News release

2014 年 10 月 8 日
株式会社ユーグレナ
株式会社イトーヨーカ堂

10 月 13 日（月）、全国のイトーヨーカドー160 店舗で

石垣産ユーグレナ入り食品 17 品を新発売
～ユーグレナ×イトーヨーカ堂「ミドリムシカラダに委員会」プロジェクト第２弾～

株式会社ユーグレナ（東京都文京区、代表取締役社長：出雲充、以下ユーグレナ社）と、株式会社イトー
ヨーカ堂（東京都千代田区、代表取締役社長<COO>：戸井和久、以下イトーヨーカドー）は、ユーグレナ社が生
産、販売する藻の一種“石垣産ユーグレナ（和名：ミドリムシ、以下ユーグレナ）”を配合した商品を各食品メーカ
ーと共同開発し、ユーグレナ入り食品 17 品を 2014 年 10 月 13 日（月）より全国のイトーヨーカドー160 店舗で
新発売いたします。
ユーグレナ社は、2005 年に世界で初めて食品としてのユーグレナの屋外大量培養に成功し、ユーグレナを
配合した商品の開発を進めてまいりました。一方、イトーヨーカドーは、栄養に富み、お客様の日々の健康面の
サポートをする新素材としてユーグレナに注目しており、「栄養面で優れた付加価値の高い商品をお客様に
届けたい」という、両社の想いが合致して、「ミドリムシカラダに委員会」プロジェクトの発足に至りました。「ミドリ
ムシカラダに委員会」は、ユーグレナを配合した食品を通じて、現代人に不足しがちな栄養素を、より手軽にお
摂りいただける機会を目指してまいります。なお「ミドリムシカラダに委員会」は今回で第二弾となります。
今後もユーグレナ社とイトーヨーカドーは、他の食品メーカーのご協力を得ながら、栄養面で優れた付加価値
の高い商品開発を推進し、全国のイトーヨーカドーでのユーグレナ入り商品の展開を通じて、日々のお客様の
健康面におけるサポートに努めてまいります。

ユーグレナ入り商品（一部）

■「ミドリムシカラダに委員会」プロジェクトとは
ミドリムシことユーグレナは、植物と動物の両方の性質と、59 種類の栄養素を含むことで
注目されています。ユーグレナを配合した食品の商品化によって、現代人に不足しがち
な栄養をより手軽にお摂りいただくことを目指して、ユーグレナ社とイトーヨーカドーを中
心に、賛同いただいた食品メーカーとともに「ミドリムシカラダに委員会」を立ち上げまし
た。ユーグレナを配合した商品を開発し、オリジナルロゴ付きのパッケージで、全国のイ
トーヨーカドーで展開いたします。

【ロゴマーク】
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■ユーグレナ入り食品（「ミドリムシカラダに委員会」第 2 弾商品）




発売日 ：2014 年 10 月 13 日（月）
発売店舗：全国のイトーヨーカドー160 店舗 ※ザ・プライス、食品館等の一部店舗を除く
展開商品概要
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※ ◎は日本初のユーグレナ入り品目

