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明治メイバランスミニカップ 
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商品情報 明治メイバランスミニカップ 

商品コンセプト 
少量でエネルギー、たんぱく質、ビタミン、ミネラル、食物繊維な
ど体に必要な栄養素を効率良くおいしく摂取できる飲むタイプ
の栄養食品（小型カップ容器を採用） 

商
品
特
徴 

品質 

●栄養設計（1本125ml当たり） 

    ・200kcal 

    ・たんぱく質（7.5ｇ） 

    ・食物繊維（2.5ｇ） 

    ・11種のビタミン、10種のミネラル  

●高齢者・要介護者でも扱いやすいユニバーサルデザイン 

   視点で設計された小型カップ容器 

デザイン 

高機能感・高品質感をベースとして、「明治メイバランス」 

ブランドの醸成とフレーバー毎の識別性を意識したデザイン                  

内容量/荷姿 １本１２５ml／１２Ｓ／２  ※１ケース：２４本入 

希望小売価格 ２３０円（税抜） 

賞味期限 １２ヶ月 

ターゲット 
栄養を必要とする在宅要介護者、健康不安を抱える高齢者
、及び健常高齢者 

発売日 ２０１４/９/１９ 

発売エリア 全国 

明治メイバランスＭｉｎｉカップ 

  

 

計８品 
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メイバランスArg Miniカップ 

商品情報 明治メイバランスミニカップ 

商品コンセプト 

少量でエネルギー、たんぱく質、ビタミン、ミネラル、食物繊維な
ど体に必要な栄養素に加えて、アルギニンを効率良くおいしく
摂取できる飲むタイプの栄養食品（小型カップ容器を採用） 

商
品
特
徴 

品質 

●栄養設計（1本125ml当たり） 

    ・200kcal 

    ・たんぱく質（10.0ｇ） ※うち遊離アルギニン2,500mg 

    ・食物繊維（2.5ｇ） 

    ・11種のビタミン、10種のミネラル                                                                           

●高齢者・要介護者でも扱いやすいユニバーサルデ  

   ザイン視点で設計された小型カップ容器 

デザイン 

高機能感・高品質感をベースとして、「明治メイバランス」ブラン
ドの醸成とフレーバー毎の識別性を意識したデザイン。Miniカッ
プシリーズよりも高機能品であることを表現するためにシルバー
を一部に使用しました。                  

内容量/荷姿 １本１２５ml／１２Ｓ／２  ※１ケース：２４本入 

希望小売価格 ２４５円（税抜） 

賞味期限 １２ヶ月 

ターゲット 
栄養を必要とする在宅要介護者、健康不安を抱える高齢者
、及び健常高齢者 

発売日 ２０１４/９/１９ 

発売エリア 全国 

明治メイバランスＡｒｇＭｉｎｉ
カップ 

計２品   
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社外秘 

開発背景 

従来の紙パックから小型カップへの容器変更を行い、 
市販専用栄養食品として販売を致しました。 

      「明治メイバランスMiniカップ」 
 
●栄養設計（従来品同様） 
    少量（125ml）でエネルギー、 
  たんぱく質、ビタミン、ミネラル、 
  食物繊維など体に必要な栄養素を 
  効率良くおいしく摂取できる栄養食品 
●計8品（従来品同様） 
    コーヒー味、ストロベリー味、ヨーグルト   
    味、キャラメル味、  バナナ味、コーン 
    スープ味、抹茶味、チョコレート味 

  
 
 
 
 
    
 
     
 
    
    
    
     
     

     

     「明治メイバランスArgMiniカップ」 
 
 ●栄養設計（従来品同様） 
    少量（125ml）でエネルギー、 
  たんぱく質、ビタミン、ミネラル、 
  食物繊維など体に必要な栄養素に 
  加え、アルギニンを２，５００ｍｇ 
  配合し効率良くおいしく摂取できる 
  栄養食品 
●計2品（従来品同様） 
    ミルク味、ミックスベリー味 
 
 
 
 
 
    
 
     
 
    
    
    
     
     

     

高齢者・要介護者でも扱いやすいユニバーサルデザイン視点で設計された 
小型カップ容器を採用 
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社外秘 

