
『Office Partner GABA COCOA』（LL200g） 『Office Partner GABA CAFE LATTE』（LL200g） 

 

報 道 関 係 各 位                             2019 年 8月 29日 

雪印メグミルク株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：西尾 啓治）は、『Office Partner 

GABA COCOA』（LL200g）を 2019年 9月 3日(火)より、『Office Partner GABA CAFE LATTE』（LL200g）

を 2019年 9月 24日（火）より全国にて新発売いたします。 

 

疲れやストレスを感じやすい現代人の増加を背景に、スト

レスの低減、睡眠の質向上を訴求したリラックス市場は拡大

しています。また、カップ飲料を飲む時の気分は、「リラック

スしたい」、「リフレッシュしたい」などストレスを感じるシ

ーンとの親和性が高くなっています。 

 

｢Office Partner GABA｣シリーズは、｢GABAがデスクワーク

による一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和｣する機能性 

表示食品です。１本中にＧＡＢＡを 28mg配合し、明確な機能 

（「機能性表示食品」）と高い嗜好性（おいしさ）で、頑張る人を応援するサポート飲料です。 

 

『Office Partner GABA COCOA』は、生乳を 30％配合し、ミルク分が 60％のミルクたっぷり仕立て

のココアです。『Office Partner GABA CAFE LATTE』は、コロンビア豆を 100%ブレンドし、ミルクと

相性の良い 2種類のエスプレッソ抽出エキスを併用することでミルクのコクと質の良いコーヒーの風

味が楽しめます。｢デスクワークのおとも｣をコアシーンとして、オフィスワーカーの様々なストレス

に寄り添い、おいしさと機能でケアします。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GABA がデスクワークによる 

一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和 
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』 
2019年 9月 3日(火)、9月 24日(火)より全国にて新発売 

機能性表示食品 

（届出番号 D218 ） 

本品には GABA が含まれ

ます。GABA には、デス

クワークによる一時的な

精神的ストレスや、疲労

感を緩和する機能がある

ことが報告されていま

す。 

機能性関与成分：GABA 

 

機能性表示食品 

（届出番号 D217 ） 

本品には GABA が含まれ

ます。GABA には、デス

クワークによる一時的な

精神的ストレスや、疲労

感を緩和する機能がある

ことが報告されていま

す。 

機能性関与成分：GABA 

 

・本品は、特定保健用食品ではありません。 

・本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。 

・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。 



１．商品概要 

商品名 内容量 種類別名称 
希望小売 

価格（税別） 
発売日 

発売

地域 

賞味期間 

（開封前） 

保存方法 

Office Partner GABA 

COCOA 
LL200g 乳飲料 165円 

9/3

（火） 

全国 
90日間 

要冷蔵 
（10℃以下） Office Partner GABA 

CAFE LATTE 
LL200g 乳飲料 165円 

9/24 

（火） 

 

２．商品特長  

Office Partner GABA COCOA Office Partner GABA CAFE LATTE 

生乳使用、ミルクのコクが感じられる 

ミルクたっぷりのココアです。 

2種のエスプレッソ抽出エキスを併用した 

ミルク感のあるカフェラテです。 

（共通） 

「GABAがデスクワークによる一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する」ことが報告されている

機能性表示食品です。シーンを想起させる商品名とシンプルなデザインで機能価値を訴求します。 

 

３．商品コンセプト 

仕事や勉強中のストレスや疲労感を緩和させる乳飲料 

タ ー ゲ ッ ト デスクワーク層、ストレスや疲労感を感じている人 

食 シ ー ン 仕事や勉強中に、リラックス・リフレッシュしたい時に 

ベネフィット 

『Office Partner GABA COCOA』 

ミルク感あるココアと GABAの機能で集中力の持続が期待できる 

 

『Office Partner GABA CAFE LATTE』 

ミルク感あるカフェラテと GABAの機能で集中力の持続が期待できる 

 

４．お客様からのお問い合わせ先 

雪印メグミルク株式会社 お客様センター 

0120-301-369（年中無休 9:00～19:00） 

【 雪印メグミルクホームページ：http://www.meg-snow.com 】 

 
 
       ※画像データをご希望の際は、下記お問い合わせ先にご連絡願います。  

 
 
 
 
 

本件に関する報道機関からのお問い合わせ先 

雪印メグミルク株式会社 

 広報ＩＲ部 広報グループ 

TEL 03-3226-2124  FAX 03-3226-2150 

http://www.meg-snow.com/


		GABAがデスクワークによる

一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和

『EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ ゴシック" \* hps14 \o\ad(\s\up 19(オフィス),Office) EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ ゴシック" \* hps14 \o\ad(\s\up 19(パートナー),Partner) EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ ゴシック" \* hps14 \o\ad(\s\up 19(ギャバ),GABA) EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ ゴシック" \* hps14 \o\ad(\s\up 19(ココア),COCOA)』


『EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ ゴシック" \* hps14 \o\ad(\s\up 19(オフィス),Office) EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ ゴシック" \* hps14 \o\ad(\s\up 19(パートナー),Partner) EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ ゴシック" \* hps14 \o\ad(\s\up 19(ギャバ),GABA) EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ ゴシック" \* hps14 \o\ad(\s\up 19(カフェ),CAFE) EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ ゴシック" \* hps14 \o\ad(\s\up 19(ラテ),LATTE)』
2019年9月3日(火)、9月24日(火)より全国にて新発売





報道関係各位　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019 年8月29日

雪印メグミルク株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：西尾 啓治）は、『Office Partner GABA COCOA』（LL200g）を2019年9月3日(火)より、『Office Partner GABA CAFE LATTE』（LL200g）を2019年9月24日（火）より全国にて新発売いたします。

疲れやストレスを感じやすい現代人の増加を背景に、ストレスの低減、睡眠の質向上を訴求したリラックス市場は拡大しています。また、カップ飲料を飲む時の気分は、「リラックスしたい」、「リフレッシュしたい」などストレスを感じるシーンとの親和性が高くなっています。

｢Office Partner GABA｣シリーズは、｢GABAがデスクワークによる一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和｣する機能性

表示食品です。１本中にＧＡＢＡを28mg配合し、明確な機能
（「機能性表示食品」）と高い嗜好性（おいしさ）で、頑張る人を応援するサポート飲料です。

『Office Partner GABA COCOA』は、生乳を30％配合し、ミルク分が60％のミルクたっぷり仕立てのココアです。『Office Partner GABA CAFE LATTE』は、コロンビア豆を100%ブレンドし、ミルクと相性の良い2種類のエスプレッソ抽出エキスを併用することでミルクのコクと質の良いコーヒーの風味が楽しめます。｢デスクワークのおとも｣をコアシーンとして、オフィスワーカーの様々なストレスに寄り添い、おいしさと機能でケアします。









１．商品概要


		商品名

		内容量

		種類別名称

		希望小売

価格（税別）

		発売日

		発売地域

		賞味期間

（開封前）


保存方法



		Office Partner GABA COCOA

		LL200g

		乳飲料

		165円

		9/3（火）

		全国

		90日間

要冷蔵


（10℃以下）



		Office Partner GABA CAFE LATTE

		LL200g

		乳飲料

		165円

		9/24

（火）

		

		





２．商品特長　

		Office Partner GABA COCOA

		Office Partner GABA CAFE LATTE



		生乳使用、ミルクのコクが感じられる

ミルクたっぷりのココアです。

		2種のエスプレッソ抽出エキスを併用した

ミルク感のあるカフェラテです。



		（共通）

「GABAがデスクワークによる一時的な精神的ストレスや疲労感を緩和する」ことが報告されている機能性表示食品です。シーンを想起させる商品名とシンプルなデザインで機能価値を訴求します。





３．商品コンセプト


		仕事や勉強中のストレスや疲労感を緩和させる乳飲料



		ターゲット

		デスクワーク層、ストレスや疲労感を感じている人



		食シーン

		仕事や勉強中に、リラックス・リフレッシュしたい時に



		ベネフィット

		『Office Partner GABA COCOA』

ミルク感あるココアとGABAの機能で集中力の持続が期待できる


『Office Partner GABA CAFE LATTE』


ミルク感あるカフェラテとGABAの機能で集中力の持続が期待できる





４．お客様からのお問い合わせ先


雪印メグミルク株式会社　お客様センター

0120-301-369（年中無休 9:00～19:00）

【 雪印メグミルクホームページ：http://www.meg-snow.com 】

　　　　　　　※画像データをご希望の際は、下記お問い合わせ先にご連絡願います。

		本件に関する報道機関からのお問い合わせ先



		雪印メグミルク株式会社


　広報ＩＲ部　広報グループ


TEL 03-3226-2124  FAX 03-3226-2150





機能性表示食品


（届出番号 D218 ）


本品にはGABAが含まれます。GABAには、デスクワークによる一時的な精神的ストレスや、疲労感を緩和する機能があることが報告されています。


機能性関与成分：GABA 28㎎





機能性表示食品


（届出番号 D217 ）


本品にはGABAが含まれます。GABAには、デスクワークによる一時的な精神的ストレスや、疲労感を緩和する機能があることが報告されています。


機能性関与成分：GABA 28㎎





『Office Partner GABA COCOA』（LL200g）





『Office Partner GABA CAFE LATTE』（LL200g）


‘450ml





・本品は、特定保健用食品ではありません。


・本品は、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません。


・食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。








