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2016年 9月 6日 

 
 有機や特別栽培の農産物など安心食品宅配を提供するオイシックス株式会社（東京都品川区、代表・高島宏平）は、
2017年お正月向けのオリジナルおせち 10種の予約受付を、本年 9月 6日（火）より開始しました。 
URL：http://www.oisix.com/sc/osechi2017 

 
＜今年は、おせちの新定番・「オードブル」を強化！＞ 
毎年「和風おせち」を食べることへの飽きや子どもの「おせち離れ」から、近年「おせちの多様化・多国籍化」が進んでいま
す。当社でも、昨年洋風オードブルが 4週間で完売したほか、満足度 No.1おせちは和洋折衷の「高砂」でした。本年は、
そのようなニーズの多様化に応えさらに「オードブル」を強化。お正月の「カジュアルなごちそう」としても、年末のパー  
ティー料理としてもお楽しみいただけます。併せて、ご自身のライフスタイルに合わせてお受け取りいただけるよう、商品の  
お届け日も年末年始の 8日間に拡大しました。 

 
■温めて食べる“おせち”「本格中華オードブル」新登場！ 

普段自宅では味わえない本格中華が詰まったオードブルで

す。もともと保存食が始まりのおせちは冷たい印象が強いです

が、「殻付き川海老のスパイス揚げ」や「吊るし叉焼（チャーシ

ュー）」などは自宅で温めて食べていただくのがおすすめです。

高級食材・気仙沼産のフカヒレを贅沢に使用した「フカヒレの

姿煮」も入っています。「豚肉の柔らか煮込み（トンポーロウ）」

は食卓で付属のバンズに挟んで中華風ハンバーガー『割包

（グワパオ）』にしてお召し上がりください。 

 

 

 

 

 

 

■洋風前菜の 9種を詰め合わせに！ 
  「DEAN&DELUCA オードブル」 

世界中のおいしい食べ物を集めたセレクトショップ

「DEAN
デ ィ ー ン

&
アンド

DELUCA
デ ル ー カ

」との共同開発商品です。素材

にこだわった前菜 9 種を詰め込みました。大晦日の

乾杯のお供としてもお楽しみいただける“洋風のお

祝い料理”です。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
■累計販売台数 No.1おせち「高砂」＆オードブルのセット販売も！ 
「高砂」は累計販売台数 No.1（*1）の大人から子どもまで楽しめる和洋折衷おせちです。今年は「和・洋・中」の全てが楽し
める「高砂×本格中華オードブル」のセット、年越しのオードブルとお正月のおせちをまとめ買いできる「高砂×DEAN & 
DELUCAオードブル」のセットもご用意しました。 
■お届け日が 12月 27日～1月 3日から選択可能に！ 
昨年まで 12月 30日のみだったお届け日を、12月 27日～1月 3日からお選びいただけるようにしました。年が明けてから
おせちをお受け取りいただくことも、年末や年越しの集まりにあわせてオードブルをお受け取りいただくことも可能です。 

商品撮影・試食や担当者インタビューなどご対応させていただきますので、お問い合わせください。 

Ｏｉｓｉｘオリジナル“おせち”全１０種類 予約開始（9/6～） 

～おせちは『和』に限らない！ニーズの多様化に応じ、新定番『オードブル』を強化～ 

高級フカヒレの姿煮付き「本格中華オードブル」新発売 
フォアグラのパテ入り洋風オードブル「DEAN & DELUCA オードブル」再販 

 News Release 
オイシックス株式会社 

〒141-0022   
東京都品川区東五反田 1-13-12 

いちご五反田ビル 

【DEAN & DELUCA オードブル】 

一段重 / 14,800円（税抜・送料込） 

2人前 / 9品 冷凍 

【本格中華オードブル】 

一段重 / 14,800円（税抜・送料込） 

2人前 / 10品 冷凍 

←同梱の「メルバトースト」に、「トラウ

トキャビア」や「フォアグラと洋梨のパ

テ」を乗せればオリジナルのオード

ブルができあがります。 
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＜予約概要＞ 
受付期間： 2016年 9月 6日（火）～12月 26日（月） （予定） 
  ※12 月 27 日（火）～29 日（木）までのお届けをご希望の方は 12 月 18 日（日）までにご注文ください。 
URL： http://www.oisix.com/sc/osechi2017 
お届け： 2016年 12月 27日（火）～2017年 1月 3日（火）  ※時間指定可能 
 
＜Ｏｉｓｉｘおせち全 10種類ラインナップ＞  
定番おせちや和洋折衷おせち、豪華おせちや洋風・中華オードブルまで、多様なニーズにお応えする全 10種類をご用
意しました。 

商品名 内容・URL 

価格 

（税抜 

・送料込） 

容量・品数 

高砂（たかさご） 

 

 

 

 

 

 

 

