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2020 年 1 月 15 日 

シリーズ累計 1億 8800万個突破、ドラッグストアでのリピート率NO.1※ 

「ぐーぴたっ」たんぱく質プラスのビスケット、新フレーバー「いちご」発売 

新フレーバー追加を記念して、６アイテムでサンリオキャラクターとコラボレーション 

 

株式会社ナリス化粧品(本社：大阪市福島区 代表取締役社長：村岡弘義)は、

ドラッグストアなどの店頭販売流通で販売している栄養調整食品ブランド「ぐーぴたっ 

豆乳おからビスケット」に、新フレーバーとして「いちご」を追加。2020 年 2 月 7 日から、

全国のドラッグストアや、一部スーパーやコンビニエンスストアで発売します。豆乳おからビ

スケットは、2019 年 9 月にたんぱく質を増量して、リニューアル。リニューアル後は、出荷

数量が 132%伸長。たんぱく質の必要性の認知拡大の傾向もあり、好調に推移して

います。（※ビスケット、クッキー市場リピート率ランキング True Data 調べ 2018 年 10 月~12 月） 

 

🍓23年目のロングセラー「ぐーぴたっ」。 

豆乳おからビスケット、リニューアルで出荷数量132%伸長。 

ぐーぴたっは、1997 年デビューから 23 年目を迎え、シリーズ累計 1 億 8800 万個を

販売する、ギルティフリーフードの先駆けです。2019 年 9 月にたんぱく質を増量し、リニ

ューアルした「豆乳おからビスケット」は、たんぱく質の重要性の認知拡大の追い風も受

け、リニューアルによって出荷数量が 132%伸長。女性だけでなく男性の購入者も増加

しています。年齢や、性別を問わず好まれる「いちご」のフレーバー追加で、ダイエットの味

方として、より多くのお客様の満足を約束します。 

 

🍓2019年 サンリオキャラクター大賞 ランキング上位 6キャラクターと 

限定コラボレーション 

「ぐーぴたっ 豆乳おからビスケット いちご」の発売を記念し、株式会社サンリオ（本

社：東京都品川区 代表取締役社長：辻信太郎）の人気キャラクターが登場する

限定パッケージの「ぐーぴたっ 豆乳おからビスケット」3 品と「しっとりクッキー」3 品を発売

します。 
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お客様からのお問い合わせ先 

ナリス化粧品 お客様相談窓口 TEL:0120-32-4600 
 

豆乳おからビスケット 

いちご×ハローキティ 

しっとりクッキー ブルーベリー

チーズケーキ×シナモロール 

いちご×ハローキティ 

豆乳おからビスケット 

プレーン×ポムポムプリン 

しっとりクッキー 苺のガトー 

ショコラ×マイメロディ 

いちご×ハローキティ 

しっとりクッキー ショコラバ

ナーヌ×ポチャッコ 

いちご×ハローキティ 

豆乳おからビスケット 

ショコラ×リトルツインスターズ 

tel:06-6346-6672
tel:0120-32-4600


 

商品名  容量・価格 特長 

ぐーぴたっ 

豆乳おからビスケット いちご 

（焼き菓子・栄養調整食品） 

 

 

 

 

 

 1 箱 

3 枚×3 袋入り 

（個包装） 

1 袋あたり 

標準 12.9ｇ 

オープン価格 

〔参考価格〕 

156 円（税抜） 

168 円（税込） 

・豆乳やおからを練り込んだ、いちごの甘酸っぱいさわやかな

香りが広がるさっくりと軽い食感の砂糖ゼロ、糖類ゼロの

ビスケット。 

・水を含むと膨らむコンニャクマンナンなどの食物繊維を 1 箱

に 5900 ㎎配合。少しの量で満足感を得られます。 

・植物性たんぱく質 3600 ㎎配合。（1 箱あたり） 

・お米由来の植物性乳酸菌を 10 億個配合。 

（1 箱あたり・製造時・殺菌した乳酸菌） 

・1 袋あたり、51kcal 

ぐーぴたっ 

豆乳おからビスケット プレーン 

（焼き菓子・栄養調整食品） 

 

 1 箱 

3 枚×3 袋入り 

（個包装） 

1 袋あたり 

標準 12.9ｇ 

オープン価格 

〔参考価格〕 

156 円（税抜） 

168 円（税込） 

・豆乳やおからを練り込んだ、やさしい甘さのさっくりと軽い食

感の砂糖ゼロ、糖類ゼロのビスケット。 

・水を含むと膨らむコンニャクマンナンなどの食物繊維を 1 箱

に 5900 ㎎配合。少しの量で満足感を得られます。 

・植物性たんぱく質 3500 ㎎配合。（1 箱あたり） 

・お米由来の植物性乳酸菌を 10 億個配合。 

（1 箱あたり・製造時・殺菌した乳酸菌） 

・1 袋あたり、51kcal 

ぐーぴたっ 

豆乳おからビスケット ショコラ 

（焼き菓子・栄養調整食品） 

 

