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新商品＆情報コーナー
永谷園 …………………………『おとなのふりかけ うに風味』

株式会社Ｊ－オイルミルズ ……『ラーマ バター好きのためのマーガリン』
『ラーマ オリーブ＆バターの風味』
チョーヤ梅酒株式会社 ……………「ＣＨＯＹＡホットリゾート」

昭和産業株式会社 …………『小麦粉屋さんのホットケーキミックス』
『いろいろ洋菓子が作れるホットケーキミックス』
サントリー … サントリーチューハイ『ほろよい < 白いサワー [ マスカット ]>』

株式会社バスクリン … バスクリン『ピュアスキン』< プラチナの輝き >

丸美屋食品工業株式会社 …『ほぐしサラダチキン 大豆ときのこ入り』２種

キリンビール株式会社 ………… キリン『淡麗 プラチナダブル』
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おかげさまで発売３０周年！
平成最後は“ おとなシリーズ史上最も贅沢なふりかけ ”

『おとなのふりかけ うに風味』
新発売！

永谷園

永谷園は、「おとなのふりかけ」発売

めの“ちょっと贅沢なふりかけ”を多く

３０周年を記念して、「おとな」シリー

の方に楽しんでいただくために、これか

ズ史上最も贅沢な生タイプの『おとな

らもおいしさをとことん追求していきま

のふりかけ うに風味』を期間限定で新

す。平成最後を締めくくるごはんのおと

発売しています。

もに、あの頃こどもだったあなたも、大

「おとなのふりかけ」の定番“たっぷ
りの海苔”に加え、相性のよい“うに”
を食感まで再現した、これまでにない
本格的な味わいの、風味豊かな『おと
。ふりかけの
なのふりかけ うに風味』
おいしさ、楽しさを広げていきます。
◆「おとなのふりかけ」３０周年記念！
第一弾『おとなのふりかけ うに風味』
シリーズ史上最も贅沢な生タイプの

人になったこの機会にぜひお召し上がり
ください。
・『おとなのふりかけ うに風味』は期間限
定のウェットタイプのふりかけ。
・うにペーストと海苔は別添で、素材のフレッ
シュな風味と美味しさを楽しめます。
・わさびを添えるとより本格的な味わいを
楽しめます
・パッケージは水引をイメージした特別な
デザインです。

ふりかけ！
● 今年１０月に３０周年を迎えるこの

シリーズは、“大人も楽しめるおいしい
ふりかけ”として愛されているロング
セラーです。記念企画第一弾は本格的
な「うに」の風味と粒々食感を楽しめる、
シリーズ初の本格的な生タイプの特別
なふりかけです。
◆平成とともに誕生し３０年を経過する
このシリーズは、日本食料新聞社の「平
成３０年度（第３７回）食品ヒット大賞」
において「ロングセラー平成貢献賞」を
受賞。新元号になってからもおとなのた

『おとなのふりかけ うに風味』１９８円（税抜価格）

43

2019.3

２０１９年 春季 家庭用マーガリン リニューアル
店頭でより分かりやすいパッケージになって新登場！

『ラーマ バター好きのためのマーガリン』
『ラーマ オリーブ＆バターの風味』
株式会社Ｊ－オイルミルズ
Ｊ - オイルミルズは家庭用マーガリ
ン『ラーマ バター好きのためのマーガ
リン』と『ラーマ オリーブ＆バターの
風味』 のパッケージを刷新し、３月以
降から順次全国発売します。
『ラーマ バター好きのためのマーガ
リン』は、バターの風味と豊かなコクで、
トーストはもちろん、料理に使ってお
いしいマーガリンとして、発売以来多
くのお客様に好評をいただいています。
『ラーマ オリーブ＆バターの風味』は、
オリーブオイル入りのスプレッドで、
フルーティなオリーブオイルの風味と

バターの風味のおいしいハーモニーを
楽しめます。
今回のパッケージリニューアルは、
『ラーマ バター好きのためのマーガリ
ン』は、料理に使っておいしいこと。
『ラーマ オリーブ＆バターの風味』
は、オリーブオイル入りのスプレッド
であることを、これまでお使いいただ
いているユーザーはもちろん、新しく
購入される新規のお客様にも一目でわ
かるようなパッケージにしました。
バターのようなコクと風味とマイル
ドなオリーブオイル＆バターの風味の、
コラボ、ぜひお楽しみください。

『ラーマ バター好きのためのマーガリン』『ラーマ オリーブ＆バターの風味』＊オープン価格
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～チョーヤをたのしむ～

「ＣＨＯＹＡホットリゾート」
チョーヤのおいしい飲み方
チョーヤ梅酒株式会社
チョーヤ梅酒は、梅酒の楽しい飲み
方を提案しています。
その中からチョーヤ梅酒『紀州』と『さ
らりとした梅酒』 使った、温かくてお

