本リリースは、株式会社サークルＫサンクスと株式
会社オールアバウトの 2 社から重複して配信され
る場合がありますが、ご了承いただきますようお願
いします。
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サークルＫサンクス × All About

「からだ 燃焼」キャンペーン
ガイド監修商品発売!! 脱メタボグッズも当たる!!
2 月 5 日（火）〜全国のサークルＫ・サンクスで!!
株式会社サークルＫサンクス（本部：東京都中央区、代表取締役社長：中村 元彦）と、株式会社オールア
バウト（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 ＣＥＯ：江幡 哲也）は、寒さで代謝が落ちて脂肪がたま
りやすく、
また血行が悪くなりがちなこの時期に合わせ、
「からだ 燃焼」
をテーマとした商品を共同企画し、
全国のサークルＫとサンクス 6,186 店（2007 年 12 月末現在）で、2 月 5 日（火）〜2 月 24 日（日）の期間
限定でフェアを開催します。あわせて、脱メタボグッズが当たる懸賞企画も実施します。
2008 年は、4 月の特定健康診査・特定保健指導の義務付けなどを受け、今後、健康に関連した話題・商品
が、さらに注目を集めることが予想されます。今回のフェアでは、バランスのとれた食生活と運動を多角的
に提案する「THINK BODY」プロジェクトを展開中の『サークルＫサンクス』と、その道の専門家（ガイド）
が情報提供やナビゲートを行う総合情報サイト『All About』がタイアップすることで、
「健康」をキーワー
ドとした専門家の監修による新しいタイプの「THINK BODY」商品を、ご提案させていただきます。
商品開発には『All About』で「食と健康」のガイドを務める南 恵子氏が総合監修として参加し、インタ
ーネットで発信している専門家ならではの知見を実際の商品に活かしました。また「お弁当」や「パン」の
ガイドもアドバイザーとして参加し、味やバランスの面からもプロのアイディアを反映することで「健康」
と「美味しさ」の両面をコンセプトにした商品となっています。
監修商品は、カプサイシンを含んだ唐辛子や、サンショオールを含んだ山椒、ジンゲロンを含んだ生姜、
タンパク質を含んだ大豆、各種野菜類などの素材を効果的に使用した商品となっています。カテゴリーは、
おにぎり・お弁当・調理麺・惣菜・調理パンなどで、全 11 アイテムです。
また、今回のフェアでは、脱メタボグッズが当たる懸賞企画も実施します。フェア期間中、対象商品を含
む 500 円以上のレシートを集め応募いただくと、健康・エクササイズに関連した『All About』のガイドがセ
レクトした脱メタボグッズが、抽選で合計 400 名様に当たります。対象商品は、ガイド監修商品を含む、サ
ークルＫサンクスの「THINK BODY」関連オリジナル商品全 24 アイテムです。また、
「THINK BODY」のホーム
ページ（http://www.thinkbody.jp/）上では、脱メタボグッズを選定したガイド監修によるエクササイズメ
ニューの紹介もしていきます。
プロモーション面では、
『All About』各サイトでの情報発信に加え、メルマガなどネットを活用した総合
プロモーションを実施していきます。
今回の取組みにより、サークルＫサンクスは、ガイド(専門家)監修による商品力の強化と、月間 1,660 万
人の読者を持つ『All About』とタイアップすることで新規顧客の獲得を、オールアバウトは全国のサークル
Ｋサンクス店舗での露出による認知向上と新規ユーザの獲得に加え、ネットだけではなくリアルの場での専
門家による情報の活用を図ります。なお、オールアバウトがコンビニエンスストアと商品の共同開発をする
のは今回が初めてになります。

＜本件に関するお問い合せ先＞
株式会社サークルＫサンクス 広報ＩＲ秘書室 広報
株式会社オールアバウト 広報部 広報グループ

TEL：03-6220-9004 FAX：03-6220-9051
TEL：03-5447-3770 FAX：03-5447-0034

●「All About」ガイド監修商品一覧 全 11 アイテム 発売日２月５日(火)
商品名
お
に
ぎ
り

弁
当

調
理
麺

売価
(税込)

