NEWS RELEASE
2018 年 3 月 1 日(木)

２０１８ 春夏新商品・リニューアル商品のお知らせ
オタフクソース株式会社(広島市西区、代表取締役社長：佐々木 直義)は、2018 年春夏の新商品として、「チャック付パ
ウチ」シリーズより 2 品、「日配焼そばソース 1 食分」シリーズより 2 品、「こだわりセット」シリーズより 1 品、計 5 品を 3 月 1
日より発売します。また、見えやすさと分かりやすさにこだわったソース 17 品のパッケージリニューアルも行います。

つくり置きで、毎日の食卓に野菜を

チャック付パウチシリーズ
NEW!

はちみつレモンピクルスの酢

エスニックピクルスの酢

容量：200ml／希望小売価格：240 円(税抜)

容量：200ml／希望小売価格：240 円(税抜)

NEW!

◆にんにくと唐辛子の効いた
パンチある魚醤風味

◆レモンのさわやかな香りと
はちみつのコクのある甘さ
◆食欲のない朝にも◎

◆ヘルシーなおつまみとして
お酒のお供にも◎

◆フルーツを漬けて、
デザートピクルスにも

◆漬け液は油を加えて
ドレッシングに

2016 年 7 月 1 日の「ピクルスの酢」発売から、容器いらずの簡便さと 1 時間漬けこむだけでできる本格的な味わい
が好評のチャック付パウチシリーズ。今回は、これまでのシリーズ商品「ピクルスの酢」「和ピクルスの酢」を実際にご使
用いただいたお客様の「おつまみで食べたい」「おかずになるメニューが嬉しい」というお声をもとに、より様々なシーン
で使用いただけるよう、朝と夜、それぞれのシーンにぴったりな 2 品を新発売いたします。
「はちみつレモンピクルスの酢」は、シチリア産レモン果汁のスッキリとした味わいで食欲のない朝などに、「エスニッ
クピクルスの酢」は、パンチのある魚醤風味で健康を気にしつつもお酒もおつまみも楽しみたい夜などに、様々な気分
やシーンに合わせて活用いただけます。
～既存シリーズリニューアル～
1、 野菜をより入れやすく！容器底のマチを拡大。
RENEWAL！

2、 1 袋で漬けられる野菜の量を 210g→240g へ増量！
容量：200ml／希望小売価格：各 240 円(税抜)
ピクルスの酢

和ピクルスの酢

～わたしにピッタリの野菜漬けキャンペーン～
＜ 概 要 ＞
対象商品のポイントを集めて応募された方の中から、抽選で 115 名様に豪華賞品 14 品をプレゼント！
また、応募された方全員にオリジナルレシピ BOOK をプレゼントします。
＜応募期間＞
2018 年 3 月 20 日(火)～2018 年 7 月 31 日(火) ※当選は 8 月末の賞品発送をもってお知らせいたします
＜対象商品＞

▲応募ハガキ
▲

オリジナルレシピ BOOK▶

▶

＜賞品一例＞

●15 ポイント

●5 ポイント
●10 ポイント

ﾊﾞﾙﾐｭｰﾀﾞ
ｻﾞ ﾚﾝｼﾞ

※賞品一覧や各当選数など、詳しくは3月20日よりオープンの特設サイト(http://www.otafuku.co.jp/event/yasaiduke/)をご覧ください。

PRINCESS
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Bruno
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※プレゼントパブリシティをご希望の方は、下記担当までご連絡ください。数量など相談させていただきます。
オタフクホールディングス株式会社 広報部 沖本・小原
〒733-8670 広島県広島市西区商工センター7 丁目 4-27 TEL082-277-7112 FAX082-277-7144
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ヘルシーさと鮮やかさが新しい！

日配焼そばソース 1 食分シリーズ
世帯構成人数の減少に伴う、お客様からの「小容量の商品が欲しい」というご要望から、小容量かつ家庭では再現
できない本格的な味わいを目指し展開してきた日配焼そばソース 1 食分シリーズ。今回は、おいしさはそのままに塩
分 50％カットした「塩分 50％オフ焼そばソース(当社焼そばソース比)」と、鰹とトマトをベースにこれまでにない色鮮やかさ
が特長の「鰹とトマトの焼そばソース」の、原料へのこだわりとヘルシーさを意識した 2 品を新発売いたします。

塩分 50％オフ焼そばソース

NEW!

容量：50g／希望小売価格：70 円(税抜)

健康志向への高まりから食事に気を遣われる方が多い中、1 日の平均塩
分摂取量は男女ともに推奨量を上回っているのが現状です (※1)。この度の
「塩分 50％オフ焼そばソース」は、食材を含む 1 食当たりの塩分量が
2.28g(※2)で、理想量の 2.3g を下回ります。パンチのある香辛料を使用するこ
とで、塩分を抑えつつもしっかり濃厚

1 日あたりの性別塩分摂取量と推奨摂取量(g)

な味に仕上げた本商品は、健康を意
識しながらも味に妥協したくないとい
う方にもお楽しみいただけます。

(※１)平成 27 年国民健康・栄養調査結果の概要〈厚生労働省〉をもとに作成

(※2)[焼そば麺 1 玉(150g)…0.6g(日本食品標準成分表 2015 年版七訂)]＋[オタフク天かす天華(10g)…0.08g]＋[塩分 50％オフの焼そばソース(５０g)…1.6g]

鰹とトマトの焼そばソース

NEW!

