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日本製粉(株)(社長 小寺春樹)は、2015年秋冬家庭用冷凍食品として新商品 22品、リニューアル

商品 1品、合計 23品を全国で発売いたします。当社出荷開始日は、2015年 8月 20日(木)を予定し

ております。 

 

1．2015 年秋冬家庭用冷凍食品開発のテーマ 
今季は、以下のテーマをもとに開発いたしました。 
 

基本テーマ 「お客様の満足のために」 

ライフスタイルの変化に合わせ、個食化に対応した、幅広い一食完結型商品をラインアップ 

 
《開発テーマ》 

1 様々なニーズに対応した個食パスタ 
麺、テイストのバラエティ化 

幅広い価格帯・量目 
  

2 簡便、時短の追求 ドライ、チルドで人気の主菜のおかず提案 
  

3 コラボレーション等の価値提案 発祥、監修、国産原料(小麦)へのこだわり 
 

2．新商品について 
2015年秋冬冷凍食品は、全 11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  7品 

2 オーマイ プレミアムゴールド 至福のパスタ  1品 

3 オーマイ ライトミール 1品 

4 オーマイ Big 1品 

5 オーマイ 大盛り  4品 

6 トレー入り米飯 1品 

7 オーマイ よくばりプレート 1品 

8 オーマイ レンジで美味しいごはんのおかず  2品 

9 お弁当 2品 

10 ドリア・グラタン 1品 

11 スナック 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。 

 

 

2015年秋冬家庭用冷凍食品新発売 

多様化するライフスタイルにお応えする 23品 
～ 2015 年 8 月 20日(木)出荷開始 ～ 
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(※)ご紹介する商品は、全てオープン価格です。 

3. 2015年秋冬家庭用冷凍食品新商品詳細 

1 ますます品揃え豊かになった「オーマイプレミアム」シリーズ 

新テイストを投入するとともに、既存の定番人気商品もブラッシュアップ。さらに、生パスタのシ

リーズを統合し、「オーマイプレミアム」シリーズを強化しました。全 17種類の充実のラインアッ

プで、お客様に選ぶ楽しさをご提案します。 

New オーマイプレミアム たらこといか 内容量 270g 

 ●皮ごと焼いて粗ほぐしにした香ばしい焼たらこ 

●たらこ量 1.5倍(当社従来比)使用し、たらこの旨みたっ

ぷりの味わい 

●きざみのりの小袋付き 

●パスタはもちもち食感、やや太めの 1.8mm  

 

New 
オーマイプレミアム 

ベーコンとほうれん草 濃厚カルボナーラ 
内容量 270g 

 ●人気の「生クリーム仕立て」で、パルメザンチーズを加

えた濃厚なソース 

●スモーク感の強い、旨みのある味わいのベーコンと、ほ

うれん草をトッピング 

●パスタはもちもち食感、やや太めの 1.8mm  

 

New オーマイプレミアム 海老の贅沢ナポリタン 内容量 270g 

 ●海老を使用したワンランク上の贅沢なナポリタン 

●アメリケーヌソースなど海老の旨みを加えた奥深いソ

ース 

●パルメザンチーズの小袋付き 

●パスタはもちもち食感、やや太めの 1.8mm  

 

New 
オーマイプレミアム 

あさりと彩り野菜 クリームソース 
内容量 260g 

 ●あさりの旨みが詰まった、クラムチャウダー仕立てのク

リーミーなソース 

●生クリーム、牛乳を使用した濃厚な味わい 

●あさり、ブロッコリー、赤・黄ピーマンで彩り良く 

●パスタはプリッとアルデンテ仕上げの 1.7mm 

 

New オーマイプレミアム 彩々
さいさい

野菜
や さ い

 

舞茸となすの香味醤油 
内容量 260g 

 ●野菜をたっぷり 50g使用 

●揚げなす、彩りの良いほうれん草に、歯ごたえのある舞

茸をプラス 

●あごだしを効かせたコク深い味わい 

●岩手県八木澤商店の本醸造こいくち醤油を使用 

★東北応援！ 

●パスタはプリッとアルデンテ仕上げの 1.7mm   
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New 
オーマイプレミアム 生パスタ 

クリーミーボロネーゼ フェットチーネ 
内容量 270g 

 ●炒めてじっくり赤ワインで煮込んだ牛挽肉の本格的

なボロネーゼ 

●ボロネーゼソースと 3 種チーズのクリームソースの

ダブルソース 

●平らで幅広いため、パスタの食感と味わいが強い生パ

スタ、フェットチーネを使用  

New 
オーマイプレミアム 生パスタ 

海老のトマトクリーム タリオリーニ 
内容量 270g 

 ●殻つき有頭えびを丸ごと使用した濃厚な海老の旨み 

●生クリーム・チーズ・白ワインで仕立てた上品なソー

ス 

●もちもち食感の平打ち生パスタ、タリオリーニを使用 

 

《ご参考》“New”のマークで新しさを演出 

  

より幅広いラインアップを揃えた「オーマイプレ

ミアム」シリーズ。新商品 7 品のパッケージに“New”

