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おいしさにもっと、
やさしさを。
“おいしい減塩しょうゆ”への50年の進化

50年前、病院食の塩分摂取量を抑えるために開発された「保健しょうゆ」。

東京大学医学部付属病院をはじめ都内の病院が次 と々導入し、

多くの患者さんからたいへん好評をいただきました。

その後、人々の健康意識の高まりとともに、減塩しょうゆを使う一般家庭が増加。

キッコーマンは通常のしょうゆから塩分を大幅に取り除く独自の方式を用いて、

しょうゆ本来のうま味や風味を残した“おいしい減塩しょうゆ”を追求し続けてきました。

一人ひとりが毎日をよりすこやかに、自分らしく過ごすことができるように。

食と健康の可能性を広げる減塩しょうゆの進化は、まだまだ続きます。



脱塩装置で
塩分を
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写真はイメージです。

完成！
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小麦 食塩

キッコーマンではしょうゆ本来のうま味やコク、香りを
そのままに、塩分を抑えて「減塩しょうゆ」を製造し
ています。減塩しょうゆは元 、々心臓や腎臓疾患など
で塩分摂取量を制限されている方のために開発され
ました。そして、時代とともに高まったヘルシー志向と
グルメ志向に合わせて、よりおいしい減塩しょうゆへ
進化し続けてきました。現在では、通常のしょうゆにも
ひけをとらないうま味と風味を実現し、国内外を問わず
健康に気を遣う一般家庭でも広く親しまれています。

海水から塩を取り出す手法を応用し、イオン交換膜を
用いて、しょうゆから塩分を取り除きます。ほかにも、濃く
つくったしょうゆをうすめる方法もあります。この工程の後、
よりおいしくするために味を調える場合もあります。

※通常のこいくちしょうゆは食塩分 17.5%

キッコーマンの減塩しょうゆ

キッコーマンの減塩しょうゆの
基本的なつくり方

ほかのしょうゆとのちがい

しょうゆ本来のうま味や
香りはそのままに、
塩分を大幅に取り除いた
ヘルシーなしょうゆです。

通常のこいくちしょうゆ※より

　塩分を大幅に
カット

（しょうゆ100g中食塩量 9g以下）

しょうゆ本来の

　うま味とコク

しょうゆ本来の

芳醇な香り

ヘルシー！

味わい深い！

風味が豊か！

ラベルに見る表示の変化減塩しょうゆの3つの魅力
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キホン キホン

キホン

しょうゆ
塩分除去

大豆

通常のこいくち
しょうゆの
出来上がり

しょうゆの主な
原料は、大豆・
小麦・食塩

1973（昭和48）年、キッコーマン
の減塩しょうゆは厚生省（当時）
の「特殊栄養食品」に指定さ
れ、右のマークをラベルに表示
して、病気などにより塩分摂取
量を制限している方向けの商品であることを明示
しました。その後、健康意識の高まりや減塩しょ
うゆの味わいの向上などにより、健康な人でも
減塩しょうゆを利用する機会が増えていきました。
2009（平成 21）年 4月に「特殊栄養食品」の制
度が変わり、以降はマークのない現在の表示と
なっています。
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だから
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※厚生労働省　「日本人の食事摂取基準」より

未
満

未
満

脱塩工程を経ることで、通常 のこいくちしょうゆから塩分を大幅に取り除きます。

50年前、腎臓病などを患う方の ために誕生した「保健しょうゆ」は今、
「減塩しょうゆ」となって健康志向の高 まりとともに多くの家庭で愛されています。

 ここでは、そんな減塩しょうゆの 特徴や魅力、製造方法をご紹介します。

減塩しょうゆ

一定の塩分以下の
しょうゆのみが、

「減塩しょうゆ」と
表示することができます。

「減塩しょうゆ」と表示することができるのは、「しょうゆ
100g中、食塩量 9g以下（ナトリウムとして3,550mg
以下）」と定められています。一方、うす塩やあま塩、
あさ塩、低塩しょうゆといった減塩しょうゆ以外の塩分
を抑えたしょうゆの場合、ベースとなるしょうゆの「80％
以下の塩分」とされています。このように、塩分の少
ないしょうゆはさまざまな種類がありますが、「減塩しょ
うゆ」と名乗るためには、一般的なこいくちしょうゆの
半分近い塩分にまで減塩する必要があるのです。

