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・にんにくのうまみに黒胡椒が効いた「くせになるうま塩」の
にんにくを1.5倍量にしたノンオイルドレッシングです。

・ざく切りキャベツやガーリックシュリンプにもおすすめです。

商品概要

理研ビタミン株式会社（本社：東京都新宿区、社長：山木一彦）は2022年8月22日（月）
「リケンのノンオイル」より新商品「くせになるうま塩にんにく1.5倍」を発売します。

30代～40代のファミリー層に支持され、うま塩たたききゅうりのＣＭで売上好調な「くせ
になるうま塩」のにんにくを強化した期間限定商品「くせになるうま塩にんにく1.5倍」は、
コロナ禍で増えた家飲みシーンで需要の増えた野菜のおつまみにもぴったりな、かけるだけで
パンチのある1品に仕上がるノンオイルドレッシングです。

商品特長

調理例：
「ざく切りキャベツ」

商品名 内容量 賞味期間 参考小売価格 発売地区

リケンのノンオイル
くせになるうま塩
にんにく1.5倍

190ml 240日間 220円（税別） 全国

・発売日：2022年8月22日（月）

＜家庭用食品 新商品のご案内 -1-＞
ガツン！とにんにくで家飲みのおつまみ野菜にもぴったり
「くせになるうま塩にんにく1.5倍」期間限定で新発売
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本件に関する報道関係者のお問い合わせ先
理研ビタミン株式会社 経営企画部 広報・IR室

TEL:03-5362-1315

インテージSRI+ ドレッシング市場
2019年1月~2021年12月 推計販売規模金額
2019年金額を100とした場合
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商品概要

理研ビタミン株式会社（本社：東京都新宿区、社長：山木一彦）は2022年8月22日（月）
「リケンのノンオイル セレクティ」より新商品「きざみ野菜のイタリアン」を発売します。

イタリアンは定番でありながら特にアクティブシニアに強い支持を受けている味種です。
コロナ禍を経てますます健康意識の高まった世代に向け、きざみ野菜がたっぷり入った

「イタリアン」を、酸味・塩味を抑えてマイルドに仕上げました。
洋風サラダのバリエーションをおいしいノンオイルで広げます。

商品特長

調理例：「サーモンのカプレーゼ」

商品名 内容量 賞味期間 参考小売価格 発売地区

リケンのノンオイル
セレクティ
きざみ野菜のイタリアン

190ml 240日間 250円（税別） 全国

・発売日：2022年8月22日（月）

＜家庭用食品 新商品のご案内 -2-＞
このコクでノンオイル！?

人気の「イタリアン」がノンオイルで新登場！
リケンのノンオイル セレクティ®「きざみ野菜のイタリアン」

・黒オリーブのコクと玉ねぎや赤ピーマン、にんにく等、
きざみ野菜の具材感で素材が楽しめるイタリアン風味です。

・トマトのカプレーゼや、サーモンサラダ等洋風サラダも
おいしくヘルシーに仕上がります！
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本件に関する報道関係者のお問い合わせ先
理研ビタミン株式会社 経営企画部 広報・IR室

TEL:03-5362-1315

インテージSCI ドレッシング市場
2020年～2022年(3~5月)購入者あたり購入規模金額、60-70代
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• コクのあるごまドレッシングに、すりおろしオニオンの豊かな風味を
加えた、洋風タイプのごまドレッシングです。

• レタスやブロッコリー、エビのサラダにおすすめです。

商品概要

理研ビタミン株式会社（本社：東京都新宿区、社長：山木一彦）は2022年8月22日（月）
「リケン サラダデュオ」より新商品「ごまオニオンドレッシング」を発売します。

サラダがおいしいと評判のレストランでは、ごまとすりおろした野菜を組み合わせたオリジ
ナルドレッシングが提供されています。幅広い世代に人気のごまドレッシングに、すりおろし
たオニオンを加えることで、レストランで出てくるような味わいの、洋風タイプのごまドレッ
シングに仕立てました。いつものサラダにかけるだけで外食気分を味わえます。

商品特長

調理例：「エビとブロッコリーのサラダ」

商品名 内容量 賞味期間 参考小売価格 発売地区

リケン サラダデュオ
ごまオニオン
ドレッシング

190ml 240日間 262円（税別） 全国

・発売日：2022年8月22日（月）

＜家庭用食品 新商品のご案内 -3-＞
ありそうでなかった洋風タイプのごまドレッシング

リケン サラダデュオ®「ごまオニオンドレッシング」新発売

ドレッシングの好きな味種調査
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本件に関する報道関係者のお問い合わせ先
理研ビタミン株式会社 経営企画部 広報・IR室

TEL:03-5362-1315
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・食欲をそそるごま油と、ザクザクとした弾ける食感が楽しめる、
くせになるおいしさのわかめふりかけです。

・サラダ、冷奴、釜玉うどんなど、色々なメニューと相性抜群です。
・食物繊維や鉄分、カルシウムもたっぷりです。

商品概要

理研ビタミン株式会社（本社：東京都新宿区、社長：山木一彦）は2022年8月22日（月）
新商品「ふりかけるザクザクわかめ 韓国風ごま油風味」を発売します。

コロナ禍での健康的な食意識の定着で、わかめ需要が拡大する一方、使用用途が広がらない
といった課題があります。また、おうちごはんのマンネリ化を手軽に解消したいという欲求も
増加しています。
「ふりかけるザクザクわかめ」で、いつもの食事に香りと食感をプラスしつつ、わかめを食

