
（農政クラブ、東商記者クラブ、大阪商工記者会にて同時配布） ２０１４年９月２６日 

 江崎グリコ株式会社 

 

グリコ独自のビフィズス菌ＢifiＸ※1がぎゅぎゅっと詰まった 

『高濃度ビフィズス菌飲料ＢｉｆｉＸ１０００』を全国発売 
 

＜概 要＞ 

グリコ乳業株式会社はビフィズス菌ＢｉｆｉＸを使用した飲料をエリア拡大します。現在、

関西地区で販売している『高濃度ビフィズス菌飲料ＢｉｆｉＸ１０００』をリニューアルし、

１０月６日（月）から販売地区を全国に拡大します。 

  

同商品は、“生きて腸まで届き、おなかで増える”グリコ独自のビフィズス菌ＢifiＸを発

酵させた高濃度タイプ※2のビフィズス菌飲料です。 

加齢やストレス、運動不足など様々な外的要因で減少しがちなビフィズス菌をこの１本で手

軽にかつ大量に補給できます。スッキリしたい女性におすすめです。 

 

「朝食ＢｉｆｉＸ」シリーズでは、新商品の地区拡大や９月に脂肪ゼロの商品を拡充するな

ど、健康志向の高まりとともに多様化するお客様のニーズにお応えします。 

 ※1.BifiX(ﾋﾞﾌｨｯｸｽ)：B.lactis(ﾋﾞﾌｨﾄﾞﾊﾞｸﾃﾘｳﾑ･ﾗｸﾃｨｽ)GCL2505 株をグリコで BifiX と名付けました。 

名前の由来は、“Bifi”はビフィズス菌＋“X”は「まだ見ぬ」「未来への期待」とい

う意味を込めています。 

  ※2．「ビフィズス菌 BifiX」が 1本に 1000 億個（製造時）入り 

     

 

 

 

『高濃度ビフィズス菌飲料ＢｉｆｉＸ１０００ １００ｇ』と生産ライン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■発売日・地区：２０１４年１０月６日（月）・全国 

        （２０１３年１０月～関西地区先行発売）  

製品名 

高濃度ビフィズス菌飲料 

ＢifiＸ１０００ 

１００ｇ ３本パック 

内容量 １００ｇ １００ｇ×３本 

希望小売価格 １２２円（税別）  ３６６円（税別） 

種類別   乳等を主要原料とする食品  

包装形態 ペットボトル 

製品特長 

・生きて腸まで届き、おなかで増えるビフィズス菌ＢifiＸを使用。 

・１本に１０００億個のビフィズス菌ＢｉｆｉＸを使用。（製造時） 

・１００％ビフィズス菌発酵飲料。（ビフィズス菌だけで発酵した飲料） 

・ビフィズス菌ＢifiＸで１日の元気をサポート。 

・３本パックは継続的に愛用したい方におすすめです。 

【リニューアルポイント】 

・酸味を抑え、より飲みやすくなりました。 

・パッケージはブランドカラーである青をキャップに用いるなど視認性をアップ。 

カロリー ４４kcal／１本当たり 

賞味期限 ２２日間（製造日含む） 

保存方法 要冷蔵１０℃以下 

対象層 スッキリを実感したい女性 

 
【おなかスマイル！プロジェクト】 

「日本中の女性をおなかから笑顔にしたい！」というグリコの想いから生まれたプロジェクト。 

「高濃度ビフィズス菌飲料 BifiX1000」を飲んで、スッキリを体験してもらい、 

周りの方々にもおすすめしてもらう推奨者（BifiX1000 アンバサダー）を日本中に広めていきます。 

「BifiX1000 アンバサダー」は WEB サイト上にて定期的に募集中。 

第 3弾のご応募は10月 3日（金）から11月 5日（水）まで。http://www.bifix.jp/project/buzzlife.html 

    
■「朝食ＢifiＸ」シリーズのラインアップ 

 

製品名 
朝食ＢifiＸヨーグルト 

４００ｇ １５０ｇ ５０kcal 

パッケージ 

画像 

 

   

 

 

