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２０２２年 歳暮期

日清オイリオギフト発売のご案内
～人気のオリーブオイル、こめ油から話題のアマニ油まで多数ラインアップ～

日清オイリオグループ株式会社（社長：久野 貴久）は、2022年歳暮期「日清オイリオギフト」を発売い
たします。

1．発売日 2022年10月5日（水）から順次
2．商品企画の概要
2022 年歳暮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（オリーバ デ オイリオ）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、人気のこめ油や話題のアマニ油を中
心にラインアップを多数取り揃えた、バラエティ豊かなギフトをご提案しています。
＊以下、正式商品名を除き「Oliva d’ OilliO」は「オリーバ デ オイリオ」と表記。
【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
アマニ油・MCTオイル・有機えごま油ギフト系列
油・調味料バラエティギフト系列
合
計

7品種
6品種
5品種
1品種
19品種

27アイテム
20アイテム
6アイテム
3アイテム
56アイテム

＊2022年歳暮期ギフトラインアップの詳細は、次ページ以降の参考資料をご参照ください。
3．2022年歳暮期に向けて
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。
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参考資料－1

【2022年歳暮期 主力商品概要】

＜継続商品：オリーブオイルギフト系列＞
◇ 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－３０Ａ、１ＡＮ
スペイン アンダルシア州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。
ＯＯＧ－１ＡＮは「オリーバ デ オイリオ オーガニック（有機）エキストラバージンオリーブオイ
ル」単品のギフトで、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－３０Ａ、５０Ａ、１ＡＮ、２ＡＮ、３ＡＮ
ＯＬ－３０Ａ、５０Ａは、グリーンバナナのようなフルーティで青々しい香り・味わいの単一品種
「オリーバ デ オイリオ エキストラバージンオリーブオイルピクアル」と、新鮮な野菜やハーブのよ
うな爽やかな香り・味わいの単一品種「オリーバ デ オイリオ エキストラバージンオリーブオイルオ
ヒブランカ」の詰め合わせ。スペインアンダルシア州産のオリーブのみを使用した、産地限定、単一
品種オリーブオイル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。
ＯＬ－１ＡＮは「オリーバ デ オイリオ エキストラバージンオリーブオイルピクアル」単品のギフ
トで、ＯＬ－２ＡＮ、３ＡＮは「オリーバ デ オイリオ エキストラバージンオリーブオイルピクアル」
と「オリーバ デ オイリオ エキストラバージンオリーブオイルオヒブランカ」の産地限定、単一品種
オリーブオイル2種類の詰め合わせです。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－３０Ａ、５０Ａ、２ＡＮ、３ＡＮ
ＯＤ－３０Ａ・５０Ａは、フルーティで青々しい香り・味わいの単一品種「オリーバ デ オイリオ
エキストラバージンオリーブオイルピクアル」と、爽やかな香り・味わいの単一品種「オリーバ デ オ
イリオ 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、瀬戸内
のレモンを丸ごと使用した「プライムオリーブドレッシング瀬戸内レモン」、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」、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」の3種類の爽やかな味わいのドレッシングを詰め合わせた
バラエティ豊かなギフトです。
ＯＤ－２ＡＮは、「オリーバ デ オイリオ エキストラバージンオリーブオイルピクアル」と「プラ
イムオリーブドレッシング瀬戸内かんきつ」を、ＯＤ－３ＡＮは「オリーバ デ オイリオ エキストラ
バージンオリーブオイルピクアル」と「プライムオリーブドレッシング瀬戸内かんきつ」、「プライム
オリーブドレッシング小豆島バジル」を1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。

◇

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。

◇

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を
詰め合わせた特別なボスコギフト
ＢＧＨ－３０、５０
人気の「ボスコエキストラバージンオリーブオイル」に、ポリフェノールが豊富でコレステロール
0(ゼロ)、フレッシュで華やかな香りとハーブのようなスパイシーな味わいの「ボスコプレミアムエキ
ストラバージンオリーブオイル」を詰め合わせた、特別なオリーブオイルギフトです。
本品は百貨店専用商品です。
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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
「ボスコプレミアムエキストラバージンオリーブオイル」と贈り物としての特別感を高める輝くボ
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
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、２０、２５、３０、４０、５０
「日清エキストラバージンオリーブオイル」をはじめ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ておりますので、用途に合わせてご使用いただけます。

＜継続商品：食用油ギフト系列＞
◇ 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」、血圧が高めの方におすすめの機能性表示食品「日清健康オイ
ルアマニプラス」を詰め合わせています。
◇

日清健康オイルアマニプラス＆ヘルシーオイルギフト
ＰＴＰ－３０Ｎ、４０Ｎ、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を詰め合わせました。ＰＴＰ－
５０ＷＮは収納に便利で、コンパクトな2段重ねギフトです。

◇ 日清こめ油ギフト ＫＭ－３０、５０
使い勝手がよく、炒め物から天ぷらまで、幅広く素材のうまみを引き立てる「日清こめ油」のみを
詰め合わせたギフトです。日清オイリオ独自の製法で鮮度が長持ちします。
◇ 日清ヘルシーオフ＆ヘルシーオイルギフト ＰＴＲ－４０、５０（2段重ねギフト）
「日清ヘルシーオフ」と「日清ヘルシーキャノーラ油」、「日清ヘルシーベジオイル」をバラエティ
豊かに詰め合わせたギフトです。収納に便利で、コンパクトな2段重ねギフトです。
＜継続商品：アマニ油・MCTオイル・有機えごま油ギフト系列＞
◇ 日清ヘルシー生活習慣アマニ油ギフト
ＡＭＡ－３０、ＡＭ－５０
「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。ＡＭＡ－３０には「日清健康オ
イルアマニプラス」も詰め合わせました。
◇

