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ニュースリリース No.63 

2020年 2月 4日 

 

新メニューも続々登場、充実の 15品 

2020 年春夏家庭用冷凍食品新発売 
出荷開始日：2020 年 3月 2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、2020 年春夏家庭用冷凍食品として 

新商品 14 品、リニューアル品 1 品、合計 15 品を全国で発売いたします。当社出荷開始日は、2020 年 3 月

2 日(月)を予定しております。 

 

1．カテゴリーおよび商品数 
2020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 15 品を発売いたします。 

 

 カテゴリー 商品数 

1 ニップン 魅惑のプレート 1 品 

2 ニップン 服部さん家の和おかず 2 品 

3 ニップン いまどきごはんシリーズ 2 品 

4 ニップン スナックシリーズ 1 品 

5 REGALO 2 品 

6 オーマイプレミアム 3 品 

7 オーマイ Big 1 品 

8 オーマイ 具の衝撃 2 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。 

(※)ご紹介する商品は全てオープン価格です。 
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2. 2020年春夏家庭用冷凍食品詳細 

1 量と美味しさの満足感が“魅惑”のひと皿、「魅惑のプレート」が新登場 
 

量と美味しさの両方を求めるお客さまのニーズを満たす、新シリーズ「魅惑のプレート」を投入します。

食べ応えのあるボリューム感で、食欲と美味しさを満たす魅惑のひと皿をお楽しみいただけます。 
 

区分 商品名 内容量 

新商品 ニップン 魅惑のプレート トルコライス 420g 
 

■商品特長 

●当社のトレー入り商品の中で最大ボリュームの 420g 

●甘めに仕上げたナポリタンと辛口カレーピラフで、 

交互に食べたくなる味わいに 

●とんかつにはデミグラスソースをたっぷりと使用  

 

2 服部栄養専門学校監修の新シリーズ「服部さん家の和おかず」が登場 
 

服部栄養専門学校監修の新シリーズ「服部さん家の和おかず」を投入します。1食に 15品目の食材を使

用。主菜 1種、副菜 2 種の和おかずをワンプレートでお楽しみください。 
 

区分 商品名 内容量 

新商品 ニップン 服部さん家の和おかず 鶏から揚げの和風あん 220g 
 

■商品特長 

●【鶏から揚げの和風あん】鶏から揚げ、小松菜、コーン、舞茸、 

たけのこ、椎茸等具材がたっぷりで満足の食べ応え 

●【和風さつまいもサラダ】さつまいも、枝豆、ひじき等の具材を醤

油や白だしで和風の味付け 

●【ほうれん草のお浸し】ほうれん草、にんじん、油揚げ、あさりを

使用し彩り豊かに 

 

 

区分 商品名 内容量 

新商品 ニップン 服部さん家の和おかず 海老の彩り野菜あん 215g 
 

■商品特長 

●【海老の彩り野菜あん】海老、あさり、えんどう、赤黄パプリカ、

ブロッコリー、カリフラワーが入って彩りよく満足の食べ応え 

●【蒸し鶏の温サラダ】蒸し鶏、枝豆、ひじきの和風具材にごま油が

アクセント 

●【変わりきんぴら】ごぼう、にんじんに加えて豚挽肉、ニラ等の変

わり種を使って、定番メニューをひとひねり  
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3 人気の「いまどきごはん」に新メニューを追加 
 

ご家庭で作るのはちょっと難しい、外食でトレンドのメニューが、レンジ加熱だけで食べられる便利な

トレー入りシリーズ「いまどきごはん」に新商品 1品を追加し、1 品をリニューアルします。 
 

区分 商品名 内容量 

新商品 ニップン いまどきごはん ガパオライス 300g 
 

■商品特長 

●鶏肉炒めは本場のタイを感じるバジルと魚醤の香りと程よい辛さ 

●鶏肉、たけのこは具感が楽しめるサイズにカット 

●人気のもち麦入り 

 

 

区分 商品名 内容量 

リニューアル ニップン いまどきごはん 5 種野菜のカルビクッパ 330g 
 

■商品特長 

●唐辛子の辛みとにんにくの効いたやみつきスープ 

●味わいはそのままに、野菜量を 10％増量 

●人気のもち麦入り 

 

 

4 「手作りパイキット」のバラエティを強化 
 

パイ作りが初めての方でも簡単に作れる「手作りパイキット」に、新たに「あんこパイ」を追加。冷や

しても美味しい粒あんフィリングと、もちっと食感の生地のキットでパイシート利用者、需要の拡大を目

指します。 
 

区分 商品名 内容量 

新商品 ニップン 手作りパイキット あんこパイ 
角型生地 4枚 

粒あんフィリング 40g×2袋 
 

■商品特長 

●あんこパイが 2個できる簡単パイキット 

●冷やしても美味しい甘さ控えめの粒あんフィリング 

●生地は使いやすい角型。外はサクッと、中はもちっと焼きあがるフ

ィリングと相性抜群の新食感生地 

●オーブントースターでも焼成可能  
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5 主食で食べたい、こだわりのショートパスタが家庭用冷凍食品で登場 
 

プレミアムパスタブランド「REGALO」のショートパスタが、家庭用冷凍食品に新登場。トレー入りの冷

凍食品ならではの具感、簡便性を付与し、極上のひと皿に仕上げました。 
 

区分 商品名 内容量 

新商品 REGALO 濃厚ラグーソース 260g 
 

■商品特長 

●たっぷりの牛肉、たまねぎ、トマトを煮込んだ濃厚ソース 

●太く堂々とした外観で、しっかりとした弾力が楽しめるリガトーニ

を使用 

●別添パルメザンチーズ付き 

 

