健康と信頼をお届けする
ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ

２０１８年８月３日

日清フーズ㈱ ２０１８年秋 家庭用常温製品新発売
高まる健康意識をサポートするホットケーキミックスやパスタソースを新発売！
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、２０１８年秋の家庭用
常温製品の新製品２１品目、リニューアル品８品目、合計２９品目を本年８月２０日（月）
から全国で発売します。
■高まる“健康意識”をサポートする新製品を発売！
昨今、
「普段の食事を工夫して、健康を気遣いたい」と考える健康意識の高い方が増えて
います。このような皆様のニーズにお応えし、この秋、さまざまなカテゴリーで健康意識
をサポートする新製品を発売します。

“１／３日分の食物繊維”が入った

「マ･マー あえるだけパスタソース」

“小麦全粒粉”
“国産野菜粉末”を配合した

“７種の野菜”を配合した
「マ･マー ごろごろ野菜」
パスタソース

ごく

日清 ホットケーキミックス「極もち®」

■「青の洞窟」ブランドに新たなパスタソース「青の洞窟 ＧＲＡＺＩＡ」が誕生
「欲深い大人の濃厚イタリアン」をコンセプトとする「青の洞窟」ブランドから、贅を
尽くしたパスタソース「青の洞窟 ＧＲＡＺＩＡ（グラツィア）」が誕生し、ボロネーゼ、
カルボナーラ、ボンゴレビアンコの３品を発売
します。ボロネーゼには挽肉、カルボナーラに
はベーコン、ボンゴレビアンコにはあさりをふ
んだんに使用しました。芳醇な香りで仕上げた、
濃厚な味わいのパスタソース３品が、食卓に優
雅なひとときをお届けします。

各カテゴリー別
ページ

■
■
■
■
■

お好み焼粉・たこ焼粉
その他ミックス・パン粉
マカロニグラタン
「マ･マー」パスタソース
「青の洞窟」パスタ・パスタソース

≪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

・・・Ｐ２～４
・・・Ｐ５～６
・・・Ｐ７
・・・Ｐ８～１０
・・・Ｐ１１

≪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
ひらき

総務本部 広報部 担当： 開 ・寺岡
電話：０３－５２８２－６６５０
メール：mailbox@mail.nisshin.com
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■お好み焼粉・たこ焼粉

ロングセラーのお好み焼粉・たこ焼粉を全面一新！
簡便ニーズにお応えする便利なセット品や
市販の千切りカットキャベツで作れるお好み焼粉を新発売
■ロングセラーのお好み焼粉・たこ焼粉は、おいしさと使いやすさを見直し、一新！
発売以来、長く愛され続けている当社定番品の「日清 お好み焼粉」や「日清 たこ焼粉」
は、この秋、①おいしさアップ、②使いやすさの向上、③パッケージデザインの改良を軸
に、全面的に一新します。
①おいしさアップ
だしの味わいと食感を見直し、さらにおいしい仕上がりに！
②使いやすさの向上
使用する際、袋から粉を取り出しやすくなるよう、袋の材質（厚み）を見直し、使い
やすい袋に改良！
③パッケージデザインの改良
「日清 お好み焼粉 ５００ｇ」
「日清 たこ焼粉 ５００ｇ」は、「売上 No.１」
（※）であ
ることがしっかりと伝わるように“売上 No.１アイコン“を追加。
「日清 山いもたっぷりのお好み焼粉」
「日清 だし醤油仕立てのたこ焼粉」は、より高
級感のあるパッケージデザインに変更！
※インテージ SRI お好み焼粉市場 全国・業態計 集計期間：2016 年 5 月～2018 年 4 月 アイテム金額シェア 日清お好み焼粉 500ｇ
インテージ SRI たこ焼粉市場 全国・業態計 集計期間：2013 年 5 月～2018 年 4 月 アイテム金額シェア 日清たこ焼粉 500ｇ

