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～医療機関でも使われている食品が手軽に～ 

2021 年 4 月 1 日（木）より 
元気な毎日を応援する食品のラインナップ拡大 

 

 
株式会社ハーバー研究所（所在地：東京都千代田区）は、2021 年 4 月 1 日（木）より低カロリージャムやエネル 

ギー補給食品など、食品のラインナップを拡大。健康志向が高まる中、多様なニーズにお応えしていくよう取り 

組んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社は 2021 年 3 月 30 日をもって、関連子会社の株式会社 H プラス B ライフサイエンスを吸収合併。半世紀 

の長きにわたり、低カロリー甘味料「マービー」をはじめ、多くの医療機関や高齢者施設などで取扱われてきた 

食品を、当社の通信販売や直営店（一部店舗、一部商品を除く）でも販売する事になりました。 

 

・低カロリー甘味料「マービー」スティックタイプ 1 品 

・低カロリージャム 8 味（全 12 品） 

・エネルギー補給食品 2 品 

・アスリート用エネルギー補給食品 1 品 

・特定保健用食品 1 品 

計 17 品の販売を開始。 

既に販売している 4 商品に加えると全 21 品のラインナップとなります。 

 

カロリーが気になるけれど甘さを楽しみたい、日常のお食事を楽しみながら手軽にケアしたい、効率的にエネ

ルギーを補給したいなど、元気な毎日を応援します。 

 

 

 

取扱い商品イメージ  

 

 News Release  

 
※「マービー」、「MARVIe」、「オリゴワン」は、登録商標です。  

 



 

 

【取扱い食品一覧】 

商品名 特徴 容量 価格（税込） 

オリゴワン ヨーグルトサワー 
便通の改善に役立つ特定保健用

食品飲料 
125mL×24 本 3,110 円 

オリゴワンボトル（オリゴ糖シロップ） 乳糖果糖オリゴ糖を配合した 

シロップ 

500ｇ 1,512 円 

オリゴワン分包（オリゴ糖シロップ） 40 包 972 円 

マービースティック（低カロリー甘味料） 植物由来の素材から作られた 

低カロリー甘味料 

スティック・粉末：砂糖に比べて 

カロリー50％カット 

液状：固形分換算で砂糖に比べて

カロリー45％カット 

60 スティック 712 円 

マービー液状（低カロリー甘味料） 620ｇ 918 円 

マービー粉末（低カロリー甘味料） 300ｇ 594 円 

ストロベリージャム 瓶（マービー低カロリーシリーズ） 

砂糖使用品と比べてカロリー30％

カット 

230ｇ 561 円 

マーマレード 瓶（マービー低カロリーシリーズ） 230ｇ 583 円 

ブルーベリージャム 瓶（マービー低カロリーシリーズ） 230ｇ 734 円 

りんごジャム 瓶（マービー低カロリーシリーズ） 230ｇ 561 円 

ストロベリージャム スティック（マービー低カロリーシリーズ） 

砂糖使用品と比べてカロリー35％

カット 

35 スティック 874 円 

マーマレード スティック（マービー低カロリーシリーズ） 35 スティック 874 円 

ブルーベリージャム スティック 

（マービー低カロリーシリーズ） 
35 スティック 1,004 円 

りんごジャム スティック（マービー低カロリーシリーズ） 35 スティック 907 円 

あんずジャム スティック（マービー低カロリーシリーズ） 35 スティック 907 円 

つぶあん スティック（マービー低カロリーシリーズ） 
砂糖使用品と比べてカロリー30％

カット 
20 スティック 1,069 円 

ピーナッツクリーム スティック（マービー低カロリーシリーズ） 
砂糖使用品と比べてカロリー25％

カット 

35 スティック 1,069 円 

チョコレートスプレッド スティック 

（マービー低カロリーシリーズ） 
35 スティック 1,069 円 

粉飴 顆粒（エネルギー補給用食品） 

エネルギー補給食品 

1kｇ  1,080 円 

粉飴 顆粒 分包 （エネルギー補給用食品） 40 包（520ｇ） 1,134 円 

アスリート専用粉飴 マルトデキストリン 

（エネルギー補給用食品） 

アスリートのためのエネルギー 

補給食品 
1kｇ  972 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

『オリゴワン ヨーグルトサワー』 1 本 125mL×24 本 3,110 円（税込） 
●原材料名：発酵乳（殺菌）（砂糖、ぶどう糖、脱脂粉乳）（国内製造）、乳果オリゴ糖シロップ、 

