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RIZAP フード事業 新サービス発表会 開催報告 

「RIZAP “ごはん”で健康コミットプログラム」をはじめ 

4 つの新商品・サービスを発表 
 

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、2018 年 5 月

8 日(火)、TENOHA DAIKANYAMA(東京都渋谷区)にて「RIZAP フード事業 新サービス発表会」を開催しました。 

RIZAP は昨年「RIZAP 1,000 万人健康宣言」を発表し、2020 年度までに 1,000 万人以上の方に RIZAP メソッドを体験

していただき、健康で輝く人生をサポートすることを目標に掲げています。その一環として RIZAP メソッドをご家庭の食事にも取り入

れていただける「RIZAP ”ごはん”で健康コミットプログラム」をはじめ、健康と美容にコミットする新しいフードサービス「デリバリーランチプ

ログラム」や、5 月 24 日(木)より新発売の「低糖質そうめん」、ドラッグストアや GMS(総合スーパー)等で新展開するライザップ・ウェ

ルネスシリーズの機能性食品「RIZAP プロテインゼリー」、以上、4 つの新商品・サービスを発表いたしました。 
※1 日本食品標準成分表 2015（そうめん・ひやむぎ（乾）100g 糖質 70.2g）と比較 

新サー

ビ ス

「RIZAP “ごはん”で健康コミットプログラム」について 

RIZAP では、「RIZAP メソッドをすべての方へ」をスローガンに、ダイエット中の方はもちろん、

美容と健康を目指す全ての方へ向けた新しい食生活を提案いたします。その第一弾としてタイ

ガー魔法瓶株式会社とのサービス提携による「RIZAP “ごはん”で健康コミットプログラム」を 5

月 8 日(火)よりスタートいたしました。本サービスを通じて、”人生 100 年時代”と言われる昨

今の社会的な課題「日本の健康寿命を延伸」へのソリューションを提供してまいります。 

 

 ■本サービスで提供する食材「とらひめ」について 

本サービスで提供する「とらひめ」は、タピオカ・手作りのこんにゃく等を、着色料を加えずに加

工した米粒状加工食品です。白米と比較して糖質約 47%OFF、カロリー約 50%OFF、また

食物繊維が約 8 倍※2 と豊富に含まれています。「とらひめ」専用メニュー付き調理器で炊くこと

により、食感が良く、ごはんを食べているように噛みごたえもあり、お腹にたまるため、白米と置き

換えることで我慢せず気軽に低糖質生活を実現できます。 
※2 日本食品分析センター調べ 白米との比較(茶碗 1 杯 130g あたり) 

(左)タイガー魔法瓶株式会社 常務取締役 和田隆弘氏、(右)RIZAP 株式会社 取締役 高谷成夫 
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■「RIZAP ”ごはん”で健康コミットプログラム」概要 

1. 「とらひめ」および「とらひめ調理器」の販売 

タイガー魔法瓶株式会社が専用に開発した、「とらひめ」専用メニュー付き調理器(以下、とらひ

め調理器)の販売です。”ごはん”を我慢せずに毎日無理なく続けることができる低糖質の食事管

理をサポートいたします。 

2. 「とらひめ」定期配送サービス 

3. 「とらひめ調理器」を使った健康＆低糖質レシピの提供(RIZAP COOK 監修) 

4. 栄養サポート「ごはん診断」 

5. とらひめ定期サービスご利用の方へ、RIZAP 低糖質食品ブランド「LOCA-Labo(ロカラボ)」商

品のサンプル＆健康レシピをプレゼント 

6. 調理器に対応した「LOCA-Labo」商品の発売(予定) 

 

▼RIZAP 公式オンラインショップ「RIZAP COLLECTION(ライザップコレクション)」をご確認ください 

http://shop.rizap.jp/  

 

■販売価格 

初回購入特典 とらひめ調理器＋とらひめ(83g×10 袋) 48,000 円(税別) [7%OFF] 

定期配送 

サービス 

[初回]とらひめ調理器＋とらひめ(83g×10 袋) 38,000 円(税別) 

[2 回目以降] 米粒状加工食品 「とらひめ」(83g×10 袋) 3,610 円(税別) [5%OFF] 

単品 
とらひめ調理器 48,000 円(税別) 

米粒状加工食品 「とらひめ」(83g×10 袋) 3,800 円(税別) 

 

RIZAP フード事業の新商品・サービスについて 

 

目標は全従業員 3 キロ減?! 「デリバリーランチプログラム」 

2018 年 7 月スタート予定 

RIZAP メソッドに基づいた低糖質、高たんぱくで美味しいデリ

バリーランチと、食生活マネジメントのサービスを開発しておりま

す。RIZAP オリジナルの食事管理アプリと、管理栄養士による

食事指導のオリジナルのプログラムです。 

 

