
※希望小売価格は税抜き表示

内容量 希望小売価格 備考

１５０ｍｌ ２８０円 新製品

１５０ｍｌ ２８０円 新製品

開発背景

商品特長

※希望小売価格は税抜き表示

内容量 希望小売価格 備考

３１０ｇ ２８０円 リニューアル

商品特長

リニューアル
ポイント

・ゆでたてのパスタと合わせるだけの簡単調理です。

・新シリーズ「パスタＮａｖｉ」のラインナップとして、パッケージをリニューアルしました。

・冷めても、おいしさはそのままなので、お子様のお弁当にもぴったりです。

・にんにくなどをみじん切りしたり、調味料を合わせるなどの下ごしらえの手間や時間が省けます。

・ペットボトル容器入りなので、好きな時に好きな分だけ使え、余ったら保存しておくことができます。

・様々な具材の組み合わせを楽しめるため、家庭でのパスタメニューのバリエーションを広げます。

【マ･マー パスタＮａｖｉ　お好みの素材と炒めるパスタソース　ガーリック＆バルサミコ酢】

・家庭では手間がかかったり、焦がして失敗しがちなにんにくや赤唐辛子のおいしさを楽しめるよう、配合を工夫し
ました。失敗することなく、家庭で香味豊かなパスタメニューを味わえます。

【マ･マー パスタＮａｖｉ　お好みの素材と炒めるパスタソース　しょうゆ＆ガーリック】

・香ばしいガーリックと、バルサミコ酢、オリーブを使った、イタリアンな香味がきいた、魅力的なパスタが味わえま
す。

２００８年春夏新製品・リニューアル品一覧表 （常温）

マ･マー　パスタＮａｖｉ　お好みの素材と炒めるパスタソース
ガーリック＆バルサミコ酢

・お好みの素材とゆでたパスタを炒めて合わせるだけの簡単調理で具沢山でおいしいパスタメニューが楽しめま
す。

パスタは、調理方法の簡単さや、素材をたくさん入れられることから、主婦の方々の手軽な「お助けメニュー」とされ
ています。また一方で、家族には野菜をたくさん摂らせたいというニーズがあり、パスタであれば簡単調理で野菜を
たくさん摂れるメニューとなることを幅広く認知していただくことで、市場を活性化するチャンスがあると考えられま
す。こうした手作りニーズを支えるべく、ご家庭でのパスタ調理をおいしく、楽しくナビゲートする新シリーズ「パスタ
Ｎａｖｉ｣を立ち上げ、その第一弾として、お好みの素材を使って手軽においしいパスタメニューを簡単に調理すること
ができる新製品を開発しました。

マ･マー　パスタＮａｖｉ　お好みの素材と炒めるパスタソース
しょうゆ＆ガーリック

■マ・マー　パスタＮａｖｉ

商品名

【シリーズ共通】

・家庭では手間がかかったり、焦がして失敗しがちなにんにくや赤唐辛子のおいしさを楽しめるよう、配合を工夫し
ました。失敗することなく、家庭で香味豊かなパスタメニューを味わえます。

商品名

・数種類の野菜や香辛料を煮込んで作った、ケチャップだけでは出せない、コクのある味わいです。

■マ・マー　パスタＮａｖｉ　具入りケチャッピーナポリタン

マ・マー　パスタＮａｖｉ　お好きな分だけ
具入りケチャッピーナポリタン

・香ばしいしょうゆと、にんにく、赤唐辛子を使った和風な香味が魅力的。イタリアンでありながら、さっぱりとした和
風の味わいのパスタが味わえます。
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■マ･マー あえるだけパスタソース ※希望小売価格は税抜き表示

内容量 希望小売価格 備考

２４ｇ １３０円 リニューアル

２４ｇ １３０円 リニューアル

４８ｇ ２００円 リニューアル

４８ｇ ２００円 リニューアル

５０ｇ ２００円 リニューアル

４８ｇ ２００円 リニューアル

６０ｇ ２００円 リニューアル

１６０ｇ ２５０円 リニューアル

１４０ｇ ２５０円 リニューアル

４６ｇ ２００円 リニューアル

４９ｇ ２００円 リニューアル

１６０ｇ ２５０円 リニューアル

１４０ｇ ２５０円 リニューアル

１６０ｇ ２５０円 リニューアル

開発背景

商品特長

※希望小売価格は税抜き表示

内容量 希望小売価格 備考

２９５ｇ ２６５円 リニューアル

２９５ｇ ２６５円 リニューアル

２９０ｇ ２６５円 リニューアル

２８５ｇ ２９５円 リニューアル

商品特長

マ･マー　あえるだけパスタソース　トマトクリーム

マ･マー　あえるだけパスタソース　ペペロンチー二

マ･マー　あえるだけパスタソース　たらこクリーム生風味(着色料不使用)

