2017.8

新商品＆情報コーナー
サントリー ……………『こくしぼりプレミアム < 贅沢グレープフルーツ >』

株式会社永谷園 …………『アジアを味わう まぜ麺ソース』２種

クリナップ株式会社 … 専業メーカーとしての知識を「見える化」！

チョーヤ梅酒株式会社 …………『さらりとした梅酒』糖質４０％オフ
『すっぱいウメッシュ』
株式会社バスクリン ……………………『バスクリン ＣＯＯＬ』３種

キリンビール株式会社 ……『スミノフアイス ライムスプラッシュＴＭ』

丸美屋食品工業株式会社 …『粋な贅沢 ソフトふりかけ < うなぎ >』

わかもと製薬株式会社 ……………『アバンビーズ オーラルタブレット』
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2017.8

“上質なこく”と“深い余韻”のチューハイ

『こくしぼりプレミアム < 贅沢グレープフルーツ >』
サントリー
サントリーのサントリースピリッツ（株）

パッケージは、果汁が滴るグレープフル

は、サントリーチューハイ『こくしぼりプ

ーツのイラストをあしらって果実感豊かな

レミアム < 贅沢グレープフルーツ >』を全

味わいを表現するとともに、ブランドイ

国で８月２２日（火）から新発売を開始し

メージの「ＰＲＥＭＩＵＭ」のロゴと、
「グレー

ます。

プフルーツ浸漬酒仕立て」と表記した金色

『こくしぼりプレミアム』は、果汁だけ

のアイコンをデザインし、
“上質感”をア

でなくベースとなるお酒にもこだわり、さ

ピール、また、裏面には < 贅沢グレープフ

らにそれぞれの果実と相性のよいお酒を隠

ルーツ > ならではのこだわりを伝えるメッ

し味としてブレンドすることで“上質なコ

セージを表記しました。アルコール分６％

ク”と“深い余韻”を実現したチューハイ

のサントリーチューハイ『こくしぼりプレ

としてその味わいに高い評価をいただいて

ミアム < 贅沢グレープフルーツ >』を大い

大好評です。

にお楽しみください。

今回は、
より多くのユーザーの方々に『こ
くしぼりプレミアム』の魅力をお伝えする
ために、あらたに通年商品として『こ
くしぼりプレミアム < 贅沢グレープフ
ルーツ >』を新発売します。
『こくしぼりプレミアム < 贅沢グレー
プフルーツ >』は、グレープフルーツ
を漬け込んだ浸漬酒に果汁をたっぷり
加えました。さらに隠し味としてグ
レープフルーツ発酵酒（グレープフ
ルーツ果汁を発酵させた香り豊かで味
わい深い酒）をブレンドすることで“コ
ク深い贅沢な味わい”を実現しました。
『こくしぼりプレミアム < 贅沢グレープフルーツ >』
３５０ｍＬ／１７０円（税別希望小売価格）
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2017.8

