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ニュースリリース No.27 

2016年 8月 2日 

 

     冷凍食品だからこそのおいしさをご提案 

2016 年秋冬家庭用冷凍食品新発売 
出荷開始日：2016 年 8月 22日(月) 

 

日本製粉(株)(代表取締役社長:近藤雅之 本店:東京都渋谷区) は、2016 年秋冬家庭用冷凍食品として新

商品 19 品、リニューアル品 12 品、合計 31 品を全国で発売いたします。当社出荷開始日は、2016 年 8 月

22 日(月)を予定しております。 

 

1．2016 年秋冬家庭用冷凍食品開発のテーマ 
 

基本テーマ 

冷凍だから・冷凍でなければ 

 
《開発テーマ》 

 

 

 

 

 

 
 

 

2．新商品・リニューアル品について 
2016年秋冬家庭用冷凍食品は、全 10カテゴリー、新商品・リニューアル品合計 31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 4 品 

2 オーマイ Big 8 品 

3 オーマイ 大盛り 1 品 

4 オーマイ プレミアムゴールド 至福のパスタ 1 品 

5 オーマイ いまどきごはん 5 品 

6 オーマイ よくばりプレート 4 品 

7 オーマイ ドリアシリーズ 2 品 

8 オーマイ レンジで美味しいごはんのおかず 1 品 

9 オーマイ お弁当シリーズ 2 品 

10 オーマイ PLUS 3 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。 

 

食シーン 

提案 
上質化 

 

他の温度帯

からの誘導 

 

お客さま視点

での便益 
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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 年秋冬家庭用冷凍食品詳細 

1 好調な「オーマイプレミアム」をさらに強化！ 
 

2016年春にトレー入りならではの良さを追求し、全面リニューアルを行った「オーマイプレミアム」シ

リーズを今秋さらに拡充します。野菜たっぷりの「彩々野菜」シリーズに新たに 2 品を追加、1 品をリニュ

ーアル、そのほかに和と洋を掛け合わせたメニューも加わり、シリーズ全 17品となります。 

「オーマイプレミアム 彩々
さいさい

野菜
や さ い

」シリーズ 

 

好評をいただいている「彩々野菜」シリーズをより強調するため、「オーマイプレミアム」

のロゴの下に大きく「彩々野菜」マークを入れ、「野菜たっぷり」をアピールしました。 

1 日に必要な野菜摂取量は 350ｇ(厚生労働省:健康日本 21 より)とされていますが、日本

人の野菜摂取量の平均値は 283.1g(平成 25 年)で目標の 81％程度、1 日あたり 66.9g不足

しているといわれています。 

「彩々野菜」シリーズは、1 食に野菜を 50ｇ以上使用しているので、野菜不足を補うの

にぴったりの、健康にやさしいシリーズです。 

   

今回の新商品・リニューアル品計 3 品と左の「舞茸と

なすの香味醤油」、「海老ときのこの味わい塩」、「ポモ

ドーロ」の 3品を合わせ、「彩々野菜」シリーズは計

6 品となります。 

 

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

 6 種野菜のラグーソース 260g 
 

■商品特長 

●野菜をたっぷり 50ｇ使用 

●挽肉の代わりに「大豆ミート」を使用した野菜の旨みが溶け込んだ

ラグーソース 

●揚げなす、かぼちゃ、ブロッコリー、玉ねぎ、にんじん、トマトの

6 種類の野菜を使用  

 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイプレミアム 明太子カルボナーラ 280g 
 

■商品特長 

●コク深い濃厚カルボナーラソースと、昆布とかつおのだしを効かせ

た辛子明太子ソースのダブルソース仕立て 

●歯ごたえの良い舞茸と彩りの良いほうれん草を使用 

●きざみのりの香りがアクセントに 
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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

 ほうれん草クリーム 260g 
 

■商品特長 

●野菜をたっぷり 50ｇ使用 

●生クリームを従来(※)の 2 倍使用し、より濃厚な味わいに 

●ベーコンとほうれん草、ブロッコリー、赤黄ピーマンで彩り良く 

●舞茸とエリンギの食感がアクセント 

(※)従来品の「彩々野菜 ほうれん草クリーム ベーコンと緑の野菜」と比較  

 

