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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、以下 マツキヨココカラ＆カンパニー）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」を新たに 11 商品販売開始します。新商品として、「ロカボプラス」をクリアしたドーナツ２種、ビスケ

ット３種、アーモンドスナック２種、グミ 2 種を 3 月 11 日より、クランチキャンディ２種を４月 11 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）で展開します。 

栄養価が高く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。 

 

 

 

  

 

■ロカボライフの新たなシーンを提案する新商品を開発 

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、ロカボライフの新たなシーンを提案

していきます。美味しさと低糖質を両立させることに加えて、食

物繊維やカルシウムなどの栄養素を多く含むことも目指していま

す。従来のロカボ基準を満たす商品群に加え、2021 年からは「ロ

カボプラス※」を満たすラインアップも登場しました。シリーズ全

体の売上は、2021 年 11 月時点で半年前と比較して約 160％に伸

長しており、多くのお客様に支持されています。 

 

 

これまでの同シリーズのラインアップは、ボリュームが控えめで間食に適した商品が中心でしたが、「より食

べ応えのある商品がほしい」といったお客様の声を受け、今回はシリーズ初の半生菓子として、朝食代わりにも

ぴったりの腹持ちの良いドーナツを含め、新商品を開発しました。今後さらに既存商品の新フレーバーやキャン

ディなど、全 20 種類以上の商品展開を予定しています。 

なお、パッケージの一部には、環境にやさしいバイオマスインキを使用しました。お客様とともに環境保全・

循環型社会の構築に貢献できるよう努めていきます。 

 

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月

サステナブルロカボラインの
売り上げ推移

新生活から低糖質ライフを始めたい方に！ 

シリーズ初 朝食にもぴったりのロカボプラス基準をクリアしたドーナツも登場 

matsukiyo LAB「サステナブルロカボライン」より 

管理栄養士監修しっとり食感ドーナツなど 11 商品を販売開始 

（出所）マツモトキヨシグループ 
「ロカボ」商品の売上推移（2021 年 5 月～11 月） 
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※「ロカボプラス」とは 

「ロカボプラス」は、約 120 社が加盟する「食・楽・健康協会」

が 2021 年９月に立ち上げたロカボ商品の新基準です。既存の「ロ

カボマーク」で規定された糖質量の条件に加え、たんぱく質や食

物繊維の含有量など、５つの条件のうち 1 つ以上を満たした商品

のみを認証。新たな基準により、低糖質かつ栄養補給が可能なワ

ンランク上のロカボライフの浸透を目指します。 

 

■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  

発売予定日：2022 年３月 11 日（ドーナツ・ビスケット・アーモンドフィッシュ・アーモンドシュリンプ・グミ） 

   2022 年４月 11 日（クランチキャンディ） 

 限定商品 matsukiyo LAB 糖質 7.1g ドーナツ 豆乳味 

糖質を抑えるとともに食物繊維 5.9g を含有した、ほんのり甘い豆乳味のドーナツです。

もち大麦が入っているため、しっとりしながらも弾力があり、ふんわりした食感です。

シリーズ初の半生菓子として数量限定で販売します。 

容量：1 個 

価格：105 円（税込） 

 

 

 

 

 

 

