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２０１７年８月４日 

日清フーズ㈱ ２０１７年秋 家庭用常温製品新発売 
「糖質摂取」に気を使う方へ新提案「糖質５０％オフ」タイプ新登場 

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

常温製品の新製品７品目、リニューアル品１２品目、合計１９品目を本年８月２１日（月）

から全国で発売します。 

■糖質５０％オフ、だけどおいしい！“糖質オフ”タイプのミックス粉２品が新登場                                      

 今回、「糖質摂取」に気を使う方向けに、「日清 糖質５０％オフ ホットケーキミックス」

と「日清 糖質５０％オフ お好み焼粉」を発売します。ミックス粉の配合で多くを占める

小麦粉の代わりに食物繊維等を配合することで糖質を低減し、糖質を５０％オフしたミッ

クス粉です。また、小麦粉のトップメーカーとしての知見を活かし、当社独自技術の小麦

粉を配合することで、「おいしさ」と「糖質オフ」の両立を実現しました。 

 

■製品特長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康と信頼をお届けする 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 
 

「日清 糖質５０％オフ※１ ホットケーキミックス」 

①糖質５０％オフ（※１）でありながらふんわり食感を実現。 

甘さ控えめの味わい。 
※１…「日本食品標準成分表２０１５ プレミックス粉 ホットケーキ用」比 

②食物繊維を配合し、ミックス１袋（８０ｇ）当り 

糖質２１．１ｇを実現 

③２枚分×２袋の分包タイプで、少量使いにも便利な設計 

「日清 糖質５０％オフ※２ お好み焼粉」 

①糖質５０％オフ（※２）でありながらふんわり食感を実現。

鰹と昆布のうまみ豊かな味わい。 
※２…「日本食品標準成分表２０１５ プレミックス粉 お好み焼用」比 

②食物繊維を配合し、ミックス１袋（９０ｇ）当り 

糖質１８．４ｇを実現 

③２枚分×２袋の分包タイプで、少量使いにも便利な設計 

≪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：開
ひらき

・寺岡 

電話：０３－５２８２－６６５０ 

メール：mailbox@mail.nisshin.com 

≪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 

 

mailto:mailbox@mail.nisshin.com
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■「糖質オフ・ゼロ」関連市場規模の推移

（富士経済「ヘルス＆ウェルネス食品市場の将来展望２０１６」）

2016年
（見込）

対前年比

111％

対前年比

108％

市場規模
（億円）

■「日清 糖質５０％オフ」 

■「日清 糖質５０％オフ」タイプに関する情報：「糖質オフ・ゼロ」関連市場動向                     

富士経済「ヘルス＆ウェルネス食品市場の将来展望２０１６」によると、「糖質オフ・ゼ

ロ」関連市場は伸長を続け、２０１６年には前年比１０８％の３，４３１億円（見込）ま

で拡大しています。 

近年、糖質オフ・ゼロ関連製品は消費者の皆様の関心が高まっており、当社が２０代か

ら６０代の女性に実施したアンケート調査でも全年代で約半数が「糖質摂取」について

「日々の食生活で気にしている」「時々気にしている」と回答しています。市場でも、酒類

をはじめ、麺類、スイーツなど数多くの糖質オフ・ゼロ関連製品が投入されています。 

 

当社では、高まる糖質オフ・ゼロ関連製品のニーズを受けて、「糖質摂取」に気を使う方々

にもホットケーキやお好み焼をおいしくお楽しみ頂けるよう、「糖質５０％オフ」のミック

ス粉を発売します。 

≪製品概要≫ 

 

 

 

 

 

 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格 

（税抜き） 

新製品 日清 糖質５０％オフ ホットケーキミックス １６０ｇ ３２０円 

新製品 日清 糖質５０％オフ お好み焼粉 １８０ｇ ３２０円 
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メゾンカイザーとは… 
厳選素材を用いて、 

フランスの伝統的な 

製法で、こだわりの 

おいしさを提供する 

人気のブーランジェ 

リーです。 

  

 

 

■「日清 ホームベーカリー用パンミックスセット」「日清 クッキング フラワー®」 

■水を用意してホームベーカリーで焼くだけ！「メゾンカイザー」監修の本格的なパンが作れる     

「日清 ホームベーカリー用パンミックス

セット」は、全国に約３０店舗以上展開する

有名パン専門店「メゾンカイザー」の監修の

下で開発した、パンミックスとドライイース

トのセットです。本製品と水を用意するだけ

で、「メゾンカイザー」監修ならではの食感、

味わいの本格的なパンをホームベーカリーで、

手軽に作ることができます。お好みに合った本

格的な焼き立てパンをご家庭でお楽しみいただ

けるよう、「しっとりタイプ」と「もっちりタ

イプ」の２種類をラインアップしています。材

料の準備や計量を面倒に感じるなどの理由でパ

ンを焼く機会が減っている方や、パン作りを新

たに始めたいと思っている方をターゲットに、

「簡便性」に加えて「本格的な味わい」を切り

口にパン作りの需要喚起を図ります。 

≪製品概要≫ 
 

■累計販売個数１，０００万個突破！使いやすさはそのままにお得なチャック付３００ｇ新登場                                     

 ２０１５年２月の発売以来、累計販売個数１，０００万個※とご

好評をいただいている「日清 クッキング フラワー®」シリーズから

は、“サラサラで溶けやすい”、“ダマにならずに、ふるわずに使える”

