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２０１７年８月４日

日清フーズ㈱ ２０１７年秋 家庭用冷凍食品新発売
～もちもち食感の麺と濃厚ソースが絶妙に絡む「超もち生パスタ」が新登場～
日清製粉グループの日清フーズ株式会社（社長：小池 祐司）は、２０１７年秋の家庭用
冷凍食品の新製品１２品目を本年９月１日（金）から全国で発売します。
■生パスタメニューに求められる３大要素を追求した「超もち生パスタ」が新登場
消費者の皆様が生パスタメニューに求めるニーズを徹底的に追求し、①もちもち食感、
②濃厚ソース、③麺とソースが絡む一体感という３つのキーワードを導き出しました。
これらの３大要素を満たす生パスタの“新・スタンダードブランド”として、
「マ・マー 超
もち生パスタ」を発売します。
■「マ・マー 超もち生パスタ」は全７種類のラインアップ！

「マ･マー 超もち生パスタ
香味野菜とまいたけの

濃厚クリーミーボロネーゼ」
・北海道産生クリームのコクと、香味
野菜、スパイスの香り豊かな味わい
・まいたけをトッピング
・もちもち食感のフェットチーネ

「マ･マー 超もち生パスタ
アメリケーヌソースの

濃厚海老トマトクリーム」
・アメリケーヌソースを使用し、海老
の旨みが溶け込んだコク深い味わい
・海老とほうれん草をトッピング
・もちもち食感のフェットチーネ

「マ･マー 超もち生パスタ
４種チーズとほうれん草の
濃厚カルボナーラ」
・北海道産生クリームと４種チーズ（パル
メザン、チェダー、クリームチーズ、ペ
コリーノ・ロマーノ）のコク深い味わい
・ほうれん草とベーコンをトッピング
・もちもち食感のフェットチーネ
（ほうれん草粉末 使用）

「マ･マー 超もち生パスタ
北海道産生クリームの
濃厚明太子クリーム」

「マ･マー 超もち生パスタ
炙りたらこが香ばしい
濃厚クリームソース」

「マ･マー 超もち生パスタ
バジル香る

・北海道産生クリームのコクに、
明太子の辛みと旨みが溶け込
んだ絶妙な味わい
・きざみ海苔をトッピング
・もちもち食感のフェットチーネ

・香ばしい炙りたらこときざみ
海苔の風味豊かな味わい
・炙りたらこときざみ海苔を
トッピング
・もちもち食感のフェットチーネ

・完熟トマトの旨みにバジルと
オリーブオイルの香り広がる
味わい
・ベーコンとフライドズッキーニ
入り
・もちもち食感のタリオリーニ

「マ･マー 超もち生パスタ
鰹節と昆布香る
濃厚完熟トマトソース」 濃厚和風たらこ」

≪製品に関する一般の方々のお問合せ先≫
日清フーズ株式会社
お客様相談室
東京都千代田区神田錦町１－２５
電話：０１２０－２４４１５７

・鰹節と昆布の旨みときざみ
海苔の風味豊かな味わい
・きざみ海苔をトッピング
・もちもち食感のリングィーネ

≪報道関係者の方々のお問合せ先≫
株式会社日清製粉グループ本社
ひらき

総務本部 広報部 担当： 開 ・寺岡
電話：０３－５２８２－６６５０
メール：mailbox@mail.nisshin.com
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■「マ・マー 超もち生パスタ」

生パスタメニューに求められる３大要素をとことん追求しました！
①もちもち食感
独自の配合技術と“麺線押し出し製法”で、適度な
粘りと弾力のある“もちもち”とした食感を実現しま
した。
②濃厚ソース
食べた瞬間から最後のひと口まで楽しめる、奥深い
余韻のある味わいを実現しました。
③麺とソースが絡む“一体感”
それぞれのソースの粘度や濃さに合わせて、麺線と
小麦粉の配合を調整することで、麺とソースのベスト
マッチの組合せを実現しました。

濃厚ソースと麺が絶妙に絡み合い、一体感のある味わいをお楽しみいただけます！

≪製品概要≫
区分
新製品
新製品
新製品
新製品
新製品
新製品
新製品

製品名
マ･マー 超もち生パスタ
香味野菜とまいたけの濃厚クリーミーボロネーゼ
マ･マー 超もち生パスタ
アメリケーヌソースの濃厚海老トマトクリーム
マ･マー 超もち生パスタ
４種チーズとほうれん草の濃厚カルボナーラ
マ･マー 超もち生パスタ
北海道産生クリームの濃厚明太子クリーム
マ･マー 超もち生パスタ
炙りたらこが香ばしい濃厚クリームソース
マ･マー 超もち生パスタ
バジル香る濃厚完熟トマトソース
マ･マー 超もち生パスタ
鰹節と昆布香る濃厚和風たらこ
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内容量

