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ニュースリリース No.73 

2016年 2月 2日 

 

     お客さまニーズにお応えする 35品 

2016 年春夏家庭用冷凍食品新発売 
出荷開始日：2016 年 2月 22日(月) 

 

日本製粉(株)(代表取締役社長:小寺春樹 本社:東京都渋谷区) は、2016 年春夏家庭用冷凍食品として新

商品 19 品、リニューアル品 16 品、合計 35 品を全国で発売いたします。当社出荷開始日は、2016 年 2 月

22 日(月)を予定しております。 

 

1．2016 年春夏家庭用冷凍食品開発のテーマ 
 

1 主力個食パスタの全面リニューアル 

 「オーマイプレミアム」シリーズのパッケージを伴う全面リニューアルを行います。トレー入りだか

らできる具材感・彩り・香りをお届けします。 

2 トレー入り 1 食完結型商品・おかずの拡充 
 １食完結型の個食トレー入り商品のバラエティを充実させるとともに、簡便・時短を追求したおかず

を提案します。 

3 機能性商品の開発 

 「体に良いものを食べたい」というニーズにお応えし、当社のノウハウと独自素材を生かした、おい

しく健康に気づかう「オーマイ PLUS」シリーズを展開します。 

 

 

2．新商品について 
2016年春夏家庭用冷凍食品は、全 7 カテゴリー、新商品・リニューアル品合計 35 品を発売いたします。 

 

 カテゴリー 商品数 

1 オーマイプレミアム 17 品 

2 オーマイ Big 2 品 

3 トレー入り米飯 2 品 

4 オーマイ よくばりプレート 1 品 

5 オーマイ レンジで美味しいごはんのおかず 5 品 

6 お弁当 1 品 

7 オーマイ PLUS 7 品 

 

各商品の詳細につきましては、次頁よりご紹介いたします。 
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(※)ご紹介する商品はすべてオープン価格です。 

3. 2016 年春夏家庭用冷凍食品詳細 

1 オーマイプレミアムが“贅沢を愉しむ本格パスタ”に一新！ 

トレー入りならではの「出来立ての臨場感」「開けた瞬間から始まるおいしさ」を追求し、パッケージも

“高級感”“品質感”がより伝わるよう全面リニューアル。新しい「オーマイプレミアム」シリーズは新商

品 4点、リニューアル品 13 点、全 17品のラインアップです。 

「オーマイプレミアム」リニューアルポイント 

「オーマイプレミアム」が“贅沢を愉しむ本格パスタ”をテーマに全面リニューアル。トレー入りならでは

の「出来立ての臨場感」「開けた瞬間から始まるおいしさ」を追求しました。 

■具感たっぷり 

トレー入りの強みを活かした具材の大きさと量の満足感。ソースの中の具にもこだわりリニューアル。 

■見た目の満足感 

 トレー入りならではの「立体感のある具材」「盛り付けの彩りの良さ」で、開けた瞬間の驚きを。 

■香りの臨場感 

 ソースの改良や具材に合わせたこだわりの調味方法により、レストランで出来立てのパスタを食べるよう

な香りの高さを再現。 

「オーマイプレミアム」パッケージリニューアルポイント 

 

“高級感”“品質感”がより伝わるように、パッケージを“濃厚な黒”

