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２０２２年８月５日 

日清製粉グループの株式会社日清製粉ウェルナ（取締役社長：小池 祐司）は、２０２２年秋の家庭用

常温新製品３５品目（※）、リニューアル品１３品目、合計４８品目を、本年８月２０日（土）から全国で

発売します。 

※「マ･マー チャック付８０g結束スパゲティ１.６mm」のみ、本年９月１日（木）から発売 

■「簡便」「本格」「健康」を軸に、新たな消費トレンドに合った新製品を続々発売 

コロナ禍で定着した内食需要は、昨今の食料品等の価格高騰により、今後は節約ニーズが加わってい

くと当社は予測しています。 

今秋は、当社の３つの基本戦略「簡便」「本格」「健康」に加えて、「節約」や「環境配慮への意識」と

いった新たな消費トレンドを捉えた新製品を発売します。家庭内料理のバリエーションを豊富にするだ

けでなく、無駄なく使える小容量タイプの製品ラインアップも多く揃え、これからの家計を幅広くサポ

ートしていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

日清製粉ウェルナ ２０２２年秋 家庭用常温新製品・リニューアル品 

いまの内食スタイルに「節約」や「環境配慮への意識」といった新たな視点を 

～手軽に楽しめるパスタソースの新シリーズ「青の洞窟 Piccolino」発売～ 

ページ案内 ■パスタソース・調理用ソース（青の洞窟）…Ｐ２～３ 

 ■ミックス・漬け込みたれ …Ｐ３～４ 

 ■乾麺 …Ｐ５ 

■パスタ・パスタソース・調理用ソース（マ･マー） …Ｐ５～６ 

■小麦粉・パンミックス …Ｐ７ 

■レトルト調理品 …Ｐ７ 

■グラタン …Ｐ７～８ 

≪製品に関するお客様のお問合せ先≫ 

株式会社日清製粉ウェルナ 

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：神田・開
ひらき

・徳田 

電話：０３－５２８２－６６５０ 
（お問合せフォームはこちら） 

 

健康と信頼をお届けする 

ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 

 

環境配慮  

紙パッケージ採用 

 

本格「青の洞窟」パスタソース 

新シリーズ 
健康 １束で1/3日分の 

食物繊維がとれるそば 

簡便 味付け簡単！ 

から揚げの漬け込みたれ 

https://www.nisshin.com/inquiry/pr/
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■パスタソース・調理用ソース（青の洞窟） 

■ “贅沢なおいしさ”をより手軽に楽しめる「青の洞窟 Piccolino」シリーズ 

「青の洞窟」ブランドの“本格的なイタリアン”を、より手軽に楽しめるパスタソースとして「青の

洞窟 Piccolino（ピッコリ―ノ）」シリーズを新たに発売します。 

     

【製品の特長】 

・メインディッシュとの食事や軽めの食事、少なめのパスタ量にもちょうど良い、 

より幅広いシーンで楽しめるパスタソース。 

・発売中の「青の洞窟」パスタソースシリーズとは異なる全5種をラインアップ。 

新しいメニューをお楽しみいただけます。 

・環境への配慮として、パッケージの一部にバイオマス原料を使用。 

 

■「 

■「青の洞窟」レギュラーパスタソースとイタリアン調理用ソースがリニューアル 

ご好評をいただいている青の洞窟パスタソース３品は、本格イタリアンの味わいをさらに追求し、お

いしくリニューアルします。 

 イタリアン調理用ソースでは、「完熟トマトの旨味とローズマリーの香り 鶏肉のカチャトーラ」をよ

り濃厚な味わいにリニューアルします。また、「ポルチーニの香りと赤ワインの深いコク 牛肉のソテー」

と「トリュフの香りと生クリームのコク 豚肉のソテー」は、薄切り肉での調理方法も新たに加え、より

手軽にお楽しみいただけるようになります。 

       

区分 製品名 内容量 
希望小売価格

（税込） 

新製品 青の洞窟 Piccolino ３種チーズのボロネーゼ １１０ｇ ２１６円 

新製品 青の洞窟 Piccolino マスカルポーネのポモドーロ １１０ｇ ２１６円 

新製品 青の洞窟 Piccolino あさりと帆立のラグー １００ｇ ２１６円 

新製品 青の洞窟 Piccolino ポルチーニ香るきのこクリーム １１０ｇ ２１６円 

新製品 青の洞窟 Piccolino イカスミのソース １１０ｇ ２１６円 
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■ミックス・漬け込みたれ 

■手作りから揚げを手軽においしくする「漬け込みたれ」が新登場 

 「から揚げの漬け込みたれ しょうゆ味」で漬け込んだ鶏肉に、片栗粉や小麦粉

等、ご自宅にあるお好みの粉をまぶして油で揚げることで、本格的なおいしさを

実現することができます。調味料の計量が不要で、下味の漬け込み時間をわずか

１０分に短縮できます。 

【製品の特長】 

・１０分の漬け込みだけでお肉にしっかりと味が染み込み、 

ジューシーな味わいに仕上がる。 

・にんにくとしょうがのきいたしょうゆ味。 

 

