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お客さまのニーズに応える、全 24 品

2018 年春夏家庭用グロサリー商品新発売
出荷開始日：2018 年 2 月 20 日(火)
日本製粉(株)(代表取締役社長:近藤雅之 本店:東京都千代田区) は、2018 年春夏家庭用グロサリー商品
として新商品 19 品、リニューアル品 5 品、合計 24 品を全国で発売いたします。当社出荷開始日は、2018
年 2 月 20 日(火)を予定しております。

1．カテゴリーおよび商品数
2018 年春夏家庭用グロサリー商品は、全 11 カテゴリー、新商品・リニューアル品合計 24 品を発売いた
します。
カテゴリー

商品数

1

REGALO パスタソース(個食レトルト)

2品

2

REGALO パスタソース(瓶入り)

3品

3

オーマイ PREMIUM 生パスタ

2品

4

オーマイ 和パスタ好きのための パスタソース

2品

5

オーマイ ほめ DELI

4品

6

DANTE オリーブオイル

3品

7

天ぷら粉

2品

8

お好み焼粉

1品

9

デザートミックス

1品

10

ドレッシング

1品

11

アマニ

3品

＜商品一例＞
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各商品の詳細につきましては、2 ページよりご紹介いたします。

(※)ご紹介する商品の希望小売価格はすべて税抜きです。
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2. 2018 年春夏家庭用グロサリー商品詳細

1

レ ガ ー ロ

「REGALO」のパスタソースに「協奏」「対極」の新味登場

プレミアム・パスタブランド「REGALO」の個食レトルトパスタソースは、本場イタリアで愛されてきた
味わいを追求した本格派です。いつもとは一味違うアサリとカラスミが奏でるダブルの旨みのボンゴレ、
トマトを使用したボロネーゼとは対極をなすもう一つのボロネーゼが加わり、全 8 品のラインアップです。
区分

商品名

内容量

希望小売価格

新商品

REGALO ボンゴレビアンコの協奏

97.5g

250 円

新商品

REGALO ボロネーゼの対極

70.3g

250 円

■商品特長
●イタリア全土を包括した産地の深掘りを行ったメニュー展開
●本場の味を徹底的にリサーチし、たどり着いたレシピから、本格的な味わいを実現

【ボンゴレビアンコの協奏】
●名産のカラスミをかけた旨み豊かな、
サルデーニャ島で愛されるボンゴレビアンコをヒントに商品化
●あさりとオリーブオイルの風味が効いたオイルソースに、
カラスミを加えて旨み豊かに
●カラスミ入りパウダーとイタリアンパセリの別添つき
【ボロネーゼの対極】
●あえてトマトを入れないオイル仕立ての、
トスカーナで愛されるボロネーゼの味を追求
●じっくりと炒めた香味野菜の甘みとごろっとした豚挽肉の旨み
●きざみブラックオリーブを入れて、味わいにアクセントを
●隠し味にパルメザンチーズを使用して後を引くコク
●別添でイタリアンパセリをトッピング

《ご参考》日本生まれのプレミアム・パスタブランド「REGALO」
“REGALO”とは、イタリア語で「贈りもの」を意味します。
「あなたを満たす最高の贈りもの」をキーワードに、ひと
くちで違いに気づく、より魅力的な食卓を演出するブラン
ドとして、パスタ・パスタソースを展開しています。
原料・製法にこだわった
詳しくは下記ブランドサイトをご覧ください。
スパゲッティ 4 品、
ショートパスタ 3 品も
＞ http://www.nippn.co.jp/BrandB/regalo/
好評発売中です。
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2

レ ガ ー ロ

こだわりの手作り派におすすめ「REGALO」瓶入りパスタソース

こだわりのイタリアンを展開する「REGALO」ならではの、トマトの旨みを存分に引き出した瓶入りパス
タソースが新登場。ひと手間加えてこだわりたい手作り派の方にぴったりの商品です。お好みの具材と合
わせて本格パスタを楽しむだけでなく、肉や魚にも合うので様々なお料理にお使いいただけます。
区分

