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ニュースリリース No.12 

2020年 8月 27日 

 

お客さまニーズに寄り添う全 10品！ 

2020 年秋冬家庭用グロサリー商品新発売 
出荷開始日：2020 年 9月 1日(火) 

 

日本製粉(株)(代表取締役社長:前鶴俊哉 本店:東京都千代田区)は、2020 年秋冬家庭用グロサリー商品と

して新商品 5品、リニューアル品 5 品、合計 10 品を全国で発売いたします。当社出荷開始日は、2020年 9

月 1日(火)を予定しております。 

 

1．カテゴリーおよび商品数 
2020年秋冬家庭用グロサリー商品は、全 6 カテゴリー、新商品・リニューアル品合計 10品を発売いた

します。 

 カテゴリー 商品数 

1 ニップン ピザミックス 1 品 

2 ニップン デザートミックス 1 品 

3 ニップン アマニ油入りドレッシング 2 品 

4 REGALO パスタソース 2 品 

5 オーマイ ラザニエッテ 1 品 

6 オーマイ パスタソース 3 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. 2020年秋冬家庭用グロサリー商品詳細 

 

ニップンのピザミックスがさらに美味しく、作りやすくなりました。用意する材料が少なくてすむた

め、より気軽にピザ作りをお楽しみいただけます。内食需要が高まる中、美味しさ、使いやすさに加え

て、料理の楽しさを提供いたします。 
 

 

■商品特長 

●ピザミックスと水で、手軽に生地ができる 

●発酵いらずで具をのせてフライパンで焼くだけ、 

サクッと香ばしい仕上がり(トースターでの調理も可能) 

●ひっくり返す必要がなく、冷たいフライパンの上で作業ができるため、 

お子さまと一緒でも安心して調理ができる 

●使い切りやすい 2 枚分設計  

 

 

2019年秋に発売した「めちゃラク ホットケーキミックス」は、用意する材料、使用する調理器具を最

小限に留めて簡便性を追求した商品です。今回のリニューアルにより、さらに美味しく、作りやすくなり

ました。ご家庭でより手軽で簡単に、ふんわり美味しいホットケーキ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、卵のコクとやさしい甘さのあるふんわりホットケーキに 

●甘味とふんわり感が増し、もっと美味しく 

 

■パッケージのリニューアルポイント 

 

 

 ① シズルを上部に配置し、美味しさをよりアピール！ 

② 中央に商品名を配置することで、店頭でも見つけやすく 

③ 商品特長が一目でわかる、親しみやすいイラスト入り 

④ 底面を広くし、袋の中でよりかき混ぜやすく 

1 ピザミックスがおいしく、作りやすくリニューアル 

区分 商品名 内容量 希望小売価格 

リニューアル ニップン ピザミックス 200g 170円 

2 人気のホットケーキミックスをさらにブラッシュアップ 

区分 商品名 内容量 希望小売価格 

リニューアル ニップン めちゃラク ホットケーキミックス 150g 140円 

① 

② 

④ 

③ 
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「150mLサイズのドレッシングはすぐに使い切ってしまう」そんなお客さまのニーズにお応えし、アマ

ニ油入りドレッシングシリーズから大容量サイズが新登場。アマニドレッシング市場の拡大を目指しま

す。 
 

 

■商品特長 

●アマニ油入りドレッシングシリーズの人気 No.1、No.2 のフレーバーを

300mL の大容量化 

●美味しさはそのまま、毎日使えるたっぷりサイズ 

●当社アマニ商品のイメージカラーを使用した、統一感のあるデザイン 

●日本アマニ協会認定商品 

 

 

 

 

《ご参考》「ニップンのアマニ」は日本アマニ協会認定商品 

 

今回の新商品も含め、「ニップンのアマニ」の全商品には「日本アマニ協会」の厳

しい審査をクリアした証である、「日本アマニ協会認定マーク」が付与されていま

す。 

日本アマニ協会ホームページ:https://flaxassociation.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 アマニ油入りドレッシングに大容量サイズを投入 

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 和風たまねぎ 300mL 500円 

新商品 ニップン アマニ油
オイル

入りドレッシング ごま 300mL 500円 

150mL サイズ 300mL サイズ 

https://flaxassociation.jp/
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話題のショートパスタ専用ソースから、シチリアで愛されているコン・レ・サルデをヒントに、鯖を使

