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2016 年 5 月 9 日  

報道関係各位   

 

【ニュートラシューティカルズ関連事業】新製品発売に関するお知らせ  

ゼリー飲料に「栄養バランス」の必要性を提案 

「カロリーメイト ゼリー」 3つの味で新発売 

 

 バランス栄養食「カロリーメイト」ブランドから、嗜好やシーンに合わせて選べる 3種のゼリー  

（アップル味、ライム＆グレープフルーツ味、フルーティ ミルク味）を 5月 23日より新発売 

 「エネルギー補給」「単一栄養素補給」を中心としたゼリー飲料市場が成長する中、必要な栄養

をバランスよく補給できる新しいゼリー飲料を提案 

 大塚製薬のゼリー製品のラインアップを充実させるため、「ファイブミニ」「ジョグメイト」「エネルゲ

ン」ブランドのゼリーも同時にリニューアル発売 

 

大塚製薬株式会社（本社：東京都、代表取締役社長：樋口達夫）は、身体に必要な 5大栄養素が手軽に

摂れるバランス栄養食「カロリーメイト」ブランドより、嗜好やシーンに合わせて選べる 3種のゼリー（アップ

ル味、ライム＆グレープフルーツ味、フルーティ ミルク味）を 5月 23日より全国で新発売します。また同時

に、「ファイブミニ」「ジョグメイト」「エネルゲン」ブランドのゼリーをリニューアル発売し、当社ゼリー製品の

ラインアップを充実させます。 

 

栄養補助食品（栄養バランス食品+ゼリー飲料）市場は、近年上昇基調で 657億円に達しており、その中

でゼリー飲料は 381億円と半分以上を占めています*1。現在のゼリー飲料市場は、主に糖質中心の「エネ

ルギー補給」製品とビタミン等の「単一栄養素補給」製品で構成されていますが、食がすすまない時の食

事代替や疲れた時等の主な喫食機会において「バランスのよい栄養補給」ができる製品はほとんどありま

せんでした*2。 

そこで、当社は、バランス栄養食「カロリーメイト」ブランドより、嗜好やシーンに合わせて選べる 3種のゼリ

ーを新発売。栄養とすっきりした味の両立にこだわった本製品は、手軽な食事代替、ダイエット時、スポー

ツ時の栄養補給、気温や体調により食が進まない時などに適しています。栄養補給の必要性が高いシー

ンにおける選択肢を増やし、健康面を支えるバランス栄養補給の新たなゼリー飲料を提案します。 
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大塚製薬は、今後も Otsuka-people creating new products for better health worldwide の企業理念のもと、

革新的な製品を開発し、世界の人々の健康に貢献してまいります。 

 

【カロリーメイト ブランドについて】 

「カロリーメイト」は、必要な栄養素が入り、コンパクトで手軽に食べられる “宇宙食”をヒントに、1983 年に栄養補給

の新ジャンルとして「ブロックタイプ」を発売。当時増加していた朝食欠食という問題に対し、忙しい朝でも手軽に身体

に必要な 5大栄養素が摂れる食品を目指し開発されました。また同年、主に医療機関で使用されていた濃厚流動食

を一般の方の栄養補助に応用した「ドリンクタイプ」が発売されました。コンセプトは「バランス栄養食」。現在、栄養バ

ランス食品市場売上No.1ブランド*3のカロリーメイトは、ブロック、缶、ゼリーのラインアップを揃え、朝食、仕事、勉強、

スポーツなど生活の様々なシーンや非常時など幅広くご利用いただいています。 

 

*1 データソース：インテージ SRI 2015年 1月～2015年 12月  

*2 【データ】当社インターネット調査 2014年 11月（n=3618） 

*3 インテージ SRI 栄養バランス食品（種別：クッキー・ビスケット、シリアル、ケ－キ）市場 2015年 1 月～2015 年 12 月 累計

販売金額 

 

製品概要 

【カロリーメイト ゼリー】 ブランドサイト http://www.otsuka.co.jp/cmt/index.php 

■ 製品特長 

・10種類のビタミン*4をはじめ、4種類のミネラル*5、タンパク質、脂質、糖質を手軽に摂れるバランス栄養食 

・豊富な栄養とすっきりとした味の両立にこだわり、のどごしがやさしい食感に仕上げました 

・ビタミンは1日に必要な量の約半分含みます*6  

・BCAA（分岐鎖アミノ酸）が豊富なホエイタンパクを使用し、タンパク質は1袋に8.2g含みます 

・好みやシーンに合わせて選べる3つの味 

・容器包装には、サイドシール部のないパウチを採用。外周に鋭利な部分がなく、安全かつ手に優しいイメージに 

 