2015 年度より1日の
塩分の目標摂取量は、

男性8ｇ　、　女性7ｇ　
※！
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1 2 3

食塩分を40％カットしながらも、風味豊かでまろやかな味わい。

いつでも新鮮味わいリッチ 
減塩しょうゆ

丸大豆を使用し、
うま味や香りを引き出す

血圧が気になる方に適した
「トクホのしょうゆ」

通常のこいくちしょうゆに
比べて食塩分を６０％カット

まろやかな味わいで、
豊かな風味が特徴

しぼりたての丸大豆生しょうゆ
を塩分ひかえめに

本醸造しょうゆの風味と
華やかな香りはそのままに

特選丸大豆
減塩しょうゆ
750㎖／ 500㎖

まめちから
大豆ペプチドしょうゆ

食塩濃度5％
減塩しょうゆ

いつでも新鮮 味わいリッチ
減塩しょうゆ

いつでも新鮮 塩分ひかえめ
丸大豆生しょうゆ　

減塩しょうゆ
1ℓ／ 750㎖／ 500㎖

450mℓ200mℓ

密封容器で
おいしさ長持ち！

一滴ずつ
使う量を
調節できる！

常温でも
90日間鮮度を
キープ！

キッコーマンの減塩・低塩シリーズ

食塩分
50%
カット

食塩分
50%
カット

食塩分
60%
カット

食塩分
40%
カット

食塩分
50%
カット

食塩分
25%
カット

食卓に置けて
便利な手軽
サイズ！

豊かな風味とまろやかな味わいが特徴の
よりおいしくなった減塩しょうゆ。
押し出し式の「やわらか密封ボトル」だから
必要な分だけ使えて便利です。

通販限定

4㎖×60袋

「キッコーマン通信販売 こだわり便」でお求めいただけます。

5㎖×100袋

450㎖／ 200㎖ 450㎖／ 200㎖

※食塩分のカット率は、通常のこいくちしょうゆ（17.5%）との比較

いつでも新鮮味わいリッチ減塩しょうゆ

味わいのポイント
こいくちしょうゆと比べて、
食塩分40％カット

風味豊かで、
しょうゆ本来の味わい

しょうゆのおいしさはそのままに、食
塩分を40％カットしました。通常の減
塩しょうゆより多く大豆を使用し、さ
らにまろやかに。また、みりんを加え
ることでうま味が増し、より味わい深く
仕上げています。

大豆や小麦、食塩をはじめ、厳選さ
れた良質な原料を使用して、丁寧
につくっています。減塩でありなが
ら、しょうゆ本来のまろやかな風味
はそのままなので、通常のしょうゆ
と同じようにお使いいただけます。

豊かなうま味で
煮炊きにもピッタリ

しょうゆならではのうま味成分で、
つけかけはもちろん、煮炊きに使っ
てもおいしく仕上がります。食材の
おいしさを引き出すので、肉じゃが
や筑前煮など、ご家庭でつくる“いつ
もの一品”にお試しください。
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with
キッコーマン
いつでも新鮮
味わいリッチ
減塩しょうゆ

豚しゃぶと
レタスの
サラダ

豚しゃぶと
レタスの
サラダ

・豚ロース薄切り肉（しゃぶしゃぶ用）…200g　・レタス…120g（4枚）（太めのせん切りにする）
・スプラウト（ブロッコリー）…1パック（根を切り落とす）　・プチトマト…6個（横半分に切る）
・くるみ…20g　・黒こしょう…適量

材料2人分

作り方
鍋に 1L の水を入れて沸かし、大さじ 2の酒（分量外）を入れて弱火にして、豚肉を広げながら入れてゆで、
肉の色が変わったら、すぐにざるに上げてそのまま冷ます。
皿にレタスとスプラウトを合わせたものを敷き、豚肉を野菜の上に盛りつけ、混ぜ合わせた＜A＞をかけ、
くるみをちらし、プチトマトを周りにおく。黒こしょうをお好みの量かける。

1

2

・キッコーマン いつでも新鮮味わいリッチ減塩しょうゆ…大さじ 1　・酢…大さじ 1/2　・砂糖…大さじ 1/2　
・デルモンテ エキストラバージンオリーブオイル…大さじ 1/2〈A〉

