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２０１４年２月６日 

日清フーズ 家庭用冷凍食品２０１４年春夏 

新製品１２品目、リニューアル品１１品目、合計２３品目を新発売 

日清製粉グループの日清フーズ株式会社（社長：岩﨑 浩一）は、２０１４年春夏

家庭用冷凍食品の新製品１２品目、リニューアル品１１品目、合計２３品目を、本年

２月２４日（月）から全国で新発売します。 

 

■好調な１人前冷凍パスタ市場において、ニーズの多様化に対応するアイテムを拡充 

１人前冷凍パスタの市場規模は、前年度比１２４．２％となる４７２億円       

（２０１２年１０月～２０１３年９月、当社推定）と好調に推移しており、冷凍食品

市場を牽引しています。近年、１人前冷凍パスタにおいて、カテゴリー別の市場構成

比や当社アンケート調査から、量や価格帯などの消費者ニーズが多様化していること

が読み取れます。その様な状況の中、４種類のニーズに対応するアイテムを追加、  

拡充することで１人前冷凍パスタ市場のさらなる活性化とシェアの拡大を図ります。 

＜４種類の消費者ニーズと市場構成比（当社分析）＞ 

①お手頃ニーズ               ２０４億円（構成比４３％） 

②量において満足したい大盛りニーズ  ９２億円（構成比２０％） 

③おうち外食・こだわりニーズ  ７６億円（構成比１６％） 

④簡便ニーズ     ６７億円（構成比１４％） 

 

■消費者ニーズに合わせた３つの新シリーズを立ち上げ 

市場規模の大きいお手頃ニーズに応える製品ラインアップの充実として、     

「マ･マー」ブランドだからこそできる、満足の“品質”と“お手頃価格”を実現       

した新シリーズ「マ･マー ゴールド」を投入するほか、レギュラーシリーズを       

新シリーズ「マ･マー 金のスペシャリテ」として一新し、“量”と“品質”ともに       

満足いただける製品設計で高いコストパフォーマンスを実現しました。 

好調に推移する大盛り市場では、「マ･マー 大盛りスパゲティ」シリーズの味わい

を向上させ、量だけでなく品質も満足いただけるようリニューアルします。 

また、女性の社会進出の増加を背景とした簡便ニーズの高まりに対応して、高い  

品質と簡便性を兼ね備えたトレイ付き１人前冷凍パスタの新シリーズ「マ･マー    

黒のスペシャリテ」を投入するほか、本格的なもちもち食感で好評の「マ･マー      

弾む生パスタ」シリーズから朝食シーンの主食にぴったりなトレイ付きスープ２品を

追加します。 

その他、当社独自の技術でプリプリの食感を実現した、お弁当に嬉しい自然解凍の

マカロニサラダを新発売します。 

 

健康と信頼をお届けする 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ
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■日清フーズ家庭用冷凍食品シリーズについて 

※ ★印が今回の新製品・リニューアル品が含まれるシリーズです。 

※ 価格帯は希望小売価格（税抜）で表記しております。 

日清フーズ １人前冷凍パスタシリーズ一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日清フーズ １人前冷凍パスタ以外の新製品シリーズ 

 

 

 

 

 

 

 

製品に関するお問合せ先 

日清フーズ株式会社お客様相談室 電話０１２０－２４４１５７ 

この件に関する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 総務本部 広報部 担当：西室・堀野 

東京都千代田区神田錦町１－２５ 電話０３－５２８２－６６５０ 

価
格
帯 

「青の洞窟 ＦＲＯＺＥＮ ＦＯＯＤ」
香り高く、濃厚な味わいの本格イタリ

アン、極上のおいしさが家庭で手軽に

楽しめます。 

★「マ･マー 弾む生パスタ」スープ

もちもち食感で人気のシリーズから、

朝食シーンの主食にぴったりのスープ

が登場。 

★「自然解凍」 

自然解凍調理ながらプリプリ食感を

実現した新たなパスタ製品。 

 

