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ニュースリリース No.28 

2018年 7月 30日 

新メニューを含めた全 26品! 

2018 年秋冬家庭用冷凍食品新発売 
出荷開始日：2018 年 8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、2018年秋冬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 8 月

20 日(月)を予定しております。 

  

1．カテゴリーおよび商品数  
2018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 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 4 品 

2 オーマイ 具の衝撃 2 品 

3 オーマイ Big 3 品 

4 オーマイ パスタ！パスタ！ 6 品 

5 オーマイ いまどきごはん 2 品 

6 オーマイ よくばりシリーズ 4 品 

7 ドリア・グラタンシリーズ 1 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 スナックシリーズ 2 品 

10 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」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(※)！2017年秋よりパッケージに追加した「No.1」ロゴを継続します。 

1 食に野菜を 50ｇ以上使用した「彩々野菜」シリーズの強化等を行い、新商品 4品を投入します。シリ

ーズ全 15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～2018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 明太子チーズカルボナーラ リングイネ 280g 
 

 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイプレミアム 贅沢ナポリタン 270g 
 

■商品特長 

●炒め玉ねぎとケチャップの甘みが広がるジューシーな味わい 

●贅沢に、厚切りベーコン、とろ～りチーズ、ピーマンを 

トッピング 

 

 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイプレミアム 彩々野菜 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 

●ソース中にアマニ油を配合し、1日に必要な 3分の 1 の必須脂肪酸

オメガ 3(α-リノレン酸)を摂取可能 

●トマトの酸味とガーリックの旨みが効いた味わいのソース 

●チョリソー、揚げなす、ブロッコリー、赤ピーマンを彩り豊かにト

ッピング 

 

■商品特長 

●明太子ソースとチーズが濃厚な味わいのカルボナーラの 

2 種ソース仕立て 

●ベーコン、ブロッコリーをトッピング 

●ソースにぴったりな幅広のリングイネを使用 
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区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイプレミアム 彩々野菜 海老クリーム リングイネ 260g 
 

 

「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ブランド「オー

マイ 具の衝撃」に第 2弾が登場します。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。 

 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ 具の衝撃 和風明太バター 300g 
 

■商品特長 

●総重量 300gの 4 分の 1以上が具材。これまでの当社商品と比べ圧

倒的な具材量 

●バターたっぷりの醤油ソースと、魚介の旨みを効かせたピリ辛明

太子ソースの 2 種ソース仕立て 

●大ぶりの海老、大きくカットされた 2種きのこをトッピングし、

満足の食べ応え 

●スナップえんどう、小松菜で彩りよく  

 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ 具の衝撃 海の幸クリーム 300g 
 

■商品特長 

●総重量 300gの 4 分の 1以上が具材。これまでの当社商品と比べ圧

倒的な具材量 

●魚介の旨みを効かせたチーズ風味のクリームソース 

●海老、いか、あさりをしっかりトッピング 

●ブロッコリー、舞茸で彩りよく 

 

 

 

■商品特長 

●野菜をたっぷり 50g 以上使用 

●海老の濃厚な旨みのアメリケーヌソースと、ベシャメルソースのコ

ク深いソース 

●海老、スナップえんどう、舞茸、赤ピーマン、ほうれん草をトッピ

ング 

●ソースと相性の良いリングイネを使用 

 

2 「オーマイ 具の衝撃」に新メニューが登場！ 
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3 「オーマイ Big」の既存品を見直し、さらなるシリーズ強化！ 
 

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

「ボロネーゼ」を投入します。既存品もリニューアルし、パッケージに「New」マークを追加しました。

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 ボロネーゼ 380g 
 

■商品特長 

●従来のミートソースから肉量が 3 倍となり、牛・鶏挽肉の旨み 

アップ 

●挽肉の旨みと赤ワイン、4 種のハーブが香るコク深い味わい 

 

 

 

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 

●バター感をアップしコクと風味を改良 

●ベーコン、ほうれん草、ごまをトッピング 

●パッケージに「New」マークを追加 

 

   

 

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 

●味わいはそのままに、たらこ感をより感じるように改良 

●固形感のあるシャキシャキとした食感の舞茸をトッピング 

●パッケージに「New」マークを追加  
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「オーマイ パスタ！パスタ！」の名称はそのままに、パッケージを出来立ての臨場感を感じるデザイ

ンに刷新しました。「ミートソース」「ナポリタン」「カルボナーラ」の 3品は 280g に増量し、「満足の

量」を兼ね備えました。 
 

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 280g 
 

■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 280g 
 

■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 280g 
 

■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 

 

4 「オーマイ パスタ！パスタ！」を刷新 

《ご参考》出来立ての臨場感を感じるデザインのパッケージへ全面リニューアル！ 

    

新商品 3 品に加え、「ゆず香る和風醤油」「和風明太子」「ペペロンチーノ」も

パッケージリニューアルを行い、「パスタ！パスタ！」は全 6品での展開です。 
旧パッケージ 
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5 1 食完結型の「いまどきごはん」シリーズにひとり鍋が新登場 
 

ひとり鍋の喫食頻度は増加傾向にあり、外食・コンビニ・スーパーでの商品展開も拡大しています。 

「いまどきごはん」シリーズに、水を加えなくてもよく、レンジで温めるだけで食べられる「牛すき鍋」 

と「豚チゲ鍋」をご用意しました。 
 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ いまどきごはん ひとり鍋 牛すき鍋 320g 
 

■商品特長 

●出汁の旨み広がる甘辛だれ 

●野菜はたっぷり 80g 

●締めのうどん入りで満足の一品 

●牛肉、白菜、椎茸、にんじんをトッピング 

●卵と一緒に食べてもおすすめ  
 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ いまどきごはん ひとり鍋 豚チゲ鍋 330g 
 

■商品特長 

●コチュジャン、豆板醤が効いた旨辛スープ 

●野菜はたっぷり 80g 

●締めのうどん入りで満足の一品 

●豚肉、豆腐、白菜、もやし、にんじん、ニラをトッピング 

 

 

6 「よくばり」シリーズに野菜たっぷり 100g の新商品が登場! 
 

