2017.7

新商品＆情報コーナー
「宇都宮ショールーム」
株式会社永谷園 ………………………『冷やし塩すだち茶づけ』

株式会社山本海苔店 …………………………『おつまみ海苔』５種

キリンビール株式会社 …『サンライズ スパークリング スペシャルパック』

株式会社バスクリン …………………
『きき湯 清涼炭酸湯』２種

チョーヤ梅酒株式会社 ……………………………『チョーヤ 夏梅』

クリナップ株式会社 ………「宇都宮ショールーム」移転オープン

日清オイリオグループ株式会社 ………………『日清 ヘルシーオフ』

サントリー ……………『ザ・プレミアム・モルツ < 香る > エール芳醇』
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夏の暑さ、汗で失われやすい
塩分・ミネラルを補給できる！

『冷やし塩すだち茶づけ』
株式会社永谷園
永谷園は、暑い夏にサラッと食べられ、

●発汗で失われやすい塩分とミネラル（カ

塩分・ミネラルが補給できるお茶づけの素

リウム・マグネシウム・鉄）を補給できま

『冷やし塩すだち茶づけ』を、春夏限定で

す。●昆布をベースに、すだちの爽やかな

全国で新発売中。
永谷園は代表商品の『お茶づけ海苔』な
どのお茶づけレギュラーシリーズ『梅干し
茶づけ』
『わさび茶づけ』などに冷水をか
けて食べる「冷やし茶づけ」を提案して火

風味を効かせました。●サラサラと食べや
すいシンプルなお茶づけで、具材は海苔と
あられ。
夏にぴったりのお茶づけ、大いにお楽し
みください。

を使わない調理の手軽さとさっぱりした味
わいが大好評。さらに冷たい麦茶をかける
冷やし茶づけの素『冷やし麦茶づけ』を展
開し、昼食・お弁当で利用されるお客さま
や、暑い夏場の屋外仕事をされるお客さま
から「食欲が落ちる夏に、これなら食べら
れます」などの声を多数いただきました。
これまでのお茶づけレギュラータイプとは
違う、夏ならではの「冷やし茶づけ」の幅
“ 夏にう
広い利用シーンを創出。今回は、
れしい冷やし茶づけ ”をテーマに、汗で失
われやすい塩分とミネラルを補給できるお
茶づけを開発。部活などで汗を流す学生さ
んから、暑い屋外で活動する方におすすめ
のお茶づけの素です。
『冷やし塩すだち茶づけ』は、●夏にう
れしいほどよい酸味が効いたサラッと爽や
かな味わいの冷やし茶づけの素。よく冷え
たお茶で食べれば、暑い日にぴったりです。

『冷やし塩すだち茶づけ』６食入り
２３８円（税別希望小売価格）
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2017.7

リフレッシュした「おつまみ海苔」を楽しみましょう

『おつまみ海苔』
< うめの味 > < うにの味 > < おかかの味 >
< わさびごまの味 > < 明太子の味 >
株式会社山本海苔店
丸梅マークでおなじみ山本海苔店の色々
なシーンで楽しめる『おつまみ海苔』は、

苔と相性のよい味付けにすることで、お

新らしいパッケージにリニューアル。好評

かかの存在感を高めた味に仕上げました。

発売中です。

④わさびごまの味…国産わさび茎の粉末を

『おつまみ海苔』は、上質な２枚の味附

使用。特性わさびパウダーを煎り白ごま

海苔で梅顆粒や明太子顆粒などの厳選素材

にからませました。辛味と旨味が海苔と

をはさみ、短冊形に仕上げた山本海苔店の

の相性抜群です。

ロングセラー、リフレッシュして新ライン
アップになっています。
『おつまみ海苔』のこだわりは、①熟練
の海苔職人が吟味。②醤油ベースの味タレ

⑤明太子の味…無着色の焼明太子を使用。
唐辛子や柚子胡椒を使った調味液で漬け
込んだ明太子の辛味が海苔とベストマッ
チング。

は、北海道日高産の天然昆布だし汁を使用。

は缶入り。各６４８円
（税
『おつまみ海苔』

イワシやトビウオからつくる魚介エキスで

込）
。２缶～１０缶までの詰め合わせが

さらに旨味アップ。

できます。ご進物用にもぜひどうぞ。

『おつまみ海苔』は全５種類。
①うめの味…紀州産（和歌山県）
の南高梅を使用。酸味と塩味
をバランスよく仕上げ、香り
高い上質の海苔とのコラボは
格別です。
②うにの味…「練りうに」を使
用。配合の割合にこだわり
「うに」特有の風味を再現。
磯の香りが海苔の味わいを
引き立てます。
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③おかかの味…国産の鰹節粉末を使用。海