★「マ･マー 弾む生パスタ」

もちもち食感が特長の人気シリ

ーズ。 

３８０円 

★「マ･マー 黒のスペシャリテ」 

お客様から高まる「簡便ニーズ」を満たしたトレイ付きシリーズ。 

簡便性とおいしさにこだわりました。 

３６０円 

★「マ･マー 大盛りスパゲティ」 

高い人気を集めている大盛りシリーズ。ソース量や味わいを見直し、

ボリューム、おいしさともに満足度がますますアップ。 

３１５円 

★「マ･マー 金のスペシャリテ」 

マ･マーのレギュラーシリーズがさらにおいしく進化しました。 

麺の量が増えて食べごたえがアップし、味わいもより本格的に 

なりました。 ３１０円 

★「マ･マー ゴールド」 

満足の“品質”と“お手頃価格”を実現したシリーズ。 

２８０円 

低 

高 
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■新製品・リニューアル品一覧表 

 

ｶﾃｺﾞﾘ 
新製品／ 

ﾘﾆｭｰｱﾙ品 
製品名 内容量 

希望小売価格

（税抜） 

■マ･マー ゴールド 

新製品 マ･マー ゴールド 香味野菜のナポリタン ２８５ｇ ２８０円 

新製品 マ･マー ゴールド 彩り野菜のミートソース ３０２ｇ ２８０円 

新製品 マ･マー ゴールド チーズのカルボナーラ ２８６ｇ ２８０円 

新製品 マ･マー ゴールド バター醤油風味のたらこときのこ ２５０ｇ ２８０円 

■マ･マー 金のスペシャリテ 

ﾘﾆｭｰｱﾙ品 
マ･マー 金のスペシャリテ  

ソテースパゲティ ナポリタン 
３２０ｇ ３１０円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ品 マ･マー 金のスペシャリテ なす入りミートソース ３３０ｇ ３１０円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ品 マ･マー 金のスペシャリテ クリーミーカルボナーラ ３２０ｇ ３１０円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ品 マ･マー 金のスペシャリテ きのこと野沢菜 ３０５ｇ ３１０円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ品 マ･マー 金のスペシャリテ たらこといか ２９５ｇ ３１０円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ品 
マ･マー 金のスペシャリテ  

いろどり野菜のトマトクリーム 
３２０ｇ ３１０円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ品 マ･マー 金のスペシャリテ ボンゴレビアンコ ２９５ｇ ３１０円 

■マ･マー 大盛りスパゲティ 

新製品 マ･マー 大盛りスパゲティ 和風たらこ ３４０ｇ ３１５円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ品 マ･マー 大盛りスパゲティ ナポリタン ３６０ｇ ３１５円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ品 マ･マー 大盛りスパゲティ ミートソース ３６０ｇ ３１５円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ品 マ･マー 大盛りスパゲティ カルボナーラ ３６０ｇ ３１５円 

■マ･マー 黒のスペシャリテ 

新製品 マ･マー 黒のスペシャリテ とろけるカルボナーラ ２８５ｇ ３６０円 

新製品 マ･マー 黒のスペシャリテ 魚介のペスカトーレ ２８５ｇ ３６０円 

新製品 マ･マー 黒のスペシャリテ 太麺ソテーナポリタン ２８５ｇ ３６０円 

新製品 マ･マー 黒のスペシャリテ たらこといか ２８５ｇ ３６０円 

■マ･マー 弾む生パスタ 

１
人
前
冷
凍
パ
ス
タ 

ﾘﾆｭｰｱﾙ品 マ･マー 弾む生パスタ カルボナーラ ２９０ｇ ３８０円 

新製品 マ･マー 弾む生パスタ スープ ミネストローネ ２１０ｇ ３６０円 
ス ー プ 

新製品 マ･マー 弾む生パスタ スープ クラムチャウダー ２１０ｇ ３６０円 

■マ･マー 自然解凍 （お弁当用） 

お弁当 
新製品 

マ･マー ２種のマカロニサラダ 

 トマト味＆マヨネーズ風味 
８０ｇ ２９０円 
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マ･マー ゴールド 

 

「マ･マー」ブランドだからこそできる 

満足の“品質”と“お手頃価格”を両立した新シリーズ  

 

安全・安心に高い評価をいただいている「マ･マー」ブランドだからできる、満足

の“品質”と“お手頃価格”を実現した新シリーズが「マ･マー ゴールド」です。    

好調に推移する１人前冷凍パスタ市場において、消費増税などによりますます高まる

ことが予想される低価格志向に応えるとともに、トライアルを促進します。 

＜製品特長（シリーズ共通）＞ 

・ゆでたてスパゲティのようなプリプリとした食感 

 