商品名

内容量

希望小売価格

新商品

REGALO バジルトマト

320g

330 円

新商品

REGALO ガーリックトマト

320g

330 円

新商品

REGALO アンチョビトマト

320g

330 円

■商品特長
●イタリア産完熟トマトの旨みをじっくり煮込んで引き出したソース
●さっとあえるだけで、じっくり煮込んだような旨みたっぷりのトマト料理が作れる
●パスタはもちろん、煮込み料理やスープにも使え、料理の幅も広がりアレンジ自在
【バジルトマト】
●トマトの濃厚な味わいとさわやかなバジルの香り
●白ワインで香り高く
●バジルの香りを引き立たせるオレガノ、イタリアンパセリ等のハーブを使用
【ガーリックトマト】
●ガーリックミンチとフライドガーリックでしっかりとしたガーリックの旨み
●赤ワインを使用し、コクのある味わい
●パスタだけでなく、肉料理にも
【アンチョビトマト】
●アンチョビソースを使用したくせになる味わい
●白ワインで奥深い味わい
●魚介のソースや煮込みにも
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ご家庭でストックできる、もちもち食感の生パスタ

外食で人気の生パスタを、ご家庭でも。こだわりの独自配合と、イタリアの自家製パスタからヒントを
得た製法で丁寧に作り上げました。半生タイプで日持ちがする上にゆで時間も短く、いつでもお手軽に贅
沢なもちもち食感をお楽しみいただけます。ソースに合わせて選べる 2 品を揃えました。
区分

商品名

内容量

希望小売価格

新商品

オーマイ PREMIUM 生パスタ フェットチーネ

110g

180 円

新商品

オーマイ PREMIUM 生パスタ リングイネ

110g

180 円

■商品特長
●クリーム系のソースと相性の良い幅広タイプの「フェットチーネ」
と、様々なソースと相性の良い「リングイネ」の 2 種類
●デュラム小麦粉に適量の中力小麦粉をブレンドした独自配合
●生地を薄く伸ばしてカットするロール式製法を採用し、手打ちパス
タのようなもちもち食感を追求
●ご家庭でストックして楽しめるよう、食感が良く日持ちもする半生
タイプ(常温保存で賞味期限 6 ヶ月)
●ゆで時間 3 分

4

「和パスタ」好きにはたまらない新しい 2 つの味わい

「オーマイ 和パスタ好きのための」シリーズのパスタソースは、ゆでたパスタにまぜるだけの簡便さと
幅広いラインアップでご好評をいただいています。和と洋を組み合わせた新しい味わいと、和の代表素材
を生かした春夏にぴったりのさわやかな味わいが加わり、シリーズ全 8 品になります。
区分

商品名

内容量

希望小売価格

新商品

オーマイ 和パスタ好きのための 明太子かるぼなーら

33.4g×2

250 円

新商品

オーマイ 和パスタ好きのための 香るわさび

26.2g×2

250 円

■商品特長
【明太子かるぼなーら】
●明太子とカルボナーラを組み合わせた新しい和風フレーバー
●ピリッと辛く旨み豊かな明太子に、カルボナーラの卵とチー
ズのコクが相性抜群
●トッピングのきざみのりで風味豊かな仕上がり
【香るわさび】
●和の代表的な素材である「わさび」の新しいパスタソース
●にんにくが効いた醤油ソースに香り高いわさびを合わせた味わい
●トッピングは白髪ねぎ、きざみのり、ごま、わさび顆粒で風味豊かに
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“ほめられる美味しさ”「ほめ DELI」にバリエーション追加

外食の人気メニューが少ない材料で簡単にできる「オーマイ ほめ DELI」に、トレンドの米飯メニュー「リ
ゾット」と、これからの季節に適した夏野菜のメニュー「ラタトゥイユ」が加わります。バーニャカウダ
も使い切り容量でより使いやすくなりました。
区分