塩分
1人分あたり
0.8g

カロリー
1人分あたり
398
kcal

榊 玲里さん
管理栄養士。女子栄養大学卒業後、都内
各所のクリニックで栄養相談を行う。著書に

『身近な食材でつくる10分でできる健康常
備菜』（PHP研究所）などがある。プライベート
では2歳の男の子のママ。

片栗粉でとろみをつけて、食材に味が
しっかりと絡むようにする。

カシューナッツ、くるみなどで
味にアクセントをつける。 ごま、にんにく、しょうが、セロリ、こしょう

などの薬味を使えば香りが立ち、薄味でも
アクセントが出せる。

酢やレモン汁を使い、
塩味を感じやすくする。

4
テク

　私たち日本人は、世界的にみても塩分をとり過ぎている傾向にあるといわ

れています。塩分のとり過ぎは高血圧などの生活習慣病を招いたり、むくみの

原因にもなり、１日の推奨食塩摂取量は、健康な成人男性で8.0g未満、女性

で7.0g未満です。

　そこでおすすめなのが、「味わいリッチ 減塩しょうゆ」。うま味も豊かで普通

のしょうゆと同じように使うだけで自然と減塩することができます。おいしいと

感じる味覚は家庭での「いつもの味」が土台になり、つくられます。家での料

理や食事で「味わいリッチ 減塩しょうゆ」を使うことで、減塩の味を当たり前

の味にすることができるのです。ご家族の健康のためにも減塩を若いうち

から始めてください。

　今回は、“味覚は慣れ”減塩の味を当たり前にするためのレシピをご紹介します。

ぜひご家庭で試して、その手軽さやおいしさを実感してください。
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おいしく減塩する❻つのポイント

アボカド
サーモン
ココット

アボカド
サーモン
ココット

・アボカド…1/2個（90g）（皮を残してくりぬき、　1.5ｃｍ角に切る）
・サーモン（刺身用）…50g（1cm角に切る）
・クリームチーズ…15g（1cm角に切る）
・サニーレタス…適量
・キッコーマン いつでも新鮮味わいリッチ減塩しょうゆ…小さじ 1