■人気のスパゲティメニューをラインアップ 

 新製品 「マ･マー ゴールド 香味野菜のナポリタン」 

希望小売価格（税抜）：２８０円、内容量：２８５ｇ 

・玉ねぎ、にんじんなどの野菜と、ケチャップの旨みあふれる 

ジューシーな味わい 

・ソーセージとピーマン（緑、赤）をトッピングし、 

彩りも鮮やかに 

 新製品 「マ･マー ゴールド 彩り野菜のミートソース」 

希望小売価格（税抜）：２８０円、内容量：３０２ｇ 

・スパイスの香りと、じっくり煮込んだお肉のジューシーな 

おいしさ 

・揚げなす、ズッキーニ、ピーマン（赤、黄）をトッピングし、 

彩りも鮮やかに 

 新製品 「マ･マー ゴールド チーズのカルボナーラ」 

希望小売価格（税抜）：２８０円、内容量：２８６ｇ 

・卵とチーズのコクとブラックペッパーがアクセントになる 

おいしさ 

・ベーコン、ほうれん草をトッピング 

 新製品 「マ･マー ゴールド バター醤油風味のたらこときのこ」 

希望小売価格（税抜）：２８０円、内容量：２５０ｇ 

・粒感のあるたらことバター醤油の風味がくせになるおいしさ 

・しめじ、まいたけ、のりをトッピング 
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マ･マー 金のスペシャリテ 

 

「マ･マー」レギュラーシリーズを一新 

より満足いただける“量”と“高い品質”で高いコストパフォーマンスを実現 

 

「マ･マー」レギュラーシリーズを増量し、“品質”をアップさせ、新シリーズ    

「マ･マー 金のスペシャリテ」として一新します。より満足していただける“量”と

“高い品質”により、高いコストパフォーマンスを実現しました。 

＜製品特長（シリーズ共通）＞ 

・ゆでたてスパゲティのようなプリプリとした食感 

・１人前で満足の内容量 

 

■具材をふんだんに使用し、味わいも食べ応えもアップ 

ﾘﾆｭｰｱﾙ品「マ･マー 金のスペシャリテ ソテースパゲティ ナポリタン」 

希望小売価格（税抜）：３１０円、内容量：３２０ｇ 

・玉ねぎ、にんじんなどの野菜と、ケチャップの旨み 

あふれるジューシーで、香ばしい炒め感のあるおいしさ 

・ソーセージとピーマン（緑）をトッピングし、 

彩りも鮮やかに 

 

ﾘﾆｭｰｱﾙ品「マ･マー 金のスペシャリテ なす入りミートソース」 

希望小売価格（税抜）：３１０円、内容量：３３０ｇ 

・玉ねぎ、にんじんなどの香味野菜とともにじっくり 

煮込んだお肉のコク豊かなソース 

・香ばしい味わいの揚げなすをトッピング 

 

ﾘﾆｭｰｱﾙ品「マ･マー 金のスペシャリテ クリーミーカルボナーラ」 

希望小売価格（税抜）：３１０円、内容量：３２０ｇ 

・生クリームとチーズのコクとブラックペッパーがアクセント 

になるおいしさ 

・旨み豊かなベーコン、彩り鮮やかなブロッコリーを 

トッピング 

 

ﾘﾆｭｰｱﾙ品「マ･マー 金のスペシャリテ きのこと野沢菜」 

希望小売価格（税抜）：３１０円、内容量：３０５ｇ 

・バター醤油で仕上げた、深くまろやかな味わい 

・４種類のきのこ、野沢菜、ベーコンをトッピング 
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ﾘﾆｭｰｱﾙ品「マ･マー 金のスペシャリテ たらこといか」 

希望小売価格（税抜）：３１０円、内容量：２９５ｇ 

・たらこのおいしさをひき立てるほんのりゆずの香り 

・いか、野沢菜をトッピング 

 

ﾘﾆｭｰｱﾙ品「マ･マー 金のスペシャリテ いろどり野菜のトマトクリーム」 

希望小売価格（税抜）：３１０円、内容量：３２０ｇ 

・５種の野菜とベーコンの旨み豊かな味わい 

・旨み豊かなトマトソースに生クリームを加えた、 

クリーミーで濃厚なソース 

 

