
 

 

2021 年 3 月 3 日 

 
25 年目の「ぐーぴたっ」、糖類ゼロの豆乳おからビスケットで実現 
日本初※１体脂肪を減らす機能性表示ビスケットを発売 

「BMI が高めの方の体脂肪を減らす」 
 

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」 から、日

本初※１となる「体脂肪を減らす」機能性表示を取得した、

「ぐーぴたっ 豆乳おからビスケット アドバンス バニラ」を

2021 年 3 月 10 日(メーカー出荷日)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。

BMI が高めの方の体脂肪を減らす機能が報告されたローズヒ

ップ由来のティリロサイドを含むビスケットで、積極的に体脂肪

を落としたい女性を応援します。※１ TPC マーケティングリサーチ株式

会社 2020 年 11 月調べ（機能性関与成分を「ローズヒップ由来ティリロサイ

ド」とし、BMI が高めの方の体脂肪を減らす機能性表示ビスケットとして） 

 

■体脂肪を減らす×糖類ゼロ。 

ふたつの悩みにアプローチする唯一のビスケットで、複合する悩みに応えます。 
2015 年 4 月に、規制緩和の一環の中で、「特定保健用食品」「栄養機能食品」に続いて、消

費者庁が定めたルールに則り、届け出によって、表示が可能になった「機能性表示食品」は、事

業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能を表示した食品で、安全性や機能の根拠に

ついて消費者庁に届け出た内容は、消費者庁ホームページでも閲覧できます。機能性表示食

品は、2021 年 2 月 5 日現在の消費者庁の公表データで、販売実績のあるもので、1,690 件

に上り、5 年間で大きく市場を広げています。機能性表示食品においては、ひとつの悩みに特化

したアイテムが多いですが、今回「ぐーぴたっ 豆乳おからビスケット アドバンス バニラ」では、複合

するふたつの悩みにアプローチ。ローズヒップ由来のティリロサイドにより、体脂肪を減らす機能によ

り、機能性表示食品として開発しただけでなく、「ぐーぴたっ 豆乳おからビスケット」の「糖類ゼロ」

や、ぐーぴたっの基本コンセプトである食物繊維の配合量、1 箱に 6,000 ㎎も踏襲しています。 

 

商品名：ぐーぴたっ 豆乳おからビスケット アドバンス バニラ（焼き菓子・機能性表示食品） 

フレーバー：バニラ（1 種類） 容量：1 箱 3 枚×3 袋入り(個包装) 

価格：オープン価格（参考価格）180 円（税抜）194 円（税込） 

発売日：2021 年 3 月 10 日 

特徴：日本初※１ 体脂肪減少×糖類ゼロを実現したビスケット 

・機能性関与成分/ローズヒップ由来ティリロサイド （届出番号）F363 

・BMI が高めの方の体脂肪を減らします。 

・機能性表示食品でありながら、豆乳・おからを練りこんだやさしい甘さのビスケット。さっくり軽い触感と高級感のあるバニラの香り。 

・1 箱に食物繊維 6,000 ㎎配合。水分を含むと膨らむコンニャクマンナンで満足感を得られます。 

 

 

 
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) 横谷携帯 090-2111-5027 
〒553-0001 大阪市福島区海老江 1 丁目 11 番 17 号 TEL:06-6346-6672 
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栄養成分表示（1 箱 9 枚：標準 38.79ｇあたり）食品表示基準に基づき、糖類が 0.5g 未満（100 あたり）を糖類ゼロとしています。 

 

 

商品名 容量 価格 特長 

ぐーぴたっ 豆乳おからビスケット 

アドバンス バニラ 

（焼き菓子・機能性表示食品） 

 

1 箱 3 枚×3 袋入り 

（個包装） 

1 箱あたり 

標準 38.7ｇ 

オープン価格 

参考： 

180 円（税抜）

194 円（税込） 

日本初、※１体脂肪減少×糖類ゼロを実現し 

た機能性表示食品のビスケット 

・BMI が高めの方の体脂肪を減らします。 

・機能性関与成分 ローズヒップ由来 ティリロサ

イドを配合 

・糖類ゼロ設計 

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糖類ゼロのビスケット。 

・食物繊維 6,000 ㎎配合（1 箱あたり） 

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 6,000 ㎎配合。少しの量で満

足感を得られます。 

 

ぐーぴたっ 豆乳おからビスケット アドバンス 

エネルギー 155kcal 

たんぱく質 2.6g 

脂質 6.7g 

炭水化物 28.6g 

―糖質 22.6g 

―糖類 0ｇ 

―食物繊維 6.0g 

食塩相当量 0.3g 

ローズヒップ由来ティリロサイド 0.1mg 

 ぐーぴたっ 豆乳おからビスケット アドバンス バニラ ぐーぴたっ 豆乳おからビスケット 

  

 

 

カテゴリー・分類 機能性表示食品 栄養調整食品 

フレーバー バニラ（1 種類） プレーン・ショコラ・抹茶・いちご（4 種類） 

価格 オープン価格 

参考価格：180 円（税抜）194 円（税込） 

オープン価格 

参考価格：156 円（税抜）168 円（税込） 

容量 1 箱 3 枚×3 袋（個包装） 

共通配合成分 食物繊維 

その他配合成分 ローズヒップ由来ティリロサイド たんぱく質・乳酸菌 

 体脂肪を減少させたい方に 体重増を防ぎたい方に 

※機能性関与成分＝ローズヒップ由来ティリロサイド 

【既存品との比較】 

1 日摂取目安量：1 箱（9 枚） 

摂取の方法：1 日 1 箱を目安にお召し上がりください。 

摂取上の注意：多量に摂取することで、より健康が増進されるものでは

ありません。1 日当たりの摂取量目安を守ってお召し上がりください。 

 

届出表示：本品にはローズヒップ由来ティリロサイドが含まれます。 

ローズヒップ由来ティリロサイドには、BMI が高めの方の体脂肪を減らす働

きがあることが報告されています。 

 

 

 



 

 

ぐーぴたっ 既存品  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 

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 



 

 

ぐーぴたっ 既存品 容量 価格 特長 

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：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。 

・大豆由来のソイプロテインであるたんぱく質

3500 ㎎配合。（1 箱あたり） 

・お米由来の植物由来乳酸菌を 100 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：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。 

・大豆由来のソイプロテインであるたんぱく質

3400 ㎎配合。（1 箱あたり） 

・お米由来の植物由来乳酸菌を 100 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 

抹茶 

（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：156 円（税抜） 

168 円（税込） 

・豆乳やおからを練り込んだ、宇治抹茶のほ

どよい苦みと甘みのあるさっくりと軽い食感

の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。 

・大豆由来のソイプロテインであるたんぱく質

3400 ㎎配合。（1 箱あたり） 

・お米由来の植物由来乳酸菌を 100 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 

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：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 

 


