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２０１７年２月７日 

日清フーズ㈱ ２０１７年春 家庭用冷凍食品新発売 

～こだわりの本格パスタ「ＴＨＥ ＰＡＳＴＡ」シリーズ誕生、「極旨」に焼きそば登場など～ 

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、２０１７年春の家庭用

冷凍食品の新製品１４品目、リニューアル品５品目、合計１９品目を本年３月１日（水）

から全国で発売します。 

 

                       

「いつもの冷凍パスタを、もっとおいし

く食べたい」というお客様のご要望に応え

るべく、新たなスタンダードブランド「マ･

マー ＴＨＥ ＰＡＳＴＡ」が誕生します。 

素材、製法にこだわり、ソースのおいし

さを徹底的に追求した本格パスタを発売し、

冷凍パスタの真・スタンダードブランドと

して、更なる市場拡大を牽引します。 

 

■「極旨」ブランドから、自家製麺シリーズの「国産野菜のソース焼きそば」が新発売！                   
 
国内麦小麦粉を１００％※使用した生パスタで

好評の「極旨」ブランドに、自家製麺の新シリー

ズが登場（※めん中の小麦粉に占める割合）。新たに、

「国産野菜のソース焼きそば」を発売します。 

もちもち食感にこだわった太角麺は、かつお

節粉末を練りこむことで風味豊かに仕上げ、具

材の野菜はすべて国産野菜を使用しています。 
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健康と信頼をお届けする 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 

 

≪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 

 

≪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：山口・松本 

電話：０３－５２８２－６６５０ 

メール：mailbox@mail.nisshin.com  

■真・スタンダードブランド「マ･マー ＴＨＥ ＰＡＳＴＡ」誕生！  

mailto:mailbox@mail.nisshin.com
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真・スタンダードブランド が誕生！ 

～いつもの冷凍パスタを、さらに満足のおいしさに～ 
 
 
 

冷凍パスタを購入する際に重視する点として、４７．１％の方が「価格のわりに味がお

いしい」ことを挙げています（冷凍パスタ自購入・自喫食者N=１，５４８ ＷＥＢ調査，２０１６年１１月実施）。

「マ･マー ＴＨＥ ＰＡＳＴＡ」は、レギュラー価格帯でありながら、ソースの品質に徹底

的にこだわり、多くの皆さまの期待に応えられる製品に仕上げました。 

手に取りやすい価格で、味に満足できる真・スタンダードブランドとして、冷凍パスタ
市場の拡大を牽引します。 

 
 

 

ブランドロゴには、冷凍パスタのスタンダ

ードであることを示す『ＴＨＥ』を冠し、金

色の背景色と合わせて圧倒的な存在感のある

ブランドが登場したことを表現しました。 
 

 
 
同ブランドのラインアップは全７種類。いずれも、素材や製法を見直すなど、ソースの

品質に徹底的にこだわり、「いつもの冷凍パスタを、もっとおいしく食べたい」というニー

ズに応えます。 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「マ･マー ＴＨＥ ＰＡＳＴＡ 
たらこと野沢菜」 
かつお節ときざみ海苔の 
豊かな風味 