マ･マー　あえるだけパスタソース　アラビアータ

マ･マー　あえるだけパスタソース　チーズクリーム

マ･マー　あえるだけパスタソース　バジルソース

商品名

マ･マー　あえるだけパスタソース　たらこ生風味１人前(着色料不使用)

マ･マー　あえるだけパスタソース　からし明太子クリーム生風味
(着色料不使用)

マ･マー　あえるだけパスタソース　たらこ生風味(着色料不使用)

マ･マー　あえるだけパスタソース　からし明太子生風味(着色料不使用)

マ･マー　あえるだけパスタソース　からし明太子生風味１人前
(着色料不使用)

マ･マー　あえるだけパスタソース　ミートソース

マ･マー　あえるだけパスタソース　カルボナーラ

マ･マー　あえるだけパスタソース　きのこと野沢菜　にんにくしょうゆ味

･生クリーム、卵黄、パルメザンチーズに、ベーコン、マッシュルームを加え、ふんわりとクリーミーに仕上げました。
 粗びき黒こしょうのスパイスが効いたコク豊かなおいしさです。

・お肉の旨みを引き立てて、よりミートソースらしいおいしさを実現しました。

･野菜をしっかり炒め、お肉、シェリー酒、香辛料とともに煮込んだ、まろやかでコク豊かな定番のおいしさです。

マ･マー　ミートソース　マッシュルーム入り

マ･マー　ナポリタン

【マ･マー　ミートソース　シェリー酒入り】

マ･マー　カルボナーラ

【マ･マー　カルボナーラ】

・お肉の旨みを引き立てて、よりミートソースらしいおいしさを実現しました。

･野菜をしっかり炒め、お肉、たっぷりのマッシュルーム、香辛料とともに煮込んだ、まろやかでコク豊かな定番のお
いしさです。

･野菜と果実の旨みをじっくりひきだし、たっぷりの完熟トマト、マッシュルームとともに煮込んだ定番のおいしさで
す。

・卵黄とパルメザンチーズの旨みをクリーミーに仕上げたコクの深い本格的なカルボナーラです。

マ･マー　ミートソース　シェリー酒入り

【マ･マー あえるだけパスタソース　カルボナーラ】

■マ･マー　缶パスタソース

商品名

・卵黄、チーズをより多く配合することでさらに風味豊かになりました。

【マ･マー　ナポリタン】

【マ･マー　ミートソース　マッシュルーム入り】

当社調査によれば、市販のたらこパスタソースを使う人の約７割が手作りをした経験があり、そのうちの６割の人は
着色料を使用していないたらこ（生鮮）を使っていることが分かりました。また、その調査では“着色料不使用”という
コンセプトに対する評価は７割超の人が「魅力的」と答えており、多くの支持を得られました。「見栄え｣よりも「安心･
安全｣へと移り変わる消費者志向を踏まえ、主力のたらこ原料を使った商品を“着色料不使用”とします。

【マ･マー あえるだけパスタソース　ミートソース】

・お肉をより多く配合し、よりミートソースらしいおいしさを実現しています。

・お肉と野菜を赤ワインでじっくり煮込んだコクのあるまろやかなおいしさです。

・製法を見直し、「たらこの粒」がつぶれにくい工夫をすることで、しっかりとした粒感が残るようにしました。また、生
風味も一層おいしく感じられるよう品質も向上させています。

【同　たらこクリーム生風味】【同　からし明太子クリーム生風味】

・消費者の「食の安心・安全」に対するニーズの高まりを受け、たらこ原料を使用している商品について着色料不使
用としました。

・「たらこクリーム生風味」「からし明太子クリーム生風味」に関しては、生クリームを配合し、より一層クリーミーなお
いしさを味わっていただけるようにしています。

【マ･マー あえるだけパスタソース　たらこ生風味】【同　からし明太子生風味】

・よりナポリタンらしいコク豊かなおいしさを実現しました。
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※希望小売価格は税抜き表示

