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ニュースリリース No.16 

2021年 7月 29日 

 

お客さまのニーズに応える、充実の 19 品 

2021 年秋冬家庭用冷凍食品新発売 
出荷開始日：2021 年 9月 1日(水) 

 

(株)ニップン(代表取締役社長:前鶴俊哉 本店:東京都千代田区)は、2021 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 1品、合計 19 品を全国で発売いたします。 

当社出荷開始日は、2021年 9月 1 日(水)を予定しております。 

 

1．カテゴリーおよび商品数 
2021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 19 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 生パスタシート  1 品 

3 REGALO 1 品 

4 オーマイ Big 2 品 

5 オーマイ お弁当 1 品 

6 ニップン よくばり御膳 4 品 

7 ニップン 魅惑のプレート 1 品 

8 豆腐から作ったお肉 1 品 

9 ニップン いまどきごはん 1 品 

10 ニップン スナック 3 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. 2021年秋冬家庭用冷凍食品詳細 

1 愛され続ける「オーマイプレミアム」シリーズをさらに強化 
 

「オーマイプレミアム」は 2003年の登場以来、お客さまに愛され続ける冷凍パスタブランドです。今

回、新商品 3品、リニューアル品 1 品を投入し、シリーズの強化を目指します。 
 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイプレミアム ナポリタン 290g 
 

■商品特長 

●トマトや玉ねぎの甘みとコクが特長のソースとパスタを鉄板で香ばし

く炒めた本格ナポリタン 

●炒め玉ねぎをたっぷり使用 

●大ぶりのソーセージ、彩りのよいピーマンをトッピング 

●ゴーダチーズでさらにコク深い味わいに 

 

 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイプレミアム 海の幸の醤油バター 270g 
 

■商品特長 

●牡蠣とホタテのエキスの濃厚な旨みと醤油バターのコク深い味わい 

●海老、いか、あさりを贅沢に使用 

●彩りのよいほうれん草をトッピング 

●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 炭焼き職人風カルボナーラ 270g 
 

■商品特長 

●コク深いチーズが濃厚なカルボナーラソース 

●燻製の香りが際立つベーコンを使用 

●黒こしょうをたっぷりと使用し、炭焼き職人(カルボナーロ)が生み出

したと言われているカルボナーラの原点の味を再現  
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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 牛挽肉ボロネーゼ 270g 
 

■商品特長 

●ソースをよりコク深い味わいに改良。 

牛挽肉の旨みと赤ワインの風味が特長のボロネーゼソース 

●ソースを増量 

●ゴーダチーズと揚げなすをトッピング  

 

 

 

2 おうち時間をもっと楽しく！アレンジ自在の生パスタシートが新登場 
 

コロナ禍でおうち時間が増え、ひと手間かけた料理への調理意欲が高まっています。そんなお客さまの

ニーズに応え、自分好みの太さや形に自由にアレンジができるシート形状の生パスタ、「生パスタシー

ト」を発売します。 
 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ 生パスタシート 200g(4枚) 
 

■商品特長 

●シート形状だから、細く切って麺に、シートのままラザニアに、具を包

んでラビオリになどアレンジ自在！ 

●もちもち食感の本格生パスタがご家庭で味わえる 

●好みの幅や形にしやすくするメジャーや型紙になるオリジナル台紙付き  

 

《ご参考》「生パスタシート」の台紙について 

 

1.メジャーをつけて、好みの幅のカットをサポート 

2.パスタの切り方説明があるため、フェットチーネやラビオリなど 

さまざまな形にチャレンジしやすい！ 

3.パスタの豆知識をランダムで 3種類記載！楽しくアレンジ！ 
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3 「REGALO」でショートパスタならではの美味しさをアピール 
 

プレミアムパスタブランド「REGALO」のショートパスタに、新メニューを投入します。eco紙トレー入

りで、冷凍食品ならではの具材感、簡便性を付与した、極上のひと皿に仕上げました。家庭用冷凍食品の

「REGALO」は、新商品が加わり全 4 品となります。 
 

区分 商品名 内容量 

新商品 REGALO 濃厚海老トマトクリーム 260g 
 

■商品特長 

●オマール海老ブイヨンとアメリケーヌソースを使用した 

トマトソースと、クリームソースの Wソース仕立て 

●大ぶりの海老をトッピング 

●S字の溝にソースがよく絡むカサレッチェを使用 

  

