
2022年春季 新商品・リニューアル商品発売のお知らせ
【原料にこだわったプレミアムアイスが装いも新たに登場！】

よつ葉乳業株式会社（代表取締役社長 有田 真）は、2022年4月1日（金）より「北海
道アイスクリームシリーズ」をリニューアルします。乳原料はもちろん100％北海道産。
素材のもつおいしさを大切にしたプレミアムアイスです。フレーバーには新たに「抹
茶」と「ローストピスタチオ＆ラズベリー」が仲間入りします。

このほかにも、まるでデザートのようなヨーグルト「北海道バターミルクヨーグルト
シリーズ」にドリンクタイプが新登場。「北海道のむヨーグルト、濃厚ヨーグルトシ
リーズ」の期間限定フレーバーには春夏に人気の「パイナップル」を採用しました。さ
らには乳飲料の「よつ葉カフェオレ」に使用しているコーヒー原料をカフェインレスに
変更し、カフェインが気になる方へのニーズにお応えします。

以下に概要をお知らせします。

記

（１）北海道 アイスクリーム シリーズ（新発売・リニューアル）

乳原料は100％北海道産を使用し、食品添加物を極力使わず素材のもつおいしさを大切
にしたプレミアムアイスに、「抹茶」と洋菓子のようなデザートをイメージした、ドル
チェシリーズの「ローストピスタチオ＆ラズベリー」が仲間入りしました。また、既存フ
レーバーも素材が濃厚に感じられる味わいにリニューアル。さらには素材の繊細な風味を
生かすため、多くのパティシエやシェフに愛用されている卵を使用しました。

パッケージもミルクを表現したデザインにリニューアルし、素材へのこだわりをイメー
ジさせるよう高品質感を強調しています。また、よりたくさんおいしさをお楽しみ頂ける
よう、価格はそのままに容量を現行品よりも10％以上増量しました。

ニュースリリース
２０２２年３月３０日



ニュースリリース
２０２２年３月３０日

商品名

北海道アイスクリーム
シングルシリーズ

北海道アイスクリーム
Dolce（ドルチェ）シリーズ

バニラ あずき 抹茶
あまおう苺の
ﾚｱﾁｰｽﾞｹｰｷ

ﾛｰｽﾄﾋﾟｽﾀﾁｵ＆
ﾗｽﾞﾍﾞﾘｰ

種類別名称 アイスクリーム

内容量 114ｍｌ（あずきのみ100ｍｌ）

原材料名

クリーム（北海
道製造）、脱脂
濃縮乳（北海道
製造）、砂糖、
卵黄（卵を含
む）／バニラ香
料

クリーム（北海道
製造）、脱脂濃縮
乳（北海道製造）、
こしあん、小豆甘
納豆、砂糖、水あ
め、卵黄（卵を含
む）

クリーム（北海
道製造）、脱脂
濃縮乳（北海道
製造）、砂糖、
水あめ、卵黄
（卵を含む）、
加糖練乳（北海
道製造）、脱脂
粉乳（北海道製
造）、ナチュラ
ルチーズ（北海
道製造）、抹茶
／酸味料

脱脂濃縮乳（北海道
製造）、ナチュラル
チーズ（北海道製
造）、苺ソース、砂
糖、クリーム（北海
道製造）、卵黄（卵
を含む）、バターミ
ルクパウダー（北海
道製造）、食塩／増
粘多糖類、酸味料

脱脂濃縮乳（北海道
製造）、クリーム
（北海道製造）、砂
糖、ピスタチオペー
スト（アーモンドを
含む）、ラズベリー
ソース（ラズベリー、
イソマルトオリゴ糖
水あめ、砂糖、麦芽
糖、洋酒）、卵黄
（卵を含む）、食塩
／増粘多糖類、酸味
料