エスニックの本格的な味わいと辛さにこだわった麺用ソース

『アジアを味わう まぜ麺ソース』
< トムヤムクン味、グリーンカレー味 >
株式会社永谷園
永谷園は、茹でた麺に混ぜ合わせるだけ

パッケージはおいしさを伝えるようにシ

でおいしく食べられる簡単便利なまぜ麺

ズル感を中心に、エスニック調の華やかで

ソース『アジアを味わうまぜ麺ソース < ト

オシャレなデザインを採用。女性がよろこ

ムヤムクン味 >』と『アジアを味わうまぜ

ぶメニューとオシャレなパッケージの『ア

麺ソース < グリーンカレー味 >』を発売中。

ジアを味わうまぜ麺ソース』は、茹でたう

麺用ソースは、暑い夏の時期に調理が簡

どんや中華麺に混ぜるだけ。使いやすい１

単で、好みの味を選べる楽しみがあること

人前×２回分。具材は赤ピーマンとそぼろ

から、冷たい麺を楽しむ商品としてすっか

入り。< トムヤムクン味 > はエビや魚醤の

り定着しています。今回は、これまでの麺

旨味にパクチー・レモングラスの風味を効

用ソースにはなかった“本格的なエスニッ

かせました。< グリーンカレー味 > は、コ

クの味わい”にこだわり、エスニック料理

クのあるココナッツミルクをベースに、コ

好きの若い女性担当者が中心となって開発

ブミカンの葉の風味を効かせた青唐辛子の

された商品です。メニューは、エスニック

辛味が特徴的なグリーンカレー味です。

料理の代表的なメニューで、外食でも麺メ
ニューとしてアレンジ
されている < トムヤム
クン味 > と < グリーン
カレー味 > です。
エスニック料理好き
の方に満足していただ
けるよう、パクチーな
どの特徴的な風味をし
っかりきかせ、本格的
な味わいと辛さにこだ
わりました。
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『アジアを味わうまぜ麺ソース』< トムヤムクン味 >
< グリーンカレー味 > 各２００円（税別希望小売価格）

2017.8

専業メーカーとしての知識を「見える化」！
ショールームアドバイザーが
ライセンスバッジを着用します。
クリナップ株式会社
クリナップは、お客さまにキッチン専業

ムプレートの下部に提示します。これによ

メーカーならではの価値提供を行うため、

り、お客さまの相談に応じる対応者の判別

社員の専門知識習得を推進していきます。

がしやすくなります。各ショールームでの

このたび、全国のショールームアドバオ

ご質問やご相談・商談は、お気軽に資格保

ザー４２３名が、各自の保有資格を示すラ

有者にご相談ください。

イセンスバッジの着用を開始しました。
１９７３年、初めてシステムキッチンを
生み出したクリナップは、キッチン専業
メーカーとしてお客さまに信頼をよせてい
ただいてきました。
このたび、さらに信頼度の向上を目指し、
貴重なお客様との接点ともいえるショー
ルームにおいて、アドバイザーが保有する
専門資格の「見える化」として、ライセン
スバッジの着用を開始します。
対象となる資格は「キッチンスペシャリ
スト」…お客さまが真に求めるキッチン空

保有資格を明記したライセンスバッジ

間の構成を、お客さまと一体になって作り
上げ提案する専門知識。＝オレンジ色。
「整
理収納アドバイザー」…生活の中で物との
関わり方を見つめ直し、より快適で豊かな
暮らしを提案する。１級＝ピンク色、２級
＝ブルー色。
「食育インストラクター」…
食育の重要性を理解し、料理技術を向上さ
せ、日々の生活で食育を実践し、周囲に伝
える。３級＝グリーン色。この３種類の資
格保有者を、
各等級に応じて色分けし、
ネー ライセンスバッジを着用し、お客様と応談するアドバイザー
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2017.8

夏、さっぱりとしたほろ酔い気分！

『さらりとした梅酒』糖質４０％オフ
『すっぱいウメッシュ』
チョーヤ梅酒株式会社
梅酒の専門メーカー、チョーヤ梅酒から

ぱさ際立つ梅酒ソーダ。飲み方いろいろ

夏にぴったりの梅酒２種をご案内。飲み方

なＲＴＤ。アルコール分４％だからグーン

いろいろですっきり・さっぱりがうれしい、

と冷やして缶飲みもよし、ワイングラスに

梅酒です。ぜひお楽しみください。

移してオシャレにスパークリングウメッ

『さらりとした梅酒』糖質４０％オフ

シュ。もちろん氷を入れてオンザロック風

糖質とカロリーを抑えた本格梅酒。

に楽しんでもＯＫ。飲用シーンも様々に楽

梅酒の甘味として使用する砂糖を果糖に置

しめます。

き換えることで、人口甘味料を使用する

この夏は『すっぱいウメッシュ』でギュッ

ことなく糖質４０％オフ、カロリー３０％

とリフレッシュを、ぜひ体感しましょう。

カットを実現しました。
『さらりとした梅酒』糖脂質４０％オフ

『さらりとした梅酒』糖質４０％オフ
アルコール分８％１０００ｍＬ紙パック
７９６円（税別希望小売価格）

はグーンと冷やしてそのまま飲んだり、氷
を入れてオンザロックで、食前食後はもち
ろん、お風呂上りやくつろぎタイムなどさ
まざまなシーンで飲用できます。糖質もカ
ロリーも控えめだから安心。この夏は、梅
酒でさっぱりといきましょう。