 

 

4 人気の「オーマイ Big」シリーズに新メニューを追加 
 

大盛りタイプのトレー入りパスタ「オーマイ Big」に、新メニューが 2品加わります。大盛りタイプの

元祖ブランドとして、全 8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 たらこ 340g 
 

■商品特長 

●昆布出汁の効いたたらこソースに、海苔の風味がベストマッチ 

 

 

 

区分 商品名 内容量 

新商品 オーマイ Big 超にんにくペペロンチーノ 340g 
 

■商品特長 

●食欲をそそるにんにくの香り、味を前面に押し出したパンチのある、 

 やみつきになる味わい 

●3種のにんにく(おろしにんにく、ガーリックオイル、 

フライドガーリック)を使用 
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5 人気のカップ入りお弁当パスタをブラッシュアップ 
 

便利な紙カップ入りお弁当パスタシリーズの「6種野菜とパスタのバターソテー」。今回、さらにお客さ

まに満足していただける商品にブラッシュアップし、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 6種野菜とパスタのバターソテー 
124g 

(4 カップ) 
 

■商品特長 

●6種野菜(ブロッコリー、コーン、玉ねぎ、赤ピーマン、にんじ

ん、キャベツ)で彩りよく 

●玉ねぎの甘味とバターの旨みが優しい、自然な味わい 

●紙カップ内部に色が付いているためお弁当内の彩りもアップ 

 

 

 

 

 

6 「よくばり御膳」シリーズを強化 
 

人気の外食メニューをバランスよく食べられる、1食完結型の環境に配慮した eco 紙トレー入り「よく

ばり御膳」シリーズ。今回、新メニューを 1品追加、既存の 3 品もブラッシュアップして新商品とし、さ

らなるシリーズの強化を図ります。 
 

区分 商品名 内容量 

新商品 ニップン よくばり御膳 しそひじきご飯とチキンカツみぞれ煮風 300g 
 

■商品特長 

●【しそひじきご飯】 

・さっぱりとした赤しそが香る、ひじき入りご飯 

・枝豆を添えて彩りよく 

●【チキンカツみぞれ煮風】 

・食べ応えのあるチキンカツに大根おろしたっぷりのみぞれソース 

・フライドポテト、揚げなす、にんじん、青菜を彩りよくトッピング 

●食材 10品目使用 
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区分 商品名 内容量 

新商品 ニップン 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】 

5 種の具材が入った五目ご飯 

●【鶏と野菜の黒酢あん】 

から揚げに加え、5 種の野菜を 100g使用し満足な食べ応え。 

具材にしっかりと絡むたっぷりの黒酢ソース 

●食材 13品目使用 

 

 

 

区分 商品名 内容量 

新商品 ニップン よくばり御膳 鶏めしとチキン南蛮 300g 
 

■商品特長 

●【鶏めし】 

鶏の旨みが効いたふっくら仕上げの鶏めし 

●【チキン南蛮】 

ジューシーなから揚げがたっぷり。南蛮ソースのほどよい酸味と 

タルタルソースのコクや甘みがマッチした味わい 

●食材 10品目使用 

 

 

 

区分 商品名 内容量 

新商品 ニップン 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】 

うすくち醤油としょうがで優しく味付けしたあさりご飯 

●【さばの味噌煮】 

脂の乗ったさばをしょうがの効いたほんのり甘い味付けで煮込

み、幅広い世代に食べやすい味付けに 

●食材 10品目使用 
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7 大ボリュームの「魅惑のプレート」に肉を楽しむ新メニューが登場 
 