へと一新しました。 

1.一目で「オーマイプレミアム」だと分かる大きなロゴデザイン 

2.「トレー入り」だからできる “具感たっぷり！”、簡便性を訴求 

3.フォークに絡めた立体的写真で具材の大きさ・臨場感を表現 

 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイプレミアム 彩々
さいさい

野菜
や さ い

 ポモドーロ 260g 
 

■商品特長 

●野菜をたっぷり 50ｇ使用 

●揚げなす、スナップえんどう、黄ピーマン、ベーコンで、彩り良く 

●イタリア産完熟トマトのソースに、隠し味としてパルメザンチーズ

を加え、奥深い味わいに 

●パスタはプリッとアルデンテ仕上げの 1.7mm  

 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイプレミアム 彩々
さいさい

野菜
や さ い

 海老ときのこの味わい塩 260g 
 

■商品特長 

●野菜をたっぷり 50ｇ使用 

●人気の海老に、歯ごたえの良い舞茸、エリンギ、小松菜をトッピン

グ。2 種類のきのこは塩味との相性も抜群 

●ソースの中に「あおさ」を加え、磯の風味が豊かな魚介塩味に 

●パスタはプリッとアルデンテ仕上げの 1.7mm  

1 
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区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイプレミアム 海老クリーム 270g 
 

■商品特長 

●アメリケーヌソースを加えた海老の濃厚な旨みがたっぷりのクリー

ムソース 

●人気の海老と、食べ応えのあるブロッコリーをトッピング 

●パスタはプリッとアルデンテ仕上げの 1.7mm 

 

 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイプレミアム ボロネーゼ 270g 
 

■商品特長 

●ごろっとした挽肉を感じられる牛肉 100％使用のソース。 

●ボロネーゼの具材として人気の、チーズと揚げなすをトッピング 

●濃厚なソースに負けない、コクの強いゴーダチーズを使用 

●パスタはもちもち食感、やや太めの 1.8mm 

 

 

区分 商品名 内容量 

リニューアル オーマイプレミアム 海の幸のペスカトーレ 280g 
 

■商品特長 

●2007年発売以来、ロングセラーの人気商品 

●ソースに海老の旨みをプラス。完熟トマトと白ワインで仕立てた 

贅沢な味わい 

●海老、いか、あさり、揚げなすをトッピングし、満足の具材感 

●パスタはプリッとアルデンテ仕上げの 1.7mm  

 

区分 商品名 内容量 

リニューアル オーマイプレミアム 蟹のトマトクリーム リングイネ 280g 
 

■商品特長 

●蟹みそを加えたコク深いトマトクリームソースと、蟹のほぐし身が

入った蟹の旨み豊かなクリームソースのダブルソース仕立て 

●ブロッコリーをトッピングし、見た目も鮮やか 

●なめらか食感のだ円パスタ、リングイネ使用 
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区分 商品名 内容量 

リニューアル オーマイプレミアム モッツァレラのバジルトマト 280g 
 

■商品特長 

●香り高いバジルソースと、野菜の旨みが溶け込んだトマトソースの

ダブルソース仕立て 

●とろけるモッツァレラチーズ、ベーコンに、ブロッコリーを加え、

具感アップ 

●パスタはプリッとアルデンテ仕上げの 1.7mm  

 

 

★パッケージリニューアル品(以下 10品)を合わせ、「オーマイプレミアム」シリーズは全 17品！ 

     

彩々野菜 

舞茸となすの 

香味醤油 

彩々野菜 

海老と 5種野菜 

ペペロンチーノ 

彩々野菜 

ほうれん草クリーム 

ベーコンと緑の野菜 
たらこといか 

ベーコンと 

ほうれん草 

濃厚カルボナーラ 

       

海老の贅沢 

ナポリタン 

あさりと彩り野菜 

クリームソース 

バジル香る 

海老のジェノベーゼ 

リングイネ 

生パスタ 

海老のトマトクリーム 

タリオリーニ 

生パスタ 

クリーミーボロネーゼ 

フェットチーネ 

 

 

2 大容量の「オーマイ Big」シリーズがリニューアル 

大容量タイプで唯一の便利なトレー入りパスタ「オーマイ Big」シリーズ。人気の 2つの味がリニュー

アルします。 
 

区分 商品名 内容量 

リニューアル オーマイ Big ベーコンとほうれん草バター醤油 380g 
 

■商品特長 

●ガーリックの効いた濃厚バター醤油ソース 

●具材には彩りの良いほうれん草とベーコンをトッピング 

●満足の食べごたえ、380g！ 
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区分 商品名 内容量 

リニューアル オーマイ Big カルボナーラ 360g 
 

■商品特長 

●チーズが濃厚でなめらかなカルボナーラソース 

●具材にはベーコンをトッピング 

●満足の食べごたえ、360g！ 

 

