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ニュースリリース No.61 

2019年 2月 4日 

もっと便利に、もっと使いやすく！をかなえる、全 19品 

2019 年春夏家庭用グロサリー商品新発売 
出荷開始日：2019 年 2月 20日(水) 

 

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 年春夏家庭用グロサリー商品と

して新商品 9 品、リニューアル品 10 品、合計 19 品を全国で発売いたします。当社出荷開始日は、2019 年

2 月 20日(水)を予定しております。 

 

1．カテゴリーおよび商品数 
2019年春夏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 19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 10 品 

2 REGALO スパゲッティ 2 品 

3 オーマイ PLUS 1 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 2 品 

6 オーマイ サラダの素 2 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年春夏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

味わいを追求しています。今回、5種のソースをさらに魅力的な味わいにブラッシュアップしました。同

時に全種類のパッケージを、より美味しさが伝わるデザインへリニューアルしました。 
 

 

＜パッケージ リニューアルポイント＞ 

                      

1 「REGALO」パスタソースの味わいを強化し、パッケージを刷新！ 

区分 商品名 内容量 希望小売価格 

リニューアル REGALO ボロネーゼの真実 120g 250円 

リニューアル REGALO カルボナーラの原点 120g 250円 

リニューアル REGALO ポモドーロの絶賛 140g 250円 

リニューアル REGALO トマトクリームの魅惑 135g 250円 

リニューアル REGALO フォルマッジョの共演 120g 250円 

リニューアル(パッケージリニューアル) REGALO ボンゴレビアンコの協奏 97.5g 250円 

リニューアル(パッケージリニューアル) REGALO ペペロンチーノの希望 75.3g 250円 

リニューアル(パッケージリニューアル) REGALO ボロネーゼの対極 70.3g 250円 

リニューアル(パッケージリニューアル) REGALO イカスミの追憶 115g 250円 

リニューアル(パッケージリニューアル) REGALO アラビアータの奥義 130g 250円  

①  イメージの浸透 赤・黒・金の REGALOカラーをアピール。パスタとの連動性もアップ 

②  世界観の醸成 イタリアの隠れ家レストランを連想させる雰囲気 

③  シズル写真 思わず手に取りたくなる「美味しさ」と「期待感」を抱かせる写真 

④  商品コピー 上部へ配置し、こだわりが伝わりやすく 

① 
② 

③ 

④ 

より 

美味しさが 

伝わる 

デザインへ 

現行品 
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■商品特長 

【ボロネーゼの真実】 

●挽肉と香味野菜を増やし、ソース中の具材感をアップ 

●挽肉を赤ワインで炒め・煮込むことで肉の旨みをさらにアップ 

●パスタとの絡みをさらに良くし、肉の旨みを味わえるソースに 

 

 

 

 

 

【カルボナーラの原点】 

●卵黄とチーズの味わいを引き立たせ、さらに濃密で 

深いコクがあるソースに 

●ベーコンと相性が良く、熟成して旨みが凝縮された 

パルミジャーノ・レッジャーノを配合 

 

 

 

 

【ポモドーロの絶賛】 

●完熟トマトを増量し、トマトの味わいと明るい橙色を実現 

●なすの調理工程を、なす本来の風味を味わえるように変更 

●熟成して旨みが凝縮されたパルミジャーノ・レッジャーノを加え、 

さらにチーズのコク深い味わいに 

 

 

 

 

 

【トマトクリームの魅惑】 

●パスタとの絡みをさらに良くし、蟹の旨みを味わえる濃厚なソースに 

●トマトのさわやかな酸味とマスカルポーネのまろやかな味わい 
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【フォルマッジョの共演】 

●新たに使用したブルーチーズの、芳醇な香り・味わいを 

堪能できるソースに 

●ブルーチーズ、パルメザンチーズ、クリームチーズ、ペコリーノ・ 

ロマーノの 4種のチーズを使用し、さらにコク深い濃厚なソースに 

  

 

 

＜REGALO パスタソース全 10 品 ラインアップ＞ 

     

     

パッケージ、中身をブラッシュアップし、REGALOの世界観の醸成を目指します。 

 

 

「REGALO」のスパゲッティに手に取りやすい量・価格の 200gタイプが新登場しました。 
 

 

 

■商品特長 

 ●原料・製法にこだわった国内製造 

●粒度が粗い胚乳部中心のセモリナを使用し、デュラム小麦

本来の風味、弾力のある食感、黄金色のパスタを実現 

●弾力が強く、上質な食感と味わい 

 

 

 

 

