
 
新製品情報                                                平成 19 年 5 月 29 日 

 
 

 
  

  

  
カロリー低めで、安心素材を使用した人気のおやつ  
 

当社では、『発芽米ポップライス＜無塩＞』、『発芽米ポップライス＜七穀＞』を定番商品として販売しており、

軽食や離乳食として、またサラダやスープのトッピングとして、幅広いお客様にご愛用いただいています。また、これ

までに限定販売した、『発芽米ポップライス＜甘醤油＞』、『発芽米ポップライス＜しそ風味＞』、『発芽米ポップ

ライス＆ポタージュ』の味付けポップライスは、特に「健康に配慮した食生活」への意識の高まりの中で、お子様か

らお年寄りまで安心して召し上がれる「おやつ」として、一般のお菓子とは異なる付加価値が支持され、毎回好

評となっております。 

ノンフライで１枚あたり２０キロカロリーなのに、4 枚程度で満足感が得られ、ダイエット時のおやつ、軽食としても

人気です。  

  
１０種類のスパイスと和風だしで実現したこだわりのカレー味 

 
お客様よりご要望の多かったカレーの味付けを商品化。カレーのスパイスは、風味が良くなるよう 10 種類のスパ

イスを厳選。さらに和風だしと野菜のうまみを加え、昔懐かしい和風カレー味とすることで、お子様からお年寄りま

でご家族皆様で召し上がっていただける味に仕上げました。塩分や辛さを控えめにし、香り高く、うまみがひきたち、

ついつい手が出るおいしさとなっています。  

  
  当社では、今後も、毎日の食事から健康生活を応援すべく、発芽米を通じ、様々な食の提案を続けてまい

ります。  

  

無添加で安心なおやつ、夏にぴったりな＜限定＞カレー味。 

発芽米 健康ポップライス 和風カレー 
～お客さまより一番ご要望が多いカレー味が限定で初登場！～ 

株式会社ファンケル（本社：横浜市中区、代表取

締役社長執行役員：宮島 和美）は、「発芽米 健

康ポップライス 和風カレー」（１箱：4 枚×8 袋入り

880 円<税抜き 839 円>）を 2007 年 6 月 21 日より通

信販売および直営店舗にて数量限定発売いたしま

す。 

 “発芽米の栄養が手軽にとれる”と好評の「発芽米

健康ポップライス」が、夏のおやつにぴったりなカレー味

で新登場！ 

本商品は、発芽米を板状のポン菓子にして、一枚

一枚味付けしたものです。発芽米１００％で、カレー

味との相性が抜群。厳選した１０種類のスパイスに和

風だしと野菜のうまみを加え、香り高く、どこか懐かしい

味に仕上げました。もちろん、着色料・化学調味料不

使用、保存料無添加で、お子様からお年寄りまで、

また 1 枚あたり 20 キロカロリーで、ダイエットを気にされ

ている方でも手軽にお楽しみいただけます。 

２００７年６月２１日 数量限定発売 



『『発発 芽芽 米米   健健 康康 ポポッッププラライイスス  和和 風風 カカレレーー』』のの製製 品品 特特 長長   
   

①①①    おおお 子子子 様様様 かかか ららら おおお 年年年 寄寄寄 りりり ままま ででで 安安安 心心心 ししし ててて 召召召 ししし 上上上 ががが れれれ るるる マママ イイイ ルルル ドドド ななな 和和和 風風風 カカカ レレレ ーーー 味味味    

②②②    発発発 芽芽芽 米米米 ををを １１１ ０００ ０００ ％％％ 使使使 用用用 。。。 カカカ レレレ ーーー ととと ののの 相相相 性性性 ははは ばばば っっっ ちちち りりり ！！！    

③③③    サササ ククク サササ ククク 香香香 ばばば ししし いいい ノノノ ンンン フフフ ラララ イイイ ススス ナナナ ッッッ ククク 。。。 １１１ 枚枚枚 たたた っっっ たたた ののの ２２２ ０００ キキキ ロロロ カカカ ロロロ リリリ ーーー    

④④④    ももも ちちち ろろろ んんん 、、、 着着着 色色色 料料料 ・・・ 化化化 学学学 調調調 味味味 料料料    不不不 使使使 用用用 、、、 保保保 存存存 料料料 無無無 添添添 加加加    

⑤⑤⑤    アアア ルルル ミミミ 個個個 包包包 装装装 ににに よよよ りりり 作作作 りりり たたた ててて ののの 美美美 味味味 ししし さささ ををを 瞬瞬瞬 時時時 ににに パパパ ッッッ ククク 。。。 食食食 べべべ るるる たたた びびび ににに 新新新 鮮鮮鮮 ななな おおお いいい ししし さささ 。。。    

   

『『発発 芽芽 米米   健健 康康 ポポッッププラライイスス  和和 風風 カカレレーー』』  製製 品品 仕仕 様様   

 

 

商品名 発芽米 健康 ポップライス 和風カレー 

価格 1 箱 880 円（税抜き 839 円） ／ 徳用タイプ 2,350 円（税抜き 2,239 円） 

原材料 

発芽玄米・野菜エキス・砂糖・醤油・玉ねぎエキス・植物油脂・蛋白加水分解物・魚 

介エキス・カレー粉・馬鈴薯澱粉（遺伝子組み換えでない）・食塩・酵母エキス・ 

澱粉分解物・魚醤・ポークエキス（原材料の一部に小麦、大豆を含む） 

栄養成分 

（100ｇあたり） 

エネルギー393kcal、たんぱく質 8.4g、脂質 3.8g、糖質 80g、食物繊維 2.7g、 

ナトリウム 417mg、カルシウム 14mg、カリウム 325mg、マグネシウム 128mg、 

ビタミンＢ１ 0.22mg、ビタミン E  1.1mg、ギャバ 10mg、総イノシトール 254mg、 

ＩＰ６ 829mg、総フェルラ酸 33mg、オリザノール 29mg 

原材料の一部に小麦、大豆を含む 

●おやつや軽食として、そのままお召し上がりいただけます。 

●毎日の健康数値を気にされる方、カロリー摂取に気を遣う方にお勧めです。 

アレルギー成分 

召し上がり方 

保存方法 ●直射日光及び高温・多湿の場所を避けてください。 

●開封後はなるべく早くお召し上がり下さい。 

１箱あたり、4 枚×8 袋入り 

内袋：アルミ個包装  

化粧箱：14.7mm×高さ 15.5mm×奥行 52mm (紙、カラー印刷) 

容量 

商品形態／材質 

賞味期限 
6 ヵ月 

本件に関するお問合せ先： 

記事ご掲載の際の「読者のお問合せ電話」（クレジット）は、当番号でお願い致します。 

ファンケル ☎ 0120(750)210（料金無料・フリーダイヤル） 
(株)ファンケル 〒231-8528 横浜市中区山下町 89-1 

商品についてのお問い合わせは、下記へお願い致します。 

株式会社 ファンケル 〒231-8528 横浜市中区山下町 89-1 

広報部広報グループ   佐々木直子・野田靖 

TEL：045-226-1230 
FAX：045-226-1202 


