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 家庭用冷凍食品新発売
～毎日の食生活をもっと楽しく！「マ・マー わたし思いの」シリーズ新登場～
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、２０１８年秋の家庭用
冷凍食品の新製品１１品目、リニューアル品１２品目、合計２３品目を本年９月４日（火）
から全国で発売します。
■「マ･マー わたし思いの」

■“野菜”と“もち麦”に注目した、健康意識をサポートする新製品を発売！
冷凍パスタへの不満点として具材量と野菜の種類の少なさが挙げられていることから、
これらのニーズにお応えし、手軽に７種の野菜がたっぷり食べられる個食冷凍パスタ
「マ･マー わたし思いの 野菜を食べる生パスタ 赤のソース」
「同 野菜を食べる生パスタ
緑のソース」の２品を新発売します。
また、女性誌やテレビでも特集され、話題の“もち麦”をお米のかわりに１００％使用
した「同 もち麦リゾット 完熟トマトソース」
「同 もち麦リゾット ポルチーニクリーム」
の２品を新発売します。もち麦のぷちぷちとした食感が魅力の個食冷凍リゾットです。
マ･マー わたし思いの 野菜を食べる生パスタ 緑のソース

マ･マー わたし思いの 野菜を食べる生パスタ 赤のソース

・７種の野菜※（たまねぎ、いんげ
ん、ほうれん草、なす、ズッキ
ーニ、ブロッコリー、しょうが）
を使用

・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
※調理された野菜も含め、７種類入っ
ています。

※調理された野菜も含め、７種類入って
います。

・トマトの旨み、ソテーオニオン
とにんじんの甘みが広がる濃
厚ソースに、炒めたにんにくと
セロリの風味が絶妙にマッチ
・もちもちとした生パスタ（フェ
ットチーネ）を使用

・ほうれん草ペーストと甘みのあ
るソテーオニオンを贅沢に使用
したまろやかなソースに、しょ
うがの風味が絶妙にマッチ
・もちもちとした生パスタ（フェ
ットチーネ）を使用

マ･マー わたし思いの もち麦リゾット 完熟トマトソース

マ･マー わたし思いの もち麦リゾット ポルチーニクリーム

・
“もち麦”のぷちぷちとした
魅力的な食感
・ 香味野菜とバジルの香り広
がる深い味わいの完熟トマ
トソース
・赤いんげん豆と、とろーりと
ろけるチーズをトッピング
・１食１９４kcal

・“もち麦”のぷちぷちとした
魅力的な食感
・きのこの旨みと香り、北海道
産生クリームのコク深い濃
厚クリームソース
・ぶなしめじと、とろーりとろ
けるチーズをトッピング
・１食２３２kcal

≪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
≪製品概要≫
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
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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≪製品概要≫
区分

製品名

内容量

希望小売価格
（税抜き）

新製品

マ･マー わたし思いの 野菜を食べる生パスタ 赤のソース

２７０ｇ

オープン

新製品

マ･マー わたし思いの 野菜を食べる生パスタ 緑のソース

２７０ｇ

オープン

新製品

マ･マー わたし思いの もち麦リゾット 完熟トマトソース

２００ｇ

オープン

新製品

マ･マー わたし思いの もち麦リゾット ポルチーニクリーム

２００ｇ

オープン

■「マ･マー THE PASTA」

■売上Ｎｏ．１※の「THE PASTA」は、さらにおいしさ伝わるパッケージに刷新！
個食冷凍パスタ市場における“レギュラー価格帯”カテゴ
リーの市場規模は大きく拡大しています。中でも、
「マ･マー
THE PASTA」シリーズの伸長が市場規模の拡大に大きく貢
献しています。今秋「マ･マー THE PASTA」シリーズのパ
ッケージデザインを、よりおいしさが伝わるよう全面刷新し、
市場での存在感をますます高めます。
また、イタリアンの定番メニューである「同 ボンゴレビ
アンコ」を新発売し、人気の「同 香味野菜のミートソース」
はさらなる品質アップを目指し、リニューアルします。幅広
いニーズにお応えできるよう、強力なラインアップを取りそ
ろえ、個食冷凍パスタ市場を更に牽引します。
※インテージＳＲＩ 冷凍パスタ市場 ２０１７年１月-１２月 ブランド別累計金額ベース

