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ニュースリリース No.68 

2017年 1月 27日 

 

    お客様のニーズに応える 18品 

2017 年春夏家庭用冷凍食品新発売 
出荷開始日：2017 年 2月 20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 年春夏家庭用冷凍食品として

新商品 12 品、リニューアル品 6 品、合計 18 品を全国で発売いたします。当社出荷開始日は、2017 年 2 月

20 日(月)を予定しております。 

1．日本製粉 2017年春夏家庭用商品 開発キーワード 

 

 
 

2．新商品・リニューアル品について 
2017年春夏家庭用冷凍食品は、全 10カテゴリー、新商品・リニューアル品合計 18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 3 品 

2 オーマイ LIGHT MEAL 3 品 

3 オーマイ Big 1 品 

4 オーマイ 大盛り 1 品 

5 オーマイ PLUS 3 品 

6 オーマイ いまどきごはん 2 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 オーマイ お弁当シリーズ 1 品 

10 オーマイ スナックシリーズ 1 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。 

顧客便益 

自社 

シーズ 
新規性 

お客様視点での 

開発をより強化 

当社の強みを 

生かした商品作り 

新たな切り口の商品・ 

高級ブランドを展開 
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3. 2017 年春夏家庭用冷凍食品詳細 

1 贅沢を愉しむ「オーマイプレミアム」に新メニューが登場！ 
 

「オーマイプレミアム」シリーズは、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」をテーマに 2016年春に全面リニューアルを行い、ご好評をいただいています。今回新たに

3 品を投入し、シリーズ全 14 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 魚介の白ワインソース 270g 
 

■商品特長 

●あさりの旨みとニンニクが効いた白ワイン仕立てのソース 

●たっぷりのあさりとプリプリの海老の 2 種の魚介を贅沢に使用 

●赤黄ピーマンとパセリをトッピングし、彩り豊かに 

●プリッと食感に茹で上げたスパゲッティにエキストラバージンオリ

ーブオイルを絡め、風味豊かに 

 

 

 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイプレミアム ジェノベーゼ 260g 
 

■商品特長 

●風味豊かなバジルペーストにパルメザンチーズ、アーモンドペース

トでコクを加えたジェノベーゼソース 

●海老、いんげん、ブロッコリーで具感たっぷり 

●パスタはジェノベーゼソースと相性のよいリングイネを使用 

 

 

 

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

 トマトペペロンチーノ 260g 
 

■商品特長 

 ●野菜をたっぷり 50ｇ以上使用 

●赤唐辛子とニンニクが香るトマト仕立てのぺペロンチーノ 

●隠し味にアンチョビソースを加えた、旨みあふれる味わい 

●ごろっと大きな揚げなす、キャベツ、赤黄ピーマンとプリプリの海

老をトッピング 

●茹で上げたスパゲッティにオイルソースを絡め、しっかりとした食

感に 
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《ご参考》「オーマイプレミアム 彩々
さいさい

野菜
や さ い

」シリーズとは 

 

 

「彩々野菜」シリーズは、1 食に野菜を 50ｇ以上使用した、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。手軽に野菜を

摂りたいというお客様のニーズにマッチする本シリーズは、今回の新

商品を加え、計 5品となります。 

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。 

 

 

 

 

2 「オーマイ LIGHT MEAL(ライトミール)」が全面リニューアル 
  

本格的な味わいのパスタを、軽く食べたい時にぴったりな「オーマイ LIGHT MEAL」シリーズを全面リニ

ューアル。昼食だけでなく、朝食や間食、夜食などいろいろな食シーンで活躍します。 

 

「オーマイ LIGHT MEAL」シリーズ リニューアルポイント 
「オーマイ LIGHT MEAL」シリーズを“機能”と“パッケージ”の両面から再ブランディング 

＜機能＞ 

■紙トレーをスリム化、ストックしやすく 

■塩分を 2.0g/食以下に 

■各テイストにこだわり食材を 1つ使用 

＜パッケージ＞ 

1.他社との差別化ポイント「トレー入り」を大きく訴求 

2.200g以上の量目の入った 1食完結の冷凍パスタで、 

最短調理時間の「3 分 30 秒」をアピール  

3.「こだわり食材」をアイコンでわかりやすく表現 
 

 