還元水飴／トレハロース、安定剤（ペクチン）、酸味料、香料 

※アレルギー物質 表示対象品目：乳成分 

●1 本（125ml)当たりの栄養成分：エネルギー65kcal、たんぱく質 0ｇ、脂質 0ｇ、炭水化物 17.9ｇ、 

食塩相当量 0.14ｇ、（関与成分）乳果オリゴ糖 3.0ｇ 

●摂取目安量：1 日当たり、1 本を目安にお召し上がりください。 

●許可表示：乳果オリゴ糖の働きにより、腸内のビフィズス菌を適正に増やしおなかの調子を 

良好に保ち、便通の改善に役立つ飲料です。 

●商品特徴： 

1.特定保健用食品の許可を取得した飲料。 

2.便通の改善に役立つ。 

3 乳果オリゴ糖を配合。 

4.ビフィズス菌を適正に増やしておなかの調子を良好に保つ。 

5.さわやかなヨーグルト風味で毎日飽きずに飲み続けられるおいしさ。 

 

 

 

～「オリゴワン®ヨーグルトサワー」の乳果オリゴ糖パワーとは～ 
 

 

◆乳果オリゴ糖はしっかり腸に届く。 

胃や小腸で分解されにくく、大腸までそのまま届く乳果オリゴ糖。 
 

 

◆乳果オリゴ糖は腸内ビフィズス菌を増やす。 

 「オリゴワン®」に使われている乳果オリゴ糖は、もともと腸内に棲んでいる 

ビフィズス菌のエサになって腸内のビフィズス菌を増やし、お腹の調子を 

整えます。 
 

 

◆乳果オリゴ糖はおなかにやさしいから老人ホームや病院でも採用。 

乳果オリゴ糖のパワーはとても穏やかで、体に優しく少量で成果を出す 

ことで知られています。 

便通にお悩みを持つ多くの皆さまに、ご利用いただいており、その手軽さ 

とおいしさで、ご好評いただいています。 

 

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

『オリゴワンボトル（オリゴ糖シロップ）』 500ｇ 1,512 円（税込） 
●100ｇ当たりの栄養成分：エネルギー195kcal、たんぱく質 0g、脂質 0g、炭水化物 73g、食塩相当量 0ｇ、 

ラクトスクロース 46.0g 

●摂取目安量：1 日当たり 7ｇ（小さじ 1 杯）を目安にお召し上がりください。 

 

『オリゴワン分包（オリゴ糖シロップ）』 280g（7ｇ×40 包） 972 円（税込） 
●1 包(7ｇ)当たりの栄養成分：エネルギー14kcal、たんぱく質 0g、脂質 0g、炭水化物 5g、食塩相当量 0ｇ、 

ラクトスクロース 3.2g 

●摂取目安量：1 日当たり 7ｇ（1 包）を目安にお召し上がりください。 

 

『オリゴワン（オリゴ糖シロップ）』共通商品特徴 
●原材料名：乳糖果糖オリゴ糖（国内製造）／クエン酸ナトリウム、クエン酸 

●商品特徴： 

1.乳糖果糖オリゴ糖を配合したシロップ。 

2.固形分換算で砂糖に比べてカロリー30％カット。（※固形分換算） 

3.甘さは砂糖の約半分。 

4.甘さ控えめで熱にも強いので、いろいろな料理や飲み物、お菓子作りにご使用いただけます。 

 

 

 

 
【ご注意】 飲みすぎ、あるいは体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。 

商品概要 

※イメージ 

食生活は、 
主食、主菜、副菜を基本に、 

食事のバランスを。 



 
 

『マービー®』シリーズ共通商品特徴 
 

1.安心な甘味料です。 

マービーは、トウモロコシなどのでんぷんが原料で、 

アセスルファムＫ、サッカリン、砂糖は一切使用して 

いません。（※1） 多くの医療機関などで半世紀使用 

されています。 
※1 『マービースティック』は食品添加物の甘味料（スクラロース）配合 

 

 

2.カロリーは砂糖やブドウ糖の約 1/2  

マービーで使われている還元麦芽糖は、でんぷん 

から作られる低カロリーの糖質。カロリーは砂糖や 

ブドウ糖に比べ 45～50％カットです。（※2）  

※2 『マービー液状』は固形分換算で砂糖に比べて 45％カット、 

「マービー粉末』『マービースティック』は 50％カット 

 

 

3.砂糖と同じ感覚で様々な料理に安心して使えます。 

熱や酸にも安定しており加熱しても焦げにくく、苦味 

が出ないので素材の風味を損なうこともありません。 

砂糖と同じ様に使うことで、様々な料理に手軽に使 

用できます。 

 

 

 