商品説明

手巻おにぎり（牛ごぼう仕
食物繊維が含まれたファンケルの発芽米入りご飯に、カプサイシンを含んだ一
125 円
立て）
味唐辛子、生姜、ニンニクと溜り醤油等で炒めた牛ごぼうを具種にしました。
焼きおにぎり（山椒味噌
食物繊維が含まれたファンケルの発芽米入りご飯に、山椒入り味噌を上塗りし、
115 円
仕立て）※
オーブンで香ばしく焼き上げました。
鶏肉とカシューナッツの
鶏肉とカシューナッツ、人参を辛味タレで味付け。さらに里芋とホタテの煮物、切
500 円
辛味仕立て弁当
干大根などを付け合せました。ご飯は発芽米入りご飯です。
ビタミンを含んだ豚肉と人参・もやし・キャベツを使用した豚しょうが焼きです。彩
豚しょうが焼き弁当（二色
りとして、ブロッコリー・人参のコンソメ煮、パンプキンサラダを付け合せました。
500 円
ご飯）(※)
ご飯は赤米入りご飯と、野沢菜ご飯の２色です。
※ガイドの監修ポイント：ご飯を２種類にし、バラエティ感と彩りにも配慮。
セサミンを含んだ胡麻の風味豊かなソースに唐辛子の辛味を加えたコクのある
レンジ 坦々麺
450 円 スープに仕上げました。細麺のツルツルした喉越しのよい麺にスープがよく絡
みます。
コクと旨味の味噌スープに豆板醤の辛味がマッチした辛口スープと、つるつる、
レンジ 豚肉とネギのピリ
440 円 モチモチのうどんとの相性が抜群です。豚キムチと刻んだ青ねぎ、白髪ネギを
辛うどん
トッピングしました。
豆腐風味の野菜チャウダ
豆腐のピューレ（裏ごし）を使用したクリーム系の優しいスープです。トッピン
300 円
ー
グに厚揚げ、大豆を使用しました。

惣
菜

調
理
パ
ン

ホワイトソース、アンチョビソース、オリーブ＆ガーリックオイルを混合して仕
温野菜（バーニャカウダ
340 円 上げたまろやかなドレッシングソースに、いろいろな野菜をつけて食べる温野菜
風）
サラダです。
南瓜と豆のカレー風味サ
かぼちゃをメインに玉ねぎ、ツナ、ガルバンゾの具材をカレーソースで味付けし
230 円
ラダ
ました。トッピングには、レッドキドニーを使いました。
スモークサーモン＆クリ
黒ごま食パンを使用し、スモークサーモンとチーズクリーム、くるみ、レタスにハ
330 円
ームチーズサンド
ニーマスタードソースで味付けました。
ローストチキンをメインにベイクドポテト、素揚げしたかぼちゃを組み合わせ、コ
フォカッチャ スパイシー
280 円 ブサラダドレッシングとスパイシーなホットソースで味付けました。
チキン
※ガイドの監修ポイント：鶏肉をもも肉から脂の少ない胸肉に変更しました。
※「焼きおにぎり（山椒味噌仕立て）」と「豚しょうが焼き弁当（二色ご飯）」のみ発売日は２月１２日(火)

手巻おにぎり（牛ごぼう仕立て）

豆腐風味の野菜チャウダー

鶏肉とカシューナッツの辛味仕立て弁当

南瓜と豆のカレー風味サラダ

レンジ 坦々麺

フォカッチャ スパイシーチキン

●「脱メタボグッズ」が当たる懸賞企画概要
フェア期間中、対象商品を含む、500 円以上のレシートで応募していただくと、抽選で「All About」ガイ
ドお薦め燃焼アイテムが、総計 400 名様に当たります。
【応募期間】 2 月 5 日(火)〜2 月 24 日(日)まで
【対象商品】 ガイド監修商品(11 アイテム)含む、サークルＫサンクスの「THINK BODY」関連オリジナル商
品全 24 アイテム。カテゴリーは、手巻きおにぎり、弁当、調理パン、惣菜、調理麺、パン、
デザート、菓子、カップスープ。
【応募コース】 「がっつり楽しく燃焼グッズ」と「ゆっくり無理なく代謝 UP グッズ」の 2 コース。
①「がっつり楽しく燃焼グッズ」コース ※「男のエクササイズ」ガイド 柴田 明氏セレクト
・ジャンプスナップ･･･100 名様
・サイドステッパー･･･100 名様
②「ゆっくり無理なく代謝 UP グッズ」コース
※「ダイエットエクササイズ」ガイド 森 和世氏セレクト
・ヨガスターターキット･･･100 名様
・スリムクッション(イス用)･･･100 名様

