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新商品＆情報コーナー
永谷園 ……………………『濃いおしるこ こしあん 抹茶仕立て』

チョーヤ梅酒株式会社 ………『Ｔｈｅ ＣＨＯＹＡ ＢＡＲ 銀座
Ｃｏｃｋｔａｉｌ Ｔｏｕｒ ２０１８』
キユーピー株式会社 ……『フライパン１つで！』シリーズ ３品 新発売

神州一味噌株式会社 …………『即席生みそ汁 えびだし ８食』

昭和産業株式会社 …… プレミアム系オイル『オリーブオイル生活』
キリンビール株式会社 ……『キリン氷結Ⓡストロング ベリーミックス』

クリナップ株式会社 …………『Ｈｏｔウォール』＆『アクリアバス』

丸美屋食品工業株式会社 ………『〆のだし茶漬け さけと三つ葉』
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上品な濃い抹茶味で“ちょっとした贅沢を”

『濃いおしるこ こしあん 抹茶仕立て』
永谷園
永谷園は、レトルトタイプの１食分

新登場の『濃いおしるこ こしあん 抹

のおしるこ『濃いおしるこ』シリーズに、

茶仕立て』は、

新メニュー『濃いおしるこ こしあん 抹

● 味わい深い抹茶の濃さと、抹茶本来の鮮

茶仕立て』（１食分）を新登場。“あん”
のおいしさにこだわり、餅にもたっぷ
りからむ濃い味わいのこのシリーズは、
１９８９年発売の『田舎しるこ』『御前

やかな緑色を楽しめるおしるこ。
● 白あんベースのおしるこに抹茶を合わせ、
甘さのなかに抹茶の渋味を感じる上品な
味わいに仕上げました。
● ほどよいとろみがあり、白玉やお餅によ

しるこ』 などともに、この時期ほっこ

く絡みます。

りする味わいとして好評をいただいて

永谷園の『濃いおしるこ』シリーズで、

います。
今回は近年スイーツとしても人気の

ほっこりと美味しさを楽しんではいか
がでしょう。

高い抹茶を、上品で濃い味わいが楽し
める新メニューとして発売することで、
お汁粉のおいしさを皆さまに提案して
いきます。
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５０種類以上のオリジナルカクテルを提供