区分 商品名 内容量 

リニューアル オーマイプレミアム 彩々
さいさい

野菜
や さ い

 海老と 5種野菜ペペロンチーノ 260g 
 

■商品特長 

●野菜をたっぷり 50ｇ使用 

●アンチョビソースとにんにくを効かせたペペロンチーノソースに新

たにキャベツとフライドガーリックを追加 

●人気の海老と、スナップえんどう、ブロッコリー、揚げなす、赤黄

ピーマン、キャベツの 5種類の野菜を使用  

 

 

 

 

 

2 大容量の「オーマイ Big」が全面リニューアル 
 

元祖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」シリーズがさらに美味しく全面リ

ニューアルします。また新商品として、男性に人気のあるテイストを追加し、シリーズ全 8品となります。 

「オーマイ Big」リニューアルポイント 

オーマイ Big だからできる「トレー入りならではの品質」「美味しさ」「簡便さ」を再訴求 

■具材感・美味しさの向上    ■パスタの食感改良    ■パッケージの品質・美味しさ感アップ 

「オーマイ Big」パッケージリニューアルポイント 

 

当社独自のトレー入りを訴求し、美味しさを演出 

1.他社との差別化ポイント「トレー入り」を大きく訴求 

2.一目で「オーマイ Big」シリーズだとわかる大きなロゴデザイン  

3.フォークに絡めたシズルで臨場感を演出 

 

 

2 

3 
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区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ Big ジューシー焼きそばソース味 360g 
 

■商品特長 

●オタフクソースを使用したスパイス香る濃厚ソース 

●具材にはウインナーと、ソースと相性の良いキャベツをトッピング 

●お好みでご家庭にあるマヨネーズを加えるとさらに美味しい 

 

 

 

 

区分 商品名 内容量 

リニューアル オーマイ Big ミートソース 380g 
 

■商品特長 

●牛挽肉 100％使用。コク深い味わいのミートソース 

●具材には揚げなすと彩りにパセリをトッピング 

 

 

区分 商品名 内容量 

リニューアル オーマイ Big ナポリタン 380g 
 

■商品特長 

●炒め玉ねぎとトマトケチャップの懐かしい味わい 

●ウインナーのサイズが大きくなり具材感アップ 

 

 

 

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 

●ほど良くだしが効いたバター醤油ソース 

●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 
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区分 商品名 内容量 

リニューアル オーマイ Big たらこ 340g 
 

■商品特長 

●昆布だしを効かせたつぶつぶ食感の和風たらこソース 

●食感の良い舞茸をプラスして具材感アップ 

 

 

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 

●ベーコンにほうれん草をプラスして具材感アップ 

●ピリッと黒胡椒がアクセント 

 

 

区分 商品名 内容量 

リニューアル オーマイ Big うま塩あさり 340g 
 

■商品特長 

●魚介の旨みたっぷりのあっさり塩味に生姜の風味がアクセント 

●あさりを増量、ほうれん草と舞茸もプラスして具材感アップ 

 

 

区分 商品名 内容量 

リニューアル オーマイ Big ペペロンチーノ 340g 
 

■商品特長 

●食欲をそそるガーリックの風味に、ピリッと辛みが効いた味わい 

●ウインナーとキャベツを増量して具材感アップ 
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3 大満足のおいしさ「オーマイ 大盛り」にさらに 1 品追加 
 

「トレーがなくても良い」というお客様の声にお応えできるよう誕生した袋入りタイプの「大盛り」シ

リーズに和風たらこ味を追加し、シリーズ全 5品となります。 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ 大盛りたっぷりたらこと昆布だし和風たらこ 340g 
 

■商品特長 

●たらこの風味が効いた、昆布だしベースの和風仕立てソース 

●粒感が際立つたらこをトッピングにたっぷり使用 

●トッピングの白ごまときざみのりが風味と見た目のアクセント 

 

 

 

 

 

 

 