 

 

区分 商品名 内容量 

新商品 REGALO 海の幸ペスカトーレ 265g 
 

■商品特長 

●トマトと魚介の旨みがしっかりと効いた、白ワイン香る味わい豊か

なソース 

●存在感のある大ぶりの海老の他、いか、あさり、パセリをトッピン

グ 

●しなやかな S 字カーブにソースがよく絡む、味なじみのよいカサレ

ッチェを使用  

 

《ご参考》「REGALO」ブランドについて 
 

 
「REGALO」とは、「あなたを満たす最高の贈りもの」をキーワードに、

ひとくちで違いに気づく、より魅力的な食卓を演出するパスタブラ

ンドです。 

「REGALO」は、スパゲッティやショートパスタ、それにあわせるパ

スタソースを展開してきましたが、この春より、家庭用冷凍食品で

もお楽しみいただけるようになります。家庭用冷凍食品では、環境

に配慮したレガーロ専用紙トレーを使用しています。 
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6 冷凍パスタブランド No.1「オーマイプレミアム」に新商品追加 
 

「オーマイプレミアム」は 2003年に登場以来、お客さまに愛され続けて冷凍パスタブランド No.1(※)！

新商品 3 品を投入し、さらに強いブランドを目指します。 

(※)インテージ SCI冷凍パスタ市場 2013年 4月～2019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 魚介とオクラ 270g 
 

■商品特長 

●魚介だしをしっかりと感じられるまろやかな塩味 

●ピリッとした唐辛子の辛みがアクセント 

●海老、いか、あさりとオクラをトッピング 

●別添きざみのり付き 

 

 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイプレミアム 濃厚海老クリーム 270g 
 

■商品特長 

●マルコメ(株)の米麹甘酒を配合し、「プラス糀」アイコンを使用 

●甘酒や味噌の発酵食品で深みとコクのある濃厚な味わい、焼き海老

の風味豊かなソース 

●海老、ブロッコリーをトッピング 

●もっちり食感の幅広リングイネを使用  

 

 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイプレミアム 明太子クリーム 280g 
 

■商品特長 

●ピリッと辛い明太子ソースとコクのあるクリームソースの W ソース

仕立て 

●海老とほうれん草をトッピング 

●もっちり食感の幅広リングイネを使用 

●別添きざみのり付き  
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7 「オーマイ Big」シリーズに新たなテイストを投入! 
 

大盛りタイプで唯一のトレー入りパスタ「オーマイ Big」に、新テイストが加わります。今まで大容量

市場になかった「シーフード味」を投入、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 商品名 内容量 

新商品 オーマイ Big シーフード味 340g 
 

■商品特長 

●ポーク、チキンエキスベースに魚介エキスを効かせたシーフード味 

●たまごそぼろ、キャベツ、わけぎをトッピング 

 

 

8 圧倒的な具材量!「オーマイ 具の衝撃」を刷新 
 

「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のニーズを満たすブランド「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いま

す。今回、パッケージをさらにインパクトのあるものに、下記 2品を新商品として発売します。 
 

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 

新商品 オーマイ 具の衝撃 ペペロンチーノ 300g 
 

■商品特長 

【バジルトマト】 

●大ぶりの海老とモッツァレラチーズに、存在感のあるスナッ

プえんどう、ブロッコリーをトッピング 

●トマトのフレッシュ感アップ 

【ペペロンチーノ】 

●食べ応えのある大判ベーコン、チョリソー、揚げなす、ブロ

ッコリー、赤黄ピーマンを彩りよくトッピング 

●ガーリック感をアップ、よりパンチの効いた味わいに 

 

 

《ご参考》インパクトのあるパッケージへ全面リニューアル！ 

新商品 2 品に加え、「ボンゴレビアンコ」

「海老ナポリタン」もパッケージリニュ

ーアルを行い、「オーマイ 具の衝撃」は

全 4品での展開です。 

 

旧パッケージ 
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9 紙カップ入りお弁当パスタにショートパスタが登場 
  

便利な紙カップトレー入りのお弁当パスタシリーズに、大人向けに仕上げたお弁当にもおつまみにも最

適なショートパスタが加わります。 
 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ 大人の 2種パスタ ジェノベーゼ＆ベーコンペッパー 
120g 

(2 種×2 カップ入) 
 

■商品特長 

●ソース絡みのよいフジリを使用 

●バジル香る濃厚ソース仕立ての「ジェノベーゼ」 

●黒こしょうのアクセントがやみつきになる「ベーコンペッパー」 

 

 

《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。 

★冷凍パスタをはじめとした商品で(一部除く)、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。この商品を購入することで、適切な 

森林管理を支援し、世界の森林資源の保全に貢献できます。 
 

(※)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：「REGALO」「オーマイプレミアム」「オーマイ 具の衝撃」「オーマイ お弁当」各全品、および

「いまどきごはん ガパオライス」「同 具だくさんビビンバ」「同 五穀ごはんと野菜を食べるカレー」) 

 

★「よくばり御膳」「よくばりプレート」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。 

 （「よくばり御膳 和朝食」「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＞ 

日本製粉株式会社 広報部 

担当：岡部春那 

〒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 

＜一般のお客さま＞ 

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/

