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2016年 11月 25日 

 
オイシックス株式会社(東京都品川区、代表取締役社長：髙島 宏平)は、ママ、プレママ向けのサービス強化のため、  
体重管理を気にするママ向けのヘルシー商品や、離乳食に便利な商品など、全 18 品を本年 11 月 24 日（木）から発売開
始しました。約 50 回にも及ぶ小さなお子さまをお持ちのママたちへのインタビューから、体重管理や離乳食への悩みがあ
ることが分かり、それらの声を参考に、サービス担当をしている当社ママ社員が「ありそうでなかった」商品を実現しました。 
今後も強化を継続し、来年 3 月末までにはさらに 25 品を拡充予定です。 
・販売先：https://www.oisix.com/sc/mama_re 
 

 体重管理を気にするママ向けのヘルシーラーメンやアイス  
 
■■■■こんにゃく豆乳麺とたっぷり野菜のセット！ヘルシーこんにゃく豆乳麺とたっぷり野菜のセット！ヘルシーこんにゃく豆乳麺とたっぷり野菜のセット！ヘルシーこんにゃく豆乳麺とたっぷり野菜のセット！ヘルシーなのに“がつん”とした味わいなのに“がつん”とした味わいなのに“がつん”とした味わいなのに“がつん”とした味わい    
試食モニターの「野菜がたくさんあるのがうれしい」「セットは便利」といった声をもとに、こんにゃく麺だけではなく、たっぷり
野菜とセットにし、10 分で完成する「ヘルシーKit シリーズ」としてお届けします。スープには化学調味料は使わず、しかし
“がつん”としたラーメンらしい味わいを実現しました。塩、醤油、味噌、ミルク担担スープの全 4 種を販売します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■■■■77777777 キロキロキロキロカロリー以下！砂糖不使用の大人カロリー以下！砂糖不使用の大人カロリー以下！砂糖不使用の大人カロリー以下！砂糖不使用の大人アイスアイスアイスアイス    
バニラ、チョコ、抹茶の 3 種類のフレーバーのアイスが、すべ
て 77kcal 以下、砂糖不使用の“大人アイス”シリーズ。 
遺伝子組み換えでないとうもろこしを原料としたエリストール
という甘味料を使用することで、低カロリーながらも満足感の
ある食べごたえを実現しました。 
 
■■■■不足しがちな栄養を補う“バランス不足しがちな栄養を補う“バランス不足しがちな栄養を補う“バランス不足しがちな栄養を補う“バランスおおおおばんざい”ばんざい”ばんざい”ばんざい”    
大根葉と鶏肉のじゃこ煮“カルシウムばんざい”、国産ほうれ
ん草を塩麹和えした“葉酸ばんざい”など、不足しがちな鉄
分、葉酸、食物繊維、カルシウムを含む 4 種類のおばんざい
を新発売。小鉢に軽く 2 杯分と使い切りやすいサイズです。 
 

離乳食に簡単、便利なお助け商品 
    
■■■■手づかみスティック手づかみスティック手づかみスティック手づかみスティック    
“手づかみ食べ”をし始めたお子さま向けに、手づかみしや
すいおかずを開発しました。鶏肉と豆腐、ひじき、かぼちゃを
使ったスティック状のハンバーグです。化学調味料不使用で、
温めるだけで食べられます。 
 
■■■■秋鮭秋鮭秋鮭秋鮭やややや真だら真だら真だら真だらのののの骨＆皮とり骨＆皮とり骨＆皮とり骨＆皮とりサイコロサイコロサイコロサイコロカットカットカットカット 
離乳食でタンパク質を与えようとすると、豆腐やしらすに偏っ
てしまいがちというお客さまの声から開発しました。北海道産
の真だら、秋鮭の骨を手作業で取り除き、皮も取り、量の調
整がしやすいサイコロカットにしました。 

50 回のママへのインタビューから、ママ社員が「あったらいいな」を実現 

オイシックス、ママ向け商品を拡充、18 品を新発売(11/24～) 
～ヘルシーなのに“がつん”とした食べごたえのラーメン、手づかみ離乳食など～ 
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手づかみ食べに便利なおかず 魚をサイコロカットでお届け 

▼食材とセットでお届け 

カルシウムばんざい 77 キロカロリー以下のアイス 

山椒ぴりり！どっさり生野菜の蒟蒻醤油ラーメン 
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■ 新発売する全 18品の商品詳細 
 
・下記でご紹介している商品の画像をご希望の場合は下記のお問合せ先までご連絡ください。 
 
商品名 価格(税抜) 規格 商品説明 

[Kit]柚子香る！彩り温野菜の
こんにゃく塩ラーメン 

500円 1 セット   
1人前 

ヘルシーなこんにゃく麺を、5 種の温野菜とゆず風味
の塩味スープと合わせました。 

[Kit]山椒ぴりり！どっさり生
野菜の蒟蒻醤油ラーメン 

500円 1 セット   
1人前 

煮干しの効いた醤油スープに合わせ、シャキシャキ食
感を楽しめる 4種の生野菜を組み合わせました。 

[Kit]ごま油香る！彩り温野菜
の蒟蒻味噌ラーメン 

500円 1 セット   
1人前 

味噌味のスープに相性の良いキャベツをはじめ、彩り
のよい 4種の温野菜を組み合わせました。 

 [Kit]コクを楽しむ！彩り野
菜の蒟蒻ミルク担担麺 

500円 1 セット   
1人前 

坦々スープに牛乳を合わせ、いろいろな食感の楽める
野菜を組み合わせました。 

大人アイス 濃いチョコ(砂糖
不使用) 

