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２０２０年 中元期

日清オイリオギフト発売のご案内
～オリーブオイルやアマニ油関連ギフトを多数ラインアップ～

日清オイリオグループ株式会社（社長：久野 貴久）は、２０２０年中元期「日清オイリオギフト」を
発売いたします。
１．発売日 ２０２０年５月１２日（火）から順次
２．商品企画の概要
２０２０年中元期の日清オイリオギフトは、人気のボスコオリーブオイルギフトやギフト専用の
「Oliva d’ OilliO エキストラバージンオリーブオイル」を中心に詰め合わせた、食卓に輝きと彩り
をそえる美しきオリーブオイルギフトに加え、話題のアマニ油やＭＣＴオイルを詰め合わせたギフト
など、バラエティ豊かなギフトを多数取り揃えました。
【品種・アイテム数】
オリーブオイルギフト系列
食用油ギフト系列
油・調味料バラエティギフト系列
アマニ油・ＭＣＴオイルギフト系列
合
計

８品種
４品種
３品種
４品種
１９品種

２５アイテム
１２アイテム
６アイテム
４アイテム
４７アイテム

＊２０２０年中元期ラインアップと商品リニューアルの詳細は、参考資料をご参照ください。
３．２０２０年中元期に向けて
大切に思うあの方へ贈るギフトだからこそ、お客様からご評価いただいている実用性の高さに加え、
特別感やこだわりを込めた品揃えとしました。
もらって嬉しい、贈って喜ばれる「健康と感動をつなぐギフト」であることをホームページ、雑誌、
店頭などでお伝えしてまいります。

リリースに関するお問合せ先 日清オイリオグループ株式会社 コーポレートコミュニケーション部 広報・ＩＲ課
ＴＥＬ：０３－３２０６－５１０９
商品に関するお問合せ先

〒１０４－８２８５ 東京都中央区新川一丁目２３番１号
お客様相談窓口 フリーダイヤル ０１２０-０１６-０２４
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参考資料－１

【２０２０年中元期

新商品概要】

お客様ニーズの多様化と市場環境の変化への対応を図るため、以下商品を新たにラインアップいたします。
◇ Oliva d’ OilliO オーガニック（有機）エキストラバージンオリーブオイルギフト ＯＯＧ－３０
スペイン アンダルシア州エステパ地区で栽培された希少なオーガニック（有機）オリーブのみを使
用。青りんごのような爽やかな香りとマイルドな口当たりが特長。フレッシュさとフルーティさがほ
どよく調和したオーガニック（有機）エキストラバージンオリーブオイルの詰め合わせ。食卓に輝き
と彩りをそえる美しきオリーブオイルギフトです。
◇ 日清ヘルシー生活習慣ＭＣＴ１００％オイル＆カゴメ野菜生活Ｓｍｏｏｔｈｉｅギフト
ＭＣＫ－２５
日清ＭＣＴ（中鎖脂肪酸油）１００％オイルと、野菜、果実の素材感をいかした「カゴメ野菜生活
１００スムージー」を詰め合わせたギフトです。
◇ かけて楽しむボスコプレミアムエキストラバージンオリーブオイルギフト ＢＧＴ－３０
「ボスコプレミアムエキストラバージンオリーブオイル」を詰め合わせたギフトです。収納に便利、
コンパクトな縦詰めタイプ、自家需要にも好適です。容器にはフレッシュキープボトルを採用、開封
後も油を酸化から守ります。