満足度、累計販売台数共に No.1(*1)の和洋折衷二段重。毎

年、お客さまからの良いお声・ご指摘の点を活かして、グレード

アップし続けています。定番の和食材だけでなく、お子さまに人

気の「クリームチーズ」や「鶏の香草焼き」など洋風メニューも入

っているのが人気の秘訣です。 

 

http://www.oisix.com/shop.osechi--takasago__html.htm 

15,800 円 
二段、24 品 

（2～3 人前） 

本格中華オードブル 

 
「フカヒレの姿煮」など普段自宅では味わえない本格中華がつ
まったオードブル。“おせち”には珍しい自宅で温めてお召し上
がりいただく料理もあります。また、「豚肉の柔らか煮込み（トン
ポーロウ）」はその場でバンズに挟んでお召し上がりいただくの
で、食卓が盛り上がること間違いなしです。 

 

http://www.oisix.com/shop.osechi--chinese__html.htm 

14,800 円 
一段、10 品 

（2 人前） 

DEAN & DELUCA オードブル 世界中のおいしい食べ物を集めたセレクトショップ「DEAN & 

DELUCA」との共同開発商品。「黒毛和牛のローストビーフ」や
「フォアグラと洋梨のパテ」など、“新しい年を迎える瞬間の食
卓”をテーマに 9 種のお料理を詰めています。お正月だけでな
く、大晦日の乾杯のお供にもおすすめです。 

 

http://www.oisix.com/shop.osechi--deandeluca__html.htm 

14,800 円 
一段、9 品 

（2 人前） 

高砂×本格中華オードブル 

伝統を継承する「和」食材、お子さまからも人気のクリームチー
ズなど「洋」食材、いつもと違うお正月を演出する本格「中華」食
材まで、「和洋中」全てを家族みんなで楽しめる、「高砂」と「本
格中華オードブル」のセット商品です。 

 

http://www.oisix.com/shop.osechi--takasagocn__html.htm 

25,800 円 
三段、34 品 

（3～4 人前） 

高砂 

×DEAN & DELUCAオードブル 

 DEAN & DELUCA のシェフのこだわりが詰まった洋風オードブ
ルとＯｉｓｉｘで累計販売台数 No.1(＊1)おせち「高砂」の限定コラ
ボ商品。年越しのオードブルとお正月のおせちをまとめ買いで
きるセットです。 

 

http://www.oisix.com/shop.osechi--takasagodd__html.htm 

25,800 円 
三段、33 品 

（4～5 人前） 
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商品名 内容・ＵＲＬ 
価格 

（税抜・送
料込） 

容量・品数 

瑠璃（るり） 

伊勢海老、たらば蟹、あわびなどの豪華な海の幸、日本の三大
珍味の雲丹、古のわた、唐すみ、世界三大珍味のキャビア、フ
ォアグラ、トリュフも楽しめる豪華な和風の三段重。お重は、天
然の木目の美しさを活かした透明感のある塗りが特徴の岐阜県
の伝統的工芸品「飛騨春慶塗」を使用。 

 

http://www.oisix.com/shop.osechi--ruri__html.htm 

81,000 円 
三段、32 品 

（3～4 人前） 

翠玉（すいぎょく） 

フォアグラトリュフ添え、伊勢海老、真鯛幽庵焼といった和洋の
高級食材を惜しみなく使用した三段重。 
 
http://www.oisix.com/shop.osechi--suigyoku__html.htm 

51,000 円 
三段、33 品 

（3～4 人前） 

琥珀（こはく） 

豪華海鮮盛り三段重。さざえの旨煮、煮あわび、鯛姿焼など新
春を豪華に飾る海鮮をふんだんに詰め合わせました。 

 

http://www.oisix.com/shop.osechi--kohaku__html.htm 

35,000 円 
三段、40 品 

（3～4 人前） 

上高砂（じょうたかさご） 

和洋折衷の三段おせち。旨みたっぷりのローストビーフやふっ
くら仕上げた煮あわびなどの豪華食材、黒豆や栗きんとんなど
和の定番、さらにクリームチーズなど洋風料理まで贅沢にお楽
しみいただけます。 

 

http://www.oisix.com/shop.osechi--takasago3__html.htm 

21,000 円 
三段、39 品 

（3～4 人前） 

福寿（ふくじゅ） 

海老や黒豆、田作りなど定番のおせち料理 26品を少量ずつ詰
め合わせた純和風おせち。お正月気分を味わうために少しだ
けおせちを楽しみたい人をはじめ、2-3 人の少人数のご家族の
方にも毎年ご好評いただいております。 

 

http://www.oisix.com/shop.osechi--fukujyu__html.htm 

12,800 円 
二段、27 品 

（2～3 人前） 

（*1）:2001 年～2016 年のＯｉｓｉｘでのおせち販売実績より 

 
 
オイシックス株式会社について 
オイシックス株式会社（代表：高島宏平）は、「子どもに安心して食べさせられる食材」をコンセプトに、有機・特別栽培野
菜、添加物を極力使わない加工食品などをオンラインサイト「Ｏｉｓｉｘ(おいしっくす)」（http://www.oisix.com/）にて提供す
る事業を 2000 年 6 月より行っています。2001 年よりおせちの販売を開始、2015 年までに累計で 23 万台以上のおせち
を販売しています。 
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