2017.7

夏のパーティーや贈り物に！

『サンライズ スパークリング スペシャルパック』
～ ワインクーラーにもなるパック入り ～
キリンビール株式会社
キリングループのメルシャン株式会社

た、完熟したブドウから造るリッチな味

は、チリの名門ワイナリー、コンチャ・イ・

わいのチリワインブランド、
「サンライズ」

トロ社が造る
『サンライズ スパークリング』

の特長「太陽のアイコン」と「サンライ

から、ワインクーラーとしても使えるオリ

ズイエロー」を強調した新パッケージで

ジナルバッグに入った
『サンライズ スパー

皆さまにお届けします。

（白・ロゼ
クリング スペシャルパック』
各７５０ｍＬ）を、６月２７日（火）より
数量限定で全国新発売を開始します。
太陽がデザインされた明るいパッケージ
の『サンライズ スパークリング』を、野
外にも気軽に持ち運べる涼し気なデザイン
のオリジナルアイスバッグに入れて発売す
ることでスパークリングワインを冷やして
引用するシーンの拡大を提案し、ワインの
人気をさらに高めていきます。
『サンライズ スパークリング スペシャ
ルパック』について…
『サンライズ スパークリング』「白」と
「ロゼ」をプレゼント用のバッグとしても、
また、パーティーなどで氷を入れてそのま
まワインクーラーとしても使用できるオリ
ジナルのワインバッグに入れました。
「サンライズ」シリーズは、チリの名門
ワイナリーの広大な畑の中で、年間３００
日の日照がある畑のブドウのみで造られ

『サンライズ スパークリング スペシャルパック』
白・ロゼ 各７５０ｍＬ瓶
＊オープン価格
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その日の症状、その日のうちに。

『きき湯 清涼炭酸湯』
だるい疲れ・ベタつき感にも

バスクリンは、
「その日の症状、その日

株式会社バスクリン

『きき湯 清涼炭酸湯』は、●温泉ミネラ

のうちに。
」をキャッチフレーズとするクー

ル（重曹）＋炭酸ガスが入浴効果を高めて、

ルタイプの炭酸入浴剤「きき湯 冷泉炭酸

だるい疲れ・肌荒れを緩和します。●入浴

湯」をリニューアル。新ネーミング『きき

効果を高め、血行を促進し、だるい疲れを

湯 清涼炭酸湯』として新発売中です。

緩和します。●清浄効果を高めて、皮脂汚

汗ばむ季節に、入浴剤が求められる項目
は、
「だるい疲れの緩和」と「肌のベタつ

れを除去し、肌表面を整え、肌のベタつき
感を緩和します。

き感の改善」の２つが上位に挙がっていま

『きき湯 清涼炭酸湯』は、さっぱり感

す
（バスクリン調べ）
。
『きき湯 清涼炭酸湯』

強めのスカイブルーの湯色（透明タイ

は、それらに効果的であることが分かりや

さっ
プ）< クーリングシトラスの香り > と、

すく、さらに爽快感を高めたパッケージに

ぱり感穏やかなマリンブルーの湯色（透明

変更。また、さっぱり・爽快感の違いで選

タイプ）< リフレッシュフローラルの香り >

べるラインアップに製剤も変更しました。

の２種があります。

この時期にぴったりの入浴剤としてぜひお
楽しみください。

この夏のさっぱり感をバスタイムで実感
してください。

『きき湯 清涼炭酸湯』< クーリングシトラスの香り > < リフレッシュフローラルの香り > ＊オープン価格
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紀州産南高梅を使用した“ 無添加 ”梅ドリンク

『チョーヤ 夏梅』
チョーヤ梅酒株式会社
梅酒専門メーカーのチョーヤ梅酒は、

チョーヤ梅酒は、
「とどけ、うめのちから。
」

２０１５年から毎年期間限定で発売してい

をスローガンに、梅の持つ新しい可能性を

るペットボトル入り梅果汁入り炭酸飲料

追求し、健康的で楽しい毎日を送れるよう

『チョーヤ 夏梅（なつうめ）
』を期間限定

に梅の素晴らしさを世界中の人々にお届け

で新発売しています。

します。

『チョーヤ 夏梅』は、梅の最高品種とさ
れる紀州産（和歌山県）南高梅を使用した
無添加（酸味料、香料、人口甘味料）の自
然派飲料です。砂糖でじっくりエキスを抽
出、フルーティーな梅果汁と酸味が際立つ
梅エキスを使用し、夏にぴったりのスッキ
リと甘酸っぱい味わいが特長です。また、
健康や美容にもうれしい梅由来の天然有機
酸（クエン酸やリンゴ酸など）を１本に
２２００ｍｇ含有。
『チョーヤ 夏梅』は、お風呂上りや気分
転換したいときなど“さっぱり”リフレッ
シュしたいときにぴったりのソフトドリン
クです。
暑い夏に、喉と気分をスッキリさっぱり、
ゴクンと飲んでおいしい爽快感を大いに楽
しんでください。

『チョーヤ 夏梅』５００ｍＬ
１３９円（税別希望小売価格）
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ショールーム移転オープン！
キッチンスタジオを新設、地域に密着した提案活動を展開

