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当社子会社である RIZAP 株式会社（本社・東京都新宿区、代表取締役社長 瀬戸 健、以下「RIZAP」）と、株式会社ファミ

リーマート（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：澤田貴司、以下「ファミリーマート」）は共同開発商品として、おいしさと糖質

の量にこだわった秋の新作商品を、2017 年 9 月 19 日より順次発売することをお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■「食欲の秋」も続々登場の新コラボ商品でおいしく糖質コントロール 

 RIZAP とファミリーマートのコラボ商品は、2016 年 11 月の発売以来、幅広い世代のお客さまにご好評いただいております。9 月 19

日より順次発売される新商品のラインナップは、ついつい食べすぎてしまう「食欲の秋」にもおいしく、楽しく、お腹も満足しながら糖質コン

トロールをしていただける、パスタやカップ麺、スイーツ等を取り揃えております。 

※新商品の詳細は 2 項目をご確認ください。 

  

 RIZAP は、これまで累計 8.9 万人を超えるお客様に「人生最高の体と自信」を提供することをコンセプトに、理想の体へのボディメイク

や健康改善にコミットしてまいりました。RIZAP とファミリーマートは、人々の食生活や健康に対する意識改善をより身近に感じてほしいと

いう思いのもと、今後もあらゆるメニューの開発にチャレンジしてまいります。 

 

 

2017 年 9 月 15 日 

RIZAP グループ株式会社 PRESS RELEASE 

≪各位≫ 

ファミマ×ライザップ 秋の新作が続々登場。 

～「食欲の秋」もおいしく糖質コントロール～ 

× 

9月 19日より順次発売となる新商品全 6種類 

(左から)RIZAP ビビンバ風サラダ、RIZAP たっぷりクリームプリン、RIZAP カスタードプリン、RIZAP 割チョコビターショコラケーキ、 

RIZAP きのこクリームの生パスタ、RIZAP 濃厚味噌ラーメン 
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【商品名】RIZAP ビビンバ風サラダ 

【価格】本体：341 円、税込：368 円 

【糖質・カロリー】糖質 6.6～6.9ｇ／96～98kal（1 個あたり） 

【発売日】2017 年 9 月 19 日(火) 

【内容】鶏むね肉に大豆ミートを加え、錦糸玉子、ニンジン、レタス等を合わせて

ビビンバ風に仕上げました。ピリ辛のコチュジャンソース付きです。 

※沖縄県を除く 

 

【商品名】RIZAP たっぷりクリームプリン 

【価格】本体：239 円、税込：258 円 

【糖質・カロリー】糖質 10.4g／235kcal（1 個あたり） 

※エリスリトールを含む糖質量 21.0g（1 個あたり） 

【発売日】2017 年 9 月 26 日(火) 

【内容】2017 年 3 月に発売し、2 か月間で 60 万個以上販売した人気商品

が、さらに美味しくなって再登場！なめらかな食感のプリンに、くちどけの良いホイ

ップクリームをたっぷりと絞りました。 

 

 

【商品名】RIZAP カスタードプリン 

【価格】本体：158 円、税込：170 円 

【糖質・カロリー】糖質 7.0ｇ／210kcal（1 個あたり） 

※エリスリトールを含む糖質量 10.3ｇ（1 個あたり） 

【発売日】2017 年 10 月 3 日(火)  

【内容】北海道純生クリームを使用することでしっかりとしたコクを感じられるプリン

に仕上げました。発売中のファミリーマートの「くちどけ贅沢プリン」と比較し、糖質

(エリスリトールを除く)を 30％カット（※）しました。※同量で比較した場合。 

 

 

【商品名】RIZAP 割チョコビターショコラケーキ 

【価格】本体：175 円、税込：189 円 

【糖質・カロリー】糖質 9.6ｇ／203kcal（1 食あたり） 

【発売日】2017 年 10 月 3 日(火) 

【内容】スプーンでチョコを割ってお召し上がり頂く 3 層仕立てのショコラケーキで

す。パリッとした食感と柔らかいスフレ、プリンの食感を一度に楽しめます。全体

的にビターな味わいに仕立てました。 

新商品の詳細 
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【商品名】RIZAP きのこクリームの生パスタ 

【価格】本体：380 円、税込：410 円 

【糖質・カロリー】糖質 21.7ｇ／300kcal（1 食あたり） 

【発売日】2017 年 10 月 3 日(火)  

【内容】細かく刻みじっくりとソテーしたきのこで旨みを出し、生クリーム・パルメザン

チーズなどを加えた、きのこの旨み広がるクリームソースです。食物繊維を配合す

ることで一般的なパスタ（＊）と比較し、糖質量 52.8％オフにした麺を使用し

ています。 

＊日本食品標準成分表 2015 年版（七訂）より、「マカロニ/スパゲッティ類 

マカロニ・スパゲッティゆで」との比較 

※北海道・沖縄県を除く 

 

 

 

