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２０２１年２月１８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、２０２１年春の家庭用常温製品の   

新製品１８品目、リニューアル品１８品目、合計３６品目を、本年２月２２日（月）から全国で発売   

します。 

■高まる簡便調理や健康意識等の様々なニーズに対応した新製品を発売     

新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、働き

方や余暇の過ごし方など生活スタイルが大きく

変化する中、家庭で過ごす時間が増え、内食頻度

の増加とともに、家庭内調理や喫食シーンに  

おける新たなニーズが生まれています。 

当社はこれまで「簡単・便利」「本格」「健康」を軸に、家庭内調理を楽しく簡単にする“スマート・

イエナカ食”をテーマとして、消費者の皆様の多様なニーズにお応えする製品を開発してまいりました。 

今春も、さらに高まる簡便調理のニーズや健康意識に合わせた、「日清 ふりふりカンタン から揚げ粉 

ふり・から しょうが醤油味」や「マ･マー Palette」シリーズ、「マ･マー 早ゆでスパゲティ FineFast 

高たんぱくタイプ」などの新製品を発売し、毎日の食卓をサポートします。 

 

 

 

 

 

 

 

日清フーズ ２０２１年春 家庭用常温製品新発売 

高まる簡便調理のニーズや健康意識に対応した新製品が登場 

～入れて・振って・揚げるだけ「日清 ふりふりカンタン から揚げ粉 ふり・から」を新発売～

～～ 

ページ案内 ■から揚げ粉         …Ｐ２ ■パスタ            …Ｐ２～３ 

■パスタソース・調理用ソース …Ｐ３～４ ■ゆでスパゲッティ          …Ｐ５ 

■レトルト調理品           …Ｐ５ ■天ぷら粉             …Ｐ６ 

■こね・パン                 …Ｐ６ ■乾麺       …Ｐ６ 

■ミックス         …Ｐ７  

 

≪製品に関するお客様のお問合せ先≫ 

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・塩谷 

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 

 

▲コロナ禍で生まれた消費者行動とニーズの変化 

https://www.nisshin.com/inquiry/pr/
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■から揚げ粉 

■パッケージの袋にお肉とお水を入れて振って揚げるだけ！カンタンから揚げ粉 

「日清 ふりふりカンタン から揚げ粉  

ふり・から しょうが醤油味」は、パッケ 

ージの袋を使って下ごしらえができ、  

使う油は深さわずか１ｃｍで簡単に  

から揚げを調理いただける製品です。 

カリッと薄衣タイプで、しょうがの  

きいた定番の醤油味となっており、鶏    

もも肉１枚で１回分使い切りです。

 

 

 

■パスタ（マ･マー） 

■健康意識や簡便性に注目したパスタのラインアップで消費者のニーズに対応！ 

「マ･マー Palette」シリーズは、この春全面刷新を行い、麺のもちもち食感は  

そのままに、ゆで時間が従来の５分から３分となり、より短時間でフェットチーネの

おいしさを楽しむことができます。また、パッケージには「マ･マー」ブランドの  

トリコロールカラーを採用し、消費者の皆様にもおなじみのマ･マーブランドである

ことがわかりやすいデザインに変更します。 

「マ･マー 早ゆでスパゲティ FineFast」シリーズからは、近年、健康への関心の 

高まりから摂取意識が高まっている“たんぱく質”がたっぷり摂れる「マ･マー    

早ゆでスパゲティ FineFast 高たんぱくタイプ １．６mm ３００ｇ」を新発売  

します。ゆで時間は３分で、手軽にたんぱく質をたっぷり摂取することができます。

また、「マ･マー 早ゆでスパゲティ FineFast １．８ｍｍ ５００ｇ」も新登場し、

ラインアップを拡充します。 

 

 

 

 

 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格

（税抜き） 

新製品 日清 ふりふりカンタン から揚げ粉 ふり・から しょうが醤油味 ４０ｇ １４１円 

▲「から揚げ」の調理時に面倒に思うことについての調査結果 
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■パスタ（青の洞窟） 

■「青の洞窟」ブランドからは、独自形状でゆで時間を短縮したパスタが登場 

「青の洞窟」は昨年、ブランド誕生２５周年を迎えました。新たな  

ラインアップとして鮮やかな黄色い色調と弾力のある食感が特徴の 

「青の洞窟 スパゲッティ １．６mm ４００g 結束タイプ」を発売 

します。４つの深い溝を付けた独自形状により、ゆで時間５分で本格的

なアルデンテ食感をお楽しみいただけます。また、スパゲッティの表面は、パスタソースが良く絡む   

ペールリガーテ仕上げにもなっています。 

 