べて食事バランスが整うという、いいとこどりをご提案します。

商品特長

商品名 内容量 賞味期間 参考小売価格 発売地区

ふりかける
ザクザクわかめ
韓国風ごま油風味

50g 300日間 330円（税別） 全国

・発売日：2022年8月22日（月）

＜家庭用食品 新商品のご案内 -4-＞
ふりかけるだけの、今までにないわかめ新登場！

やみつき食感でごはんが止まらない
「ふりかけるザクザクわかめ 韓国風ごま油風味」

冷奴に

のっけて！広がるわかめメニュー

釜玉うどんにサラダに

本件に関する報道関係者のお問い合わせ先
理研ビタミン株式会社 経営企画部 広報・IR室

TEL:03-5362-1315
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理研ビタミン株式会社（本社：東京都新宿区、社長：山木一彦）は2022年8月22日（月）
新商品「わかめスープ 焼肉屋さんのコムタンスープ」を発売します。

バランスの良い食生活に対する意識の高まりを受け、健康的なイメージのある
わかめスープは市場を拡大しています。
一方、増加した内食機会を背景に、自宅での食事にはバラエティが求められています。
「健康も意識しながら、自分では作れない味を手軽に楽しみたい」というお客様の声にお応えし
ガーリックの効いた焼肉屋さんのコムタンスープをわかめスープで再現しました。
おいしくヘルシーに心とお腹を満たすスープで、自宅の食事を充実させます。

＜家庭用食品 新商品のご案内-5-＞
外食のあの味をご自宅で！

「わかめスープ 焼肉屋さんのコムタンスープ」新発売

商品概要

・発売日：2022年8月22日（月）

商品名 内容量 賞味期間 参考小売価格 発売地区

わかめスープ
焼肉屋さんのコムタンスープ
3袋入

4.3g×3袋 360日間 173円（税別） 全国

わかめスープ
焼肉屋さんのコムタンスープ
わくわくファミリーパック8袋入

4.3g×8袋 360日間 400円（税別） 全国

商品特長

・じっくり煮込んだ牛だしに、
ねぎとフライドガーリックを
トッピング。
焼肉屋さんのあの味が自宅でも
楽しめるコムタン味のわかめ
スープです。

わかめスープ※市場伸長率
※具材にわかめを含むスープ

共食例
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本件に関する報道関係者のお問い合わせ先
理研ビタミン株式会社 経営企画部 広報・IR室

TEL:03-5362-1315

インテージSRI+ スープ市場
2019年4月~2021年3月 推計販売規模金額
2019年金額を100とした場合
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理研ビタミン株式会社（本社：東京都新宿区、社長：山木一彦）は2022年8月29日（月）
新商品「食べるオートミールスープ やさしい鶏だし風味/香ばし焙煎ごま」を発売します。

オートミール市場はコロナ禍に急伸長をとげ、消費者の関心は伸び続けている一方、食べ方
がわからないなどの理由から、まだオートミールにチャレンジできていない方もいます。
本商品は、初めての方でも食べやすいよう、オートミールとわかめなどの具材、粉末スープ

を一緒にしたオートミールスープです。器にあけてお湯を注げば2分で手軽に食べられるので
忙しい朝にもピッタリです。

＜家庭用食品 新商品のご案内-6-＞
手軽においしく、オートミールにチャレンジ！

オートミールと具材、粉末スープがオールインワンの
「食べるオートミールスープ」新発売

商品特長

・オートミールにマッチした朝に食べやすい
味付けです。

・ごはん1杯と比べて糖質は60%低減されて
います。食物繊維・鉄分も豊富です。

商品概要

商品名 内容量 賞味期間 参考小売価格 発売地区

食べるオートミールスープ
やさしい鶏だし風味 2食入 23.2g×2食 270日間 220円（税別） 全国

食べるオートミールスープ
香ばし焙煎ごま 2食入 27.1g×2食 270日間 220円（税別） 全国

・発売日：2022年8月29日（月）
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本件に関する報道関係者のお問い合わせ先
理研ビタミン株式会社 経営企画部 広報・IR室

TEL:03-5362-1315
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・三陸産わかめの中でも肉厚なわかめを厳選しました。
葉の厚みは「ふえるわかめちゃん 三陸わかめ」と
比較して約1.2倍です。

・おみそ汁はもちろんうどんや酢の物、サラダなど
シンプルなメニューでこそ違いが分かるわかめです。

商品概要

理研ビタミン株式会社（本社：東京都新宿区、社長：山木一彦）は、「ふえるわかめちゃん
プレミアム」（2013年4月より販売中）のパッケージデザインを変更します。

「ふえるわかめちゃん」の中でも、肉厚で食感が良い「ふえるわかめちゃんプレミアム」。
3大コンセプトである ①肉厚 ②食感 ③三陸産 を具体的に訴求するデザインに変更し、
健康志向が高まる中での高付加価値商品として需要を喚起します。

商品特長

商品名 内容量 賞味期間 参考小売価格 発売地区

ふえるわかめちゃん
プレミアム
三陸育ちの肉厚わかめ

16ｇ 360日間 403円（税別） 全国

・2022年9月以降販売分より順次自然切り換え

＜家庭用食品 リニューアルのご案内＞
「ふえるわかめちゃん®プレミアム」パッケージリニューアル！

ぷりっ！三陸育ちの肉厚わかめ

既存品 リニューアル品 調理例：うどん

本件に関する報道関係者のお問い合わせ先
理研ビタミン株式会社 経営企画部 広報・IR室

TEL:03-5362-1315


