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各カテゴリーさらに充実の全 10 品

2019 年春夏家庭用冷凍食品新発売
出荷開始日：2019 年 3 月 1 日(金)
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、2019 年春夏家庭用冷凍食品として
新商品 10 品を全国で発売いたします。当社出荷開始日は、2019 年 3 月 1 日(金)を予定しております。

1．カテゴリーおよび商品数
2019 年春夏家庭用冷凍食品は、全 6 カテゴリー、新商品合計 10 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

2品

2

オーマイ 具の衝撃

1品

3

オーマイ Big

1品

4

オーマイ よくばりシリーズ

2品

5

オーマイ スナックシリーズ

1品

6

オーマイ お弁当シリーズ

3品

＜商品一例＞
2
3

1

4

5

6

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。

(※)ご紹介する商品は全てオープン価格です。
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2. 2019 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」さらに拡充

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、2003 年春の発売以来、
お客さまに愛され続けて冷凍パスタブランド No.1(※)！今回新たに 2 品を投入し、全 15 品のラインアップ
となります。(※)インテージ SCI 冷凍パスタ市場 2013 年 4 月～2018 年 11 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 彩々野菜 3 種野菜のジェノベーゼ リングイネ

260g

■商品特長
●バジルの香りとチーズのコクのある味わい
●大きめのフライポテト、スナップえんどう、ブロッコリーを
トッピング
●野菜をたっぷり 50g 以上使用
●ソースにぴったりな幅広のリングイネを使用
区分
新商品

商品名
オーマイプレミアム スモークチキンのチーズクリーム

内容量
270g

■商品特長
●パルメザンの効いたコクのあるチーズクリームソース
●チーズと相性の良い桜チップで燻した香り広がるスモークチキン
●ブロッコリー、レッドベルペッパーを彩りにトッピング

2

圧倒的な具材量！「具の衝撃」第 3 弾が登場

「もっと具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」
。2018 年春より展開し、圧倒的な具材量で最後の一口まで具材を楽しめ、ご好評をいただい
ております。今回、第 3 弾として 1 品追加し、全 5 品となります。
区分
新商品

商品名
オーマイ 具の衝撃 ボンゴレビアンコ

■商品特長
●総重量 300g の 4 分の 1 以上が具材という圧倒的な具材量
●あさりの旨みと白ワインで仕上げたソースに、オリーブオイルの香り
●たっぷりのあさり、ブロッコリー、赤ピーマンをトッピングし、
満足の食べ応え

2

内容量
300g

3

大盛りタイプの「オーマイ Big」に人気テイスト投入

大盛りタイプで唯一のトレー入りパスタ「オーマイ Big」に、人気のテイストが加わります。大盛りタ
イプの元祖ブランドとして、全 9 品の幅広いラインアップで市場を盛り上げます。
区分
新商品

商品名
オーマイ Big かにトマトクリーム

内容量
340g

■商品特長
●かにの旨みや風味をしっかりと感じられる、完熟トマトの
クリーミーソース
●イタリアンパセリをトッピングし、彩りよく

4

「よくばり」シリーズに朝食向けのプレートが登場

主食と主菜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」シリーズに、朝食にぴった
りの「よくばりプレートモーニング」が新登場。レンジ調理のみで完成し、トレー入りで後片付けも不要
なので、忙しい朝に便利です。
区分
新商品

商品名
オーマイ よくばりプレートモーニング パンケーキ＆ホットサラダ

内容量
200g

■商品特長
●複数品目とれる食事系セット
●【パンケーキ】甘みを抑えたふんわり食感のパンケーキ。とろ～り卵
ソースとソーセージと共に
●【ホットサラダ】彩り良い 5 種野菜(かぼちゃ、コーン、ブロッコリー、
スナップえんどう、赤ピーマン)を、あっさりコンソメ味仕立て

区分
新商品

商品名
オーマイ よくばりプレートモーニング ワッフル＆ミートオムレツ

■商品特長
●複数品目とれるスイーツ系セット
●【ワッフル】ふんわり食感のアメリカンワッフル。メープル風味の
ソース、りんごのシロップ漬けを添えて
●【ミートオムレツ】挽肉入りミートオムレツにシンプルな
トマトケチャップ。ポテトサラダと彩りにブロッコリー

