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「未来の常識を創り出し、人々の生活を変えていく」をグループ理念に掲げ、全国に 3,300 店舗超のドラッグ

ストア・調剤薬局を展開する株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー（本社：東京都文京区、代表取締役社長：

松本清雄）は、美と健康をトータルサポートするオリジナルヘルスケアブランド「matsukiyo LAB（マツキヨラ

ボ）」から、持続可能な低糖質ライフをサポートする「サステナブルロカボライン」の新商品として、初の主食カ

テゴリ「matsukiyo LAB 糖質 17.5g オートミール」を９月 10 日より全国のマツモトキヨシグループ、ココカラ

ファイングループの店舗（一部店舗を除く）で販売開始します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また９月よりチョコレート２種、ラスク１種、ビスケット１種、ナッツ菓子３種、スティックスナック２種、

サンドビスケット２種、フィッシュ＆チキンスティック２種を順次販売を開始します。低糖質な商品の選択肢を

増やすことで、生活者の皆さまの美味しく楽しい健康的なロカボライフを応援します。 

 

 

 

 

 

■matsukiyo LAB 糖質 17.5g オートミール開発背景 

matsukiyo LAB の「サステナブルロカボライン」は、昨今の低糖質ニーズの高まりを受け、2021 年５月に誕

生しました。美味しさと低糖質を両立させて、ロカボライフの新たなシーンを提案しています。その中で今回新

たに、間食だけではなく主食カテゴリの商品として、2019 年頃から売上が成長し、人気が高まっている「オート

ミール」を追加しました。今回販売を開始する「matsukiyo LAB 糖質 17.5g オートミール」はインスタントタイ

プでオートミールの中でも短時間で軟らかくなり調理しやすいタイプのため、手軽にお召し上がりいただけます。 

 

 健康需要の高まりを受け、サステナブルロカボラインから初の主食カテゴリ 

「matsukiyo LAB 糖質 17.5g オートミール」９月 10 日販売開始 

～ラスク、サンドビスケットなど 13 商品も順次展開～ 
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■新商品について 

販売エリア：全国のマツモトキヨシグループ、ココカラファイングループの店舗（一部店舗を除く）と自社オンラインストア 

 matsukiyo LAB 糖質 17.5g オートミール 

食物繊維・鉄が豊富なオーツ麦を 100％使用した国内製造オートミールです。 

短時間で軟らかくなり、調理がしやすい手軽なインスタントタイプです。 

パッケージ裏面にレシピを掲載しているため、初めてオートミールに挑戦する

方にもおすすめです。 

 

容量：800g 価格：861 円（税込） 

発売予定日：2022 年９月 10 日 

 matsukiyo LAB 糖質 2.4g ミックスナッツ＆チーズ 

matsukiyo LAB 糖質 2.5g ミックスナッツ＆チーズ スパイス 

糖質を抑えるとともに、たんぱく質を８g 以上含有したミックスナッツです。 

アーモンド、カシューナッツ、クルミ、フリーズドライチーズと４種の味が楽

しめます。ほのかな塩味がアクセントのタイプと、ブラックペッパーとオール

スパイスで味付けしたスパイシーなタイプです。 

容量：43g （ミックスナッツ＆チーズ）/39g（ミックスナッツ＆チーズ スパイス） 

価格：213 円（税込） 

発売予定日：2022 年９月 10 日 

 matsukiyo LAB 糖質 6.4g ラスク シュガーバター 

糖質を抑えるとともに、食物繊維を８g 以上含有したラスクです。砂糖とバター風

味のやさしい甘さで、小さめで食べやすいサイズです。糖質が高い傾向にあるパン

をラスクに加工することで糖質を抑え、糖質制限中でもパンを美味しく召し上が

っていただけるようにしました。 

 

容量：30g 価格：162 円（税込） 

発売予定日：2022 年９月 10 日 

 matsukiyo LAB 糖質 5.4g コーヒーチョコ 

matsukiyo LAB 糖質 7.1g 抹茶チョコ 

糖質を抑えるとともに、１袋あたり食物繊維を 11g 以上含有したチョコレートで

す。コーヒーチョコ味は黒チョコをベースにした深い味わいが特徴、抹茶チョコ味

は抹茶の濃厚な味わいに仕上げました。 

 

容量：36g 価格：192 円（税込） 

発売予定日：2022 年９月 10 日 
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 限定商品 matsukiyo LAB 糖質 8.8g ビスケット 安納芋＆黒ごま 