マ･マー THE PASTA ボンゴレビアンコ

マ･マー THE PASTA 香味野菜のミートソース

・じっくりと煮出した濃厚
なあさりのブイヨンを使
用した奥深いおいしさ
・白ワインとオリーブオイ
ルの風味が上品に広がる
・あさりとパセリをトッピ
ング

・デミグラスソースを増
やし、よりコク深い味
わいへ
・肉の旨みと野菜の甘み
のバランスを向上

▼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

▲ソテースパゲティ
ナポリタン

▼たらこと野沢菜

▼海老とほうれん草の
トマトクリーム

▲４種チーズの
カルボナーラ

▲きのことほうれん草

≪製品概要≫
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 ボンゴレビアンコ

２７０ｇ

３３０円

ﾘﾆｭｰｱﾙ

マ･マー THE PASTA 香味野菜のミートソース

２９０ｇ

３３０円
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ﾘﾆｭｰｱﾙ

マ･マー THE PASTA ソテースパゲティ ナポリタン

２９０ｇ

３３０円

ﾘﾆｭｰｱﾙ

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

ﾘﾆｭｰｱﾙ

マ･マー THE PASTA ４種チーズのカルボナーラ

２９０ｇ

３３０円

ﾘﾆｭｰｱﾙ

マ･マー THE PASTA 海老とほうれん草のトマトクリーム

２９０ｇ

３３０円

ﾘﾆｭｰｱﾙ

マ･マー THE PASTA きのことほうれん草

２８０ｇ

３３０円

ﾘﾆｭｰｱﾙ

マ･マー THE PASTA たらこと野沢菜

２６５ｇ

３３０円

■「マ･マー 超もち生パスタ」

■個食冷凍生パスタ市場を牽引する「超もち生パスタ」に２つの新製品を投入！
個食冷凍生パスタ市場の拡大を牽引している「マ･マー 超もち生パスタ」シリーズに、
更なる市場の活性化を目指し、「同 デミグラスソース仕立ての濃厚ボロネーゼ」「同 あさ
りの旨み広がる濃厚バター醤油風味」の２つの新製品を投入します。また、人気の「同 北
海道産生クリームの濃厚明太子クリーム」は、生クリームを増やし、これまで以上におい
しくリニューアルします。
マ・マー 超もち生パスタ
デミグラスソース仕立ての
濃厚ボロネーゼ

・じっくり煮込んだお肉の旨み
とデミグラスソースの豊かな
味わい
・ソースに合った最適な生パス
タとしてもちもち食感のタリ
オリーニを使用

マ・マー 超もち生パスタ
あさりの旨み広がる
濃厚バター醤油風味

・あさりの旨みに、バター醤油
のクセになる味わい
・あさり、ほうれん草、きざみ
海苔をトッピング
・ソースに合った最適な生パス
タとしてもちもち食感のス
パゲティ（丸麺）を使用

マ・マー 超もち生パスタ
北海道産生クリームの
濃厚明太子クリーム

・生クリームを増やし、さらにコ
ク深い味わいに
・明太子の辛みと旨みが溶け込ん
だクリームソースに、ゆずの香
りを加え、余韻のある味わいに
・ソースに合った最適な生パスタ
としてもちもち食感のスパゲ
ティ（丸麺）を使用

≪製品概要≫
区分

製品名

内容量

希望小売価格
（税抜き）

新製品

マ･マー 超もち生パスタ
デミグラスソース仕立ての濃厚ボロネーゼ

２８５ｇ

オープン

新製品

マ･マー 超もち生パスタ
あさりの旨み広がる濃厚バター醤油風味

２６０ｇ

オープン

ﾘﾆｭｰｱﾙ

マ･マー 超もち生パスタ
北海道産生クリームの濃厚明太子クリーム

２７０ｇ

オープン
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■「青の洞窟」

■圧倒的な高付加価値ブランド「青の洞窟」より冷凍個食パスタの新製品が登場
冬の一大イベントとして定着した「青の洞窟イルミネーションイベント」施策等の効果
もあり、「青の洞窟」はますますブランドの価値を高め続けています。
更なる市場の拡大に向けて、濃厚ソースと特製生パスタが絡まる「青の洞窟 生パスタ ジ
ェノベーゼ」を新発売します。また、上品な風味が魅力の「青の洞窟 ズワイ蟹のトマトク
リーム」をラインアップに追加し、さらに、主力の「同 ボロネーゼ」は、より香り豊かに
リニューアル。高価格帯市場をますます牽引していきます。
青の洞窟 ズワイ蟹のトマトクリーム