 

低糖質食品ブランド「LOCA-Labo(ロカラボ)」より 

そうめん ＆ そうめんつゆが 5 月 24 日(木)新登場 

夏の定番食 「そうめん」が糖質 58％OFF※1、さらに小豆島産の本醸造醤油使用の低糖質

「めんつゆ」も新登場。RIZAP オンラインショップ、および RIZAP 全店、RIZAP COOK 全店に

て新発売いたします。 
※1 日本食品標準成分表 2015（そうめん・ひやむぎ（乾）100g 糖質 70.2g）と比較 

 

▲とらひめ 1 袋(83g) 

お茶碗 2～2.5 杯分 

▲「とらひめ」専用メニュー 

付き調理器 

RIZAP 

メソッドに基づいた 

デリバリーランチ 

RIZAP 

オリジナル 

食事管理アプリ 

RIZAP 専用 

管理栄養士の 

食事指導 
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RIZAP が独自に手がける一般小売向けライザップ・ウェルネスシリーズより 

機能性食品「RIZAP プロテインゼリー」6 月 25 日(月)新発売予定 

国内初！筋肉の分解を防ぐ良質なプロテイン※3 を使用したさわやかなヨーグルト味のプロ

テインゼリーです。高タンパク(10g)×低糖質×脂質ゼロ！ 

2018 年 6 月 25 日(月)より、関東地区のドラッグストア、GMS(総合スーパー)等で新

発売。希望小売価格 300 円(税別) 
※3 ミルクリエイト SA 

 

フード × テクノロジー「RIZAP フードアナライザー」 

2018 年 6 月～試験導入開始 

「RIZAP フードアナライザー」とは、最先端の画像解析技術(ディープラーニング)を活用したサービスで

す。食事をカメラで撮るだけで自動的に糖質量が表示されるので、毎日の糖質管理が簡単にできま

す。6 月より試験導入を開始いたします。 

 

 

期間限定！TENOHA DAIKANYAMA × RIZAP 低糖質コラボランチ登場 

 

この度の、「RIZAP ”ごはん”で健康コミットプログラム」の開始を記念

して、TENOHA DAIKANYAMA にて、RIZAP の低糖質食品のブラン

ド「LOCA-Labo」のコラボランチメニューを展開いたします。 

 

■低糖質ランチ概要 

「スモークサーモンと豆乳のクリームソースパスタ＆大豆粉パン」 

糖質約 53%OFF※4 のもちもち食感の低糖質パスタを、濃厚なコク

がたまらない豆乳クリームソースと和えました。また大豆粉を使ったパン

は糖質約 84%OFF※5 のしっとりふっくら食感で、さらに砂糖不使用・

低塩・トランス脂肪酸不使用です。 

・ランチでの糖質：33.3ｇ 

・売価 1,400 円(税込) ※WEEKEND は 1,700 円(税込) 

・期間：2018 年 5 月 9 日(水)～5 月 22 日(火) 
※4 糖質は日本食品標準成分表 2015「生パスタ」同重量と比較 / ※5 日本食品標準成分表 2015「ロールパン」同重量と比較 

■TENOHA DAIKANYAMA について 

 住所：〒150-0034 東京都渋谷区代官山町 20-23 TENOHA 代官山 

 営業時間：12:00～23:00 

 TEL： 03-5784-1640 

 

RIZAP 公式オンラインショップ「RIZAP COLLECTION」今後の取り組みについて 

 

RIZAP 公式オンラインショップ「RIZAP COLLECTION(ライザップコレクション) http://shop.rizap.jp/ 」では、RIZAP メソッドに基づ

いて、おいしく、手軽で、安心な低糖質食品ブランド「LOCA-Labo(ロカラボ)」のバラエティ豊かな商品を提供しております。この度の新サー

ビス「RIZAP “ごはん”で健康コミットプログラム」の開始に連動し、「とらひめ」および「とらひめ調理器」の魅力を最大限に引き出すことのでき

る、低糖質のカレーやシチューをはじめとする多種多様な食材ラインナップの提案を強化してまいります。  

※画像はイメージ 
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会社概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

＜タイガー魔法瓶株式会社の概要＞ 

会 社 名：タイガー魔法瓶株式会社 

本社所在地：大阪府門真市速見町 3 番 1 号 

設 立：1923 年 2 月 

資 本 金：80 百万円 

売 上 高：49,500 百万円(2017 年 4 月 20 日) 

事 業 内 容：魔法瓶、炊飯ジャー、電気ポット、電気調理器具、アウトドア用品、環境快適製品など生活用品の総合メーカー 

 

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 124 店舗を運営。新規獲得会員数は累計 10 万人を超えています。（2018 年 4 月時点） 
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