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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：成松義文）は、2011 年 8 月 19 日（金）より、20 代～30 代の女性

をターゲットに、発芽米を使用した手軽なライトミール『発芽米シリア

ルバー バランススタイル』≪1,500 円（税込）／27 本入り（9 食分）≫

を通信販売および全国の直営店舗にて新発売いたします。 

新製品は、エネルギー源として機能性も高い「発芽米」を主原料

に、1 日分の「ビタミンＢ群」やその他ビタミン、ミネラル、食物繊維、

ＧＡＢＡ
ギ ャ バ

なども配合したライトミールです。 

アクティブで美しい女性を内側からサポートし、「忙しい朝でもきち

んと栄養をとりたい」「ちょっと小腹がすいた時に手軽に栄養チャー

ジしたい」という方におすすめの製品です。 

エエネネルルギギーー源源ととししてて「「発発芽芽米米」」のの機機能能性性にに着着目目  

  「発芽米」は玄米を少しだけ発芽させることで栄養価や食感を向

上させたお米です。ビタミンや食物繊維などの栄養素を豊富に含み、マグネシウムをはじめとしたミネラルやリ

ラックス成分のＧＡＢＡ
ギ ャ バ

など健康に欠かせない栄養成分がバランス良く含まれています。ファンケルでは、「発

芽米」が持つ様々な機能性についての研究を進めてまいりました。その中から今回は、腹もちが良く食後の血

糖値が白米に比べて上がりにくく、太りにくいという発芽米の機能性に着目し、製品化しました。 

「「ビビタタミミンンＢＢ群群」」11 日日分分配配合合でで、、体体のの中中かからら元元気気ととキキレレイイににアアププロローーチチ  

『発芽米シリアルバー バランススタイル』は、1 食分でビタミンＢ群が 1 日分摂取できるほか、リラックス成分

のＧＡＢＡが 9ｍｇ、その他ビタミン、カルシウム、鉄、食物繊維などを配合。栄養バランスが良く、1 日のはじまり

である朝食はもちろん、アクティブに過ごすための間食や栄養補給としてもお使いいただけます。 

手手軽軽でで使使いいややすすいい形形態態とと、、発発芽芽米米・・小小麦麦ブブラランン・・おおかかららななどど食食べべごごたたええののああるる食食感感  

「発芽米」や「大豆おから」、「小麦ブラン」を配合することにより、自然の素材からたんぱく質や食物繊維など

の栄養素が摂取でき、さらに腹もちも良く、食べごたえのある食感に仕上げました。1 本ずつの個包装仕様の

ため、手軽に食べやすい形態で、1 食分 3 本当たりのカロリーは約 140kcal とひかえめ。ダイエット中の方にお

すすめのほか、カロリーコントロールにもお役立ていただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製品名 内容量 価格<税込> 賞味期限 

発芽米シリアルバー バランススタイル 

◆「プレーン」 

◆「紅茶＆レモンピール」 

◆「バナナ＆ココナッツ」 

27 本入り 

（9 食分） 
1,500 円 8 ヶ月 

製品概要 

１日をアクティブに！発芽米を使用した手軽なライトミール 

「発芽米シリアルバー バランススタイル」3 種類 
2011 年 8 月 19 日（金）新発売 

(株)ファンケル 

本社：神奈川県横浜市中区山下町 89-1 

代表取締役社長執行役員：成松 義文                         本件に関するお問い合わせ 

設立：1981 年 8 月                                      広報グループ 油井紀理子：045-226-1230



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。 

社長室 広報グループ 油井 紀理子 

TEL：045-226-1230 ／ FAX：045-226-1202 

株式会社 ファンケル 〒231-8528 横浜市中区山下町 89-1 ファンケルビル 

【 製品概要 】          

 

 

 

製品名 発芽米シリアルバー バランススタイル 

発売日 2011 年 8 月 19 日（金） 

商品 プレーン 紅茶＆レモンピール バナナ＆ココナッツ 

 

価格（税込み） \1,500 \1,500 \1,500 

販売チャネル 通信販売 ・ 直営店舗 

商品特徴 

飽きのこないほどよい甘さ

と、ふわっと広がるメープル

の香り 

上品なアールグレイの香り

に、レモンピールのアクセ

ント 

バナナとココナッツの甘い

香りに、クラッシュアーモン

ドの香ばしい食感 

原材料 

発芽玄米粉、小麦粉、水飴、

ショートニング、卵、麦芽糖、メ

ープルシュガー、乾燥おから、

小麦ふすま、砂糖、食用卵殻

粉、コーンフレーク、脱脂粉

乳、ギャバ（γ-アミノ酪酸）、

カラメル色素、ビタミン C、ビタ

ミン E、ナイアシンアミド、ピロリ

ン酸鉄、香料、パントテン酸カ

ルシウム、酸化防止剤（ビタミ

ン E）、ビタミン B1、ビタミン

B6、ビタミン B2、ビタミン A、

葉酸、ビタミン D、ビタミン B12

発芽玄米粉、小麦粉、ショー

トニング、水飴、砂糖、卵、乾

燥おから、小麦ふすま、レモ

ンピール、果糖ぶどう糖液

糖、食用卵殻粉、脱脂粉乳、

紅茶ペースト、紅茶、ぶどう

糖、ギャバ（γ-アミノ酪酸）、

コーンスターチ、ビタミンC、ビ

タミン E、香料、ナイアシンア

ミド、ピロリン酸鉄、クエン

酸、パントテン酸カルシウム、

酸化防止剤（ビタミン E）、ビ

タミン B1、ビタミン B6、ビタミ

ン B2、ビタミン A、葉酸、ビタ

ミン D、ビタミン B12 

発芽玄米粉、小麦粉、ショー

トニング、水飴、卵、砂糖、ア

ーモンド、乾燥おから、小麦

ふすま、食用卵殻粉、脱脂粉

乳、ココナッツミルクパウダ

ー、バナナパウダー、ギャバ

（γ-アミノ酪酸）、香料、ビタ

ミン C、ビタミン E、ナイアシン

アミド、ピロリン酸鉄、パントテ

ン酸カルシウム、酸化防止剤

（ビタミン E）、ビタミン B1、ビ

タミン B6、ビタミン B2、ビタミ

ン A、葉酸、ビタミン D、ビタミ

ン B12 

エネルギー：134kcal 

たんぱく質 ： 2.2g 

脂質 ：4.8g 

糖質 ：20g 

食物繊維 ：1.9g  

ナトリウム ：17mg 

エネルギー：138kcal 

たんぱく質 ：2.2g 

脂質 ：5.5g 

糖質 ：19g 

食物繊維 ：2.1g  

ナトリウム ：9.9mg 

エネルギー：141kcal 

たんぱく質 ：2.8g 

脂質 ：6.1g 

糖質 ：18g 

食物繊維 ：2.1g  

ナトリウム ：11mg 

栄養成分表示 

（1 食分 3 本あたり） 

ビタミン A：315μg  ビタミン D：5.0μg  ビタミン E：8.0mg  ビタミン B1 ：1.0mg

ビ タ ミ ン B2 ： 1.1mg  ナ イ ア シ ン ： 11mg ビ タ ミ ン B6 ： 1.0mg  葉 酸 ： 200 μ g

ビタミン B12：2.0μg パントテン酸：5.5mg ビタミン C：40mg カルシウム：230mg 鉄：2.5mg

内容成分表示 

（1 食分 3 本あたり） 
ＧＡＢＡ（ギャバ）・・・9.3mg 

1 食分の目安量 3 本 


