2012 年 3 月 22 日

報道関係者各位

ニューヨーク生まれのファッショナブルな飲料
glacéau vitaminwater （グラソー ビタミンウォーター）が
３月２６日（月）、函館市と旭川市にいよいよ登場！

北海道コカ・コーラボトリング株式会社（本社：札幌市清田区、社長：矢吹健次）は、水分を補給しながら
カラダにいいビタミンやミネラルなどの栄養素を美味しく、そして手軽に摂取できるニューヨーク生まれの
スタイリッシュでファッショナブルな飲料ブランド「glacéau vitaminwater®」（グラソー ビタミンウォーター）を、
2012 年 3 月 26 日（月）より函館市と旭川市エリアにて発売いたします。
「グラソー ビタミンウォーター」は、ビタミンやミネラルなどの栄養素を気軽に摂取できるアクティブライフスタイル
飲料で、合成着色料・保存料は使わずに低カロリーに仕上げており、ためらうことなく手軽に飲んでお楽しみ
いただける飲み物です。同製品は、その機能性とファッショナブル性から、2000年に発売されて以来、海外のセレブ
リティやスポーツ選手、モデルなどに愛飲されております。
２０１０年５月に北海道に上陸し札幌圏限定で販売しておりましたが、大好評につき、販売エリアを函館市と旭川市
へ拡大して発売することとなりました。
同製品は、今年、夏に開催される「ロンドンオリンピック」の公式飲料の一つとして選ばれており、それにともない、
パッケージにはオリンピックに関するショートストーリーが全15種類登場します。ぜひ、フレーバーだけではなく
ストーリーの全種類制覇を目指してみて下さい。

【参考】

glacéau vitaminwater®（グラソー ビタミンウォーター）について
【NY 発 、海 外 で大 人 気 の『グラソー ビタミンウォーター』とは？】
グラソー ビタミンウォーターのアイディアは、1996 年にアメリカの大都市ニューヨークで生まれました。
考案者の J. ダリアス・バイコフがヨガのレッスンに行く途中、ビタミンを摂取しながらミネラルウォーターを
飲んだ時、そのフレーバーと栄養補給の組み合わせからヒントを得て開発されました。そして、水分を取りながら、
不足しがちなビタミンやミネラルなどの栄養素を手軽に摂取できるスタイリッシュで賢い飲料として、2000 年に
販売がスタートしました。以来、海外のセレブリティやスポーツ選手、モデルなど、情報感度の高い人たちを
中心に、多くのファンの間で話題となっているブランドです。
その人気を受けて、海外での発売も 2008 年より本格的に開始。オーストラリアをはじめ、イギリス、カナダ、
メキシコ、ニュージーランド、南アフリカ、フランス、韓国と続き、2009 年 7 月には、世界で 9 番目の販売都市
として日本での販売が、東京エリア限定でスタートいたしました。

【1 日の中であなただけのチョイスを、あなただけの色を】
「グラソー ビタミンウォーター」の特徴は、色鮮やかなフレーバー展開により、1 日を通して自分自身の気分や
ライフスタイル、コンディションに合わせて好きなものを選んで楽しめることです。夜遊び後の自分ケアに
「トリプルエックス」、朝や気分をすっきりさせたいときには、オレンジフレーバーの「ウェイクアップ」を。
昼間フルパワーで勝負をするときにはドラゴンフルーツフレーバーの「パワーc」、骨太なヤツと思われたい時には
「スターd」、ココロとカラダを再起動させたいときにはd-リボース入りの「リブート」を。各々のライフスタイルにおいて、
自分だけのチョイスを、自分だけの色を楽しめるのが「グラソー ビタミンウォーター」です。
＊上記は、あくまでも飲用例であり、飲用時間を指定するものではありません。
＊清涼飲料水につき、製品の効果・効能などの訴求はできませんのでご注意下さい。

【合 成 着 色 料 不 使 用 】
「グラソー ビタミンウォーター」のカラフルな色 合 いは合 成 着 色 料 を一 切 使 わずに実 現 。
また、保 存 料 も使 用 しておらず、低 カロリー設 計 。どなたでも手 軽 に手 にとっていただける、
スタイリッシュでファッショナブルな清 涼 飲 料 水 です。

【オリンピック限定ラベルのショートストーリー】
全てのグラソーのパッケージラベルは、それぞれのフレーバーのシンボルカラーを上部に、爽やかなホワイトを
下部に施し、英語の“vitaminwater”を大きくあしらうことで、シンプルながらも大胆でインパクトの強いデザインに
仕上げています。そしてラベル裏面には、思わずクスッと笑ってしまうようなユーモアあふれるショートストーリーを
記載して、忙しい日常においても、製品を手に取った人に、グラソーならではの遊び心と刺激溢れる世界観で、
ちょっとした楽しいひと時を提供しています。
さらにオリンピックイヤーである今年は、ロンドンオリンピックにちなんで書き下ろされた新しいショートストーリーが
登場！サッカーやマラソンなどの競技や金メダルにまつわるエピソード、オリンピックにまつわる豆知識もふんだん
にちりばめられたストーリーは全部で 15 種類！是非、全種類制覇を目指してみて下さい。