内容量 ４００ｇ １５０ｇ ７１ｇ 

希望小売価格 １８３円（税別） ８２円（税別） ５０円（税別）   

種類別 はっ酵乳 

包装形態 紙容器・プラ内蓋・プラ外蓋 紙容器・アルミ蓋 

製品特長 

・生きて腸まで届き、おなかで増えるビフィズス菌ＢifiＸを使用。 

・ほのかな甘みとビフィズス菌ＢifiＸで１日の元気をサポート。 

・あと味スッキリ、なめらかなくちどけで毎日食べ続けても飽きのこない味。 

・そのままいっぱい食べたり、

ご家族で取り分けるなどお好

みの量に調整できます。 

・１５０ｇの食べきりタイ

プです。 

・たっぷり食べて満足した

い方におすすめします。 

・１個当たりのカロリーが 

５０kcal になっています。

・栄養管理しやすいものをお

求めの方におすすめします。

カロリー ７５ｋｃａｌ／１００ｇ当たり １０６kcal／１個当たり ５０kcal／１個当たり 

賞味期限 ２２日間（製造日含む） 

保存方法 要冷蔵１０℃以下 

対象層 おいしく健康的なものを摂りたい方 

 

 



＜脂肪ゼロ商品＞ 

製品名 
朝食ＢifiＸヨーグルト 

朝果実ミックス１４５ｇ 

朝食ＢifiＸヨーグルト 

朝果実ミックス３５０ｇ 

パッケージ 

画像 

 
【９／２２新発売】 

 

 
 

【９／２２新発売】 

内容量  １４５ｇ ３５０ｇ 

価 格 １１９円（税別） オープン価格 

種類別 はっ酵乳 

包装形態 紙容器・アルミ蓋 紙容器・プラ内蓋・プラ外蓋 

製品特長 

・生きて腸まで届き、おなかで増えるビフィズス菌ＢifiＸを使用。 

・ビフィズス菌ＢifiＸで１日の元気をサポート。 

・脂肪ゼロタイプ。クリーミーなのにすっきりとした後味。 

・５種のフルーツ使用。りんご（果肉）、うんしゅうみかん（果肉）、アロエ葉肉、プル

ーン果汁、アセロラ果汁。 

・１４５ｇの食べきりタイプです。 

・たっぷり食べて満足したい方におすすめ

します。 

・そのままいっぱい食べたり、ご家族で取り

分けたり、お好みの量に調整できます。 

カロリー ８３kcal／１個当たり ５７kcal／１００ｇ当たり 

賞味期限 ２２日間（製造日含む） 

保存方法 要冷蔵１０℃以下 

対象層 おいしく健康的なものを摂りたい方 

  

＜脂肪ゼロ商品＞ 

製品名 
朝食ＢifiＸヨーグルト 

脂肪ゼロ４００ｇ 

 朝食ＢifiＸのむビフィズス菌 

脂肪ゼロ １日分のカルシウムと鉄分 

パッケージ 

画像 

 

 
 

【９／２２リニューアル】

 
【９／８新発売】 

 
【９／８新発売】 

内容量 ４００ｇ ２５０ｇ 

希望小売価格 １８３円（税別） １０９円（税別） 

種類別 発酵乳 乳製品乳酸菌飲料 

包装形態 紙容器・プラ内蓋・プラ外蓋 紙容器 

製品特長 

・生きて腸まで届き、おなかで増えるビフィズス菌ＢifiＸを使用。 

・ビフィズス菌ＢifiＸで１日の元気をサポート。 

・脂肪ゼロタイプです。 

・従来品に比べ、新しい乳酸

菌を使用することでコクと 

なめらかさがアップしまし 

た。 

 

・いろいろなシーンで手軽に摂れるドリンクタイプ。 

・食事代わりにもなる中容量のボリュームでお手頃価格。 

・小腹を満たしたいけれ 

ど、脂肪分は摂りたくな 

いドリンクヨーグルトユ 

ーザーの要望を受け、脂 

肪ゼロタイプに変更。 

・１本で１日分のカルシウムと

鉄分が取れる、甘酸っぱい乳酸

菌飲料風味。 

 

カロリー 37kcal/100g 当たり 124kcal/1 本当たり 131kcal/1 本当たり 

賞味期限 ２２日間（製造日含む） 



保存方法 要冷蔵１０℃以下 

対象層 脂肪分を摂りたくはないが、おいしく健康的なものを摂りたい方 

 
 

製品名 
朝食ＢifiＸヨーグルト 

ブルーベリー３５０ｇ 

朝食ＢifiＸヨーグルト 

ストロベリー３５０ｇ 

パッケージ 

画像 

 

 

 
 

