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２０１９年２月５日 

  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、２０１９年春の家庭用冷凍食

品の新製品１１品目、リニューアル品７品目、合計１８品目を本年３月１日（金）から全国で発売

します。（洋風惣菜シリーズ「Smart Table」は４月３日（水）から発売） 

■ますます高まる中食ニーズにお応えする冷凍洋風惣菜シリーズ「Smart
ス マ ー ト

 Table
テ ー ブ ル

」  

２０１９年１０月からの消費税率の引き上げに伴う軽

減税率の適用等により、ますます需要の拡大が見込まれ

る「中食ニーズ」を満たすべく、冷凍洋風惣菜シリーズ

「Smart Table」を新たに発売します。洋風惣菜は和風

惣菜に次いで利用意向が高いものの、スーパーなどでの

品揃えが少ないというギャップがあります（※１～２）。レン

ジで温めるだけでおしゃれな洋風メニューを簡単に用意

できる「Smart Table」は、消費者の皆さまのニーズに

お応えし、幅広い食卓作りをスマートにサポートしていきます。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健康と信頼をお届けする 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 

 

日清フーズ㈱ ２０１９年春 家庭用冷凍食品新発売 

洋風メニューでおしゃれな食卓づくりをスマートにサポート！ 

冷凍洋風惣菜シリーズ「Smart Table（スマートテーブル）」が新登場 

≪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：開
ひらき

・白石
しろいし

 

電話：０３－５２８２－６６５０ 

メール：mailbox@mail.nisshin.com 

■「Smart Table」 ・・・Ｐ２ ■「マ･マー THE PASTA」 ・・・Ｐ４ 

■「マ･マー わたし思いの」・・・Ｐ３ ■「マ･マー 超もち生パスタ」 ・・・Ｐ４～５ 

■「青の洞窟」            ・・・Ｐ３ ■「マ･マー 大盛りスパゲティ」 ・・・Ｐ５          
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品揃えが 

圧倒的に少ない 

■※１ 惣菜種類別 利用意向 
（一部カテゴリー抜粋） 

■※２ スーパー大手 8社の惣菜アイテム構成 
（米飯除く、一部カテゴリー抜粋） 

「今後利用してみたい、または増やしたいと思う惣菜」 

２０１８年１１月当社Ｗｅｂ調査、週１回以上惣菜利用者 n=６,４５８ 

 

「夕食需要への対応」が本格化する惣菜・ＦＦ市場 

２０１７年 スーパー惣菜/CVS・FF 商品戦略・開発動向総調査 

ＴＰＣマーケティングリサーチ株式会社 
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■「Smart Table」 

■“スマートな食卓”を提案する冷凍洋風惣菜シリーズ「Smart  Table」                                                                                   

調理に手間のかかる洋風メニューを手軽に楽しみたい！そんなニーズに応える冷凍洋風惣菜シ

リーズ「Smart Table」から４品を新発売します。便利なトレイ入りタイプのため、食事のもう

一品としてだけでなく、お酒のおつまみとしてもご利用いただくことができ、さまざまな食卓シ

ーンをスマートにサポートします。 

区分 製品名／特徴 内容量 
希望小売価格

（税抜き） 

新製品 

Smart Table ７種の野菜がうれしい カポナータ ２１０ｇ オープン 

① ７種の野菜（トマト、玉ねぎ、ナス、ズッキーニ、赤黄ピーマ

ン、にんじん、セロリ）を使用 
※ソース中の野菜も含め、7 種類入っています 

② 甘みと酸味が絶妙な完熟トマトソース 

③ あと１品ほしい時にうれしい１トレイ×２個入り 

 

新製品 

Smart Table ７種の野菜がうれしい バーニャカウダ風  ２００ｇ オープン 

① ７種の野菜（にんじん、ブロッコリー、玉ねぎ、カリフラワー、

赤黄ピーマン、にんにく、セロリ）を使用 

※ソースの中の野菜も含め、７種類入っています 

② アンチョビソースとにんにくがきいた特製ソース 

③ あと１品ほしい時にうれしい１トレイ×２個入り 
 

新製品 

Smart Table 

濃厚ソースで食べるラビオリ＆完熟トマトソース 
１３５ｇ オープン 

① 完熟トマトのソースに、バジルとたっぷりのパルメザンチーズ

を加え、オリーブオイルで仕立てた濃厚なソース 

② ハーブが香る、豚ひき肉を包んだ半月型の特製もちもち食感 

ラビオリ 

③ 温めてそのまま食べられる、便利なトレイ入り 

 

新製品 

Smart Table 

濃厚ソースで食べるラビオリ＆チーズクリームソース 
１３５ｇ オープン 

① 北海道産生クリームを使用したクリームソースに、たっぷりの

パルメザンチーズを加え、白ワインの風味をきかせた濃厚なソ

ース 

② ハーブが香る、豚ひき肉を包んだ半月型の特製もちもち食感 

ラビオリ 

③ 温めてそのまま食べられる、便利なトレイ入り 
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■「マ･マー わたし思いの」 

■1／2 日分（※３）の食物繊維入り！「もち麦リゾット」をパッケージリニューアル                      

 もち麦は食物繊維が豊富な健康イメージ食材として、

引き続き注目を集めている食材です。そんな“もち麦”