希望小売価格
（税抜き）

２９６g

オープン

２７５g

オープン

２９０g

オープン

２７０g

オープン

２７０g

オープン

２９５g

オープン

２６０g

オープン

■「マ・マー ＴＨＥ ＰＡＳＴＡ」

売上絶好調の

ラインアップ強化

～女性に人気のトマトクリームとバジルソースが新たに仲間入り～
■パスタ好きな女性に人気の２メニュー新発売で全９種類の選べるラインアップ
冷凍パスタの真・スタンダードブランドとして今年３月に発売して以来、順調に売上が
伸長している「マ・マー ＴＨＥ ＰＡＳＴＡ」シリーズから、パスタ好きな女性に人気の
トマトクリームとバジルソースの２種類を新発売します。
「マ･マー ＴＨＥ ＰＡＳＴＡ
海老とほうれん草のトマトクリーム」
・アメリケーヌソースを使用し、濃厚な海老の風味を実現
・トマトの濃厚な旨みが魅力の、クリーミーでコクのある味わ
い
・海老とほうれん草をトッピング

「マ･マー ＴＨＥ ＰＡＳＴＡ
コクと香りのバジルソース」
・贅沢に使用したバジルの香りが広がる、さわやかな味わい
・エクストラ・バージン・オリーブオイルの香りと、３種の
チーズ（パルメザン、チェダー、クリームチーズ）の濃厚
なコクがアクセント

パスタ好きな女性の好きなパスタメニューＴＯＰ１０
１位
２位
３位
４位
５位
６位
７位
８位
９位
１０位

ミートソース
カルボナーラ
たらこ
和風
ナポリタン
トマトクリーム
ペペロンチーニ
バジルソース
ボンゴレロッソ
ボンゴレビアンコ

５９．７％
５３．２％
５２．１％
５１．１％
５０．９％
４２．３％
３９．９％
３５．２％
３４．８％
３４．１％

●
●
●
●
●
◎
●
◎

香味野菜のミートソース
４種チーズのカルボナーラ
たらこと野沢菜
きのことほうれん草
ソテースパゲティ ナポリタン
海老とほうれん草のトマトクリーム
ソテースパゲティ ペペロンチーニ
コクと香りのバジルソース

●：
「ＴＨＥ ＰＡＳＴＡ」現行メニュー／◎：
「ＴＨＥ ＰＡＳＴＡ」新メニュー
（２０１７年５月 当社ＷＥＢ調査（複数回答）ｎ＝女性１，４０５）

≪製品概要≫
区分
新製品
新製品

製品名
マ･マー ＴＨＥ ＰＡＳＴＡ
海老とほうれん草のトマトクリーム
マ･マー ＴＨＥ ＰＡＳＴＡ
コクと香りのバジルソース
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内容量

希望小売価格
（税抜き）

２９０g

３３０円

２５５g

３３０円

■「マ・マー ガツのせ」

冷凍パスタの新潮流！衝撃のボリューム感「ガツのせ」
～食べごたえのある太麺にガッツリ具材をトッピング～
■見た目も食べごたえも満足できる圧倒的なボリューム感
堅調に伸長し続ける冷凍パスタ市場に、これまでにない圧倒的なボリューム感のある
「マ・マー ガツのせ」シリーズを投入します。食べごたえのある太麺に、ミートボールや
ベーコン、ソーセージといったボリューム感のある具材をトッピングし、見た目も食べご
たえも大満足いただけるシリーズに仕上げました。隠し味にバターとにんにくを加えるこ
とで、パンチのある味に仕上げたケチャップベースの濃厚ナポリタンソースが特長です。

「マ･マー ガツのせ
ミートボール」

「マ･マー ガツのせ ナポリタン
厚切りベーコンと粗挽きソーセージ」

ナポリタン

・厚切りベーコン１枚と、粗挽きソーセージ
2 本を贅沢にトッピング
・３９５ｇの圧倒的なボリューム感

・ミートボールを贅沢に 6 個トッピング
・４３５ｇの圧倒的なボリューム感

≪製品概要≫
区分
新製品
新製品

製品名
マ･マー ガツのせ ナポリタン
ミートボール
マ･マー ガツのせ ナポリタン
厚切りベーコンと粗挽きソーセージ
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内容量

希望小売価格
（税抜き）

４３５g

オープン

３９５g

オープン

■「青の洞窟 彩り野菜の完熟トマトソース」

「青の洞窟」ブランドに完熟トマトソースが新登場
～魅力あるラインアップで「青の洞窟」ならではの贅沢なひとときを提供～
■「青の洞窟 彩り野菜の完熟トマトソース」追加
個食冷凍パスタ高価格帯市場を牽引する「青の洞窟」シリーズからは、「青の洞窟 彩
り野菜の完熟トマトソース」を新発売します。イタリア産完熟トマト果肉の旨みとエクス
トラ・バージン・オリーブオイルの香り広がる贅沢な味わいで、「青の洞窟」ならではの
贅沢なひとときをお楽しみいただけます。
「青の洞窟」シリーズは、今後も魅力あるラインアップで市場を盛り上げます。

「青の洞窟 彩り野菜の完熟トマトソース」
・イタリア産完熟トマト果肉の旨みと、４種の
ハーブ（バジル、ローレル、オレガノ、タイム）、
エクストラ・バージン・オリーブオイルの香り
豊かで上質な味わい
・ベーコンと彩り豊かな揚げなす、グリルパプリ
カ、フライドズッキーニをトッピング

≪製品概要≫
区分
新製品

製品名
青の洞窟 彩り野菜の完熟トマトソース

内容量

希望小売価格
（税抜き）

２９０g

４３０円

以上
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