材料2人分

作り方
アボカド、サーモン、クリームチーズを合わせておく。
皿にサニーレタスを敷き、アボカドの皮に①をこぼれるように盛りつけ、減塩しょうゆをかける。

1
2

塩分
1人分あたり
0.4g

カロリー
1人分あたり
138
kcal

当院では健康のことを考えたメニューはもちろん、よりおいしく食べていただくための工夫を凝ら

しています。減塩しょうゆは、その取り組みのひとつ。患者さんの間でも「味がうすそう」というイ

メージがあるようですが、実際に食事に使ってみると「おいしい！」と喜ばれる方がほとんど。また、

減塩しょうゆを使った食事の塩分調整で、むくみや腎臓の状態が改善されたケースも少なくあり

ません。減塩しょうゆをうまく使って、体に良いだけでなく「おいしい」食事をお届けすることで、

これからも患者さんを支えていきたいですね。

　体内の水分量を一定に保ち、血圧を調整するなど、塩分は体

内を調整する大切な役割を果たします。一方、摂取しすぎると

体の不調や病気の原因になることも。とくに日本人は、みそや

しょうゆといった調味料を使い、漬け物など食塩によって保存

性を高めた食品を口にする習慣があるため、昔から塩分摂取量

が多いとされています。さらに、日本人の食生活はこの数十年

で劇的に変化しました。欧米の食文化が広まり、ファストフード

などの外食産業が発達。ますます塩分をとる機会が増え、いま

では脳出血や脳梗塞などの「脳血管疾患」が日本人の死因の

上位にランクインしています。また、高齢者の2人に1人が高血

圧と診断されています。こうした背景を受け、2015年度から厚

生労働省が「日本人の食事摂取基準」を改定。塩分について、

18歳以上男性は1日あたり9g未満から8g未満、女性は7.5g未

満から7g未満へ、それぞれ目標摂取量が低減されました。

　このような状況を踏まえると、日本人がよりすこやかに暮らし、

「健康寿命」を延ばすためには、塩分とうまく付き合っていくこ

とが大切といえます。そして、これを実現するのに、減塩しょうゆ

が重要な役割を果たすのです。最近では健康志向の高まりか

ら、レストランや居酒屋のメニュー、企業の福利厚生として社員

食堂で減塩しょうゆを使うケースも見られます。今後は一般家

庭でも、今以上に活用されるようになるでしょう。その際にポイ

ントとなるのは、しょうゆだけで味つけしようとしないことです。

たとえば、かつお節や昆布からだしをとったり、しいたけなどうま

味成分が多く含まれる食材を積極的に使用すると、より少量の

しょうゆでおいしく料理できます。

　元気に長生きできるよう、減塩しょうゆでおいしく「節塩生活」

をはじめませんか。

減塩しょうゆと暮らしのもっとイイ関係

減塩しょうゆをうまく取り入れれば、
日本人の「健康寿命」は
もっと伸びる。

健康のエキスパートが語る

キッコーマン総合病院 院長  久保田 芳郎 アーティスト：長谷川 仁

1974年東京大学卒業、医学博士、東京理
科大学薬学部客員教授
東京大学医学部附属病院、都立墨東病院、
都立駒込病院、Cleveland Clinic Foundation, 
U.S.A.、文部教官を経て1993年キッコーマン
総合病院入職

日本で一番「おいしい！」と言われる病院食を目指して。
キッコーマン総合病院　管理栄養士　
工藤 麻美　

❶旬の新鮮な
　食材を選ぶ

❷だしをしっかり
とって、だしの
うま味を活かす

❸香辛料や香味
野菜、酸味を

　うまく利用する

❹調味料は
　きちんと計量

して加える

❺肉や魚などは
表面に味つけ
を施す

❻汁物は具だく
さんにし、麺類
の汁は残す
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50 years history of genen-shoyu

キッコーマン「減塩しょうゆ」  50年のあゆみ

東京大学医学部の要請を受け、

塩分の少ない新しいしょうゆづくりに着手した

キッコーマンは試行錯誤の末、

「保健しょうゆ」の開発に成功しました。

塩分が少ないだけでなく、

しょうゆの風味や香りを活かした

「保健しょうゆ」は、

おいしい病院食に

貢献したのです。

「保健
 しょうゆ」
 誕生。

極力損ねずに減塩しょうゆをつくることに成功したのです。

　当時は薬事法で「減塩」とうたうことが許されていなかった

ため、開発されたしょうゆは「保健しょうゆ」と名づけられ、1965

（ 昭和40）年に発売。最初に東京大学医学部付属病院に納

入された後、慶応義塾大学病院、東京慈恵会医科大学付属

病院などへ広がっていきました。また、それらの病院を退院し

た患者に対しても、医師の指示によりキッコーマンが小包で

自宅へ送付していました。

「低塩分」と「おいしさ」の
両立を目指して。

　1950年代後半、東京大学医学部からキッコーマンに「塩分

の少ないしょうゆを開発してほしい」という要請が寄せられま

した。日本で高血圧症や循環器疾患の患者が増えはじめて

おり、その患者用に使いたいということでした。当時、既に塩

分の少ない「薬用しょうゆ」が薬局や薬店で販売されていま

したが、塩分と一緒にしょうゆ本来のうま味や香りも失われて

いたため、決しておいしいとはいえませんでした。そこで求めら

れたのが、単に塩分が低いだけでなく「おいしさ」も兼ね備え

た新しいしょうゆでした。

試行錯誤を重ねた末、
「脱塩方式」で製造へ。

　東京大学医学部は、患者が1日にしょうゆで摂取する塩分

量を3gまで抑えたいと考えていました。一般的な高血圧症の

治療基準では、1日あたりの塩分摂取量は 7 〜 8gが適切と

されており、普通のしょうゆでは少量で達してしまいます。

　塩分を減らすため、開発にあたってはまず、しょうゆをだしで

うすめる方法を考えました。しかし、煮炊きに使うとしょうゆ独

特のうま味や風味が不安定になることが判明。また塩分が少

ないと開栓後すぐに雑菌が混入して繁殖しやすいため、気温

が上がると品質保持が難しいとされました。

　そこでたどり着いたのが、「脱塩方式」でした。海水から食塩

を製造するイオン交換樹脂膜（電気透析法）を応用することで

塩分を大幅に取り除き、しょうゆのうま味や香りといった性質を

「保健しょうゆ」2ℓびんのラベル

第　　部1

「保健しょうゆ」発売当時のチラシ広告
「保健しょうゆ」から「減塩しょうゆ」
に改称した当時のラベル

「保健しょうゆ」発売当時のポスター

1950s 60s
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キッコーマン「減塩しょうゆ」  50年のあゆみ
第　　部2 1970s 80s