「日清 お好み焼粉 ５００ｇ」
・
“売上Ｎｏ.１アイコン”を追加。
・鰹風味原料を見直し、だし感アップ！

「日清 たこ焼粉 ５００ｇ」
・
“売上Ｎｏ.１アイコン”を追加。
・味のバランスを見直し、旨味がアップ！
・中はよりトロッとした食感に！

「日清 山いもたっぷりの
お好み焼粉 ４００ｇ」
・より高級感のあるパッケージデザインに
変更。
・鰹風味原料を見直し、だし感アップ！
・よりふんわりした食感に！
「日清 だし醤油仕立ての
たこ焼粉 ４００ｇ」
・より高級感のあるパッケージデザインに
変更。
・味のバランスを見直し、旨味がアップし、
そのまま食べてもおいしい！
・中はよりトロッとした食感に！
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■お好み焼粉・たこ焼粉

■「日本コナモン協会」推薦！手軽にできる２人前サイズのセット品を新発売！
より手軽に本格的な味わいを求める方に向けて、
「日本コナモン協会」が推薦する「日清
じゅうはちばん

たこ焼十 八 番 監修 たこ焼セット」
「日清 お好み焼セット ２人前」
「日清 チヂミセット ２
人前」を新発売します。
じゅうはちばん

「たこ焼十八番 」とは？
１９９０年、大阪の西中島に本店を開業した、たこ焼
の名店。驚きのたっぷり揚げ玉が生み出すサクサク食
感と、だしと牛乳を入れて作るクリーミーな味わいが
人気です。
製品の特徴

じゅうはちばん

「日清 たこ焼十 八 番 監修 たこ焼セット」

・「たこ焼十八番」の特徴であるえび粉末入り揚げ玉
をたっぷり使い、お店で提供されているたこ焼のよ
うに仕上がるセット。
・外はたっぷりの揚げ玉のサクサクカリカリ、中はト
ロッとした食感。
・お店で提供されているたこ焼のように、牛乳を使っ
て作る生地でクリーミーな味わい。
・たこ焼粉、えび粉末入り揚げ玉が入ったセット品。

「日清 お好み焼セット ２人前」
・ふんわり食感に仕上がる本格的な味わい。
・お好み焼粉、山いも入りミックス粉、えび
粉末入り揚げ玉、かつお削りぶし、あおさ
が入ったセット品。

「日清 チヂミセット ２人前」
・外はパリッと、中はもっちりとした食感。
・チヂミ粉、特製だれが入ったセット品。

■当社独自配合により市販の千切りカットキャベツで手軽にふんわり食感のお好み焼が作れる！
昨今、世帯構成の変化や個食シーンの高まりもあり、袋入りのカット野菜のニーズは高
まっています。一方、生鮮野菜は価格の変動幅が大きく、中でもキャベツの価格は大きく
変動しています。
このような背景のもと、当社は
カット野菜に着目し、“簡便ニー
ズ”と“個食ニーズ”をかなえる
画期的な製品として、市販の千切
りカットキャベツを使ってお手
軽にお好み焼が作れる「日清 千
切りカットキャベツで美味しい
お好み焼粉」を新発売します。

キャベツの価格とカット野菜の価格の変化
（サラダ用カット野菜：インテージ社 生鮮 POS データ参照、キャベツ 1 玉の販売単価：農林水産省データ参照）
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■お好み焼粉・たこ焼粉

一般的に、千切りカットキャベツでお好み焼を作ると、キャベツから水分が出やすいた
め、薄味に感じやすく、お好み焼を作るのにもコツが必要です。しかし、本製品は当社独
自配合により、市販の千切りカットキャベツとお好みの具材を用意し、混ぜて焼くだけで、
ふんわりと軽い食感のお好み焼を作ることができます。さらに、本製品は、便利な１枚分
設計の使い切りタイプのため、手軽にお好み焼を作ることができ、幅広いご家庭でのお好
み焼の喫食機会アップを目指します。

「日清 千切りカットキャベツで美味しい
お好み焼粉」
◆独自配合で千切りカットキャベツでも
ふんわり仕上がる！
◆鰹、昆布、鶏だしの旨味がしっかり
効いておいしい！
◆１枚分の便利な使いきりタイプ！

