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全国2,960店舗＊のエステティックサロンにコスメを供給しているドクターリセラ株式会社（本社:大阪市東淀川区、代表取締役社長:奥迫哲
也）では、2013年より、オーガニックフードや糖質制限フード・スイーツを展開、2015年からは“内面からの美容と健康にこだわり抜いたレストラン”
「リセラ リナーシェ」を展開、安全で美味しく、身体に優しい食品を通じて美と健康をお届けしています。
そして、2017年8月からは、ナグモクリニック総院長・南雲吉則ドクターが監修する“病気は「治療」から「予防」の時代へ！今日食べたもので明日
の健康は作られる”「命の食事弁当」（低糖質弁当・冷凍）を発売、2018年には南雲ドクター監修による「おせち」を発売。昨年に続き、低糖質
でありながら、おいしさを極限まで追求した糖質合計18.9ｇの「極の低糖質 命のおせち」と糖質合計37.6ｇの「匠の低糖質 命のおせち」を発売
いたします。

一般的なおせちと比較して糖質が95％オフ「極の低糖質 命のおせち」
90％オフ「匠の低糖質 命のおせち」

ナグモクリニック総院長・南雲吉則ドクターが監修する
美味しい低糖質おせち２種をドクターリセラより発売！

～2019年10月1日（火）予約開始～

南雲吉則ドクターのこだわり

「極の低糖質 命のおせち」２段重 （27品目・2～3人前） 27,000円（税込）7寸 縦222×横222×高さ126（ｍｍ）
「匠の低糖質 命のおせち」２段重 （24品目・2～3人前） 16,200円（税込）6寸 縦194×横194×高さ123（ｍｍ）

【予約期間】 10月1日（火）～12月22日（日）
【配 達 日】 12月27日（金）または12月28日（土）★送料無料

＊お届け日付指定、時間指定はできません。冷凍クール便でお届けします。
【解凍方法】 ●解凍時間の目安は24時間です。

●冷蔵庫または冷暗所（5～10℃）で解凍してください。
●解凍後は冷蔵庫で保管し、当日中にお召し上がりください。
●暖かい部屋での解凍や電子レンジでの解凍は絶対におやめください。

【賞味期限】 2020年1月15日
マイナス18℃以下で保存して下さい。解凍後は冷蔵庫に保存の上、なるべくお早めにお召し上がりください。

【注文方法】 ドクターリセラ「リナーシェマルシェ」

【お問い合わせ】電話番号：0120-410-248（受付時間：月～金午前10時～午後6時）
Mail : food@dr-recella.com

「極の低糖質 命のおせち」 27,000円（税込価格）
糖質量：18.9ｇ カロリー：742kcal
＊一般的なおせちと比較して約95％オフ

＊2019年2月末時点

「匠の低糖質 命のおせち」 16,200円（税込価格）
糖質量：37.6ｇ カロリー：694kcal
＊一般的なおせちと比較して約90％オフ

増え続けるがんの現実から、肥満やがんの原因になる糖質を抑え（低糖質）、生命維持に必要な栄養バランスを整え（完全栄養）、体の
炎症を抑え血液をサラサラにする（オメガ３）にこだわることで大切な命を守りたいとの想いを詰め込んだ「おせち」です。

安心・安全・美と健康 ドクターリセラのこだわり

①合成保存料完全不使用 ②合成着色料完全無添加 ③原材料・アレルゲンをすべて表記
④温度管理・衛生管理・鮮度管理を徹底した安心安全な国内工場で厳選食材を使用し、一つ一つ手作業で製造

URL https://www.rinasce.online/ ▼ リナーシェマルシェ 🔍🔍

インターネットからご注文頂いたお客様には
お買い上げ1点ごとに次回から食品のご購入に使用できる

2000ポイント（2,000円相当）をプレゼント！

mailto:food@dr-recella.com
https://www.rinasce.online/


■糖質制限食の基準
●厳しい糖質制限の1日の糖質摂取量は60g以下
(1食20g以下)

●緩い糖質制限の1日の糖質摂取量は70gから140g
(1食23.3gから46.6g)

■一般的な「おせちの定番アイテム」 糖質の目安
●栗きんとん（50ｇ）・・26.7ｇ
●黒豆（20ｇ）・・11ｇ
●伊達巻（2切れ）・・11ｇ
●田作り（30ｇ）・・9.1ｇ
●紅白なます（30ｇ）・・9ｇ
●昆布巻き（1つ）・・8.4ｇ
●数の子（38ｇ）・・2.4ｇ