保存方法 要冷凍（－18℃以下）

希望
小売価格

302円（本体価格280円）

発売日 2022年4月1日（金）

商品特長
●乳原料は100％北海道産を使用
●素材のもつおいしさを大切にしたプレミアムアイスです
●価格はそのままに、内容量を増やしリニューアル



（２）よつ葉 至福のミルク マルチパック（新発売）

北海道産乳原料のおいしさを生かした、ホワイトチョコとミルクアイス、ミルクソー
ス（十勝産マスカルポーネ使用）との絶妙なバランスが好評の「よつ葉 至福のミル
ク」にマルチパックがラインナップ。ファミリーユースにマッチした5本入りです。

ニュースリリース
２０２２年３月３０日

商品名 至福のミルク 45ml×5本

種類別名称 アイスクリーム

内容量 45ml×5本

原材料名

チョコレートコーチング（植物油脂、砂糖、全粉乳（北海道製造）、ココアバター）（国内
製造）、牛乳（北海道製造）、クリーム（北海道製造）、ミルクソース（還元水あめ、ナ
チュラルチーズ（北海道十勝製造）、砂糖、クリーム（北海道製造）、寒天）、砂糖、脱脂
粉乳（北海道製造）、水あめ、食塩／乳化剤（大豆由来）、安定剤（増粘多糖類、セルロー
ス、寒天）、増粘多糖類、酸味料

保存方法 要冷凍（－18℃以下）

希望小売価格 486円（本体価格450円）

発売日 2022年4月1日（金）

商品特長

●乳原料は100％北海道産を使用、着色料や香料は不使用です
●ホワイトチョコ､ミルクアイス､ミルクソースの3層仕立てで、北海
道産ミルクのおいしさを存分にお楽しみいただけます

●ファミリーなどにもピッタリな5本入りです



（３）北海道 バターミルクヨーグルトシリーズ（新発売・リニューアル）

まるでデザートのようなヨーグルトとしてご好評いただいている、北海道バターミル
クヨーグルトシリーズに“ドリンクタイプ”が新登場。ヨーグルトのコクとバターミル
ク※のミルク感がベストマッチした、酸味が少ないミルキーな味わいのヨーグルトです。
これに合わせて、食べるタイプのカップヨーグルトも、バターミルクがとけこむ様子を
イメージしたパッケージにリニューアルしました。
※バターミルクとは…バターをつくる時に生じる液体で、バターとは異なり脂肪分がほとんど含まれていません

ニュースリリース
２０２２年３月３０日

商品名
北海道のむ

バターミルクヨーグルト
北海道

バターミルクヨーグルト

北海道
バターミルクヨーグルト

レアチーズ仕立て

種類別名称 発酵乳

内容量 250g 100g 100g

原材料名

脱脂濃縮乳（北海道製造）、濃
縮バターミルク（北海道製造）、
クリーム（北海道製造）、砂糖

脱脂濃縮乳（北海道製造）、
濃縮バターミルク（北海道製
造）、クリーム（北海道製
造）、砂糖

脱脂濃縮乳（北海道製造）、
チーズソース（砂糖、ナチュ
ラルチーズ（北海道製造）、
濃縮レモン果汁、洋酒）、 濃
縮バターミルク（北海道製
造）、クリーム（北海道製
造）、砂糖／増粘多糖類、乳
化剤、pH調整剤

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

162円
（本体価格150円）

127円
（本体価格118円）

127円
（本体価格118円）

発売日 2022年4月1日（金）

商品特長

●乳原料は100％北海道産を使用
●バターミルクのやさしい甘みをいかした、まるでデザートのような
ヨーグルトです

●酸味が少なく、ミルキーな味わいをお楽しみいただけます



（４）北海道のむヨーグルト 朝のミルクたんぱく（リニューアル）

おいしさとプロテイン（たんぱく質）の機能性訴求でご好評いただいておりました
「北海道のむヨーグルト＋ミルクプロテイン」のデザインをリニューアル。忙しい朝で
も“おいしく手軽にたんぱく質が取れる“ことをコンセプトに、お客様の健康な食生活
をアシストします。