■パスタソース・調理用ソース（マ･マー） 

■ご家庭での様々な喫食シーンに対応したパスタソースが登場！ 

「マ･マー たっぷりパスタソース」シリーズからは、新たな 

ラインアップとして「トマトの果肉たっぷりのガーリック   

トマト」、「ミルクたっぷりの明太子クリーム」を発売し、内食  

シーンの増加に対応します。また、幅広いメニューにお使いいた

だける調理用ソース「マ･マー PRO TASTE」シリーズからは、  

「ホワイトソース」を新しくラインアップに追加します。 

「マ･マー 具入りケチャッピー ナポリタン」、「マ･マー 具入りデミッピー ボロネ

ーゼ」はボトル容器のため使用量を調整できる点や、具材入りのためアレンジ料理 

への汎用性が高い点が特徴のパスタソースです。新パッケージでは、アレンジレシピ

の“＃ママワザ”のアイコンと、レシピサイトのＱＲコードを表面に掲載し、料理の    

レパートリーを増やすサポートをします。 

              

      

 

 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格

（税抜き） 

新製品 
マ･マー Palette  

小鍋で３分フェットチーネ プレーン 
８０ｇ １４０円 

新製品 
マ･マー Palette  

小鍋で３分フェットチーネ ほうれん草粉末入り 
８０ｇ １４０円 

新製品 
マ･マー 早ゆでスパゲティ  

FineFast 高たんぱくタイプ １．６mm ３００ｇ 
３００ｇ ３００円 

新製品 
マ･マー 早ゆでスパゲティ  

FineFast １．８mm ５００ｇ 
５００ｇ ３８０円 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格

（税抜き） 

新製品 青の洞窟 スパゲッティ １．６mm ４００g 結束タイプ ４００ｇ ３３０円 

▲“＃ママワザ”のアイコンとＱＲコード 
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■パスタソース（青の洞窟） 

■「青の洞窟」パスタソースは引き続きラインアップを拡充！ 

「青の洞窟」は、本格的なイタリアンの味わいを知っていただく

ためにラインアップの拡充を続けてきました。この春も引き続き、

本格的なおいしさをお届けするため、３種のチーズのコクに   

トリュフの香りが特徴の「トリュフ 香るチーズクリーム」と、  

お肉と７種の野菜をじっくり煮込んだコクのある「クリーミー  

ボロネーゼ」の２品を発売します。 

 

■パスタソース（“カラダに、おいしいこと。”） 

■肌に関するニーズの変化に対応した機能性表示食品を新発売 

コロナ禍においてマスクの着用が常態化し、肌に関するニーズ

が変化したことに対し、機能性表示食品「マ･マー “カラダに、 

おいしいこと。”」シリーズから、濃厚なトマトの味わいをお楽しみ

いただけるとともに、アスタキサンチン（※）の働きにより“肌のう

るおいを守るのを助ける”「濃厚ポモドーロ」、「濃厚アラビアータ」

の２品を新たに発売します。 

（※）魚介類、藻類に含まれる赤色の色素成分（カロチノイド） 

 

 

 

 

 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格

（税抜き） 

新製品 マ･マー トマトの果肉たっぷりのガーリックトマト ２４０ｇ ２１０円 

新製品 マ･マー ミルクたっぷりの明太子クリーム ２４０ｇ ２１０円 

新製品 マ･マー PRO TASTE ホワイトソース ３袋入り ３９０ｇ ４００円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ マ･マー 具入りケチャッピー ナポリタン ３００ｇ ２９５円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ マ･マー 具入りデミッピー ボロネーゼ ３００ｇ ２９５円 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格

（税抜き） 

新製品 青の洞窟 トリュフ香るチーズクリーム １３０ｇ ２８０円 

新製品 青の洞窟 クリーミーボロネーゼ １４０ｇ ２８０円 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格

（税抜き） 

新製品 マ･マー “カラダに、おいしいこと。” 濃厚ポモドーロ １４０ｇ ３３０円 

新製品 マ･マー “カラダに、おいしいこと。” 濃厚アラビアータ １４０ｇ ３３０円 
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■ゆでスパゲッティ 

■「マ･マー ゆでスパゲッティ」シリーズは品質とパッケージを一新！ 

「マ･マー ゆでスパゲッティ」シリーズは、常温保管可能なゆで麺と粉末ソースやレトルトパスタ 

ソースがセットになっており、麺をゆでずにフライパンで炒め、ソースと合わせるだけで簡単に調理が

できるロングセラーの簡便パスタです。この春は、小麦粉をデュラムセモリナ１００％に変更し、   

スパゲッティらしいしっかりとした食感にリニューアルするとともに、おいしさが伝わるような新たな

調理写真としました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■レトルト調理品 

■内食需要に対応した洋風シチューを新発売！ 

新シリーズの「マ･マー Chef’s pot（シェフズポット）」から

は、「ごろっと牛肉のブラウンシチュー」と「ごろっと鶏肉のクリ

ームシチュー」が登場します。シチューには存在感のある具材が

入っており、パンと一緒にお召し上がりいただくとさらに大満足

の一食となります。内食需要が高まっている中、ご自宅での   

食事をおいしくサポートします。 

 

 

 

 

 