≪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 お好み焼粉

５００ｇ

３９８円

新製品

日清 お好み焼粉

１ｋｇ

５８７円

新製品

日清 たこ焼粉

５００ｇ

３９８円

新製品

日清 山いもたっぷりのお好み焼粉

４００ｇ

３０８円

新製品

日清 だし醤油仕立てのたこ焼粉

４００ｇ

３０８円

新製品

日清 たこ焼十八番監修 たこ焼セット

１６０ｇ

３００円

新製品

日清 お好み焼セット ２人前

７７ｇ

３００円

新製品

日清 チヂミセット ２人前

１５０ｇ

２５０円

新製品

日清 千切りカットキャベツで美味しいお好み焼粉

５０ｇ

１２０円
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■その他ミックス・パン粉
ごく

国内麦小麦粉を使用したホットケーキミックス「極もち®」から新製品発売
健康イメージのある「全粒粉」と「野菜粉末」を配合した２品を新発売！
ごく

■ホットケーキミックス「極もち®」から、健康イメージのある食材を配合した２品を新発売！
ごく

「日清 ホットケーキミックス 極もち® 国内麦小麦粉１００％使用」は、特徴的なもっ
ちり、しっとりとした食感、国内麦小麦粉を使用していること等でご好評をいただいてお
り、おかげさまで家庭用ホットケーキミックス市場における販売数量も順調に拡大してい
ます。
ごく

そんな「極もち®」シリーズが持つ特徴を活かしつつ、健康意識の高まりを受けて注目さ
れている食材の「全粒粉」や「野菜粉末」を配合した新たなホットケーキミックス２品を
発売します。
「日清 ホットケーキミックス
ごく

極もち® ザ・ブラン」
・国内麦小麦粉を１００％使用。
・小麦全粒粉（国内麦小麦粉のうち１７％
使用）を配合。
・小麦の豊かな風味のホットケーキに
仕上がる。
ごく

・
「極もち®」の特徴であるもっちり、
しっとりとした食感。
・便利な使いきりタイプ（４枚分）
。

「日清 ホットケーキミックス
ごく

極もち® ザ・ベジ」
・国内麦小麦粉を１００％使用。
・国産野菜（かぼちゃ、にんじん）
粉末配合。
・野菜の甘みがおいしい味わいの
ホットケーキに仕上がる。
ごく

・
「極もち®」の特徴であるもっちり、
しっとりとした食感。
・便利な使いきりタイプ（４枚分）
。

■高級パン専門店「メゾンカイザー」の味わいをご家庭で手軽にお楽しみいただける！
「日清 メゾンカイザー監修 ホームベーカリー用 パンミックス」
は、全国に約３０店舗以上を展開する高級パン専門店の「メゾンカイ
ザー」の監修のもとに開発したパンミックスです。
ドライイーストと水を準備し、ホームベーカリーにセットするだけ
で、お店のような“外はパリッと、中はもっちり”とした食感の本格
的なパンをご家庭で簡単に作ることができます。
パン作りを始めたい方やパンを作る機会が減っている方をターゲ
ットに、本製品と既存の「日清 ホームベーカリー用 ふんわり仕上 メゾンカイザーとは・・・
がるパンミックス」２品で、ホームベーカリーで簡単にお作りいた 厳選素材を用いて、フラン
スの伝統的な製法で、こだ
だけるパンのアレンジメニューの幅を広げ、パン作りの需要喚起を わりのおいしさを提供する
人気のブーランジェリー
図ります。
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■その他ミックス・パン粉
「日清 メゾンカイザー監修 ホームベーカリー用 パンミックス」

◆フランスの田舎パンのような味わい。
◆「メゾンカイザー」のお店のような、本格的な
もっちり食感のパンに仕上がる！
ふんわりとした食感のパンに
仕上げたいときには、既存の
「日清 ホームベーカリー用
ふんわり仕上がるパンミック
ス」がおすすめです。

