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新商品＆情報コーナー
キユーピー株式会社 …………『フライパン 1 つで！』シリーズ３品

キリンビール株式会社 ………『一番搾り とれたてホップ 生ビール』

チョーヤ梅酒株式会社 ………『酔わないウメッシュ』新キャラクター

日清オイリグループ株式会社 …「日清オイリオ オリジナル 二宮和也＆
西畑大吾」ＱＵＯカードプレゼントキャンペーン
神州一味噌株式会社 …………………………『うまみ濃厚味噌』

昭和産業株式会社 ………………『だしがきいてるから揚げ粉』

丸美屋食品工業株式会社 …『完熟トマトのスープリゾット ミニオン』

サントリー ………………『ザ・プレミアム・モルツ』＆ < 香る > エール
<“ 初摘みホップ ”ヌーヴォー >
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“パスタをゆでる”と“ソースをつくる”
同時にできるパスタソース
「キユーピー３分クッキング」から

『フライパン 1 つで！』シリーズ３品
新発売中！

キユーピー株式会社

キユーピーは、「キユーピー３分クッキ

作り方は簡単。材料が沸騰してから

ング」から“パスタをゆでる”と“ソー

１０分間煮込むことで、ソースがパス

スを作る”が同時にできるパスタソース

タにしっかり染み込み、一体感のある

『フライパン１つで！』シリーズに新商品

おいしさが楽しめます。パスタと一緒

３品、< クリームパスタの素 > < トマトパ

に煮込んでも麺が伸びにくく、コシが

スタの素 > < 和風パスタの素 > を新発売

しっかりと残るのが特徴です。

しています。

◆『フライパン１つで！』シリーズの新商

◆『フライパン１つで！』シリーズ…

品は…< クリームパスタの素 > < トマトパス

肉や野菜などの好みの具材とパスタ
（乾麺）・適量の水・牛乳など、全て
の材料をフライパンに入れて一緒に
煮込むことで出来上がる濃縮タイプ
のパスタソース。“パスタをゆでる”
と“ソースを作る”の工程がフライ
パン１つで完成し、別ゆでする手間
がありません。

タの素 > < 和風パスタの素 > の３種類か
らお選びいただけます。
毎日忙しい日々を送られているご家
族の皆さまに、きっとよろこんでいた
だける、おいしい手づくりパスタが簡
単に作れます。しかもお好みにアレン
ジ自在。ご家族皆さまで大いにお楽し
みください。

『フライパン１つで！』シリーズ 各２２０円（税抜希望小売価格）
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発売１５年目！

今年も旬の味をお届けします。

『一番搾り とれたてホップ 生ビール』
キリンビール株式会社
キ リ ン ビ ー ル 限 定 出 荷『 一 番 搾 り

●

２０１８年は、よりフレッシュなホッ

とれたてホップ 生ビール』は、今年も

プ感が引き立つようなホップ配合・

旬の味をお届けします。

製法を採用。フレッシュなホップの

今年とれた岩手県産ホップの、旬の
味が楽しめる一番搾り。ホップ生産国
内トップクラスの生産規模を誇る岩

おいしさが感じられる調和のとれた
飲みやすい味わいが特長です。
●『一番搾り

とれたてホップ 生ビール』

手県遠野市で今年収穫されたばかりの

は、３５０ｍＬと、５００ｍＬの缶入り、

ホップを使用。この時期にしか会えな

５００ｍＬ中びん、６３３ｍＬ大びんで

いおいしさをぜひお愉しみください。

の発売です。

『 一番搾り とれたてホップ 生ビー
ル』 は、とれたてのおいしさを閉じこ
る凍結ホップを使用。
●

ホップは収穫後、品質を保つため乾

キリンの『一番搾り とれたてホップ
生ビール』は、発売１５年目。
今年だけの旬の味わいを、大いにお
愉しみください。

燥させて使用するのが一般的ですが、
キリンはみずみずしい収穫直後の
ホップを、特許技術で凍結（キリン
特許）
、水分を含んだ状態で凍結さ
せて使用。
●

凍結ホップは青草や果実のような新
鮮な香り成分がたくさん含まれ、フ
ローラルな香りが際立ちます。

●『一番搾り

とれたてホップ 生ビール』

も麦芽を糖化してできた「もろみ」か
ら最初に流れ出る一番搾り麦汁のみ
を使用。
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『一番搾り とれたてホップ 生ビール』
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４代目キャラクターに「岡本夏美」さん起用
新ＣＭオンエア中！

