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ニュースリリース No.26 

2017年 8月 3日 

 

    新ブランドも展開、充実の 23品 

2017 年秋冬家庭用冷凍食品新発売 
出荷開始日：2017 年 8月 21日(月) 

 

日本製粉(株)(代表取締役社長:近藤雅之 本店:東京都千代田区) は、2017 年秋冬家庭用冷凍食品として

新商品 17 品、リニューアル品 6 品、合計 23 品を全国で発売いたします。当社出荷開始日は、2017 年 8 月

21 日(月)を予定しております。 

 

1．日本製粉 2017年秋冬家庭用商品 開発テーマ 

基本テーマ 

お客さまニーズへの対応 

 
 

2．新商品・リニューアル品について 
2017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 23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 6 品 

2 オーマイ パスタ！パスタ！ 5 品 

3 オーマイ Big 1 品 

4 オーマイ PLUS 2 品 

5 オーマイ いまどきごはん 1 品 

6 オーマイ よくばりプレート 1 品 

7 オーマイ レンジで美味しいごはんのおかず 1 品 

8 ドリア・グラタンシリーズ 1 品 

9 オーマイ お弁当シリーズ 3 品 

10 オーマイ スナックシリーズ 2 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。 

(※)ご紹介する商品はすべてオープン価格です。 

健康

食への

楽しみ方

簡単・

便利

機能性素材の積極的な活用・ 

高まる健康志向への対応 

商品設計の工夫で、 

より簡便性の高い商品を 

多様な価値観に対応する 

新たなメニューを提案 
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3. 2017 年秋冬家庭用冷凍食品詳細 

1 冷凍パスタブランド No.1「オーマイプレミアム」がさらに充実 
 

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」が特長の「オーマイプレ

ミアム」は、お客さまにご愛顧いただき、冷凍パスタブランド No.1(※)！定番のテイストをより高級感・

満足感のある一皿に仕上げた新商品 5品、リニューアル 1品で、シリーズ全 16品のラインナップです。 

(※)インテージ SCI冷凍パスタ市場 2013年 4月～2017年 5月ブランド別累計金額ベース 

 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイプレミアム お月見ナポリタン 270g 
 

■商品特長 

●炒めた玉ねぎとトマトの甘みに加え、ベーコンの旨みが合わさった

味わい 

●半熟卵(※)、ベーコン、赤と緑のピーマンをトッピング 

 (※)卵加工品を使用しています 

 

 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイプレミアム 芳醇カルボナーラ 270g 
 

■商品特長 

●トリュフの香り豊かなカルボナーラ 

●ベーコンの旨みと、パルメザンチーズ、クリームチーズを加えるこ

とでコクのあるソースに 

●ベーコン、ほうれん草をトッピング 

 

 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイプレミアム 牛挽肉ボロネーゼ 270g 
 

■商品特長 

●牛挽肉の旨みと赤ワインの風味が特徴のボロネーゼソース 

●5種のスパイスが決め手 

●揚げなす、ゴーダチーズ、パセリをトッピング 
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区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイプレミアム 鶏挽肉の白いボロネーゼ 270g 
 

■商品特長 

●炒めた鶏挽肉と玉ねぎを白ワインで煮込み、香味野菜の甘みとハー

ブの香りを感じる仕上がりに 

●チーズでまろやかな味わい 

 

 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイプレミアム あさりとベーコン和風醤油 270g 
 

■商品特長 

●醤油をベースに、昆布、椎茸のだしの旨みが広がる味わい 

●食べやすいスープ仕立て 

●ベーコン、あさり、小松菜をトッピング 

●別添刻みのり付き 

 

 

区分 商品名 内容量 

リニューアル オーマイプレミアム たらこといか 270g 
 

■商品特長 

●焼たらこの香ばしさとたらこの豊かな味わいが決め手 

●たらこを 10％増量 (※)当社従来比 

●昆布だし、焼アゴ、椎茸の旨み 

●人気のイカをトッピング 

●別添刻みのり付き  

 

 

《ご参考》パッケージで「No.1 ブランド」をアピール！ 

 

「冷凍パスタブランド No.1(※)」アイコンを、シリーズ全 16品のパッケ

ージに追加。No.1ブランドであることをアピールし、市場の活性化を目指

します。 

(※)インテージ SCI冷凍パスタ市場 2013年 4月～2017年 5月ブランド別累計金額ベース 
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2 パスタの王道！新ブランド「オーマイ パスタ！パスタ！」 
 

便利なトレー入りパスタに新ブランド「オーマイ パスタ！パスタ！」を投入します。プリプリ食感の麺

が特長で、バラエティ豊かな 5つの味を展開します。 

 

「オーマイ パスタ！パスタ！」シリーズ特長 

 

