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2018年 5月 31日 

 
安心安全な農産品や加工食品、ミールキットなどの食品宅配を展開するオイシックスドット大地株式会社（本社：東京都

品川区、代表取締役社長：高島 宏平）は、総合オンラインストア Amazon.co.jp（以下、Amazon）が Amazon プライム会員向
けサービスとして展開している、生鮮食品や日用品をまとめて最短 4 時間でお届けする「Amazon フレッシュ」にて、20 分で
主菜と副菜の 2 品が完成するミールキット「Kit Oisix」が本年 5 月 31 日(木)より購入可能となることをご案内します。
「Amazon フレッシュ」内に Kit Oisix のブランドページを立ち上げて販売することで、価値や特徴を伝えやすくします。
Amazon フレッシュでは、当面は計 5 種類の Kit Oisix を取扱い、一部メニューは週替わりで変更することで飽きのこない提
案をいたします。 

 
■ 取組み開始の背景 
 
  Amazon フレッシュでは、本年 2 月にミールキットの販売を開始し、お客
様からご好評いただく中で、「より付加価値の高いメニュー」へのご要望も
多数いただきました。『Kit Oisix』は、このご要望に高い水準で合致する商
品であり、Kit Oisix が Amazon フレッシュで販売するミールキットの品揃え
に加わることで、さらに多くのお客様にご満足いただけるサービスになると
考えています。 
 オイシックスドット大地は、以前より Oisix の青果や乳製品を Amazon フレ
ッシュにて販売していましたが、Oisix の主力商品である「Kit Oisix」をより
多くの方に認知、体験いただく機会をつくれると考え、取組みを開始いた
します。 

 
■ Kit Oisix とは？ 
 
 有機・特別栽培野菜や肉、魚など、Oisix 安全基準を満たす安心安全な
必要量の食材とレシピがセットになった、主菜と副菜の 2 品が 20分で作れ
るミールキットです。主に働く女性や子育て中の忙しい女性からの「忙しく
ても毎日の食事に妥協したくない」というニーズに応えるため、2013年7月
にグランドオープンしました。調理時間を削減できるだけでなく、Oisix で
は毎週 20 メニュー以上の和洋中のメニューを展開し、メニューのマンネリ
化も防ぐ事ができます。 

シリーズ累計出荷数は、1000 万個を突破(※１)し、使ってみたいミール
キット NO.1 に選ばれています（※２）。 
※１）2018 年 5 月時点 
※２）調査時期：2017 年 10 月/調査方法：インターネットリサーチ 
 
■ 販売概要について 
 
・販売チャネル：「Amazon フレッシュ」（http://www.amazon.co.jp/fresh） 
・販売開始日：2018 年 5 月 31 日（木） 
・販売商品数：5 アイテム（冷蔵２アイテム、冷凍 3 アイテム） 価格や規格：参考資料をご参照ください 
 
 
オイシックスドット大地株式会社について 
オイシックスドット大地株式会社は、有機・特別栽培野菜、添加物を極力使わない加工食品など安心・安全に配慮した食品の宅

配サービスを「Oisix(おいしっくす)」および「大地を守る会」にて提供しています。2013 年 7 月からは、必要量の食材とレシピ
がセットになったミールキット「Kit Oisix」を展開し、累計出庫数が 1000 万食（2018 年 5 月時点）を越え、好評を得ています。
今後は株式会社 NTT ドコモと、ミールキット専用の EC サイトを立ち上げる予定です。 
また、2018 年 10 月には、同じく有機野菜などの宅配サービスを手がけるらでぃっしゅぼーや株式会社と経営統合を予定してお

り、より良い食卓の広がりを目指して参ります。また、買い物難民を支援する移動スーパー事業、とくし丸も順調に事業を拡大
しております。当社は「これからの食卓、これからの畑」を理念に掲げ、食に関する社会課題をビジネスの手法で解決する事業
を推進しています。 