『マービースティック（低カロリー甘味料）』 78g（1.3ｇ×60 スティック） 712 円（税込） 
●原材料名：還元麦芽糖(フランス製造)／甘味料（スクラロース） 
●1 スティック（1.3ｇ）当たりの栄養成分：エネルギー2.6kcal、たんぱく質 0ｇ、脂質 0ｇ、炭水化物 1.3ｇ、 

食塩相当量 0g、カリウム 0mg、リン 0mg 

●商品特徴：砂糖に比べてカロリー50％カット 

●使用方法：飲み物などに砂糖の代わりにお使いください。 

※スティック 1 本（1.3g）は、砂糖 4g と同じ甘さです。 

 

 

 

 

『マービー液状（低カロリー甘味料）』 620ｇ 918 円（税込） 
●原材料名：還元麦芽糖水飴(国内製造) 

●100ｇ当たりの栄養成分：エネルギー165kcal、たんぱく質 0ｇ、 脂質 0ｇ、炭水化物 75ｇ(糖類 0ｇ)、 

食塩相当量 0g、カリウム 0mg、リン 0mg 

●商品特徴：固形分換算で砂糖に比べてカロリー45％カット 

●使用方法：砂糖と同じ感覚で料理や飲み物、お菓子作りなどに砂糖の代わりにお使いください。 

液状タイプなので冷たいものにもお使いいただけます。 

 

 

 

 

『マービー粉末（低カロリー甘味料）』 300ｇ 594 円（税込） 
●原材料名：還元麦芽糖(フランス製造) 

●100ｇ当たりの栄養成分：エネルギー200kcal、たんぱく質 0ｇ、脂質 0ｇ、炭水化物 100ｇ(糖類 0ｇ)、 

食塩相当量 0g、カリウム 0mg、リン 0mg 

●商品特徴：砂糖に比べてカロリー50％カット 

●使用方法：砂糖と同じ感覚で使える便利な粉末タイプ。 

料理や飲み物、お菓子作りなど幅広く砂糖の 代わりにお使いください。 

 

 

【ご注意】一度に多量に摂ると、体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。その場合は量を減らしてご使用ください。 

 

商品概要 



 
 

 

『ストロベリージャム スティック（マービー低カロリーシリーズ）』  

455g（13ｇ×35 スティック）  874 円（税込） 
●原材料名：還元麦芽糖水飴(国内製造)、いちご／酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、酸化防止剤(V.C)  

●1 スティック(13ｇ)当たりの栄養成分： エネルギー20kcal、たんぱく質 0ｇ、脂質 0ｇ、 

炭水化物 8.6ｇ(糖類 0.2g)、食塩相当量 0.001g 

●商品特徴：いちご本来の味と香りを活かしつつ、なめらかに仕上げました。 

砂糖使用品と比べてカロリー35％カット 
 

『ストロベリージャム 瓶（マービー低カロリーシリーズ）』  

230g 561 円（税込） 
●原材料名：還元麦芽糖水飴(国内製造)、いちご、デンプン、食用植物油脂／酸味料、 

ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、クエン酸 Ca  

●20ｇ当たりの栄養成分：エネルギー31kcal、たんぱく質 0.1ｇ、脂質 0ｇ、炭水化物 11.8ｇ(糖類 0.5g)、 

食塩相当量 0～0.01g 

●商品特徴：いちご本来の味と香りを活かしつつ、果肉感を残して仕上げました。糖度 60 度。 

砂糖使用品と比べてカロリー30％カット 
   

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

『マーマレード スティック（マービー低カロリーシリーズ）』  
455g（13ｇ×35 スティック）  874 円（税込） 

●原材料名：還元麦芽糖水飴(国内製造)、果実（オレンジ、みかん、夏みかん）／酸味料、 

ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、pH 調整剤 

※アレルギー物質 表示対象品目： オレンジ 

●1 スティック(13ｇ)当たりの栄養成分：エネルギー20kcal、たんぱく質 0ｇ、脂質 0ｇ、 

炭水化物 8.8ｇ(糖類 0.2g)、食塩相当量 0.001g 

●商品特徴：さわやかな柑橘類の香りとほろ苦さを活かしつつ、なめらかに仕上げました。 

砂糖使用品と比べてカロリー35％カット 
 

『マーマレード 瓶（マービー低カロリーシリーズ）』 
230g 583 円（税込）  

●原材料名：還元麦芽糖水飴(国内製造)、果実（オレンジ、夏みかん、うんしゅうみかん）、濃縮オレンジ果汁、 

デンプン／酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、クエン酸 Ca 

※アレルギー物質 表示対象品目： オレンジ 

●20ｇ当たりの栄養成分：エネルギー31kcal、たんぱく質 0.1ｇ、脂質 0ｇ、炭水化物 11.9ｇ(糖類 0.3g)、 

食塩相当量 0～0.02g 

●商品特徴：さわやかな柑橘類の香りとほろ苦さを活かしつつ、果肉感を残して仕上げました。糖度 60 度。 

砂糖使用品と比べてカロリー30％カット 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

『ブルーベリージャム スティック（マービー低カロリーシリーズ）』  
455g（13ｇ×35 スティック）  1,004 円（税込） 

●原材料名：還元麦芽糖水飴(国内製造)、ブルーベリー、洋酒／酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、香料 

