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2021 年 3 月 25 日

健康の新しい指標「腸内年齢®」を意識する生活を提案

『ＢｉｆｉＸヨーグルト』3 月 29 日リニューアル発売
～BifiX ヨーグルト 140g は脂肪ゼロ化&1 日分※1 のビタミン D を配合～
江崎グリコ株式会社は、腸内年齢®を科学する「ＢｉｆｉＸヨーグルト」ブランドの固形タイプ全品のパッケージに
おいて、「腸内年齢チャレンジ！」を掲げ、より健康価値の分かりやすいデザインにリニューアルします。ま
た、「ＢｉｆｉＸヨーグルト 140g」は、カロリーが気になる方にも続けやすい脂肪ゼロタイプに変更するとともに、
1 日分※1 のビタミン D を摂取できるようになります。
《パッケージリニューアルポイント》
♦ポイント① 「腸内年齢チャレンジ」を訴求
腸内年齢とは、腸内フローラ（腸内細菌叢）の菌のバランスを指標化した
ものです。腸内フローラは、おなかの調子だけでなく、太りやすさやお肌
の調子にも関係があると言われ、健やかな毎日に重要な役割を担って
います。当社は、この腸内年齢を健康の新しい指標として提案し、より良
い腸内年齢を目指す生活を「腸内年齢チャレンジ」として訴求しています。
同時に、BifiX ブランドサイト内に「腸内年齢チャレンジページ」を開設
（https://web.bifix.jp/challenge/index.html）し、腸に良い生活習慣を学
び、「腸内年齢チャレンジ」が実践できるようなコンテンツを発信していま
す。また、実際に腸内年齢をチェックしたい人のために、検査キットの販
売も行っています。
（https://www.glico-direct.jp/kenko/wellness/item-18070001/）

BifiX ヨーグルト 砂糖不使用 375g

♦ポイント② 「元気なビフィズス菌を食物繊維で育てよう！」を訴求
BifiX ヨーグルトの特長である、おなかで増えるビフィズス菌 BifiX とビフィ
ズス菌のエサとなる食物繊維イヌリンを配合した従来の機能を訴求しつ
つ、今回のリニューアルでは、「菌をただ摂る」のではなく、「菌を育てる」
といった新発想を分かりやすく伝えるため、「元気なビフィズス菌を育て
よう！」と呼びかけています。

《BifiX ヨーグルト 脂肪ゼロ 140g リニューアルポイント》
♦ポイント① すっきりとした後味の脂肪ゼロタイプに
「ビフィズス菌 BifiX」と「ビフィズス菌を“元気に育てる”食物繊維イヌリン」の配合はその
ままに、ヨーグルトらしい酸味・甘みのバランスが良く、すっきり後味で続けやすい脂肪ゼ
ロタイプに変わりました。カロリーが気になる方にも安心の 58kcal（1 個あたり）です。
♦ポイント② 1 日分※1 のビタミン D（8.5μg）を配合
ビタミン D は、食べ物から摂るほか、日光を浴びると体内でもある程度つくり出せるビタミ
ンです。本商品では、コロナ禍による外出時間の減少で不足しがちなビタミンＤ１日分※1
（8.5μg）を 1 個（140g）で手軽に摂取することができます。

BifiX ヨーグルト 脂肪ゼロ 140g

腸内年齢を科学する「ＢｉｆｉＸヨーグルト」は、腸内の世界を科学的に解き明かし、腸から全身の健康をサポートし
ます。未知の世界である腸内フローラに興味と好奇心を持ち、仮説をもとに可能性を探る研究をすることによって、
お客様の健康に役立てるべく、これからも取り組んでまいります。
※1 日本人の食事摂取基準（2020 年版）、成人

