
〒507-0027
岐阜県多治見市上野町5丁目5番地
● FAX ：0572-22-7999　
● E-mail：info@subaruya.com
● https://subaruya.com 検  索すばる屋

午前9時～午後5時（土日･祝日･年末年始･GW期間･お盆を除く）

● 商品のご購入・お問合せはこちら
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4種類の乳酸菌
だからカラダにいい

ABCT種菌はタニカ電器オリジナルのヨーグルト種菌です。

市販ヨーグルトは1～2種類の乳酸菌で作られていますが、

ABCT種菌は4種類の乳酸菌が1グラムに約1000億個含まれています。
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どうしてカラダにいいの？
ABCT 種菌は、他のヨーグルト種菌とは一線を画す特別な乳酸菌です。

「ご購入いただくなら、皆様の健康に一番いいものを提供したい」

そんな思いから、タニカは世界中からヨーグルトの種菌を探し、

ABCT種菌にたどり着きました。

ヨーグルトが体に良い効果を発揮するには、

毎日食べることが重要です。種菌の中には

酸っぱいものや水っぽく仕上がるものがあり

ますが、ABCT種菌は酸味がとても少なく、な

めらかでとろりとした舌触りが大好評です。

とにかくおいしく、
毎日食べられる02

通常のヨーグルトは 1～2種類ですが、ABCT

種菌には「アシドフィルス菌」「ビフィズス菌」

「カゼイ菌」「サーモフィルス菌」という 4つの

乳酸菌が含まれています。これらの乳酸菌に

はそれぞれ体に良い特徴があり、絶妙なバラ

ンスで共存しています。

4種類もの乳酸菌を
含んでいます01

ヨーグルトに含まれる乳酸菌は免疫細胞の働

きを活発にすることが報告されており、病気

の感染を防御する効果があります。体内に存

在する免疫細胞としてNK(ナチュラルキラー )

細胞やマクロファージがあります。免疫細胞

の働きが活発であれば、病気を引き起こしに

くいことになります。

免疫維持（向上）を
目指そう !04

ヨーグルトは良質なタンパク質・カルシウム・

ビタミンなどを豊富に含んでおり、お腹にも

健康にも良い言われています。健康維持の為

の栄養補助食として、幼児や小中学生などの

育ち盛りの子どものおやつから、ご高齢の方

達の健康維持まで幅広く適した栄養食です。

栄養満点！
お子様からお年寄りまで03
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おなかの中で活躍する 4つの乳酸菌
4種類の乳酸菌にはそれぞれ特徴があり、

腸内環境を正常化したりヨーグルトのおいしさを作ったりしています。

Lactobacillus acidophilusアシドフィルス菌GL-1
悪玉菌の繁殖を抑え、血中コレステロールを低下させます。アシドフィルス

菌の抗菌作用の特徴として、下痢や便秘、消化不良などを起こす病原性細菌

を特異的に強く阻害することなどがあげられます。

Bifidobacterium longumビフィズス菌BL-730
有害物質を排出、サルモネラ菌等の感染を予防します。ビフィズス菌は、大腸

に多く棲みついている定住型菌で、大腸内の悪玉菌の繁殖を抑えたり、悪玉

菌がつくる有害物質を吸着し、排出するはたらきをしています。

Lactobacillus caseiカゼイ菌CS-107
小腸の消化・吸収を助ける、CLA（共役リノール酸）を産生します。生きて腸

まで届き、小腸の運動や消化・吸収を助けます。抗酸化作用、抗ガン作用、動

脈硬化の予防、糖尿病や骨粗鬆症に対する効果が認められています。

Streptococcus thermophilusサーモフィルス菌
ヨーグルトのおいしさを作ります。この菌の役割は、多糖類を産出しヨーグ

ルト独特のなめらかさを作ることです。また、乳酸菌が食中毒菌や腐敗菌の

生育を阻止し、ヨーグルトの安全性と貯蔵性を高めます。
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無添加だから安心、安全
ヨーグルティアSや KAMOSICOを使用して、牛乳と種菌を混ぜるだけですので、

無添加で安全なヨーグルトを作る事ができます。

また、一回使い切りタイプですので、よけいな雑菌の繁殖が少なく、衛生面においても安心です。

オクラホマ州立大学で研究･開発
オクラホマ州立大学（アメリカ）のスタンレイ=ギリランド博士によって

開発された乳酸菌をライセンス製造したもので、

4種類の乳酸菌が1グラムあたり1000 億個含まれています。

Safe and 
   secure

Contains 100 billion

 bacteria 
per gram
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熱湯または電子レン
ジで内容器を消毒し
ます。

牛乳1ＬとＡＢＣＴ種菌
1包を入れ、混ぜてく
ださい。

内容器をヨーグルティ
アSに入れます。

温度を42℃、タイマー
を12時間にセットして
発酵させます。

発酵終了後、冷蔵庫
で冷やしてお召し上
がりください。

ABCT種菌を使った
ヨーグルトの作り方

ABCT種菌とヨーグルティアSやKAMOSICOを使えば、

簡単な手順で一度に1Lのおいしいヨーグルトができます。

材料を混ぜ合わせて温度と時間をセットしてスタートボタンを押すだけ！

是非お試しください。

1 2 3 4 5
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アレンジメニュー
ABCT種菌を使って作るヨーグルトから、

様々なアレンジメニューを作ることができます。

トッピングしたり、料理に使ったりと、バリエーションは無限大。

お気に入りのメニューを見つけて、

毎日の食生活にヨーグルトを取り入れてください。

It's yummy!

Start lif
e of 

    fermented foods!
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毎回注文するのがめんどう 使い続けて健康維持したい お得に購入したい

こんな方におすすめ

ABCT種菌定期購入のご案内
健康の面で手作りヨーグルトの効果を実感していただくには、

継続して毎日続けることが大切です。

定期購入システムは、お客様のご希望日に種菌をお届けいたします。

また、割引があるので通常購入に比べお得に商品をお買い求めいただけます。

It's a bo
ther.

To stay
   health

y.

It's a 
  good deal.

原材料

乳酸菌

保存方法

対応機種

発酵温度

発酵時間

使用方法

希望小売価格

脱脂粉乳　乳酸菌

アシドフィルス菌GL-1
ビフィズス菌 BL-730
カゼイ菌 CS-107
サーモフィルス菌

冷蔵･冷凍にて保存、開封後は1包全てお使いください

ヨーグルティアS（YS-01）
KAMOSICO（KS-12）
ヨーグルティア（YM-1200）

42℃

12 時間

1包で 1Lのヨーグルトが作れます

10包入り　1,620 円（税込）
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