報道関係者各位

2011 年 6 月 27 日
ダノンジャパン株式会社

赤ちゃんのためのヨーグルト「ベビーダノン」から
１０種類の野菜入り「緑の野菜１０」、「黄色の野菜１０」が新登場
緑黄色野菜が苦手な赤ちゃんも美味しく食べられます
ダノンジャパン株式会社は、赤ちゃんのためのヨーグルト「ベビーダノン」から、新製品「緑の野菜１０」な
らびに「黄色の野菜１０」を 6 月 27 日（月）より発売します。

■ 野菜嫌いな子にならないために
離乳期の味覚は一生を左右します。
幼児期の好き嫌いは成人してからも変わらないといわれます。野菜嫌いだったり、味の濃い油っぽいものが好きだっ
たりという嗜好は、離乳食の頃からスタートします。生活習慣病の発症も食習慣の影響が大きく、予防のためにも野
菜や果物の摂取が勧められていますが、年齢を問わず、野菜が苦手という人は多いようです。野菜好きは健康面では
一つの財産。一生のために赤ちゃんの頃から育みたい味覚です。
離乳期がポイント
赤ちゃんは離乳期の後期から幼児食になる 12 カ月以降になると、好き嫌いがでてきます。それまでは野菜を食べて
いたのに、食べなくなってしまったり、食べるものと食べないものがあるといった食ムラも見られます。野菜好きの
子どもに育つためには、お母さんが離乳期からしっかり野菜をあげ、その味に慣れさせることは、離乳期は味覚を育
むうえで大切な時期。この頃に野菜の味を覚えさせておかないと、その後、野菜嫌いの子になってしまうようです。

■ ４割のお母さんが「子どもが野菜を食べないことも」と
６ヶ月～２４ヶ月の赤ちゃんのお母さんを対象に食事についてのアンケートを実施しました。（回答者 3,250 名）
１．お子様は野菜が好きですか？
栄養たっぷりの野菜をあげようとしても、なんと４割が食べなかったりするという結果が。
１２ヶ月以降になると好き嫌いも出てきて野菜好きな子が少なくなっています。
お子様は野菜が好きですか？
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２．お子様が野菜を好きなのはどうしてだと思いますか？
野菜をちゃんと食べる子は離乳期からしっかりとあげているからなのですね。
野菜入りヨーグルトで慣らした、というお母さんもいます！
小さいころからいろいろなものを食べて味覚を育てることが、好き嫌いをなくすことでもあります。

お子様が野菜を好きなのはどうしてだと思いますか？（％）
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３．お子様があげたい野菜は？
離乳期に野菜を食べさせることの重要性はお母さんたちにはよく知られています。
お母さんがあげたい野菜のトップ 3 は、ほうれん草・にんじん・かぼちゃといった緑黄色野菜ですが、なるべくいろ
いろな
種類の野菜をあげたいと思っています。
けれども、離乳期には食べる量も回数も少ないため、１日にあげられる野菜は 3 種類くらいが限度です。
しかもピーマンやセロリなど、くせのある野菜は、調理もやっかいで赤ちゃんも苦手です。
１日にあげる野菜の種類は？
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■ 新登場「ベビーダノン 緑の野菜１０」、「黄色の野菜１０」
野菜嫌いにならないためにいろいろな野菜の味になじませたいと思っても、なかなか思うようにいかない・・・
そんなお母さんたちの声に応えて、ベビーダノンから 10 種類の野菜が入った「緑の野菜１０」と「黄色の野菜１０」
が
新登場します。
すりおろした野菜が 10 種類入ったソースと砂糖不使用ヨーグルトの
2 層式で、自然な野菜の甘味は赤ちゃんの味覚にもぴったり。
手軽にいろいろな野菜をあげることができます。
◆10 種類の野菜入り◆
「緑の野菜１０」には、ほうれん草・グリーンピース・トマト・キャ
ベツ・小松菜・レタス・ブロッコリー・アスパラガス・ケール・パセ
リの 10 種類の野菜に 1 種類の果物（りんご）が、「黄色の野菜１０」