といった好評の品質はそのままに、お得な３００ｇの大容量チャッ

ク付タイプを新発売します。これまでの生姜焼きやムニエルといっ

た少量使いのメニューだけでなく、小麦粉使用量の多い天ぷらやホ

ットケーキなど幅広くにご利用いただけます。保存に便利なチャッ

ク付で、ボトルタイプの詰め替え用としてもお使いいただけます。 
※インテージ SRI クッキングフラワー（ボトル・詰め替え用累計）推計販売規模  

集計期間 201５年 2 月～2017 年６月 

≪製品概要≫ 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格 

（税抜き） 

新製品 日清 ホームベーカリー用パンミックスセット 

   しっとりタイプ 
２９２．７ｇ ３００円 

新製品 日清 ホームベーカリー用パンミックスセット 

   もっちりタイプ 
２９２．７ｇ ３００円 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格 

（税抜き） 

新製品 日清 クッキング フラワー® チャック付 ３００ｇ ３００円 

材料は水を用意するだけ！「メゾンカイザー」監修のパンミックスセット 

好評の「日清 クッキング フラワー®」にチャック付３００ｇが新登場 
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 ■「青の洞窟」パスタソース 

■女性に人気のトマトクリーム系の新メニューを追加！既存品もブラッシュアップ           

「青の洞窟」パスタソースをはじめとした１人前パスタソース付加価値タイプに対する 

消費者の皆様のニーズのひとつに、「たくさんのメニューから選びたい」という点がありま 

す。このようなニーズにお応えし、今回、新製品として女性に人気のトマトクリーム系の 

メニューを追加します。また、既存品をリニューアルすることで、おいしさと本格感をさ

らに磨き、ブランド力の強化と、パスタソース市場の活性化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪製品概要≫  

区分 製品名 内容量 
希望小売価格 

（税抜き） 

新製品 青の洞窟 海老の旨味豊かな海老と帆立のトマトクリーム １４０ｇ ２８０円 

新製品 青の洞窟 あさりの旨味広がるボンゴレビアンコ １２０ｇ ２８０円 

リニューアル 青の洞窟 イタリア産完熟トマト果肉のポモドーロ １４０ｇ ２８０円 

リニューアル 青の洞窟 イタリア産完熟トマト果肉のアラビアータ １４０ｇ ２８０円 

リニューアル 青の洞窟 ポルチーニの香り華やぐポルチーニクリーム １４０ｇ ２８０円 

「青の洞窟」パスタソースから、トマトクリーム系の新メニューが登場！ 

既存品もさらにおいしくリニューアル 

「青の洞窟 海老の旨味豊かな海老と帆立のトマトクリーム」 

≪製品特長≫ 

①濃厚な海老と帆立の旨味に、生クリームのコクが重なる 

風味豊かな味わい 

②魚介の旨味を引き立てる、こしょうの風味のアクセント 

「青の洞窟 イタリア

産完熟トマト果肉の 

ポモドーロ」 

味わいのバランスを見

直しながら、オリーブ

オイルを増やして引き

立った、トマトの自然

な旨み 

「青の洞窟 イタリア

産完熟トマト果肉の 

アラビアータ」 

ガーリックオイルと唐

辛子を増やして引き立

った、トマトの味わい

とピリッとした辛味 

「青の洞窟 あさりの

旨味広がるボンゴレ 

ビアンコ」 

オリーブオイルと白ワ

インを増やし、フライド

ガーリックとイタリア

ンパセリのトッピング

の追加で引き立った、あ

さりの旨味 

「青の洞窟 ポルチー

ニの香り華やぐポル 

チーニクリーム」 

ポルチーニペーストを

増やすことで引き立っ

た、きのこの旨味と、

芳醇なポルチーニの香

り 
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     ■「マ･マー」マカロニ 

■「マ･マー」マカロニ レギュラータイプ／早ゆでタイプのパッケージをリニューアル  

「マ･マー」マカロニシリーズは、シリーズ全品のパッケージを、パスタのトップブラン 

ドである「マ･マー」の象徴的なカラーであり、消費者の皆様の認知度が高いトリコロール 

カラーを採用した統一感のあるデザインにリニューアルします。 

また、プリッとした食感で幅広い用途に使用されるレギュラータイプと、近年一層高ま

る時短ニーズを背景に伸長している早ゆでタイプ、それぞれの特長が伝わりやすいパッケ

ージデザインに仕上げました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪製品概要≫ 

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 サラダマカロニ １５０ｇ １５８円 

リニューアル マ･マー 野菜入りサラダマカロニ １５０ｇ １５８円 

リニューアル マ･マー グラタンマカロニ １５０ｇ １５８円 

リニューアル マ･マー ペンネ １５０ｇ １５８円 

リニューアル マ･マー クルル １５０ｇ １５８円 

リニューアル マ･マー 早ゆで３分サラダマカロニ １５０ｇ １５８円 

リニューアル マ･マー 早ゆで１分３０秒クルル １５０ｇ １５８円 

リニューアル マ･マー 早ゆで３分ストレートマカロニ １５０ｇ １５８円 

リニューアル マ･マー 早ゆで３分ペンネ １５０ｇ １５８円 

 以上 

 

「マ･マー」マカロニ レギュラータイプ／早ゆでタイプ 

トリコロールカラーで統一された、新パッケージにリニューアル 

 用途で選びやすいデザインに 
レギュラータイプ／早ゆでタイプ 

レギュラータイプ 

▼ターゲット 

ショートパスタメニューや 

グラタンなど、食感や本格的な 

仕上がりを楽しみたいユーザー 

▼パッケージの訴求ポイント 

・レギュラータイプのマカロニならで

はのプリッとした食感を伝える、 

質感のあるデザイン 

早ゆでタイプ 

▼ターゲット 

サラダや付け合せのメニューを 

手早く調理したいユーザー 

▼パッケージの訴求ポイント 

・ゆで時間を大きく記載することで、

最大の特長である、短いゆで時間が

ひとめでわかるデザイン 

 