 

3 外食で人気のメニューをお家で楽しめるトレー入り米飯 

拡大を続ける冷凍米飯市場において、オーマイのトレー入り米飯は、人気のメニューを手軽に楽しめる

ことはもちろん、トレー入りだからできる見た目の満足感でもご好評をいただいています。 
 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ デミグラスソースのとろ～りオムライス 300g 
 

■商品特長 

●半熟タイプと薄焼きタイプの卵を使い、外食で人気の“とろ～り”

としたオムライスを再現 

●香味野菜の旨みとベシャメルソース、牛肉のコクが詰まったデミグ

ラスソースに、ごろっと大きめサイズの鶏肉をトッピング 

  
 

区分 商品名 内容量 

リニューアル オーマイ 野菜を食べる欧風カレーライス 340g 
 

■商品特長 

●じっくり煮込んだコクのある欧風カレーライス 

●野菜がたっぷり 100g入って具だくさん 

●カリフラワー、かぼちゃ、ブロッコリー、スナップえんどう、赤ピ

ーマンとチーズで彩り豊かに 

 
 

《ご参考》オーマイのトレー入り米飯はバリエーション豊富！ 

  

具材の彩りも楽しめる韓国料理「具だくさんビビンバ」、バジルとナ

ンプラーで風味豊かなタイ料理「ガパオライス タイ風鶏肉のバジル

炒め」、直火焼きが決め手の人気ハワイメニュー「直火焼きハンバー

グのロコモコ」、食べごたえのあるハンバーグ入りで大満足「大盛り

ハンバーグカレーライス」に、今回の 2品が加わり計 6 品！ 

外食のトレンドメニューを気軽に楽しめます。 

  

 



6 

 

 

4 「よくばりプレート」にあの人気スペイン料理が登場 

主食と主菜が一度に楽しめる「よくばりプレート」は、主婦のランチや休日のお子さまのランチ、おひ

とりのときの食事など、幅広い層と食シーンで活躍します。2014 年春夏の発売以来、第 3弾となる今回は、

外食で人気のスペイン料理を追加。家庭で作るにはハードルが高いメニューを手軽に楽しめます。 
 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ よくばりプレート パエリア＆鶏肉のアヒージョ 330g 
 

■商品特長 

●人気のスペイン料理「パエリア」×「アヒージョ」の組み合わせ 

●パエリアは、魚介の旨みが効いたサフランライスに、海老、いか、

あさり、赤ピーマンをトッピング 

●アヒージョは、主菜として食べごたえのある、鶏肉ときのこの組み

合わせ。食欲そそるガーリックオイルソース 

●付け合せには、彩りの良いブロッコリー 
 

 

 

5 手の込んだおかずを、レンジ調理だけですぐに食卓へ 

「ごはんのおかず」シリーズが、全 5アイテムとバラエティ豊かになって新登場します。下処理が面倒

な中華メニューがレンジ調理だけで完成するので、調理に時間をかけたくない単身世帯や、毎日の献立に

悩む主婦の方におすすめです。パッケージも従来の横型から縦型に変更することで、売り場効率のアップ

につなげます。 

     

 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ レンジで美味しいごはんのおかず  かに団子と五種野菜の八宝菜 140g 

 

■商品特長 

●かにの旨みが凝縮したかに団子と 5種野菜(ブロッコリー、スナップえんどう、たけのこ、にんじん、キ

ャベツ)がとろりとしたあんによく絡む 

●岩手県八木澤商店の本醸造こいくち醤油使用 ★東北応援！ 
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区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ レンジで美味しいごはんのおかず  唐揚げとれんこんの甘酢あん 140g 

 