発売から2年後、「減塩しょうゆ」と改称され、

1973（昭和48）年には、

「特殊栄養食品」に指定されました。

これを機に、都内の病院が

こぞって減塩しょうゆの使用を開始。

さらに国民の健康意識が高まり、

「健康な人でも、減塩しょうゆ」の

考えが徐々に

浸透していきました。

「減塩しょうゆ」
 として、
　一般家庭へ。

1971（昭和46）年当時の
減塩しょうゆ

1979（昭和54）年当時の
減塩しょうゆ

1984（昭和59）年発売の
減塩しょうゆ 150㎖
卓上びん

1985（昭和60）年、食品産業技術功労賞受賞

レーズで「おいしい減塩しょうゆ」をアピール。こうした販売

促進の効果もあり、1980年代に入ると減塩しょうゆが家庭の

食卓に乗るようになりました。

　人 の々健康志向に応えた減塩しょうゆの存在感が増した

結果、1985（昭和60）年、減塩しょうゆの開発および普及活

動の功績が評価され、キッコーマン中央研究所（当時）は

「食品産業技術功労賞」を受賞しました。

しょうゆ業界の先駆けとして、
「特殊栄養食品」に指定される。

　発売から2 年後の1967（昭和42）年、保健しょうゆは「減

塩しょうゆ」へ改称されました。1973（昭和48）年には厚生

省（現厚生労働省）が定める病者用の「特殊栄養食品」（低

ナトリウム食品）の表示許可を得ました。これを契機として、

減塩しょうゆは東京都下のほとんどの病院に浸透していき、塩

分摂取量の制限に苦しんでいた多くの患者に喜ばれました。

　1970 年代に入ると国民の健康に対する意識が徐 に々高まっ

ていきました。しかし健康意識が高まったといっても、すぐに健

康な人が減塩しょうゆに切り替えるようになったわけではありま

せん。減塩しょうゆが食卓に広く受け入れられるようになるのは、

もう少し後のことでした。

品揃えの強化と積極的な広告宣伝で、
減塩しょうゆが一般家庭に普及。

　減塩しょうゆのメインの販売先は病院の給食用でしたが、

1970年代後半になると、健康な人の間にも減塩しょうゆを求

める声が強まっていきました。キッコーマンではこの頃、一般

の方が使いやすい容器として、1980（昭和55）年に「減塩しょ

うゆ 500㎖びん」、1984（昭和59）年に「減塩しょうゆ1ℓマ

ンパック」と「減塩しょうゆ150㎖卓上びん」を、相次いで発

売しました。

　さらに、キッコーマンは積極的に広告宣伝で減塩しょうゆ

を訴求するようになりました。1984（昭和 59）年には、「健康

に気をつけだしたら、味に敏感になった」というキャッチフ
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キッコーマン「減塩しょうゆ」  50年のあゆみ
第　　部3 1990s 2010s

おいしさに、妥協なし。
進化し続ける減塩しょうゆ。
健康志向とグルメ志向が強まる中、

キッコーマンは減塩しょうゆの

さらなるおいしさを追求しました。

1993（平成5）年には、丸大豆を使用した

「特選丸大豆減塩しょうゆ」を発売。

2011（平成23）年には密封容器入りで、

豊かなうま味とまろやかな味わいが特徴の

「いつでも新鮮 味わいリッチ 減塩しょうゆ」を発売。

キッコーマンでは「おいしい減塩しょうゆ」づくりを

今でも追求し続けています。

　