ﾘﾆｭｰｱﾙ品「マ･マー 金のスペシャリテ ボンゴレビアンコ」 

希望小売価格（税抜）：３１０円、内容量：２９５ｇ 

・あさりの旨みをひき立てる、味わい深いコンソメ味 

・完熟トマトとパセリで彩り豊かに 
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マ･マー 大盛りスパゲティ 

 

好調に推移する大盛りの１人前冷凍パスタ市場で 

量だけではなく品質も満足のラインアップ 

 

大盛りの１人前冷凍パスタ市場は、前年度の約２．３倍となる９２．１億円      

（２０１２年１０月～２０１３年９月、当社推定）と好調に伸長しています。当社で

は、ソースの量や味わいを向上させることで、品質の面でもより満足度の高い製品に

リニューアルするとともに、新製品を１品追加します。 

 

＜製品特長（シリーズ共通）＞ 

・ゆでたてスパゲティのようなプリプリとした食感 

・１人前で大満足の内容量 

 

■量だけではなく品質も満足のラインアップ 

 新製品 「マ･マー 大盛りスパゲティ 和風たらこ」 

希望小売価格（税抜）：３１５円、内容量：３４０ｇ 

・粒感のあるたらこの旨みが広がる、くせになるおいしさ 

・たらこ、まいたけ、のり、わけぎのきれいな彩り 

 

ﾘﾆｭｰｱﾙ品「マ･マー 大盛りスパゲティ ナポリタン」 

希望小売価格（税抜）：３１５円、内容量：３６０ｇ 

・じっくり炒めた玉ねぎとケチャップの旨みあふれる 

ジューシーな味わい 

・ソーセージとピーマン、にんじんをトッピング 

 

ﾘﾆｭｰｱﾙ品「マ･マー 大盛りスパゲティ ミートソース」 

希望小売価格（税抜）：３１５円、内容量：３６０ｇ 

・揚げなすをトッピング 

・揚げなすの旨みと、じっくり煮込んだお肉のジューシーな 

おいしさ 

 

ﾘﾆｭｰｱﾙ品「マ･マー 大盛りスパゲティ カルボナーラ」 

希望小売価格（税抜）：３１５円、内容量：３６０ｇ 

・なめらかでクリーミーなソースにブラックペッパーの辛味が 

アクセントになるおいしさ 

・旨み豊かなベーコンとまいたけをトッピング 
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マ･マー 黒のスペシャリテ 

 

トレイ付きによる“簡便性”と、ひとつ上の味わいと満足の“品質”を両立した 

１人前冷凍パスタの新シリーズ 

 

女性の社会進出などを背景に、簡便調理のニーズの高まりとともに、“トレイ付き”

１人前冷凍パスタのニーズも拡大することが予想されます。当社が実施したアンケー

ト調査によると、トレイ付き製品については、洗い物が減る、時間が短縮できるとい

ったメリットがある一方で、品質に対する不満や不安も見受けられました。そこで当

社では、トレイによる“簡便性”と、長年の知見と製品開発力による満足度の高い“品

質”を両立した製品を、新シリーズ「マ･マー 黒のスペシャリテ」として展開します。 

＜製品特長（シリーズ共通）＞ 

・そのまま食卓に出せるトレイ付き 

・加熱してもしっかりとした強度を保ち、子供でも取り出しやすいトレイを採用 

・ゆでたてスパゲティのようなプリプリとした食感 

■ひとつ上をいく満足のある味わいと、たっぷり具材が嬉しい製品設計 

 新製品 「マ･マー 黒のスペシャリテ とろけるカルボナーラ」 

希望小売価格（税抜）：３６０円、内容量：２８５ｇ 

・卵とチーズのコクと卵黄風ソースがとろけるおいしさ 

・ベーコンとほうれん草をトッピング 

・ブラックペッパーが味わいのアクセントに 

 

 新製品 「マ･マー 黒のスペシャリテ 魚介のペスカトーレ」 

希望小売価格（税抜）：３６０円、内容量：２８５ｇ 

・トマトと魚介の旨みあふれるおいしさ 

・大きなあさり、エビ、小柱、ズッキーニをトッピング 

 

 新製品 「マ･マー 黒のスペシャリテ 太麺ソテーナポリタン」 

希望小売価格（税抜）：３６０円、内容量：２８５ｇ 

・果実と野菜を煮込んだ、甘みあふれるナポリタンソースを 

ソテーした香ばしく深い味わい 

・歯ごたえのある太めのスパゲティ（２.０ｍｍ） 

 