新容器開発戦略 

アセプティックブリック容器（AB容器）が抱える問題点をクリアできる 
新容器を開発し、商品の魅力度・満足度の向上を図りました。 

ＡＢ容器の問題点 

①ユーザビリティが低い 
    ・持ちにくい 
    ・握ると内容物が飛び出す  等 
②容器強度が低い 
    ・落下や刃物の突き刺しに弱い 
     

     
 
  
 
 
 
 
    
 
     
 
    
    
    
     
     

     

新容器開発の方向性 

●コンセプト 
   高齢者・要介護者でも扱いやすい 
   ユニバーサルデザイン視点で開発 
   された小型カップ容器 
   ※ユニバーサルデザイン：年齢、性別、 
      障害、能力等に関わらず誰でも利用 
      できる設計（デザイン） 

●クリアすべき条件 
    ・ユーザビリティの向上 
    ・容器強度の向上 
     
       
 
 
 
 
    
 
     
 
    
    
    
     
     

     

容器変更 

5 Copyright © 2016 Meiji Co., Ltd. All rights reserved.   



関西栄養食工場 概要 

●新工場所在地 
    大阪府貝塚市 
●延床面積（工場棟のみ） 
    13,900㎡ 
●スケジュール 
    2012年12月 着工 
    2014年8月以降 生産開始 
     

■生産ライン 
     ・アセプバックライン  
     ・小型カップライン     
 
■小型カップ容器商品  
    2014年8月～ 「メイバランスＭｉｎｉ・ＡｒｇＭｉｎｉカップ」生産開始 
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明治やわらか食ごろっと野菜シリーズ 
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高齢者の野菜を摂りたい 

出典：シニアの食事実態と食ニーズ探索調査 
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日頃から野菜を摂ることを心掛けている。 
野菜に対する健康イメージが強い！ 



野菜を摂りたい介護者ニーズは第３位 
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商品情報 

商品コンセプト 

高齢者が摂取しづらい野菜を豊富に使用し、野菜そのままの美味しさを見た目でも楽しめるように野菜の形を
保ちながら具材をやわらかくした野菜たっぷりレトルト食品のため、見た目のおいしさから自然に食欲が高ま
り、また飲み込む力が弱くなった方、噛む力が弱くなった方でもおいしく安全に手軽に野菜を中心とした食事
を摂ることができる。 

商
品
特
徴 

品質 

●１袋に野菜が35ｇ以上配合 

●野菜の形を保ちながら具材がやわらかい 

●高齢者に不足しがちな亜鉛2.2mg配合 

●とろみがついて食べやすい 

●ユニバーサルデザインフード区分の規格である「固さ」と「粘度」に準拠 

 

デザイン ●美味しく野菜がたくさん摂れるパッケージデザイン 

内容量/荷姿 １００ｇ/１２袋×３カルトン 

希望小売（税別） ２５０円 

賞味期限 １２ヶ月 

ターゲット 
使用者：健康のために野菜を摂りたいと思うが、食べることに不安を抱える高齢者 

購入者：在宅介護者 

発売日 ２０１４年９月１９日 

発売エリア 全国    
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●1袋で野菜が３５ｇ以上摂取することが出来る 
●高齢者に不足しがちな亜鉛２．２ｍｇ配合 
●新たなｺﾝｾﾌﾟﾄの高齢者向けﾚﾄﾙﾄ食品 

●野菜が摂取できる 
●野菜の形がしっかりあるのにやわらかく、見た目にも美味しい 
●高齢者に不足しがちな亜鉛２．２ｍｇ配合 
●とろみがあって食べやすい、しっかりした味付け 
●ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝﾌｰﾄﾞ区分１の重要性は高い 

商品特長のまとめ 
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明治 やわらか食 ごろっと野菜 は、味と品質の保証の定番、 
２０１６年 モンドセレクションに４品出品し、４品が受賞した。 
受賞により、介護食品のイメージをおいしく明るくイメージに 
したかった。 

ごろっと野菜 
モンドセレクション獲得 

明治やわらか食 
２０１６年５月 
   受賞！ 
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銀賞 銅賞 銅賞 銅賞 
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