しょうゆの可能性を切り拓いた、
「丸大豆」の減塩しょうゆ。

　1990（平成2）年、キッコーマンは画期的な新商品「特選

丸大豆しょうゆ」を発売しました。それまでの脱脂加工大豆で

なく丸のままの大豆を使用することで、ほのかな甘味を持ったま

ろやかな味、マイルドで上品な香りを引き出すことに成功しまし

た。そして1993（平成 5）年、「特選丸大豆しょうゆ」の味わ

いを活かしつつ、塩分を大幅に取り除いた「特選丸大豆減塩

しょうゆ」が誕生。「特選丸大豆しょうゆ」の1ℓマンパックの

販売見込価格が 400 円であったのに比べ、「特選丸大豆減

塩しょうゆ」は1ℓあたり530 円と割高でしたが、発売からわず

か1ヵ月で大手スーパーの約 6 割の店舗で定番商品に採用

されるという高い定着率を記録しました。

より鮮度を長持ちさせる密封容器で、
減塩しょうゆ市場をさらに広げる。

　2010（平成22）年、キッコーマンは、しょうゆの鮮度を保つ

スタンディングパウチ型密封容器を開発しました。翌年にはそ

の容器を活用し、原材料の配合や製法の工夫で今まで以上

50 years history of genen-shoyu

社内報 1993（平成 5）年2月号
峯岸久三郎専務（当時）が、
減塩しょうゆの販売強化に対する
抱負を語った。

においしさを追求した、「いつでも新鮮 味わいリッチ 減塩しょ

うゆ」を発売。　　　　　　　　

　さらに2012（平成 24）年には鮮度を保つ機能はそのままに、

片手で扱うことができ、一滴から必要な量まで自在に液量を

調節できる「やわらか密封ボトル」を開発。容器の進化により、

調理中や食卓での使いやすさが大きく向上しました。

　2015（平成 27）年には「減塩しょうゆ＝物足りない」という

イメージを変えるため、「いつでも新鮮 味わいリッチ 減塩しょ

うゆ」をさらによりおいしくリニューアル。同時に200㎖の卓上

ボトルも発売しました。「やわらか密封ボトル」の登場により、

減塩しょうゆ市場はさらに拡大しています。

  *              *　

　塩分摂取量を制限される方たちのためのしょうゆから、すこ

やかな毎日を過ごしたいと願うすべての人のしょうゆへ。50 年

の歩みの中で、おいしく、ヘルシーに進化してきたキッコーマン

の減塩しょうゆはこれからも進化を続け、たくさんの食卓に

“おいしい記憶”をお届けしていきます。

2001（平成13）年当時の「特選丸大豆減塩しょうゆ」のラベル
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1950年代

後半
東京大学医学部から「塩分の少ないおいしい
しょうゆ」の開発要請が寄せられる

1950	 JAS法制定
1958	国民健康保険法全面改正
	 インスタントラーメン発売
1961	大豆輸入自由化
1962	スーパーマーケット急増

1965年
（昭和40年）

5月 ｢保健しょうゆ」発売
（150㎖卓上びん100円、2ℓびん400円）

1967年
（昭和42年）

5月  「保健しょうゆ」を「減塩しょうゆ」と改称
1968	レトルトカレー発売
1969	チクロ使用禁止

1991年
（平成3年）

2月 「超特選減塩しょうゆ」100mℓ卓上びん発売 1991	特定保健用食品表示制度創設
1992	改正大店法施行

1993年
（平成5年）

9月 「特選丸大豆減塩しょうゆ」1ℓ、500ｍℓ発売

病院向けおよび妊婦用として
「食塩濃度5％	減塩しょうゆ」発売

1994年
（平成6年）

9月 小麦価格の引き下げに伴い、
減塩しょうゆの価格を引き下げ

1995	製造年月日表示から期限表示へ移行
	 栄養表示基準制度創設
1997	消費税率、3％から5％に引き上げ
	 容器包装リサイクル法施行
1999	 JAS法改正、すべての飲食料品に品質表示が義務付