区分 商品名 内容量 

リニューアル オーマイ LIGHT MEAL ゆず香る和風醤油 230g 
 

■商品特長 

●ゆずの風味爽やかな和風醤油スパゲッティ 

●こだわり食材として、高知県産ゆず果汁を使用 

●岩手県陸前高田市にある八木澤商店のこいくち醤油を使用 

●ベーコンとほうれん草をトッピングし、彩り豊かに 

●もちっと食感の 1.8mmのスパゲッティを使用  
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区分 商品名 内容量 

リニューアル オーマイ LIGHT MEAL ベーコンとほうれん草のペペロンチーノ 230g 
 

■商品特長 

●フライドガーリックで香ばしさをプラスしたペペロンチーノ 

●こだわり食材として、エキストラバージンオリーブオイルを使用 

●ベーコン、ほうれん草、パセリ、フライドガーリックをトッピング

し、彩り豊かに 

●プリッと食感の 1.7mmのスパゲッティを使用  

 

区分 商品名 内容量 

リニューアル オーマイ LIGHT MEAL ベーコンのなめらかカルボナーラ 230g 
 

■商品特長 

●生クリームとパルメザンチーズを使用したクリーミーな味わいのカ

ルボナーラ 

●こだわり食材として、北海道産生クリームを使用 

●ベーコンとほうれん草をトッピングし、彩り豊かに 

●ブラックペッパーが味のアクセント 

●プリッと食感の 1.7mmのスパゲッティを使用 

 

 

 

 

3 大容量タイプの元祖「オーマイ Big」に和風テイストを追加 
 

 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」シリーズは、昨年秋にリニューアルを

行い、さらに好調に伸びています。今回、人気テイストの明太子味を新たに加えます。 

 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ Big 和風明太子 340g 
 

■商品特長 

●濃厚な明太子の風味を楽しめるよう、粒感のある固形の明太子と 

旨みの強いペースト状の明太子を使用 

●唐辛子の辛さが後をひくクセになる味わい 
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4 「オーマイ 大盛り」シリーズに人気のテイストが新たに登場 
 

「トレーがなくてもよい」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「オーマイ Big」シリーズでも人気の、魚介うま塩あさり味を追加、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 魚介うま塩あさり 340g 
 

■商品特長 

●生姜の風味と塩糀を効かせた優しい味わい 

●魚介、昆布、椎茸の 3種の旨み成分で味わい豊かに 

●具材のきざみのりが風味と見た目のアクセントに 

 

 

 

5 「オーマイ PLUS」に乳酸菌入りのパスタが登場！ 
 

食の健康志向の高まりを受け、2016 年春から冷凍食品でも展開を始めた「オーマイ PLUS」シリーズに、

今回新たにトレンドの「乳酸菌」入りの商品を投入し、ウェルネス市場をさらに盛り上げます。 

また、2016年秋発売の「ニップン アマニ油
オイル

 プレミアムリッチ」を使用した商品も新たに発売、健康へ

の関心が高いお客様にご満足いただける「オーマイ PLUS」シリーズをさらに拡充します。 

 

「オーマイ PLUS」シリーズ の冷凍食品について 

 

「オーマイ PLUS」シリーズの冷凍食品は、「おいしく健康に気づか

いたい」、という方にぴったりの商品群です。 

乳酸菌を加えた、以下の 4つの切り口で、健康への関心が高いお客

様にご満足いただける商品を展開していきます。 

    

 

また、商品パッケージには、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。 

(※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(※A)を実現しました。        

(※A) 生パスタは当社従来比、中華そばは「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 

 

「アマニ油
オイル

入り」 
「糖質 30％off 麺」 

(※1) 

「食物繊維 1/3日分」 

(※2) 
「乳酸菌入り」 



6 

 

 

 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ PLUS 乳酸菌入り 3 種のチーズクリーム 230g 
 

■商品特長 

●シールド乳酸菌ⓇM-1を使用 

●乳酸菌数はヨーグルト 1kg 分に相当する 100 億個/食 

●モッツァレラチーズ、パルメザンチーズ、マスカルポーネチーズの

3 種のチーズを使用したコク深いチーズクリームソース 

●食感と彩りのアクセントとして海老と舞茸、ブロッコリーをトッピ

ング 
 

 

《ご参考 1》乳酸菌とは 

乳酸菌とは、ブドウ糖を分解して大量の乳酸を作り出す能力を持つ細菌の総称です。 

乳酸菌には様々な種類がある中で、「シールド乳酸菌ⓇM-1」は、私たちの内側から身体環境を整え、毎日

の健康維持をサポートしてくれます。 

 

