
 

 

 

 

	 

	 	 

	 

	 

サンスター株式会社（本社：大阪府高槻市、代表取締役社長	 吉岡貴司）は、同社の社員向け	 	 	 	 

福利厚生施設『心身健康道場』の理念を元に生まれた健康食品シリーズ「健康道場」から、糖を気に

する方に向けて、糖類ゼロ、カロリー・脂質とも一般的なチョコレートより 1/4 カット*1 した	 	 	 	 	 

「健康道場	 ＜うまくつきあう 80kcal ショコラ＞」を 2015 年 7 月 26 日（日）より通信販売にて	 	 	 

新発売します。	 

	 健康道場ならではの発想で、乳製品・砂糖を一切使用していませんが、ビターな味わいと	 	 	 	 	 

大豆クランチの楽しい食感で十分な食べごたえを実現しました。また、豊富に含まれる食物繊維	 	 	 

（バナナ 5.5 本分）が食後の満足感を高めます。	 
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健康道場	 ＜うまくつきあう 80kcal ショコラ＞	 

糖を気にする方に！糖類ゼロで 1 箱(4 本)食べても 80kcal(1 単位)、 

間食をうまくコントロールできる 

「健康道場	 ＜うまくつきあう 80kcal ショコラ＞」新発売	 

*1日本食品標準成分表 2010	 ミルクチョコレートと比較	 



【開発背景】	 

	 サンスターは、「常に人々の健康の増進と生活文化の向上に奉仕する」という社是の下、さまざま

な健康関連事業を展開しています。1985 年には、社員の福利厚生施設として「心身健康道場」を設立。	 

以来、社員に対して食事・身体・心を柱とした健康法で食生活等の生活習慣の乱れやゆがみに気づき

を与え、健康バランスを取り戻すための支援を行ってきました。	 

	 「心身健康道場」の理念を元に生まれた健康食品シリーズ「健康道場」から、糖類ゼロで、糖を気

にする方でも健康的に食べられる間食として「健康道場	 ＜うまくつきあう 80kcal ショコラ＞」を

2015 年 7 月 26 日（日）より通信販売にて新発売します。	 

健康道場ならではの発想で、乳製品・砂糖を一切使用していませんが、ビターな味わいと	 	 	 	 	 

大豆クランチの楽しい食感で十分な食べごたえを実現しました。また、豊富に含まれる食物繊維	 	 	 

（バナナ 5.5 本分）が食後の満足感を高めます。糖類ゼロなので、糖を気にする方、一般的な	 	 	 	 	 

チョコレートよりカロリー・脂質とも 1/4＊1カットしているので、スタイルを気にする方、カロリー	 	 

コントロールをしている方にお勧めの 80kcal（1 単位）のショコラです。	 

	 サンスターでは、これからも、健康バランスを取り戻すための商品、また食事・身体・心を柱とし

た健康法を体験していただくサービスのご提供を通じて、人々の健康の増進と生活文化の向上に奉仕

してまいります。	 

 
 
健康道場	 ＜うまくつきあう 80kcal ショコラ＞	 ＜新発売＞	 

	   
【商品特長】	 

①	 糖類ゼロ	 

②	 カロリー・脂質 1/4※1カット	 

③	 乳成分、砂糖は一切不使用	 

④	 1 箱あたり 4 本あたり、食物繊維 4.3g（バナナ 5.5 本分）と豊富	 

⑤	 健康成分として注目されているオリーブ葉エキスとブロッコリースプラウトエキス配合	 

	 

【栄養成分】	 

	 1 箱 4 本あたり	 エネルギー	 80kcal（1 単位）	 食物繊維	 4.3g	 

	 

【発売日】	 

	 2015 年 7 月 26 日（日）	 

	 

【商品仕様】	 

	 

	 

商品名	 容量	 規格	 
希望小売価格	 

（税抜）	 

希望小売価格	 

（税込）	 

健康道場	 ＜うまくつきあう	 	 

80kcal ショコラ＞	 
20g(4 本入)	 10 箱	 2,700 円	 2,916 円	 

＊1日本食品標準成分表 2010	 ミルクチョコレートと比較	 



【通信販売	 販売概要】	 

	 

• 電話	 フリーダイヤル	 ０１２０−８３１
や さ い

−１８１
い っ ぱ い

	 	 

	 	 	 受付時間	 9：00〜16：00（平日のみ）	 

• FAX	 フリーダイヤル	 ０１２０−２８０−８９３	 	 

	 	 	 受付時間	 24 時間	 

• インターネット	 http://www.sunstar-tuhan.com	 

• ハガキ	 〒567-8790	 郵便事業株式会社	 茨木郵便局	 私書箱 13 号	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 「サンスター株式会社	 通信販売	 お客様センター宛」	 

	 

サンスター「健康道場」	 

サンスターでは、人が本来持っている健康になろうとするチカラ、「自然治癒力」を高める	 

ために、食事・身体・心のバランスを整えることが重要と考えています。	 

この考え方を実践するのが「サンスター心身健康道場」であり、ここから生まれたのが	 

「サンスター健康道場」シリーズです。	 

（URL：http://www.kenkodojo.com）	 

	 

	 

＜お客様からの商品のお問い合わせ先＞ 

      サンスター通信販売            TEL：0120-831
や さ い

-181
いっぱい

 （平日 9：00〜16：00） 

 
＜本件に関するマスコミからのお問い合わせ先＞	 

	 	 	 	 サンスター株式会社	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 広報部（東京）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 TEL：03-5441-1423	 FAX：03-5441-8774	 

	 	 	 	 広報部（大阪）	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 TEL：072-682-6212	 FAX：072-682-7917	 

	 

	 

サンスター通信販売 