 新製品 「マ･マー 黒のスペシャリテ たらこといか」 

希望小売価格（税抜）：３６０円、内容量：２８５ｇ 

・焼たらこの香ばしいおいしさに、ほんのり香るゆず風味で 

後引きのある味わいに 

・豊かな風味のきざみのり小袋付き 

・歯ごたえのあるやや太めのスパゲティ（１.８ｍｍ） 
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マ･マー 弾む生パスタ 

 

好調な「マ･マー 弾む生パスタ」シリーズからトレイ付きのスープが登場！ 

朝食シーンでの需要をとらえ“冷凍スープ市場”を開拓 

 

常温（ドライ）のスープ市場は６５２億円（２０１２年度）であるのに対して、     

冷凍のスープ市場は同年度２．５億円とまだまだ小さい状況です（※）。当社では、   

「具が少ない」、「本格的な味がしない」、「お湯を沸かすのが面倒」といった常温    

（ドライ）スープへの不満を解消し、朝食シーンでの主食にぴったりの生パスタ入り

冷凍スープを展開することで、市場の開拓・活性化を図ります。 

※ＱＰＲデータより 

＜製品特長（シリーズ共通）＞ 

・もちもち食感の生パスタ（クルル）入りで、主食としても満足のボリューム 

・トレイ付きで、洗い物が減らせるので忙しい朝にもぴったり 

 

■人気のスープメニューの上位から２品をラインアップ 

 新製品 「マ･マー 弾む生パスタ スープ ミネストローネ」 

希望小売価格（税抜）：３６０円、内容量：２１０ｇ 

・８種の野菜（トマト、玉ねぎ、キャベツ、にんじん、 

ピーマン、ズッキーニ、セロリ、にんにく）とベーコン、 

赤いんげん豆入り 

・ベーコンの旨みとトマトの酸味がきいたこだわりのスープ 

 

 新製品 「マ･マー 弾む生パスタ スープ クラムチャウダー」 

希望小売価格（税抜）：３６０円、内容量：２１０ｇ 

・あさり、マッシュルーム、ポテト、にんじん入り 

・生クリームを使用したあさりの旨みひろがるこだわりの 

スープ 

 

■好調な「マ･マー 弾む生パスタ」のカルボナーラをよりコク深い味わいに 

ﾘﾆｭｰｱﾙ品「マ･マー 弾む生パスタ カルボナーラ」 

希望小売価格（税抜）：３８０円、内容量：２９０ｇ 

・もちもち食感の生パスタ 

・卵黄のコクと３種のチーズ（パルメザン、チェダー、 

ペコリーノ）で濃厚な味わい 

・生クリーム使用 

・厚切りベーコンとほうれん草をトッピング 
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マ･マー 自然解凍（お弁当用） 

 

自然解凍でプリプリ食感のパスタを実現！ 

お弁当に便利な自然解凍のマカロニサラダが登場 

 

冷凍食品のお弁当市場は約１，４００億円（２０１２年度）と冷凍食品全体の     

約４割を占めており、その中でも自然解凍のお弁当冷凍食品市場は毎年伸長を続け 

４００億円を超えています（当社調べ）。 

マカロニサラダはお弁当の彩りを添えるメニューとして需要はあるものの、時間が

経ったマカロニの食感の悪さなどに不満があることが当社調査で分かりました。   

マカロニサラダは、自然解凍では主成分のでんぷんが老化し、本来の食感の実現は  

困難でしたが、当社では独自の新技術により自然解凍でもプリプリの食感を実現しま

した。自然解凍品の投入により、お弁当パスタ市場およびマカロニの需要活性化を  

図ります。 

 

■新技術により自然解凍でもプリプリの食感のパスタを実現 

 新製品 「マ･マー ２種のマカロニサラダ トマト味＆マヨネーズ風味」 

希望小売価格（税抜）：２９０円、内容量：８０ｇ（２種×２個） 

 

・当社独自技術により自然解凍でもプリプリ食感のパスタを実現 

・テリ、ツヤのあるソース 

・トマト味とマヨネーズ風味の２種類を２個ずつパック 

・お弁当に彩りを添えるカラフルな紙カップ入り 

 

 

 

以上 