容量：50g／希望小売価格：70 円(税抜)

従来の茶系ソースのイメージを一新する、鮮やかな赤色が特長の「鰹とト
マトの焼そばソース」。原料には焼津産かつおだしを使用し、かつおのイノシ
ン酸とトマトのグルタミン酸から生まれる「うま味の相乗効果 (※3)」を利用する
ことで、家庭では再現できない和テイストの焼そばソースに仕上げました。旬
の野菜を入れて、お洒落なメニューとしてもお楽しみいただけます。
(※3)グルタミン酸(アミノ酸)とイノシン酸(核酸系うまみ物質)を組み合わせることで、うま味が飛躍的に強くなること。(日本うまみ調味料協会 HP より)

～既存シリーズパッケージリニューアル～
1、 味をイメージしやすいよう、こだわりの原料や特徴を
文字と写真で大きく記載。

RENEWAL！

2、 麺を持ち上げシズル感 UP！
容量：50g／希望小売価格：各 70 円(税抜)
濃厚甘口焼そばソース

藻塩の焼そばソース

スパイシー焼そばソース

生の山芋でふわとろ食感にリニューアル！

山芋焼こだわりセット 2 枚分
RENEWAL！

山芋焼こだわりセット 2 枚分
山芋パウダーを使用する既存商品「やまいも焼こだわりセット 2 枚分」を
リニューアルした今回の「山芋焼こだわりセット 2 枚分」は、さらなるふわと
ろ食感を目指し、生の山芋を入れて調理する商品です。
調理法は、すりおろした山芋を使用する「本格派」と、山芋を袋に入れて
叩き潰す「お手軽派」の 2 つを考案。「お手軽派」の調理法なら、山芋の成
分によって起こる手の痒みや洗い物・すりおろしの手間を解消するだけで
▲裏面に下ごしらえ方法を表示

セット内容:特製ミックス粉(50g)、お好みソース(13g×2)、
乾燥紅しょうが(1g)、刻みのり
希望小売価格:195 円(税抜)

なく、食べた際に山芋のシャキシャキ食感も楽しめます。オクラやなめこな
どのネバネバ食品を加えるアレンジメニューもおすすめです。

※プレゼントパブリシティをご希望の方は、下記担当までご連絡ください。数量など相談させていただきます。
オタフクホールディングス株式会社 広報部 沖本・小原
〒733-8670 広島県広島市西区商工センター7 丁目 4-27 TEL082-277-7112 FAX082-277-7144

NEWS RELEASE
2018 年 3 月 1 日(木)

「見えやすい」、「分かりやすい」を安心に。

～ソース 17 品、パッケージリニューアルのお知らせ～
オタフクソース株式会社では、2018 年 3 月 5 日(月)よりソース 17 品のパッケージをリニューアルし、店頭にて随時切り替え
を行います。
近年、日本では少子高齢化が加速しており、2036 年には老年人口割合が 30％を超え、3 人に 1 人が高齢者になると予想
されています（平成

29 年推計 日本の将来推計人口〈国立社会保障・人口問題研究所〉より）。公共の施設や交通機関では、そういった時代変化へ

の対応としてユニバーサルデザイン(※１)を積極的に採用しており、より多くの方々に配慮した環境整備を行っています。
弊社では 1983 年より、お客様にきちんと商品を認知いただけるよう、ソースパッケージにおいては一貫したデザインを採用
してきました。しかしながら、近年ではお客様より「他社と間違えて買ってしまった」あるいは「この商品はどのような味？」とい
った声もいただいています。パッケージというお客様が一番に目にする部分から、商品や味についてきちんとお伝えできてい
ない現状を踏まえ、今回、ますます加速する高齢化への対応とお客様のニーズを考慮し、ユニバーサルデザインの考え方を
用いた文字やロゴの見えやすいパッケージへとリニューアルいたします。
(※１) 年齢や能力の如何にかかわらず、すべての人が使いやすいように工夫された用具・建造物などのデザイン（『広辞苑第 6 版』より）

◎お好みソース 500g

お好みソースなら「デーツのまろやかな

(300g、200g も同様に変更)

甘さ」と、お好み焼店様と共に「磨かれ
続けるプロの味」など、商品それぞれ
の味の特長を分かりやすく記載。

他社商品と間違えやすいというお客様
のお声をもとに、遠目からでも弊社商
品であることを認知いただけるよう、ア
イコンである「オタフクマーク」と商品名
※旧デザイン

をより大きく記載。

＜希望小売価格＞※すべて税抜
360 円(500g)、240 円(300g)、195 円(200g)

※新デザイン

ラインアップ
※すべて税抜表示

コクと旨みの
お好みソース 500g
希望小売価格：360 円

焼そばソース 500g
希望小売価格：360 円

野菜と果実をつめこんだ
お好みソース 300g
希望小売価格：330 円

焼そばソース 300g
希望小売価格：240 円

焼そばソース 200g
希望小売価格：195 円

お好みたべたい！
ソース 300g
希望小売価格：240 円

塩焼そばソース 300g
希望小売価格：240 円

お好みソース
大人の辛口 300g
希望小売価格：240 円

かつおと醤油の
焼そばソース 300g
希望小売価格：240 円

お好みソース
ベジタブル―ツ 200g
希望小売価格：415 円

たこ焼ソース 300g
希望小売価格：240 円

お好みソース
あじわいやさしい 200g
希望小売価格：260 円

たこ焼ソース 200g
希望小売価格：195 円

だしと醤油のきいた
たこ焼ソース 300g
希望小売価格：240 円

こちらの商品に関するお問い合わせ先
オタフクホールディングス株式会社 広報部 沖本・小原
〒733-8670 広島県広島市西区商工センター7 丁目 4-27 TEL082-277-7112 FAX082-277-7144