『酔わないウメッシュ』
チョーヤ梅酒株式会社
チョーヤ梅酒の人気商品『酔わない

お酒の苦手な方、酔いたくないけど梅

ウメッシュ』 は、歴代のキャラクター

酒の感覚を楽しみたいときなど様々な

に当時の人気タレントを起用してきま

シーンで楽しめるアルコール分０（ゼロ）

した。そして今回４代目となる新イメー

の本格梅酒ソーダテイスト飲料です。

ジキャラクターに今注目の女優「岡本

３５０ｍＬ缶と３００ｍＬ瓶を発売中。

夏美」さんを起用。新しいＴＶＣＭも

現在放送中の岡本夏美さん出演
のＴＶＣＭは「餃子×酔わないウメッ

すでに完成して放映中。
『酔わないウメッシュ』は、和歌山県

シュ」。ジューシーで脂っこい餃子と梅

内の協力農園で採れた「完熟南高梅」

の酸味でスッキリとした味わいの『酔

を１００％使用。熟度が高く貴重なため、

わないウメッシュ』 の相性がぴったり

市場には出まわらない特別な梅を種（た

なこと、さらにノンアルコールだから、

ね）のおいしさまで果実丸ごと使用す

酔わずに梅酒の味を存分に楽しめるこ

ることで梅酒らしい風味を実現しまし

とをアピールしています。

た。酸味料、香料、着色料、人工甘味
料などの添加物は使用していません。

スッキリのノンアルを大いに楽しみ
ましょう。

岡本 夏美
１９９８年７月生まれ
神奈川県出身
モデルで活躍する一方、ＴＶド
ラマに主演し、現在、女優・モ
デルをはじめマルチに活躍中。
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「日清オイリオ オリジナル 二宮和也＆西畑大吾」
< ＱＵＯカードプレゼントキャンペーン >
抽選でＱＵＯカード（１，０００円分）が５，０００名様に当たる

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、より多く
のお客様にオイルを生でそのままかけ
る「楽しさ」
「おいしさ」を実感してい
ただきたいとの思いを込めて、< ＱＵＯ
カードプレゼントキャンペーン > を実施中
です。
今回のキャンペーンでは、フレッシュ
キープボトル使用の『鮮度のオイルシ
リーズ』< 日清かけて香る純正ごま油、
ＢＯＳＣＯエキストラバージンオリー
ブオイル、日清アマニ油、日清マカダ
ミアナッツオイル、各１４５ｇ > を購
入いただいた方の中から、抽選で５００

応募期間：
２０１８年１０月２９日（月）～
２０１９年１月３１日（木）＊消印有効
賞品・当選発表：
日清オイリオオリジナル二宮和也＆西畑大吾
ＱＵＯカード（１，０００円分）５００名様
応募方法：対象商品の応募時貼付物（商品
上部の「あけ口」部分）１枚を１口とし
て郵便ハガキにしっかり貼り付けて応募。
● 〒、住所、氏名、電話番号を明記し応募。
お１人様何口でもご応募いただけますが、
ハガキ１枚につき１口とさせていただき
ます。
宛先：〒１００－８７７９
日本郵便株式会社 銀座郵便局留
オイルをかけてこー！キャンペーン事務局

名様に「おいしい魔法かけてこー！」
のＴＶＣＭでおなじみの二宮和也さんと
西畑大吾さん（関西ジャニーズ）の２人
をデザインしたＱＵＯカード（１，０００
円分）をプレゼント。

応募貼付物「あけ口」
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お問合せ：０３- ６２６４- ２５２５
オイルをかけてこー！キャンペーン事務局
（平日１０：００～１７：００）

キャンペーン対象商品

2018.12

神州一味噌 味噌新商品

酵素が引き出す、大豆のコクとうまみ

『うまみ濃厚味噌』
神州一味噌株式会社
神州一味噌は、２０１８年の秋冬新商

●

酵素が大豆のコクとうまみを引き出し

品を発売しています。その中から神州

ます＝神州一味噌独自の酵素製法によ

一味噌ならではの 生みそ『うまみ濃厚

り、アミノ酸含有量の高い濃い味わい
の味噌に仕上げました。

味噌』を紹介。
健康志向に対するニーズは相変わら
ずですが、発酵食品の中でも代表的な

② 大豆のうまみと糀の甘みがバランスの良
い味わいです＝麹歩合１０割と米糀の配

食品のひとつ、味噌の利用頻度が増加

合が多く、米糀の甘みと、大豆のうまみ

した様子はありません、また、同じく

により味わいに厚みがましています。

醤油も家庭における使用量が増えてい
るわけではありませんが、日本食が体
によいことだけは周知の事実で、発酵
食品を見直す風潮は、また高まりつつ
あります。

●

味噌の色合いは、赤褐色の漉タイプ。

神州一の 生みそ『うまみ濃厚味噌』
は、おいしいおみその香ばしい香りで
心も体も、ほっこりと暖めてくれます。

今回発売の『うまみ濃厚味噌』 は、
味噌の主流になりつつある減塩味噌に

『うまみ濃厚味噌』６５０ｇ
* オープン価格

対する消費者の「物足りなさを感じる」
という声に応えて商品化されました。
減塩タイプだけどしっかりした味わ
いのおいしい味噌がほしい、そんな
方々に神州一味噌が、おいしくて、濃
い味の味噌をお届けします。
神州一味噌の、生みそ『うまみ濃厚
味噌』、おいしさの特長は、
① 減塩みそでも濃い味を実現。
（塩分２５％カット＝七訂日本食品標
準成分表淡色辛みそに比べ）
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本格的なだし感をご家庭で楽しめる

『だしがきいてるから揚げ粉』
昭和産業株式会社
昭和産業の人気商品のひとつ、
「から
揚げ粉」に新しい仲間が増えました。
ＳＨＯＷＡ『だしがきいてるから揚げ粉』。