糖質を抑えるとともに、１袋あたり食物繊維を 20g 以上含有した、ザクっとした

食感の食べ応えあるビスケットです。安納芋の香りが楽しめ、ほのかな甘みを感じ

られる安納芋＆黒ごま味です。 

 

容量：50g 価格：213 円（税込） 

発売予定日：2022 年９月 10 日 

 matsukiyo LAB 糖質 7.8ｇスティックスナック チーズペッパー 

matsukiyo LAB 糖質 8.6ｇスティックスナック コンソメ 

糖質を抑えるとともに、食物繊維を 11g 以上含有したスナックです。チーズペッ

パー味は、チェダーチーズ、エメンタールチーズ、パルメザンチーズの３種のチー

ズにブラックペッパーを加え、少し辛めの味わいに、コンソメ味はしっかりとした

濃いめの味つけに仕上げました。 

容量：28g 価格：162 円（税込） 

発売予定日：2022 年９月 10 日 

 matsukiyo LAB 糖質 7.6g サンドビスケット キャラメル 

matsukiyo LAB 糖質 7.2g サンドビスケット チョコチップ  

アーモンドプラリネのキャラメルクリームとココアクリームを使用したサンドビ

スケットです。糖質を抑えつつ食物繊維を５g 以上含有し、しっかりと甘さを楽し

める一品です。  

※１個（個包装）がロカボプラスの基準 

容量：５個入 価格：429 円（税込） 

発売予定日：2022 年 10 月 11 日 

 matsukiyo LAB 糖質 3.6g フィッシュ＆チキンスティック チーズ 

matsukiyo LAB 糖質 3.8g フィッシュ＆チキンスティック レッドペッパー 

糖質を抑えるとともにたんぱく質を 13g 以上含有したフィッシュ＆チキンスティ

ックです。チキンでたんぱく質を、フィッシュで低糖質を支える絶妙なバランスを

実現しました。プロセスチーズを混ぜ込んだチーズ味と、唐辛子が練りこまれてい

るレッドペッパー味です。 

容量：２本入 価格：213 円（税込） 

発売予定日：2022 年 10 月 11 日 

 matsukiyo LAB 糖質 4.0g チョコレート風キャロブミルクアーモンド 

食物繊維を豊富に含んだキャロブミルクでアーモンドをコーティングしまし

た。糖質を抑えるとともに、ノンカフェインでありながらチョコレートのよう

な甘さと苦みを感じられるナッツ菓子です。 

 

容量：26g 価格：213 円（税込） 

発売予定日：2022 年 10 月 11 日 
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■matsukiyo LAB サステナブルロカボラインとは 

matsukiyo LAB サステナブルロカボラインは、お客様が美味しく楽しく続けられることを重視し、美味し

いと思えるギリギリを狙う、“美味しさの最適点”を、一品一品追求したシリーズです。低糖質ながら美味しく

食べられる商品を通じて、生活者のサステナブル（持続可能）なロカボライフを支援いたします。 

■matsukiyo LAB（マツキヨラボ）とは 

matsukiyo LAB（マツキヨラボ）は、地域のお客様の健康的な暮らしを支えるため「薬剤師」「管

理栄養士」「ビューティスペシャリスト」の専門家が美と健康をトータルサポートする、マツキヨコ

コカラ＆カンパニーのオリジナルヘルスケアブランドです。 

 

 

販売に関するお問合せ 【株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー】 

＜マツキヨココカラ＆カンパニー お客様相談室＞ 

フリーダイヤル：0120-845-533 受付時間 09 :00～22:00 （年中無休） 

【本件に関する報道関係の皆さまからのお問合せ先】 

ビルコム株式会社「マツキヨココカラ」PR 事務局 荒木/江﨑 

TEL:03-5413-2411 FAX:03-5413-2412 MAIL: matsukiyococokara@bil.jp 

 

 

3,300 店舗超のドラッグストア・調剤薬局を中核事業として、全国で展開している東証プライム市場上場企業。子会

社としてマツモトキヨシグループとココカラファイングループを擁し、「美と健康の分野でアジア No.1」の企業グ

ループを目指しています。介護事業、インターネット通販事業など幅広く展開しています。 

コーポレートサイト：https://www.matsukiyococokara.com/ 

 

株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー グループ経営企画統括 広報室 

Tel：03-6672-7808    mail：mkccpr@matsukiyococokara.com 
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