内容量 希望小売価格 備考

１５０ｇ １４５円 新製品

１５０ｇ １４５円 リニューアル

１５０ｇ １４５円 リニューアル

１５０ｇ １４５円 リニューアル

１５０ｇ １４５円 新製品

１５０ｇ １４５円 リニューアル

１５０ｇ １４５円 リニューアル

１５０ｇ １４５円 リニューアル

１５０ｇ １４５円 リニューアル

１５０ｇ １４５円 リニューアル

１５０ｇ １４５円 リニューアル

商品特長

･早ゆでですが、形状を工夫することにより、しっかりとした食感をお楽しみいただけます。

※希望小売価格は税抜き表示

内容量 希望小売価格 備考

３００ｇ ２２５円 リニューアル

３００ｇ ２２５円 リニューアル

３００ｇ ２２５円 リニューアル

４５０ｇ ３２５円 リニューアル

４５０ｇ ３２５円 リニューアル

４５０ｇ ３２５円 リニューアル

６００ｇ ４２０円 リニューアル

６００ｇ ４２０円 リニューアル

７００ｇ ４８５円 新製品

７００ｇ ４８５円 リニューアル

７００ｇ ４８５円 リニューアル

３６０ｇ ２９５円 リニューアル

１５０ｇ １４５円 リニューアル

※希望小売価格は税抜き表示

内容量 希望小売価格 備考

３００ｇ ２２５円 リニューアル

３００ｇ ２２５円 リニューアル

４５０ｇ ３３０円 リニューアル

４５０ｇ ３３０円 リニューアル

３００ｇ ２６０円 リニューアル

３００ｇ ２６０円 リニューアル

１５０ｇ １４５円 リニューアル

商品特長

 より伝わりやすいデザインに変更します。

マ・マー プロントサラダスパゲティ １/２サイズ

･「ゆで時間が早い｣ことをシンプルで躍動的なロゴで表現することにより、最大のセールスポイントが

マ･マー　プロントスパゲティ　１．５ｍｍ　４５０ｇ

マ･マー　プロントスパゲティ　１．７ｍｍ　４５０ｇ

マ･マー　プロントスパゲティ　ミニ　１．５ｍｍ　３００ｇ

マ･マー　プロントスパゲティ　ミニ　１．７ｍｍ　３００ｇ

・ゆで時間がたった９０秒という早ゆでタイプなので、調理時間を大幅に短縮できます。

マ･マー　スパゲティ　１.４ｍｍ　３００ｇ

マ･マー　スパゲティ　１.６ｍｍ　３００ｇ

マ･マー　スパゲティ　１.８ｍｍ　３００ｇ

マ･マー　スパゲティ　１.４ｍｍ　４５０ｇ

マ・マー　サラダスパゲティ　１／２サイズ

■マ･マー　ロングパスタ

商品名

マ・マー　密封チャック付　スパゲティ　１.８ｍｍ　７００ｇ

マ・マー　密封チャック付　スパゲティ　１.６ｍｍ　７００ｇ

マ・マー　スパゲティ　ミニ　１.６ｍｍ　３６０ｇ

マ・マー　うれしい早ゆで　サラダペンネ

マ・マー　うれしい早ゆで　サラダクルル

マ･マー　うれしい早ゆで　クイック

マ・マー　うれしい早ゆで　サラダネジーレ

■マ・マー　ショートパスタ

商品名

マ･マー　緑黄色野菜入り　サラダマカロニ

【シリーズ共通】

・ほうれんそう、トマト、にんじんを使った彩り豊かな３色のマカロニです。

・家庭で使いやすい、購入しやすい量目を再検討した結果、１５０ｇに量目を変更しました。
・形状、用途に合わせ、イラストやアイコンを活用した分かりやすい提案型パッケージにしました。

マ･マー　ペンネ

【マ･マー　緑黄色野菜入り　サラダマカロニ】

・1袋に、生鮮野菜換算にして４５ｇの緑黄色野菜を使用しています。

・着色料を使わず、野菜の配合量を多くして、野菜からの自然な色あいにしました。

マ･マー　クルル

商品特長

    により、選びやすいパッケージデザインにしました。

   わかりやすく伝えるようにしました。

【商品特長が分かりやすい提案型パッケージに変更します】

  ・ゆで時間とめんの太さの表記をより分かりやすく、めんの太さごとにその商品特長と用途を明確にすること

マ・マー　密封チャック付　スパゲティ　１.４ｍｍ　７００ｇ

マ・マー　密封チャック付結束　スパゲティ　１.６ｍｍ　６００ｇ

マ･マー　スパゲティ　１.６ｍｍ　４５０ｇ

マ･マー　スパゲティ　１.８ｍｍ　４５０ｇ

マ・マー　密封チャック付結束　スパゲティ　１.４ｍｍ　６００ｇ

マ･マー　サラダスパゲティショート

【マ・マー　早ゆでサラダクルル】

マ･マー　エルボ

マ･マー　サラダマカロニ

マ･マー　プロントスパゲティ　１．７ｍｍ　３００ｇ

  ･料理研究家の山本麗子先生や、枝元なほみ先生のレシピを裏面に掲載し、パッケージ表面にもアイコンで

■マ･マー　プロントスパゲティ

商品名

マ･マー　プロントスパゲティ　１．５ｍｍ　３００ｇ

マ･マー　グラタンマカロニ

8



※希望小売価格は税抜き表示

内容量 希望小売価格 備考

１７０ｇ ３９５円 新製品

１２５ｇ ３９５円 新製品

１１７ｇ ３６５円 リニューアル

１５０ｇ ３９５円 リニューアル

商品特長

※希望小売価格は税抜き表示

内容量 希望小売価格 備考

５５ｇ １４０円 新製品

６０ｇ １４０円 新製品

１３０ｇ ３３０円 リニューアル

１２８ｇ ３３０円 リニューアル

開発背景

商品特長

・冷たい牛乳を加えて冷やすだけで手軽に、ビスケットベース付の本格的なチョコレートムースが作れます。
・甘さを控えめにし、チョコレートのコクを際立たせました。
・ふんわり軽い食感、なめらかな口どけが魅力です。

