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ダノンジャパン株式会社

生きて腸まで届く“高生存ビフィズス菌 BE80”配合『ダノンビオ』に新製品登場

「ダノンビオ 芳醇いちじくミックス」
「ダノンビオ ぷるぷるアロエ＋香る白桃」
「ダノンビオ 2 層仕立て ブルーベリーソース入りプレーンヨーグルト」
「あければ、変わる！14 日間チャレンジ」キャンペーンもスタート

ダノンジャパン株式会社（本社：東京都目黒区 代表取締役：ルイス・ファリア・エ・マイア）は、ダノン独
自の、生きて腸まで届く“高生存ビフィズス菌 BE80”が入った「ダノンビオ」シリーズから、2014 年 9 月 22 日（月）
に「ダノンビオ 芳醇いちじくミックス」、「ダノンビオ ぷるぷるアロエ＋香る白桃」を、2014 年 10 月 6 日（月）に
「ダノンビオ 2 層仕立てブルーベリーソース入りプレーンヨーグルト」を発売します。

果実のおいしさが一層アップしてリニューアル。「ダノンビオ 芳醇いちじくミックス」
「ダノンビオ 芳醇いちじくミックス」は、「ダノンビオ」シリーズの人気のフルーツフレーバー、「いちじくミックス」
を、フルーツのレシピ、味わいを変えて、リニューアル発売します。新しい「芳醇いちじくミックス」は、熟したい
ちじくの豊かな香りと、白桃のみずみずしい食感が楽しめます。果肉感、香り、甘さと酸味のバランスがアップ
し、消費者調査でも高評価を受けました。フルーツの甘みが、クリーミーなヨーグルトの味わいに一層深みを
加えています。パッケージは、店頭でも目立つブランドカラーの明るいグリーンをベースに、いちじくと白桃の
果肉がたっぷり入ったジューシーさを表現しています。

人気のフレーバー2 種をアソートした「ダノンビオ ぷるぷるアロエ＋香る白桃」
「ダノンビオ ぷるぷるアロエ＋香る白桃」は、ダノンビオシリーズの中でも人気のフレーバー「アロエ」と「白
桃」の 2 種類を一度に楽しめるアソートメントパックです。みずみずしい食感のアロエと、香り豊な白桃の風味
が、1 パックで楽しめます。

「2 層仕立て」シリーズにブルーベリーフレーバーが新登場
「ダノンビオ 2 層仕立て」シリーズは、砂糖不使用のプレーンヨーグルトと、果肉がたっぷり入ったフルーツ
ソースの 2 層タイプのヨーグルトです。このたび、人気の高いブルーベリーフレーバーを新たにラインナップに
追加します。酸味を抑えたヨーグルトにマッチするブルーベリーソースの味を開発するため、研究・試食・評価
を繰り返しました。なめらかなプレーンヨーグルトと華やかな風味のブルーベリーソース、絶妙なバランスが
楽しめるヨーグルトです。

必ずもらえる LINE のオリジナルスタンプや、
総勢最大 4,000 名がダノンビオ 14 日間チャレンジを体験できる！
「あければ、変わる！14 日間チャレンジ」キャンペーンスタート！
秋の新フレーバーの発売にあわせ、「ダノンビオ」では 2014 年 9 月 22 日（月）から、「あければ、変わる！
14 日間チャレンジ」キャンペーンを実施します。「ダノンビオ」を購入した方が必ずもらえるオリジナル LINE ス
タンプや、Facebook 上で展開される 14 日間チャレンジ体験のリレーなど盛りだくさんのキャンペーン内容で
す。

「あければ、変わる！14 日間チャレンジ」キャンペーン概要
キャンペーンサイト http://bio.danone.co.jp/14days/
■「LINE スタンプ、必ず当たる」キャンペーン（2014 年 9 月 15 日～2015 年 3 月 1 日）
製品のフタ裏に記載されているダノンポイントクラブのシリアル番号を入力すると「ダノンビオ」オリジナル LINE スタ
ンプが必ずもらえる
■「ダノンビオ 14 日間チャレンジリレー」
「ダノンビオ」をよく知るダノンポイントクラブ会員の方から始まる体験リレー。Facebook で「14 日間チャレンジリレー」
紹介の投稿を見つけたらチャンス！各投稿からご応募いただいた先着最大 3 名様に「14 日間チャレンジ」体験をプ
レゼント。総勢最大 4000 名様が参加可能
■「ダノンビオ 100 名様に毎日当たる」キャンペーン（2014 年 11 月 3 日～16 日、11 月 17 日～30 日）
製品のフタ裏に記載されているダノンポイントクラブのシリアル番号を入力するインスタントくじ。その場で当たりは
ずれがわかり、当たった方には 1,000 円のギフトカードをプレゼント
■ダノンポイントクラブ
期間中、新規会員登録された方には、登録記念の 2 ポイントをプレゼント （2014 年 10 月 1 日～11 月 30 日）。LINE
スタンプ、インスタントくじで使用したシリアル番号もポイント登録できます。たまったポイントと交換できるプレゼント
も 10 月から季節限定品を追加してパワーアップ（2014 年 12 月 31 日締め切り）
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ダノンビオ ヨーグルト 芳醇いちじくミックス
はっ酵乳
2014 年 9 月 22 日（月）出荷開始 賞味期間
27 日間（要冷蔵 10℃以下）
全国（物流可能エリア）
内容量
75g×4 個
オープン価格
生乳、果肉(いちじく、白桃)、糖類（砂糖、乳糖）、乳製品、乳たんぱく、増粘多糖類、酸味料、香
料、紅麹色素、甘味料(ステビア)
（1 個 75g あたり） エネルギー 64kcal たんぱく質 3.1g 脂質 1.5g 炭水化物 9.5g
ナトリウム 29mg カルシウム 98mg