4 「至福のパスタ」に海老の旨みあふれる新メニューが登場 
 

イタリアンレストランで食べるようなリッチなメニューをご家庭でお楽しみいただける「至福のパスタ」

シリーズに海老の旨みを効かせた新メニューが登場します。ボジョレーヌーボ解禁やクリスマスなどのイ

ベントにはもちろん、贅沢を味わいたい気分の時にも、ぜひお召し上がりいただきたい商品です。 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ プレミアムゴールド 至福のパスタ オマール海老の旨み 贅沢トマトクリーム 290g 
 

■商品特長 

●プリプリ食感の海老がたっぷり 

●オマール海老ブイヨンを加え、香味野菜を合わせた濃厚なトマト 

クリームソース 
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5 人気のトレー入り米飯にトレンドをプラス 
 

現在成長中の冷凍米飯市場に注目し、外食でトレンドの米飯メニューを手軽にお召し上がりいただける

「オーマイ いまどきごはん」シリーズを投入します。ご家庭で作るのはちょっと難しい、レストランで食

べるような「ごはん」メニューが、レンジ加熱だけで食べられる便利なトレー入りシリーズです。 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ いまどきごはん 五穀ごはんとハンバーグのロコモコ 300g 
 

■商品特長 

●デミグラスソースで仕上げた人気のハワイアンメニューを手軽に味

わえる 

●女性を中心に人気の五穀(大麦、黒米、発芽玄米、もちきび、もちあ

わ)ごはんを使用 

●牛肉の旨み、粗挽き感のあるハンバーグととろっとした目玉焼き風

卵、赤黄ピーマンをトッピング  

 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ いまどきごはん 五穀ごはんと野菜を食べるカレー 320g 
 

■商品特長 

●女性を中心に人気の五穀(大麦、黒米、発芽玄米、もちきび、もちあ

わ)ごはんを使用。五穀ごはんにスパイスを配合 

●野菜をたっぷり 100g使用。ごろっと感のある揚げなすとかぼちゃ、

彩りにブロッコリーと赤ピーマン、食感を楽しむれんこんの 5 種類

の野菜をトッピング 

●スパイスの香りが食欲をそそる、野菜の甘みが溶け込んだコクのあ

る味わいのルゥにチーズをトッピング 
 

 

★パッケージリニューアル品(以下 3品)を合わせ、 

「オーマイいまどぎごはん」シリーズは計 5品！ 

   

デミグラスソースの 

とろ～りオムライス 
具だくさんビビンバ 

ガパオライス 

タイ風鶏肉のバジル炒め 
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6 「よくばりプレート」に新メニュー追加で充実のバラエティ 
 

主食と主菜が一度にバランスよく食べられる「よくばりプレート」は、「あったらいいな」を具現化し、

さらに幅広い食シーンでの活躍を目指します。今回新商品 3品を追加、1品をリニューアルし、パスタ 3品、

米飯 3品のシリーズ計 6品となります。 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ よくばりプレート 海老と野菜のグラタン＆ボロネーゼ 350g 
 

■商品特長 

●グラタンは、海老の旨みが濃厚なアメリケーヌソースにかぼちゃ、

ブロッコリー、じゃがいも、ほうれん草の 4種の野菜を使用 

●ボロネーゼは、100％牛挽肉を赤ワインで煮込んだコク深い味わい。

ソースと相性の良い揚げなすをトッピング 

 

 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ よくばりプレート キーマカレー＆ジャーマンポテト 330g 
 

■商品特長 

●キーマカレーは、ターメリックライスと牛挽肉の旨みが詰まったス

パイシーなルーに、ほっくりとしたひよこ豆をトッピング 

●ジャーマンポテトは、ウインナー入りでコンソメ風味が後を引く味

わい。黒胡椒の香りがアクセント 

●付け合せには、彩りの良いブロッコリー  

 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ よくばりプレート デミグラスハンバーグ＆ジューシーナポリタン 350g 
 

■商品特長 

●ハンバーグは粗挽き感がアップ(※)。濃厚なデミグラスソースとモ

ッツァレラチーズをトッピング 

●ナポリタンは香味野菜とトマトの旨み豊かな味わい 

●付け合せには、彩りの良いブロッコリー 

 (※)従来品の「デミグラスハンバーグ＆ソテーナポリタン」と比較  
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区分 商品名 内容量 

