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ニュースリリース No.57 

2018年 2月 5日 

新メニューも続々登場、充実の 26品 

2018 年春夏家庭用冷凍食品新発売 
出荷開始日：2018 年 3月 1日(木) 

 

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、2018 年春夏家庭用冷凍食品として

新商品 18 品、リニューアル品 8 品、合計 26 品を全国で発売いたします。当社出荷開始日は、2018 年 3 月

1 日(木)を予定しております。 

 

1．カテゴリーおよび商品数  
2018年春夏家庭用冷凍食品は、全 9 カテゴリー、新商品・リニューアル品合計 26 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 5 品 

2 オーマイ 具の衝撃 2 品 

3 オーマイ Big 1 品 

4 オーマイ 旨盛り 6 品 

5 オーマイ パスタ！パスタ！ 1 品 

6 オーマイ いまどきごはん 2 品 

7 オーマイ よくばりシリーズ 7 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 1 品 

 

 ＜商品一例＞ 
           

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各商品の詳細につきましては、2 ページ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。 
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2. 2018 年春夏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」が特長の「オーマイプレミアム」は、お客さまに愛され続

けて冷凍パスタブランド No.1(※)！ 

1 食に野菜を 50ｇ以上使用した「彩々野菜」シリーズの強化、定番商品の見直し等を行い、新商品 3 品、

リニューアル 2 品を投入します。シリーズ全 18品のラインアップです。 

(※)インテージ SCI冷凍パスタ市場 2013年 4月～2017年 11月ブランド別累計金額ベース 

 

区分 品名 内容量 

新商品 オーマイプレミアム 彩々野菜 海老と野菜のトマトクリーム 260g 
 

■商品特長 

●野菜をたっぷり 50g 以上使用 

●完熟トマトと香味野菜の甘み広がる味わいのソース 

●甘みと旨みが凝縮したグリルなす、海老、ブロッコリー、赤・黄パ

プリカを彩り豊かにトッピング 

 

 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイプレミアム 彩々野菜 海老と 3種きのこ 味わい塩 260g 
 

■商品特長 

●野菜をたっぷり 50g 以上使用 

●宇和海産の真鯛のだしを使用した、魚介の旨みと生姜が効いた味わ

い深い塩味のソース 

●海老としめじ・舞茸・エリンギの 3種の国産きのこ、小松菜をトッ

ピング  

 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイプレミアム 海の幸だし醤油仕立て 270g 
 

■商品特長 

●魚介だしをベースに醤油のコクを加えた、だし醤油仕立て 

●海老、いか、あさりの 3種の魚介とわかめをトッピングし、磯の風

味豊かに 
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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 蟹のトマトクリーム リングイネ 280g 
 

■商品特長 

●蟹を増量し、さらに蟹の風味が豊かになったトマトクリーム 

●蟹、ダイス状のモッツァレラチーズ、ブロッコリーをトッピング 

●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 

リニューアル オーマイプレミアム 彩々野菜 舞茸となすの香味醤油 260g 
 

■商品特長 

●野菜をたっぷり 50g 以上使用 

●あごだしと岩手県八木澤商店の本醸造こいくち醤油のコク深い味わ

い 

●ベーコン、舞茸、揚げなす、ほうれん草をトッピング 

●だし仕立てのソースにあうようパスタを改良。さらにプリッとした

食感に 

 

 

 

2 新ブランド「オーマイ 具の衝撃」が登場！ 
 

「もっと具材をたっぷり食べたい」という冷凍パスタに対するお客さまニーズを満たす新ブランド「オ

ーマイ 具の衝撃」を投入します。最大の特長は圧倒的な具材量。最後の一口まで麺に絡む具材をお楽しみ

いただけます。 

 

「オーマイ 具の衝撃」ブランドの特長 

 

■ 具がポイントであることをはっきりと伝えるブランド名 

■ 総重量の 1/4 以上が具材 

これまでの当社商品と比べ圧倒的な具材量 

■ 具材感と美味しさ感を伝えるシズルを大きく配置したパッケージ 

■ 便利な紙トレー入り 
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区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ 具の衝撃 ペペロンチーノ 300g 
 

■商品特長 

●総重量 300gの 1/4以上の具材を使用した、これまでの当社商品と 

比べ圧倒的な具材量 

●ニンニクの効いたオイルベースのソースに唐辛子を合わせた、 

やみつきになる味わい 

●ベーコンとチョリソーのトッピングで満足の食べ応え 

●揚げなす、ブロッコリー、赤・黄パプリカで彩りよく 

 