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 ゆでスパゲッティ イタリアン １６８.５ｇ １３０円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ マ･マー ゆでスパゲッティ イタリアン（２食入）  ３３７ｇ ２４０円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ マ･マー ゆでスパゲッティ イタリアン（３食入） ５０５.５ｇ ３６０円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ マ･マー ゆでスパゲッティ ナポリタン １６８.５ｇ １３０円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ マ･マー ゆでスパゲッティ ミートソース  ２２５ｇ １９５円 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格

（税抜き） 

新製品 マ･マー Chef’s pot ごろっと牛肉のブラウンシチュー １８０ｇ ４００円 

新製品 マ･マー Chef’ s pot ごろっと鶏肉のクリームシチュー １８０ｇ ４００円 
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■天ぷら粉 

■「日清 天ぷら粉」は新パッケージに！ 

「日清 天ぷら粉」はパッケージをリニューアルしました。調理写真の具材 

の種類を増やして彩りを出し、食卓での調理や盛り付けをよりイメージ   

しやすくしました。（４月以降、順次リニューアル予定） 

 

 

 

■こね・パン 

■発酵いらずでカンタン調理！３０分で簡単に無発酵パンが作れます 

「日清 ３０分で簡単手づくりミックス こね・パン」は、パン作りが手軽に始められ

る新製品です。ピザ等も作れる設計になっており、用意するものは水とバターのみで、

ドライイーストも不要です。発酵いらずの簡単調理で、①まぜる、②こねる、③成形  

する、④焼く、の４工程がわずか３０分で完了します。 

 

 
■乾麺 

■乾麺では、「信州戸隠製麺 十割そば」が新登場 

新発売の「そばの香 信州戸隠製麺 十割そば」は、そば殻を剥いた剥き実を使用  

することで、甘みが強く、上品な色白の麺を実現しました。そば粉１００％である

ものの、なめらかでのどごしの良い食感です。パッケージデザインは、そばの実を

モチーフに使用し、伝統感を残しながらもモダンなイメージにしました。 

「熟成極み」シリーズは、麺の硬さともちもちとした弾力のバランスをとるため

に、これまでの三層構造を見直し、パッケージデザインとともに一新しました。  

当社独自製法「多加水加熱熟成製法」により、もちもち感と弾力感のある麺と   

なっています。 

 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格

（税抜き） 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 日清 天ぷら粉 ３００ｇ ３００ｇ １７９円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 日清 天ぷら粉 ６００ｇ チャック付 ６００ｇ ３５０円 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格

（税抜き） 

新製品 日清 ３０分で簡単手づくりミックス こね・パン ４００ｇ ３５０円 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格

（税抜き） 

新製品 そばの香 信州戸隠製麺 十割そば ２００ｇ ４５０円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 熟成極み 讃岐素麵 ３２０ｇ ２３０円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 熟成極み 讃岐冷麦 ３２０ｇ ２３０円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 熟成極み 讃岐細づくりうどん ３２０ｇ ２３０円 
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■ミックス 

■ミックスも続々リニューアル！ 

～ホットケーキミックス～ 

「ちょっとだけ食べたい」ニーズにもお応えし、「日清 ホット   

ケーキミックス チャック付」を発売します。２枚からでもおいしく

焼ける品質設計とし、１袋で約１０枚のホットケーキが焼けます。 

「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、もちもち食感を維持しながら、くちどけの良さをアップし

ました。 

～ホットケーキミックス（機能性表示食品）～ 

機能性表示食品の「日清 “カラダに、おいしいこと。” １日分の食物繊維入りホット

ケーキミックス」は、イヌリンの働きによる従来の機能性表示「食後の血糖値の上昇を  

ゆるやかにする」に加えて、「おなかの調子を整える」を追加しました。さらにくちどけ

感をアップさせるよう設計を見直し、よりホットケーキらしいおいしさを実現しました。 

～蒸しパンミックス～ 

「日清 蒸しパンミックス」はパッケージデザインを一新し、かわいらしい温かみの        

ある楽しげなパッケージに生まれ変わりました。 

 

～デザートミックス～ 

「日清お菓子百科」シリーズのなめらかカスタードプリン、やわらか杏仁豆腐、クールンレアチーズ

ケーキは、「日清 おうちスイーツ」シリーズに生まれ変わりました。 

 

 

 

 

 

 

以上 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格

（税抜き） 

新製品 日清 ホットケーキミックス チャック付 ５００ｇ ２３０円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 日清 ホットケーキミックス 極もち 国内麦小麦粉１００％使用 ５４０ｇ ３１９円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 
日清 “カラダに、おいしいこと。” 

１日分の食物繊維入り ホットケーキミックス 
１６０ｇ ３２０円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 日清 蒸しパンミックス ４００ｇ ２５９円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 日清 おうちスイーツ なめらかカスタードプリン ５５ｇ １４０円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 日清 おうちスイーツ やわらか杏仁豆腐 ６０ｇ １４０円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 日清 おうちスイーツ クールン レアチーズケーキ １１０ｇ ３７０円 