リニューアル オーマイ よくばりプレート おろしソースハンバーグ＆香味醤油スパゲッティ 350g 
 

■商品特長 

●ハンバーグは粗挽き感がアップ。おろしソースでさっぱりとした仕

上がりに 

●スパゲッティは、生姜が香る香味醤油ソース仕立て。彩りの良いベ

ーコンとほうれん草をトッピング 

●付け合せには、おろしソースと相性ぴったりの揚げなすと増量した

舞茸 
 

 

 

 

 

 

7 オーマイのドリアがさらに充実！ 
 

ドリアシリーズに上質な大人向けの商品を 1品追加します。ホテルニューグランド監修の、魚介の旨み

とカレーのスパイスが絶妙に効いた贅沢なメニューです。また、大人はもちろん、お子さまにもお召し上

がりやすい「層」にこだわったまろやかな味わいのカレードリアも投入します。 

区分 商品名 内容量 

新商品 ホテルニューグランド監修 魚介のクラーレンス風 250g 
 

■商品特長 

●開業時よりホテルニューグランドで受け継がれる伝統のソースを第

5 代総料理長が現代風にアレンジしたオリジナルメニュー 

●白ワインの風味を効かせた魚介の旨みたっぷりのクリームソースに

カレースパイスがアクセント 

●食べ応えのある海老、いか、マッシュルームをたっぷり使用。彩り

にブロッコリーをトッピング 

●バター風味のピラフを添えた贅沢な一皿 

 

 

《ご参考 1》ホテルニューグランド監修の商品 

    

2014 年秋にナポリタンソースを発売以

来、コラボ商品がグロサリー、冷凍食品

ともに続々登場しています。有名ホテル

の味をぜひご家庭でご賞味ください。 
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《ご参考 2》クラーレンス誕生秘話 

 

ホテルニューグランド初代総料理長はスイス人のサリー・ワイル氏。そのワイル氏のも

と、日本人の味覚に合う、ソースに特徴を持たせた日本生まれの洋食がホテルでは次々

生み出されました。その中のひとつが「伊勢海老のクリーム煮・クラーレンス風」。伊勢

海老を二つに割り、その上に濃厚なカレー風味のソース(クラーレンス風)をかけ焼き上

げたもので、当時のお薦めメニューでした。時代の流れと共に姿を消してしまったクラ

ーレンス風でしたが、第 5 代総料理長 宇佐神 茂氏が当時の人気メニュー「クラーレン

ス風」を現代風にアレンジし、よみがえらせました。 

※クラーレンスとはイギリス貴族の名前。ワイル氏がその名から命名しました。 

 

 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ 2種チーズのカレードリア 2 個入 200g×2個 
 

■商品特長 

●モッツァレラとゴーダの 2 種類のチーズを使用 

●カレーピラフ、まろやかカレー、ホワイトソース、2 種のチーズを

重ねたこだわりの 4層仕立て 

●お子さまが食べやすいよう、スパイス感・塩味を抑えたまろやかな

味わい  

 

 

 

 

8 「レンジで美味しいごはんのおかず」に新メニュー登場 
 

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の「レンジで美味しいごはんのおかず」シリーズにさらに 1品追加

します。レンジ加熱だけで調理でき、トレー入りなので後片付けも楽に済みます。 

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 いかとブロッコリーの中華風旨辛あん 140g 
 

■商品特長 

●具材感のある皮付きいか、ブロッコリー、カリフラワー、食感の良いたけのこ

を使用 

●ごま油の香るオイスターソース味 

●岩手県八木澤商店の本醸造こいくち醤油を使用した東北応援商品 
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《ご参考》「オーマイ レンジで美味しいごはんのおかず」はバリエーション豊富！ 

   