【参考】 glacéau vitaminwater®（グラソー ビタミンウォーター）ラインアップ

power-c （パワーc）
■製品名：
グラソー ビタミンウォーター パワーc
■ドラゴンフルーツフレーバー
■原材料名： 糖類（果糖、砂糖）、マルトデキストリ
ン、香料、着色料（ムラサキイモ、パープルキャ
ロット）、クエン酸、ビタミンC、ナイアシン、パントテ
ン酸Ca、ビタミンB6、ビタミンB12
■栄養成分表示（100ml当り）：
エネルギー

18 kcal

たんぱく質

0g

脂質

0g

炭水化物

4.6 g

ナトリウム

0 mg

果糖

3g

ビタミンC

50 mg

ナイアシン

0.8 mg

■メーカー希望小売価格： 200 円 （消費税込）

wake up（ウェイクアップ）
■製品名：
グラソー ビタミンウォーター ウェイクアップ
■オレンジフレーバー
■原材料名： 糖類（果糖、砂糖）、乳酸Ca、香料、
クエン酸、リン酸K、ビタミンC、パプリカ色素、
カロチン色素、硫酸Mg、ナイアシン、パントテン酸Ca、
ビタミンB6、ビタミンB12
■栄養成分表示（100ml当り）
：
エネルギー

19 kcal

たんぱく質

0g

脂質

0g

炭水化物

4.7 g

ナトリウム

0 mg

カルシウム

27mg

ビタミンC

50 mg

ビタミンB6

0.08～0.36mg

ナイアシン

2.6 mg

■メーカー希望小売価格： 200 円 （消費税込）

re:boot（リブート）
■製品名：
グラソー ビタミンウォーター リブート
■マンゴー＆ピーチフレーバー
■原材料名：
糖類（果糖、砂糖）、香料、リン酸 K、クエン酸、
ビタミン C、D-リボース、着色料（カロチン、
紅花黄）、硫酸 Mg、乳酸 Ca、ナイアシン、
パントテン酸 Ca、ビタミン B6、ビタミン B12
■栄養成分表示（100ml当り）：
エネルギー

18 kcal

たんぱく質

0g

脂質

0g

炭水化物

4.5g

ナトリウム

0 mg

ビタミンB6

0.08～0.4mg

ビタミンC

12～50mg

ナイアシン

2.6mg

D-リボース

40mg

■メーカー希望小売価格： 200 円 （消費税込）

stur-d（スターd）
■製品名：
グラソー ビタミンウォーター スターd
■キウィ＆ライムフレーバー
■原材料名：
糖類（果糖、砂糖）、香料、乳酸Ca、クエン酸、着色料（紅花
黄、クチナシ、麦芽エキス）、ビタミン C、硫酸 Mg、リン酸
K、ナイアシン、パントテン酸 Ca、ビタミン B6、ビタミン D、
ビタミン B12
■栄養成分表示（100ml当り）：
エネルギー

19 kcal

たんぱく質

0g

脂質

0g

炭水化物

4.7g

ナトリウム

0 mg

カルシウム

24mg

ビタミンD

1.0～3.5ug

■パッケージ： 500ml / 200円
（メーカー希望小売価格・消費税込）

xxx （トリプルエックス）
■製品名：
グラソー ビタミンウォーター トリプルエックス
■アサイ/ブルーベリー/ざくろフレーバー
■原材料名： 糖類（果糖、砂糖）、リンゴエキス、
ブルーベリーエキス、ザクロエキス、アサイー
エキス、香料、着色料（アントシアニン、紅花黄）、
クエン酸、ビタミンC、硫酸Mg、乳酸Ca、リン酸K、
ナイアシン、パントテン酸Ca、ビタミンB6、ビタミンB12
■栄養成分表示（100ml当り）：
エネルギー

18 kcal

たんぱく質

0g

脂質

0g

炭水化物

4.6 g

ナトリウム

0 mg

ビタミンC

40 mg

ナイアシン

1.2 mg

■メーカー希望小売価格： 200 円 （消費税込）

【販売地域】
札幌市、小樽市、千歳市、苫小牧市、岩見沢市、函館市、旭川市

≪掲載時の読者問い合わせ先≫
グラソーダイヤル
TEL:0120-585509
公式ホームページ：glaceau.jp

≪本件に関する問い合わせ先≫
北海道コカ・コーラボトリング株式会社
札幌市清田区清田一条一丁目２番１号
広報・ＣＳＲ推進部 広報課 担当：藤井
TEL：011-888-2091 / FAX: 011-884-3832

