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ニュースリリース No.18 

2019年 8月 5日 

もっと便利に、もっと使いやすく！をかなえる全 29品 

2019 年秋冬家庭用グロサリー商品新発売 
出荷開始日：2019 年 8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、2019 年秋冬家庭用グロサリー商品と

して新商品 17品、リニューアル品 12 品、合計 29 品を全国で発売いたします。当社出荷開始日は、2019年

8 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 
2019年秋冬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 29品を発売いた

します。 

 カテゴリー 商品数 

1 REGALO スパゲッティ 6 品 

2 REGALO ショートパスタ 3 品 

3 REGALO パスタソース 3 品 

4 オーマイ ラザニエッテ 2 品 

5 オーマイ パスタソース 3 品 

6 オーマイ プレミアム 生パスタ 2 品 

7 ニップン 天ぷら粉 1 品 

8 ニップン ホットケーキミックス 1 品 

9 ニップン アマニ 4 品 

10 ニップン クルトン 3 品 

11 乾めん 1 品 

 
 
 ＜商品一例＞ 

                          

     

 

     

 

 

 

 

                             

 

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全て税抜です。 
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2. 2019年秋冬家庭用グロサリー商品詳細 

 

プレミアムパスタブランド「REGALO」のスパゲッティを、3つのこだわり「原料」「製粉」「製法」にさら

に磨きをかけて、「心はずむ、極上アルデンテ」を実現しました。パッケージにも、そのブランドメッセー

ジと 3つのこだわりを表した 3つ星をあしらいました。また、表面がざらついたタイプも「クラシック ス

パゲッティ」として新発売します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■REGALOスパゲッティ 3つのこだわり 

［原料］厳選された北米産デュラム小麦を配合 

［製粉］小麦中心部の良質な部位を使用 

［製法］乾燥にこだわり最適な製法を追求 

■商品特長 

●厳選したデュラム小麦による、明るく鮮やかな黄金色の色調 

●良質な原料を使用し、最適な製法から得られた小麦本来の風味 

●弾力、コシ、なめらかさが生む、極上のアルデンテ食感 

●「クラシック スパゲッティ」は、表面がざらついた麺で、ソースが絡みやすい 

 

 

 

 

1 「REGALO
レ ガ ー ロ

」スパゲッティをブラッシュアップ 

区分 商品名 内容量 希望小売価格 

新商品 REGALO クラシック スパゲッティ 1.5mm結束 400g 400円 

新商品 REGALO クラシック スパゲッティ 1.7mm結束 400g 400円 

リニューアル REGALO スパゲッティ 1.5mm 結束 400g 400円 

リニューアル REGALO スパゲッティ 1.7mm 結束 400g 400円 

リニューアル REGALO スパゲッティ 1.5mm 200g 140円 

リニューアル REGALO スパゲッティ 1.7mm 200g 140円 
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日本ではサラダやグラタンに使われることの多いショートパスタを、主食としてお楽しみいただけるよ

う、ソースの絡みがよい形状を追求した 3 種類のショートパスタを新たに展開します。ショートパスタ専

用のソース(※)と合わせてより美味しくお召し上がりいただけます。ショートパスタと専用ソースで、

「REGALO」が新たな食シーンをお届けします(※ソースは 4ページにてご紹介しております)。 
 

   

             
 

 

■REGALOショートパスタ 3つのこだわり 

［原料］厳選された北米産デュラム小麦を配合 

［製粉］小麦中心部の良質な部位を使用 

［形状］ソースとよく絡む形、ひと皿での見栄えを追求 
 

■商品特長 

●使いきりやすい 160g 入り(1人前 80g)  

●陳列しやすいスタンディングパウチを採用 
 

【カサレッチェ】 

●S 字カーブにソースがよく絡む、味なじみのよいパスタ 

●トマトソースや魚介のソースとよく合う 
 
 

【リガトーニ】 

●しっかりとした弾力、太さが楽しめるパスタ 

●ボロネーゼやカルボナーラなど濃厚なソースによく合う 
 
 