「宇都宮ショールーム」
クリナップ株式会社
クリナップは、顧客接点強化の一環とし
て、交通利便性の向上と生活価値提案の充

案活動を展開し、生活者の皆さまの多様な
暮らしのニーズに応えていきます。

実を図ることを目的に、
「宇都宮ショールー
（栃木県宇都宮市）を移転し、グレー
ム」
ドアップして新オープン。
★新「宇都宮ショールーム」の特徴
① キッチンの使用体験ができる「キッチ
ンスタジオ」を新設し、最新システム
を使った料理教室をはじめ、食と暮ら
しに関する様々なイベントを開催して
情報を発信していきます。

＊新・宇都宮ショールーム概要

② 最新のキッチン展示はもちろん、ダイ

栃木県宇都宮市平松町７５４

ニングまでの居住スペースを再現した

☎０２８－６３６－０３０６

「空間提案コーナー」は、ウエイティン
グスペースとしての活用も可能です。
③ 宇都宮市の都市再生整備計画区域（内
環状線沿い）に場所を移し、交通利便
性を向上。３方向から進入可能な敷地
に５２台分の駐車スペースを設置。
他にも、
宇都宮市特産の「大谷石」を使っ
たインテリア提案や、ビジネスユーザーが
ＰＣを使いながらお客さまとの待ち合わせ
に利用できるコンセント付きウエイティン
グカウンターなどさまざまな工夫を施して
います。これまで以上に地域に密着した提
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新設したキッチンスタジオ

営業時間：１０：００～１７：００
水曜定休（夏季・年末年始休業あり）
展示内容：システムキッチン １２セット
システムバス

６セット

洗面化粧台

６セット

2017.7

揚げ物のカロリーが気になる方に

『日清 ヘルシーオフ』
日清オイリオグループ株式会社
日清オイリオグループは、驚くほど油切

食用油は、空気に触れると酸化しやすい

れが良く、しかもコレステロールゼロの家

ので、開封後はキャップをしっかり締めて

庭用健康系食用油、
『日清 ヘルシーオフ』

常温の暗所に保管してください。賞味期限

を発売中です。

にこだわらずお早めに使い切ることをお

揚げ物が好きな人にとって調理油のカ
ロリーは気になります。でも、
『日清 ヘル
シーオフ』なら、カロリーを気にしないで

すすめします。
『日清 ヘルシーオフ』を使った料理で、
夏の食欲を健康的に楽しみましょう。

おいしく召し上がれます。
『日清 ヘルシーオフ』は、天ぷらやフラ
イなどの揚げ物の調理品の油分を、通常の
食用油に比べ、吸油量を最大２０％抑制し
た初めての食用油（カロリー換算で１３％
相当）
。衣に含まれる油分を少なくし、カ
ラッとした油切れの良さを実感できます。
大豆と菜種がベースでコレステロール
“０”
のヘルシーなおいしさを楽しめます。
料理レシピは日清オイリオＨＰから

『日清 ヘルシーオフ』＊オープン価格
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「ザ・プレミアム・モルツ < 香る > エール」から限定品

『ザ・プレミアム・モルツ < 香る > エール芳醇』
秋季向け限定新発売！

サントリーは、
『ザ・プレミアム・モル

かなオレンジ色を採用するとともに、缶の

を、
８月２２日
（火）
ツ < 香る > エール芳醇』

中央に“ 芳醇 ”
“ 限定醸造 ”と記したゴー

から全国で数量限定新発売をします。

ルドラベルを配置して、おいしさと限定感

本年４月にリニューアル新発売した、
『ザ・プレミアム・モルツ < 香る > エール』

を強調しました。
発売開始が待ち遠しい特別なプレモル、

は、
“フルーティな味わい”に加え、
よりすっ

ぜひ、豊穣の秋に『ザ・プレミアム・モル

きりと心地よい後味で皆さまからたくさ

ツ < 香る > エール芳醇』を楽しみましょう。

んの支持をいただいています。
今回はその『ザ・プレミアム・モルツ
< 香る > エール』から、秋シーズンにぴっ
たり、芳醇な味わいのエールビー
ルを楽しんでいただきたいという
想いのもと、限定醸造の『ザ・プ
レミアム・モルツ < 香る > エール
芳醇』を発売するものです。
★『ザ・プレミアム・モルツ < 香
る > エール芳醇』の特長…
『ザ・プレミアム・モルツ < 香る >
エール』ならではのフルーティな
味わいと、数種類の濃色麦芽によ
る芳しく奥深い香りを調和させ、
秋らしい“ フルーティで芳醇 ”な
ビールを実現しました。パッケー
ジは秋の訪れをイメージした軽や
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サントリー

『ザ・プレミアム・モルツ < 香る > エール芳醇』
３５０ｍＬレギュラー缶 ５００ｍＬロング缶
＊オープン価格