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 モッツァレラチーズのジェノベーゼ 230g 
 

■商品特長 

●ソースにオメガ 3脂肪酸(α-リノレン酸)が豊富なカナダ産プレミ

アムゴールデン種のアマニ油を配合 

●アマニリグナン・食物繊維も含む、ローストアマニ粉末を配合 

●1日のオメガ 3脂肪酸(α-リノレン酸)摂取目安量 2.4ｇ(※3)を含む 

●バジルの香り豊かなジェノベーゼソース 

●ベーコン、ブロッコリー、モッツァレラ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 なすとチーズの完熟トマトソース 230g 
 

■商品特長 

●ソースにオメガ 3脂肪酸(α-リノレン酸)が豊富なカナダ産プレミ

アムゴールデン種のアマニ油を配合 

●アマニリグナン・食物繊維も含む、ローストアマニ粉末を配合 

●1日のオメガ 3脂肪酸(α-リノレン酸)摂取目安量 2.4ｇ(※3)を含む 

●ベーコンの旨みが効いたコク深い味わいのトマトソース 

●ベーコン、揚げなす、ゴーダチーズをトッピング 
 

 
 
(※3)「日本人の食事摂取基準」(2015 年版)成人摂取目安量による 
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《ご参考 2》アマニとは 

 

「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(α-リノレ

ン酸)が豊富な油分が含まれており、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。 

また、ポリフェノールの一種であるアマニリグナン、食物繊維も含まれ、

近年その栄養価が世界的にも注目を集めています。 

(※)ロースト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。 

《ご参考 3》「ニップン アマニ油
オイル

 プレミアムリッチ」とは 

 

2016年秋に発売の「ニップン アマニ油 プレミアムリッチ」は、希少なカナダ産のゴ

ールデン種の中でも、オメガ 3脂肪酸(α-リノレン酸)の含有量が特に高い品種を使用し

た商品です。 

従来の当社アマニ油よりも、オメガ 3脂肪酸(α-リノレン酸)の含有量が約 30％高いの

が特長で、従来品よりも少量で効率よく摂取できるとご好評をいただいています。 

 

 

 

6 「いまどきごはん」がトレンドの「もち麦」入りにリニューアル！ 
 

現在冷凍食品分野で伸長している 1 食完結型商品に注目し、展開中のトレー入り冷凍米飯「オーマイ い

まどきごはん」シリーズをさらに進化。「ガパオライス」(※1)と「ビビンバ」が昨今注目を浴びる「もち

麦」入りのごはんにリニューアルしました。外食でトレンドの米飯メニューをご家庭で手軽にお召し上が

りいただけます。 

 

区分 商品名 内容量 

リニューアル オーマイ いまどきごはん ガパオライス タイ風鶏肉のバジル炒め 300g 
 

■商品特長 

●鶏肉のバジル炒めと目玉焼き(※2)をごはんにトッピングした、人気

のタイメニュー 

●バジルとナンプラー、オイスターソースで風味豊かな味わい 

●ごろっとした鶏挽き肉を使用し、彩りに赤・緑ピーマンをトッピン

グ 

●レンジで加熱後も、黄身がとろっとした目玉焼き(※2)を合わせて  

(※1) 「ガパオライス」とは肉類をバジルやナンプラー、唐辛子で炒めたものを、ごはんの上に目玉焼きと共

にのせて食べるタイ料理のことです。 

(※2)「目玉焼き」は卵加工品です。 
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区分 商品名 内容量 

リニューアル オーマイ いまどきごはん 具だくさんビビンバ 300g 
 

■商品特長 

●コチュジャンを和えた肉みそがポイントの本格的なピリ辛ビビンバ 

●プチプチ食感のもち麦入りごはん 

●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 

 

 

 

《ご参考》もち麦とは 

 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。 

 「押し麦」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。 

 

 

 

 

7 「よくばりプレート」に人気の洋食メニューを追加 
 

「よくばりプレート」シリーズは、「人気のメニューをお家で食べたいけれど、調理するのはちょっと面

倒」というお客様の声にお応えする、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で

す。今回新たに、洋食の人気メニューであるハンバーグとオムライスを一度に味わえる商品を投入します。 

 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ よくばりプレート イタリアンハンバーグ＆デミグラスソースオムライス 330g 
 