【商品名】RIZAP 濃厚味噌ラーメン 

【価格】本体：249 円、税込：268 円 

【糖質・カロリー】糖質 22.3ｇ／269kcal（1 食あたり） 

【発売日】2017 年 10 月 3 日 

【内容】食物繊維を練りこんだノンフライ麺に、生姜の香りをきかせた濃厚な味

噌スープと蒸し鶏、鶏そぼろを合わせました。１食あたりの糖質量を一般的なカ

ップラーメン（※）の 50％以下で仕上げました。 

数量限定。 

※日本食品標準成分表 2015 年版（七訂）より、中華スタイル即席カップ

めん（非油揚げ）との比較（100g 当たり） 
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【商品名】RIZAP サラダチキンバー 

【価格】本体：147 円、税込：158 円 

【糖質・カロリー】糖質 0ｇ／76kcal（1 パック 60ｇあたり） 

【内容】国産の鶏むね肉・鶏皮を使用。糖質 0g（※）におさえたシンプルな塩味

のサラダチキンを、食べやすいスティック状に仕上げました。 

たんぱく質 13.5ｇ(1 パック 60ｇあたり) 

※糖質は食品表示基準に基づき、100ｇあたり 0.5ｇ未満を 0 としています。 

 

 

【商品名】RIZAP ボロネーゼの生パスタ 

【価格】本体：369 円、税込：398 円 

【糖質・カロリー】糖質 25.1ｇ／319kcal（1 食あたり） 

【内容】トマトペーストにデミグラスソースを合わせた、肉の旨みを感じるボロネーゼソ

ースと、２種のパルメザンチーズをトッピングした生パスタです。ソースとも良く絡む細

めの麺を合わせました。食物繊維を配合し、一般的なパスタ（＊）と比較し、糖

質量 52.8％オフの麺を使用しています。 

＊日本食品標準成分表 2015 年版（七訂）より、「マカロニ/スパゲッティ類 マ

カロニ・スパゲッティゆで」との比較 

※北海道・沖縄県を除く  

※2017 年 10 月 2 日(月)頃までの販売となります。 

 
 

【商品名】RIZAP 濃旨キャラメルプリン 

【価格】本体：158 円、税込：170 円 

【糖質・カロリー】糖質 7.8ｇ／201kcal（1 個あたり） 

※エリスリトールを含む糖質量 11.2ｇ（1 個あたり） 

【内容】北海道産純生クリーム使用。隠し味に塩を加え、キャラメルの風味を引き

立てたなめらかな食感のキャラメルプリンです。 

 

 

【商品名】RIZAP 濃厚チーズケーキ～ミックスベリーソース～ 

【価格】本体：165 円、税込：178 円 

【糖質・カロリー】糖質 8.1ｇ／186kcal（1 個あたり） 

※エリスリトールを含む糖質量 9.3ｇ（1 個あたり） 

【内容】濃厚なチーズケーキに、苺とラズベリーの甘酸っぱいミックスベリーソースをか

けました。 

 

 

現在発売中の主な商品 
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【商品名】RIZAP チーズアイスバー 

【価格】本体：138 円、税込：149 円 

【糖質・カロリー】糖質 6.3ｇ／188kcal（1 本あたり） 

【内容】北海道産生クリームとオーストラリア産クリームチーズを使用し、濃厚な味わ

いに仕上げたチーズアイスバーです。数量限定。 

 

【商品名】RIZAP チョコチップスコーン 

【価格】本体：158 円、税込：170 円 

【糖質・カロリー】糖質 18.9ｇ／335kcal（1 個あたり） 

※エリスリトールを含む糖質量 28.8ｇ（1 個あたり） 

【内容】大豆粉、小麦タンパクなどを使用した生地に、糖質をおさえたチョコキューブ

を練りこみ、しっとりとした食感に焼き上げました。数量限定。 

 

※一部地域では、商品の仕様が若干異なりますので、商品ラベルもご参照下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所在地 ： 〒169-0074 東京都新宿区北新宿 2-21-1 新宿フロントタワー31F 

設立日 ： 2010 年 5 月 7 日 

資本金 ： 8 億 8500 万円(2016 年 9 月 30 日現在) 

代表者 ： 代表取締役社長 瀬戸 健 

事業内容： 健康に関する研究、ボディメイク事業等 

 

会社概要 

RIZAP株式会社 

 http://www.rizap.jp/ 

「結果にコミットする。」をコンセプトに、パーソナルトレーニングジム「RIZAP(ライザップ) 」を運営。2012 年 2 月の 1 号店オープン以来、店

舗拡大とともに急成長を続ける「RIZAP」は、一般のスポーツジムとは異なり、ゲストの夢、理想、真のニーズと本気で向き合う資質を持った

トレーナーを厳選。「人生最高の体と自信、そして期待を上回る感動を提供する」ため、パーソナルトレーナーの品質にこだわり、ゲストの理

想の体型の実現を全力でサポートするプロ集団です。 現在、合計 120 店舗を運営。新規獲得会員数は累計 8.9 万人を超えていま

す。（2017 年 8 月末時点） 
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