
 

 

2021 年 2 月 3 日 

 
24 年間ずっとダイエットの味方、前年比 120％増 

85％糖類オフ※「ぐーぴたっ」から新フレーバー「チョコチップブラウニー」 

しっかりチョコチップ入りでも 1 本 53kcal、罪悪感なく食べられてストレスフリー 
 

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 しっとりクッキー」に、「チョコチップブラウニー」の新フレーバーを追加

発売、女性には特に必要な栄養素である「鉄」と「カルシウム」を配合し、食物

繊維量はたっぷりで、2021 年 2 月 3 日から、全国のドラッグストア・一部スー

パー・コンビニエンスストアで新発売します。ダイエットの大敵と考えられる本格的

なチョコレートフレーバーを追加し、さらにストレスなく、続けられるダイエットを応援

します。※当社従来品と比較 

 

■昨年対比平均 120％出荷、一昨年リニューアルが好調。 

ぐーぴたっは、食物繊維の力で、「おなかの『ぐー』を『ぴたっ』と止める」をメイン

コンセプトに、食べることに罪悪感のない「ギルティフリーフード」として 1997 年に

デビュー。24 年間、アイテムの追加やフレーバーの変更などの改良を重ねていま

す。「しっとりクッキー」は、2019 年 8 月に糖類 85％オフ設計に変更してリニュ

ーアル。人気のフレーバーのおいしさをそのままに、当社従来品と比較してさらに

糖類をオフ。食物繊維量は、1 箱あたり 7,100ｍｇ～8,400ｍｇ（フレーバ

ーによって異なります）とたっぷりで、好評を得ています。 

特に 2020 年 4 月以降のコロナ禍による自粛期間は、昨年対比 120％伸

長、常に愛用者の要望の聞き取りを行い、改良を加えることで進化しています。 

当社が 2020 年 6 月に行った調査では、コロナ自粛中、太った女性は 4 割

で、中でもストレスを感じている女性は 5 割が「太った」と答えていることからも、 

コロナ禍のダイエットニーズに応えることができたと考えます。 

 

■アーモンドの香ばしさで、大人も満足のリッチな風味。 

ダイエット中に我慢する甘いものの代表である「チョコレート」。 

我慢をするということは、同時に食べたいものでもありますが、 

新フレーバーの「チョコチップブラウニー」は、チョコチップ入り 

の濃厚なチョコレート生地にアーモンド風味のクリームをはさ 

んだ大人も満足のフレーバー。ぐーぴたっ しっとりクッキーは 

4 つのフレーバーのうち、「ブルーベリー×チーズケーキ」と「ショコ 

ラ×バナナ」のフレーバーは不動の人気ですが、新フレーバーの 

「チョコレートブラウニー」が、これを覆す可能性があると考えて 

います。 

 

 

 

 

  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 

■「ぐーぴたっ」専用サイト https://www.narisup.com/shop/brand/gu-pita.aspx 
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【本件に関するお問い合わせ先】 株式会社 ナリス化粧品 経営企画室 横谷(よこたに) 
〒553-0001 大阪市福島区海老江 1 丁目 11 番 17 号 TEL:06-6346-6672 

FAX:06-6346-6569 E-mail:narispr@naris.co.jp HP:https://www.naris.co.jp 
 
 

ぐーぴたっ しっとりクッキー チョコレートブラウニー 

156 円（税抜）168 円（税込） 
 

tel:0120-32-4600
https://www.narisup.com/shop/brand/gu-pita.aspx
tel:06-6346-6672


 

新製品  容量・価格 特長 

ぐーぴたっ しっとりクッキー 

チョコチップブラウニー 

（焼き菓子・栄養調整食品） 

 

1 箱 

1 本×3 袋入り 

（個包装） 

1 袋あたり 

標準 15ｇ 

オープン価格 

〔参考価格〕 

156 円（税抜） 

168 円（税込 

●チョコレート生地の中にアーモンド風味のクリームを包み

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。 

●チョコチップ入りの濃厚なカカオ風味のソフトクッキーと香

ばしいアーモンド風味のクリームのコラボレーション。 

〇水を含むと膨らむコンニャクマンナンをはじめとした食物

繊維を 1 箱に 7100 ㎎配合。少しの量で満足感を得

られます。 

〇ダイエット時に崩れがちな栄養バランスに、鉄・カルシウ

ムを配合。 

〇おうちでもオフィスでも、お出かけ先でも食べやすい個包

装。 

●1 本あたり、53kcal 

 既存品  容量・価格 特長 

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 

1 本×3 袋入り 

（個包装） 

1 袋あたり 

標準 15ｇ 

オープン価格 

〔参考価格〕 

156 円（税抜） 

168 円（税込） 

●チーズケーキ風味の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 

〇水を含むと膨らむコンニャクマンナンをはじめとした食物

繊維を 1 箱に 8400 ㎎配合。少しの量で満足感を得

られます。 

〇ダイエット時に崩れがちな栄養バランスに、鉄・カルシウ

ムを配合。 

〇おうちでもオフィスでも、お出かけ先でも食べやすい個包

装。 

●1 本あたり、51kcal 

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 

1 本×3 袋入り 

（個包装） 

1 袋あたり 

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 

●ほろ苦いショコラ生地のソフトクッキーと濃厚なバナナジ

ャムのコラボレーション 

〇水を含むと膨らむコンニャクマンナンをはじめとした食物

繊維を 1 箱に 7500 ㎎配合。少しの量で満足感を得

られます。 

〇ダイエット時に崩れがちな栄養バランスに、鉄・カルシウ

ムを配合。 

〇おうちでもオフィスでも、お出かけ先でも食べやすい個包

装。 

●1 本あたり、54kcal 

ぐーぴたっ しっとりクッキー 

メープルブリュレ 

（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） 

●メープル生地の中にカスタード風味のクリームを包み込

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。 

●やさしい甘さのメープル生地のソフトクッキーとコクのある

カスタードクリームのコラボレーション 

〇水を含むと膨らむコンニャクマンナンをはじめとした食物

繊維を 1 箱に 8100 ㎎配合。少しの量で満足感を得

られます。 

〇ダイエット時に崩れがちな栄養バランスに、鉄・カルシウ

ムを配合。 

〇おうちでもオフィスでも、お出かけ先でも食べやすい個包

装。 

●1 本あたり、53kcal 



 

栄養成分表示 ぐーぴたっ しっとりクッキー（1 本：標準 15ｇあたり） 

 チョコチップ 

ブラウニー 

ブルーベリー 

チーズケーキ 

ショコラ 

バナーヌ 

メープル 

ブリュレ 

エネルギー 53Kcal 51Kcal 54Kcal 53Kcal 

たんぱく質 0.6ｇ 0.5ｇ 0.6ｇ 0.6ｇ 

脂質 2.5ｇ 2.4ｇ 2.6ｇ 2.4ｇ 

炭水化物 10.3ｇ 10.5ｇ 10.3ｇ 10.7ｇ 

―糖質 7.9ｇ 7.7ｇ 7.8ｇ 8.1ｇ 

―糖類 0.3ｇ 0.1ｇ 0.3ｇ 0.2ｇ 

―食物繊維 2.4ｇ 2.8ｇ 2.5ｇ 2.7ｇ 

食塩相当量 0.06ｇ 0.05ｇ 0.06ｇ 0.06ｇ 

カルシウム 26ｍｇ 20ｍｇ 22ｍｇ 21ｍｇ 

鉄 0.3ｍｇ 0.2ｍｇ 0.5ｍｇ 0.3ｍｇ 

 