ことで、塩分カットでも旨みのある
味わいに仕上がります。
③ やさしいパッケージ…これまでのか

日本人の多くが好きな食べもののひと

ら揚げ粉にはないやさしいデザイン

つとしておなじみのから揚げを、食卓

で、目を引くパッケージにしました。

機会から見ると依然として増加傾向に
あります。
そして「だし」は、世界中から注目
されている日本食の素ともいえるもの、

昭和産業の『だしがきいてるから揚げ
粉』 を使って、家族みんなが大好きな
から揚げを存分にお楽しみください。

国内でも最近、だし専門店ができるな
ど、だしの本格的なおいしさを手軽に
楽しむ人が増えてきました。
そこで昭和産業は、他社にない味わ
いが楽しめる商品として「だし」の効
いたから揚げ粉を新発売。また、
「だし」
を効かせることで減塩で仕上げること
ができたので、塩分控えめの食事をさ
れている方や、ご自分で味を調節した
い方におすすめします。
『だしがきいてるから揚げ粉』の特長は、
① だしのうまみ…かつお風味のだしが
効いた、水溶きタイプのから揚げ粉
です。
② 塩分５０％カット…だしを効かせる
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『だしがきいてるから揚げ粉』１００ｇ入り
１５０円（税抜希望小売価格）

2018.12

ミニオンのかわいさ満載！スープリゾットが新登場！

『完熟トマトのスープリゾット ミニオン』
丸美屋食品工業株式会社
丸美屋食品工業は、大人気のキャラ

② カップのデザインは全５種類。手に

クター、「ミニオン」を採用したカップ

取るたびに色々な「ミニオン」に出会

スープ『完熟トマトのスープリゾット』
をコンビニエンスストアで新発売して
います。
「ミニオン」は、アニメ映画のわき役
から主役に抜擢、今ではすっかり大人

える楽しいデザイン。
③ 完熟トマトをベースにした、ほんのり
バジルが香る、ほどよい酸味のスー
プリゾット。黄色い「ミニオン」を
イメージした粒コーン入りのスープ
リゾット。

気になったキャラクター、お子さまの

④ ふっくら製法で炊き上げた押し麦入

間だけではなく、若い世代を中心にブ

りのごはん付き。お米本来の味わい

レークしているヒットキャラです。グッ

としっかりした食感が楽しめます。

ズからファッションまで多くのモノに
使われています。原型は同じモデルで
すが、それぞれ個性を持ったキャラク

⑤ 熱湯を注いで３分でいつでも手軽に
食べられ、パンやサラダと合わせて
軽い食事や、小腹を満たすのにぴっ
たりです。

ター軍団といえます。
丸美屋食品は、これまでお子さまメ
ニューに様々なキャラクター（人気ア
ニメの主人公）を使って、好評をいた
だいてきました。今回の「ミニオン」は、
幅広いファン層を持っていることから、
大人向けのカップスープに採用し、カッ
プフードの食機会が多いと思われる年
代層に向けて発売しています。
『完熟トマトのスープリゾット』 は、
①「ミニオン」を全面に大きくデザイン
したかわいいカップ入りのスープリゾ
ットです。

ＴＭ

＆ © Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｓｔｕｄｉｏｓ

『完熟トマトのスープリゾット』１８５円（税抜本体価格）
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数量限定！「ファインアロマホップ」のみずみずしい香り
今だけの特別なプレミアムモルツ

『ザ・プレミアム・モルツ』<“ 初摘みホップ ”ヌーヴォー >
『ザ・プレミアム・モルツ < 香る > エール』
<“ 初摘みホップヌーヴォー ”>
サントリーのこの時期ならではの数
量限定プレモル、『ザ・プレミアム・モルツ』

援しています。
② みずみずしいホップの香りを際立た

<“ 初摘みホップ ”ヌーヴォー > がいよいよ

せるために、複数回に分けて追い足

登場しました。

すようにホップを投入する「アロマ

２０１８年に収穫された世界最高の
チェコ・ザーツ産ファインアロマホッ
プを使用した、今だけの特別なプレモ
ルです。みずみずしい“初摘み”の香
りをぜひお愉しみください。
『ザ・プレミアム・モルツ』<“ 初摘みホッ
プ ”ヌーヴォー > の お い し さ の 秘 密 は、
① ザ・プレミアム・モルツの最大の特徴
の、あふれだす華やかな香りに「欧
州産アロマホップ」は欠かせません。
そのために原産地のチェコ農家を支
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サントリー

リッチホッピング製法」を１０数年
かけて開発。忘れられない香りを生
み出すために、考えられる全てをや
りつくしました。
『ザ・プレミアム・モルツ』<“ 初摘みホッ
プ ”ヌーヴォー > は、「< 香る > エール」 も
同時に登場。レギュラー缶３５０ｍＬ、
ロング缶５００ｍＬ、中瓶５００ｍＬ。
< 香る > エール は、レギュラー缶、ロン
グ缶のみ、数量限定発売。飲めるのは
今だけです、お早目にどうぞ。