■好評の「ラク揚げ パン粉」の品質をさらに見直し、リニューアル！
２０１７年春に発売した「日清 小麦粉・卵いらず
ラク揚げ パン粉」は、小麦粉・卵がいらない簡便性
や、使いやすい小容量のボトル入りの容器等で評価を
いただいています。
この秋、消費者の皆様のご要望にお応えし、さらに
品質を見直し、リニューアルします。独自配合により、
食材の水分を吸うことで、食材にしっかりと付着する
ことが特徴の本製品ですが、今回のリニューアルでは、
配合を見直し、とんかつ等の揚げ物に使用する食材へ
の付着性がさらにアップし、揚げた後もしっかりとし
たサクサク食感の衣が残りやすくなります。
ボトル入りタイプ

チャック付タイプ

≪製品概要≫
区分
新製品

製品名
ごく

日清 ホットケーキミックス 極もち ザ・ベジ
ごく

内容量

希望小売価格
（税抜き）

１８０ｇ

２２０円

新製品

日清 ホットケーキミックス 極もち ザ・ブラン

１８０ｇ

２２０円

新製品

日清 メゾンカイザー監修
ホームベーカリー用 パンミックス

５８０ｇ

３８０円

ﾘﾆｭｰｱﾙ

日清 小麦粉・卵いらず ラク揚げ パン粉

８０ｇ

２６０円

ﾘﾆｭｰｱﾙ

日清 小麦粉・卵いらず ラク揚げ パン粉 チャック付

１４０ｇ

２３０円
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■マカロニグラタン

ロングセラーの「マ･マー マカロニグラタン」がもっとおいしく！
当社独自技術のマカロニを使用し、より手作り感のある本格食感のおいしさを実現
■“スーパープロント製法”のマカロニを使用し、より本格食感のマカロニグラタンに！
マカロニとソースミックスがセットになった、別ゆで不要でひとつのお鍋で作れる「マ･
マー マカロニたっぷりグラタンセット」は、当社独自技術の“スーパープロント製法”の
マカロニを使用することで、より手作り感のある本格食感のマカロニグラタンが作れるよ
う、リニューアルします。また、マカロニの長さを短くすることで、お子様でもより食べ
やすい設計に変更しています。
“スーパープロント製法”とは？
当社独自技術で、風ぐるま形状の溝を入れることで、早ゆで
ながら、しっかり弾力のある本格的な食感が楽しめます。

ゆでる前

ゆで上がり

≪製品概要≫
区分
ﾘﾆｭｰｱﾙ
ﾘﾆｭｰｱﾙ
ﾘﾆｭｰｱﾙ
ﾘﾆｭｰｱﾙ

製品名
マ･マー マカロニたっぷりグラタンセット
ホワイトソース用 ２人前
マ･マー マカロニたっぷりグラタンセット
ホワイトソース用 ４人前
マ･マー マカロニたっぷりグラタンセット
チーズソース用 ２人前
マ･マー マカロニたっぷりグラタンセット
ミートソース用 ２人前
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内容量

希望小売価格
（税抜き）

８６ｇ

１４７円

１７２ｇ

２１０円

８６ｇ

１４７円

９６ｇ

１４７円

■「マ･マー」パスタソース

「マ･マー」パスタソースから健康意識をサポートする製品
１／３日分の食物繊維（※１）が手軽に摂れる「あえるだけパスタソース」が新登場
■１／３日分の食物繊維が摂れる「あえるだけパスタソース」２品を新発売！
健康意識が高まる中、不足しがちな栄養素は普段の食事を工夫して摂りたいと考える方
が多い一方で、
「食物繊維」は全年代で摂取目標量に届いていないのが現状です（※２）。この
秋、当社はこの「食物繊維」に着目し、不足しがちな食物繊維を普段の食事で無理なく摂
ることができる「マ･マー あえるだけパスタソース １／３日分の食物繊維」２品を新発売
します。
※１ 「日本人の食事摂取基準」（２０１５年版）における成人の１日摂取目標量（男性２０ｇ、女性１８ｇ）
※２ 「平成２７年 国民健康・栄養調査」