“使ってみたいミールキット NO.1”の「Kit
キット

 Oisix
オイシックス

」を 

「Amazon フレッシュ」にて販売開始(5/31) 
～Kit Oisix のブランドページを立ち上げ販売～ 
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■ 参考資料）販売商品情報：Amazon フレッシュで販売する「Kit Oisix」の商品ラインアップ 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

※上記の各商品の価格は 2018 年 5 月 31 日（木）午前 10 時時点の Amazon フレッシュにおける販売価格となります。最新の価格は

http://www.amazon.co.jp/fresh にてご確認ください。 

※掲載商品の画像はイメージです。 

[[[[冷凍冷凍冷凍冷凍] ] ] ] ミールキットミールキットミールキットミールキット    Oisix Oisix Oisix Oisix 白山鶏の中華風しっとり焼き白山鶏の中華風しっとり焼き白山鶏の中華風しっとり焼き白山鶏の中華風しっとり焼き    2222 人前人前人前人前                    

主菜：越前白山鶏の中華風しっとり焼き主菜：越前白山鶏の中華風しっとり焼き主菜：越前白山鶏の中華風しっとり焼き主菜：越前白山鶏の中華風しっとり焼き    

副菜：カリっとひと口餃子のみぞれ醤油だれ副菜：カリっとひと口餃子のみぞれ醤油だれ副菜：カリっとひと口餃子のみぞれ醤油だれ副菜：カリっとひと口餃子のみぞれ醤油だれ    

 [Amazon フレッシュでの販売価格] 1,490 円（税込） 

テンメンジャンの中華風甘だれをからめた鶏の照り焼きは、ごはんがすすむ味付け。 

副菜はカリカリの皮でひと口サイズの、お子さまにも食べやすいミニぎょうざ。 

[[[[冷凍冷凍冷凍冷凍] ] ] ] ミールキットミールキットミールキットミールキット    OisixOisixOisixOisix    牛ごぼう玉子とじ丼牛ごぼう玉子とじ丼牛ごぼう玉子とじ丼牛ごぼう玉子とじ丼    2222 人前人前人前人前    

主菜：切干し大根入り！牛ごぼう玉子とじ丼主菜：切干し大根入り！牛ごぼう玉子とじ丼主菜：切干し大根入り！牛ごぼう玉子とじ丼主菜：切干し大根入り！牛ごぼう玉子とじ丼    

副菜：枝豆とオクラのとろり旨味スープ副菜：枝豆とオクラのとろり旨味スープ副菜：枝豆とオクラのとろり旨味スープ副菜：枝豆とオクラのとろり旨味スープ    

 [Amazon フレッシュでの販売価格] 1,598 円（税込） 

玉ねぎも入ったやわらか牛丼に、ささがきごぼうと切り干し大根の食感をプラス。 
溶きたまごでとじた柳川風の丼とスープの組み合わせは、忙しい時に大助かりの献立です。 

[[[[冷蔵冷蔵冷蔵冷蔵] ] ] ] ミールキットミールキットミールキットミールキット    Oisix Oisix Oisix Oisix そぼろと野菜のビビンバそぼろと野菜のビビンバそぼろと野菜のビビンバそぼろと野菜のビビンバ    2222 人前人前人前人前    

主菜主菜主菜主菜: : : : ジューシーそぼろと野菜のビビンバジューシーそぼろと野菜のビビンバジューシーそぼろと野菜のビビンバジューシーそぼろと野菜のビビンバ    

副菜副菜副菜副菜: : : : 小ねぎとのり、豆腐の韓国風スープ小ねぎとのり、豆腐の韓国風スープ小ねぎとのり、豆腐の韓国風スープ小ねぎとのり、豆腐の韓国風スープ    

[Amazon フレッシュでの販売価格] 1,274 円（税込） 

味つきのそぼろで作るお手軽ビビンバ。たっぷり野菜と一緒に炒めて仕上げます。 
たれ 1 つでできるかんたん味付けがうれしいメニュー。ほっとするごま風味のスープとご一緒に。 