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、「魅惑のプレート」シリーズに、今回「スタ

ミナ肉コンボ」を追加。3種の肉メニューを楽しめるスタミナ・ボリューム満点のワンプレートです。 
 

区分 商品名 内容量 

新商品 ニップン 魅惑のプレート スタミナ肉コンボ 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 

●【フライドチキン】 

黒こしょうとガーリックをしっかりと効かせたパンチのある味わい 

●【豚カルビピラフ】 

味付けした豚カルビをたっぷりトッピングしたスタミナ満点のピラフ 

●【牛挽肉ミートソース】 

赤ワインのコクと香味野菜のペーストの旨みにガーリックがアクセント 

 

  

 

8 からだにも地球にも優しい動物性原材料不使用のキーマカレーが登場 
 

近年、植物性原料を使用したプラントベースフード市場が拡大しています。社会的なニーズに応えるた

め、当社開発の素材「ソイルプロ」を使用した、eco紙トレー入りのキーマカレーを新発売します。 
 

区分 商品名 内容量 

新商品 ニップン 豆腐から作ったお肉のキーマカレー 300g 
 

■商品特長 

●動物性の原材料不使用 

●スパイシーな味わいで豆腐由来のお肉をしっかり味わう 

●もち麦入りターメリックライスで鮮やかな色合い 

●eco 紙トレー入りでお皿いらず 

●別添スパイスパウダーで辛さの調節が可能 

●NPO 法人ベジプロジェクトジャパン ヴィーガン認証取得 

 

 

《ご参考》「ソイルプロ」とは 
 

 豆腐を原料として、健康と美味しさにこだわり、一般的な粒状大豆たんぱく(大

豆ミート)と異なる素材です。大豆特有の香りを抑えながら、特許製法でクセの

ない風味と噛み応えのある弾力感を実現しています。 
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9 「いまどきごはん」シリーズに新メニューを追加 
 

テレワーク等の浸透により、中食需要は増加しています。今回、便利なトレー入り「いまどきごはん」

シリーズに新商品「カルビクッパ」を投入します。 
 

区分 商品名 内容量 

新商品 ニップン いまどきごはん カルビクッパ 330g 
 

■商品特長 

●にんにくの風味と肉の旨みがしっかり効いた卵入りピリ辛濃厚スープ 

●ほうれん草、ニラ、もやし、にんじん、椎茸の彩り 5 種野菜と 

牛肉をトッピング 

●もち麦入りでしっかりとした食べ応え 

 

 

10 「ポケットモンスター」デザインの「スナック」シリーズを発売 
 

「スナック」シリーズに、新たに「ポケットモンスター」デザインの 3品を追加します。かわいいポケ

モンたちがプリントされたパッケージやトレーで、美味しさだけではなく楽しさもお届けします。ポケモ

ンデザインのトレーは全 8種、カップは全 4種です。さらに、ポケモンデザインのシールは、全 10 種が

それぞれランダムで封入されています。 
 

区分 商品名 内容量 

新商品 ニップン ポケモンホットケーキ 120g(6枚) 
 

■商品特長 

●子どもが喜ぶ 20 種類のポケモンの絵柄がランダムに入った 

カルシウム入りホットケーキ 

●ポケモンデザイントレー入り 

●ポケモンシール付き 

 

 

区分 商品名 内容量 

新商品 ニップン ポケモンマフィン 120g(2個) 
 

■商品特長 

●パッケージに「ピカチュウ」をあしらった、チョコ×バナナ味の 

ふんわり食感のマフィン 

●ポケモンデザインカップ・トレー入り 

●ポケモンシール付き 
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区分 商品名 内容量 

新商品 ニップン ポケモンショコラケーキ 120g(2個) 
 

■商品特長 

●パッケージに「イーブイ」をあしらった、レンジ加熱でとろける 

チョコが入ったショコラケーキ 

●ポケモンデザインカップ・トレー入り 

●ポケモンシール付き 

 

 

 

《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：「オーマイプレミアム」「オーマイ 具の衝撃」「オーマイ お弁当」 

「REGALO」「豆腐から作ったお肉」各全品、「ニップン いまどきごはん」カルビクッパを除く全 5品) 

 

★「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。 

 

 

 

 

☆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＞ 

株式会社 ニップン 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＞ 

株式会社 ニップン お客様センター 

フリーコール 0120-184-157 

受付時間 9:30～17:00(祝日を除く月～金曜) 

https://www.nippn.co.jp 
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