商品概要
■商品名：グリーンカレーユーグレナ入り
■内容量：180g
イトーヨーカドーオリジナル商品
■価 格：本体価格 298 円（税込 321 円）
■特 長：青唐辛子とココナッツミルクパウダーを使用した絶妙な配合で、辛い中に
も、甘味・旨味が感じられるグリーンカレーです。ごろっとした「チキン」
「なす」を含め、5 種の具材を加えました。
■お問 合 せ先：グリコお客様センター 0120-917-111
■商品名：ユーグレナのお好み焼セット 2 人前
■内容量：123.4g
■価 格：本体価格 298 円（税込 321 円）
■特 長：ミックス粉、天かす、やまいもパウダー、青のりに加えて、ユーグレナ粉末
の 5 つの材料が入ったセット商品です。
■お問 合 せ先：オタフクソースお客様相談室 082-277-7115
■商品名：石垣島の恵み ユーグレナ入りクリーミーポタージュ
■内容量：49.5g
■価 格：本体価格 185 円（税込 199 円）
■特 長：ユーグレナが入ったクリーミーなポタージュ。じゃがいもと香味野菜の味
わいでおいしくお召し上がりいただけます。
■お問 合 せ先：ポッカサッポロお客様相談室 0120-885-547
■商品名：石垣島の恵み ユーグレナ入り ボンゴレビアンコ
■内容量：140g
■価 格：本体価格 268 円（税込 289 円）
■特 長：ユーグレナと石垣の塩を加えたボンゴレビアンコ。あさりの風味とたまね
ぎの旨みが特徴です。
■お問 合 せ先：日本製麻お客様相談センター 03-3661-5571
■商品名：ユーグレナドレッシング チーズ＆ハーブ
■内容量：220ml
イトーヨーカドーオリジナル商品
■価 格：本体価格 298 円（税込 321 円）
■特 長：1 本 220ml にユーグレナ 330mg 配合。チーズ＆ハーブで、まろやかで
コクがあり、すっきり感のある味に仕上げました。
■お問 合 せ先：ケンコーマヨネーズお客様相談センター 03-5962-7787
■商品名：ユーグレナ入りライスヌードル
■内容量：70g
■価 格：本体価格 210 円（税込 226 円）
■特 長：ユーグレナを 300mg 配合したライスヌードルです。フライパンひとつで
簡単に調理できます。クロレラ入りの香り豊かなバジルソース仕立てで
す。
■お問 合 せ先：ケンミン食品お客様相談 078-366-3035
■商品名：ユーグレナ雑炊の素 3 食
■内容量：12.3g/3 食
■価 格：本体価格 180 円（税込 194 円）
■特 長：1 食でユーグレナ 100ｍｇが入った雑炊の素。ご飯にかけてお湯を注ぐ
だけでも手軽にできる。具にかきたま、しいたけ、ネギなどを使用。
■お問 合 せ先：永谷園お客様相談室 0120-919-454
■商品名：伊藤園 石垣島の恵み ユーグレナ入り抹茶ラテ 5 本入
■内容量：80g
イトーヨーカドーオリジナル商品
■価 格：本体価格 398 円（税込 429 円）
■特 長：ユーグレナが 1 本に 60mg 入った、上質な抹茶を使用したスティックタイ
プの本格抹茶ラテです。
■お問 合 せ先：伊藤園お客様相談センター 0800-100-1100
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■商品名：石垣島の恵み ユーグレナ入り抹茶ラテ
■内容量：195g
イトーヨーカドーオリジナル商品
■価 格：本体価格 150 円（税込 162 円）
■特 長：香り高い抹茶とミルクの風味をしっかりと味わえる、ユーグレナ入りの抹
茶ラテです。
■お問 合 せ先：ポッカサッポロお客様相談室 0120-885-547
■商品名：石垣島の恵み ユーグレナ入り ポテトチップスバジルソルト味
■内容量：50g
イトーヨーカドーオリジナル商品
■価 格：本体価格 125 円（税込 135 円）
■特 長：バジルの爽やかな香りとシンプルな塩味を効かせ、ユーグレナを 1 袋
あたり 200mg 配合したポテトチップスです。
■お問 合 せ先：カルビーお客様相談室 0120-55-8570
■商品名：マイクポップコーン ユーグレナ入り サラダ味
■内容量：40g
イトーヨーカドーオリジナル商品
■価 格：本体価格 110 円（税込 118 円）
■特 長：マイクポップコーンからユーグレナ 300mg と食物繊維がたっぷり入った
健康系ポップコーン。味付けに石垣の塩を使用。
■お問 合 せ先：ジャパンフリトレー（株）お客様相談室 0120-95-3306
■商品名：石垣島の恵み ユーグレナ入り 抹茶かりんとう
■内容量：90g
イトーヨーカドーオリジナル商品
■価 格：本体価格 175 円（税込 189 円）
■特 長：雪の宿の北海道産生クリーム蜜に国産抹茶とユーグレナを加えた特製
抹茶蜜で仕上げたかりんとうです。
■お問 合 せ先：三幸製菓お客様相談室 0120-99-7343