 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ 具の衝撃 バジルトマト 300g 
 

■商品特長 

●総重量 300gの 1/4以上の具材を使用した、これまでの当社商品と 

比べ圧倒的な具材量 

●香味野菜の旨み、トマトの甘みが特長のトマトソースと香り高い 

バジルソースの Wソース仕立て 

●ごろっと存在感のある海老、ダイス状のモッツァレラチーズ、 

スナップエンドウ、ブロッコリーをトッピング 

 

 

 

3 10周年の「オーマイ Big」に新テイストを投入 
 

大盛りタイプで唯一のトレー入りパスタ「オーマイ Big」シリーズに、大盛り市場にこれまでなかった

テイストを投入します。大盛りタイプの元祖ブランドとして市場を盛り上げます。 

 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ Big 炎のアラビアータ 360g 
 

■商品特長 

●唐辛子の刺激的な辛さを「炎の」と、表現  

●野菜やニンニクの旨みが効いたトマトソース 

●辛さと旨みを感じられるチョリソー、赤唐辛子輪切り、パセリを 

トッピング 
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4 量だけでなくおいしさにもこだわった「旨盛り」新登場 
 

「トレーはなくてもよいけれど、量はたっぷり食べたい」というお客さまのお声にお応えする袋入りの

大容量タイプ「旨盛り」シリーズが新たに登場。量だけでなく、プリプリ食感の麺のおいしさにもこだわ

りました。 

 
 

「オーマイ 旨盛り」シリーズの特長 

 

■ 量だけでなく、おいしさも伝えるブランド名 

■ 満足のボリューム感 

■ プリプリ食感の麺 

 
 
 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ 旨盛り ゆず香る和風醤油 340g 
 

■商品特長 

●高知県産ゆず果汁使用で、さっぱりとした味わい 

●八木澤商店の本醸造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 

 
 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ 旨盛り あさり味わい塩 340g 
 

■商品特長 

●しっかりとした魚介の旨みと生姜が香るソース 

●青ねぎをソースの中に加え、彩りよく 

●あさり、きざみのりをトッピング 

 
 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ 旨盛り クリーミーカルボナーラ 340g 
 

■商品特長 

●クリーミーなソースにベーコンの旨み広がる味わい 

●ベーコンをトッピング 
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区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ 旨盛り 牛挽肉ミートソース 340g 
 

■商品特長 

●牛挽肉の旨みと野菜の甘み広がる味わい 

●パセリをトッピング 

 
 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ 旨盛り 和風たらこ 340g 
 

■商品特長 

●昆布だしの効いた和風ソース 

●粒感の際立つたらこをソース中とトッピングにたっぷり使用 

●白ごま、たらこ、きざみのりをトッピング 

  
 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ 旨盛り ジューシーナポリタン 340g 
 

■商品特長 

●炒め玉ねぎとトマトケチャップの甘み広がる味わい 

●ウインナー、緑ピーマンをトッピング 

 

 

 

 

5 昨秋誕生した「オーマイ パスタ！パスタ！」をさらに拡充 
 

 便利な紙トレー入り、プリプリ食感の麺、パッと目を引くデザインとパスタの王道を表すブランド名が

特長の「オーマイ パスタ！パスタ！」に和風テイストを 1 品追加。さらにバラエティ豊かになりました。 

 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ パスタ！パスタ！ 和風明太子 260g 
 

■商品特長 

●粒感のある明太子と旨みの強いペーストをあわせ、明太子の風味 

豊かに 

●明太子の旨みと唐辛子を効かせた後引く辛さ 

●きざみのりをトッピング 
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6 人気の「オーマイ いまどきごはん」に新メニューを追加 
 

年々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。更なる市場拡大をめざし、韓国発祥のスープごはんメニューを

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 参鶏湯
サムゲタン

 330g 
 

■商品特長 

●濃厚な鶏の旨みに生姜が効いた優しい味わい 

●人気のもち麦入りごはんを使用 

●食べ応えのある厚切りの鶏肉とほぐし身、青ねぎ、クコの実をトッ

ピング 

●希釈不要なストレートタイプ 

 
 
 

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 デミグラスソースのとろ～りオムライス 300g 
 

■商品特長 

●玉ねぎの優しい甘味のケチャップライスに、とろ～り卵とデミグラ

スソース 

●とろ～りチーズが入り、おいしさアップ 

●ごろっと食べ応えのある鶏肉入り 

●人気のもち麦入りごはんを使用 

 

 

【数量限定】「オーマイ いまどきごはん 5 種野菜のカルビクッパ」のカルビ肉が 20％増量！ 

 
 

2017年秋に発売し、ご好評をいただいている「5種野菜のカルビクッパ」。

お客さまへの感謝を込めて、数量限定でカルビ肉を 20％増量します。 

※時期は 2018年 3月以降、自然切り替えの予定です。 

■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 
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7 1 食完結型「よくばり」シリーズに和食メニューが初登場 
 