『Ｔｈｅ ＣＨＯＹＡ ＢＡＲ 銀座
Ｃｏｃｋｔａｉｌ Ｔｏｕｒ ２０１８』
好評につき期間延長！

チョーヤ梅酒株式会社

チョーヤ梅酒は、日本発祥の伝統的

継続して、一流のバーテンダーならで

なリキュールの「梅酒」文化を世界に

はのプロフェッショナルな視点で開発

発信し、新しく且つ驚きのある体験を

した５０種類以上の新感覚カクテルと

作り出すことを目的に開催中の『Ｔｈｅ

オリジナルフードを引き続きお楽しみ

ＣＨＯＹＡ ＢＡＲ（ザ・チョーヤ・バー）銀

いただけます。開催期間中オリジナル

座

Ｃｏｃｋｔａｉｌ ｔｏｕｒ（カクテルツ

カクテルの提供を１０，０００杯として

アー）２０１８』を、ご好評につき、１２

います。ぜひこの機会においしいオリ

月３０日（日）まで期間延長して開催

ジナルカクテルと料理を心行くまでお

しています。クリスマスシーズンにピッ

楽しみください。

タリのオリジナルスパークリングカク

１２月限定のカクテルとして「Ｔｈｅ

テルを開発し、グレードアップしたカ

ＣＨＯＹＡ ゴオールドスパーク」、「Ｔｈｅ

クテルツアーとなっています。カクテ

ＣＨＯＹＡ イルミネーション」と「Ｔｈｅ

ルが好きな方はもちろん、クリスマス

ＣＨＯＹＡ ベリーニ」の３種類を開発。

気分にひたりたい方にもよろこんでい

いずれも「Ｔｈｅ ＣＨＯＹＡ ＳＩＮＧＬＥ

ただけます。パーティー気分が味わえ

ＹＥＡＲ」をベースに、この時期にふさ

る、雰囲気満載のカクテルバーです。

わしい華やかで個性豊かなスパークリ

都内でＢＡＲを文化として発信続けて
いる「日比谷Ｂａｒ」とタイアップを

ングに仕上げました。さらにドリンク
もフードも色々選べて楽しめます。

「Ｂ．Ｅ．ＨＡＯＵＳＥ ＨＩＢＩＹＡ Ｂａｒ」東京都中央区銀座５－６－５ ＮＯＣＯ７Ｆ １７：００～２３：３０
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“パスタをゆでる”と“ソースを作る”が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
キユーピー株式会社
キユーピーは、「キユーピー３分クッ

分間煮込むことで、ソースがパスタに

“パスタをゆでる”と“ソー
キング」から、

しっかりと染みこみ、一体感のあるお

スを作る”が同時にできるパスタソース

いしさが楽しめます。パスタと一緒に

『フライパン１つで！』 シリーズ３品を新

煮込んでも麺が伸びにくく、コシがしっ

発売します。全ての材料をフライパン

かりと残るのが特徴です（製法特許出

に入れて煮込むだけで、ソースがしっ

願中）。味は < クリームパスタの素 >、<

かり染み込んだ、野菜たっぷりの具だ

トマトパスタの素 >、< 和風パスタの素 >

くさんなパスタが楽しめます。

の３種類、お好みで楽しめます。

『フライパン１つで！』は、肉や野菜など

「キユーピー３分クッキング」のコン

の好みの具材と、パスタ（乾麺）・適量の

セプトは、
「“簡単手づくり”の代名詞」。

水・牛乳など全ての材料をフライパンに入

家庭の常備野菜を活用することで、野

れて一緒に煮込むことで完成する、濃縮タ

菜たっぷりの主食メニューを手早く準

イプのパスタソース。“パスタをゆでる”

備でき、食後の洗い物も少なく済ませ

と“ソースを作る”の工程がフライパン

ます。忙しいママさんたちの強い味方、

１つで完結し、パスタを別ゆでする必要

家族で囲む食卓を応援します。

がありません。材料が沸騰してから１０

『フライパン１つで！』シリーズ３品
各２２０円（税別参考価格）
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神州一味噌 即席みそ汁

手軽で手頃に、えびのみそ汁

『即席生みそ汁 えびだし ８食』
神州一味噌株式会社
み子ちゃん印の神州一味噌は、秋冬
シーズンの新商品として、即席みそ汁
『即席生みそ汁 えびだし ８食』を全国

風味の香味油を使って、家庭で調理し
たように、マイルドに仕上げました。
⑥８食入りのお手頃価格。

で新発売中。
調味味噌の中に具材を練り込んだ即

手頃感と便利さで大人気の即席生み

席生タイプのみそ汁は、１食１袋の手

そ汁に、また一つおいしさが加わりま

軽さと、お手頃感が好評で大変人気が

した。神州一の『即席生みそ汁 えびだ

あります。今回神州一味噌は、現在即

し ８食』 の濃厚な「えびだし」をどう

席生みそ汁市場に無い「えびだし汁」

ぞ手軽にお楽しみください。

に着目して開発・新発売しています。
「えびだし汁」は「おいしそう」と指
示が高く、求められている味です。神
州一はえびの中でも人気が高い「甘エ
ビエキス」を配合し、皆さまのニーズ
に応えています。
神州一味噌の現在市場に無い新バー
ジョン『即席生みそ汁 えびだし ８食』
は…
①１袋で１食分の手軽さ
②練り込み具材としてわかめが入って
います。
③人気のフレーバー「えびだし」です。
④加工用のうまみ濃厚味噌に、えびだ
しを配合。
⑤やさしい味の甘えびエキスと、えび
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『即席生みそ汁 えびだし ８食』１２０円
（税別希望小売価格）
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毎日あっさり！ ＳＨＯＷＡのプレミアム系オイル