【２０２０年中元期

主力商品概要】

◇ 早摘みグリーンオリーブが贅沢なボスコギフト ＢＧ－１０Ａ・２０Ａ・３０Ａ・４０Ａ・５０Ａ
「ボスコエキストラバージンオリーブオイル」や「ボスコオリーブオイル」を詰め合わせた、早摘
みグリーンオリーブの豊かな香りと味わいを贅沢に楽しめる人気のオリーブオイルギフトです。
◇ Oliva d’ OilliO エキストラバージンオリーブオイルギフト ＯＬ－３０・５０・２Ａ・３Ａ
ＯＬ－３０・５０は、バランスのとれたフルーティな味わいの「Oliva d’ OilliO エキストラバー
ジンオリーブオイル」と青々とした香り・味わいの単一品種「Oliva d’ OilliO エキストラバージン
オリーブオイルオヒブランカ」の２種類を詰め合わせた、食卓に輝きと彩りをそえる美しきオリーブ
オイルギフトです。どちらもスペイン アンダルシア州エステパ地区産のオリーブのみを使用した、産
地限定オリーブオイルギフトです。
ＯＬ－２Ａ・３Ａは「Oliva d’ OilliO エキストラバージンオリーブオイル」のみの詰め合わせで、
カジュアルなサイズ感と華やかなパッケージで、手土産などにも好適なギフトです。
◇ Oliva d’ OilliO エキストラバージンオリーブオイル＆プライムオリーブドレッシングギフト
ＯＤ－３０・５０・２Ａ・３Ａ
ＯＤ－３０・５０は、バランスのとれたフルーティな味わいの「Oliva d’ OilliO エキストラバー
ジンオリーブオイル」と青々とした香り・味わいの単一品種「Oliva d’ OilliO エキストラバージン
オリーブオイルオヒブランカ」の２種類のオリーブオイルに加え、爽やかな味わいの２種類のドレッ
シング、小豆島の朝摘みバジルを使用した「プライムオリーブドレッシング小豆島バジル」、瀬戸内
の柑橘４種の果汁を使用した「プライムオリーブドレッシング瀬戸内かんきつ」を詰め合わせたギフ
トです。詰め合わせに使っている２種類のオリーブオイルは、どちらもスペイン アンダルシア州エス
テパ地区産のオリーブのみを使用した、産地限定オリーブオイルです。
ＯＤ－２Ａは、「Oliva d’ OilliO エキストラバージンオリーブオイル」と「プライムオリーブド
レッシング瀬戸内かんきつ」を、ＯＤ－３Ａは「Oliva d’ OilliO エキストラバージンオリーブオイ
ル」と「プライムオリーブドレッシング小豆島バジル」、「プライムオリーブドレッシング瀬戸内か
んきつ」を一本ずつ詰め合わせたギフトです。
どちらもカジュアルなサイズ感と華やかなパッケージで、手土産などにも好適なギフトです。
リリースに関するお問合せ先 日清オイリオグループ株式会 コーポレートコミュニケーション部 広報・ＩＲ課
ＴＥＬ：０３－３２０６－５１０９

〒１０４－８２８５ 東京都中央区新川一丁目２３番１号
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◇ 日清ヘルシーオイル＆ポリフェノールたっぷりボスコプレミアムエキストラバージンオリーブオイル
ギフト ＢＭＨ－３０Ｎ・５０Ｎ
ポリフェノールたっぷりの「ボスコプレミアムエキストラバージンオリーブオイル」と<ボスコギフ
ト限定パッケージ>の特定保健用食品「ヘルシーリセッタ」と、贈りものの定番「日清一番搾りべに花
油」を詰め合わせたプレミアムなギフトです。贈り物としての特別感を高める輝くパッケージです。
◇ 日清オリーブオイル＆バラエティオイルギフト
ＯＶ－１０Ｎ・１５Ｎ・２０Ｎ・２５Ｎ・３０Ｎ・４０Ｎ・５０Ｎ
「日清エキストラバージンオリーブオイル」を中心にバラエティ豊かな食用油を詰め合わせたギフ
トです。様々な価格帯をご用意し、様々な用途に合わせてご使用頂けます。
◇ 日清そろって嬉しい ヘルシーオイル＆キッコーマンしぼりたて生しょうゆギフト
ＮＫ－２０・３０・５０
「ボスコエキストラバージンオリーブオイル」、パッケージが金色に輝く「日清健康オイル アマニ
プラス」等、日清のヘルシーオイルに、「キッコーマンしぼりたて丸大豆生しょうゆ」、「キッコーマ
ン塩分ひかえめ丸大豆生しょうゆ」を詰め合わせたギフトです。
※ ＮＫ－２０Ｎに詰め合わされている生しょうゆは、「キッコーマン塩分ひかえめ丸大豆生しょ
うゆ」のみとなります。
◇ 日清そろって嬉しい オイル＆調味料ギフト ＶＳ－３０・５０
そろって嬉しい日清のヘルシーオイルと化学調味料無添加、食塩無添加のあごだし、かつおだし、
やさいだしなどの調味料をバラエティ豊かに詰め合わせたギフトです。
◇ 日清健康オイルアマニプラス＆ヘルシーオイルギフト ＰＴＰ－５０ＷＮ（２段重ねギフト）
「日清健康オイルアマニプラス」を中心にバラエティ豊かな食用油の詰め合わせ。収納に便利、コ
ンパクトな２段重ねギフトです。
◇ 日清そろって嬉しい オイル＆調味料ギフト ＶＮ－５０Ｗ（２段重ねギフト）
そろって嬉しい日清のヘルシーオイルと調味料を詰め合わせたギフトです。収納に便利、コンパクト
な２段重ねギフトです。
◇ 日清一番搾りべに花油＆ヘルシーオイルギフト ＢＰＨ－２０Ａ、２５Ａ、３０Ａ・４０Ａ・５０Ａ
おいしさと健康を考えた、人気のギフトです。「日清一番搾りべに花油」、体に脂肪がつきにくい
特定保健用食品「ヘルシーリセッタ」、「日清健康オイルアマニプラス」を詰め合わせています。