ツジュースの割合は同等。それぞれの
フルーツと梅１個をグラスに入れてお
楽しみください。
●「梅酒のみぞれスープ餅」

いしい飲み方を紹介します。

梅由来の天然クエン酸と大根おろし

●「ＣＨＯＹＡホットリゾート」

の酵素が身体にやさしいスープです。

チョーヤ梅酒『紀州』に、熱いグレー

お鍋に水、『さらりとした梅酒』、醤油、

プフルーツジュースとパイナップル

和風だしの素を入れ、ひと煮立ちした

ジュースを注いだ新感覚のホットカ

ら餅とカットした牛肉を入れ、アクを

クテルです。

とります。トッピングに春菊と糸唐辛

チョーヤ梅酒『紀州』と温めたフルー

子を添えてでき上り。

「ＣＨＯＹＡホットリゾート」

「梅酒のみぞれスープ餅」
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『小麦粉屋さんのホットケーキミックス』
『いろいろ洋菓子が作れるホットケーキミックス』
昭和産業株式会社
昭和産業から、人気の「ホットケー
ミックス」２種を紹介。

昭和産業では、お子さんたちによろ
こんででもらえるホットケーキづくり

『小麦粉屋さんのホットケーキミッ

を心がけているママさんたちをサポー

クス』 ２００ｇ×３袋は、ふっくらと

トします。手軽でおいしく作れる『小

バニラが香るホットケーキが手軽に作

麦粉屋さんのホットケーキミックス』、

れます。また、パウンドケーキやアメ

『いろいろ洋菓子が作れるホットケーキ

リカンドッグなど、いろいろなアレン

ミックス』を大いに役立ててください。

ジメニューが作れて、お子さんはもち
ろん大人の方にも楽しんでいただける
ホットケーキミックスです。
『いろいろ洋菓子が作れるホットケー
キミックス』 ２００ｇ×４袋は、おい
しく手軽に作れる汎用性の高いホット

ヨーグルトカップケーキ

ケーキミックスです。大人も子どもも
楽しめる洋菓子、チーズケーキやクッ
キー、さらにドーナツなど、幅広く楽
しめます。
また、進行中の「ＳＨＯＷＡホットケー
キミックス Ｔｗｉｔｔｅｒフォロー＆リツイー
トキャンペーン」 もいよいよ大詰め、３月
１５日まで。大いにつぶやいてください。
今回取り上げたヨーグルトカップケー
キと誕生日などで盛り上がるタワー
ケーキのレシピは昭和産業のＨＰに掲
載しています。ご参照ください。
https：//www.showa-sangyo.co.jp/special/hotcake/index.html
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白いサワーから人気のマスカットフレーバーが登場

サントリーチューハイ

『ほろよい < 白いサワー [ マスカット ]>』
サントリー
サントリーホールディングスのサン

●

パッケージは、白と黄緑を基調にし

トリースピリッツは、『ほろよい < 白い

た爽やか系のデザインを採用。さま

サワー [ マスカット ]>』を限定発売中。

ざまな飲用シーンに合わせられ、、飲

『ほろよい』は、アルコール度数３％

用感も爽やかなライトタイプのお酒

のやさしい味わいの飲みやすいお酒と
して、幅広い年代の皆さまから支持を
集めている人気飲料です。
「沢尻エリカ」さん起用のコミュニ
ケーション活動も大好評。

です。
サントリーチューハイ『ほろよい < 白
いサワー [ マスカット ]>』のやさしく
て、さっぱり感のある上品なほろい気
分を大いに楽しみましょう。

サントリーチューハイ『ほろよい < 白
いサワー >』に新しく登場した人気のマ
スカットフレーバーの導入で、さらに
ユーザーの高い支持が得られると考え
られます。
◆ サントリーチューハイ『ほろよい
< 白いサワー [ マスカット ]>』の中
味とパッケージについて。
●

中味は乳清飲料の甘酸っぱさととも
に、マスカットの持つ爽やかな香り
とみずみずしく上品な味わいをお楽
しみいただけます。
サントリーチューハイ『ほろよい < 白いサワー [ マスカット ]>』
＊オープン価格
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それぞれの肌にこだわって。
しあわせ、気持ちいいスキンケア。