【日清お菓子百科　クールンレアチーズケーキ】

・冷たい牛乳を加えて冷やすだけで手軽に、ビスケットベース付の本格的なレアチーズケーキが作れます。
・クリームチーズの風味豊かで、さわやかな味わいです。
・しっとりなめらかで、口どけのよさが魅力です。

・卵と牛乳で作る深いコクと、なめらかな口当たりが魅力のカスタードプリンがお楽しみいただけます。
・香ばしく、ほろ苦い特製カラメルソースがカスタードプリンのおいしさを引き立てます。
・ミックス、牛乳、卵黄を鍋で煮る「ひと手間」をかけるつくり方で、日清お菓子百科のコンセプトである「手作りの楽
しさ」が実感できます。

【日清お菓子百科　クールンチョコレートムース】

商品名

■日清お菓子百科

日清お菓子百科　クールンレアチーズケーキ

日清お菓子百科　クールンチョコレートムース

【日清お菓子百科　やわらか杏仁豆腐】

・牛乳で作る濃厚なコクと、とろけるようなやわらかさが魅力の杏仁豆腐がお楽しみいただけます。
・人気の傾向に合わせ、杏仁豆腐自体を濃厚な味わいにし、シロップなしでそのまま食べられるタイプにしました。
・固める原料を見直したため、やわらかい食感を実現しました。
・ミックス、牛乳、卵黄を鍋で煮る「ひと手間」をかけるつくり方で、日清お菓子百科のコンセプトである「手作りの楽
しさ」が実感できます。

日清お菓子百科　なめらかカスタードプリン

日清お菓子百科　やわらか杏仁豆腐

【日清お菓子百科　なめらかカスタードプリン】

２００７年秋に行った「日清お菓子百科」ブランドリニューアルに続く、第２弾です。第１弾でリニューアルしたオーブ
ンミックスは大変好評で、今回、デザートの素(粉末タイプ)に関しても新製品を投入し、市場の活性化を図ります。

■青の洞窟　シェフズコレクション

商品名

青の洞窟　シェフズコレクション
仔牛のボロネーゼ　マスカルポーネチーズソースで

青の洞窟　シェフズコレクション
豚バラ肉のハーブ煮込み　オリーブソースで

青の洞窟　シェフズコレクション　　トマトとバジルのソース

青の洞窟　シェフズコレクション　　魚介のカルボナーラ　うに仕立て

著名イタリアンシェフ監修によるパスタソースのシリーズです。2種類のソースを組み合わせることで、家庭ではなか
なか真似できない本格的で複雑なリストランテの味を手軽に味わうことができます。

【青の洞窟　シェフズコレクション　仔牛のボロネーゼ　　マスカルポーネチーズソースで】

・東京・白金台「リストランテ・ルクソール」のマリオ・フリットリ シェフが監修しました。

・「チーズソース｣が「ボロネーゼソース｣を引き立てる、イタリアンシェフならではの上質で上品な味わいに仕上げて
います。

ボロネーゼソース
仔牛肉を贅沢に使用し、香味野菜、赤ワイン、セージとともに煮込んだ、仔牛肉の旨みを存分に楽しめる香味豊
かなソースです。

チーズソース
生クリームのようなコクがありながらも、さっぱりとした甘みが特長のマスカルポーネチーズをクリーミーに仕上げ
たソースです。

オリーブソース
裏ごしした黒オリーブ、ケーパー、アンチョビソース、にんにくを、エクストラバージンオリーブオイルで仕上げた
ソースです。

【青の洞窟　シェフズコレクション　豚バラ肉のハーブ煮込み　　オリーブソースで】

・大阪・北浜「ポンテベッキオ」の山根大助シェフが監修しました。

・香り高い「豚バラ肉のラグー」と黒オリーブ主体の「オリーブソース」が奏でる複雑な味わいのパスタソースです。

豚バラ肉のラグー
豚バラ肉の旨みを引き立てるように、香味野菜、白ワイン、リンゴピューレ、数種類のハーブ、香辛料で煮込んだ
ソースです。

9