日清ヘルシー生活習慣 プレミアムオイル＆ヘルシーオイルギフト
ＮＡＢ－３０Ｎ、５０Ｎ
人気の「日清こめ油」や「日清有機えごま油フレッシュキープボトル」、「日清アマニ油フレッシュ
キープボトル」、「日清エキストラバージンオリーブオイル」など、バラエティ豊かに食用油を詰め合
わせたギフトです。

◇

日清ヘルシー生活習慣ＭＣＴ１００％オイル＆カゴメ野菜生活１００Ｓｍｏｏｔｈｉｅギフト
ＭＣＫ－２５Ｎ
「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。

＜継続商品：油・調味料バラエティギフト系列＞
◇

日清そろって嬉しい プレミアムオイル＆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－２０Ｎ、３０Ｎ、５０Ｎ
「ボスコエキストラバージンオリーブオイル」や人気の「日清こめ油」などに、「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－２０の生しょうゆは、「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。
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参考資料－2
【2022 年歳暮期 日清オイリオギフト
カテゴリ

タイプ

品種

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

Oliva d' OilliO 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
＆プライムオリーブドレッシングギフト

アイテム数

日清オリーブオイル
&バラエティオイルギフト

商品内容 等

2

スペインアンダルシア州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。

5

グリーンバナナのようなフルーティで青々しい香り・味わいの単一品種「オリーバ デ オイリオ エキスト
ラバージンオリーブオイルピクアル」と、新鮮な野菜やハーブのような爽やかな香り・味わいの単一品種
「オリーバ デ オイリオ 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産のオ
リーブのみを使用した、産地限定、単一品種オリーブオイル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-１Aは、「オリーバ デ オイリオ エキストラバージンオリーブオイルピクアル」のみの詰め合わせで
す。

OD

4

フルーティで青々しい香り・味わいの単一品種「オリーバ デ オイリオ エキストラバージンオリーブオイ
ルピクアル」と、爽やかな香り・味わいの単一品種「オリーバ デ オイリオ 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」、瀬戸内産のレモンを丸ごと使用した「プライムドレッシング
瀬戸内レモン」3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、「オリーバ デ オイリオ エキストラバージンオリーブオイルピクアル」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、「オリーバ デ オイリオ エキストラバージンオリーブオイルピク
アル」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。

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。

BGH

2

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。人気
のボスコエキストラバージンオリーブオイルに、厳選したオリーブの実を搾り、ポリフェノールが豊富で、
コレステロール0、フレッシュで華やかな香りとハーブのようなスパイシーな味わいの「ボスコプレミアム
エキストラバージンオリーブオイル」を詰め合わせたギフト。

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。

ＯＶ

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。

OL

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

商品一覧】

27
ヘルシーオイルギフト

食用油
ギフト系列

ＢＰH

5

おいしさと健康を考えた、人気のギフト。「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」の詰め合わせ。

ＯＰ

7

人気の「日清ヘルシーキャノーラ油」「日清ヘルシーオフ」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。

ＰＴＰ

3

「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を詰め合わせたギフト。
※「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ギ
フト。自家需要にも好適です。

PTR

2

「日清ヘルシーオフ」と「日清ヘルシーキャノーラ油」、「日清ヘルシーベジオイル」をバラエティ豊かに詰
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。

ＫＭ

2

素材のうまみを引き立てる「日清こめ油」だけを詰め合わせた健康とおいしさを考えたギフトです。

バラエティオイルギフト

こめ油ギフト

20
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です。

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。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

2

「日清こめ油」、「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」、「日清有機えごま油」など
バラエティ豊かに食用油を詰め合わせたギフトです。

MCTオイルギフト

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。※「日清MCTオイルHC」は中鎖脂肪酸油100％の食用油です。

日清ヘルシー生活習慣
有機えごま油＆アマニ油ギフト

ＡＥ

1

「日清アマニ油フレッシュキープボトル」と「日清有機えごま油フレッシュキープボトル」を詰め合わせた
ギフト。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。

日清ヘルシー生活習慣
アマニ油ギフト
アマニ油
MCTオイル
有機えごま油
ギフト系列

6

油・調味料
バラエティ
ギフト系列

プレミアムオイル＆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

3

「ボスコエキストラバージンオリーブオイル」、「日清こめ油」、「ヘルシーリセッタ」、「日清ヘルシーごま
香油」などバラエティ豊かな食用油に「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-20の生しょうゆは、「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。※「日清ヘルシーごま香油」はNK-30N、50Nのみとなります。

3
アイテム数

56

＊タイプ名を除き、「Oliva d’ OilliO」は「オリーバ デ オイリオ」と表記。
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参考資料－3
【商品画像】

ＯＬ―３０Ａ

ＢＧ－３０Ａ

ＢＧＨ－３０

画像ダウンロード

画像ダウンロード

画像ダウンロード

ＢＭＨ－３０Ｎ

ＯＶ―３０

ＢＰＨ－３０Ａ

画像ダウンロード

画像ダウンロード

画像ダウンロード

ＡＭＡ－３０

ＫＭ－３０

画像ダウンロード

画像ダウンロード

ＰＴＲ－５０
画像ダウンロード

ＮＡＢ－３０Ｎ

ＭＣＫ―２５Ｎ

ＮＫ―３０Ｎ

画像ダウンロード

画像ダウンロード

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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