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２０２２年８月５日 

  日清製粉グループの株式会社日清製粉ウェルナ（取締役社長：小池 祐司）は、２０２２年秋の 

家庭用冷凍食品の新製品２０品目、リニューアル品３品目、合計２３品目（※）を、本年９月１日（木）

から全国で発売します。 

（※）「Smart Table」ブランドの「ミニチュロス」、「ミニパンケーキ」の計３品目除く 

   「青の洞窟」冷凍パスタソース・メインディッシュについては、９月２０日（火）から全国で発売します。 

■冷凍食品の製品開発の方針                                        

新しい生活様式が定着しつつある中で、冷凍食品市場全体は拡大を続けるとともに、消費者の 

皆様のニーズもますます多様化しています。 

当社は、「簡便」「本格」「健康」を基本戦略に置きつつ、今秋は「新たな冷凍食品カテゴリーの 

創造」「冷凍パスタのバリエーション強化」を方針に加え製品開発を行いました。変化する消費  

トレンドを捉え、消費者の皆様のニーズにお応えする製品を提案します。 

■新カテゴリーに加え、主力のシリーズのバリエーションを強化！                                        

「おいしいものが食べたい」「プチ贅沢気分を味わいたい」というニーズにお応えし、「青の洞窟」

ブランドは、新たに冷凍パスタソースとメインディッシュをラインアップに追加。さらに今春全面

刷新した「マ･マー THE PASTA」シリーズはメニューの追加や新シリーズを発売します。今秋

は、新カテゴリーの発売や主力シリーズのバリエーションを強化してまいります。 

 

 

健康と信頼をお届けする 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 

 

日清製粉ウェルナ ２０２２年秋 家庭用冷凍食品新製品・リニューアル品 

ますます多様化するニーズに応える２３品目を発売します！ 
～「青の洞窟」に新カテゴリーとなる冷凍パスタソース、メインディッシュが登場～ 
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≪製品に関するお客様のお問合せ先≫ 

株式会社日清製粉ウェルナ 

お客様相談室 

東京都千代田区神田錦町１－２５ 

電話：０１２０－２４４１５７ 

 

≪報道関係者のお問合せ先≫ 

株式会社日清製粉グループ本社 

総務本部 広報部 担当：神田・開
ひらき

・徳田 

電話：０３－５２８２－６６５０ 
（お問合せフォームはこちら） 

 

https://www.nisshin.com/inquiry/pr/
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■青の洞窟 

■「青の洞窟」ブランドから冷凍パスタソースとメインディッシュを新発売！ 

「青の洞窟」ブランドから、新たに冷凍パスタソースとメインディッシュが登場します。コロナ

禍による外食控えで内食機会が増えたことがきっかけで、冷凍食品においても、ご自宅でより  

おいしいものが食べたいというニーズが高まっています。そんな消費者の皆様の声にお応えする 

ため、「青の洞窟」ならではの、本格的なパスタソースとメインディッシュを発売します。 

 

パスタソース 

【製品の特長】 

・素材の香りを引き立てた本格的なパスタソース 

・人気の「ジェノベーゼ」と「牛肉のラグー」の２種類をご用意 

・湯煎調理で、本格的なパスタソースが完成 

 

区分 製品名 内容量 希望小売価格 

新製品 
青の洞窟 パスタソース  

国産フレッシュバジルのジェノベーゼ 
１０８ｇ オープン 

新製品 
青の洞窟 パスタソース 

ハーブとスパイス香る牛肉のラグー 
１５０ｇ オープン 

 

メインディッシュ 

【製品の特長】 

・オーブンで焼いた鶏肉入り 

・玉ねぎの甘みと完熟トマトの旨みが味わえる。 

・湯煎調理でメインディッシュが完成 

 

区分 製品名 内容量 希望小売価格 

新製品 青の洞窟 オリーブの旨味広がる 鶏肉のカチャトーラ ２０２ｇ オープン 

 