2 「REGALO」スパゲッティに 200g タイプが新登場 

区分 商品名 内容量 希望小売価格 

新商品 REGALO スパゲッティ 1.5mm 200g 140円 

新商品 REGALO スパゲッティ 1.7mm 200g 140円 
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食の健康意識が高まる中、ヘルス＆ウェルネス食品市場は今後もますます拡大が予想されています。ご

好評をいただいている「オーマイ PLUS」シリーズから、糖質 50％オフパスタが新登場しました。 
 

 

■商品特長 

●難消化性でん粉を配合し、糖質量を大幅にダウン 

●通常のスパゲッティと比較し、100g あたりの糖質量を 50％カット 

(日本食品標準成分表 2015 年版(七訂)マカロニ・スパゲッティ 乾との比較) 

 ●いつもの食事を置き換えることで糖質量をコントロール  

●もちもちと弾力的な食感を実現 

 ●細麺タイプでどんなソースとも相性良く 

                

 
 

 

「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。今回、「和の定番フレーバー」×「トレンド」をキ

ーワードに新たに 2品追加し、さらなる充実を図りました。 
 

 

■商品特長 

【しび旨辛ごま】 

●トレンドの「しびれる辛さ」の濃厚ごまソース 

●山椒の香り・刺激を効かせた旨さと唐辛子の後引く

辛みが楽しめる 

●トッピングの白ごま、黒ごまが風味と食感のアクセ

ントに 

 

   

【ガリバタ醤油】 

●にんにくをがっつりと効かせたバター醤油ソース 

●ベーコンの旨みを加えたコクのある味わい 

●トッピングのフライドガーリックときざみのりでさらに風味豊かに 

 
 
 
 

3 糖質が気になる方へ！「オーマイ PLUS」から糖質 50％オフパスタが新登場 

区分 商品名 内容量 希望小売価格 

新商品 オーマイ PLUS 糖質 50％オフパスタ 240g 300円 

4 「和パスタ好きのための」シリーズから、トレンドのフレーバーが新登場 

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 しび旨辛ごま 56.2g(28.1g×2) 250円 

新商品 オーマイ 和パスタ好きのための ガリバタ醤油 52.6g(26.3g×2) 250円 
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「オーマイ ほめ DELI」に、「手軽に」、「美味しく」、「使い切れる」新しい形のイタリアン調味料が新登

場しました。パッケージにポーション容器をはっきりと訴求し、目を引くデザインに仕上げました。 
 

 

     

 

■商品特長 

【バルサミコソース】 

 ●お好みの素材にかけるだけで、本格イタリアンが簡単に 

●イタリア産バルサミコ酢の濃厚な旨みと赤ワインの香りで本格的な味わい 

●アチェートバルサミコ使用 

●使い切りタイプのポーションカップ 3個入り 

●かけたり、つけたりと様々な使い方が可能 

 

【アンチョビガーリックソース】 

 ●お好みの素材にかけるだけで、本格イタリアンが簡単に 

●アンチョビとガーリックのくせになる旨みに、オリーブオイルがアクセント 

●使い切りタイプのポーションカップ 3個入り 

●かけたり、つけたりと様々な使い方が可能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 「ほめ DELI」から新しい使い方のイタリアン調味料が新登場 

区分 商品名 内容量 希望小売価格 

新商品 オーマイ ほめ DELI バルサミコソース 54g(18g×3) 200円 

新商品 オーマイ ほめ DELI アンチョビガーリックソース 57g(19g×3) 200円  
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毎日の食卓に登場する副菜では、野菜を使ったメニューが人気ですが、その一方でメニューのマンネリ

化が悩みの種。そこでオーマイから「サラダの素」が新登場しました。レンジでチンした野菜とあえれ

ば、おしゃれなサラダが簡単に作れる便利な一品。冷凍野菜でも美味しく作れます。 
 

 

       

 

■商品特長 

【ブロッコリーで作る アヒージョ風サラダの素】 

●レンジでチンした野菜とあえて副菜が簡単に 

●食欲を刺激するガーリックオイル仕立て 

●フライドガーリック、赤唐辛子、パセリのトッピング付き 

●冷凍野菜でも調理可能 

 

【かぼちゃで作る チーズィーサラダの素】 

●レンジでチンした野菜とあえて副菜が簡単に 

●クリームチーズの濃厚な美味しさ 

●フライドオニオン、パセリのトッピング付き 

●冷凍野菜でも調理可能 

 

 

☆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。 

 

6 おしゃれに仕上がる野菜用調味料！オーマイ「サラダの素」 

区分 商品名 内容量 希望小売価格 

新商品 オーマイ ブロッコリーで作る アヒージョ風サラダの素 22.6g 140円 

新商品 オーマイ かぼちゃで作る チーズィーサラダの素 20.9g 140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：宮屋敷晃二 

〒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) 

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

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