ダノンビオ ヨーグルト ぷるぷるアロエ 2P＋香る白桃 2P
はっ酵乳
2014 年 9 月 22 日（月）出荷開始 賞味期間
27 日間（要冷蔵 10℃以下）
全国（物流可能エリア）
内容量
(75g×2 個)×2 個
オープン価格
ぷるぷるアロエ：生乳、アロエ葉肉、糖類（砂糖、乳糖）、乳製品、乳たんぱく、増粘剤(加工でん
ぷん、増粘多糖類)、香料、酸味料、甘味料(ステビア)
香る白桃： 生乳、白桃果肉、糖類（砂糖、乳糖）、乳製品、乳たんぱく、香料、増粘多糖類、酸味
料、甘味料(ステビア)
（1 個 75g あたり）
ぷるぷるアロエ： エネルギー 61kcal たんぱく質 2.9g 脂質 1.4g 炭水化物 9.5g ナトリウム
38mg カルシウム 94mg
香る白桃： エネルギー 62kcal たんぱく質 3.0g 脂質 1.5g 炭水化物 9.4g ナトリウム
34mg カルシウム 97mg
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ダノンビオ ヨーグルト 2 層仕立てブルーベリーソース入りプレーンヨーグルト 2P
はっ酵乳
2014 年 10 月 6 日（月）出荷開始

賞味期間

27 日間（要冷蔵 10℃以下）

全国（物流可能エリア）
内容量
85g×2 個
オープン価格
生乳、ブルーベリー果肉、砂糖、乳製品、乳たんぱく、増粘剤(加工でんぷん、増粘多糖類)、酸
味料、香料、クエン酸カルシウム、甘味料(ステビア)
（1 個 85g あたり） エネルギー 64kcal たんぱく質 3.1g 脂質 1.5g 炭水化物 9.5g
ナトリウム 29mg カルシウム 98mg

■ダノンビオについて http://bio.danone.co.jp/
「ダノンビオ」は、ダノン独自の高生存ビフィズス菌 BE80 が入っているヨーグルトです。BE80 は、胃酸に対する生
存率が高く、生きて腸まで届く高生存ビフィズス菌です。また、こだわりのクリーミーなおいしさと、毎日楽しめる
豊富なラインナップが特長です。
■ダノンジャパンについて http://www.danone.co.jp
ダノンジャパンは、25 年以上にわたり、日本の消費者の皆様に栄養価のあるチルド乳製品をお届けしています。
今日では、「ダノンビオ」、「ダノンデンシア」、「ダノンヨーグルト」、「ダノン ル・デザート」、「ベビーダノン」、「プチ
ダノン」、「キッズダノン」の製品を取り揃え、おいしさだけでなく、ヘルシーな食品をお届けしています。
■ダノングループについて www.danone.com
ダノンは、世界五大陸でビジネスを展開しているインターナショナル企業です。「できるだけ多くの人々に食を通じ
て健康をお届けする」という使命を掲げ、チルド乳製品、乳幼児向け食品、ウォーターおよび医療用栄養食の4つ
の分野で世界トップの地位を築いています。
190 を超える製造拠点と約 10 万 4 千人の社員を有し、2013 年の売上高は 213 億ユーロ、その 6 割以上は新興
国での売上が占めています。
NYSE ユーロネクスト・パリに上場し、ダウジョーンズ・サスティナビリティ・インデックス、ヴィジオやエティベル・サ
スティナビリティ・インデックスといった主要な社会的責任投資インデックスに選定されています。また、ダノンは
2013 年 ATNI インデックスで１位にランクされています。

【お客様からのお問い合わせ】
ダノンジャパン お客様相談室 0120-409610（祝日を除く平日 9：00～17：30）

【報道関係各位からのお問い合わせ】
※製品画像をご用意しております。以下までお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。
ダノンビオ PR 担当 ： 株式会社エムスリー・カンパニー 今井・島田
〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南 1-2-9 小林ビル 4F
ＴＥＬ：03-5768-5807 / ＦＡＸ：03-3712-1460