商品名

内容量

希望小売価格

新商品

オーマイ ほめ DELI オマール海老の旨み トマトリゾットの素

20.5g

140 円

新商品

オーマイ ほめ DELI トリュフ香る クリームリゾットの素

17.9g

140 円

新商品

オーマイ ほめ DELI ラタトゥイユの素

35.5g

140 円

新商品

オーマイ ほめ DELI バーニャカウダの素

35g

140 円

■商品特長
【オマール海老の旨み トマトリゾットの素】
●ごはんと牛乳で 1 分煮るだけの簡単調理
●オマール海老とトマトの旨みが抜群にマッチした味わい
●バジル＆オレガノのトッピングでアクセントをプラス
【トリュフ香る クリームリゾットの素】
●ごはんと牛乳で 1 分煮るだけの簡単調理
●濃厚なきのこの旨みがとけこんだクリーミーなソースに、
トリュフがふわっと香る上質な味わい
●粗びきブラックペッパーのトッピングで風味豊かに
【ラタトゥイユの素】
●ナスとズッキーニ、パプリカと炒めて 5 分煮るだけの簡単調理
●トマトの濃厚な旨みで野菜が美味しい
●チキンの旨みやコンソメでしっかりした味わい
●野菜だけでなく魚、肉とあわせても味がきまる
●バジル＆オレガノのトッピングで香りと彩りの良い仕上がり
【バーニャカウダの素】
●オリーブオイルを入れてレンジで加熱するだけの簡単調理
●アンチョビの風味がきいた美味しさ
●1 回使い切りでお試ししやすくリニューアル
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ダ ン テ

「DANTE」オリーブオイルがより使いやすくリニューアル

イタリアを代表するブランド「DANTE」のオリーブオイル 3 品を、より便利なボトルとキャップにリニュ
ーアルします。パスタ等の料理によく合う香り立つ風味と、容器変更によるキッチンでの使い勝手の良さ
で、イタリアンメニューのさらなる活性化につなげます。
区分

商品名

内容量

希望小売価格

リニューアル

DANTE エキストラバージンオリーブオイル ヨーロピアンブレンド

250ml

585 円

リニューアル

DANTE エキストラバージンオリーブオイル ヨーロピアンブレンド

500ml

1,040 円

リニューアル

DANTE オリーブオイル

500ml

950 円

■商品特長
●加熱することで風味が立ち、パスタをはじめとするあたたかい料理
と相性の良いオリーブオイル
●使い勝手の良いペットボトル容器入り
●オリーブの葉をあしらった質感のあるオリジナルボトルに変更。
形状もより使いやすい円柱に変更
●キャップはより便利なワンタッチタイプに変更

7

健康志向の「油少なめ天ぷら粉」がパワーアップ

調理油の使用量と揚げ上がりの吸油量が少ないうえに、よりカラッと揚がるようブラッシュアップした
天ぷら粉です。商品特長が伝わるよう、パッケージには“ちょっとの油でカラッとおいしい！”を大きく
打ち出しました。調理の手間がかからず体にもやさしい本品で、天ぷら粉市場の活性化を図ります。
区分

商品名

内容量

希望小売価格

リニューアル

オーマイ 油少なめ天ぷら粉

500g

278 円

リニューアル

オーマイ 油少なめ天ぷら粉

300g

175 円

■商品特長
●なべ底から 2cm の油(いつもの半分量)で揚がり、片付けラクちん
●さらにカラッと揚がり、サクッと食感にリニューアル
●衣の油吸収率は 50％カット(※)のままで体にもやさしい
※＜当社従来比＞えび天の場合は約 23％カット
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8

お好み焼粉にも話題の乳酸菌をプラス

2017 年 8 月発売の「乳酸菌入りホットケーキミックス」に続き、お好み焼粉にも乳酸菌をプラス！様々
な栄養がバランスよく摂れると言われる「お好み焼」に、乳酸菌を追加することで、より健康的に。早く
焼ける独自配合で、おやつや軽食として手軽に作ることができます。
区分
新商品

商品名
オーマイ PLUS 乳酸菌入りお好み焼粉

内容量

希望小売価格

200g

140 円

■商品特長
●“からだを守るちから引き出す”シールド乳酸菌🄬M-1 使用
●お好み焼 1 枚分で 100 億個(※)入り
※シールド乳酸菌🄬の 1 日の摂取目安 100 億個が、1 枚分のお好み焼
粉(50g)に含まれています
●フライパンで 5 分で焼ける独自配合の早焼きタイプ

9

トレンドの「マジックケーキ」がさらに SNS 映え！

SNS で話題のトレンドスイーツ「マジックケーキ」が簡単に作れるミックスに、暑い季節にもぴったりの
冷やして美味しいショコラ味を追加します。はっきりとした 3 層と色合いで、より写真映えが叶います。
区分
新発売

商品名
オーマイ マジックケーキミックス 濃厚ショコラ

■商品特長
●焼くと 3 層に分かれるふしぎなケーキ「マジックケーキ」の、冷や
して美味しい濃厚ショコラ味
●ふわふわショコラスフレ、なめらか生チョコ風、もちっとショコラ
プディングが一口で楽しめる
●用意するのは卵、サラダ油、牛乳だけ
●オーブンに入れるまでにかかる時間は約 10 分で、手軽に作れる
●3 層がはっきり見えて、さらに SNS 映え！