「マ･マー ＴＨＥ ＰＡＳＴＡ 
ソテースパゲティ 宮崎県産 
ほうれん草のバター醤油風味」 
丸大豆醤油とベーコンの 
豊かな風味 

「マ･マー ＴＨＥ ＰＡＳＴＡ 
香味野菜のミートソース」 
 
旨み豊かな香味野菜を 
加え、赤ワインとデミ 
グラスソースで仕立てた、 
コク深い味わい。 

「マ･マー ＴＨＥ ＰＡＳＴＡ 
きのことほうれん草」 
丸大豆醤油とかつお節の 
豊かな風味 

「マ･ マー ＴＨＥ ＰＡＳＴＡ 
４種チーズのカルボナーラ」 
 
ベーコンの旨みと４種チーズ 
（クリームチーズ、パルメザン、 
ペコリーノ・ロマーノ、チェダー） 
のコク深く濃厚な味わい。 

「マ･マー ＴＨＥ ＰＡＳＴＡ 
ソテースパゲティ  
ペペロンチーニ」 
エクストラ・バージン・ 
オリーブオイルの豊かな香り 

■ソースのおいしさにこだわった、「マ･マー ＴＨＥ ＰＡＳＴＡ」ブランド誕生！  
 

■「冷凍パスタのスタンダード」を表現したブランドロゴ 

■「マ･マー ＴＨＥ ＰＡＳＴＡ」は全７種類！  

 
 
「マ･マー ＴＨＥ ＰＡＳＴＡ  

  ソテースパゲティ ナポリタン」 
 

フライパンでソテーした時の 
香ばしい炒め感が魅力。 
ジューシーに仕上げたナポリタンは、 
濃厚ケチャップの程よい酸味と 
バターのまろやかさがクセになる  
おいしさ。 
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■「極旨」ブランドから、自家製麺シリーズの「ソース焼きそば」が新発売！ 

国内麦小麦粉を１００％使用※し、食感と素材にこだわった「極旨」ブランドから、「国産

野菜のソース焼きそば」を新発売します（※めん中の小麦粉に占める割合）。 

独自の配合でもちもち食感にこだわった自家製太角麺は、かつお節粉末を練りこむこと

で風味豊かに仕上げました。また、具材に使用した野菜（もやし、キャベツ、たまねぎ、

にんじん）はすべて国産品を使用しました。麺から具材まですべてにこだわることで、冷

凍食品だからこそできるおいしさを実現しています。 

昨年秋に生パスタを発売し、大変好評いただいております「極旨」ブランドに、新たに

「自家製麺」シリーズを投入することで、パスタ以外の製品ラインアップの拡充を図り、

幅広いニーズに応えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「ソースと奏でる味わい生パスタ」シリーズに、“素材練りこみ生パスタ”が新登場 

 家族みんなが気軽に生パスタを楽しめる「マ･マー ソースと奏でる味わい生パスタ」シ

リーズに、「４種チーズのほうれん草カルボナーラ」を追加します。ほうれん草粉末を練り

こんだ鮮やかでもちもち食感の生パスタと、４種のチーズ（パルメザン、クリームチーズ、

チェダー、ペコリーノ・ロマーノ）が奏でる濃厚でコク深いおいしさが楽しめます。 
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■冷凍生パスタ市場 金額市場規模推移（四半期ごと） 

（SRI×SCIデータをベースに当社算出） 

 

「極旨 自家製麺 

国産野菜のソース焼きそば」 
 
・当社独自配合で実現したもちもち食感の太角麺 

・具材に使用した野菜（もやし、キャベツ、 

たまねぎ、にんじん）はすべて国産品を使用 

・しっかり炒めた麺の香ばしさがおいしい 

◆NEW◆ 
「マ･マー ソースと奏でる味わい生パスタ 
４種チーズのほうれん草カルボナーラ」 

「ソースと奏でる味わい生パスタ」は全５品目のラインアップに！ 

昨年秋の「ソースと奏で

る味わい生パスタ」「極旨

生パスタ」シリーズ投入

も貢献し、冷凍生パスタ

市場の規模は拡大を続け

ています！ 
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■「青の洞窟」ブランド は、品質リニューアルでさらに洗練されたおいしさに          
個食冷凍パスタ高価格帯市場を牽引する「青の洞窟」ブランドから今春、「同 燻製チー

ズのカルボナーラ」を新発売します。また、お客様の期待に違わぬ価値とおいしさを継続

的にご提供するため、人気の味である「同 ボロネーゼ」「同 ジェノベーゼ」についても

品質リニューアルを行い、これまで以上にブランド価値を高めていきます。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■1 度に２つの味が楽しめる“だけじゃない”が分かりやすく！「HALF＆HALF」シリーズ   