『すっぱいウメッシュ』
キリッとした酸味、よりすっきした味
わいの缶入り梅酒飲料。天然有機酸を
２８００ｍｇ含んだ、ちょっぴり味わいハー
ドなウメッシュです。国産梅を１００％使
用し、香料・酸味料・着色料を一切使って
いない無添加の健康的な美味しさが特長。
“キリッとした酸味”と“ひかえめな甘さ”
が気分をすっきりリフレッシュできる酸っ
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『すっぱいウメッシュ酒』
３５０ｍＬ缶 / １７５円

2017.8

毎日健やか、爽快温浴 『バスクリン

“気分すっきり
“気分かろやか
“気分おだやか

ＣＯＯＬ』

さわやかミントの香り”
はじけるシークヮサー＆ライムの香り”
そよ風吹く高原の香り”

バスクリンは、
“毎日健やか、爽快温浴”

株式会社バスクリン

ナトリウム）が温浴効果を高め血行を促進、

のクールタイプ入浴剤『バスクリン クー

夏のだるい疲れ・肩こりを緩和します。

“夏の気分転換に気分で選べる入
ル』を、

●天然アロマビーズ配合（香料成分）
。心

浴剤”にリニューアルして発売中です。

地よいフレッシュな香りが長続きし、夏の

『バスクリン クール』は、< さわやかミ

だるい気分を爽快に。

ントの香り >、< はじけるシークヮサー＆ラ

< さわやかミントの香り > ＝アクアブルー

イムの香り >、< そよ風吹く高原の香り >

の透明タイプ。気分をすっきり、リフレッ

の３種類。

シュ。< はじけるシークヮサー＆ライムの香

リニューアルした『バスクリン クール』

り > ＝マリンブルーの透明タイプ。軽やか

は、●温泉ミネラル成分（重曹・炭酸ナト

に元気な気分。< そよ風吹く高原の香り >

リウム）が汗のベタつき感を取って、湯上

＝グリーンフィールドの透明タイプ。おだ

がり後の肌をスベスベに。●清涼成分
（ハッ

やかにリラックス。

カ油・メントールパウダー）が入浴時の暑

夏の入浴は、気分に合わせた『バスクリ

苦しさを和らげるので、ゆっくり快適に長

ン クール』ですっきり、さっぱりを実感

湯ができます。●温泉ミネラル成分（硫酸

してください

＊オープン価格
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夏にぴったり！
「スミノフⓇ」ブランドから新フレーバー登場

『スミノフアイス ライムスプラッシュＴＭ』
キリンビール株式会社
キリンビールは、イギリスの「ディアジ

果汁）に仕上げました。パッケージはボトル飲

オ社」が所有する「スミノフⓇ」ブランド

みの格好よさを提供するスタイリッシュなオリ

から『スミノフアイスライムスプラッシュＴＭ』

ジナルボトルを採用。メタリックボディに花火

（２７５ｍＬびん）を７月２５日（火）より全
国で新発売を開始します。

のモチーフが特徴的です。
～「スミノフアイスＴＭ」があると心がオープ

『スミノフアイスライムスプラッシュＴＭ』は、

ンに、楽しい時間がもっと楽しくなる～をテー

世界№１のプレミアムウォッカ「スミノフＴＭ」

マにＷｅｂや店頭で商品登場のアピールをして

をベースにし、１９９９年英国で発売以来

います。

ＲＴＤ市場において世界№１ブランドと
して９０ヶ国以上で飲用されています。日
本ではおもに２０代を中心とした若年層の
ユーザーに支持されているほか、夏の音楽
イベントや花火大会などで『スミノフアイ
スライムスプラッシュＴＭ』の需要が高まる
傾向が知られています。
今回は「スミノフアイスＴＭ」ブランドと
しては初となるアルコール分８％で、後味
すっきり爽快なライムテイストの『スミノ
フアイスライムスプラッシュＴＭ』を発売する
ことで、ＲＴＤ市場のさらなる活性化を目
指します。
『スミノフアイスライムスプラッシュＴＭ』
の中味は、プレミアムウォッカ「スミノフア
イスＴＭ」をベースに、アルコール分８％で甘さ
すっきり、後味さっぱりのライムテイスト（無