【ペンネリガーテ】 

●長めのペン先型で、溝にソースがよく絡むパスタ 

●アラビアータやチーズクリームによく合う 

 

2 主食としての食シーンをご提案！「REGALO
レ ガ ー ロ

」ショートパスタ 

区分 商品名 内容量 希望小売価格 

新商品 REGALO カサレッチェ 160g 200円 

新商品 REGALO リガトーニ 160g 200円 

新商品 REGALO ペンネリガーテ 160g 200円 
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スパゲッティに比べて噛む回数が多いショートパスタに合わせた濃厚さで、パスタにしっかりと絡む、

ショートパスタ専用のパスタソースを新発売します。「REGALO」ショートパスタとも連動したパッケージ展

開で、合わせてお召し上がりいただくことでより美味しく、手軽にお楽しみいただけます。イタリア各地

で愛されてきた味わいを追求した 3 種類のラインアップからお好みでお選びいただけます。 
 

 

         
 

■商品特長 

【海の幸ペスカトーレ】 

●シチリアで食される魚介の旨み豊かなペスカトーレの味わいを追求 

●白ワインとオリーブオイルが香るオイルベースのトマトソースに、あさり、いか、貝柱を加えた 

魚介の旨みを味わえるソース 
 

【濃厚ラグーソース】 

●ナポリで愛されるジェノベーゼの味わいを追求 

●牛肉をたっぷりの玉ねぎ、トマトで煮込んだ濃厚な味わいのソース 

●玉ねぎの甘味とパルメザンチーズのコクで奥深い美味しさ 
 

【濃
こい

辛
から

アラビアータ】 

●フィレンツェで食されるカレッティエッラの味わいを追求 

●にんにくと赤唐辛子をしっかりと効かせた辛いトマトソース 

●イタリア産トマトの旨みとエキストラバージンオリーブオイルの香りで後を引く美味しさ 

●別添の唐辛子とパセリ付き 
 

《ご参考》おすすめの組み合わせ 

   

3 種類のショートパスタ×3 種類のパスタソースをお好みでお楽しみいただけますが、特におすす

めの組み合わせは下記の通りです。 

★「カサレッチェ」×「海の幸ペスカトーレ」：カサレッチェによく合う濃さとオイル感 

★「リガトーニ」×「濃厚ラグーソース」  ：リガトーニによく合うしっかりとした濃厚な味わい 

★「ペンネリガーテ」×「濃
こい

辛
から

アラビアータ」：ペンネリガーテによく合う濃く辛い味わい 

 

3 「REGALO
レ ガ ー ロ

」ショートパスタと合わせて食べたい専用のソース 

区分 商品名 内容量 希望小売価格 

新商品 REGALO 海の幸ペスカトーレ 100g 250円 

新商品 REGALO 濃厚ラグーソース 80g 250円 

新商品 REGALO 濃
こい

辛
から

アラビアータ 100.3g 250円 
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15 分でラザニエが作れる「オーマイ ラザニエッテ」に、ピリ辛テイストの新商品「チリトマト」が登場

します。また、定番の「ラザニエッテ」も、レシピとソースの改良で、ソースとチップラザニエの絡みが

さらによくなりました。取り分けやすく食べやすいので、イベント等が増える秋冬シーズンにもぴったり

のメニューです。 
 

 

■商品特長 

●別ゆで不要の小さくて食べやすいチップラザニエと、 

ベースソースのセット商品 

●用意するのは挽肉だけ！フライパンで、15分でラザニエが作れる 
 

【ラザニエッテ チリトマト】 

●ピリ辛トマトソース仕立ての新しい味わい 

●人気のメキシカンテイストで、家族みんなで楽しく食べられる 

●赤ピーマン入りで、見た目と味のアクセントに 
 

【ラザニエッテ】 

●ソースとチップラザニエの絡みを改良し、より一体感のある仕上がりに 

●チップラザニエが茹でやすくなり、さらにもちもち食感に 

●肉の旨み引き立つコク深クリーミートマトソース 

●トマトの旨みがアップ 

 