のマークを入れることで、売り場での新しさを演出

します！ 

 

 

2 「至福のパスタ」に、贅沢な和風テイストを追加 

目で驚き、食べて楽しむ至福の瞬間「オーマイ プレミアムゴールド 至福のパスタ」シリーズに、

昨シーズンに引き続き、和風テイストの商品が登場。食卓に“大人の極味”をお届けします。 

New 
オーマイ プレミアムゴールド  

至福のパスタ 贅沢うにクリーム 
内容量 280g 

 ●なめらかでコクのあるソースを味わう、うに の濃厚ク

リームパスタ 

●生クリームでコクを出しながら、隠し味に白醤油・卵黄

を使用して深い味わいに 

●きざみのりの小袋付き 

 

《ご参考》オーマイ プレミアムゴールド 至福のパスタシリーズ 

     

2012年に初登場した「オーマイ プレミアムゴールド 至福のパスタ」シリーズは、今季の新商品

を加え、全 6品になりました。どのアイテムも、手間を惜しまず丁寧に仕込んでおいしさを追求し

た逸品です。食卓で高級レストランにいるかのような至福の時間をお楽しみ下さい。 
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3 ちょっと軽めの「ライトミール」に人気のトマトソース登場 

おいしいパスタを軽く食べたいときにぴったりの「オーマイ ライトミール」シリーズ。女性に人

気のトマトテイストが加わり、選ぶ楽しさが広がりました。 

New 
オーマイ ライトミール 

なすとベーコンのトマトソース 
内容量 230g 

 ●イタリア産完熟トマトの旨味たっぷりソース 

●食べやすいサイズの揚げなすとベーコンをトッピング 

 

《ご参考》オーマイ ライトミール シリーズ 

   
 

    

昼食だけでなく、間食、夜食

としてもお楽しみいただける

「オーマイ ライトミール」シリ

ーズは、合計 8品に。 

軽食としての食シーンのニー

ズに対応し、2015年春に発売以

来、女性やシニア層を中心に支

持をいただいています。  

 

 

 

4 たっぷり大容量「オーマイ Big」定番の味がさらにおいしく 

拡大を続ける大容量タイプ市場。便利なトレー入りでご好評いただいている「オーマイ Big」シリ

ーズのミートソースが、さらにおいしくリニューアルしました。 

Renewal オーマイ Big ミートソース 内容量 380g 

 ●牛挽肉を 100％使用した、ビーフ感の強い味わい深いソ

ース 

●揚げなすとパセリをトッピング 

●満足の食べごたえ、大盛り 380g 

 

《ご参考》オーマイ Big シリーズ 

    
 

   

大容量タイプのパスタは、年々市場を

拡大しています。その中で、便利なトレ

ー入りは「オーマイ Big」だけ！沢山食

べたい、すぐに食べたいときに便利と、

人気の商品です。今季のリニューアル品

を含め、全 7品のラインアップからお選

びいただけます。 
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5 袋入りの「大盛り」シリーズが新登場！ 

「トレーがなくても良い」というお客様の声にもお応えできるよう、大容量の“元祖”オーマイか

ら袋入りのタイプが新登場！従来のトレー入り「オーマイ Big」シリーズとともに、大容量パスタ

を食シーンに合わせてお選びいただけるようになりました。  

New オーマイ 大盛り なす入りミートソース 内容量 360g 

 ●にんじん、玉ねぎなどとじっくり煮込んだ牛挽肉 100％のコク深い味わいのミートソース 

●大満足のおいしさ 360g 

New オーマイ 大盛り ジューシーナポリタン 内容量 360g 

 ●トマトケチャップと炒めた玉ねぎの甘みのジューシーなソースで、昔なつかしい味わい 

●大満足のおいしさ 360g 

New オーマイ 大盛り クリーミーカルボナーラ 内容量 360g 

 ●チーズのコクと黒胡椒の香りを効かせた、なめらかでクリーミーなソース 

●大満足のおいしさ 360g 

New オーマイ 大盛り ベーコンとほうれん草和風醤油 内容量 360g 

 ●ガーリックと黒胡椒を効かせた、丸大豆醤油使用の和風ソース 

●大満足のおいしさ 360g 

   

   

 

6 具だくさんのビビンバをレンジで簡単に 

外食で人気のメニューを気軽にお楽しみいただける、トレー入り米飯シリーズ。今季は、用意する

具材が多くご家庭で作るのが難しいビビンバが登場しました。具だくさんで、野菜もたっぷり！ 

New オーマイ 具だくさんビビンバ 内容量 300g 

 ●コチュジャン仕立ての本格的なピリ辛ビビンバ 

●具材はたっぷり 100g以上 

●牛肉そぼろ、卵そぼろ、ほうれん草ナムル、人参もやし

ナムルを彩り豊かにトッピング 
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7 ごはんもメインも“よくばり”に楽しめるプレート 

