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マルサンアイは、より健康・美味な食を求める消費者の声に応えるべく日々活動しており

ます。そこで辿り着いたのが、健康食品の代表である青汁とマルサンアイがこだわって作
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くお届けしたい、そんな思いから本商品は誕生いたしました。

 

●モリンガとは？

青汁の素材としては、世界中の植物で最も栄養価が高いといわれているモリンガに着目し

ました。モリンガはスーパーフードと呼ばれ、ビタミンやミネラルはもちろんポリフェノ
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●豆乳粉末とは？

マルサンアイがこだわって作る豆乳を原料に使用し、青汁に豆乳由来の栄養素を追加させ

ています。また豆乳粉末を加えることで、青汁に自然な甘さを加え、添加物不使用にもか

かわらず飲みやすく仕上げました。

 

●７秒チャレンジ動画募集！

本商品は

豆乳青汁と豆乳、コップとスプーンを用意しかき混ぜるだけでお手軽に

ます。ぜひ

マルサンアイは、おうち時間に楽しさと健康生活を提供し、皆様の明るい生活をお手伝い

致します。

■商品情報

商品名：モリンガ

発売開始日：

販売地域：

希望小売価格：

            

              

特徴：インド産モリンガと豆乳粉末をブレンドしたおいしい青汁豆乳です。

   1 包

   本物志向のコアなユーザーをターゲットにした通販限定商品となります。

詳しくはこちら↓

https://maruchoku.com/lp/tounyuaojiru/?ad_code=51
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代表者： 代表取締役社長 渡辺 邦康 

資本金： 8 億 65 百万円 

設立： 1952 年 3 月 

URL： https://www.marusanai.co.jp/ 

通販サイト： https://maruchoku.com/ 

業務内容： 大豆を主原料とするみそ・豆乳、無菌充填技術を活かした飲料、その他食品の製造販売。

2019 年 9 月期の売上は、273 億円。 

当社では大豆を中心とした様々な製品の製造販売を通じて、企業理念である「健康で明るい生活へのお

手伝い」を実現するとともに、今後も多くの方に大豆製品の魅力を感じていただけるよう、新商品開発

や生活者との接点強化を図っていきます。 

 

 

この件のプレスリリースに関するお問い合わせ先 

マルサンアイ株式会社 特販営業室 第一課 

担当：浅野悦子   TEL：0564-27-3703   Mail：：marusanai_pr@marusanai.co.jp 

 