には、にんじん・かぼちゃ・さつまいも・キャベツ・レタス・小松菜・ブロッコリー・アスパラガス・ケール・パセ
リの 10 種類の野菜に 2 種類の果物（もも・みかん）が入っています。
◆赤ちゃんにやさしい乳酸菌入り◆
消化機能が未発達な赤ちゃんのために、赤ちゃんの代謝機能に優しい乳酸菌を厳選しました。
酸味が少なく、まろやかな味が楽しめます。
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「ベビーダノン」緑の野菜10
はっ酵乳
2011年6月27日（月）
全国（物流可能エリア）
27日間（要冷蔵10℃以下）
45g×4個
250円（税別）
生乳、野菜（ほうれん草、グリーンピース、トマト、キャベツ、小松菜、レタ
ス、ブロッコリー、アスパラガス、ケール、パセリ）、リンゴ果肉・果汁、乳製
品、糖類（砂糖、乳糖）、乳たんぱく、増粘剤（加工でんぷん、増粘多糖
類）、酸味料
ほうれん草、グリーンピースなど10種類の野菜入りのヨーグルトです。野
菜が苦手な赤ちゃんにも美味しく食べられます。
41kcal（1カップあたり）
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「ベビーダノン」黄色の野菜10
はっ酵乳
2011年6月27日（月）
全国（物流可能エリア）
27日間（要冷蔵10℃以下）
45g×4個
250円（税別）
生乳、野菜（にんじん、かぼちゃ、さつまいも、キャベツ、小松菜、レタス、
ブロッコリー、アスパラガス、ケール、パセリ）、果肉・果汁（もも、みか
ん）、乳製品、糖類（砂糖、乳糖）、乳たんぱく、増粘剤（加工でんぷん、増
粘多糖類）、酸味料
にんじん、かぼちゃなど10種類の野菜入りのヨーグルトです。野菜が苦手
な赤ちゃんにも美味しく食べられます。
41kcal（1カップあたり）

■ ベビーダノンからのお知らせ
ベビーダノンでは、以下のキャンペーンを実施しています。是非、ベビーダノンのブランドサイトにアクセスしてく
ださい。
◆栄養バランス検定◆
赤ちゃんのいるお母さんにとっては、しっかりと栄養のある食事を与えているのかが一番の心配事。
そこで、ベビーダノンでは６月２７日より「子育てママの栄養バランス検定キャンペーン」をダノンジャパンウェブ
サイトでオープンします。
栄養士監修のもと、１０問の検定問題に答えることで、食べさせ方や栄養に関する知識をチェックするとともに、全
問正解した方の中から抽選で５組１０名様に、ママ友と行ける豪華ホテル宿泊券をプレゼント。さらに、はずれた方
の中から抽選で１００名様に、新発売「野菜１０」を含むベビーダノン詰め合わせ 1 ケース(24 食)をプレゼントいた
します。
詳しくは６月２７日公開のキャンペーンサイト（www.danone.co.jp/kentei/）をご覧ください。
◆子育てママのすくすくクラブ◆
ベビーダノンでは、お子様の月齢に合わせた育児アドバイスや、離乳食の Q&A やレシピなど、お役立ち情報を毎月メ
ールでお届けします。５ヶ月～１８ヶ月のお子様がいるパパ・ママが対象です。登録は無料ですので、ぜひご登録く
ださい。
登録者から毎月抽選で１００名様に、ベビーダノン詰め合わせ 1 ケース(24 食)と離乳食マニュアルがセットになった
「離乳食スターターキット」をプレゼントしています。
詳しくはウェブサイト（www.danone.co.jp/bdcp/）をご覧ください。

■ ベビーダノンについて www.danone.co.jp/products/danone_baby/
「ベビーダノン」は、6 ヶ月ごろからの赤ちゃんのためのヨーグルトです。野菜/フルーツのソースとヨーグルトの 2 層式
で、それぞれ違った味と食感が味わえます。さらに混ぜ合わせることで、別の味と食感も楽しめます。

■ ダノンジャパンについて

www.danone.co.jp

ダノンは、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」、「プチダノン」、「ベビーダノン」、「ダノンヨーグルト」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

ダノングループは、フォーチュン 500 に数えられ、世界において最も成功を収めているヘルシーな食品をお届けする企業
のひとつです。世界中のできるだけ多くの人々に、食品を通じて健康をお届けすることを使命に掲げています。この使命
を達成していくこと が、ダノングループの継続的な力強い成長の原動力となっています。
現在、全世界において五大陸 120 カ国以上で事業を展開しており、約 8 万人の従業員を擁し、約 160 の工場があります。
2010 年度売上 170 億ユーロを誇り、チルド乳製品（世界第１位）、ウォーター（世界第２位）、乳幼児向け食品（世界第
２位）、および医療用栄養食の 4 つのビジネスを核としたヘルシーな食品をお届けする企業として確固たる地位を築いて
います。
Euronext Paris 上場企業。社会貢献活動としては、Dow Jones Sustainability Index STOXX and World, ASPI Eurozone、
Ethibel Sustainability Index に入っています。

■このリリースに関するお問い合わせや取材、資料ご希望の方は下記までご連絡ください■
株式会社 博報堂 http://www.hakuhodo.co.jp/
東京都港区赤坂 5-3-1 赤坂 Biz タワー
担当：鈴木（すずき） 吉田（よしだ）

TEL：03-6441-7142/ FAX：03-6441-7381