 １度に２つの味が楽しめることで好評の「ＨＡＬＦ＆ＨＡＬＦ」シリーズは、さらにおい

しく、おしゃれで手に取りやすいパッケージにリニューアルします。パッケージ右上部に

利用方法を分かりやすく訴求したアイコンを記載し、“ちょっと使い”や“カフェ風ランチ”

など、一人ひとりの食スタイルにあった楽しみ方を提案することで、使い勝手抜群の同製

品の魅力を伝え、利用シーンの拡大を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
■紙カップ入りの「２種のパスタ」に、新たな味の組合せを投入 

“レンジで温めて、そのままお弁当に詰めるだけ”で、忙しい朝に便利な「お弁当用」

シリーズに、紙カップ入りの「ナポリタン」と「焼きそば風」を組み合わせた新しい製品

を投入します。カラフルな紙カップでお弁当に彩りも添えます。 

 

 

 

 

 

 

≪製品概要≫  

 

 

RENEWAL 

「青の洞窟 
エクストラ・バージン・オリーブ 

オイル香る ジェノベーゼ」 
香り立つバジルに、エクストラ・ 

バージン・オリーブオイルを 

贅沢に使用した、濃厚で香り高い 

味わい 

RENEWAL 

「青の洞窟 
香味野菜、ハーブ、スパイスの 

香り重なる ボロネーゼ」 
牛肉と香味野菜をじっくり 
煮込み、赤ワインとハーブ、 

スパイスの香りで仕立てた 

芳醇な味わい 

「マ･マー   ＨＡＬＦ＆ＨＡＬＦ 

ミートソース＆トマトクリーム」 

「マ･マー   ＨＡＬＦ＆ＨＡＬＦ 

ナポリタン＆カルボナーラ」 

◆NEW◆ 
「青の洞窟 白ワインで仕立てた  

燻製チーズの カルボナーラ」 

燻製チーズの香り広がる濃厚ソースに、 
ローストアーモンドと黒胡椒を加えた、
あと引く味わい 

全４種類の分かりやすいアイコン！ 

◆ＮＥＷ◆ 
「マ･マー ２種のパスタ 
 ナポリタン＆焼きそば風」 
・ナポリタン  
コーンとハムをトッピングし、 
ナポリタンソースがジューシーな味わい 

・焼きそば風 
野菜の旨みがとけこんだ 
特製焼きそばソースのコク深い味わい 

 
「ナポリタン＆たらこ」は 

パッケージをリニューアル 
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■いつもの食卓に“うれしい”をプラス！「野菜を食べる生パスタ」２品が新登場！    

バランスの良い食生活を意識している方に対して、「うれしい」と「おいしい」の双方を

提供する新たなシリーズを発売します。今回発売する「野菜を食べる生パスタ」は、野菜

粉末を練りこんだ色鮮やかな生パスタに野菜のソースを絡め、さらにたっぷりの野菜をト

ッピングしました。１食として充分満足いただける、優しい味わいに仕上げた製品です。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（※ソース中の野菜も含め、７種類入っています） 

■「食生活で不足しているもの」「気を付けていること」の１位は「野菜」             

食生活に対する意識調査を実施した結果、「食生活で不足していると感じるもの」として

約４６％の方が「野菜」と答えました。また、「食生活で意識して実行していること」とし

て、約２４％の方が「野菜を多く摂ること」を挙げています。このニーズに応えるため、

野菜をたっぷり使用した２品を新発売します。また、「カロリー」「糖質」をパッケージ上

で適切に情報提供を行うことで、日々の食卓に“うれしい”をプラスしていきます。 

 

◆食生活で不足していると感じるもの  ◆食生活で意識して実行していること 

     

  