ニュースリリース
２０２２年３月３０日

商品名
北海道のむヨーグルト 朝のミルクたんぱく

甘さひかえめ 砂糖不使用

種類別名称 発酵乳

内容量 250g

原材料名

脱脂濃縮乳（北海道製造）、液糖
（砂糖、水）、クリーム（北海道
製造）

脱脂濃縮乳（北海道製造）、ク
リーム（北海道製造）

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 213円（本体価格198円）

発売日 2022年4月1日（金）

商品特長

●乳原料は100％北海道産を使用
●ヨーグルトをぎゅっと濃縮し、ミルクたんぱく質を高めました
●忙しい朝にもおいしく手軽にたんぱく質が取れる、ドリンクタイプの
ヨーグルトです



（５）北海道のむヨーグルト・濃厚ヨーグルトシリーズ（期間限定発売・リニューアル）

北海道ヨーグルトシリーズに春夏人気のパイナップルを期間限定フレーバーとしてラインナッ
プ。パイナップルの清涼感が暑い季節にぴったりです。また、人気のベリーミックスは、フルー
ツソース中のいちご果肉を増量しました。パッケージも赤を強調した華やかなデザインにリ
ニューアル。

ニュースリリース
２０２２年３月３０日

商品名
北海道のむヨーグルト 北海道濃厚ヨーグルト

ベリーミックス パイナップル ベリーミックス パイナップル

種類別名称 発酵乳

内容量 250g 80g

原材料名

脱脂濃縮乳（北海道
製造）、ベリーミッ
クスソース（いちご、
砂糖、ラズベリー
ピューレー、濃縮い
ちご果汁、濃縮レモ
ン果汁、ブルーベ
リー）、砂糖、ク
リーム（北海道製
造）／増粘剤（ペク
チン）

脱脂濃縮乳（北海道製
造）、パイナップル
ソース（パイナップル
果肉、砂糖、パイナッ
プルピューレー、濃縮
パイナップル果汁）、
砂糖、クリーム（北海
道製造）／増粘剤（ペ
クチン）

脱脂濃縮乳（北海道製
造）、ベリーミックス
ソース（いちご、砂糖、
ラズベリーピューレー、
濃縮いちご果汁、濃縮
レモン果汁、ブルーベ
リー）、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）、パイナップル
ソース（パイナップル
果肉、砂糖、パイナッ
プルピューレー、濃縮
パイナップル果汁）、
クリーム（北海道製
造）、砂糖／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

172円（本体価格160円） 159円（本体価格148円）

発売日 2022年4月1日（金）

商品特長
●乳原料は100％北海道産を使用
●期間限定フレーバーに春夏に人気のパイナップルを採用しました
●香料を使用せず、自然な味わいをお楽しみ頂けます



（６）カフェインレス よつ葉カフェオレ（リニューアル）

北海道十勝産生乳をたっぷり60％使用（製品に占める割合）した、ミルクのおいしさが
楽しめるコーヒー乳飲料「生乳仕立てよつ葉カフェオレ」がカフェインレスにリニューア
ル。これまでご愛顧いただいている方はもちろん、就寝前やお子様、妊娠中の方などカ
フェインが気になる方でもお楽しみいただけます。

以 上

ニュースリリース
２０２２年３月３０日

商品名 カフェインレス よつ葉カフェオレ

種類別名称 乳飲料

内容量 1000ml / 500ml / 200ml 

原材料名 生乳（50%以上）（北海道産）、砂糖、乳製品、カフェインレスコーヒー

保存方法 要冷蔵

賞味期限 14日間（製造日を除く）

希望小売価格
294円（本体価格273円）/ 
182円（本体価格169円）/
112円（本体価格104円）

発売日 2022年4月1日（金）

商品特長
●北海道十勝産生乳をたっぷり60％使用（製品に占める割合）
●香料、乳化剤、着色料は不使用です
●カフェインレスなので就寝前やお子様にもお楽しみいただけます