●1 スティック（13ｇ)当たりの栄養成分：エネルギー20kcal、たんぱく質 0ｇ、脂質 0ｇ、 

炭水化物 8.3ｇ(糖類 0.6g)、食塩相当量 0.001g 

●商品特徴：濃厚で香り豊かなブルーベリーを使用。なめらかに仕上げました。 

砂糖使用品と比べてカロリー35％カット 
 

『ブルーベリージャム 瓶（マービー低カロリーシリーズ）』  
230g 734 円（税込） 

●原材料名：還元麦芽糖水飴(国内製造)、ブルーベリー、デンプン／酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、 

クエン酸 Ca 
●20ｇ当たりの栄養成分：エネルギー32kcal、たんぱく質 0ｇ、脂質 0ｇ、炭水化物 12.2ｇ(糖類 0.6g)、 

食塩相当量 0～0.02g 
●商品特徴：濃厚で香り豊かなブルーベリーを使用。果肉感を残して仕上げました。糖度 60 度。 

砂糖使用品と比べてカロリー30％カット 

 
 

【ご注意】一度に多量に摂ると、体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。その場合は量を減らしてご使用ください。 

 

商品概要 



 

 

『りんごジャム スティック（マービー低カロリーシリーズ）』  

455g（13ｇ×35 スティック）  907 円（税込） 
●原材料名：還元麦芽糖水飴(国内製造)、りんご、洋酒／酸味料、酸化防止剤(V.C)、乳酸 Ca、 

ゲル化剤 (増粘多糖類)、カラメル色素 

※アレルギー物質 表示対象品目： りんご 

●1 スティック(13ｇ)当たりの栄養成分： エネルギー20kcal、たんぱく質 0ｇ、脂質 0ｇ、 

炭水化物 8.6ｇ(糖類 0.2g)、食塩相当量 0.001g 

●商品特徴：芳醇なりんごの風味そのままのやさしい甘さ。なめらかに仕上げました。 

砂糖使用品と比べてカロリー35％カット 
 

『りんごジャム 瓶（マービー低カロリーシリーズ）』  

230g 561 円（税込） 
●原材料名：還元麦芽糖水飴(国内製造)、りんご、デンプン／酸味料、ゲル化剤 (増粘多糖類)、香料、 

クエン酸 Ca 

※アレルギー物質 表示対象品目： りんご  

●20ｇ当たりの栄養成分：エネルギー31kcal、たんぱく質 0ｇ、脂質 0ｇ、炭水化物 12.1ｇ(糖類 0.2g)、 

食塩相当量 0～0.02g 

●商品特徴：芳醇なりんごの風味そのままのやさしい甘さ。果肉感を残して仕上げました。糖度 60 度。 

砂糖使用品と比べてカロリー30％カット 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

『あんずジャム スティック（マービー低カロリーシリーズ）』  

455g（13ｇ×35 スティック）  907 円（税込） 
●原材料名：還元麦芽糖水飴(国内製造)、あんず／酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)  
●1 スティック(13ｇ)当たりの栄養成分：エネルギー20kcal、たんぱく質 0ｇ、脂質 0ｇ、 

炭水化物 8.6ｇ(糖類 0.2g)、食塩相当量 0g 

●商品特徴：どこか懐かしい、あんず特有の甘酸っぱさ。砂糖使用品と比べてカロリー35％カット 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

『つぶあん スティック（マービー低カロリーシリーズ）』  

440g（22ｇ×20 スティック）  1,069 円（税込） 
●原材料名：還元麦芽糖水飴(国内製造)、小豆水煮、小豆生餡、寒天、食塩／pH 調整剤 
●1 スティック(22ｇ)当たりの栄養成分：エネルギー40kcal、たんぱく質 0.8ｇ、脂質 0ｇ、 

炭水化物 15.2ｇ (糖類 0g)、食塩相当量 0.007～0.022g 

●商品特徴：厳選された小豆をふっくら炊き上げたつぶあん。砂糖使用品と比べてカロリー30％カット 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