■ 便利な紙トレー入り 

■ プリプリ食感の麺 

■ パッと目を引き手に取りたくなるデザイン、パスタの王道

であることを訴求するブランド名 

 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ パスタ！パスタ！ 牛挽肉ミートソース 260g 
 

■商品特長 

●牛肉と野菜の旨み広がるコク深い味わい 

●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 パスタ！パスタ！ ジューシーナポリタン 260g 
 

■商品特長 

●野菜とトマトの甘み広がるジューシーな味わい 

●ウインナー、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 パスタ！パスタ！ クリーミーカルボナーラ 260g 
 

■商品特長 

●ベーコンの旨みとチーズのコクが感じられるソース 

●ベーコン、ほうれん草をトッピング 
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区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ パスタ！パスタ！ ゆず香る和風醤油 260g 
 

■商品特長 

●高知県産ゆず果汁でさっぱりと仕上げた、だしを効かせた醤油ソー

ス 

●岩手県八木澤商店の醤油を使用 

●ベーコン、ほうれん草をトッピング 

 

 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ パスタ！パスタ！ ペペロンチーノ 260g 
 

■商品特長 

●ニンニクと唐辛子が効いた王道の味わい 

●ベーコン、小松菜、フライドガーリック、赤唐辛子輪切りをトッピ

ング 

 

 

 

3 元祖大盛り「オーマイ Big」はおかげさまで発売 10周年！ 
 

 元祖大盛りタイプで唯一の便利なトレー入りパスタ「オーマイ Big」シリーズは今年発売 10周年を迎え

ます。人気のペペロンチーノを加え、さらにラインアップが増えてシリーズ全 8品になります。 

 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ Big ペペロンチーノ 340g 
 

■商品特長 

●ニンニク、オリーブオイル、唐辛子の風味がしっかり感じられる本

格的な味わい 

●ベーコン、香ばしいフライドガーリック、パセリで彩りよく 

 

 

 

《ご参考》パッケージに「10周年」を追加！  
 

オーマイ Bigシリーズは今年で発売 10 周年！新商品を含むシリーズ

全 8品のパッケージに「元祖大盛り 10 周年」のロゴを入れて、お客

さまに感謝の気持ちをお伝えします。 
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4 健康志向の「オーマイ PLUS」を美味しさ訴求のパッケージに 
 

“身体に良いものを食べたい”方にぴったりの「オーマイ PLUS」シリーズ。なかでも人気の「糖質 off」

の生パスタを、味わいはそのままに、より美味しさが伝わるパッケージにリニューアルします。 

 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ PLUS 糖質 off生パスタ 揚げなすのボロネーゼ 260g 
 

■商品特長 

●生パスタの糖質 30％off (※)当社従来比 

●牛挽肉 100％のコク深い味わいのボロネーゼソース 

●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 PLUS 糖質 off生パスタ ベーコンとほうれん草のカルボナーラ 260g 
 

■商品特長 

●生パスタの糖質 30％off (※)当社従来比 

●チーズのコクと黒こしょうの香りを効かせたカルボナーラソース 

●ベーコン、ほうれん草をトッピング 

 

 

「オーマイ PLUS」シリーズ の冷凍食品について 

 

美味しく健康に気づかう「オーマイ PLUS」シリーズの冷凍食品は、「アマ

ニ油入り」「糖質 30％off麺(※1)」「食物繊維 1/3日分(※2)」「乳酸菌入

り」といった 4 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。 

(※1) 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％オフを実現しました(生パス

タは当社従来比、中華めんは「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 
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5 「いまどきごはん」に人気メニューを追加しシリーズ強化 
 

拡大を続けるトレー入り冷凍米飯市場。外食でトレンドのメニューが手軽に楽しめる「いまどきごはん」

シリーズも好調に推移しています。韓国料理で人気のメニューを追加し、シリーズをさらに強化します。 
 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ いまどきごはん 5 種野菜のカルビクッパ 330g 
 

■商品特長 

●唐辛子とニンニクの風味に肉の旨みが効いた濃厚スープ 

●ほうれん草、ニラ、もやし、にんじん、椎茸の 5種野菜をトッピン

グした卵入りスープに、人気のもち麦入りごはん 

●希釈不要なストレートタイプ 

  
 

《ご参考》「いまどきごはん」シリーズ 

「いまどきごはん」はシリーズ全 6 品に。健康志向の高まりに合わせて「もち麦」「五穀ごはん」を使用した

商品もご好評をいただいています。 

★もち麦とは：「もち性」の大麦の一種で、食物繊維を豊富に含んでいます。食物繊維には、水に溶ける水溶

性と水に溶けない不溶性の 2 種類があり、もち麦は特に水溶性食物繊維が多く含まれます。「押麦」よりも

粘り気があり、噛むとプチプチとした食感が楽しめます。 

     

具だくさんビビンバ 
五穀ごはんと 

ハンバーグのロコモコ 

デミグラスソースの 

とろ～りオムライス 

ガパオライス 

タイ風鶏肉のバジル炒め 

五穀ごはんと 

野菜を食べるカレー 

★もち麦入り ★五穀ごはん使用  ★もち麦入り ★五穀ごはん使用 

 

