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よつ葉乳業株式会社（代表取締役社長 有田 真）は、北海道産乳原料を配合したクリー

ミーで香り高い本格的な味わいのよつ葉初のカップ入り乳飲料を発売致します。さらには

現在ご好評いただいております北海道ヨーグルトシリーズに期間限定の新フレーバーを、

パンにぬって楽しむチーズペーストには新たに 2 つのフレーバーを追加するなど、既存商

品においてもラインナップの充実と利便性の向上を図ります。 

以下に概要をお知らせします。 

記  

≪新商品≫  

（１）クリーム仕立て  よつ葉  カフェオレ・ほうじ茶オレ  

香り高いコーヒーやほうじ茶にベストマッチする良質な北海道乳原料を組み合わ

せた、クリーミーで香り高い本格的な味わいのよつ葉初のカップ入り乳飲料で

す。香料や乳化剤を使用せず、素材本来の香りやおいしさを生かしながら、北海

道産のクリームをたっぷり使用することで、豊かなミルク感を実現しました。 

商品名 
クリーム仕立て 

よつ葉 カフェオレ 

クリーム仕立て 

よつ葉 ほうじ茶オレ 

   

種類別名称 乳飲料 

内容量 200ml 

原材料名 
脱脂濃縮乳（北海道製造）、クリーム、液糖

（砂糖、水）、コーヒー  

脱脂濃縮乳（北海道製造）、クリーム、液糖

（砂糖、水）、ほうじ茶  

保存方法 要冷蔵 

賞味期限 120 日間（製造日を除く） 

希望小売価格 162 円（本体価格 150 円） 

発売日 2021 年 4 月 1 日（木） 

商品特長 

●ミルクたっぷりで香り高い本格的な味わいの乳飲料です 

●香料や乳化剤は使用せず、素材本来の香りやおいしさを味わえます  

●北海道産乳原料を 100％使用（乳原料に占める割合）しています 
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（２）北海道  濃厚ヨーグルト  はちみつ＆レモンピール  

北海道  のむヨーグルト  はちみつ＆レモンピール  

ご好評頂いております「北海道濃厚ヨーグルト」「北海道のむヨーグルト」には

ちみつ＆レモンピールを期間限定フレーバーとして採用しました。香料を使用せ

ず果実の自然なおいしさをお楽しみいただけるヨーグルトシリーズです。 

さらに「北海道のむヨーグルト」ではハンディ紙ボトル容器のキャップをワンス

テップ化し、開封時の簡便化や液はねの抑制など利便性の向上を図りました。 

 

商品名 
北海道 濃厚ヨーグルト 

はちみつ＆レモンピール 

北海道 のむヨーグルト 

はちみつ＆レモンピール 

   

種類別名称 発酵乳 

内容量 80g 250g 

原材料名 

脱脂濃縮乳（北海道製造）、フルーツソー

ス（レモン果皮、砂糖、はちみつ、濃縮レ

モン果汁）、クリーム（北海道製造）、砂糖

／増粘剤（ペクチン）  

脱脂濃縮乳（北海道製造）、フルーツソー

ス（レモン果皮、砂糖、はちみつ、濃縮レ

モン果汁）、砂糖、クリーム（北海道製造）

／増粘剤（ペクチン）  

保存方法 要冷蔵 

賞味期限 21 日間（製造日を除く） 

希望小売価格 159 円（本体価格 148 円） 172 円（本体価格 160 円） 

発売日 2021 年 4 月 1 日（木） 

商品特長 

●春から夏にかけて暖かい季節にぴったりな「レモンとはちみつ」を使用し

ました 

●香料を使用せず、自然な味わいをお楽しみいただけます  

●北海道産乳原料を 100％（乳原料に占める割合）使用しています 

※はちみつを使用していますので、 1 歳未満の乳児には与えないでください  
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「北海道のむヨーグルト」シリーズのラインナップ 

商品名 

北海道 のむヨーグルト 
北海道 のむヨーグルト ＋

プラス

 

ミルクプロテイン 

やさしい甘さ  ベリーミックス 
はちみつ＆ 

レモンピール 
甘さひかえめ 砂糖不使用 

      

内蓋無しの

ワンステッ

プキャップ 

         （従来）             （新） 
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（３）北海道十勝 100 パンにぬって楽しむチーズペースト≪トマト＆バジル≫  

北海道十勝 100 パンにぬって楽しむチーズペースト ≪マスタード≫  

ご好評頂いております「パンにぬって楽しむチーズペースト」に 2 つのフレーバ

ーを追加します。自宅でおしゃれなカフェで食べているような贅沢感を手軽に味

わえる、こだわりのチーズに合うフレーバーです。ゆっくり楽しむのはもちろ

ん、忙しい朝にもご利用ください。 

 

商品名 

北海道十勝 100 

パンにぬって楽しむチーズペースト 

≪トマト＆バジル≫ 

北海道十勝 100 

パンにぬって楽しむチーズペースト 

≪マスタード≫ 

   