リリースに関するお問合せ先 日清オイリオグループ株式会社 コーポレートコミュニケーション部 広報・ＩＲ課
ＴＥＬ：０３－３２０６－５１０９

〒１０４－８２８５ 東京都中央区新川一丁目２３番１号
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参考資料－２
【２０２０年中元期
カテゴリ

タイプ
Oliva d' OilliOオーガニック（有機）
エキストラバージン
オリーブオイルギフト

Oliva d' OilliO エキストラバージン
オリーブオイルギフト

品種

OOG

OL

日清オイリオギフト 商品一覧】

アイテム数

商品内容 等

1

スペインアンダルシア州エステパ地区で栽培された希少なオーガニック（有機）オリーブのみを使用。
青りんごのような爽やかな香りとマイルドな口当たりが特長。フレッシュさとフルーティさがほどよく
調和したオーガニック（有機）エキストラバージンオリーブオイルの詰め合わせ。食卓に輝きと彩り
をそえる美しきオリーブオイルギフト。

4

バランスのとれたフルーティな味わいの「Oliva d' OilliOエキストラバージンオリーブオイル」と、青々とした香り・
味わいの単一品種「Oliva d' OilliOエキストラバージンオリーブオイルオヒブランカ」。スペインアンダルシア州エ
ステパ地区産のオリーブのみを使用した、産地限定オリーブオイル2種類の詰め合わせ。食卓に輝きと彩りを
そえる美しきオリーブオイルギフト。
※OL-2A・3Aは、「Oliva d' OilliOエキストラバージンオリーブオイル」のみの詰め合わせです。

Oliva d' OilliO エキストラバージン
オリーブオイル
＆プライムオリーブドレッシングギフト

OD

4

バランスのとれたフルーティな味わいの「Oliva d' OilliOエキストラバージンオリーブオイル」と、青々とした香り・
味わいの単一品種「Oliva d' OilliOエキストラバージンオリーブオイルオヒブランカ」。食卓に輝きと彩りをそえる
美しきオリーブオイル2種類に加え、小豆島の朝摘みバジルを使用した「プライムオリーブドレッシング小豆島
バジル」、 瀬戸内の柑橘4種の果汁を使用した「プライムオリーブドレッシング瀬戸内かんきつ」、2種類の爽や
かな味わいのドレッシングを詰め合わせたギフト。
※OD-2Aは、「Oliva d' OilliOエキストラバージンオリーブオイル」と「プライムオリーブドレッシング瀬戸内かんき
つ」。OD-3Aは、「Oliva d' OilliOエキストラバージンオリーブオイル」と「プライムオリーブドレッシング小豆島バ
ジル」と「プライムオリーブドレッシング瀬戸内かんきつ」の詰め合わせです。

Oliva d' OilliO エキストラバージン
オリーブオイル
＆バルサミコ酢
＆赤ワインビネガーギフト

OBV

1

食卓に輝きと彩りをそえる美しき「Oliva d' OilliOエキストラバージンオリーブオイル」2種類に加え、イタリアで醸
造・熟成された「バルサミコ酢」と山梨県産ぶどうを100％使用した「国産赤ワインビネガー」を詰め合せた、目
新しい豊かな味わいをお楽しみいただけるギフト。

ＢＭＨ

2

「ボスコプレミアムエキストラバージンオリーブオイル」とボスコギフト限定パッケージの「ヘルシーリセッタ」・「日
清一番搾りべに花油」を詰め合わせたギフト。贈り物としての特別感を高める輝くパッケージです。

