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＜新発売＞ 「おにぎり DAYS」「のりまき DAYS」で簡単キレイなおにぎり作ろう♪ 
 

小久保工業所(本社:和歌山県海南市、代表:小久保好章)は、おにぎりや海苔巻きを簡単に作れる成形器「おにぎり DAYS」 

「のりまき DAYS」 全 7種類を新発売します。スティック・丸・三角・俵型のおにぎりや、細巻・太巻が簡単にキレイに作れます。 

 おにぎり DAYS  「スティック」「チビまる」はごはんを詰めて振るだけで食べやすい形のおにぎりを楽しく作れます。「三角」「俵」は

「上手ににぎれない」という方でも、ごはんを詰めて型押しするだけだから大丈夫。混ぜごはんを使ったり、ちょっと大きな具を入れた

りしてバリエーションが楽しめます。手で直接にぎらないので「人がにぎったおにぎりは苦手」という今どきの風潮にも役立ちます。 

 のりまき DAYS  ごはんと具を入れて型押しし、仕上げに海苔を巻くだけで簡単に本格的な海苔巻きが作れます。通常の巻

きすで作ると具や海苔のバランスが難しく偏ったりはみ出たりしますが、「のりまき DAYS」は出来上がりの想定のままに詰めればいい

ので簡単です。凹凸加工でごはんがつきにくくきれいに取り出せます。「海苔巻きを作ったことがない」という人も手軽に作れます。 

おにぎりDAYS のりまき DAYS 

 

 

 

 

      

流行のスティック型 

食べやすくて人気 

かわいいひとくち 

サイズのチビ丸型 

三角おにぎり大小

2 個セット 

俵型の小さめサイ

ズ 3 個 

俵型の大きめサイ

ズ 2 個 

海苔巻きの細巻 

鉄火巻きなど 

海苔巻きの太巻 

具だくさんに 

 

 

 

 

      

＜ごはんを入れて振るだけ＞ ＜ごはんや具を入れて、フタで型押し＞ 

 

 

 

 

 

 

 

      

おにぎり DAYS 
スティック 

おにぎり DAYS 
チビまる 

おにぎり DAYS 
三角 

おにぎり DAYS 
俵・小 

おにぎり DAYS 
俵・大 

のりまき DAYS 
細巻 

のりまき DAYS 
太巻 

オープン価格 

（参考価格） 

税別 170 円 

税込 184 円 

オープン価格 

（参考価格） 

税別 170 円 

税込 184 円 

オープン価格 

（参考価格） 

税別 195 円 

税込 211 円 

オープン価格 

（参考価格） 

税別 170 円 

税込 184 円 

オープン価格 

（参考価格） 

税別 195 円 

税込 211 円 

オープン価格 

（参考価格） 

税別 195 円 

税込 211 円 

オープン価格 

（参考価格） 

税別 215 円 

税込 232 円 

◎ みんな大好きな「おにぎり」、「海苔巻き」を簡単にきれいに作れる成型器です。 

◎ 「おにぎり DAYS」スティック・チビまるは、ごはんを入れて振るだけで食べやすい形に。 

◎ 「おにぎり DAYS」三角・俵は、ごはんを入れてフタで型押しするだけできれいな形に。 

◎ 「のりまき DAYS」はごはんを型押しして海苔で巻くだけ。本格的な海苔巻きが簡単に。 

◎ 白いごはんだけでなく、混ぜごはんや、いろんな具を使ってバリエーションを楽しめます。 

◎ 凹凸加工でごはんがくっつきにくく、ポンと押すだけできれいに取り出せます。 

◎ お弁当に、お祝いに、SNS 用の「見せるお料理」に、運動会や遠足等の行楽に、おやつに。 

材質：ポリプロピレン 

*BPA フリー（ビスフェノール A を含まない） 

耐冷・耐熱温度：-20～120 度 

発売元：小久保工業所 

発売日：2017年６月１日新発売 

日本製 MADE IN JAPAN 

【KOKUBO ショップ】  先行発売中  http://kokuboshop.com/goods/kitchen/support_of_cooking ＞＞次のページで詳しくご紹介 