●監修ガイドプロフィール

サイドステッパー

●All About「食と健康」ガイド 南 恵子
・今回のフェアの総合監修
・学術誌の編集部、広告制作会社にて家電メーカーの料理冊子の編集
を担当、惣菜メーカーの販促企画部に在籍後、フリーランスのフード・
ライターに。
・現在、食と健康アドバイザーとして、健康レシピ制作・食生活にか
かわる執筆、講演など、食・健康・環境をテーマに活動中。
・資格取得/フードコーディネーター・健康管理士一般指導員・食養士

●All About「お弁当」ガイド 伊庭 澄子
・
「お弁当」ガイドとして、今回のフェアの「お弁当」の監修を担当。
・うつわ屋を営む祖母、使い捨て弁当容器等を販売する両親の家庭に生まれ、幼児の
頃より容器メーカーが発行するお弁当のカタログを絵本代わりとする。
・
「売れる弁当･ターゲットを絞った弁当･新しい弁当」を研究し、大手スーパー等へ
お弁当の包材、訴求シール、レシピ等を含めたトータルな提案を行う。
・現在はコーディネーターとしてフリーで活動。
●All About「パン」ガイド 清水 美穂子
・
「パン」ガイドとして、今回のフェアの「調理パン」の監修を担当。
・ブレッドジャーナリストとしてパンに関する記事を雑誌などで執筆。
・ベーカリーのフードコーディネートや店舗設計施工の仕事にも携わり、パン業界最
大のイベントであるモバックショーで講演するなど、幅広く活躍中。
・著書『日々のパン手帖』
『おいしいパン屋さんのつくりかた』

●ご参考「All About」について
その道のプロである専門家（ガイド）が、情報提供やナビゲートを行う総合情報サイト。現在、約 470 名
を超えるガイドが、ビジネス・住宅・暮らし・パソコン・グルメ・旅行・健康など多彩な分野で活躍してい
る。月間ユーザ数は、約 1,660 万人以上（2007 年 7 月実績）
。
URL http://allabout.co.jp/

<参考資料>
●その他のフェア対象商品(サークルＫサンクスオリジナル商品)
商品名

価格
(税込)

発売日

発売地域

パン

アップルシナモンのパン

126 円

2月5日

九州・北海道・東北地区の一部

パン

くるみとカレンズのパン

116 円

2月5日

九州・北海道・東北地区の一部

パン

からだスマイルプロジェクト
ハム＆チーズ

130 円

発売中

全国(九州・北海道・東北地区の一
部除く)

パン

からだスマイルプロジェクト
ハム&エッグ

135 円

発売中

全国(九州・北海道・東北地区の一
部除く)

パン

からだスマイルプロジェクト
クリームパン

125 円

発売中

全国(九州・北海道・東北地区の一
部除く)

パン

からだスマイルプロジェクト
チョコクリームパン

125 円

発売中

全国(九州・北海道・東北地区の一
部除く)

パン

からだスマイルプロジェクト
平焼きツナパン

135 円

発売中

全国(九州・北海道・東北地区の一
部除く)

ヨーグル
ト

脂肪 0%ヨーグルト

84 円

2月5日

全国

カップス
ープ

野菜がスゴイとろ〜りポター
ジュ

189 円

発売中

全国

カップス
ープ

黄野菜のポタージュ

168 円

発売中

全国

カップス
ープ

緑野菜のポタージュ

168 円

発売中

全国

菓子

ほがら菓たいむ
やきいも

160 円

発売中

全国

菓子

ほがら菓たいむ せれくと
米と塩だけのうすやき

160 円

発売中

全国

せれくと