3

内容量
200g

《ご参考》よくばりシリーズは全 8 品に！
「よくばり」シリーズは、既存の和食セット「よくばり御膳」3 品と、洋食セット「よくばりプレート」3
品に加え、新商品の「よくばりプレートモーニング」2 品の計 8 品展開です。2015 年春の「よくばりプレー
ト」発売以来、主食と主菜をバランスよく食べられる 1 食完結型商品としてご好評をいただいております。

5

ハニーメープルシロップ付きのふんわりホットケーキ

ふんわりとした食感で、おやつにぴったりのホットケーキ。はちみつとメープルを加えたシロップに、
カルシウム入りの生地で、お子さまにも嬉しい一品です。
区分
新商品

商品名
オーマイ ふんわりホットケーキ 2 枚入

内容量
110g

■商品特長
●ふわふわ軽い食感で優しい味わいのホットケーキ
●生地にはカルシウム入り
●味わい深いハニーメープルシロップ付き

6

お弁当スパゲッティにさらなるこだわりをプラス

冷めても美味しいお弁当スパゲッティが、国産たらこや大きめのソーセージを使用して新登場。紙カップ
入りでレンジ調理後そのまま詰められるので、忙しい朝のお弁当作りをお助けします。
区分
新商品

商品名
オーマイ お弁当 たらこスパゲッティ

■商品特長
●国内で水揚げされたスケソウダラの卵を使用し、国内で加工した
たらこを使用した、冷めても美味しいたらこソース
●風味の良い国産のりをトッピング

4

内容量
160g(4 個)

区分
新商品

商品名
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

内容量
140g(4 個)

■商品特長
●人気の 2 種類の味が楽しめるアソートタイプ
●【ナポリタン】食べ応えのある大きめのソーセージと彩りの良い
コーンをトッピング
●【焼きそばソース味】オタフクソースを使用したご飯にも合う甘め
の味付け。キャベツと豚肉、彩りとしてパセリをトッピング

区分
新商品

商品名
オーマイ お弁当 ナポリタンスパゲッティ

内容量
140g(4 個)

■商品特長
●炒め玉ねぎと、ほど良い甘さのジューシーな味わい
●食べ応えのある大きめのソーセージと彩りの良いコーンを
トッピング

《ご参考》当社冷凍食品は“環境に配慮した容器”を使用しています
昨今、環境配慮への取り組みが広がり、商品の容器やストローをプラスチック製から紙製へ切り替える動き
が世界的に活発になっています。当社冷凍食品には、下記の通り環境に配慮した容器を使用しています。

★ 冷凍パスタやトレー入り米飯(一部除く)には、環境に配慮し、PEFC 認証紙(※)を
使用した紙トレー、紙カップを使用しています。
(※)国際 NGO の PEFC 評議会が適切に管理された木材・木材製品であると認証した紙
(使用対象商品：
「オーマイプレミアム」
「オーマイ 具の衝撃」
「オーマイ PLUS」
「オーマイ お弁当」各全品、
および「ホテルニューグランド監修シーフードドリア」「オーマイいまどきごはん 五穀ごはんと野菜を食
べるカレー」
「同 具だくさんビビンバ」
「同 デミグラスソースのとろ～りオムライス」)

★「よくばり御膳」には、環境に配慮し、無漂白の木材パルプを使用した eco 紙トレー
を使用しています。「よくばりプレート」もプラスチックのトレーから順次 eco 紙ト
レーへ切り替えの予定です。(今回新発売の「よくばりプレートモーニング」は除く)

☆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。

≪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
日本製粉株式会社 お客様センター
担当：河野 舞
フリーコール 0120-184-157
〒102-0083 東京都千代田区麹町四丁目 8 番地
受付時間 9:00～17:00(祝日を除く月～金曜)
TEL：03-3511-5307 FAX：03-3237-3546
https://www.nippn.co.jp
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