＜お問い合わせ＞●一般のお客様：（株）小久保工業所 本社 TEL.073-487-1811 和歌山県海南市野上新 201-9 

[ホームページ] http://kokubo.co.jp  [Facebook] https://www.facebook.com/kokubopress 

●メディア関係者様：（株）小久保工業所 東京営業所 （広報／大田） TEL.03-5205-1811 メール: press@kokubo.co.jp 

東京都中央区日本橋 2-3-6 日土地日本橋ビル 8F  ※メディア様向け取材、写真、サンプルのご提供を承ります。 

http://kokuboshop.com/goods/kitchen/support_of_cooking
http://kokubo.co.jp/
https://www.facebook.com/kokubopress
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（～続き）「おにぎりDAYS」 「のりまきDAYS」 全 7種類  発売元:小久保工業所  2017年 6月 1日新発売 
 

振って作る！お洒落な「スティック型」おにぎり 子どもに人気！ひとくちサイズの「チビまる」おにぎり 

 

 

 

 

●「おにぎり DAYS スティック」 

ごはんを入れて振るだけ！お洒落な 

スティック型のおにぎりが作れます。 

【動画】 https://youtu.be/h1LowdHbd5w 

【レシピ】 https://cookpad.com/recipe/4512199 

オープン価格（参考価格 税別 170 円 税込 184 円） 

 

 

 

 

●「おにぎり DAYS チビまる」 

ごはんを入れて振るだけ！ひとくちサイズの 

小さな丸いおにぎりが作れます。子どもも食べやすい。 

【動画】 https://youtu.be/RjVb2TAgcR0 

【レシピ】 https://cookpad.com/recipe/4512186 

 オープン価格（参考価格 税別 170 円 税込 184 円） 

定番の「三角おにぎり」 

 

 

 

 

 

【動画】 作り方をご紹介 

https://youtu.be/joopiEV4YZQ 

●「おにぎり DAYS 三角」  オープン価格 

（参考価格 税別 195 円 税込 211 円） 

 

 

 

 

 

 

型にごはんや具を入れて 

フタで押すだけ。三角おに

ぎり大小 2 個作れます。 

 

 

 

 

 

 

【クックパッドでレシピ公開！】 

◎「ツナマヨおにぎり」 https://cookpad.com/recipe/4512183 

◎「枝豆コーンおにぎり」 https://cookpad.com/recipe/4512179 

西日本ではおなじみの 「俵おにぎり」  

 

 

 

 

小ぶりでお洒落な俵型 

【動画】 https://youtu.be/QYCX9FOUGKE 

【レシピ】 https://cookpad.com/recipe/4512176 

●「おにぎり DAYS俵・小」 小さめの俵型おにぎりが 3 個作れます。 

オープン価格（参考価格 税別 170 円 税込 184 円） 

 

 

 

 

ごはんや具をつめて型押しするだけ。しゅうまい、からあげ、

たまご、ウインナーなど入れておかずおにぎりが楽しめます。 

【レシピ】 https://cookpad.com/recipe/4512135 

●「おにぎり DAYS 俵・大」 大きな俵型おにぎりが 2 個作れます。 

オープン価格（参考価格 税別 195 円 税込 211 円） 

本格的な 「海苔巻き」 が簡単に作れる！ 

 

 

 

 

 

【動画】 https://youtu.be/3rggvgOIS80 

【レシピ】 https://cookpad.com/recipe/4512128 

●「のりまき DAYS 細巻」 細い海苔巻きが作れます。 

オープン価格（参考価格 税別 195 円 税込 211 円） 

 

 

 

型にごはんと具を入れて型押しして海苔で 

巻くだけ。本格的な太巻が簡単に作れます 

【レシピ】海鮮太巻 https://cookpad.com/recipe/4512094 

サラダ海苔太巻 https://cookpad.com/recipe/4512118 

●「のりまき DAYS 太巻」 巻きすなしで太巻きが作れます。 

 オープン価格（参考価格 税別215円 税込232円） 

＞＞【KOKUBO オンラインショップ】  先行発売中  http://kokuboshop.com/goods/kitchen/support_of_cooking 

＜お問い合わせ＞●一般のお客様：（株）小久保工業所 本社 TEL.073-487-1811 和歌山県海南市野上新 201-9 

[ホームページ] http://kokubo.co.jp  [Facebook] https://www.facebook.com/kokubopress 

●メディア関係者様：（株）小久保工業所 東京営業所 （広報／大田） TEL.03-5205-1811 メール: press@kokubo.co.jp 

東京都中央区日本橋 2-3-6 日土地日本橋ビル 8F  ※メディア様向け取材、写真、サンプルのご提供を承ります。 
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