「マ･マー あえるだけパスタソース
１／３日分の食物繊維
ごぼうと香味野菜のミートソース」

「マ･マー あえるだけパスタソース
１／３日分の食物繊維
３種のきのこの和風ソース」

・お肉の旨みに、ごぼうと香味野菜の
風味が重なる味わい豊かなおいしさ！
・１／３日分の食物繊維入り。

・３種のきのこの旨みに、かつおだしの
風味が重なる味わい豊かなおいしさ！
・１／３日分の食物繊維入り。

■「マ･マー あえるだけパスタソース」と「マ･マー たっぷり」シリーズもラインアップ拡充！
「マ･マー あえるだけパスタソース」は、調理の簡便さとラインアップの豊富さでご好
評をいただいておりますが、この秋も新製品として「海老トマトクリーム」を追加し、さ
まざまな味を楽しみたいというニーズにお応えしていきます。
また、大人から子どもまで家族で楽しめるおいしさが人気の「マ･マーたっぷり」シリー
ズは、おかげさまでパスタソース市場シェアＮｏ．１（※３）を獲得しており、この秋は新た
なラインアップとして、トマトのさわやかな甘みを引き立てた「マ･マー トマトの果肉た
っぷりのトマトバジル」を追加します。
※３

ＳＲＩ金額データ（集計期間：２０１７年４月～２０１８年３月）

海老と完熟トマトの
旨みが重なるコク深い
おいしさ！
完熟トマトの甘みと
バジルの豊かな風味が
あふれるさっぱりと
した味わい！
「マ･マー あえるだけパスタソース
海老トマトクリーム」

「マ･マー トマトの果肉たっぷりの
トマトバジル」
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■「マ･マー」パスタソース

■パスタソースやパスタをもっと楽しんでいただくためのアレンジレシピも公開中！
「マ･マー」ブランドでは、昨年より「＃ママワザ（※４）」をキーワードに、特設ＷＥＢ
サイト（http://mamawaza.jp/）上で「マ･マー」製品を使用したレシピを動画等で紹介
するデジタル施策を展開しています。２０１８年秋のパスタソース新製品も、パスタに合
わせるだけでなく、ちょっとした工夫を加えることで、さまざまなアレンジレシピでお使
いいただくことができます。今後もマ･マー製品を使った簡単でおいしく楽しい「＃ママワ
ザ」レシピを次々とご紹介していきますので、ぜひお試しください。
※４「＃ママワザ」とは？

いつもの料理や食卓に、
「マ･マー」製品を使って、ちょっとした工夫をする
ことで「おいしさ」と「おどろき」と「楽しみ」を実現すること

アレンジレシピＵＲＬ：https://nisshin-foods.jp/mama/recipe/
２０１８年秋 マ･マーパスタソース新製品

アレンジレシピ例
「マ･マー あえるだけパスタソース
海老トマトクリーム」使用

「マ･マー トマトの果肉たっぷりのトマトバジル」使用

鶏肉と野菜のトマト煮込み

トマトバジルリゾット

海老トマトクリームバゲット 海老トマトクリームの
クリームコロッケ

■野菜たっぷり「マ・マー ごろごろ野菜」シリーズには「かぼちゃクリーム」が仲間入り
２０１８年春に発売した「マ･マー ごろごろ野菜」シリーズは、２０～３０代の女性を
ターゲットにした、“手軽に”“おいしく”野菜を食べられるパスタソースシリーズです。
この秋は、女性に人気のかぼちゃをメインに７種の野菜を使用した「マ･マー ごろごろ
野菜と赤いんげん豆のかぼちゃクリーム」を新発売します。
既存の２品はパッケージを
明るいデザインにリニューアル！

「マ･マー ごろごろ野菜と赤いんげん豆のかぼちゃクリーム」
・かぼちゃピューレ、じゃがいも、ズッキーニ、赤ピーマン、
たまねぎ、にんじん、にんにくの７種の野菜を配合。
・鮮やかな見た目の赤いんげん豆入り。
・生クリームを加えて仕上げた、まろやかでコクのある味わい。
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■「マ･マー」パスタソース

