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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」）は、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」）において、RIZAP 監修の新商品として、

糖質を 50%低減させたパンを使用した「RIZAP ハムとチーズのサンド」（本体：276 円、税込：298 円）など、糖質量とおいしさに

こだわった新商品 5 種類を、2017 年 11 月 21 日（火）から、全国のファミリーマート・サークル K・サンクス約 18,000 店で順次発

売いたします。 

 

■ファミリーマートの看板商品のサンドイッチに RIZAP 監修商品が初登場！ 

 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、多くのお客さまにご好評いただいております。このたび、冬の新

作として、ファミリーマートの看板商品の 1 つであるサンドイッチに初めて RIZAP 監修商品が登場いたします。その他、クーベルチュールチ

ョコレートを使ったプリンなど、シリーズで人気のスイーツも新たなラインナップを加え、この冬もおいしさと糖質の量にこだわった RIZAP 監修

商品を、ぜひお試しください。 

 

  

 

 

【商品名】RIZAP ハムとチーズのサンド 

【価格】本体：276 円、税込：298 円 

【糖質・カロリー】糖質 16.8ｇ／245kcal（1 食あたり） 

【発売日】2017 年 11 月 21 日（火） 

【内容】ハム、チーズ、ゆで玉子、レタスをサンドした商品です。一般的な食パンに比べて、

糖質を 50％（＊）低減させたパンを使用しております。 

＊日本食品標準成分表 2015 年版（七訂）食パンとの比較（１００ｇあたり） 

※北海道・沖縄県を除く 

 

 

 

 

冬もファミマでライザップ。 

シリーズ初のサンドイッチが登場！スイーツなど新作も続々 
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【商品名】RIZAP クリームワッフル 

【価格】本体：125 円、税込：135 円 

【糖質・カロリー】糖質 8.1ｇ／71kcal（1 個あたり） 

※エリスリトールを除く糖質量 6.4g 

【発売日】2017 年 11 月 21 日（火） 

【内容】クリームやワッフル生地の糖質をおさえつつも、ほど良い甘さを実現したワッフルです。 

 

【商品名】RIZAP ミルクチョコレートプリン 

【価格】本体：158 円、税込：170 円 

【糖質・カロリー】糖質 9.6ｇ／187kcal（1 個あたり） 

【発売日】2017 年 11 月 21 日（火） 

【内容】風味豊かなクーベルチュールチョコレートを使用したミルクチョコレートプリンです。ファミ

リーマートの「くちどけ贅沢ショコラプリン」（2017 年 1 月～3 月発売）と比較し、糖質を

37％カット（※）しました。※同量で比較した場合。※沖縄県は 12 月 5 日（火）発

売 

 

【商品名】RIZAP くるみロール 

【価格】本体：128 円、税込：138 円 

【糖質・カロリー】糖質 11.1ｇ／123kcal（1 個あたり） 

※エリスリトールを除く糖質量 7.5g（1 個あたり） 

【発売日】2017 年 11 月 21 日（火） 

【内容】大豆粉、焙煎小麦ふすまやオリーブオイルを使用した生地に、くるみを練りこんで焼

き上げました。 

※沖縄県を除く 

 

【商品名】RIZAP チキンと 4 種の野菜カレー 

【価格】本体：276 円、税込：298 円 

【糖質・カロリー】糖質 4.9ｇ／84kcal（1 食あたり） 

【発売日】2017 年 11 月 28 日（火） 

【内容】鶏肉と玉ねぎ、赤ピーマン、えだ豆、たけのこの入った、具材感のあるカレーです。ト

マトの風味が溶け込んだ爽やかな味わいに仕上げました。 
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【発売中のおすすめ商品】 

 

【商品名】RIZAP 肉味噌と半熟玉子のサラダ 

【価格】本体：341 円、税込：368 円 

【糖質・カロリー】糖質 6.6g／120~125kcal（1 個あたり） 

※製品によりバラつきがあります。 

【内容】鶏むね肉に大豆ミートを加え、ゆで玉子、レタス、キャベツ、赤パプリカなどを合わ

せ、甘辛みそダレを添えました。 

※沖縄県を除く 

 

【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。 

 

RIZAP グループ、ファミリーマート、伊藤忠商事株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：岡藤正広）は、食品開発・

販売を含むヘルスケア及びライフスタイル領域全般において協業する旨を定めたアライアンスに関する業務提携を 2016 年 10 月に締

結しております。 

 

RIZAP グループ、ファミリーマート、伊藤忠商事は、今後もヘルスケア及びライフスタイル領域全般における新商品・サービスの開発を

推進してまいります。 
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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(2017 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。黒と金のロゴと rise up には、どんなに暗闇の中でも必ず光り輝くことができ、そして

高く高く昇っていける、という想いを込めています。その輝きであり、輝きを与える存在が RIZAP です。大きな変化の中での苦難にも立ち向

かい、更なる高みを目指し、一致団結してゲストの結果にコミットし続けます。 

現在、合計●店舗を運営。新規獲得会員数は累計●万人を超えています。（2017 年●月時点） 
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