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×

ファミマで RIZAP!コラボ商品 9 種類が登場!
～おいしさもコミット！パン・デザート・飲料などを発売開始～
RIZAP 株式会社（本社：東京都新宿区／代表取締役社長：瀬戸健、以下「RIZAP」）と株式会
社ファミリーマート（本社：東京都豊島区／代表取締役社長：澤田貴司、以下「ファミリーマー
ト」）は、糖質を抑えながらもおいしさにコミットした共同開発商品として、「RIZAP ブランロール」
（本体：102 円、税込：110 円）などのパン、デザート、飲料など合計 9 種類を、2016 年 11 月 22
日（火）から、全国のファミリーマート・サークルＫ・サンクス店舗約 18,000 店で発売いたします。

店頭ポスターデザイン
■食品開発・販売を含むヘルスケア、及びライフスタイル領域における業務提携を締結
RIZAP グループ、ファミリーマート、伊藤忠商事株式会社（本社：東京都港区／代表取締役
社長：岡藤正広、以下「伊藤忠商事」）は、食品開発・販売を含むヘルスケア及びライフスタイ
ル領域全般において協業する旨を定めたアライアンスに関する業務提携を 2016 年 10 月に締
結しております。累計 5 万 6 千人を超えるお客様に「人生最高の体と自信」を提供しダイエット
や健康の知識・ノウハウを培ってきた RIZAP の、世の中の方々に「健康になっていただきたい」
と常にお客様に寄り添う思いと、健康で安心な毎日の生活を支援するライフソリューションスト
アを目指すファミリーマートの想いが合致し、共同開発することとなりました。
■おいしさもコミット！パン・デザート・飲料など９種類を発売
RIZAP とファミリーマートは、新たなる挑戦として「糖質を抑えながらもおいしさにコミット」した、
共同開発商品第 1 弾である、合計９種類を発売いたします。
本商品は、下記の糖質量基準のもと、食材を工夫しております。主食として召し上がる方が
多いパンに関しては、オリーブオイルを使用し、トランス脂肪酸フリーを実現しました。デザート

に関しても、糖質の原料にこだわり、天然由来の甘味料エリスリトール（0kcal／g）などを使用し
ております。
糖質を抑えながらも、おいしさを追求するために、世の中の健康を願う両社が本気でぶつか
り合って議論し、試作を繰り返しながら完成した自信作です。店内に掲出するショーカードやポ
スターは、ライザップカラ―である黒と金色を基調としたデザインで統一し、計画的な糖質摂取
に役立つよう、糖質量などを記載しました。RIZAP とファミリーマートは、健康を目指す全ての
方々に向けた商品展開を今後も予定しています。
【商品開発基準】
カテゴリー
パン
デザート
焼菓子
飲料

糖質量の基準※
15ｇ以下（1 個あたり）
商品総量の 10%以下、かつ糖質量 10g 以下（1 個あたり）
※エリスリトールを除いた糖質量、詳細は下記商品概要参照

糖質量 50%オフ
※エリスリトールを除いた糖質量、詳細は下記商品概要参照

商品総量の 10%以下、かつ糖質量 50%オフ
※エリスリトールを除いた糖質量、詳細は下記商品概要参照

【ショーカード】
（例）RIZAP ブランロール
本体：102 円、税込：110 円

（例）ＲＩＺＡＰカスタードプリン
本体：156 円、税込：168 円

【商品概要】
■パン 2 種類
【商品名】RIZAP ブランロール
【価格】本体：102 円、税込：110 円
【糖質・カロリー】糖質 14.2g／115kcal（1 個あたり）
※エリスリトールを除いた糖質量 11.0ｇ（1 個あたり）
【内容】好みのおかずに合わせて楽しみいただける、大豆粉、小
麦ふすまなどを使用した、ふんわりとした食感のシンプルなロー
ルパンです。オリーブオイルを使用し、トランス脂肪酸フリーを実
現しました。
※沖縄県は 11 月 29 日（火）発売
【商品名】RIZAP ハムチーズロール
【価格】本体：112 円、税込：120 円
【糖質・カロリー】糖質 13．9ｇ／125kcal（1 個あたり）
※エリスリトールを除いた糖質量 10.9ｇ（1 個あたり）
【内容】大豆粉、小麦ふすまなどを使用したパン生地に、角切り
ハムを練りこみ、チーズをトッピングしたふんわりとした食感のロ
ールパンです。オリーブオイルを使用し、トランス脂肪酸フリーを
実現しました。
※沖縄県は 11 月 29 日（火）発売

■デザート 3 種類
【商品名】RIZAP チーズケーキ
【価格】本体：158 円、税込：170 円
【糖質・カロリー】糖質 8．5ｇ／217kcal（1 個あたり）
【内容】オーストラリア産のクリームチーズを使用したカップタイプ
のチーズケーキです。甘味料にもこだわり、天然由来の甘味料
羅漢果を使用し、糖質量を 10ｇ以下で仕上げました。数量限
定。
【商品名】RIZAP カスタードプリン
【価格】本体：156 円、税込：168 円
【糖質・カロリー】糖質 7.0g／184kcal（1 個あたり）
※エリスリトールを除いた糖質量。
【内容】北海道産の純生クリームを使用したカスタードプリンで
す。甘味料にもこだわり、天然由来の甘味料エリスリトールを使
用。一般的なカスタードプリン（※）と比較し、糖質量 43％オフで
仕上げました。
※日本食品標準成分表 2015 年度版（七訂）カスタードプリンと比較