 「日清 から揚げ粉」シリーズは、

味わいはそのままに、鍋に深さ１ｃｍ

の少量の油でも調理ができ、冷めても

ジューシーな食感が味わえる品質に

リニューアルします。また、「日清 中

華街のから揚げ粉 香味しょうゆ味」は

パッケージデザインをリニューアル

します。 

 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格

（税込） 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 青の洞窟 ボロネーゼ １４０ｇ ３２０円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 青の洞窟 カルボナーラ １４０ｇ ３２０円 

新製品 青の洞窟 ズワイ蟹のトマトクリーム １３０ｇ ３２０円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 
青の洞窟 完熟トマトの旨味とローズマリーの香り  

鶏肉のカチャトーラ 
１３０ｇ ２５９円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 青の洞窟 ポルチーニの香りと赤ワインの深いコク 牛肉のソテー １３０ｇ ２５９円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 青の洞窟 トリュフの香りと生クリームのコク 豚肉のソテー １３０ｇ ２５９円 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格

（税込） 

新製品 から揚げの漬け込みたれ しょうゆ味 ４０ｇ １１９円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 日清 から揚げ粉 
１００ｇ １６２円 

８０ｇ １２４円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 日清 から揚げ粉 減塩タイプ １００ｇ １６２円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 日清 から揚げ粉 お肉がソフトになるタイプ １００ｇ １６２円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 日清 中華街のから揚げ粉 香味しょうゆ味 １００ｇ １６２円 
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 お好み焼やたこ焼は、調理に使える具材のバリエーションが豊富であり、ご家庭にあるストック食材

等でも手軽に作ることができる点が、節約メニューとしても注目されています。この秋、様々な具材と

の組み合わせを楽しんでいただけるお好み焼粉とたこ焼粉の新製品計４品を発売します。 

【製品の特長】 

・シンプルな配合設計のため、様々な具材を使って 

お好み焼やたこ焼が楽しめる。 

・２００ｇと４００ｇの２つの容量を展開し、目的に 

応じて最適な製品を選択可能。 

 

 

 

高まる少量使いのニーズにお応えし、当社ロングセラーの「日清 お好み焼粉」と「日清 たこ焼粉」

は３００ｇサイズを追加。「日清 天ぷら粉 チャック付」と「日清 ホットケーキミックス チャック付」

は容量を変更します。また、「日清 小麦粉・卵いらず ラク揚げ パン粉」は、容量や使用用途がよりわ

かりやすく伝わるよう、パッケージデザインをリニューアルします。 

 

  

区分 製品名 内容量 
希望小売価格

（税込） 

新製品 日清 具材を活かすお好み焼粉 
４００ｇ ２４８円 

２００ｇ １５１円 

新製品   日清 具材をたのしむたこ焼粉 
４００ｇ ２４８円 

２００ｇ １５１円 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格

（税込） 

新製品 日清 お好み焼粉 ３００ｇ ３０２円 

新製品 日清 たこ焼粉 ３００ｇ ３０２円 

新製品 日清 天ぷら粉 チャック付 ５００ｇ ３２４円 

新製品 日清 ホットケーキミックス チャック付 ４００ｇ ２１６円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 日清 小麦粉・卵いらず ラク揚げ パン粉 ８０ｇ ２８１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 ２４８円 
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■乾麺 

■１／３日分の食物繊維が１束でとれる「のどこし極みそば」が新登場！ 

 「のどごし極みそば」は、日清製粉グループの独自製法で挽いた小麦ブラン「ナチュ

ブラン」を配合しており、１束で１／３日分の食物繊維（※）がとれる健康機軸の新しい

そばです。 

 

【製品の特長】 

・日清製粉グループが開発した独自素材「ナチュブラン」（小麦ブラン）を配合。 

・１束で１／３日分の食物繊維がとれる。 

・しっかりとしたのどごしが楽しめる。 

 

※１束当たり（８０ｇの場合）、「日本人の食事摂取基準」（２０２０年版）における成人の１日摂取目標量（２１g）の 

１／３量が含まれています。 

 

 

■パスタ・パスタソース・調理用ソース（マ･マー） 

■「マ･マー」ブランドのパスタソースは、今秋も豊富なラインアップを展開 

「マ･マー」ブランドのパスタソースは、定着した内食に加えて、“環境配慮への意識”等といった新

しい消費トレンドに合わせた製品展開をさらに進めてまいります。 

 

マ･マー あえるだけパスタソース 

【製品の特長】 

・環境に配慮した紙パッケージを採用（たらこ／からし明太子／たらこクリームの３種類）。 

・パッケージデザインを一新。 

・ゆでたパスタにあえるだけの簡単調理で、豊かな旨味広がる味わいを楽しめる。 

 