って仕上げた旨み豊かなソースが新登場。また、人気の「トマトクリームの魅惑」は、リニューアルによ

りさらに魅惑の味わいになりました。 
 

 

 

■商品特長 

【鯖のアーリオ・オーリオ】 

●ほぐした鯖の身がショートパスタにしっかり絡み、 

鯖の旨みを存分に味わえる 

●最後の一口までしっとり味わえるオイル感 

●別添小袋で、彩りと味わいにアクセントを 

 (イタリアンパセリと赤唐辛子) 

 

【トマトクリームの魅惑】 

●新たに紅ずわい蟹を使用。 

蟹の旨み、風味をしっかりと感じる贅沢な味わいに 

●マスカルポーネチーズを増量し、まろやかなコクと濃厚な味わいを実現 

●トマトのさわやかな酸味が、紅ずわい蟹の旨みとマスカルポーネの 

コクを一層引き立てる 

 

 

 

《ご参考》「REGALO」のショートパスタ「カサレッチェ」のパッケージをリニューアル 

「カサレッチェ」のパッケージに使用しているソースを「鯖のアーリオ・オーリオ」に変更し“主食で食

べるショートパスタ”を改めてご提案します。 

 

          

 

4 「REGALO」パスタソースがさらに充実 

区分 商品名 内容量 希望小売価格 

新商品 REGALO 鯖のアーリオ・オーリオ 90.5g 250円 

リニューアル REGALO トマトクリームの魅惑 135g 250円 

【旧デザイン】 【新デザイン】 
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シリーズ累計出荷数 800万個のラザニエッテから「海老トマトクリーム」が新登場。まろやかな海老ト

マトクリームのラザニエッテで華やかな食卓を演出します。3～4皿分がまとめて簡単に作れ、家族みんな

で取り分けられる、お役立ちアイテムです。 

 

■商品特長 

●冷凍シーフードミックスと牛乳だけで作れる 

●フライパンで作るオールインワン調理。 

誰でも手軽に本格的な味わいを楽しめる 

●海老の旨み、トマトの酸味、クリームのまろやかさが合わさった 

贅沢な味わいのベースソース 

●さまざまな魚介にも合わせやすい味付け 

 

 

 

 

 

人気のまぜて絶品!Italian シリーズから「超にんにくペペロンチーノ」が新登場。ガツンとクセになる

味を徹底追求！4つのにんにくで今までにない“超にんにく”を感じる味わいをお楽しみいただけます。

また、人気のカルボナーラソースが、さらに美味しくリニューアル。味わいの濃い、より食欲をそそる仕

上がりになりました。 

 

■商品特長 

【超にんにくペペロンチーノ】 

●4 つのにんにくがクセになる味わい 

 (おろしにんにく、刻みにんにく、ガーリックオイル、フライドガーリック) 

●別添小袋でアクセントと華やかさを演出 

(フライドガーリック、イタリアンパセリ、赤唐辛子) 

 
   

5 シリーズ累計 800 万個突破！オーマイ ラザニエッテ 

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 海老トマトクリーム 300g 400円 

6 オーマイ パスタソースがさらに充実 

区分 商品名 内容量 希望小売価格 

新商品 オーマイ 超にんにくペペロンチーノ 
50.5g 

(25.25g×2) 
250円 

リニューアル オーマイ カルボナーラ 240g 200円 

リニューアル オーマイ レンジでカルボナーラ 120g 140円 
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【カルボナーラ】 

●チーズと卵黄のコクのある味わい 

●粗挽き黒こしょうをアクセントに味を引き締め、 

最後の一口まで美味しい仕上がり 

●チーズの香りやソースの味わいアップ 

 

 

 

【レンジでカルボナーラ】 

●チーズと卵黄でコクのある味わいに 

●粗挽き黒こしょうをアクセントに効かせ、 

味を引き締め最後の一口まで美味しく 

●袋のまま電子レンジ 600W で 30秒温めるだけ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪お問合せ先≫ 

＜報道関係の方＞ 

日本製粉株式会社 広報部 

担当：岡部春那 

〒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/