■Smart Table 超もちまぜ麺 

■「Smart Table」に新シリーズ「超もちまぜ麺」登場！ 

食卓をスマートに彩る「Smart Table」ブランドに、「超もちまぜ麺」シリーズが加わります。 

小麦の風味が楽しめる独自配合のこだわり自社製麺を使用した、「汁なし担々麺」と「ガパオまぜ

麺」の２種類をご用意しました。もちもちした食感の麺で、かつ

大豆ミートをよりおいしくお召し上がりいただける製品です。 

【製品の特長】 

・国内麦小麦粉使用 

＊麺に使用している粉末状植物性たん白（小麦由来）は国産ではありません。 

・こだわりの自社製麺 

・つるっとした表面で、小麦の風味が楽しめるもちもち食感の麺 

区分 製品名 内容量 希望小売価格 

新製品 Smart Table 超もちまぜ麺 大豆ミートの汁なし担々麺 ２６０ｇ オープン 

新製品 Smart Table 超持ちまぜ麺 大豆ミートのガパオまぜ麺 ２６０ｇ オープン 
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■マ･マー THE PASTA 

■「マ･マー THE PASTA」に、新たなメニューと「贅沢野菜」シリーズが追加！ 

今春、ブランドメッセージを「ソースを食べる絶品パスタ。」に刷新した、「マ･マー THE PASTA」

シリーズに新たなメニューとして「ペペロンチーニ」が加わります。また、人気の「ボロネーゼ」

もより濃厚さをアップして満足感のある品質に刷新します。 

加えて、野菜摂取への意識の高まりに合わせ、同シリーズから野菜をふんだんに使った「贅沢  

野菜」シリーズを新発売します。 

 

マ･マー THE PASTA 

【製品の特長】 

・人気の王道メニュー「ペペロンチーニ」を追加 

・主力製品の「ボロネーゼ」をさらに満足感のある品質に 

刷新  

 

区分 製品名 内容量 希望小売価格 

新製品 
マ･マー THE PASTA ソテースパゲティ 

あさりとイタリア産トマト果肉のペペロンチーニ 
２６５ｇ オープン 

新製品 マ･マー THE PASTA 濃厚ボロネーゼ ２７５ｇ オープン 

 

マ･マー THE PASTA 贅沢野菜 

【製品の特長】 

・贅沢に野菜を使用し、野菜とソースのおいしさにこだわった新たなシリーズ 

・便利なトレイ入り 

 

区分 製品名 内容量 希望小売価格 

新製品 
マ･マー THE PASTA 贅沢野菜 

菜園風オクラとなすのペペロンチーニ 
２３０ｇ オープン 

新製品 
マ･マー THE PASTA 贅沢野菜 

なすとトマト果肉の和風醤油 
２３０ｇ オープン 

新製品 
マ･マー THE PASTA 贅沢野菜 

完熟トマト果肉のラタトゥイユ風 
２３０ｇ オープン 
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■マ･マー 大盛りスパゲティ・大盛り生パスタ 

■「大盛りスパゲティ」シリーズを刷新！「大盛り生パスタ」シリーズも強化  

ご好評いただいている「マ･マー 大盛りスパゲティ」シリーズは今秋、さらにおいしさにこだわ

り、ソースの配合設計を見直し刷新します。「バター醤油風味」はパッケージをリニューアルしま

す。 

また、今春発売した「マ･マー 大盛り生パスタ」シリーズに、「香り立つきのこクリーム」が   

加わります。 

 

マ･マー 大盛りスパゲティ各種 

【製品の特長】 

・ソースの設計を見直し、おいしさにこだわり、品質をさらにブラッシュアップ 

・おいしさがより伝わりやすいパッケージに変更 

 

 

マ･マー 大盛り生パスタ香り立つきのこクリーム 

【製品の特長】 

・秋冬にぴったりな、きのこの香りや旨みを楽しめるクリーミーな味わい 

・トッピングにはぶなしめじ、ソースには細かく刻んだ椎茸を使用 

・クリームソースと相性のよい生パスタフェットチーネを使用 

 

 