《ご参考》「マジックケーキミックス」好評発売中
2017 年 8 月に発売の「オーマイ マジックケーキミックス」は、
失敗しやすく手間のかかるマジックケーキが簡単に作れるとご
好評をいただいております。当社ホームページでは、作り方が
よく分かる動画レシピも公開中。下記 URL からご覧ください。
＞ http://www.nippn.co.jp/BrandB/Ohmy/magiccakemix/

7

内容量

希望小売価格

130g

300 円

10 アマニ油とビーツで健康志向のドレッシングが完成
アマニ加工食品は年々広がりを見せており、当社のアマニドレッシングやマヨネーズも、健康志向のお
客さまに幅広くご支持をいただいています。当社が取り組んでいる栄養価の高い野菜の研究を生かし、今
注目のスーパーフード「ビーツ」を使ったドレッシングがラインアップに加わりました。
区分
新商品

商品名

内容量

希望小売価格

150ml

300 円

オイル

オーマイ PLUS アマニ 油 入り ビーツドレッシング

■商品特長
●オメガ 3 脂肪酸(α-リノレン酸)を豊富に含むアマニ油を配合
●大さじ 2 杯で 1 日に必要なα-リノレン酸が摂取可能
●国内で契約栽培しているビーツペースト「こいあかね」を使用
●玉ねぎのコクとバルサミコ酢の豊かな風味

《ご参考 1》スーパーフード「ビーツ」および「こいあかね」とは
ビーツは、アカザ科の根菜で、てん菜やほうれん草の仲間です。
他の野菜にはない鮮やかな赤紫色が特徴で、抗酸化作用のある赤
い色素「ベタシアニン」や、カリウム、葉酸などビタミン類を豊
富に含んでいます。
「こいあかね」は、色調と風味のバランスに優れ、冷涼な高原気
候の信州長野を主生産地として、契約農家にて栽培した原料を使
用しています。

《ご参考 2》「オーマイ PLUS」アマニ油と野菜使用のドレッシング
当社はアマニをはじめとする機能性素材研究に取り組む中で、特定成分を多く
含む素材の研究および加工技術開発を進めてきました。
今回のビーツドレッシングおよび、2017 年 8 月に発売したにんじん・ケールド
レッシングは、その研究から生まれた商品のひとつです。
(左から、「こいくれない」使用の「にんじんドレッシング」、「こいあおな」使
用の「ケールドレッシング」)
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11 アマニ関連各商品がより使いやすい量目で新登場
アマニ関連商品の販売数量は依然伸長を続けています。当社が幅広く取り揃えているアマニ関連商品の
うち、α-リノレン酸を効率よく摂れるアマニ油と、アマニをローストした 2 品を、お客さまがより使いや
すい量目に変更することで、さらなる市場の拡大を目指します。
区分

商品名
オイル

内容量

希望小売価格

新商品

ニップン アマニ 油 プレミアムリッチ

100g

750 円

新商品

ニップン ローストアマニ粒

40g

300 円

新商品

ニップン ローストアマニ粉末

25g

300 円

■商品特長
【アマニ油 プレミアムリッチ】
●希少なゴールデン種のなかでも、オメガ 3(n-3 系)脂肪酸(※1)
の 1 つであるα-リノレン酸が高含有(※2)な品種を使用
●こだわりのコールドプレス製法で丁寧に搾油
●使いやすい量目に変更

【ローストアマニ粒・粉末】
●ゴールデン種のアマニを香ばしくロースト
●オメガ 3(n-3 系)脂肪酸(※1)の 1 つであるα-リノレン酸だけ
でなく、食物繊維、アマニリグナンも摂取できます
●使いやすい量目に変更

※1 オメガ 3(n-3 系)脂肪酸は、食事から摂取する必要のある必須脂肪酸です
※2 当社従来比 30％アップ

☆報道関係の方向けに商品画像データをご用意しておりますので、下記問合せ先までご連絡ください。

≪お問合せ先≫
＜報道関係の方＞
日本製粉株式会社 広報部
担当：河野 舞
〒102-0083 東京都千代田区麹町四丁目 8 番地
TEL：03-3511-5307 FAX：03-3237-3546

＜一般のお客様＞
日本製粉株式会社 お客様センター
フリーコール 0120-184-157
受付時間 9:00～17:00(祝日を除く月～金曜)
http://www.nippn.co.jp
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