≪製品概要≫
区分
新製品
新製品

製品名
マ･マー あえるだけパスタソース
１／３日分の食物繊維 ごぼうと香味野菜のミートソース
マ･マー あえるだけパスタソース
１／３日分の食物繊維 ３種のきのこの和風ソース

内容量

希望小売価格
（税抜き）

１４０ｇ

２６０円

１４０ｇ

２６０円

新製品

マ･マー あえるだけパスタソース 海老トマトクリーム

１６０ｇ

２３０円

新製品

マ･マー トマトの果肉たっぷりのトマトバジル

２６０ｇ

２１０円

新製品

マ･マー ごろごろ野菜と赤いんげん豆のかぼちゃクリーム

１４０ｇ

２８０円

ﾘﾆｭｰｱﾙ

マ･マー ごろごろ野菜とオリーブのトマトソース

１５０ｇ

２８０円

ﾘﾆｭｰｱﾙ

マ･マー ごろごろ野菜ときのこの和風ソース 白だし仕立て

１４０ｇ

２８０円
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■「青の洞窟」シリーズ

「青の洞窟」に新たなパスタソース「ＧＲＡＺＩＡ」が誕生！
ソースとの絡みやアルデンテ感にこだわった結束タイプのスパゲッティも新登場
■ふんだんに素材を使用した、濃厚な味わいの「青の洞窟 ＧＲＡＺＩＡ」パスタソース
この秋、
「青の洞窟」ブランドから、贅を尽くしたパスタソース「青の洞窟 ＧＲＡＺＩ
Ａ」が誕生します。イタリア語で“優雅”を意味する“ＧＲＡＺＩＡ（グラツィア）”と
いう言葉に込めた通り、挽肉やベーコン、あさりなどをふんだんに使用し、芳醇な香りで
仕上げた、濃厚な味わいのパスタソース３品が、食卓に優雅なひとときをお届けします。

・ふんだんに使用した挽肉を赤ワ
インで煮込んだ深いコク。
・贅沢な気分が楽しめるポルチー
ニの華やかな香り。

・ふんだんに使用したベーコンの
旨味。
・卵黄とパルミジャーノ・レッジ
ャーノ、生クリームの濃厚で
コク深い味わい。
・ベーコンの旨味に重なるアクセ
ントの別添粗挽き黒胡椒。

・ふんだんに使用したあさりを
白ワインで仕上げた濃厚な旨味。
・エクストラバージンオリーブオ
イルとガーリックの鮮烈な香り。

■「青の洞窟」パスタソースのおいしさが際立ち、溝にソースがよく絡むスパゲッティ
パスタソースとの絡みの良さや、ゆで上がりのアルデンテ感を追求し、原料のデュラム
セモリナにもこだわったプレミアムスパゲッティ「青の洞窟 スパゲッティ １．６ｍｍ チ
ャック付結束タイプ」を新発売し、食卓を華やかに彩ります。
・こだわりのペールリガーテ仕上げ
パスタの表面にほんのわずかに溝を付けた“ペ
ールリガーテ仕上げ”で、ソース絡みの良さと
際立つアルデンテ感をお楽しみいただけます。
・こだわりのデュラムセモリナ使用
鮮やかな黄色い色調と弾力のある食感を実現
しました。
・便利なチャック付結束タイプ
高まる簡便ニーズにお応えし、使いやすさを
重視しました。

≪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 ＧＲＡＺＩＡ ボロネーゼ

１６５ｇ

３３０円

新製品

青の洞窟 ＧＲＡＺＩＡ カルボナーラ

１６０ｇ

３３０円

新製品

青の洞窟 ＧＲＡＺＩＡ ボンゴレビアンコ

１２５ｇ

３３０円

新製品

青の洞窟 スパゲッティ １．６ｍｍ チャック付結束タイプ

５００ｇ

４１５円

以上
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