区分 製品名 内容量 希望小売価格 

新製品 マ･マー 大盛りスパゲティ ナポリタン ３６０ｇ オープン 

新製品 マ･マー 大盛りスパゲティ ミートソース ３６０ｇ オープン 

新製品 マ･マー 大盛りスパゲティ カルボナーラ ３６０ｇ オープン 

新製品 マ･マー 大盛りスパゲティ 和風たらこ ３４０ｇ オープン 

新製品 マ･マー 大盛りスパゲティ ペペロンチーニ ３２０ｇ オープン 

ﾘﾆｭｰｱﾙ マ･マー 大盛りスパゲティ バター醤油風味 ３３５ｇ オープン 

新製品 マ･マー 大盛り生パスタ 香り立つきのこクリーム ３３０ｇ オープン 
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■マ･マー 超もち生パスタ 

■「マ･マー 超もち生パスタ」の主力２品のソースを改良！ 

２０２０年春の全面リニューアル以降、冷凍生パスタ市場金額シェアＮｏ．１（※）の「マ･マー  

超もち生パスタ」シリーズは主力２品「濃厚海老トマトクリーム」「濃厚明太子クリーム」の    

ソースをさらにおいしく改良します。 

（※）出典：インテージＳＣＩ ２０２０年４月～２０２２年３月  

 

【製品の特長】 

・濃厚海老トマトクリームは、海老の旨味をアップ 

・濃厚明太子クリームは、牛乳を配合し、さらにクリーミー 

 な味わいに 

 

区分 製品名 内容量 希望小売価格 

ﾘﾆｭｰｱﾙ マ･マー 超もち生パスタ 濃厚海老トマトクリーム ２７５ｇ オープン 

ﾘﾆｭｰｱﾙ マ･マー 超もち生パスタ 濃厚明太子クリーム ２７０ｇ オープン 

 

■マ･マー レンジで３分スナックパスタ 

■Z 世代から人気の「のり塩味」のパスタが誕生！   

「マ･マー レンジで３分スナックパスタ」シリーズは、Ｚ世代の声を基に、今春新発売した製品

です。今回、Z 世代に調査し人気だった「のり塩味」を新たに発売します。 

また本シリーズは、「時間をかけずに小腹を満たしたい」「環境に配慮した製品を買いたい」と  

いった Z 世代の声に応えて、内袋を無くして包装を簡素化しています。 

 

【製品の特長】 

・Z 世代の声を反映した新たなメニュー 

・隠し味ににんにくペーストを使用し、のり塩の味をパスタに合うように再現 

 

 

 

区分 製品名 内容量 希望小売価格 

新製品 マ･マー レンジで３分スナックパスタ コク旨のり塩味 １６５ｇ オープン 
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■マ･マー レンジで３分スパゲティ 

■すぐ食べたい時、少量食べたい時にぴったり、定番パスタメニューが発売！   

テレワーク中の“ながら食”などのシーンも定着しつつあり、冷凍パスタを「短い時間で調理  

したい」「定番メニューで味わいたい」という消費者の皆様の声が増えています。そのニーズにお応

えして、新たに「マ･マー レンジで３分スパゲティ」を発売します。 

 

マ･マー レンジで３分スパゲティ 

【製品の特長】 

・調理時間は電子レンジ６００W でたったの３分 

・お好みの具材を加える等、アレンジにもぴったりなシンプル設計 

 

◎和風たらこ 

・バターのコクが味わえる和風たらこスパゲティ 

・キムチやしらすを乗せるなど、アレンジもおすすめ。 

 

◎ナポリタン 

・ケチャップとバターのコクが味わえるナポリタンスパゲティ 

・目玉焼きを乗せたり、オムレツを添えてオムナポリタンにしたりなど、アレンジもおすすめ。 

 

◎カルボナーラ 

・クリーミーなソースのカルボナーラスパゲティ 

・レモンの輪切りやミニトマトの輪切りを添えるなど、アレンジもおすすめ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 製品名 内容量 希望小売価格 

新製品 マ･マー レンジで３分スパゲティ 和風たらこ １８０ｇ オープン 

新製品 マ･マー レンジで３分スパゲティ ナポリタン １８０ｇ オープン 

新製品 マ･マー レンジで３分スパゲティ カルボナーラ １８０ｇ オープン 

 

以上 