■商品特長 

●洋食で人気のオムライスとハンバーグのセットメニュー 

●ハンバーグには、玉ねぎの甘みが効いたトマトソースとモッツァレ

ラチーズをトッピング 

●オムライスは、野菜の旨みがつまったケチャップライスにとろっと

した卵ソース、デミグラスソースをトッピングした本格的な味わい 

●付け合せには、マッシュポテトと彩りのよいブロッコリー 
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8 「レンジで美味しいごはんのおかず」に和テイストが新登場！ 
 

冷凍惣菜の市場は、拡大傾向にあります。そこで、下処理が面倒なメニューが簡単にできて、大きな具

材感でごはんがすすむ「レンジで美味しいごはんのおかず」シリーズに和風テイストを投入し、市場をさ

らに盛り上げます。レンジ加熱で簡単にできるので、調理に時間をかけたくない単身やシニアの方にもぴ

ったりです。また、トレー入りなので後片付けも楽で、おつまみ需要にもお応えする商品です。 

 

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 唐揚げと茄子の和風おろしだれ 140g 
 

■商品特長 

●ジューシーな唐揚げとごろっとした揚げなす、彩りに葉大根を使用 

●出汁の旨みと醤油のコクを感じる、おろしだれ 

 

 

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 厚揚げとごぼうの肉豆腐すき焼き風 140g 
 

■商品特長 

●食べ応えのある厚揚げ、相性のよい茹でごぼう、彩りにチンゲン菜

を使用 

●牛肉の旨みの効いた甘辛いすき焼き風の味わい 

●牛肉そぼろが具材に絡む 
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9 ハローキティとコラボしたお弁当アイテムが登場！ 
 

サンリオの人気キャラクター、ハローキティとコラボレーションしたお弁当用アイテム が新たに登場し

ます。お弁当に彩りを添える、便利なカップ入りの惣菜です。 

 

ⓒ 1976, 2017 SANRIO CO., LTD. APPROVAL No. G573268 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ HELLO KITTY 5 種野菜とチーズのグラタン 108g(4個) 
 

■商品特長 

●ほうれん草、ブロッコリー、コーン、にんじん、玉ねぎの 5 種の野

菜を使用したカップ入りのクリーミーなチーズグラタン 

●北海道産牛乳を使用 

●1袋(4 個)あたり、牛乳 2 本分(400ml)のカルシウム入り 

 
 

 

《ご参考》オーマイ お弁当シリーズのサンリオコラボレーション商品 

  

今回登場した「チーズのグラタン」の他に、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「ぐでたま チーズ入り

ポテトサラダ」と、ジューシーなナポリタンを卵入りの衣で包ん

で揚げた「HELLO KITTY オムリタン」の 2品も、お弁当にぴった

りのかわいらしいサンリオコラボレーション商品です。 
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10 3 種類の海鮮が入った「チヂミ」がリニューアル！ 
 

ご好評をいただいている韓国風お好み焼きの「海鮮チヂミ」がパッケージリニューアル。「特製たれ付き」

であることがよりわかりやすいパッケージになりました。フライパンや電子レンジ調理で、本格的な味が

手軽にお楽しみいただけます。 

 

区分 商品名 内容量 

リニューアル オーマイ 海鮮チヂミ 200g 
 

■商品特長 

●パリッと焼いたもちもち生地 

●いか、えび、たこの 3種類の海鮮入り 

●にら、玉ねぎ、赤ピーマンの野菜入りで彩りも鮮やか 

●コチュジャン入り特製たれ付き 

 

 
 

～ キャンペーン情報 ～ 

当社商品をより多くのお客さまに手にとっていただくため、以下の 2 つのキャンペーンを予定しています。 

詳しくは、後日ニュースリリースを配信、及び当社 HP 上で公開する予定です。 

 

1.『プレミアムなおこづかいプレゼント』キャンペーン 

冷凍スパゲッティ「オーマイプレミアム」シリーズをお買い上げいただいた方に、抽選で現金 5,000円を

プレゼントします。 

2.『サンリオオリジナルグッズプレゼント』キャンペーン 

「オーマイ×サンリオキャラクター」お弁当シリーズをお買い上げいただいた方に、抽選でサンリオオリ

ジナルグッズをプレゼントします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

☆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：村上真央 

〒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 0120-184157 

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/