 

人気の「濃い」シリーズには、上質で濃厚な味わいが楽しめる新商品 2品を投入します。また、2人前パ

スタソースに和×洋の新フレーバーも 1品加わり、ますますラインアップを充実させます。 
 

 

■商品特長 

●細かく刻んだ海老を白ワインで炒めて引き出した海老本来の旨み 

●トマトとクリームチーズを加え、コク深い味わいに 

●濃厚な海老の旨みを感じるアメリケーヌソース仕立て 

 

 

 

 

4 「ラザニエッテ」にピリ辛の新テイストが追加 

区分 商品名 内容量 希望小売価格 

新商品 オーマイ ラザニエッテ チリトマト 320g 400円 

リニューアル オーマイ ラザニエッテ 320g 400円 

5 2 人前のパスタソースがより充実 

区分 商品名 内容量 希望小売価格 

新商品 オーマイ 濃い海老トマトクリーム 240g 250円 
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■商品特長 

●うにの豊かな旨みと白ワインが香る上質な味わい 

●裏ごしされたうにペーストに魚介の旨みを合わせた、なめらかで 

濃厚なソース 

 

 

 

 

 

■商品特長 

●クリーミーでコクのあるカルボナーラに、明太子のピリッとした 

 辛さが効いたパスタソース 

●明太子の後引く辛さがクセになる味わい 

 

 

 

 

 

生パスタの厚みを調整し、よりもちもちとした食感を実現しました。パッケージも「生」パスタである

ことが分かりやすいデザインにリニューアル。クリーム系のソースと相性のよい幅広タイプの「フェット

チーネ」と、さまざまなソースと相性のよい「リングイネ」、 2 種類展開します。 
 

 

■商品特長 

●厚みを調整し、さらに生パスタらしいもちもち食感に 

●「生」を強調した商品名ロゴに 

●ゆで時間はたったの 3分。パッケージでもより分かりやすく訴求 

●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 

●1袋 1人前の使い切り 

 

 

区分 商品名 内容量 希望小売価格 

新商品 オーマイ 濃いうにクリーム 240g 250円 

区分 商品名 内容量 希望小売価格 

新商品 オーマイ 明太子カルボナーラ 220g 200円 

6 「生パスタ」がさらにもちもち食感にリニューアル 

区分 商品名 内容量 希望小売価格 

リニューアル オーマイ プレミアム 生パスタ フェットチーネ 110g 180円 

リニューアル オーマイ プレミアム 生パスタ リングイネ 110g 180円 
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人気のある国内産小麦で作った天ぷら粉を新発売します。原材料だけでなく、食感とできあがりの見栄

えにもこだわった一品で、パッケージでも「サクッと“華”咲く衣」としてその特長を訴求しています。 
 

 

■商品特長 

●国内産小麦を 100％使用 

●花咲きのよい衣 

●カラッと揚がってサクッと食感 

 

 

 

 

 

ホットケーキ作りの不満点を解消するべく、ご家庭で用意する材料と使用する調理器具を最小限に留め

た、簡便性を追求した商品です。袋の中に水を加えて混ぜるだけで生地ができあがり、そのまま絞り出し

て焼くことができるため、準備から後片付けまでのわずらわしさがなく、いつもの美味しさをお楽しみい

ただけます。 
 

 

■商品特長 

●用意するのは水だけ(卵・牛乳不要) 

●調理器具の準備・洗い物を最小限に 

 (ボール・ホイッパー・おたま・計量カップ不要) 

●水だけでも卵のコクと優しい甘さのあるふんわりホットケーキが焼ける 

 

 

 
 

《ご参考》「ニップン めちゃラク ホットケーキミックス」の作り方 

   

「ニップン めちゃラク ホットケーキミックス」を使えば、まさに「めちゃラク」！ 

以下の 3 ステップでホットケーキが完成します。 

① 袋を切って点線まで水を入れる 

② スプーンで約 1 分かき混ぜる 

③ フライパンに絞り出して焼く(約 5 分)  