マ･マー たっぷりパスタソース 

「アラビアータ」を新たに追加発売。 

 

【製品の特長】 

・完熟トマトの甘みの中に唐辛子の辛味をきかせたコク豊かな味わい。 

 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格

（税込） 

新製品 のどごし極みそば ２４０ｇ ３５６円 
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マ･マー パスタテーブル（２人前パスタソース） 

「あさりコンソメ」と「ガーリックトマト」を新たに追加発売。 

 

【製品の特長】 

・香味野菜とあさりの旨みが重なる味わいの「あさりコンソメ」 

・トマトの旨みとガーリックの香りが広がる「ガーリックトマト」 

 

マ･マー PRO TASTE（調理用ソース） 

「マ･マー PRO TASTE トマトソース」をリニューアル。 

【製品の特長】 

・より濃厚な味わいにリニューアル。 

・使い切りサイズの個包装。 

・これひとつで味が決まり、色々なメニューに使える。 

 

 

スパゲティ１食分（１００ｇ）を１束にした「マ･マー 結束スパゲティ」は、既存の６００ｇに加え

て４００ｇサイズを追加発売します。さらに、１食で食べる量を少なめにしたい方のニーズにもお応え

し、１束を８０ｇにした製品も新たに発売します。 

 

 

 

 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格

（税込） 

新製品 マ･マー あえるだけパスタソース たらこ 生風味 ４８.８ｇ ２３８円 

新製品 マ･マー あえるだけパスタソース からし明太子 生風味 ４８.８ｇ ２３８円 

新製品 マ･マー あえるだけパスタソース たらこクリーム 生風味 ５０.８ｇ ２３８円 

新製品 マ･マー あえるだけパスタソース きのこと野沢菜 ６０.８ｇ ２３８円 

新製品 マ･マー あえるだけパスタソース ペペロンチーニ ４７.２ｇ ２３８円 

新製品 マ･マー あえるだけパスタソース バジルソース ４６ｇ ２３８円 

新製品 マ･マー トマトの果肉たっぷりのアラビアータ ２４０ｇ ２６５円 

新製品 マ･マー パスタテーブル あさりコンソメ ２２０ｇ １７２円 

新製品 マ･マー パスタテーブル ガーリックトマト ２２０ｇ １７２円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ マ･マー PRO TASTE トマトソース ３袋入り ４２０ｇ ４３２円 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格

（税込） 

新製品 マ･マー 結束スパゲティ１.４mm ４００ｇ ４００円 

新製品 マ･マー 結束スパゲティ１.６mm ４００ｇ ４００円 

新製品 マ･マー チャック付８０g結束スパゲティ１.６mm  ４８０ｇ ４６７円 
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■小麦粉・パンミックス 

■ご家庭でのパン作りをもっと手軽に 

 コロナ禍をきっかけに、ご家庭でのパン作りの需要が増え、強力粉やパンミックスにもさらに使い勝

手の良さが求められるようになりました。 

そこで、当社主力品の強力粉「日清 カメリヤ」は、既存の

１ｋｇに加えて、５００ｇサイズをラインアップに追加します。 

また、発酵いらずで簡単調理が可能な「日清 ３０分で簡単

手づくりミックス こね・パン」は、配合と作り方を改良し、

さらに簡便性を高め、製品名を「日清 ５分こねて焼くだけ簡

単！こね・パン」に変更します。 

 

 

■レトルト調理品 

■あたため不要の「Smart Table のっけめし」にグリーンカレーが新登場 

あたためたパックご飯にかけるだけの簡単調理が楽しめるシリーズ「Smart Table 

のっけめし」から、新たなラインアップとして「グリーンカレー」を発売します。 

 

【製品の特長】 

・まろやかな甘みと青唐辛子のあと引く辛さ。 

・大豆ミートを使用。 

 

 

■グラタン 

■「マ･マー マカロニグラタンセット」はクリーミーでコク深い味わいにブラッシュアップ！ 

 「マ･マー マカロニグラタンセット」は、ソースミックスの配合と調理方法を改良することで、 

クリーミーでコクのある味わいにブラッシュアップします。 

       

区分 製品名 内容量 
希望小売価格

（税込） 

新製品 日清 カメリヤ チャック付 ５００ｇ オープン 

新製品 日清 ５分こねて焼くだけ簡単！こね・パン ４００ｇ ３８９円 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格

（税込） 

新製品 Smart Table のっけめし グリーンカレー ７０ｇ １５１円 
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以上 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格

（税込） 

新製品 マ･マー マカロニグラタンセット ホワイトソース用 ４人前 １３８ｇ ２４０円 

新製品 マ･マー マカロニグラタンセット ホワイトソース用 ２人前 ６９ｇ １６６円 

新製品 マ･マー マカロニグラタンセット ミートソース用 ２人前 ８１ｇ １６６円 

新製品 マ･マー マカロニグラタンセット チーズソース用 ２人前 ６９ｇ １６６円 