■商品特長 

●ジューシーな唐揚げ、ごろっとしたれんこんと揚げなすに甘酢あんがしっかりと絡まる 

 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ レンジで美味しいごはんのおかず  ごろっとなすの麻婆茄子 140g 
 

■商品特長 

●「仙台味噌」とごま油のコクがクセになる味わい ★東北応援！ 

●ごろっと大きな揚げなす、ピーマン、にんじんを使い、彩り良く 

 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ レンジで美味しいごはんのおかず  鶏肉となすの甜麺醤
テンメンジャン

ソース味 140g 

 

■商品特長 

●「甜麺醤」と「仙台味噌」のダブル味噌仕立て ★東北応援！ 

●鶏肉、揚げなす、赤ピーマン、キャベツで彩り良く 

 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ レンジで美味しいごはんのおかず  豚肉と厚揚げのオイスターソース味 140g 
 

■商品特長 

●オイスターソースと帆立貝のだし、ごま油とにんにくの風味 

●柔らかい豚バラ肉に、チンゲン菜とジューシーな厚揚げ、にんじんを添えて 

 

6 子どもも大人も嬉しい！お弁当メニュー 

お弁当で人気のお惣菜・ポテトサラダをお弁当にプラス一品！幅広い年代から愛されるキャラクター「ぐ

でたま」を押し出したデザインで、子どもから大人まで楽しめます。 
 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ ぐでたま チーズ入りポテトサラダ 100g(4個) 
 

■商品特長 

●チーズとベーコンを使用した、温めても冷めてもおいしいアレンジ

ポテトサラダ 

●「ぐでたまのつぶやき」40 種類のデザインが入った紙カップ入り。

オーマイオリジナルデザインが 3種類！  

Ⓒ2013, 2016 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.S565606  
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7 おいしく健康に気づかう「オーマイ PLUS」の冷凍食品 

食の健康志向が高まる中、ヘルス＆ウェルネス市場は今後もますます拡大を続けることが予想されてい

ます。当社グロサリー商品でご好評をいただいている「オーマイ PLUS」シリーズを、当社が持つノウハウ

と素材を活用し、今季より冷凍食品においても展開いたします。 

 

「オーマイ PLUS」シリーズ の冷凍食品について 

 

おいしく健康に気づかう「オーマイ PLUS」シリーズの冷凍食品は、

当社のノウハウと、独自素材を活用した商品群です。今回は、「アマ

ニ油」「糖質オフ」「食物繊維」といった 3 つの切り口で、健康への

関心が高いお客さまにご満足いただける商品を展開いたします。 

   

 

また、商品パッケージにおいては、健康訴求ポイントを大きく表示するとともに、

共通ブランドメッセージ「からだに気づかい 手軽にプラス」を付けることで、

シリーズ感を演出しています。 

 

 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ PLUS アマニ油
オイル

入り ジェノベーゼ 260g 
 

■商品特長 

●ソースにオメガ 3(α-リノレン酸)が豊富なアマニ油とアマニ粉末を

配合 

●バジルの香り豊かなジェノベーゼソース 

●具材はベーコン、ブロッコリー、チーズをトッピング 

 

 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ PLUS アマニ油
オイル

入り ペペロンチーノ 260g 
 

■商品特長 

●ソースにオメガ 3(α-リノレン酸)が豊富なアマニ油とアマニ粉末を

配合 

●ベーコンの旨みが効いたペペロンチーノソース 

●ベーコン、スナップえんどう、赤・黄ピーマンで彩り良く 

 

 

当社の原料 全粒粉 

↓ 

「食物繊維 1/3 日分」(※3) 

ミックス×製麺技術 

↓ 

「糖質 30％off 麺」(※1,2) 

当社の素材「アマニ」 

↓ 

「アマニ油
オイル

入り」 
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区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ PLUS 糖質 off 生パスタ ボロネーゼ 260g 
 

■商品特長 

●生パスタのおいしさはそのままにパスタの糖質 30％オフ(※1) 