限定商品 matsukiyo LAB 糖質 6.7g ドーナツ チョコレート味 

糖質を抑えるとともに食物繊維 5.8g を含有した、ほろ苦いチョコレート味のドーナツ

です。もち大麦が入っているため、しっとりしながらも弾力があり、ふんわりした食感

です。シリーズ初の半生菓子として数量限定で販売します。 

容量：1 個 

価格：105 円（税込） 

 限定商品 matsukiyo LAB 糖質 8.6g ビスケット いちご味 

糖質を抑えるとともに、食物繊維 21.4g を含有したザクっとした食感の食べ応えのある

果肉入りビスケットです。ほんのりと甘い、いちごの風味と香りがポイントです。既存

商品の好評を受け、数量限定商品として販売開始します。 

容量：50g  

価格：213 円（税込） 

 matsukiyo LAB 糖質 7.7g ビスケット チョコチップ 

糖質を抑えるとともに食物繊維 21.8g を含有した、しっとりしたチョコチップを練りこ

んだ食べ応えのあるビスケットです。2021 年９月に限定発売し、大人気で完売した商

品のため、このたび、多くのお客様からのご要望を受けて定番化しました。 

容量：50g 

価格：213 円（税込） 

従来の 
「ロカボマーク」 

新たな 
「ロカボプラスマーク」 
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 matsukiyo LAB 糖質 8.3g ビスケット チョコチップラズベリー 

糖質を抑えるとともに食物繊維 21.8g を含有した、ザクっとした食感の食べ応えのある

チョコチップビスケットです。今回定番化した「糖質 7.7g ビスケット チョコチップ」

の好評を受け、甘酸っぱいラズベリー風味の生地にしっとりしたチョコチップを練り込

んだビスケットを定番商品として販売開始します。 

容量：50g  

価格：213 円（税込） 

 matsukiyo LAB 糖質 9.1g アーモンドフィッシュ 

食べ応えのある国産片口いわしをローストし、カリフォルニア産のアーモンドをミック

スしたアーモンドスナックです。たんぱく質 10g 以上に加えカルシウムも 456mg と豊

富に含んでいます。ごまの風味が香ばしく、食べ切りやすいサイズです。 

容量：38g 

価格：203 円（税込） 

 matsukiyo LAB 糖質 4.0g アーモンドシュリンプ 

カルシウム豊富な小えびと、カリフォルニア産アーモンドをミックスしたアーモンドス

ナックです。たんぱく質 10g 以上に加えカルシウムも 665mg と豊富に含んでいます。

甘辛い味付けに、食べ切りやすいサイズです。 

容量：35g  

価格：203 円（税込） 

 matsukiyo LAB 糖質 8.4g ファイバーグミ レモン味 

レモンの香りが爽やかな、ソフトながら弾力のある食感の良いグミです。低糖質で食物

繊維が豊富な液糖「イヌリン」と「ライテス」をブレンドしました。小粒のハート型で

可愛らしく、チャック付きの袋なので持ち運びにも便利です。 

容量：30g  

価格：149 円（税込） 

 matsukiyo LAB 糖質 7.6g ファイバーグミ グレープ味 

グレープの香りが甘酸っぱい、ソフトながら弾力のある食感の良いグミです。低糖質で

食物繊維が豊富な液糖「イヌリン」と「ライテス」をブレンドしました。小粒のハート

型で可愛らしく、チャック付きの袋なので持ち運びにも便利です。 

容量：30g  

価格：149 円（税込） 

 matsukiyo LAB 糖質 9.0g クランチキャンディ アップルミルク・ピーチミルク 

ミルクのまろやかな味と、アップルとピーチのさわやかな風味で、サクサクした食

感で噛んでも美味しいクランチキャンディです。食物繊維 5g 以上を配合しました。 

 

容量：50g 

価格：213 円（税込） 
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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先】 株式会社マツキヨココカラ＆カンパニー 

＜マツモトキヨシグループ お客様相談室＞ 

フリーダイヤル：0120-845-533 受付時間 10:00～22:00（年中無休） 

＜ココカラファイングループ お客様相談センター＞ 

フリーダイヤル：0120-933-191 受付時間 9:00～18:00（年末年始を除く） 

【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 黒川/荒木 

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

 

 

 

 matsukiyo LAB 糖質 9.0g クランチキャンディ レモンミルク・オレンジミルク 

ミルクのまろやかな味と、レモンとオレンジのすっきりした味わいで、サクサクし

た食感で噛んでも美味しいクランチキャンディです。食物繊維 5g 以上を配合しま

した。 

容量：50g 

価格：213 円（税込） 

 

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一部上場企業。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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