人気のワンプレート型シリーズ「オーマイ よくばりプレート」に、外食で人気の米飯メニューが

新登場。ごはんも、メインも、一皿で一度に楽しめます。主婦のランチや休日のお子様のランチ、

おひとりのときの食事など、幅広い層、食シーンで活躍します。 

New 
オーマイ よくばりプレート 

ミラノ風ドリア＆鶏肉のトマト煮 
内容量 350g 

 ●ドリアは、ターメリックライスに濃厚なクリームソース

と、ミートソースにとろけるチーズがアクセントに 

●柔らかく煮込んだ鶏肉のトマト煮は、食べやすいサイズ

にカット 

●トマトソースと相性の良い、揚げなすとブロッコリー付   

 き 
 

《ご参考》オーマイ よくばりプレート シリーズ 

  

2015年春に、パスタとメインをワンプレート

で楽しめる「よくばりプレート」シリーズが新登

場。今季新たにごはんとメインのセット商品が仲

間入りし、シリーズは全 3品になりました。 

 

 

 

8 レンジで一品完成！ごはんに合う惣菜メニューが新登場 

手軽に済ませたい単身世帯や毎日の献立に悩む主婦にぴったりの惣菜メニューが新登場。ごはんが

すすむ味付けで、彩りも良く、食卓をにぎやかに演出します。 

New 
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 
内容量 140g 

 ●「甜麺醤」と「仙台味噌」のダブル味噌仕立て 

 ★東北応援！ 

●甘じょっぱい香りと味付けで、ごはんがすすむクセにな

る味わい 

●鶏肉、なす、赤ピーマン、キャベツで彩り良く 

●外袋ごとレンジへ。便利なトレー入り  

New 
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 
内容量 140g 

 ●オイスターソースと帆立貝のだし、ごま油とにんにくの

風味が効いた、ごはんがすすむ味わい 

●柔らかい豚バラ肉に、青梗菜とジューシーな厚揚げ、に

んじんを添えました 

●外袋ごとレンジへ。便利なトレー入り 
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9 毎日のお弁当を手軽に、簡単に、おいしくする 2 品 

お弁当シリーズに、かわいいカップに入ったナポリタンと、野菜が摂れるおかずの 2品が仲間入り。

どちらもお弁当にもう一品追加したいときに便利です。 

New オーマイ HELLO KITTY カップ入りナポリタン 内容量 100g 

 ●ハローキティのかわいい紙カップに入ったナポリタン 

●ジューシーなナポリタンソースに、ベーコンチップ、コ

ーン、パセリをトッピング 

●紙カップには「ハローキティのひみつ」全 40種類付き 

 
 

ⓒ1976, 2015 SANRIO CO., LTD.  APPROVAL No. G561343  

New オーマイ 2 種の野菜と鶏つくね 内容量 82g 

 ●「れんこん」と「かぼちゃ」の 2種類の野菜と鶏つくね

を重ねて揚げた 2 種アソートおかず 

●ごはんによく合う甘辛だれ 

●お弁当だけでなく食卓のおかずにも 

 

 

 

 

10 ドリア発祥・ホテルニューグランドが監修した本格ドリア 

ドリア発祥・ホテルニューグランドとのコラボレーション商品です。満足感のある食事として楽し

める、大人向けの本格的な味わいに仕上がりました。 

New ホテルニューグランド監修 シーフードドリア 内容量 250g 

 ●ドリア発祥・ホテルニューグランド第 5 代総料理長   

宇佐神茂監修 

●アメリケーヌソースとホワイトソース、チーズを重ねて

焼き目をつけた本格ドリア 

●海老の旨みを感じる濃厚な味わい 

●海老・小柱・マッシュルームをトッピング 
 

《ご参考》ホテルニューグランド「ドリア」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。

ワイル氏は「コック長はメニュー外のいかなる料理にもご用命に応じま

す」とメニューに書き、お客様の要望に合わせて様々な料理を作って提

供していました。そんなある日、「体調が良くないので、何かのど越し

の良いものを」というお客様の要望を受けて創作した料理、それが「ド

リア」でした。 
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11 「北海道産」の原料にこだわったパイシート 

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イベントが多く、手作りの機会が増え

るシーズンです。より多くのお客様にご活用いただけるよう、新しいパイシートは、便利さはその

ままに、「北海道産」をキーワードにさらにおいしくなりました。 

New オーマイ 発酵バター入りパイシート 2 枚入 内容量 320g 

 ●北海道産の小麦(※)と生クリームを使用し、ふっくら軽

い食感とコクのある味わいを実現 

●香ばしく焼き上がる発酵バター入り 

●使いやすいピケ入り 

●ホールパイが作りやすい約 18×18cm 

(※)北海道産小麦の小麦粉を 50％使用(小麦粉中) 

 

New オーマイ パイシート 4 枚入 内容量 400g 

 ●北海道産の小麦(※)と生クリームを使用し、ふっくら軽

い食感とコクのある味わいを実現 

●1枚ずつ個包装されているので保存に便利 

●使いやすいピケ入り 

(※)北海道産小麦の小麦粉を 50％使用(小麦粉中) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆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。 

 

本件に関するお問合せ先 

《報道関係の方》 《一般のお客様》 

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 

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 

 

※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 

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