をお米のかわりに１００％使用した「マ･マー わたし

思いの もち麦リゾット」をパッケージリニューアルし

ます。 

従来よりも「もち麦」を使った製品であることが伝わ

りやすいデザインに変更し、新たに「１／２日分（※３）

の食物繊維（レタス約 3 個分（※４））入り」をパッケー

ジ上で訴求します。 

※３ １人前当り、「日本人の食事摂取基準」（２０１５年版）における成人の一日摂取目標量（20g）の 1／2 量が含まれています。      

※４ 「日本食品標準成分表」２０１５年版（七訂）をもとに算出。レタス１個の重量は３００ｇで換算。 

■「青の洞窟」 

■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                                                  

１９９５年に誕生した本格濃厚イタリアンを追求する「青の洞窟」ブランドより、レギュラータ

イプでは「トマト系」１品を、生パスタタイプでは弾力のある麺の食感に合う「クリーム系」１品

を新たに追加します。 

区分 製品名／特徴 内容量 
希望小売価格

（税抜き） 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 
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 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 
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 

区分 製品名／特徴 内容量 
希望小売価格

（税抜き） 

新製品 

青の洞窟 菜園風 完熟トマトソース ２９０ｇ ４３０円 

① イタリア産完熟トマト果肉の旨みと、エキストラ・バージン・

オリーブオイルの香りで仕上げた上品な味わい 

② 野菜の旨みと、複数のハーブが織り成す奥深さ 

③ 彩り豊かな野菜（揚げなす、フライドズッキーニ、赤黄グリル

パプリカ）をトッピング 
 

新製品 

青の洞窟 生パスタ 魚介のクリームソース ２７０ｇ ４３０円 

① 海老と小柱のミンチをふんだんに使用した、魚介の旨みがあふ

れる濃厚クリームソース 

② 複数のハーブが織り成す、奥深く上品な味わい 

③ 濃厚ソースに良く絡む、独特の弾力と歯切れが特徴のオリジナ

ル生パスタ“リングィーネ”を使用 
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■「マ･マー THE PASTA」 

■冷凍パスタ市場を牽引する主力ブランド「THE PASTA」に新製品２品が登場！        

 昨年のパッケージリニューアル以降も、主力製品を中心に購入規模が大幅に伸長している 

「マ･マー THE PASTA」ブランドから、人気の「トマト系」「オイル系」の新製品２品を発売し

ます。 

 

 

 

 

 

   

 

■「マ･マー 超もち生パスタ」 

■女性に人気の高い生パスタ！「超もち生パスタ」から新製品２品が登場！                         

  ２０代～４０代の女性を中心に支持が高い「生パスタ」の市場規模は、引き続き拡大傾向にあり

ます。「マ･マー 超もち生パスタ」ブランドからは「レモンクリーム」と「ペペロンチーニ」を新

たに発売し、味のバリエーションを拡充します。店頭で選ぶ楽しみを高め、生パスタユーザーの皆

さまのご期待にますます応えていきます。 
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ソテーナポリタン ミートソース カルボナーラ 

2017年 2018年 

区分 製品名／特徴 内容量 
希望小売価格

（税抜き） 

新製品 

マ･マー THE PASTA  

トマトの旨みあふれる アマトリチャーナ 
２６０ｇ ３３０円 

① 程よく酸味のきいた完熟トマトソースに白ワインを加えた上

品な風味 

② ペコリーノ・ロマーノ、パルメザン、チェダーの３種のチーズ

を使用し、コク深い味わいに 

③ たまねぎの甘みと食感が魅力 
 

新製品 

マ･マー THE PASTA 国産キャベツの ペペロンチーニ ２６０ｇ ３３０円 

① にんにくと赤唐辛子に加え、アンチョビの旨みをきかせた、 

後を引く味わい 

② エキストラ・バージン・オリーブオイルの芳醇な香り 

③ 大ぶりにカットしたソーセージと、国産キャベツをトッピング 
 

■THE PASTA（主力 3品） パッケージリニューアル後の購入規模比較 

201７年 201８年 

１００人あたり購入規模（個数）９－１２月比較（インテージＳＣＩ-Ｐ） 

※201７年を 100 とした際の指数                  
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■「マ･マー 大盛りスパゲティ」 

■「大盛りスパゲティ」シリーズに、人気の高い“バター醤油風味”を投入！                         

「マ･マー 大盛りスパゲティ」シリーズからは、人気のメニュー「バター醤油風味」を新発売し

ます。また、横型のパッケージから縦型のパッケージへリニューアルし、店頭でのさらなる存在感

アップを図ります。 

 

 

 

 

以上 

区分 製品名／特徴 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 小柱と枝豆の爽爽
そうそう

レモンクリーム ２７０ｇ オープン 

① 濃厚ソースともちもち生パスタが絡み合うおいしさ 

② レモンの風味と黒胡椒のアクセントが効いた爽やかな味わい 

③ 小柱と枝豆をトッピング 

④ もちもち食感フェットチーネ使用 
 

新製品 

マ･マー 超もち生パスタ あさりの旨辛ぺぺロンチーニ ２７０ｇ オープン 

① 濃厚ソースともちもち生パスタが絡み合うおいしさ 

② あさりの旨みとオリーブオイルの豊かな味わい 

③ あさりとブロッコリーをトッピング 

④ もちもち食感スパゲティ使用 
 

区分 製品名／特徴 内容量 
希望小売価格

（税抜き） 

新製品 

マ･マー 大盛りスパゲティ バター醤油風味 ３３５ｇ ３３５円 

① バターの風味と醤油の香ばしさが特徴 

② 黒胡椒をアクセントにした、飽きのこないクセになる味わい 

③ ほうれん草とベーコンをトッピング 

 

ﾘﾆｭｰｱﾙ マ･マー 大盛りスパゲティ ナポリタン ３６０ｇ ３３５円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ マ･マー 大盛りスパゲティ カルボナーラ ３６０ｇ ３３５円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ マ･マー 大盛りスパゲティ ミートソース ３６０ｇ ３３５円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ マ･マー 大盛りスパゲティ ペペロンチーニ ３２０ｇ ３３５円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ マ･マー 大盛りスパゲティ 和風たらこ ３４０ｇ ３３５円 