『オリーブオイル生活』
昭和産業株式会社
昭和産業の人気のオリーブオイルを紹
介します。
世帯人数の減少や、有職主婦の増加

えた、クセのないあっさり軽い味わいの
１００％オリーブオイル『オリーブオイル
生活』の登場です。

により、消費者の「食」に対するニー

■クセの無い軽い味わい…

ズの多様化は増々広がるばかり。さら

●

に少子高齢化や平均寿命の上昇に伴い、
健康的な食生活を好む方が増えていま
す。そうした中で、家庭調理における

あっさり軽い味わいで、苦味・辛味の弱い
あっさりタイプ。

■これ１本でいろいろ使える…
和食、生食、揚もの、焼きものなどい

●

ろいろな料理に使えます。

ニーズは、依然として“健康”“安全・

■たっぷり大容量…

安心”そして“簡単・便利”にあります。

●

昭和産業はそんなニーズに応え、エク
ストラバージンオリーブオイルよりも苦味
や辛味を抑え、和食にも合うように調

９５０ｇの大容量タイプ、毎日手軽に
たっぷりお愉しみいただけます。

どんな料理でも手軽に使える『オリー
ブオイル生活』をぜひどうぞ。

合したプレミアムオリーブ油『オリーブオ
イル生活』を新発売中。
オリーブオイルは、健康イメージの広
がりとともにエクストラバージンオリーブ
オイルを中心に急成長。しかし、エクス
トラバージンオリーブオイルは独特の風味
や辛味があり「使い方が分からない」や、
「和食中心の食事に合わないイメージが
ある」といった苦手感を持っている方
も多く見受けられます。最近はオリーブ
オイルの上手な使い方やレシピも増えて
いますが、まだまだ十分とはいきませ
ん。そこで使いやすさと健康を兼ね備

『オリーブオイル生活』９５ｇ

＊オープン価格
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「氷結Ⓡストロング」初！ベリーのミックスフレーバー

『キリン氷結Ⓡストロング ベリーミックス』
期間限定

キリンビールは、『氷結Ⓡストロング』

キリンビール株式会社
汁感のすっきりした飲みごたえが特長。

シリーズ から初となる、ラズベリーと

パッケージはピンク×ホワイトをベー

ブルーベリーの氷結Ⓡストレート果汁を

スに、リアルな果実と“ＳＴＲＯＮＧ”

使用した『キリン 氷結Ⓡストロング ベ

の文字を堂々と配しました。一見して

リーミックス』
（期間限定）３５０ｍＬ缶、

「氷結Ⓡ」らしいみずみずしい果汁感と

５００ｍＬ缶を２０１９年１月２９日より

“ＳＴＲＯＮＧ”な飲みごたえが感じられ、

全国で新発売を開始します。
ＲＴＤ市場（栓を開けてそのまま飲

冬から春へ季節が移り変わるワクワク感
を表現した華やかなデザインです。

める低アルコール飲料）は、ユーザー
の嗜好の多様化などで飲まれる量が増

『キリン 氷結Ⓡ ストロング ベリーミック

加傾向の今後も注目される飲料です。

ス』（期間限定）のすっきりしたおいし

中でもＲＴＤカテゴリーにおいて２つ

さを大いにお楽しみください。

以上のフルーツ果汁をミックスしたフ
レーバーは、約３割（２０１７年度比）
増加するなど大好評。さらに、ベリー
系のフレーバーは年末から２月にかけ
て販売量が大きく伸長します。
キリンは今回、
『氷結 Ⓡ ストロング』
シリーズ からベリー系フレーバーの需
要が高まる時期に合わせて『キリン 氷
結Ⓡストロング ベリーミックス』を新
発売します。
『キリン 氷結Ⓡストロング ベリーミック
ス』の中身は、果汁としてすっかり定番
になった感のあるラズベリーとブルー
ベリーの氷結Ⓡストレート果汁を使用し
た、甘酸っぱい香りとみずみずしい果
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『キリン 氷結 Ⓡ ストロング ベリーミックス』
３５０，５００ｍＬ缶
＊オープン価格