【商品名】RIZAP ほろにが珈琲ゼリー
【価格】本体：184 円、税込：198 円
【糖質・カロリー】糖質 4．1ｇ／94kcal（1 個あたり）
※エリスリトールを除いた糖質量。
【内容】甘さ控えめのコーヒーゼリーにホイップクリームを合わせ
ました。甘味料にもこだわり、天然由来の甘味料エリスリトール
を使用。糖質量 5ｇ以下で仕上げました。数量限定。
※北海道、沖縄県を除く
■焼菓子 2 種類
【商品名】RIZAP チョコチップスコーン
【価格】本体：149 円、税込：160 円
【糖質・カロリー】糖質 19．8ｇ／370kcal（1 個あたり）※エリスリト
ールを除いた糖質量。
【内容】キューブチョコを練りこみ、しっとりと焼き上げた口どけの
良い食感が楽しめるスコーンです。糖質を抑えるため、小麦粉
の一部を大豆粉や小麦たん白に置き換えることで、1 個あたりの
糖質量を発売中のチョコチップスコーン（※）の 50％以下で仕上
げました。数量限定。
※ファミリーマートの「しっとりチョコチップスコーン」100ｇあたりとの比較

※一部店舗は 11 月 23 日（水）発売
【商品名】RIZAP ふんわり食感チョコチップケーキ
【価格】本体：167 円、税込：180 円
【糖質・カロリー】糖質 12．0ｇ／313kcal（1 個あたり）※エリスリト
ールを除いた糖質量。
【内容】ココアパウダー、チョコチップを練りこんだチョコチップケ
ーキです。糖質を抑えるため、小麦粉を大豆粉や小麦たん白に
置き換えることで、1 個あたりの糖質量を発売中のチョコケーキ
（※）の 50％以下で仕上げました。数量限定。
※ファミリーマートの「厚切りチョコケーキ」100ｇあたりとの比較

※一部店舗は 11 月 23 日（水）発売

■チルド飲料 2 種類
【商品名】RIZAP カフェラテ
【価格】本体：175 円、税込：188 円
【糖質・カロリー】糖質 8.16ｇ／57.6kcal（１本あたり）
※エリスリトールを除いた糖質量。
【内容】エスプレッソ抽出したコーヒーに生乳を加えて仕上げ
たカフェラテです。甘味料にもこだわり、天然由来の甘味料エ
リスリトールなどを使用。一般的なカフェラテ（※）と比較して
糖質を 50%以下におさえました。数量限定。
※日本食品標準成分表２０１５年度版（七訂）より、乳飲料（コーヒー）と
比較

【商品名】RIZAP キャラメルラテ
【価格】本体：175 円、税込：188 円
【糖質・カロリー】糖質 8.16g／57.6kcal（1 本あたり）
※エリスリトールを除いた糖質量。
【内容】エスプレッソ抽出したコーヒーに生乳を加えて仕上げ
たキャラメル風味のカフェラテです。甘味料にもこだわり、天
然由来の甘味料エリスリトールなどを使用。一般的なカフェラ
テ（※）と比較して、糖質を 50%以下におさえました。数量限
定。
※日本食品標準成分表２０１５年度版（七訂）より、乳飲料（コーヒー）と
比較

RIZAP グループ、ファミリーマート、伊藤忠商事は、今後もヘルスケア及びライフスタイル領
域全般における新商品・サービスの開発を推進してまいります。
以上

【各社概要】
RIZAP グループ株式会社 概要
設立日： 2003 年 4 月 10 日
所在地： 東京都新宿区北新宿 2－21－1
代表者： 代表取締役社長 瀬戸 健
事業内容： RIZAP グループの中長期経営戦略の立案・遂行、グループ各社の事業戦略実行
支援・事業活動の管理
資本金： 14 億 75 万円
店舗数：国内 100 店、海外 5 店 合計 105 店（2016 年 11 月 16 日時点）※
※RIZAP、RIZAP GOLF、RIZAP ENGLISH、R-COOK 合計
RIZAP 株式会社
設立日： 2010 年 5 月 7 日
所在地： 東京都新宿区北新宿 2－21－1
代表者： 代表取締役社長 瀬戸 健
事業内容：健康に関する研究、ボディメイク事業等
資本金：1,000 万円（平成 24 年 3 月 31 日現在）
株式会社ファミリーマート 概要
設立日： 2001 年 7 月 2 日
所在地： 東京都豊島区東池袋 3－1－1
代表者： 代表取締役社長 澤田 貴司
事業内容： フランチャイズ・システムによるコンビニエンスストア事業
資本金： 83 億 8040 万円
店舗数：国内 18，211 店、海外 6，201 店 合計 24，412 店（2016 年 10 月末）※
※ファミリーマート、サークルＫ、サンクス合計