[[[[冷蔵冷蔵冷蔵冷蔵] ] ] ] ミールキットミールキットミールキットミールキット    OisixOisixOisixOisix    玉ねぎソースの和風バーグ玉ねぎソースの和風バーグ玉ねぎソースの和風バーグ玉ねぎソースの和風バーグ    2222 人前人前人前人前            

主菜主菜主菜主菜: : : : たっぷり玉ねぎソースの和風バーグたっぷり玉ねぎソースの和風バーグたっぷり玉ねぎソースの和風バーグたっぷり玉ねぎソースの和風バーグ    

副菜副菜副菜副菜: : : : しっかり味！しらたきとひじき炒め煮しっかり味！しらたきとひじき炒め煮しっかり味！しらたきとひじき炒め煮しっかり味！しらたきとひじき炒め煮    

 [Amazon フレッシュでの販売価格] 1,490 円（税込） 

ひと手間かけてすりおろした玉ねぎが味の決め手。甘酸っぱさの中にある、玉ねぎの旨みが
ソースに奥行きをあたえます。失敗しらずのほっこり和そうざいとご一緒に。 

[[[[冷凍冷凍冷凍冷凍] ] ] ] ミールキットミールキットミールキットミールキット    OisixOisixOisixOisix    ぷりぷりえびのピラフぷりぷりえびのピラフぷりぷりえびのピラフぷりぷりえびのピラフ    2222 人前人前人前人前    

主菜主菜主菜主菜: : : : 包丁いらず！ぷりぷりえびのピラフ包丁いらず！ぷりぷりえびのピラフ包丁いらず！ぷりぷりえびのピラフ包丁いらず！ぷりぷりえびのピラフ    

副菜副菜副菜副菜: : : : 奥行きある味奥行きある味奥行きある味奥行きある味    4444 種野菜のラタトゥユ種野菜のラタトゥユ種野菜のラタトゥユ種野菜のラタトゥユ    

[Amazon フレッシュでの販売価格] 1,490 円（税込） 

おうちのほかほかごはんが、ひと工夫で即席パラパラピラフに変身。 
覚えておきたい小技が入ったレシピです。殻むき済みのえびを使えば便利に料理できます。 



 

 
本リリース本リリース本リリース本リリースについてのについてのについてのについてのお問合せお問合せお問合せお問合せ    

オイシックスドット大地株式会社 広報：大熊、西田 
TEL： 050-5305-0549  FAX：03-6867-0021 E-mail：publicity@oisixdotdaichi.co.jp 

（上記内容は断りなく変更される場合があります/最新情報は上記お問合せ先までご連絡ください）    

 

Amazon フレッシュについて 

 

Amazon フレッシュは、生鮮食品や専門店のこだわり食材から日用品までまとめて最短 4 時間でお届けするサービスです（＊）。 

旬の野菜や果物、新鮮な魚や肉などの生鮮食品をはじめ、牛乳・卵・豆腐など毎日の食卓に欠かせない食品、人気のミールキットや惣菜、

専門店のこだわりの食材、飲料、お酒、キッチン用品、健康・美容用品、ベビー用品、ペット用品などの日用品・雑貨まで、合計 17 万点以

上の商品（うち、食品は 1 万 6,000 点以上）を取り扱っています。 

午前 8 時から深夜 0 時までの間、2 時間ごとのご希望の時間帯で配達指定が可能で、ご注文から最短 4 時間でお届けします（最長 28 

日先まで指定可能）。 

Amazon プライム会員の方は、月額 500 円（税込） ＜30 日間の無料体験あり＞にて Amazon フレッシュをご利用いただけます。 

1 回のご注文が 6,000 円（税込）以上の場合は配送料無料＜6,000 円（税込）未満の場合は配送料 500 円＞でお届けいたします。 

＊：Amazon フレッシュの配送対象エリアは、東京都、神奈川県、千葉県（一部エリアを除く）です。 