■糖質の目安
●ご飯一膳（150ｇ）糖質56ｇ
●食パン1枚＝糖質35ｇ
●そば１杯（180ｇ）＝糖質43ｇ
●カレーライス１杯（500ｇ）＝糖質150ｇ

日本人の1日の糖質摂取量は300g前後、角砂糖にすると75個分！

毎日の生活でどのくらい糖質を摂ってるの？

ドクターリセラの糖質制限スイーツやお弁当、
おせちなら、厳しい糖質制限をしている方にも
美味しくて安心！

【商品詳細】

壱ノ重 17品

弐ノ重 10品

「匠の低糖質 命のおせち」２段重 （24品目・2～3人前）
16,200円（税込）6寸 縦194×横194×高さ123（ｍｍ）

「極の低糖質 命のおせち」２段重 （27品目・2～3人前）
27,000円（税込）7寸 縦222×横222×高さ126（ｍｍ）

壱ノ重 13品

弐ノ重 11品

品名 内容量
北海道産秋鮭の日ノ出砧巻 2切
紅白の祝なます 35ｇ
房総産菜の花 30ｇ
丹波篠山産黒豆煮 14ｇ
鰆の西京焼き 2切
北海道産昆布の宝巻き 2個
北海道産にしんの味付数の子 3切
田作り 10ｇ
北海道産秋鮭のスモーク 30ｇ
北海道産秋鮭いくら美味漬 5ｇ
姫さざえ煮 2個
国産ブロッコリー 10ｇ
国産竹の子の穂先土佐煮 3個
九州産原木栽培しいたけ煮 2枚
加賀の治部煮巻 2切
酢ごぼう 15ｇ
たたきごぼう 15ｇ

品名 内容量
田作り 15ｇ
竹の子土佐煮 2枚
天然祝いえび 3尾
小田原かまぼこ紅 2枚
小田原かまぼこ白 2枚
数の子 3切
菜の花 15ｇ
ローストビーフ 30g
鰤の子うま煮 2個
花形にんじんシロップ煮 １枚
姫さざえ 2個
丹波産黒煮豆 14g
伊達巻 3枚

品名 内容量
酢ごぼう 20ｇ
青森県産フランス本鴨ロースト 3枚
昆布巻き 3個
椎茸煮 3枚
きぬさや 2枚
秋鮭スーモークサーモン 1個
いくら 5ｇ
日ノ出砧巻き 3切
じぶ煮巻 3切
北海道産蛸マリネ 42ｇ
神山鶏チキンロール 3枚

品名 内容量
北海道産たこバジルマリネ 40ｇ
ローストポーク白ワイン添え 4切
国産鶏のトマト煮 2個
フライッシュケーゼ 4切
北海道産ボタン海老の酒蒸し 2尾
国産えぞあわび煮 1個
徳島県産足赤海老 2尾
青森県産フランス鴨ロースト 4切
徳島神山鶏の八幡巻 3切
ローストビーフ 4切