*4 ビタミンA・B1・B2・B6・B12・D・E、ナイアシン、パントテン酸、葉酸 

*5 カルシウム、マグネシウム、ナトリウム、リン 

*6 1日に必要な量は「栄養素等表示基準値」をもとにしています 

 

製品名 カロリーメイト ゼリー アップル味 

特長 
すりおろしりんごのようなやさしい味わい 

さわやかなアップル味で、朝食代わりや、食がすすまない時にもおすすめ 

原材料名 

砂糖、りんご果汁、乳製品乳酸菌飲料（殺菌）、ホエイタンパク（乳成分を含む）、 

デキストリン、食用植物油脂、ゼラチン、水溶性食物繊維、寒天／酸味料、香料、増粘多
糖類、乳化剤 

栄養成分表示 

（1袋/215ｇ 

あたり） 

エネルギー 200kcal、タンパク質 8.2g、脂質 4.4g、炭水化物 33.2g（糖質 31.2g、食物繊
維 2g）、食塩相当量 0.08g、カルシウム200mg、マグネシウム 50mg、リン 175mg、ビタミ
ン A 385μg、ビタミン B1 0.6mg、ビタミン B2 0.7mg、ビタミン B6 0.7mg、ビタミン B12 1.2μg、
ナイアシン 6.5mg、パントテン酸 2.4mg、葉酸 120μg、ビタミン D 2.8μg、ビタミン E 3.2mg 

製品名 カロリーメイト ゼリー ライム＆グレープフルーツ味 

特長 
ライムの香りがさわやかな、さっぱりとした味 

柑橘系ですっきり飲みやすく、スポーツ時や夏の栄養補給にもおすすめ 

原材料名 

砂糖、グレープフルーツ果汁、ホエイタンパク（乳成分を含む）、食用植物油脂、デキストリ
ン、ゼラチン、水溶性食物繊維、寒天／酸味料、調味料（アミノ酸）、増粘多糖類、香料、
乳化剤 

栄養成分表示 

（1袋/215ｇ 

あたり） 

エネルギー 200kcal、タンパク質 8.2g、脂質 4.4g、炭水化物 33.2g（糖質 31.2g、食物繊
維 2g）、食塩相当量 0.11g、カルシウム200mg、マグネシウム 50mg、リン 165mg、ビタミ
ン A 385μg、ビタミン B1 0.6mg、ビタミン B2 0.7mg、ビタミン B6 0.7mg、ビタミン B12 1.2μg、
ナイアシン 6.5mg、パントテン酸 2.4mg、葉酸 120μg、ビタミン D 2.8μg、ビタミン E 3.2mg 
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製品名 カロリーメイト ゼリー フルーティ ミルク味 

特長 
ほどよく甘く、すっきりとしたミルクの深い味わい 

適度な満足感があり、元気を出したい時やダイエット時の栄養補給にもおすすめ 

原材料名 

砂糖、ホエイタンパク（乳成分を含む）、食用植物油脂、無糖練乳、ゼラチン、水溶性食物
繊維、寒天、食塩／調味料（アミノ酸）、酸味料、増粘多糖類、香料、乳化剤、甘味料（ス
テビア）、酸化防止剤（酵素処理ルチン） 

栄養成分表示 

（1袋/215ｇ 

あたり） 

エネルギー 200kcal、タンパク質 8.2g、脂質 4.4g、炭水化物 33.2g（糖質 31.2g、食物繊
維 2g）、食塩相当量 0.17g、カルシウム210mg、マグネシウム 50mg、リン 190mg、ビタミ
ン A 385μg、ビタミン B1 0.6mg、ビタミン B2 0.7mg、ビタミン B6 0.7mg、ビタミン B12 1.2μg、
ナイアシン 6.5mg、パントテン酸 2.4mg、葉酸 120μg、ビタミン D 2.8μg、ビタミン E 3.2mg 

内容量 215ｇ 

希望小売価格 200円（税抜）216円（税込） 

 