ＢＧ

5

早摘みグリーンオリーブがくれる、本当の贅沢。豊かな香りと味わいを詰め合わせたボスコギフト。

BGT

1

「ボスコプレミアムエキストラバージンオリーブオイル」の縦詰めギフトです。
自家需要にも最適です。

7

「日清エキストラバージンオリーブオイル」を中心にバラエティ豊かな食用油を詰め合わたギフト。

オリーブオイル
ギフト系列

ボスコオリーブオイルギフト

日清オリーブオイル
&バラエティオイルギフト

ＯＶ

25
ＢＰH

5

おいしさと健康を考えた、人気のギフトです。「日清一番搾りべに花油」、体に脂肪がつきにくい特定保健用食
品「ヘルシーリセッタ」、「日清健康オイルアマニプラス」を詰め合わせています。

ＰＴＶ

3

「ヘルシーリセッタ」を中心に、おいしさと健康をお届けする食用油の詰め合わせ。

ＰＴＰ

3

「日清健康オイルアマニプラス」を中心としたバラエティ豊かな食用油の詰め合わせ。
※「PTP-50WN」は、収納に便利、コンパクトな2段重ねギフトです。

ＨB

1

「日清キャノーラ油ナチュメイド」と「日清ヘルシーベジオイル」のボリューム感たっぷりの詰め合わせ。自家需
要にも最適です。

ヘルシーオイルギフト

食用油
ギフト系列

バラエティオイルギフト

12
ＶＳ

2

そろって嬉しいヘルシーオイルと化学調味料無添加、食塩無添加のあごだし、かつおだし、やさいだしなどの
調味料をバラエティ豊かに詰め合わせたギフト。

ＶＮ

1

そろって嬉しいヘルシーオイルと調味料を詰め合わせたギフト。収納に便利、コンパクトな2段重ねギフトです。

ＮＫ

3

「ボスコエキストラバージンオリーブオイル」、「日清健康オイルアマニプラス」も入った日清のヘルシーオイルに
「キッコーマンしぼりたて丸大豆生しょうゆ」、「キッコーマン塩分ひかえめ丸大豆生しょうゆ」を詰め合わせたギ
フト。※NK-20Nに詰め合わされている生しょうゆは、「キッコーマン塩分ひかえめ丸大豆生しょうゆ」のみとな
ります。

オイル＆調味料ギフト
油・調味料
バラエティ
ギフト系列

ヘルシーオイル＆
キッコーマンしぼりたて生しょうゆギフト

6

アマニ油ギフト
アマニ油
MCTオイル
ギフト系列
MCTオイルギフト

ＡＭＡ

1

「日清アマニ油フレッシュキープボトル」と「日清健康オイルアマニプラス」を詰め合わせたギフト。

ＡＭ

1

「日清アマニ油フレッシュキープボトル」を詰め合わせたギフトです。収納に便利、コンパクトな縦詰めタイプ、自
家需要にも好適です。

ＮＡＢ

1

「日清エキストラバージンオリーブオイル」と「日清アマニ油フレッシュキープボトル」、「日清健康オイルアマニプ
ラス」を詰め合わせたギフト。

MCK

1

「日清ＭＣＴオイルHC」と、野菜、果実の素材感をいかした「カゴメ野菜生活１００スムージー」を詰め合わせた
ギフトです。※「日清MCTオイルHC」は中鎖脂肪酸100％の食用油です。

4
47

アイテム数

リリースに関するお問合せ先 日清オイリオグループ株式会社 コーポレートコミュニケーション部 広報・ＩＲ課
ＴＥＬ：０３－３２０６－５１０９

〒１０４－８２８５ 東京都中央区新川一丁目２３番１号
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【商品画像】

参考資料－３

ＭＣＫ―２５
商品画像ダウンロード

ＯＯＧ―３０
商品画像ダウンロード

ＢＧ-３０Ａ
商品画像ダウンロード

ＯＬ－３０
商品画像ダウンロード

ＮＡＢ－３０Ｎ
商品画像ダウンロード

ＢＭＨ－３０Ｎ
商品画像ダウンロード

ＯＤ－３０
商品画像ダウンロード

ＮＫ－３０
商品画像ダウンロード

ＢＧＴ－３０
商品画像ダウンロード

ＯＤ－３Ａ
商品画像ダウンロード

ＢＰＨ―３０Ａ
商品画像ダウンロード

リリースに関するお問合せ先 日清オイリオグループ株式会社 コーポレートコミュニケーション部 広報・ＩＲ課
ＴＥＬ：０３－３２０６－５１０９

〒１０４－８２８５ 東京都中央区新川一丁目２３番１号
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