598円 82ml 
×3個 

1 カップあたり 77kcal 以下に抑えているにも関わら
ず、濃厚で満足できる味わいのアイスです。カロリー
も気になるという方にぴったりです。 
（チョコ：77kcal、抹茶：74kcal、バニラ：77kcal） 

大人アイス 濃い抹茶(砂糖不
使用) 

598円 82ml 
×3個 

大人アイス 香るバニラ(砂糖
不使用) 

598円 82ml 
×3個 

【カルシウムばんざい】大根
葉と鶏肉のじゃこ煮 

348円 100g 岩手県西和賀産の大根菜と、脂身の少ない菜彩鶏肉を
じゃこと併せて炒めました。 

【葉酸ばんざい】ほうれん草
の塩麹和え 

348円 100g 国産ほうれん草と岩手県産にんじんを使用しました。
チルドで鮮度を保ってお届けします。 

【鉄分ばんざい】高野豆腐と
ほうれん草の煮物 

348円 100g ひじきとにんじん、油揚げ、高野豆腐を鉄釜で煮込み
ました。 

【食物繊維ばんざい】根菜と
ひじきの米酢あえ 

298円 100g 蓮根、ひじきを具材に使用した日常で不足しがちな食
物繊維を、おいしく手軽に補えるお惣菜です。 

手づかみ食べに！鶏と豆腐と
ひじきのスティック 

288円 160ｇ 
（8 個入
り） 

手づかみさせてあげたいけど、今日はおじやしかない
な…という時に便利なおかず。 
化学調味料不使用でうす味。温めるだけで食べられま
す。 

[カット済]やわらか知床若鶏
むね肉サイコロカット 

528円 300g 一つひとつをバラ凍結しており、使いたい時に使いた
い数だけ調理ができます。 
ふっくらジューシー知床若鶏のムネ肉を使用してい
ます。 

離乳食にも！骨&皮とり北海
道産真だらサイコロカット 

580円 150g 北海道産の真だら(秋鮭)の骨をていねいに手作業で取
り除き、皮もとりました。量の調整がしやすいサイコ
ロカットにしました。 離乳食にも！骨&皮とり北海

道産秋鮭サイコロカット 
580円 150g 

塩分控えめ 野菜そうめん
（にんじん） 

200円 120g にんじん粉末の原料のにんじんは長崎県産 100％で
す。ほうれんそう粉末の原料のほうれんそうは宮崎県
産 100％です。 
ゆで時間は 2分と短く、食塩は一般的なそうめんの 3
分の 1まで減らしています。 

塩分控えめ 野菜そうめん
（ほうれん草） 

200円 120g 

イタリアから届いた  100％ 
りんごのピューレ 

300円 120g 保存料、甘味料などを添加していないスムージーを持
ち運びに便利なアルミパウチにつめました。素材をピ
ューレ状にすりおろしたトロリとした食感で、素材そ
のものの味を楽しんでいただけます。 

 
オイシックス株式会社について 
オイシックス株式会社（代表：高島宏平）は、「子どもに安心して食べさせられる食材」をコンセプトに、有機・特別栽培野菜、添加物を極力使わない加工食

品など多様な食品と豊かで楽しい食生活に役立つ情報を、オンラインサイト「Ｏｉｓｉｘ(おいしっくす)」（http://www.oisix.com/）にて提供する事業を 2000 年 6
月より行っています。2013 年 7 月からは、主に働く女性の「忙しくて毎日の食事に妥協したくない」というニーズに応えるため、Ｏｉｓｉｘ基準を満たした安心安
全な食材を使い、5 種以上の野菜がとれる主菜と副菜の 2 品が 20 分で完成する献立キット「Ｋｉｔ Ｏｉｓｉｘ（きっとおいしっくす）」の展開を開始しました。 
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■ 参考１）お子さまの月例にあわせて提案！ママ向けの定期食材宅配サービスについて 
 
「おいしっくすくらぶ プレママ＆ママコース」とは、妊娠中～幼児食期のお子さまをもつママ向けの定期食材
宅配サービスです。Ｏｉｓｉｘの安心安全でおいしいラインナップの中から、いまの月齢にぴったりな食材を毎
週担当者がセレクト、ご提案します。 
 
 
■ 参考２）サービス開発担当者はママ社員                ▼ママ社員、谷口悠子 
 
ママ向けのサービスや商品開発を担当しているのは、自身もママである
谷口です。 
約 50回に及ぶ、インタビュー（対面、電話、ご自宅訪問）でのお客さま
の声を参考にするのはもちろん、自分自身の妊娠、出産、育児経験から、
「こんな商品があったら便利！」という知見を活かし、商品を開発して
います。 
オイシックスは、産休・育休取得率 100％、産休・育休後の復帰率が 96%
あり多くのママが活躍しています。 
 
 
※担当者の谷口へのインタビューご取材も可能です 