『ピーナッツクリーム スティック（マービー低カロリーシリーズ）』   
350g（10ｇ×35 スティック）  1,069 円（税込） 

●原材料名：還元麦芽糖水飴(国内製造)、ピーナッツバター、無糖練乳、寒天、食塩／乳化剤（大豆由来）、 

増粘剤（加工澱粉）、香料  

※アレルギー物質 表示対象品目：乳成分・落花生・大豆 

●1 スティック（10ｇ)当たりの栄養成分：エネルギー20kcal、たんぱく質 0.2ｇ、脂質 0.5ｇ、 

炭水化物 6.4ｇ(糖類 0.1g)、食塩相当量 0.015～0.045g 

●商品特徴：炒りたてピーナッツの豊かな香り。砂糖使用品と比べてカロリー25％カット 
 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

『チョコレートスプレッド スティック（マービー低カロリーシリーズ）』   
350g（10ｇ×35 スティック）  1,069 円（税込） 

●原材料名：還元麦芽糖水飴(国内製造)、カカオマス、無糖練乳、ココアパウダー、ショートニング、寒天／ 

増粘剤（加工澱粉）、乳化剤（大豆由来）、香料  
※アレルギー物質 表示対象品目：乳成分・大豆 

●1 スティック（10ｇ)当たりの栄養成分：エネルギー20kcal、たんぱく質 0.2ｇ、脂質 0.5ｇ、 

炭水化物 6.3ｇ(糖類 0g)、食塩相当量 0.0015～0.0044g 

●商品特徴：コクの深いカカオの風味が広がる。砂糖使用品と比べてカロリー25％カット 

 

【ご注意】一度に多量に摂ると、体質・体調により、おなかがゆるくなることがあります。その場合は量を減らしてご使用ください。 
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『粉飴（エネルギー補給用食品）』共通商品特徴 
●原材料名：マルトデキストリン(フランス製造)  

●使用方法：料理や飲み物に溶かしてお使いください。 

●商品特徴： 

1.料理や飲み物に溶かして、手軽にエネルギー補給ができる食品。 

2.マルトデキストリンはトウモロコシのでんぷん（コーンスターチ）を主な原料とする糖質で、 

原材料のトウモロコシは非遺伝子組換え品を使用。 

3.たんぱく質を含まず、さらにミネラル（ナトリウム・カリウム・リン）をほとんど含んでいないの 

で、たんぱく質、脂質、ミネラルコントロールが必要な方やスポーツ中におすすめ。 

4.甘さが控えめなので一度に多くの量が摂りやすい。 

5.粘り気が少なく、風味を損なわないので様々な料理に幅広く使えます。 

 

『粉飴 顆粒（エネルギー補給用食品）』  
1kg （チャック袋） 1,080 円（税込）  
●100ｇ当たりの栄養成分：エネルギー384kcal、たんぱく質 0 g、脂質 0 g、炭水化物 96ｇ、 

食塩相当量 0g、カリウム 0～5mg、リン 0～5mg 

 

 

『粉飴 顆粒 分包（エネルギー補給用食品）』 
13ｇ×40 包 1,134 円（税込） 
●1 包（13ｇ）当たりの栄養成分：エネルギー50kcal、たんぱく質 0 g、脂質 0 g、炭水化物 12.5ｇ、 

食塩相当量 0g、カリウム 0～0.7mg、リン 0～0.7mg 

 

 

 

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 

『アスリート専用粉飴 マルトデキストリン（エネルギー補給用食品）』 
1kg  972 円（税込）  

●原材料名：マルトデキストリン(国内製造)  
●100ｇ当たりの栄養成分：エネルギー382kcal、たんぱく質 0g、脂質 0 g、 

炭水化物 95.5 g（糖質 95.5 g、食物繊維 0 g）、食塩相当量 0 g 

●使用方法：水に溶かしてお使いください。運動中、もしくは運動後の飲用をおすすめします。 

●商品特徴： 

1.エネルギー補給＆パフォーマンスアップを目指すアスリートのために厳選したマルトデキ 

ストリン（糖質）です。 

2.甘さ控えめ、ノンフレーバーなので、一度に多くの量が摂りやすい。 

3.国内製造のマルトデキストリン粉末。 

4.遺伝子組換え原料不使用。 

 
 

 

 

 

 

 

 □ お客様からのお問い合わせ先 
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ハーバー研究所 フリーダイヤル 0120-1 6
いつも
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ハーバー

0  www.haba.co.jp/ <ＳＮＳ公式アカウントで情報発信中！> 