かにの旨みが詰まった「かに団子と五種野菜の八宝菜」、ジューシーな「唐揚

げとれんこんの甘酢あん」、仙台味噌とごま油のコクが決め手の「ごろっとな

すの麻婆茄子」、甜麺醤
テンメンジャン

と仙台味噌のダブル味噌仕立て「鶏肉となすの甜
テン

麺
メン

醤
ジャン

ソース味」、ごま油とにんにくの風味「豚肉と厚揚げのオイスターソース

味」の 5 品に今回の新商品 1 品を加え、その日の気分に合わせて選べる全 6

品になります。ぜひごはんと一緒にお楽しみください。 
   

 

 

 

 

9 入れるだけでかわいい！キャラクターお弁当メニュー 
 

サンリオの人気キャラクター、ハローキティとポムポムプリンとコラボしたお弁当用アイテム 2 品を投

入します。朝の忙しい時間にぴったりの、便利でおいしく、かわいらしいお弁当用惣菜です。 

 

ⓒ 1976, 1996, 2016 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No. G571501 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ HELLO KITTY オムリタン 100g(4個) 
 

■商品特長 

●コーン入りのナポリタンスパゲッティを卵入りの生地で包んで揚げ

た、オムナポリタン 

●包んであるので、冷めてもジューシーでお子さまにも食べやすい 

●「ハローキティーのひみつ」の 40種類のデザインが入った紙カップ

入り  
 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ ポムポムプリン もろこしフライ 100g(5個) 
 

■商品特長 

●甘辛ダレのふんわりとした鶏つくねから揚げ 

●ポムポムプリンの「しっぽ」をイメージした丸くてかわいい形 

●たっぷりのスーパースイートコーンと、食感のアクセントになるれ

んこん入り  
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10 健康志向の冷凍食品「オーマイ PLUS」をさらに拡充！ 
 

食の健康志向が高まる中、2016年春から冷凍食品においても展開が始まった「オーマイ PLUS」シリーズ

をさらに拡充します。おいしく、簡単に健康に気づかえる「オーマイ PLUS」シリーズで冷凍食品市場の活

性化を図ります。 

「オーマイ PLUS」シリーズ の冷凍食品 

 

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。「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しています。 

   

 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ PLUS 糖質 off 台湾まぜそば 260g 
 

■商品特長 

●おいしさはそのままに麺の糖質 30％off(※1) 

●魚粉とにんにくのパンチが効いたピリ辛でクセになる味わい 

●具材は定番の肉味噌、ネギ、ニラ、きざみのりを使用 

●お好みでご家庭にある卵黄を乗せるとさらに美味しい 

 

 

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 ゴーダチーズの完熟トマトソース 260g 
 

■商品特長 

●ソースにオメガ 3脂肪酸(α-リノレン酸)が豊富なアマニ油とアマ

ニ粉末を配合 

●ガーリックとベーコンの旨みが効いたトマトソース 

●相性の良いベーコン、揚げなす、ゴーダチーズをトッピング 

 

 

 

 

 

 

 

当社の素材「アマニ」 

↓ 

「アマニ油
オイル

入り」 

ミックス×製麺技術 

↓ 

「糖質 30％off 麺」 

当社の原料 全粒粉 

↓ 

「食物繊維 1/3 日分」 
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区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ PLUS 食物繊維 全粒粉入り生パスタ ほうれん草と舞茸のクリームソース 260g 
 

■商品特長 

●1食で食物繊維 1/3日分(※2)が摂取可能 

●もちもち食感の全粒粉入り生パスタ 

●玉ねぎの旨みが溶け込んだクリームソース 

●具材はベーコン、ほうれん草と食物繊維が豊富な舞茸をトッピング 

 
 

(※1) 「日本食品標準成分表 2015の中華めんゆで」の値を基に算出した値との比較 

(※2) 「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》説明中の用語解説 

■「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脂肪酸(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)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。 

 

※パスタやトレー入り米飯(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：村上真央 

TEL：03-3350-3900 FAX：03-3350-2329 

〒151-8537 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-27-5 

※8月 15 日以降は下記にお願いいたします 

TEL：03-3511-5307 FAX：03-3237-3546 

〒102-0083 東京都千代田区麹町四丁目 8 番地 

＜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 

 

※フリーコールは 8月 15日以降も変更ございません 

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