2019.1

冬場の浴室事故とヒートショック対策

『Ｈｏｔウォール』＆『アクリアバス』
クリナップ株式会社
クリナップの 高保温性システムバス
ルーム『アクリアバス』 と、新機種を
増加したパネル型壁付け暖房機『Ｈｏｔ
ウォール』 は、ヒートショック事故対
策に効果的と大好評です。
寒暖差による血圧の急変動で起こる

壁付け暖房機『Ｈｏｔウォール』
● 厚さわずか１８ｍｍとスリムな外観で、

ふく射熱により無風、無臭、無音を実現。
壁付けタイプなので狭い空間に設置でき、
コードなどによる転倒事故・火災の防止に
つながり、また、表面温度も６０度以下な
ので、触れても安心。タオル掛け付きで、

ヒ ー ト シ ョ ッ ク。 特 に 気 温 が 下 が る

タオルやバスマットの乾燥にも便利。

１２月から３月にかけて増加し、全国

②浴室内を１分で温める 「床夏シャワー」

で年間約１７，０００人がヒートショッ

●『アクリアバス』に標準装備されている「床

クでに関連した“入浴中急死”に至っ

夏シャワー」は、入浴前に脱衣所でスイッ

たと推定され、その数は交通事故死の
３倍以上にのぼります。
このヒートショックを防ぐには、入
浴時間を１０分以内にすることや、水
分をしっかりとってから入浴するなど

チを押すだけで、カウンターから床に向かっ
て 一 気 に お 湯 が 噴 出。 １ 分 で 床 面 温 度 を
１０～２０度まで上昇させ、寒い冬場の浴
室床が１歩目から温かく快適。浴室全体も
温まります。

様々ありますが、一番の対策は居室と

③「浴室まるごと保温」で入浴３０分後
も温かさをキープ。

脱衣所・浴室の寒暖差をつくらないこ

●『アクリアバス』は、壁、天井、床の裏側

とだと考えられます。

まで保温材ででしっかり包み込む、「浴室丸

◆クリナップのヒートショック対策商品
①洗面脱衣所の寒さを解消！
『Ｈｏｔウォール』左２枚 『アクリアバス』右２枚

ごと保温」が標準。入浴後３０分でも浴室
温度は２０度以上に保ち、４時間後でも湯
音の低下は２. ５度以内だから家族全員が
温かく入浴できます。
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お酒を飲んだ後の〆のメニューとして
人気のお茶漬けが簡単に食べられる！

『〆のだし茶漬け さけと三つ葉』
丸美屋食品工業株式会社
丸美屋食品工業は、何かと飲食機会

④ 熱湯を注いで１分で出来上がるので、

の多いこの時期に、カップ入り『〆の

手間や時間をかけず、サッとお召し

だし茶漬け さけと三つ葉』を新発売中

上がりいただけます。

です。お酒を飲んだ後に食べたい“〆
グルメ”としてお茶漬けは大人気。簡単・

⑤ カロりーは控えめな１２０キロカロ
リーです。

手軽に味わえるカップ入り『〆のだし
茶漬け さけと三つ葉』の導入で、この
時期ならではの飲む機会の楽しみを大

飲んだ後の〆メニューに、ほんのり
だしの効いた、あっさりした味わいの
カップ入り『〆のだし茶漬け さけと三

いにサポートします。

つ葉』をぜひ楽しんでください。

丸美屋の『〆のだし茶漬け さけと三
つ葉』は、
① 加圧して高温で炊いた「おなか想い
の押し麦ごはん」と「こだわりのスー
プ」がセットになっています。
② 料亭の〆に出てくるような、かつお
だしがグーンと効いただし茶漬けです。
③ お茶漬けの具材は、鮭と三つ葉、あ
られ、小ねぎを加え、ほんのりとわ
さびを効かせた、さっぱりとした 味に
仕上げました。
『〆のだし茶漬け さけと三つ葉』１７０円（税抜本体参考価格）
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