主菜と主食をバランスよく食べられる 1食完結型のトレー入り「よくばり」シリーズ。和食セットの

「よくばり御膳」から野菜がたっぷり 100g入った新商品が登場。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。「よくばりプレート」ではハンバーグを 50gから 60g に増量し、「ふっくらジ

ューシー」に美味しくなった新商品 2品、リニューアル 1品を投入します。 

 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ よくばり御膳 五目ご飯と鶏と野菜の黒酢あん 300g 
 

■商品特長 

●【五目ご飯】ごぼう、にんじん、たけのこ、椎茸、油揚げが入った彩

り豊かな炊き込みご飯。ご飯は押し麦入りの小盛りタイプ 

●【鶏と野菜の黒酢あん】揚げなす、ポテトフライ、ブロッコリー、ス

ナップえんどう、赤ピーマンの 5種を 100gトッピング。黒酢の酸味

とコクが食欲をそそり、ジューシーな唐揚げも入った満足な 1 品  
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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 340g 
 

■商品特長 

●【ハンバーグ】ハンバーグを 50g から 60gへ増量。厚みをアップして

「ふっくらジューシー」に。チェダーチーズをトッピングし、コクを      

   アップ 

●【スパゲッティ】香味野菜とトマトの甘み広がるジューシーな味わい

のナポリタン 

●【副菜】ブロッコリーを増量し彩りよく 

 

 

 

区分 商品名 内容量 

新商品 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 340g 
 

■商品特長 

●【ハンバーグ】ハンバーグを 50g から 60gへ増量。厚みをアップし

て「ふっくらジューシー」に 

●【スパゲッティ】あごだしの効いたコク深い味わいの香味醤油に変

更し、さらに美味しく 

●【副菜】ブロッコリーを添えて彩りよく 

 

 

 

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 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 

●【ハンバーグ】ハンバーグを 50g から 60gへ増量。厚みをアップし

て「ふっくらジューシー」に。トッピングのチーズを 2 倍に増量 

●【オムライス】デミグラスソースを増量し、濃厚な味わいに 

●【副菜】ブロッコリーを増量し彩りよく 

 

 

 

《ご参考》よくばりシリーズは全 7品！ 

「よくばり」シリーズは、和風メニューの「よくばり御膳」3品と、洋風メニューの「よくばりプレート」4 品

の計 7品展開です。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

新登場してから、「主菜と主食をバランスよく食べられる」1食完結型商品として愛されています。 
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7 ホテルニューグランド監修のドリアをご家庭で気軽に！ 
 

ホテルニューグランド監修の、クリーミーなホワイトソースとアメリケーヌソースの濃厚な味わいが贅

沢な 1品です。 
 
 

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 200g 
 

■商品特長 

●ドリア発祥のホテルニューグランド監修商品 

●アメリケーヌソースとホワイトソースの 2種ソースで 

魚介の旨み豊かに 

●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 

●海老、小柱、チーズをトッピング 

 

 

 

 

8 「ごはんのおかず」におつまみにも使える新メニューが登場 
 

個食化が進むなか冷凍惣菜はニーズが高く、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、新たに韓国料理で人気な「チ

ーズタッカルビ」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 五種野菜のチーズタッカルビ 140g 
 

■商品特長 

●煮込んだ鶏肉に、コチュジャンの甘辛ソースととろけるチーズソースの

2 種ソース仕立て 

●具材は鶏肉と固形感のある揚げなす、さつまいも、玉ねぎ、にんじん、

ねぎの 5 種の野菜をバランスよく 

●お酒のおつまみにも 
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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」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。 

 

 

 

9 幅広い用途をアピール！「オーマイ パイシート」パッケージ変更 
 

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パッケージを変更しました。ハロウィン

やクリスマスなどの特別な日はもちろん、普段のおやつ作りにもお使いいただけます。 

 

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) 

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) 
    

■リニューアルポイント 

●4枚入は幅広くアレンジできることを訴求するパッケージに変更 

●2枚入は目を引くパッケージに変更 

●2品ともホームページにアレンジメニューを掲載 

 

 

            

          4枚入                2枚入 
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10 6 種の野菜全てが国産野菜のお弁当パスタが新登場 
 

便利な紙カップ入りのお弁当パスタシリーズが、さらに充実したラインアップとなります。お客さまか

らのご要望にお応えし、国産野菜を使用したバターソテーが加わります。 

 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ 国産野菜のバターソテー 114g(4個) 
 

■商品特長 

●かぼちゃ、じゃがいも、コーン、玉ねぎ、にんじん、 

ほうれん草の 6 種全てが国産野菜 

●バターソテー風味の味付け 

●便利な紙カップ入り 

 

 

《ご参考》便利な「オーマイ お弁当」シリーズは全 7 品！ 

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品。全商品、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、忙しい朝をお助けします。 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

☆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：宮屋敷晃二 

〒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) 

https://www.nippn.co.jp 

https://www.nippn.co.jp/