「ＢｉｆｉＸヨーグルト」のブランドサイトはこちら：https://web.bifix.jp/

■「ＢｉｆｉＸヨーグルト」シリーズ

商 品 名

ＢｉｆｉＸヨーグルト
プレーン砂糖不使用
375g
RENEWAL

ＢｉｆｉＸヨーグルト
ほんのり甘い
脂肪ゼロ 375g

ＢｉｆｉＸヨーグルト
ほんのり甘い 375g
RENEWAL

RENEWAL

ＢｉｆｉＸヨーグルト
脂肪ゼロ 140g
RENEWAL

商品画像

商品特長

甘みがない砂糖不使用の
プレーンタイプ。
シリアルなどにもおいしく絡
めやすいなめらかな食感で
す。

発 売 日
種 類 別
賞味期限
希望小売
価
格

ほんのりとした甘みがつい
た、そのまま食べられる脂
肪ゼロのプレーンタイプ。す
っきりとした味わいでカロリ
ーや脂肪が気になる方にも
ピッタリです。

ほんのりとした甘みがつい
た、そのまま食べられるプレ
ーンタイプ。寒天を使った固
めの食感がおいしさの秘密
です。

3 月 29 日（月）

ほんのりとした甘みがつい
た、そのまま食べられる脂
肪ゼロのプレーンタイプ。1
日分※1 のビタミン D （8.5μ
g）入り。便利な食べきりサイ
ズです。

3 月 29 日（月）

発酵乳
22 日間（要冷蔵）
191 円（税別）

98 円（税別）

■「ＢｉｆｉＸおなかに素材＋ヨーグルト」シリーズ

商 品 名

ＢｉｆｉＸおなかに素材
＋ヨーグルト
アロエ 330g

ＢｉｆｉＸおなかに素材
＋ヨーグルト
白桃＆ザクロ 330g

ＢｉｆｉＸおなかに素材
＋ヨーグルト
こんにゃくゼリー
ぶどう味 330g

RENEWAL

RENEWAL

RENEWAL

ＢｉｆｉＸおなかに素材
＋ヨーグルト
皮入りオレンジ 330g
RENEWAL

商品画像

商品特長

発 売 日
種 類 別
賞味期限
希望小売
価
格

食べごたえのある大きめ粒
ぞろいのアロエ果肉をプラ
スした脂肪ゼロタイプ。果肉
とヨーグルトの絡まる一体
感をお楽しみいただけま
す。

人気の高い白桃と甘酸っぱ
いザクロをプラスした脂肪
ゼロタイプ。爽やかな風味と
スッキリとした後味をお楽し
みいただけます。

ぷるんとした食感＆フルー
ティなぶどう味の「こんにゃく
ゼリー」をプラスした脂肪ゼ
ロタイプ。こんにゃくゼリー
量が 1.5 倍※になりました。
※従来品比。製品全体の内容量は
従来品と同じ。

3 月 29 日（月）
発酵乳
22 日間（要冷蔵）
255 円（税別）
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オレンジの果皮をプラスした
脂肪ゼロタイプ。華やかな
風味と爽やかな酸味をお楽
しみいただけます。

■「腸内年齢チャレンジ キャンペーン」概要
＜キャンペーン内容＞
BifiX ヨーグルトを続けて食べて腸内年齢チャレンジをしながら、賞品に応募できるキャンペーンです。

＜応募期間＞
2021 年 3 月 29 日（月）～2021 年 6 月 28 日（月）
＜賞 品＞
●応募マーク 30 枚 絶対もらえる！コース
収納できる！抗菌！保冷エコバッグ 縦 43cm×横 35cm×マチ 13cm
●応募マーク 12 枚 抽選で当たる！コース
【100 名様】バーミキュラオーブンポットラウンド 22cm（無水調理器）＋BifiX オリジナルミトン
【50 名様】腸内年齢チャレンジオンライン講座受講券※2021 年 10 月 8 日（金） 17 時～19 時 開催予定
＜対象商品＞
ＢｉｆｉＸヨーグルト 375g・330g 全品
＜応募方法＞
対象商品のフタにある応募マークを切り取り、必要枚数を専用応募ハガキまたは郵便ハガキに貼って、郵便番
号・ご住所・お名前（フリガナ）・電話番号・性別・年齢をご記入の上、所定の料金分の切手を貼り、郵送にてご応
募ください。お一人様何口でもご応募いただけます。
※フタに本キャンペーンの応募マークのないものは応募対象商品ではありませんのでご注意ください。
＜応募宛先・お問い合わせ先＞
〒158-8540 「ＢｉｆｉＸ腸内年齢チャレンジキャンペーン」事務局
電話：0120-897-123
受付期間：2021 年 3 月 29 日(月)～2021 年 9 月 30 日（木）土・日・祝日を除く 10 時～17 時
★応募規約など、詳しくは下記 URL からご確認ください。
キャンペーンサイト：https://web.bifix.jp/special/2021spring/
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