 1 箱 

3 枚×3 袋入り 

（個包装） 

1 袋あたり 

標準 12.9ｇ 

オープン価格 

〔参考価格〕 

156 円（税抜） 

168 円（税込 

・豆乳やおからを練り込んだ、ココアとカカオマスの香り高いさ

っくりと軽い食感の砂糖ゼロ、糖類ゼロのビスケット。 

・水を含むと膨らむコンニャクマンナンなどの食物繊維を 1 箱

に 5700 ㎎配合。少しの量で満足感を得られます。 

・植物性たんぱく質 3400 ㎎配合。（1 箱あたり） 

・お米由来の植物性乳酸菌を 10 億個配合。 

（1 箱あたり・製造時・殺菌した乳酸菌） 

・1 袋あたり、51kcal 

ぐーぴたっ しっとりクッキー 

ブルーベリーチーズケーキ 

（焼き菓子・栄養調整食品） 

 1 箱 3 本 

1 本×3 袋入り 

（個包装） 

標準 15g 

オープン価格 

〔参考価格〕 

156 円（税抜） 

168 円（税込） 

・生地の中にブルーベリージャムを包み込んだ、糖類オフな

のに、まるでスイーツのようなおいしさのソフトクッキー。 

・コクのあるチーズケーキ風味のソフトクッキーとさわやかなブ

ルーベリージャムのコラボレーション。 

・水を含むと膨らむコンニャクマンナンなどの食物繊維を 1 箱

に 7000 ㎎配合。少しの量で満足感を得られます。 

・自宅でも職場でも、外出先でも食べやすい個包装。 

・1 本あたり、5６kcal 

ぐーぴたっ しっとりクッキー 

苺のガトーショコラ 

（焼き菓子・栄養調整食品） 

 1 箱 3 本 

1 本×3 袋入り 

（個包装） 

標準 15g 

オープン価格 

〔参考価格〕 

156 円（税抜） 

168 円（税込） 

・ショコラ生地の中にいちごジャムを包み込んだ、糖類オフな

のに、まるでスイーツのようなおいしさのソフトクッキー。 

・しっとりとしたショコラ風味のソフトクッキーと甘酸っぱい、イチ

ゴジャムのコラボレーション。 

・水を含むと膨らむコンニャクマンナンなどの食物繊維を 1 箱

に 6000 ㎎配合。少しの量で満足感を得られます。 

・自宅でも職場でも、外出先でも食べやすい個包装。 

・1 本あたり、59kcal 

ぐーぴたっ しっとりクッキー 

ショコラバナーヌ 

（焼き菓子・栄養調整食品） 

 1 箱 3 本 

1 本×3 袋入り 

（個包装） 

標準 15g 

オープン価格 

〔参考価格〕 

156 円（税抜） 

168 円（税込） 

・ショコラ生地の中にバナナジャムを包み込んだ、糖類オフな

のに、まるでスイーツのようなおいしさのソフトクッキー。 

・ほろ苦いショコラ風味のソフトクッキーとフレッシュなバナナジ

ャムのコラボレーション。 

・水を含むと膨らむコンニャクマンナンなどの食物繊維を 1 箱

に 6000 ㎎配合。少しの量で満足感を得られます。 

・自宅でも職場でも、外出先でも食べやすい個包装。 

・1 本あたり、58kcal 



 

■「ぐーぴたっ」専用サイト 

https://www.narisup.com/shop/brand/gu-pita.aspx 

栄養成分表示 

 豆乳おからビスケット 

（1 袋 3 枚：標準 12.9ｇあたり） 

しっとりクッキー 

（1 本：標準 15ℊあたり） 

 いちご プレーン ショコラ ブルーベリーチーズケーキ 苺のガトーショコラ ショコラバナーヌ 

エネルギー 50.９kcal 51.2kcal 51.2kcal 56.4kcal 59.2kcal 57.9kcal 

たんぱく質 1.2g 1.2g 1.1g 0.5g 0.7g 0.6g 

脂質 2.2g 2.2g 2.3g 2.4g 2.7g 2.5g 

炭水化物 9.1g 9.1g 8.9g 10.3g 9.9g 10.0g 

―糖質 7.1g 7.1g 7.0g 8.0g 7.9g 8.0g 

―糖類 0ｇ 0ｇ 0ｇ 0.1g 0.1g 0.4g 

―食物繊維 2.0g 2.0g 1.9g 2.3g 2.0g 2.0g 

食塩相当量 0.1g 0.1g 0.1g 0.05g 0.06g 0.06g 

カルシウム 36mg 34mg 35mg － － － 

鉄 0.5mg 0.5mg 0.8mg － － － 

食品表示基準に基づき、糖類が 0.5ｇ未満（100ｇあたり）を糖類ゼロと表示しています。 

 

https://www.narisup.com/shop/brand/gu-pita.aspx