バスクリン『ピュアスキン』< プラチナの輝き >
株式会社バスクリン
バスクリンの入浴剤バスクリン『ピュ

・アルプチン＝コケモモなどに含まれるう

アスキン』シリーズに『ピュアスキン』

るおい成分。

< プラチナの輝き > が新登場。

・真珠エキス顆＝真珠由来のタンパクエキ

バスクリン『ピュアスキン』シリー

スを含むピンク色の顆粒（整肌成分）が入っ

ズ は、しっとり、体感。ミルク系、オ

ています。

イル系など、お好みのテクスチャーで

・ヒアルロン酸＝抜群の保水力。

選べ、さらに湯色のバリエーションが

・コエンザイムＱ１０＝加齢による減少を抑

増えて、ますますお風呂が楽しくなり

制するビタミン様成分。

ます。

リニューアルを含めたバスクリン

『ピュアスキン』< プラチナの輝き >

『ピュアスキン』シリーズ。お肌を整え

の登場とともに、ラインナップの４品

るリラックスバスタイムを実感してく

をリニューアルしました。

ださい。

◆『ピュアスキン』< プラチナの
輝き > は、ホワイトフローラル

リニューアル４品（左）
『ピュアスキン』< プラチナの輝き >

の香り。スノーホワイトの湯色、
にごりタイプ。
・白金ナノコロイド（プラチナの微
粒子）がお肌と水分を結びつけます。

＊オープン価格

48

2019.3

簡単手軽なサラダチキンに、糖質が少ない大豆と
きのこを使った仲間が増えました。

『ほぐしサラダチキン 大豆ときのこ入り』
< 和風醤油 > < ほんのりガーリック >
丸美屋食品工業株式会社
丸美屋食品工業は、
『ほぐしサラダチキ

ほぐしサラダチキン 大豆ときのこ入り

と『ほ
ン 大豆ときのこ入り < 和風醤油 >』

< ほんのりガーリック >』＝

ぐしサラダチキン 大豆ときのこ入り < ほ

● ほぐした鶏肉と糖質が少ない大豆ときの

んのりガーリック >』を今年２月中旬か

こを合わせました。

ら新発売。糖質摂取を気にするユーザー

● ほんのり香るガーリックで鶏肉の旨味と

に向けたアイテムの導入で、サラダ関

コクを増し、一度たべたらクセになる味わ

連商品を盛り上げます。

いに仕上げました。

■商品特徴■

●糖質は１袋あたり２．
３ｇに抑えました。

・シリーズ共通の特徴は

丸美屋の簡単便利な手間いらず『ほぐ

① 常温保存が可能な具入りサラダチキン。

しサラダチキン 大豆ときのこ入り < 和風

② ほぐした鶏肉と具材、味付きソースが

醤油 >』と『ほぐしサラダチキン 大豆と

入っているのでドレッシングいらず。簡
単・手軽にボリュームサラダが楽します。
③ 国産鶏むね肉を１００％使用。しかもほ
ぐしてあるので開けるだけですぐ召し上
がれ、手間いらず。
『ほぐしサラダチキン 大豆ときのこ入り
< 和風醤油 >』＝

きのこ入り < ほんのりガーリック >』を、
いつもの食事に加えて、ちょっぴり華
やかなおいしさをぜひ味わってくださ
い。しかも気になる糖質を抑えている
のがうれしいでね。
スタンディングパウチ 各２００円（税抜き）

●ほぐした鶏肉と糖質が少ない

大豆ときのこを合わせました。
●ほんのり生姜が香る和風醤油味。

さっぱりと食べやすい味わいに
仕上げました。
●糖質は１袋あたり２．
３ｇに抑え

ました。
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プリン体・糖質０％ ゼロゼロでこのうまさ !!

キリン『淡麗 プラチナダブル』
キリンビール株式会社
キリンビールの人気の発泡酒『キリ

を除いたものが糖質。エネルギーで使

ン淡麗』シリーズの『淡麗 プラチナダ

われなかった糖質は体脂肪として蓄積

ブル』 は、プリン体０％、糖質０を実

し、過剰摂取で肥満や生活習慣病を招

現しながら、本格的なうまさと爽快な

く恐れがあります。

キレを両立した発泡酒です。
◆『淡麗 プラチナダブル』のおいしさ
の秘密は……
①プリン体カット製法
・プリン体はほとんどの食品及び一部の
アルコール飲料に含まれている旨み

・糖質カット製法
仕込みの過程でキリン独自の技術を
使い、酵母がでんぷん（糖質）を食
べやすいように分解。発酵の過程で
糖質のほとんどを酵母に食べさせ、糖
質ゼロを実現。

成分でもあります。肝臓で尿酸に代

キリンビールの『淡麗 プラチナダブ

謝された後、腎臓で老廃物としてろ

ル』 で、おいしさと安心感を、飲みす

過され尿として排泄されます。尿酸

ぎないように楽しみましょう

は一定以上の濃度で結晶化し、関節
などに沈着し、体に悪影響を及ぼし
ます。
・旨味成分を残したプリン体カット製法
『淡麗 プラチナダブル』は、製造工程
で小さな穴がたくさんあいている
活性炭を使い、プリン体を吸着する
ことで、プリン体ゼロを実現。キリ
ン独自のプリン体吸着率の高い活性
炭を使用することで、旨味成分はそ
のままに効果的にプリン体を除去。
だからプリン体ゼロでもおいしいの
です。
②糖質は体脂肪として蓄積されます。
・炭水化物から消化できない、食物繊維 『淡麗 プラチナダブル』３５０・５００ｍＬ缶＊オープン価格
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