【イカとムール貝のトマトソース＆チキンマスタード和え】

【かますと葱の味噌だれ＆鶏肉の梅おくら】 【さばのグリルバルサミコソース＆チキンマスタード和え】

【さばの香味ソース＆鶏肉のおくら味噌和え】

かますと高野豆腐は動物性、植物性の必須脂肪酸のバランス◎

魚介類のビタミンA＆鉄で血行促進！貧血予防にも◎ 魚＆肉で動物性タンパクとビタミンをバランス◎

1日に必要なDHA&EPAをサバで摂取。
6年熟成バルサミコでさっぱり美味しく。

糖質：3.8ｇ
カロリー：182kcal
塩分：1.7g

「命の食事弁当」既存製品 < 1食・1000円(税抜）・５種>

糖質：6.1ｇ
カロリー：250kcal
塩分：1.3g

「命の食事弁当」既存製品 < 1食・1500円(税抜）・５種>

糖質：6.4ｇ
カロリー：299kcal
塩分：2.4g

糖質：8.6ｇ
カロリー：501kcal
塩分：2.5g

【さわらの塩焼 きのこ添え＆ひじき煮と炊き合わせ】
糖質5g以下でボリューム満点！食物繊維もしっかり摂れます。

糖質：4.9ｇ
カロリー：174kcal
塩分：1.5g

【さわらのねぎ塩蒸し＆高野豆腐とほうれん草お浸し】
魚と高野豆腐で動物性、植物性のタンパク質をバランス◎

糖質：4.6ｇ
カロリー：328kcal
塩分：1.9g

【チキンのカレー風味＆海老と野菜のバジルソース】
カレースパイスとバジルで抗酸化作用UP

糖質：4.5ｇ
カロリー：164kcal
塩分：1.7g

【具沢山 魚介のトマトソース＆鶏肉と野菜のアンチョビ風味】
殻ごと食べるアスタキサンチン豊富な有頭海老でカルシウムもしっかり摂取

糖質：8.1ｇ
カロリー：261kcal
塩分：2.4g

【鶏肉とアボカドのバジルソース＆サバのマリナーラソース】
必須アミノ酸をバランスよくしっかり取れ、免疫力と新陳代謝UP

糖質：6.3ｇ
カロリー：407kcal
塩分：1.9g

【鶏肉のねぎ味噌柚子風味＆あさりとキャベツ煮】
鶏肉と味噌の組み合わせでダイエット＆アンチエイジング

糖質：8.6ｇ
カロリー：162kcal
塩分：1.6g

５食セット 7,500円（税抜）

５食セット 5,000円（税抜）
糖質3.8ｇ～ 南雲ドクター監修「命の食事弁当」（2017年8月から展開）

*別売り 【玄米おにぎり10個セット】 1,500円（税抜）

糖質：29.1ｇ
カロリー：142kcal
塩分：0g

【かじきのトマト煮カレー風味（雑穀玄米ごはん）】 【鶏肉のねぎ味噌風味（雑穀玄米ごはん）】 【鯖の塩焼きと高野豆腐（雑穀玄米ごはん）】

「玄米ごはん付き 命の食事弁当」 ３種セット・2550円（税別）

糖質：43.1ｇ
カロリー：235kcal
塩分：1.7g

糖質：42.0ｇ
カロリー：351kcal
塩分：0.8g

糖質：38.2ｇ
カロリー：370kcal
塩分：0.8g



『ノーファンデーションの肌づくり』をコンセプトに、肌が本来持っている力を最大限に引き出す無添加(※1)スキンケア製品の開
発をしております。全国2,984店舗(※2)のエステティックサロンで取引いただき、症例数は75,715件(※3)に及びます。

「ADS」は、美容経済新聞社調べの「コスメティック総選挙」において2012～2014年の全年(3年連続)第一位を獲得。
また、BEST BEAUTY ITEM フェイシャル部門では、「ADS」が3年連続受賞で殿堂入り、「アクアヴィーナス」が2年連続
受賞しました。美のプロフェッショナルであるエステティシャンに選ばれ続けるスキンケアブランドです。
エステティックサロン専売製品だけではなく、ホームケアブランドとして幅広い年代にご愛用いただいている「アクアヴィーナス」、
オーガニックの日用品を揃えた「cocochia」、無添加の「透輝メイク」、赤ちゃん向けのやさしいスキンケア「リセラベビー」など
を一般販売しております。
(※1) 石油系合成界面活性剤・防腐剤（パラベン）・合成香料・鉱物油・合成着色料の5つを不使用。
(※2) (※3) 2019年8月末時点

会社概要

ドクターリセラとは 公式HP http://www.dr-recella.com/

社 名
代表者

所在地

連絡先
資本金
年 商
事業内容

ADS Aqua Venus

Recella Diva

ドクターリセラ株式会社
代表取締役社長 奥迫 哲也
（厚生省生活衛生局135号認可・全日本全身美容業協同組合理事長）
■本社 〒533-0033 大阪府大阪市東淀川区東中島1-7-17 リセラビル
■東日本支社 〒104-0064 東京都中央区銀座8-12-3 SRビル４階
■西日本支社 〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3-30-26 中央博多駅ビル10F
TEL:06-6990-4700 FAX:06-6990-4880
1000万円
72億９千万円（2019年2月期）
■化粧品、美容機器、健康食品の開発 ■卸売 ■通信販売事業
■直営エステティック事業、クリニック・福祉/ヘルスサポート事業 ■食品生産/フードビジネス事業(販売、レストラン)
■環境事業（太陽光事業等）■ポータルサイト運営事業 ■メディカル推進

ドクターリセラが誇る独自の技術とノウハウ、
厳選された成分から誕生した、14年ぶり
となる待望のエステティックサロン専売化
粧品の新ブランド。ヒト幹細胞培養液を
主成分とし、肌のハリや弾力を引き出し、
リッチな輝きを与えます。使うたびに濃厚
な潤いが肌環境の可能性を広げ、しっと
りと肌を包み込みます。

天然素材や無添加にこだわりぬいたアイテ
ムで、肌にも、健康にも、地球環境にもや
さしい暮らしをという想いから誕生した新ブ
ランド。石けん成分と水のみでできた赤ちゃ
んの肌着も安心して洗える液体洗剤や、
ペットや赤ちゃんの寝具にも安心して使用
できる消臭スプレー等、暮らしに寄り添った
アイテムを揃えています。

専門のスキンフィットネスカウンセラーが
一人ひとりの肌に合わせてオーダーメイドの
美肌プログラムを組み立て、肌トラブルを
隠すのではなく、肌に活力を与え自分の肌
力を引き出します。
『これがないと困るスキンケア』調査開始以
来、全年連続総合第1位、 『ベストアイテ
ム(フェイシャル部門)』において殿堂入り。

沖縄海洋深層水「αGri-X」をベースとした、
肌を健康な状態へ導くスキンケアシリーズ。
赤ちゃんからご年配の方まで幅広い年代の
方にご使用いただけます。
エステティックサロンを対象に調査される
『ベストアイテム(フェイシャル部門)』において
2017・2018年と2年連続受賞を果たす。

cocochia

＜報道関係者の方からのお問い合わせ先＞
ドクターリセラ株式会社
広報：寺内 睦美
TEL：06-6990-4700 
FAX：06-6990-4880
E-mail：kouhou-beauties@dr-recella.com

＜一般の方からのお問い合わせ先＞
ドクターリセラ株式会社
〒533-0033 大阪府大阪市東淀川東中島1-7-17 リセラビル
TEL：0120-410-248

（10：00-18：00 土日、祝日除く）
URL http://www.dr-recella.com/

http://www.dr-recella.com/
http://www.dr-recella.com/
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