種類別名称 チーズフード 

内容量 100g 

原材料名 

ナチュラルチーズ（北海道十勝製造）、オ

ニオンソテー（大豆を含む）、ドライトマ

トエキス、バター（北海道十勝製造）、ト

マトパウダー、食塩／乳化剤、着色料（パ

プリカ粉末）、調味料（アミノ酸等）、酸味

料、香辛料  

ナチュラルチーズ（北海道十勝製造）、マス

タード（小麦・大豆・豚肉・りんごを含む）、

バター（北海道十勝製造）、醸造酢／乳化

剤、調味料（アミノ酸等）、香辛料  

保存方法 要冷蔵 

賞味期限 180 日間（製造日を除く） 

希望小売価格 302 円（本体価格 280 円） 

発売日 2021 年 4 月 1 日（木） 

商品特長 

●こだわりのチーズに本格的なトマ

トソースとバジルを載せたような

贅沢感を味わえます 

●冷蔵庫から出した瞬間から「ス

ッ」とパンにぬることができます  

●北海道産乳原料を 100％（乳原料に占

める割合）使用しています 

●こだわりのチーズに本格的なマス

タードを載せたような贅沢感を味

わえます 

●冷蔵庫から出した瞬間から「ス

ッ」とパンにぬることができます 

●北海道産乳原料を 100％（乳原料に占

める割合）使用しています  
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≪リニューアル≫  

（１）北海道スキムミルク  

「一度開封すると長期保存時に固まる」といったお客様のお声に応え、内容量を

早めに使い切れるサイズの 150g に変更（従来 200g）しました。さらにはパッケ

ージの裏面に専用のレシピサイトにアクセスできる QR コードを掲載し、スキムミ

ルクを使用した様々なレシピ情報を入手できるようになりました。 

 

商品名 北海道スキムミルク 

  

種類別名称 脱脂粉乳 

内容量 150g 

原材料名 生乳（北海道産） 

保存方法 高温、多湿、直射日光を避け、常温で保存  

賞味期限 365 日間（製造日を除く） 

希望小売価格 270 円（本体価格 250 円） 

発売日 2021 年 3 月 1 日（月） 

商品特長 

●お料理に加えることで「カルシウム」や「たんぱく質」などの不足

しがちな栄養素を簡単に補えます 

●北海道産の良質な生乳を 100％使用しています 

●保存に便利なジッパー付きです  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

≪専用レシピサイト≫ 
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（２）生乳仕立て  よつ葉カフェオレ  

生乳使用率を 60％にアップ（従来品 50％）し、良質な北海道十勝産生乳をたっぷ

り味わえるカフェオレに仕上げました。また、パッケージも「特選よつ葉」シリ

ーズのデザインに合わせ、イメージを統一致しました。 

 

商品名 生乳仕立て よつ葉カフェオレ 

  

種類別名称 乳飲料 

内容量 200ml / 500ml / 1000ml 

原材料名 生乳（50％以上※）（北海道産）、砂糖、乳製品、コーヒー  

保存方法 要冷蔵（10℃以下） 

賞味期限 14 日間（製造日を除く） 

希望小売価格 

200ml  112 円（本体価格 104 円） 

500ml  182 円（本体価格 169 円） 

1000ml  294 円（本体価格 273 円） 

発売日 2021 年 4 月 1 日（木） 

商品特長 

●北海道十勝産の産地指定生乳を 60％使用し、良質な生乳がたっぷ

り味わえます 

●香料・乳化剤・着色料は使用せず、生乳本来の自然なおいしさが

味わえます 

●北海道十勝産の生乳、北海道産の砂糖・乳製品、ブラジル産コー

ヒーとこだわりの素材を使用しています  

    ※本商品は生乳を 60％使用していますが、「飲用乳の表示に関する公正競争規約及び同施行規則」により、

原材料名表示においては「生乳 (50％以上）」と表示しております。  
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（３）キャップ付き牛乳類のラインナップ拡充  

使いやすさでご支持頂いているキャップ付き牛乳に、小型容器（500ｍｌタイプ）

と成分無調整牛乳をラインナップに加え、さらなる利便性の向上を図ります。 

 

商品名 
特選 

よつ葉牛乳 

特選 

よつ葉 4.0 牛乳 

生産者指定 

よつ葉牛乳 

特選 

よつ葉低脂肪牛乳 

     

種類別名称 牛乳 低脂肪牛乳 

内容量 500ml 1000ml/500ml 

原材料名 生乳 100％（北海道産） 

保存方法 要冷蔵（10℃以下） 

賞味期限 14 日間（製造日を除く） 

希望小売価格 

186 円 

（本体価格 

173 円） 

189 円 

（本体価格 

175 円） 

189 円 

（本体価格 

175 円） 

【道内】 

248 円（本体価格 230 円） / 

162 円（本体価格 150 円） 

【道外】 

270 円（本体価格 250 円） / 

172 円（本体価格 160 円） 

発売日 2021 年 4 月 1 日（木） 

商品特長 
●北海道十勝の大自然が育んだ生乳のみを使用し、十勝の工場で殺菌・

パックしています 

 

 

以 上  

 

 


