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「おとなのふりかけミニ」
 リニューアル ～ふりかけでメッセージを届けよう！～
 期間限定「特別編」発売
株式会社 永谷園（社長：飯塚 弦二朗、東京都港区）は、毎日のお弁当でも手軽におとなな味わいが楽しめるアソ
ートタイプのふりかけ「おとなのふりかけミニ その 1・その 2」（税抜 268 円）に新メニューを加えてリニューアルし、2016
年 8 月より順次発売いたします。今回より、小袋の裏面にメッセージが書けるようになりました。また、行楽シーズ
ンに向けて「おとなのふりかけミニ 特別編」（税抜 268 円）も期間限定商品として、2016 年 8 月 8 日（月）より全国
で発売いたします。メニューも新たに、お弁当シーンにおいしさと楽しさをお届けします。

【おとなのふりかけミニ その 1・その 2】

【おとなのふりかけミニ 特別編】

「おとなのふりかけ」とは？ → 大人も楽しめる、おいしいふりかけ
弊社「おとなのふりかけ」は、“子どもだけでなく大人も楽しめる、おいしいふりかけ”をコンセプトに、メニュー・味にこ
だわり 1989 年 10 月に発売しました。それまで、ふりかけは“子どものごはんの友”として親しまれてきましたが、その
おいしさから、どの世代にも大変ご好評をいただいております。
現在のラインナップは大袋タイプで 5 メニュー（本かつお、紅鮭、わさび、ちりめん山椒、力士味噌味）、ミニパックタイ
プで 2 アイテム（その 1、その 2）、ソフトタイプで 5 メニュー（さけ、鶏そぼろ、たらこ、ちりめん山椒、すき焼き）の合計 12
商品を展開しています。
想いを届ける「ふりかけ」
1990 年より発売したアソートタイプの「おとなのふりかけミニ（その 1、その 2）」は、バラエティに富んだおいしさを取り
揃え、お弁当の友としてご利用いただいています。「子供達が学校に楽しんで持っていきます」「いつもお弁当に入れて
います。友達にもあげるそうです」「子供のお弁当に欠かさず付けています」等、お客様よりたくさんのお声をいただい
ています。ふりかけを“メッセージを伝えるコミュニケーションツール”としてもお使いいただければと、「おとなのふりか
け ミニ その 1・その 2」では、小袋の片面にメッセージが書けるようなデザインを加えました。想いを届ける「ふりか
け」で、お弁当時間を楽しく演出します。

【 メッセージ面 デザイン一例 】
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「おとなのふりかけミニ その 1・その 2」リニューアル／期間限定「特別編」発売
・「おとなのふりかけミニ その 1・その 2」では、新メニュー（「その 1」では「たらこ」、「その 2」では「肉味噌」）を加えて、
リニューアルしました。今回より、小袋の片面にメッセージが書けるデザインが加わりました。
・「おとなのふりかけ 特別編」は、秋冬限定メニューをセットにした特別な味わいです。
・5 メニューが各 4 袋ずつ（計 20 袋入）セットになっています。
【おとなのふりかけミニ その 1】
・焼鮭：鮭 の風 味 、香 りを大 事 にふりかけにしました。
・青じそひじき：佃 煮 風 のひじきにさわやかな青 じそを組 み合 わせました。
・海苔わさび：海 苔 の風 味 をわさびのツンとした辛 味 が引 き立 てます。
・たらこ（NEW）： たらこの風味豊かな味わいが楽しめます。
・おかかごま：醤 油 と砂 糖 で味 つけした“かつお削 り節 ”の旨 みと胡 麻 の風 味 が味 わえます。
【おとなのふりかけミニ その 2】
・鮭青菜： ご飯 と相 性 の良 い鮭 に、彩 りきれいな青 菜 を組 み合 わせ風 味 豊 かに仕 上 げました。
・梅ゆかり：梅 としそをブレンドした、爽 やかな酸 味 が味 わえます。
・かつおみりん：ほんのり甘 いおかかの味 わいが楽 しめます。
・明太子：風 味 の良 い唐 辛 子 を使 って、程 よい辛 さに仕 上 げています。
・肉味噌（NEW）： 味噌に、鶏肉の風味を合わせたコクのある味わいです。
【おとなのふりかけミニ 特別編】
・炊き込みごはん風：だし醤油の味わいに、鶏とごぼうの旨味を加えました。
・ゆず明太：ピリッと辛い明太子に爽やかなゆずの風味を合わせました。
・ちりめん山椒：醤油と砂糖で味付けしたちりめんにピリッと山椒をきかせました。
・松茸味：焼いた松茸の風味と味わいに加えて、ゆずでアクセントをつけました。
・鮭の西京焼風：白みそと酒粕で西京焼の味わいを再現しました。

商品概要

商品名

おとなのふりかけミニ その 1

おとなのふりかけミニ その 2

おとなのふりかけミニ 特 別 編

表示内容量
37.6g
（焼鮭
1.9g×4 袋、
青じそひじき
2g×4 袋、
海苔わさび
1.6g×4 袋、
たらこ
2g×4 袋、
おかかごま
1.9g×4 袋）
34.8g
（鮭青菜
1.9g×4 袋、
梅ゆかり
1.5g×4 袋、
かつおみりん
1.5g×4 袋、
明太子
1.9g×4 袋、
肉味噌
1.9g×4 袋）
34.8g
（炊き込みごはん風 1.7g×4 袋、
ゆず明太
2.1g×4 袋、
ちりめん山椒
1.6g×4 袋、
松茸味
1.5g×4 袋、
鮭の西京焼風
1.8g×4 袋）

荷姿

20 袋入
×
10P
×
6B

希望
小売
価格

賞味
期間

発売
年月日

発売
地区

2016 年
8 月以降
順次
税抜
268 円

12 ヶ月

全国

2016 年
8 月 8 日（月）

お問い合わせ先
お客様からのお問い合わせ先 ： ㈱永谷園 お客様相談室
Ｔｅｌ．０１２０－９１９－４５４
報道各位からのお問い合わせ先 ： ㈱永谷園ホールディングス 広報部
Ｔｅｌ．０３－３４３２－２５１９