・ズワイ蟹のほぐし身を使用した、旨
みあふれるソースに、白ワイン、ブ
ランデーで上品な風味を付与
・トマトとコクのある生クリーム、蟹
の風味が奏でる上質なハーモニー

青の洞窟 ボロネーゼ

・エキストラ・バージン・オリーブ
オイルを増やし、高級感のある香
りと風味を向上
・牛挽き肉を１００％使用した肉感
あふれる設計
・香味野菜と複数のスパイスとハー
ブで仕上げた、芳醇かつ上品な味
わい

青の洞窟 生パスタ ジェノベーゼ

・濃厚なバジルソースと、エキスト
ラ・バージン・オリーブオイルの
上品な香り
・３種のチーズと松の実ペーストで
濃厚なコクと深みを付与
・いんげん、黒オリーブ、ダイスポ
テトをトッピング
・濃厚ソースによく絡む、独特の弾
力と歯切れが特長のオリジナル生
パスタ「リングィーネ」使用

≪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 ズワイ蟹のトマトクリーム

２７０ｇ

４３０円

ﾘﾆｭｰｱﾙ

青の洞窟 ボロネーゼ

２９０ｇ

４３０円

新製品

青の洞窟 生パスタ ジェノベーゼ

２７０ｇ

４３０円

■「いろいろ便利な」シリーズ

■様々なシーンでお使いいただける「いろいろ便利な」シリーズのラインアップを拡充！
様々な使用シーンを提案するべく、今春に製品名とパッケージデザイン
を刷新した「いろいろ便利な ナポリタンスパゲティ」と「同 たらこスパ
ゲティ」がさらにおいしくなりました。また、
「同 和風しょうゆスパゲテ
ィ」と「同 ソース焼きそば」が「いろいろ便利な」シリーズに加わり、
全４品のラインアップに拡充しました。昨年より「＃ママワザ（※）」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。製品パッケージや内側トレイ
上部のトップシールには、
「＃ママワザ」特設ＷＥＢサイトにアクセスするためのＱＲコー
ドを記載しており（「同 ソース焼きそば」除く）、引き続きいろいろな用途でご使用いただ
けるよう、情報発信を強化していきます。
※「＃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
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・かつお節の風味
と、濃厚ソース
のジューシーな
味わい

▼いろいろ便利な ソース焼きそば

▼マ･マー いろいろ便利な
和風しょうゆスパゲティ

・利尻昆布と枕崎
産かつお節の香
りが決め手！
・干しえびをトッ
ピングし、彩り
豊かに

おかずにも、お弁当にも！いろいろ使えて嬉しい♪

≪製品概要≫
区分

▲マ･マー いろいろ便利な
ナポリタンスパゲティ

▲マ･マー いろいろ便利な
たらこスパゲティ

製品名

内容量

希望小売価格
（税抜き）

新製品

マ･マー いろいろ便利な たらこスパゲティ

１９５ｇ

３００円

新製品

マ･マー いろいろ便利な 和風しょうゆスパゲティ

１９５ｇ

３００円

ﾘﾆｭｰｱﾙ

マ･マー いろいろ便利な ナポリタンスパゲティ

２４０ｇ

３００円

ﾘﾆｭｰｱﾙ

いろいろ便利な ソース焼きそば

１９５ｇ

３００円

■「ふんわりミニお好み焼」

■「ふんわりミニお好み焼 たこ・いか入り」もさらにおいしくリニューアル
本年３月にパッケージリニューアルをして以降、順調に売り上げを伸ばしている「ふん
わりミニお好み焼 たこ・いか入り」をさらにおいしくリニューアルします。

・ 刻んだたこといかが口の中に広が
る！
・ ふんわりとした食感と口どけの良さ
が特長
・ お好み焼ソース、マヨネーズ風ソー
ス、干しえび、あおさをトッピング
・ おつまみ、おやつ需要に最適！

▲ふんわりミニお好み焼 たこ・いか入り

区分
ﾘﾆｭｰｱﾙ

製品名
ふんわりミニお好み焼 たこ・いか入り

内容量

希望小売価格
（税抜き）

１６０ｇ

３３０円

以上
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