主菜と主食をバランス良く食べられる 1食完結型のトレー入り「よくばり」シリーズは順調に推移。こ

れまで洋食メニューを中心に展開してきましたが、毎日食べても飽きないバラエティをめざし、「和食」メ

ニューを「よくばり御膳」として、2 品投入します。容器は、環境に配慮した無漂白の eco紙トレーを使用

しています。 
 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ よくばり御膳 あさりご飯とさばの味噌煮 280g 
 

■商品特長 

●【あさりご飯】うすくち醤油、生姜で優しく味付けた炊き込みご飯に、

あさりをトッピング。ねぎのトッピングで彩り豊かに 

●【さばの味噌煮】脂の乗ったさばを、生姜の効いたほんのり甘い味噌味

で煮込んだ、ふっくら仕上げ 

●【副菜】ほうれん草のにんじん和え  

 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ よくばり御膳 鶏めしとチキン南蛮 310g 
 

■商品特長 

●【鶏めし】煮込んだ鶏を後混ぜした鶏の旨みがしっかりきいた炊き込み

ごはん。ごぼう、にんじん、ごまで彩りよく風味豊かに 

●【チキン南蛮】ジューシーな唐揚げがたっぷり。ほどよい南蛮ソースの

酸味とタルタルソースのコクや甘みがマッチした味わい。 

●【副菜】タルタルソースと相性のよいブロッコリーを添えて  

 

プラスチック容器を環境に配慮した eco 紙トレーに変更 

 

 当社のパスタやトレー入り米飯(一部除く)は環境に配慮し、PEFC(森林認

証)紙を使った紙トレーを使用してきましたが、仕切り等、複雑な容器形状

が必要な「オーマイ よくばり」シリーズでは、安全性を考慮しプラスチッ

ク容器を使用していました。 

今回、さらなる環境問題への貢献を目指し、安全性と環境のどちらにも

配慮した無漂白の eco 紙トレーを「よくばりプレート」「よくばり御膳」に

採用！全パッケージの左端に「無漂白の eco紙トレー」ロゴを入れました。 

※「よくばりプレート」シリーズ 5 品については、順次自然切り替えの予定です。 

★「よくばりプレート」5種類も、トレーとパッケージをリニューアル！ 
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8 「ごはんのおかず」に白身魚を使った新メニューが登場 
 

冷凍惣菜は個食化が進むなかニーズが高く、市場は拡大傾向にあります。下処理が面倒なメニューがレ

ンジ調理だけで完成する「レンジで美味しいごはんのおかず」シリーズに、新たに白身魚を使ったメニュ

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 

三種の野菜と白身魚の南蛮漬け 
140g 

 

■商品特長 

●ふっくらした白身魚のフライと相性がよい南蛮ソースでごはんがすす

む味わい 

●白身魚のフライに玉ねぎ、にんじん、緑ピーマンの 3 種の野菜が入って

満足のボリューム感 

●赤唐辛子が味と見た目のアクセント 

●お酒のおつまみにも 

 

 

 

 

《ご参考》「オーマイ レンジで美味しいごはんのおかず」シリーズは、バラエティ豊かな全 7 品 

  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。レンジ加熱で簡単にできるだけでなく、トレー入りなので後片付けも楽に済みます。 

調理に時間をかけたくない単身やシニアの方にはもちろん、お酒のおつまみとしてもおすすめです。今回

の新商品 1品を加え、バラエティ豊かに全 7品を展開します。 
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9 カップ入りお弁当パスタに新テイストが仲間入り 
 

お弁当に便利な紙カップ入りのスパゲッティシリーズに、新テイストが仲間入り。2つの味が楽しめるア

ソートタイプで、お弁当にぴったりのごはんにあう味付けです。 

 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ 2種のスパゲッティ 明太マヨ味＆塩焼きそば味 140g(4個) 
 

■商品特長 

●2種類の味が楽しめる、アソートタイプのお弁当スパゲッティ 

【明太マヨ味】 

●北海道産明太子を使用 

●マヨネーズのコクと明太子の後引く辛さがくせになる味わい 

●きざみのりをトッピング 

【塩焼きそば味】 

●オイスターソースのコク深い味わい 

●豚挽肉、キャベツ、にんじんを具材に使用 

 

 

 

《ご参考》便利な「オーマイ お弁当」シリーズ 

 お弁当に便利な「オーマイ お弁当」シリーズは、今回の新商品を合わせ全 7種類！全商品、朝の忙しい時

間にも嬉しい紙カップ入りなので、レンジ加熱後そのままお弁当箱に詰められます。 

      

 
 
 
 
 
 
 
 

☆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 0120-184-157 

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/