●牛挽肉 100％のコク深い味わいのボロネーゼソース 

●具材は揚げなす、彩りにパセリをトッピング 

 

 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ PLUS 糖質 off 生パスタ カルボナーラ 260g 
 

■商品特長 

●生パスタのおいしさはそのままにパスタの糖質 30％オフ(※1) 

●チーズのコクと黒胡椒の香りを効かせたカルボナーラソース 

●具材はベーコンとほうれん草。黒胡椒をアクセントに 

 

 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ PLUS 糖質 offジャージャー麺 260g 
 

■商品特長 

●麺のおいしさはそのままに糖質 30％オフ(※2) 

●甜麺醤を加えたコクのある肉味噌 

●具材は彩りの良いチンゲン菜、赤・黄ピーマン 

 

 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ PLUS 糖質 off汁なし担々麺 260g 
 

■商品特長 

●麺のおいしさはそのままに糖質 30％オフ(※2) 

●練りゴマの甘み、コクと豆板醤の辛みが特徴の奥深いソース 

●具材は相性の良いチンゲン菜 
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区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ PLUS食物繊維 厚焼きグラノーラパンケーキ 100g(2枚) 
 

■商品特長 

●食物繊維 1/3 日分(※3)が摂れる厚焼きパンケーキ 

●食物繊維が豊富な全粒粉を使用した生地に、ローストアマニ粉末を

加えました 

●メープルシュガーがほのかな甘みをプラス 

●グラノーラを入れて食感豊かに  

 

(※1) 当社従来比 

(※2) 「日本食品標準成分表 2010の中華めんゆで」の値を基に算出した値との比較 

(※3) 「日本人の食事摂取基準」(2015 年版)目標量(成人女性)による 

 

《ご参考》「オーマイ PLUS」シリーズ 用語解説 

■「アマニ」 

「亜麻」という植物の種子(仁)が「亜麻仁(アマニ)」です。アマニにはオメガ 3(α-リノレン酸)が豊富な油

分の他、ポリフェノールの一種であるアマニリグナン、食物繊維が含まれ、近年その栄養価が世界的にも注

目を集めています。 

(※)アマニ粉末にはアマニリグナン、食物繊維が含まれますが、アマニ油には含まれません。 
 
■「α-リノレン酸」 

体内では作ることのできない必須脂肪酸のひとつオメガ 3 脂肪酸です。摂取すると一部が青魚でおなじみの

EPAや DHAに変換されます。 
 
■「糖質 off麺」 

体内で消化・吸収される糖質量を減らした(吸収されにくくした)麺のこと。麺に使用する小麦粉の一部を、

難消化性デンプンに変更することで、麺のおいしさはそのままに糖質 30％オフ(※1,2)を実現しました。 
 
■「全粒粉」 

小麦粒の胚芽、ふすま(表皮)、胚乳部分の全てをまるごと粉にしたもの。通常の小麦と比べてビタミンやミ

ネラル、食物繊維が多く含まれています。 
 
■「グラノーラ」 

穀物(麦、玄米、とうもろこし等)加工品とナッツ等にシロップと植物油を混ぜてオーブンで焼いたものです。 

 

※パスタやトレー入り米飯について(一部除く)は環境を配慮し、

PEFC(森林認証)紙を使った紙トレーを使用しています。 
 

PEFCマーク 

 

☆報道関係の方向けに商品画像データをご用意しておりますので、下記問合せ先までご連絡ください。 

 

≪お問合せ先≫ 

＜報道関係の方＞ 

日本製粉株式会社 広報部 

担当：河野 舞 

TEL：03-3350-3900 FAX：03-3350-2329 

〒151-8537 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-27-5 

＜一般のお客様＞ 

日本製粉株式会社 お客様センター 

フリーコール 0120-184157 

受付時間 9:00～17:00(祝日を除く月～金曜) 

http://www.nippn.co.jp 

http://www.nippn.co.jp/