6 「よくばりプレート」にも人気メニューのセットを追加 
 

“セットもの”の冷凍食品市場は好調に推移。主食と主菜が一度に食べられる 1食完結型のトレー入り

シリーズ「よくばりプレート」に、外食でも人気のミートボールが楽しめるセットを投入します。 
 

区分 商品名 内容量 

新商品 
オーマイ よくばりプレート 
イタリアンミートボール＆海老とほうれん草のペンネグラタン 

320g 

 

■商品特長 

●【ペンネグラタン】海老の旨みを効かせたクリーミーなペンネグラタン。

コクのあるゴーダチーズ、海老、ほうれん草をトッピング 

●【ミートボール】食べごたえのあるミートボール 3個。ガーリックを効

かせたトマトソースに相性の良いモッツァレラチーズをトッピング 

●【副菜】トマトソースと相性の良い、揚げなすとブロッコリー 
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7 「ごはんのおかず」に、おつまみにもなる新メニュー登場 
 

下処理が面倒なメニューがレンジ調理だけで完成し、調理に時間をかけたくない単身世帯やシニアの方

にもぴったりの「レンジで美味しいごはんのおかず」。大きな具材感でごはんがすすみ、おつまみ需要にも

お応えするシリーズに、人気の和食メニューが登場します。 

 

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 とろ～り卵のかつ煮風 140g 
 

■商品特長 

●食べやすくカットしたトンカツ 

●だしを効かせた玉ねぎ入りのソースと、とろっとした卵ソースの 2 種

のソース仕立て 

●彩りに青ねぎを添えて 

 

 

 

8 ドリア発祥・ホテルニューグランド監修の贅沢な一品 
 

横浜のクラシックホテル「ホテルニューグランド」発祥のメニューをご家庭で気軽にお召し上がりいた

だける商品です。大人が楽しめる、贅沢な一品に仕上がりました。 

 

区分 商品名 内容量 

新商品 ホテルニューグランド監修 シーフードドリア 250g 
 

■商品特長 

●ドリア発祥のホテルニューグランドが監修 

●クリーミーなホワイトソースと、えびの旨み豊かなアメリケーヌソ

ース使用 

●パルメザンチーズとゴーダチーズの 2種のチーズで濃厚な味わい 

●具材は海老、小柱、マッシュルーム 

●パッケージにはニューグランド 90周年マークを配置 
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9 便利なお弁当スパゲッティ 3品をリニューアル 
 

「お弁当ナポリタンスパゲッティ」発売から今年で 20 周年。お弁当に便利な紙カップ入りのスパゲッテ

ィシリーズ 3品を、冷めても食べやすく、さらに美味しくリニューアル！ より多くの方に手に取っていた

だけるよう、それぞれのパッケージにアピールポイントを追加しました。 

 

区分 商品名 内容量 

リニューアル オーマイ 2種のスパゲッティ ナポリタン＆焼きそばソース味 140g(4個) 
 

■商品特長 

●人気の 2種類の味が気軽に楽しめる、アソートタイプのお弁当スパ

ゲッティ 

●ナポリタンは麺をほぐれやすくし、食べやすく 

●「お弁当パスタ No.1(※)」をアピール 

(※)インテージ SCI冷凍パスタ市場 お弁当カテゴリー 

2014年 4月～2017年 5月累計金額ベース 

 

 

区分 商品名 内容量 

リニューアル オーマイ お弁当たらこスパゲッティ 160g(4個) 
 

■商品特長 

●冷めても香ばしい焼たらこソース 

●たらこを 10％増量 (※)当社従来比 

 

 

区分 商品名 内容量 

リニューアル オーマイ お弁当ナポリタンスパゲッティ 140g(4個) 
 

■商品特長 

●炒め玉ねぎとほど良い甘さのソース 

●ウインナーとコーンをトッピング 

●麺をほぐれやすくし、食べやすく 

●「おかげさまで 20周年」のロゴを追加 
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10 発酵バターでさらに美味しくなったパイシート 
 

秋冬は、ハロウィンやクリスマス、バレンタインデーといった手作りの機会が増えるシーズンです。そ

こで、パイシート 2品をより多くのお客さまにご活用いただけるよう、ご好評いただいている発酵バター

でより美味しく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 パイシート 4枚入 400g(4枚) 
 

■商品特長 

●発酵バターを新たに使用し、香り豊かに 

●北海道産小麦を使用 

●小麦粉の配合率を見直し、初めての方でも上手に焼ける仕様に 

●1枚ずつ包装されているので保存に便利 

 

 

区分 商品名 内容量 

リニューアル オーマイ 発酵バター入りパイシート 2枚入 320g(2枚) 
 

■商品特長 

●発酵バターを 1.5倍(※)に増量し、リッチな風味をアップ 

(※)当社従来比 

●北海道産小麦、北海道産生クリームを使用 

●ホールパイが作りやすい約 18×18cm 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☆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。 

 

※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 

≪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 

〒102-0083 東京都千代田区麹町四丁目 8 番地 

TEL：03-3511-5307 FAX：03-3237-3546 

＜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 0120-184-157 

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/