■商品名：ユーグレナ入りよもぎ大福
■内容量：190g
イトーヨーカドーオリジナル商品
■価 格：本体価格 298 円（税込 321 円）
■特 長：ユーグレナ入りのよもぎ餅で、粒あんを包んだひとくちサイズの大福で
す。
■お問 合 せ先：クリートお客様相談室 03-3378-7740
■商品名：ユーグレナ入りやわらかいか天 甘露味
■内容量：70g
イトーヨーカドーオリジナル商品
■価 格：本体価格 278 円（税込 300 円）
■特 長：国産するめいかの胴部分を使用したいか天にユーグレナを加えた甘露
だれを浸み込ませ、やわらかくしました。
■お問 合 せ先：ダイコー食品お客様お問い合わせ先 0120-258-538
■商品名：ユーグレナ入りしそ風味小粒納豆
■内容量：40g/2 パック
※関東エリア限定
■価 格：本体価格 141 円（税込 152 円）
■特 長：ユーグレナが 1 パックに 50mg 入ったしそ風味たれのついた納豆です。
■お問 合 せ先：タカノフーズお客様相談室 0120-030-710
(受付 9 時～17 時 土日祝、年末年始除く）
■商品名：酸辣湯麺
■内容量：407g
イトーヨーカドーオリジナル商品
■価 格：本体価格 498 円（税込 537 円）
■特 長：ユーグレナ入り翡翠麺使用。1/3 日分の野菜を使用した酸辣湯麺です。
■お問合せ先：テーブルマークお客様相談室 0120-087-578
■商品名：味わいとコクの一番茶 宇治抹茶アイス
■内容量：115ml
イトーヨーカドーオリジナル商品
■価 格：本体価格 198 円（税込 213 円）
■特 長：京都府産宇治抹茶を使用したアイス。1 個にユーグレナ 300mg 配合し
ました。
■お問 合 せ先：セリア・ロイルお客様相談室 0120-296-180
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※以下は「ミドリムシカラダに委員会」第１弾からの継続商品
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■商品名：ユーグレナのおみそ汁 3 食
■内容量：42.9g /3 袋
■価 格：本体価格 130 円（税込 140 円）
■特 長：ユーグレナを 1 袋あたり 100mg 配合。ユーグレナの風味を活かしなが
ら、バランスの良いみそ汁に仕立てました。見た目にもユーグレナを感
じていただけます。
■お問 合 せ先：永谷園お客様相談室 0120-919-454
■商品名：ユーグレナカンパン
■内容量：100g
■価 格：本体価格 398 円（税込 429 円）
■特 長：栄養バランスの良い食事を取ることが難しい災害時に健康を守るユー
グレナ入りカンパン。
■お問合せ先：モントワールお客様相談係 0120-985-110
■商品名：石垣島の恵み ユーグレナのぼうろ
■内容量：10g/6 袋
■価 格：本体価格 198 円（税込 213 円）
■特 長：豊富な栄養素を含むユーグレナが入ったほろほろと口溶けのよいぼう
ろです。
■お問合せ先：モントワールお客様相談係 0120-985-110
■商品名：：ユーグレナ入りわかめスープ 3 袋入
■内容量：17.1g/3 袋
■価 格：本体価格 148 円（税込 159 円）
■特 長：わかめ由来のカルシウム・鉄分・食物繊維に、59 種の栄養素を持つ
ユーグレナが加わりバランスアップした、わかめスープです。
■お問 合 せ先：理研ビタミンお客様相談センター 0120-831-009
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■「ユーグレナ（和名：ミドリムシ）」とは
植物のように光合成を行うだけでなく、動物のように細胞を変形させて移動する珍しい藻類。植物と動物の両方
の性質と、59 種類の栄養素を豊富、かつバランスよく含んでいることから、“未来の食材”として注目されて
います。ユーグレナ社は、2005 年に世界で初めて食品としての大量培養に成功し、現在は食品や化粧品、
ペットフードの商品化が進んでいます。また、家畜などの飼料や、工業用潤滑油、バイオジェット燃料として展開
するための研究・開発も進められています。

■「ユーグレナ」の特長
1. 59 種類の栄養素
植物に含まれるビタミン C やミネラルなどの成分に加え、動物に含まれる DHA や EPA といった不飽和脂肪酸
等、植物と動物の両方の栄養素を備えています。また、成人の必須アミノ酸すべて（9 種類）がバランスよく
含まれています。
2. 高い消化率
ユーグレナには、植物にある細胞壁がなく、細胞を覆っているのは細胞膜のみです。このため、本来なら吸収
効率が低くなる植物性栄養素を、より効率的に体内で取り込むことができます。
以上
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