けられる

2000年
（平成12年）

10月 「減塩醤油の調理特性に関する研究」で
日本醤油研究所技術賞受賞

2001	遺伝子組み換え食品の表示が義務化
2002	 10月1日を「醤油の日」とする
2003	健康増進法施行
　　　品質保持期限を賞味期限に統一

2004年
（平成16年）

8月 「ヒゲタ	減塩しょうゆ本膳」発売

2005年
（平成17年）

8月 「特選丸大豆減塩しょうゆ」1ℓのラベルを
リニューアル、600ｍℓ入り発売

2005	食育基本法公布施行
	 ISO	22000制定

2006年
（平成18年）

5月 「特選丸大豆減塩しょうゆ」500㎖をリ
ニューアル、ワンタッチキャップとフルシュ
リンクラベルを採用、同時に1ℓのラベルも
リニューアル

2007	食品偽装問題が相次ぐ

2008年
（平成20年）

3月 キッコーマンしょうゆの価格改定に伴い、
減塩しょうゆの価格を引き上げ

2009年
（平成21年）

8月 「特選丸大豆減塩しょうゆ」150㎖びん発売 2009	消費者庁発足

家庭用商品の主力アイテムとして、
750㎖サイズの新容器を採用

2010年
（平成22年）

8月 「キッコーマン通信販売	こだわり便」で
5㎖フィルムパック入り「食塩濃度5％	
減塩しょうゆ」の取扱い開始

2011年
（平成23年）

8月 「いつでも新鮮	味わいリッチ	減塩しょうゆ」
500mℓスタンディングパウチ発売

2012年
（平成24年）

8月 「いつでも新鮮	味わいリッチ	減塩しょうゆ」
450mℓやわらか密封ボトル発売

2012	塩麹ブーム
2013	食品表示法公布（「JAS法」「食品衛生法」「健康増

進法」の3法の食品表示に関する規定を整理、統合）
2014	消費税率、5％から8％に引き上げ

2015年
（平成27年）

2月 「いつでも新鮮	味わいリッチ	減塩しょうゆ」
200㎖やわらか密封ボトル発売

1973年
（昭和48年）

9月 厚生省（当時）から「特殊栄養食品」に
指定される

1970	 JAS法による品質表示基準制度創設
1971	　「カップヌードル」発売
	 レトルト食品急成長
1974	セブン-イレブン1号店オープン
1977	紀文の豆乳発売
1978	自然食品、無添加食品ブーム
1979	厚生省（当時）、塩分の摂取目標量を1日10g以下とする

1980年
（昭和55年）

4月 「減塩しょうゆ」500㎖びん発売 1983	農林水産省、「日本型食生活」を提唱

1984年
（昭和59年）

2月 「減塩しょうゆ」1ℓマンパック発売

9月 「減塩しょうゆ」150㎖卓上びん発売

1985年
（昭和60年）

12月 キッコーマン中央研究所（当時）、減塩しょ
うゆの開発と普及活動が評価され、「食品
産業技術功労賞」を受賞

1985	 POS、VAN等の流通情報システムの導入が活発化

1980年代

半ば
米国で減塩しょうゆ「ライト・ソイソース」
発売

1986	外食産業の市場規模が20兆円を突破
	 加工食品の栄養成分表示スタート

1987年
（昭和62年）

2月 小麦価格の引き下げに伴い、
減塩しょうゆの価格を引き下げ

1989年
（平成元年）

6月 「超特選減塩しょうゆ」500㎖びん発売 1989	消費税導入（3％）
	 食品衛生法によりすべての食品添加物に表示が
　　　義務付けられる

10月 小麦価格の引き下げに伴い、
減塩しょうゆの価格を引き下げ

11月 高砂工場で減塩しょうゆの製造を開始

18

保健しょうゆラベル2L用

改称当時の減塩しょうゆ
ラベル600㎖用

キッコーマン減塩しょうゆのあゆみ
「保健しょうゆ」誕生 おいしさに、妥協なし。進化し続ける減塩しょうゆ食に関する出来事 食に関する出来事

「減塩しょうゆ」として、一般家庭へ 食に関する出来事
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人気店の節塩アイデアUser
Voice

POINT

減塩しょうゆを使いはじめたきっかけは？

塩分のとり過ぎが気になっていた

体によさそう

1

2 減塩しょうゆを購入している理由は？

20%0% 10% 100%90%30% 80%70%60%50%40%

つけ・かけ＆調理

65.5%

68.3%

60.2%

19.2%

15.1%

16.8%

9.9%

10.0%

14.3%

つけ・かけのみ

19.4%

調理のみ

15.1%

減塩しょうゆを使っている方にうかがいました！

ヘルシーなだけでなく、おいしく香り豊かなキッコーマン減塩しょうゆ。
調査の結果、一般のご家庭では、つけ・かけだけでなく、

調理時の味つけにも活用するという方が65％以上と、圧倒的に多いことがわかりました。

健康への興味の高まりから減塩しょうゆ
を使いはじめたという方が多数を占めて
います。一方、「普通のしょうゆが塩辛い」

「どんな味か試してみたかった」など味覚
面で興味を引かれて減塩しょうゆを選ん
だという方も。ヘルシーな調味料である
ことはもちろん、「塩分控えめなおいしい
しょうゆ」という認識が徐々に浸透してい
ることがわかります。

