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RIZAP グループ株式会社のグループ会社である RIZAP株式会社（代表取締役社長 瀬戸 健、本社：東京都新宿区、

以下「RIZAP」）は、株式会社ブルームダイニングサービス(所在地：名古屋市中村区、代表取締役：杉村 明紀)が運営

する飲食ブランド 「がブリチキン。」 とのコラボレーション商品として、両社が共同開発したメニュー、大豆粉を使用した「糖質オ

フ※RIZAPからあげ」 をはじめ、「糖質オフ RIZAPからあげ RED」 と、アップル風味のプロテインを使用した 「プロテインハイボ

ール」 を全国の 「がブリチキン。」 店舗で 2021 年 9 月 1 日（水）より販売を開始しております。「糖質オフ RIZAP からあ

げ/糖質オフ RIZAP からあげ RED」 はテイクアウト・デリバリーにも対応しており、おうちでも糖質オフからあげを楽しんでいただ

けます。 

※からあげは、ブルームダイニングサービス社商品 「からあげもも」 比にて糖質およそ 50％オフ 

 

■RIZAP×がブリチキン。共同開発の経緯 

RIZAP は、「結果にコミットする。®」 をコンセプトに、ボディメイクで結果をだし、多くのお客さまと全力で向き合ってきました。そ

の信頼をもと、健康に意識を向ける幅広いお客様に、より身近に感じていただきたく商品として、様々な企業さまとのコラボレーショ

ンに取り組んでおります。 

「巣ごもり生活で、最近食べ過ぎている…」 「からあげを食べたい、でも糖質が気になる…」 というお客様のニーズに応えるた

め、からあげでありながら、「RIZAP」 が提唱する低糖質を叶えた新メニューの開発を、「がブリチキン。」 とコラボレーションいたしま

した。我慢せず、美味しく食べていただけるよう、日本で一番美味しいからあげを決定する 「からあげグランプリⓇ」 で 10年連続

金賞を受賞した 「がブリチキン。」 と初めてコラボレーションの実施を決定。 

「糖質オフ RIZAP からあげ/糖質オフ RIZAP からあげ RED」 はテイクアウト・デリバリーにも対応しており、おうちでも糖質を気

にすることなく美味しく召し上がっていただけます。 

   

 

 

 

 

 

 

食べても、飲んでも、結果にコミット。 

RIZAP×がブリチキン。 

    
糖質 50％オフからあげと、プロテインハイボールを 

全国の「がブリチキン。」店舗にて、9月 1日（水）より絶賛販売中！ 

 

PRESS RELEASE 

mailto:press@rizapgroup.com


 

 

 

 ≪ 本件に関するお問い合わせ ≫ 

RIZAPグループ株式会社 広報部 真鍋、宮崎 

Mail：press@rizapgroup.com 

 

 

■販売メニュー 

 

糖質オフ RIZAPからあげ  

429円（税込）  

 

大豆粉を使用しており、 「がブリチキン。」 のからあげの味はそのままに 

糖質およそ 50％オフを叶えた糖質が気になる方に嬉しいメニュー。 

 

糖質オフ RIZAPからあげ RED  

495円（税込）  

 

「糖質オフ RIZAP からあげ」 にカプサイシンを含んだ激辛スパイスをトッピング。 

辛い物が好きな方におすすめの一品です。 

 

プロテインハイボール 

539円（税込）  

ハイボールでもタンパク質補給！「がブリチキン。」 自慢の超炭酸ハイボールにさわやかなアップル風

味のプロテインを使用しました。 

プラス 200円で通常の 2倍の男前サイズに変更出来ます。 

 

※酒類の提供に関しては政府および行政の要請に準じます。 

※写真はイメージです 

※デリバリーは価格が異なります。 

 

■栄養成分  

からあげ 100ｇあたり  

商品名 カロリー タンパク質 脂質 糖質  

糖質オフ RIZAP からあげ 216.6kcal 19.0ｇ 13.5g 3.2g 

 

商品名 カロリー タンパク質 脂質 糖質  

糖質オフ RIZAP からあげ  RED 267.8kcal 20.04g 14.54g 12.64g 

 

ハイボール 1杯（160㎖）あたり 

商品名 カロリー タンパク質 脂質 糖質  

プロテインハイボール 104.6 kcal 8.7g 0.12g 0.44g 
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■販売期間  