 （当社ＷＥＢ調査 Ｎ＝３９６、２０１６年１１月実施） 

◆NEW◆ 
「マ・マー 野菜を食べる生パスタ 
トマトのソース」 

・７種の野菜※（トマト、パプリカ、なす、たまねぎ、 

にんじん、にんにく、セロリ）を使用 

・炒めたにんにくとセロリの風味に、ソテーオニオンと 

にんじんの甘みがとけこんだトマトのソース 

・トマト粉末を練りこんだ生パスタフェットチーネ 

◆NEW◆ 
「マ・マー 野菜を食べる生パスタ 
ほうれん草のソース」 

・７種の野菜※（いんげん、たまねぎ、ブロッコリー、 

 ほうれん草、なす、ズッキーニ、しょうが）を使用 

・ソテーオニオンとほうれん草ペーストを贅沢に 

使用し、しょうがをきかせた、ほうれん草のソース 

・ほうれん草粉末を練りこんだ生パスタフェットチーネ 
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＜製品概要＞ 

マ･マーＴＨＥ ＰＡＳＴＡ 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格

（税抜き） 

新製品 マ･マー ＴＨＥ ＰＡＳＴＡ ソテースパゲティ ナポリタン ２９０g ３３０円 

新製品 
マ･マー ＴＨＥ ＰＡＳＴＡ ソテースパゲティ 

宮崎県産ほうれん草のバター醤油風味 
２６５g ３３０円 

新製品 マ･マー ＴＨＥ ＰＡＳＴＡ ソテースパゲティ ペペロンチーニ ２６０g ３３０円 

新製品 マ･マー ＴＨＥ ＰＡＳＴＡ 香味野菜のミートソース ２９０g ３３０円 

新製品 マ･マー ＴＨＥ ＰＡＳＴＡ ４種チーズのカルボナーラ ２９０g ３３０円 

新製品 マ･マー ＴＨＥ ＰＡＳＴＡ きのことほうれん草 ２８０g ３３０円 

新製品 マ･マー ＴＨＥ ＰＡＳＴＡ たらこと野沢菜 ２６５g  ３３０円 

マ･マー ソースと奏でる味わい生パスタ 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格 

（税抜き） 

新製品 
マ･マー ソースと奏でる味わい生パスタ  

４種チーズのほうれん草カルボナーラ 
２８０g ２９０円 

マ･マー ＨＡＬＦ＆ＨＡＬＦ 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格

（税抜き） 

ﾘﾆｭｰｱﾙ マ･マー ＨＡＬＦ＆ＨＡＬＦ ミートソース＆トマトクリーム ２６０ｇ ３２０円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ マ･マー ＨＡＬＦ＆ＨＡＬＦ ナポリタン＆カルボナーラ ２６０ｇ ３２０円 

マ･マー 野菜を食べる生パスタ 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格 

（税抜き） 

新製品 マ･マー 野菜を食べる生パスタ ほうれん草のソース ２６０ｇ オープン 

新製品 マ･マー 野菜を食べる生パスタ トマトのソース ２６０ｇ オープン 

青の洞窟 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格 

（税抜き） 

新製品 青の洞窟 燻製チーズのカルボナーラ ２９０ｇ ４３０円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 青の洞窟 ボロネーゼ ２９０ｇ ４３０円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 青の洞窟 ジェノベーゼ ２７０ｇ ４３０円 

極旨 自家製麺 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格 

（税抜き） 

新製品 極旨 自家製麺 国産野菜のソース焼きそば ２７０ｇ ３９５円 

お弁当 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格

（税抜き） 

新製品 マ･マー ２種のパスタ ナポリタン＆焼きそば風 １４０ｇ ３００円 

ﾊﾟｯｹｰｼﾞ

ﾘﾆｭｰｱﾙ 
マ･マー ２種のパスタ ナポリタン＆たらこ １４０ｇ ３００円 

新製品 マ･マー お弁当用 お助けナポリタン １８０ｇ オープン 

以上 

 