 

 

7 国内産小麦を使用したこだわりの天ぷら粉 

区分 商品名 内容量 希望小売価格 

新商品 ニップン 日本の天ぷら粉 200g 140円 

8 水だけでできる！簡単便利なホットケーキミックス 

区分 商品名 内容量 希望小売価格 

新商品 ニップン めちゃラク ホットケーキミックス 150g 140円 
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「アマニ油」3 種類のパッケージを全面リニューアルし、「オメガ 3」のロゴを分かりやすく配置します。

また、100gの商品 2品は容器を持ちやすい丸型の瓶に変更し、より使いやすくしました。ドレッシングに

は、これからの季節にぴったりのゆずを使用した味を追加し、ラインアップを拡充します。 
 

     

■商品特長 

【ニップン アマニ油 プレミアムリッチ・ニップン アマニ油 100g】 

●使いやすい小容量タイプ 

●瓶の形状を四角型から持ちやすい丸型に変更 

●使用後のキャップの外し方を記載 

●「プレミアムリッチ」は希少なゴールデン種の中でも 

オメガ 3(n-3系)脂肪酸であるα-リノレン酸が高含有な品種を使用 
 

【ニップン アマニ油 150g】 

●酸化をおさえる容器で使いやすく 

●油が空気に触れにくいプラスチック製二重構造ボトル 

 

 

 

 

 

 

■商品特長 

●大さじ 2杯で 1日分のα-リノレン酸が美味しく摂れる 

●国産ゆず果汁入り。醤油ベースのさっぱりした和風ドレッシング 

●おろし大根入りで具材感も 

●大根のサラダに良く合う。鍋のつけつゆとしても 

   

 

 

 
 
 
 
 
 

9 「アマニ油
オイル

」がリニューアル！ドレッシングにも新味追加 

区分 商品名 内容量 希望小売価格 

リニューアル ニップン アマニ油
オイル

 プレミアムリッチ 100g 750円 

リニューアル ニップン アマニ油
オイル

 100g 100g 700円 

リニューアル ニップン アマニ油
オイル

 150g 150g 850円 

区分 商品名 内容量 希望小売価格 

新商品 ニップン アマニ油
オイル

入りドレッシング 和風ゆず醤油 150mL 300円 
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サラダにサクッとした食感のアクセントを加えられる「クルトン」のパッケージを、売り場でも目立つ

デザインにリニューアル。また、新たな味も追加し、全 3品のラインアップになります。 
 

 

■商品特長 

【ベーコンペッパー味】 

●ベーコン風味の旨みにペッパーが効いたスパイシーな味わい 

●大きめサイズで、おやつ・おつまみにも 

【プレーン味】 

●香ばしいパンの味わい 

●小さめサイズで、サラダだけではなくスープにも 

【シーザー味】 

●チーズ＆ガーリックの風味が楽しめる味わい 

●大きめサイズで、おやつ・おつまみにも 

 

 

 

創業寛政元年、麻布十番の名店「総本家更科堀井」監修の更科そばを新発売します。特長である麺の白

さとほのかな甘み、のどごしのよさを、ご家庭でもお楽しみいただけます。 
 

 

■商品特長 

●厳選したそば粉、小麦粉を使用して実現したこだわりの白さ 

●ほのかな甘みを感じる味わい 

●しなやかな食感とのどごしの良さ 

 

 

 

 

10 サクッと食感の「クルトン」に新フレーバー追加 

区分 商品名 内容量 希望小売価格 

新商品 ニップン クルトン ベーコンペッパー味 30g 140円 

リニューアル ニップン クルトン プレーン味 30g 140円 

リニューアル ニップン クルトン シーザー味 30g 140円 

11 名店「総本家更科堀井」監修の更科そば 

区分 商品名 内容量 希望小売価格 

新商品 総本家更科堀井監修 更科そば 200g 300円 

≪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 

＜一般のお客さま＞ 

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) 

https://www.nippn.co.jp 

☆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。 

https://www.nippn.co.jp/