48

『スミノフアイスライムスプラッシュＴＭ』＊オープン価格

2017.8

贅沢素材の「粋な贅沢 ソフトふりかけ」シリーズより

『粋な贅沢 ソフトふりかけ < うなぎ >』
丸美屋食品工業株式会社
丸美屋食品工業では、今までのふりかけ

丸美屋が提案する新タイプの「ソフト

ではなかなか味わえなかった贅沢素材を使

ふりかけ」は、おいしさと高級感で毎日の

用した『粋な贅沢 ソフトふりかけ』シリー

食卓にちょっぴり贅沢な楽しさを提供して

ズより、
『粋な贅沢 ソフトふりかけ < うな

くれます。

ぎ >』を新発売。贅沢で高級感たっぷりの
アイテムを取り揃えてふりかけのさらなる

『粋な贅沢 ソフトふりかけ < うなぎ >』
を家族みんなで大いに味わいましょう。

利用につなげていきます。
『粋な贅沢 ソフトふりかけ』シリーズは、
●しっとりやわらかな食感なので、ごはん

に“なじむ”味わいです。
●いつもの「ソフトふりかけ」より高級感

のある素材を使用し、ふりかけでは普段
出会えないメニューを再現しているの
で、より贅沢感を楽しめます。
●光沢感のある特別なパッケージデザイン

で高級感を演出しています。
『粋な贅沢 ソフトふりかけ < うなぎ >』
は、うなぎをほぐして、甘辛いタレでしっ
とり仕上げました。ウェットタイプのふり
かけなので、ふりかけでありながら本格的
な「うなぎの蒲焼風」の味わいを堪能でき
ます。

『粋な贅沢 ソフトふりかけ < うなぎ >』４０ｇ / ２２０円
（税別希望小売価格）
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2017.8

Ｗのパワーでお口のニオイ対策！

『アバンビーズ オーラルタブレット』
わかもと製薬株式会社
わかもと製薬は、Ｗのパワーでお口のニ

が気になる方、至近距離での会話・打ち合

オイ対策！『アバンビーズ オーラルタブ

わせや家族、恋人と話すとき・電車内や

レット』をインターネット通販で発売中。

エレベーター内などの閉所・マスクをして

みなさん、当たり前のようにオーラルケ

いて自分の息が気になるなど、不安材料は

アで殺菌剤をしていませんか？良い菌まで

いっぱい。お口のニオイのほとんどの原因

殺してしまう殺菌剤を使用していない新た

は口内にあって、食べカスなどを細菌が分

な口内環境ケア、それが『アバンビーズ

解する際に発生します。中でも「硫化水素」

オーラルタブレット』です。

というガスは毒性があり、吐き気や睡眠障

『アバンビーズ オーラルタブレット』は、

害を引き起こす可能性があります。また、

お口のために選びぬかれた乳酸菌「ＷＢ

歯周病の悪化にもつながりますので健康の

２１乳酸菌」
（わかもと製薬オリジナル）と、

ためにもオーラルケアは非常に大切。

細菌が発生させた口臭ガスに吸着する「茶

乳酸菌「ＷＢ２１乳酸菌」＋茶カテキン

カテキン」
（エビガロカテキンガレート）

配合の『アバンビーズ オーラルタブレット』

のＷのパワーでお口のニオイ対策をサポー

なら、簡単にしかもＷパワーでお口のニオ

ト。しかも、
おいしく舐めるだけの簡単オー

イ対策可能です。

ラルケア。
ちゃんと歯磨きしているのに口のニオイ

通信販売での購入、初回限定の豪華セッ
トなど、詳細は「わかもと製薬」のホーム
ページをご覧ください。

＊通販限定『アバンビーズ オーラルタブレット』
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