【ファイブミニ ゼリー】 ブランドサイト http://www.otsuka.co.jp/fib/ 

■製品特長 

・レタス2個分の食物繊維（6.5g）*7、レモン15個分のビタミンC(300mg)
*8、トマト0.5個分のリコピン(2.5mg)

*9を含みます 

・食物繊維が美味しく手軽に摂れるさわやかなフルーツ味。のど越しが良いゼリーです 

・健康と美容が気になる方・野菜不足の方におすすめです 

 

*7 「日本食品標準成分表」をもとに算出 

*8 「社団法人全国清涼飲料工業会」基準値をもとに算出 

*9 「一般社団法人全国トマト工業会」HPより参照 

 

製品名 ファイブミニ ゼリー（フルーツ味） 

原材料名 
砂糖、洋なし果汁、ポリデキストロース、寒天／酸味料、ビタミンC、香料、増粘多糖類、
トマト色素 

栄養成分表示 

（1袋/180ｇあたり） 

エネルギー 80kcal、タンパク質 0g、脂質 0g、炭水化物 26.5g（糖質 20g、食物繊維 
6.5g）、食塩相当量 0.18g、ビタミンC 300㎎ 

ポリデキストロース 7.0g、リコピン 2.5㎎ 

内容量 180ｇ 

希望小売価格 191円（税抜）206円（税込） 

 

【エネルゲン ゼリー】 ブランドサイト http://www.otsuka.co.jp/product/energen/ 

■製品特長  

・身体を活動的にさせるためのエネルギー100kcalが補給できます 

・アクティブな活動と体調を維持するための 10種類のビタミン*10が含まれています 

・水分と電解質が含まれています 

・オレンジ果汁で美味しく手軽に栄養素が補給できます 

 

*10 ビタミン B1・B2・B6・B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビタミン C・E、β-カロテン 

製品名 エネルゲン ゼリー（オレンジ味） 

原材料名 

オレンジ果汁、砂糖、デキストリン、寒天、食塩／酸味料、香料、V.C、塩化K、乳酸Ca、
塩化Mg、ナイアシン、パントテン酸Ca、調味料（アミノ酸）、β-カロテン、V.B6、V.B2、
V.E、V.B1、葉酸、V.B12 

栄養成分表示 

（1袋/200ｇあたり） 

エネルギー 100kcal、タンパク質 0g、脂質 0g、炭水化物 25.3g（糖質 24.7g、食物繊
維 0.6g）、食塩相当量 0.2g、ビタミンB1 0.1㎎、ビタミンB2 0.4㎎、ビタミンB6 0.5㎎、
ビタミンB12 0.8㎎、ナイアシン 5.7mg、パントテン酸 1.7mg、葉酸 67μg、ビタミンC 
200mg、ビタミンE 0.4mg 

β-カロテン 1.2mg 

内容量 200ｇ 

希望小売価格 191円（税抜）206円（税込） 
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【ジョグメイト プロテイン ゼリー】 ブランドサイト http://www.otsuka.co.jp/product/jogmate/ 

■製品特長  

・BCAAの豊富なホエイタンパクを10g含んだ高タンパク食品です  

・糖質との組み合わせでタンパク質の確かな利用が期待できます 

・カルシウムを250mg含んでいます 

・カルシウムの吸収を助ける、ビタミンDを5μg含んでいます  

・1袋で100kcalで脂肪分は含んでいません 

・さわやかなパイナップル風味のゼリーです 

 

製品名 ジョグメイト プロテイン ゼリー（パイナップル味） 

原材料名 

りんご果汁、ホエイタンパク（乳成分を含む）、果糖、ぶどう糖、水溶性食物繊維、寒天、
乳製品乳酸菌飲料（殺菌）、食用植物油脂／酸味料、ゲル化剤（増粘多糖類）、香料、リ
ン酸 K、甘味料（スクラロース）、乳化剤、カロチノイド色素 

栄養成分表示 

（1袋/180gあたり） 

エネルギー 100kcal、タンパク質 10.2g、脂質 0g、炭水化物 16.3g（糖質 14.3g、食
物繊維 2g）、食塩相当量 0.05~0.10g、カルシウム 250㎎、ビタミンB6 0.8㎎、ビタミン
D 5μg 

内容量 180ｇ 

希望小売価格 191円（税抜）206円（税込） 

 