POINT
普通のしょうゆだと塩辛い

高血圧などの症状があり、病院ですすめられた

店頭で目についた

どんな味か試してみたかった

病院のすすめはないが、高血圧などの症状がある

味のよい減塩しょうゆが売り出された

健康を気にされる方への「おもてなし」のひとつとして、「塩分ひかえめ丸大豆生
しょうゆ」を各テーブルに置いています。従来はしょうゆをボトルから卓上びん
に詰め替えて提供していたため、しょうゆの賞味期限が把握できませんでした
が、密封ボトルにすることで品質管理が容易になりました。おいしさと安心を、
お客さまにお届けしています。

減塩しょうゆを使いはじめたきっかけ／購入する理由User
Data

● 刺し身などに使うと素材の味が引き立ち、
　煮物に使うと味わいがまろやかに

● 普通のしょうゆとまったく同じように使用している● 減塩しょうゆに酢やマヨネーズ、ケチャップ、
　ごまなどを加えて特製ドレッシングをつくっている

● 冷やっこに野菜をのせて、減塩しょうゆをかけて食べる

● 吸い物や炊きこみご飯、刺し身など、なんでも合う
● 旬の野菜に少しだけかけるとおいしい

● 煮物のほか、まぐろ漬け丼もおいしい
● 刺し身につけると、素材のおいしさが引き立つ

● おいしいだしと合わせると、より風味が豊かになる

● 焼きうどんや揚げ出し豆腐に、深いうま味がプラスされる

● チャーハンはしょうゆを多く使うので、減塩しょうゆを使っている

● アイスクリームに少量かけると、新感覚デザートに！

● 煮物に使うと、ほどよい塩味でおいしい

● しょうが焼きに加えると、まろやかな味わいになる

● 「なすのみそしょうゆ炒め」がオススメ！

● パスタやカレーの隠し味にも◎

健康上の問題はないが、病気の予防のため

うす味を心がけているので

20%0% 10% 100%90%30% 80%70%60%50%40%

46.7%
46.2%

37.0%

16.4%

17.9%

自分・同居家族の血圧が高いので

普通のしょうゆは塩辛いので

減塩しょうゆの味を気に入っているので

健康意識の高い層が減塩しょう
ゆを継続的に使用。また「うす味
を心がけている」「普通のしょうゆ
は塩辛い」など、使いはじめると減
塩しょうゆの味がちょうどよく感じ
られるという声も多数ありました。

※アンケートに寄せられたお客さまのコメントを要約しています

2014年9月キッコーマン調べ（インターネット調査）
調査対象：減塩しょうゆユーザー（首都圏在住の30〜60代既婚女性 608名）

北海道（琴似）生まれ、約300店舗を展開する創業40年目の老舗居酒屋
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誕生から50年。キッコーマンの減塩しょうゆは、

病院だけでなく家庭の食卓へ、その活躍の場を広げてきました。

これからも、食を通じて多くの人に“やさしいおいしさ”を届けていきます。

■出典・参考文献
●	『キッコーマン株式会社八十年史』	（キッコーマン株式会社 /２０００年）
●	『日本の醤油』横塚保著（ライフリサーチプレス /２００４年）
	

■キッコーマン減塩しょうゆBOOK　Since1965
　２０１５年	４月２０日発行
　２０１7年　3月31日改訂
　協力　日本醤油協会
　　　　榊　玲里
　　　　ほりえ　さわこ
　　　　つぼ八　銀座５丁目店
　　　　小栗　朋之
　　　　橋本　彦堯
　撮影　三浦　康史
　編集　大日本印刷株式会社　C&I事業部　
　制作　株式会社ウィルコミュニケーションデザイン研究所
　発行　キッコーマン株式会社
　　　　キッコーマン食品株式会社

※記事・写真等の無断転載を禁じます。

一人ひとりの“おいしい記憶”のために。
次の50年に向けて、減塩しょうゆの挑 戦は続きます。
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