内容量 ３５０ｇ 

価 格 オープン価格 

種類別 はっ酵乳 

包装形態 紙容器・プラ内蓋・プラ外蓋 

製品特長 

・生きて腸まで届き、おなかで増えるビフィズス菌ＢifiＸを使用。 

・ビフィズス菌ＢifiＸで１日の元気をサポート。 

・すっきりとした甘さと果実本来のおいしさを感じる風味。 

・そのままいっぱい食べたり、ご家族で取り分けたり、お好みの量に調整できます。 

・ブルーベリーは、小粒の風味豊かなワイ

ルド種に加え、大粒のカルチベート種を使

用。食べ応えのある食感が楽しめます。 

・真っ赤な熟いちごを使用しています。 

・いちごのやわらかくて甘い香りで酸味の少

ない風味です。 

カロリー ７８kcal／１００ｇ当たり ８３kcal／１００ｇ当たり 

賞味期限 ２２日間（製造日含む） 

保存方法 要冷蔵１０℃以下 

対象層 おいしく健康的なものを摂りたい方 

  

製品名 
朝食ＢifiＸヨーグルト 

アロエ３５０ｇ 

朝食ＢifiＸヨーグルト 

フルーツプルーン３５０ｇ 

パッケージ 

画像 

 

 
 

 

内容量 ３５０ｇ 

価 格 オープン価格 

種類別 はっ酵乳 

包装形態 紙容器・プラ内蓋・プラ外蓋 

製品特長 

・生きて腸まで届き、おなかで増えるビフィズス菌ＢifiＸを使用。 

・ビフィズス菌ＢifiＸで１日の元気をサポート。 

・そのままいっぱい食べたり、ご家族で取り分けたり、お好みの量に調整できます。 

・すっきりとした甘さと果実本来のおいし

さを感じる風味。 

・大きめの粒ぞろい果肉で、食べ応えはし

っかり。自社工場で選別した果肉と、ア

ロエにからまるヨーグルトとの一体感を

楽しめます。 

・皮付きのフルーツプルーンを使用している

ので、生の果実のようなシャキシャキとし

た食感が楽しめます。 

・爽やかな風味で、プルーン果実本来のおい

しさを味わうことができます。 

カロリー ７７kcal／１００ｇ当たり ８４kcal／１００ｇ当たり 

賞味期限 ２２日間（製造日含む） 

保存方法 要冷蔵１０℃以下 



対象層 おいしく健康的なものを摂りたい方 

 

 

製品名 
朝食ＢifiＸ 

のむビフィズス菌４本パック 

パッケージ 

画像 

 

 
 

内容量 １００ｇ×４本 

希望小売価

格 

１８９円（税別） 

種類別 乳製品乳酸菌飲料 

包装形態 紙容器 

製品特長 

・生きて腸まで届き、おなかで増えるビフィズス菌ＢifiＸを使用。 

・ビフィズス菌ＢifiＸで１日の元気をサポート。 

・毎日続けられる飽きのこない味。 

・いろいろなシーンで手軽に摂れるドリンクタイプ。 

・１本１００ｇの小容量タイプ。 

カロリー ５６kcal／１本当たり 

賞味期限 ２２日間（製造日含む） 

保存方法 要冷蔵１０℃以下 

対象層 おいしく手軽に健康的なものを摂りたい方 

  

 

■ビフィズス菌ＢifiＸを使用した冷菓ラインアップ 

製品名 
ＢifiＸフローズンジェリー 

＜ヨーグルト味＞ 

ＢifiＸフローズンジェリー 

＜ブルーベリーヨーグルト味＞ 

パッケージ 

画像 

 

 
 

 

内容量 ２８０ｍｌ（４０ｍｌ×７本） 

希望小売価格 ５００円（税別） 

製品特長 

・グリコ独自のおなかで増えるビフィズス菌ＢｉｆｉＸを生きたまま凍結。 

１本あたり１００億個配合しました。 

・１本５２kcal、しかも脂肪ゼロ※なので、健康を気にされる方にもおすすめです。

・手軽なスティックパウチタイプを採用。スプーンやお皿は必要ありません。 

・アイスなので、賞味期限を気にせず冷凍庫にストックできます。 

・もっちり食感とすっきりとした味わいが特長です。  

酸味をおさえた、やさしいヨーグルト味 甘酸っぱいブルーベリーヨーグルト味 

エネルギー ５２kcal／１本当たり 

種類別 ラクトアイス 

売り場 アイス売り場や冷凍食品売り場 

対象層 健康意識の高い３０－４０代女性 

※栄養表示基準に基づき、脂質 0.5ｇ（100ｇあたり）未満を「脂肪 0（ゼロ）」と表現しています。 

        以 上 