2021年 9月 1日～売り切れ次第終了 

※予告なく販売終了する場合がございます  

※酒類の提供に関しては、政府および行政の要請に準じます。 

 

■取り扱い店舗  

全国の 「がブリチキン。」 店舗 予定 

デリバリ―：Uber Eats 出前館 フードパンダの各登録店舗  

※休業店舗等、一部店舗は除きます（https://gabuchiki.com/）  

※デリバリー対象外の店舗もございます。ご了承ください。  

 

■感染症対策について  

厚生労働省の定める感染症予防対策を徹底しています。お客様のご理解・ご協力をお願い申し上げます。  

・ご入店時のアルコールによる手指の消毒、検温  

・従業員の健康チェックと手洗いの徹底、マスク着用の義務化  

・店内換気・店内消毒の徹底  

・飛沫防止の為、アクリル板の仕切りを一部設置  

・ご飲食時以外の店内でのマスク着用  

・お会計の際キャッシュトレーを使用徹底  

 

■SNSキャンペーン 

Twitter にて、「がブリチキン。×RIZAP」 のオリジナル商品が当たるプレゼントキャンペーンを実施いた

します。 

応募方法の詳細に関しては、「がブリチキン。」 公式ホームページをご確認ください。 

(https://gabuchiki.com/news/view/110/) 
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■がブリチキン。について 

 「がブリチキン。」 は 2011年 2月に愛知県名古屋市に 1号店を出店して以来、10年間で

70店舗以上を日本各地や海外で展開している、「からあげ」 「骨付鳥」 「漬け込みハイボール」

が 3大名物のからあげバルです。名物の 「からあげ」 は日本唐揚協会の主催する 「からあげグ

ランプリⓇ」 中日本しょうゆダレ部門で 10年連続金賞受賞中。独自の製法で揚げた外はサクっ

と中はジューシーでボリューム感のある 「からあげ」 は自慢の逸品です。新業態 「からあげ、定

食、丼 がブリチキン。」 では、定食や丼メニューを主力商品に据え、お子様連れのお客様にもご利用いただけるよう、お子様メニ

ューもご用意いたします。(https://gabuchiki.com/ ) 

Facebook：https://www.facebook.com/gabukichi.gaburichicken  

Instagram：https://www.instagram.com/gabukichi_gaburichicken/?hl=ja 

Twitter：https://twitter.com/gabukichi0215  

 

■RIZAPのコラボ商品の取り組みについて 

 RIZAPは、1人でも多くの健康意識を促すためのきっかけとして、気軽に手に取りやすい身近な商品の開発と様々な企業様と

のコラボレーションを実施して参りました。 

 空腹を我慢せず、ストレスフリーで続けやすい新しいダイエット習慣を提案する商品や、お客様の健康に寄与する商品など、安

心と信頼につながる企画を展開しております。 
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■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)」を運営しています。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しています。「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に全力でコミットしま

す。 

「RIZAP」の名称は、「RISE」と「UP」からできています。また、黒色背景と金色のロゴには、“どん底で暗闇の状態からでも

その人が望む限り、高く飛躍でき、必ず光り輝く未来は訪れる”をいう想いを込めています。 

現在、国内 123店舗を運営。(2021 年 6 月 末現在) 

累計会員数は 17万人を超えています。（2021 年 9月 末現在）  

 

ライザップでは、完全個室での「密」回避等の感染症対策を行った上で、みなさまが新しい自分にコミットできるサービ

スを提供してまいりました。オンラインで行えるプログラムもあり、コロナ禍でも安心してご利用いただけます。自粛太りや

運動不足を解消し、身も心も気持ちよくリフレッシュしていただけます。 

また、ライザップグループの全ての店舗スタッフ・従業員およびお客様などを対象に、医療機関の協力のもと、大規模 

な新型コロナウイルスのワクチン「職域接種」を実施。（2021 年 8 月職域接種は終了しております。） 

この職域接種は、RIZAP ブランドの全てのトレーナー・カウンセラーをはじめ、当社グループ会社の店舗スタッフへの接 

種を優先して実施し、その後、準備が整い次第、希望するお客様、その他の従業員およびその家族、お取引先様など 

を対象に広げて実施させていただきました。 

 

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 ： 1000万円(2020年 8月 21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 
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