
日清製粉ウェルナ　原料原産地（パスタソース）

●下記商品の主な原料原産地についてご紹介しています。

●原料原産地が変わる場合は更新いたします。

※下記商品以外の原料原産地についてはお客様相談室へお問い合わせください。

フリーダイヤル　0120-24-4157 （平日9:00～17:00　土・日・祝祭日を除く）

（2023年5月1日現在）

商品名 内容量 商品製造国 原料 原産地

マッシュルーム 中国

牛肉 ニュージーランド

マ・マー　トマトの果肉たっぷりのナポリタン 260g ベトナム トマト（トマトペースト） 中国

マ・マー　トマトの果肉たっぷりのガーリックトマト 240g ベトナム にんにく（にんにくペースト） 中国

トマト（トマト・ジュースづけ） タイ

トマト(トマトペースト) 中国、オーストラリア

トマト（トマト・ジュースづけ） タイ

バジル(バジル末) エジプト

トマト（トマト・ジュースづけ） タイ

トマト（トマトペースト） ポルトガル、中国

バジル(バジル末) エジプト

トマト（トマトペースト） ポルトガル

トマト(トマト・ジュースづけ) イタリア

にんにく 中国

マ・マー　ミルクたっぷりのクラムチャウダーソース 240g 日本 あさり 中国

あさり 中国

マッシュルーム 中国

ひらたけ 中国

しいたけ 中国

えのきたけ 中国

トマト（トマトペースト） ポルトガル

たまねぎ 中国

えび タイ

トマト（トマトペースト） 中国

豚肉 タイ

トマト（トマトペースト） 中国

豚肉 タイ

マッシュルーム 中国

マ・マー　トマトの果肉たっぷりのナポリタン１人前 130g タイ トマト（トマトペースト） 中国

トマト（トマトペースト） ポルトガル

トマト(トマト・ジュースづけ) タイ

にんにく 中国

セロリ タイ

豚肉 タイ

トマト（トマトペースト） 中国、オーストラリア

トマト(トマト・ジュースづけ) タイ

マ・マー　ＰＲＯ ＴＡＳＴＥ　トマトソース　３袋入り 140g×3 タイ トマト（トマトペースト） タイ、中国

マ・マー　リッチセレクト　香ばしソーセージのナポリタン 240g タイ トマト（トマトペースト） ポルトガル、タイ

豚肉 タイ

トマト（トマトペースト） ポルトガル

マ・マー　リッチセレクト　カニトマトクリーム 240g ベトナム トマト(トマトペースト) オーストラリア

マ・マー　リッチセレクト　あさりごろごろのボンゴレ 260g 日本 あさり 中国

トマト(トマト・ジュースづけ) タイ

トマト（トマトペースト） ポルトガル、中国、タイ

ひらたけ 中国

しいたけ 中国

えのきたけ 中国

豚肉 アメリカ

トマト（トマトペースト） ポルトガル、中国

ごぼう 中国

エリンギ 国産

ぶなしめじ 国産

しいたけ 中国

にんにく（にんにくペースト） 中国

マ・マー　‟カラダに、おいしいこと。”
１／３日分の食物繊維　３種のきのこの和風ソース

70g×2 日本

マ・マー　韓国風パスタソース　旨辛々コチュジャン 130g 日本

マ・マー　パスタキッチン 和風きのこ 140g タイ

マ・マー　‟カラダに、おいしいこと。”
１／３日分の食物繊維　ごぼうと香味野菜のミートソース

70g×2 日本

マ・マー　リッチセレクト　お肉の旨み豊かな
クリーミーミートソース

260g タイ

マ・マー　パスタキッチン　アラビアータ 140g タイ

マ・マー　ＰＲＯ ＴＡＳＴＥ　ボロネーゼ　３袋入り 140g×3 タイ

マ・マー　ＰＲＯ ＴＡＳＴＥ　トマトソース　３袋入り 140g×3 ベトナム

マ・マー　トマトの果肉たっぷりのミートソース１人前 130g タイ

マ・マー　トマトの果肉たっぷりのミートソース
マッシュルーム入り１人前

130g タイ

マ・マー　だしのうまみたっぷりの和風きのこ 260g タイ

マ・マー　ミルクたっぷりの海老トマトクリーム 230g タイ

マ･マー トマトの果肉たっぷりのガーリックトマト 240g 日本

マ・マー　香味野菜たっぷりのあさりコンソメ 260g 日本

マ・マー　トマトの果肉たっぷりのトマトバジル 260g ベトナム

マ・マー　トマトの果肉たっぷりのトマトバジル 260g タイ

マ・マー　トマトの果肉たっぷりのミートソース
マッシュルーム入り

260g ベトナム

マ・マー　トマトの果肉たっぷりのアラビアータ 240g ベトナム



（2023年5月1日現在）

商品名 内容量 商品製造国 原料 原産地

マ・マー　パスタテーブル　ミートソース 220g ベトナム トマト（トマトペースト） 中国、オーストラリア

トマト（トマトペースト） ポルトガル

豚肉 アメリカ

マ・マー　パスタテーブル　ナポリタン 220g ベトナム トマト（トマトペースト） 中国、オーストラリア

マ・マー　パスタテーブル　ナポリタン 220g 日本 トマト（トマトペースト） ポルトガル

トマト（トマトペースト） ポルトガル、中国

にんにく（にんにくペースト） 中国

マ・マー　パスタテーブル　あさりコンソメ 220g 日本 あさり 中国

マ･マー　あえるだけパスタソース　きのこと野沢菜 30.4ｇ×2 日本 野沢菜 中国

にんにく（フライドガーリック） 中国

イタリアンパセリ フランス

トマト(トマト・ジュースづけ) タイ

トマト（トマトペースト） ポルトガル

えび タイ

トマト（トマトペースト） 中国

鶏肉 タイ

豚肉 タイ

たらこ（塩たらこ） 国産

すだち（すだち果汁） 国産

トマト（トマトペースト） アメリカ

たまねぎ 国産

にんじん 国産

ピーマン 中国

マ･マー　あえるだけパスタソース
逸品　すだちたらこ生風味

24.4g×2 日本

マ･マー　具入りケチャッピーナポリタン 300g 日本

トマト（トマトペースト） ポルトガル、タイ

マ･マー　あえるだけパスタソース
逸品　たらこ生風味

25.4g×2 日本 たらこ（塩たらこ） 国産

マ･マー　あえるだけパスタソース　ミートソース 80g×2 タイ

マ･マー　あえるだけパスタソース　ナポリタン 80g×2 タイ

マ･マー　あえるだけパスタソース　ペペロンチーニ 23.6g×2 日本

マ･マー　あえるだけパスタソース　海老トマトクリーム 80g×2 タイ

マ・マー　パスタテーブル　ミートソース 220g 日本

マ・マー　パスタテーブル　ガーリックトマト 220g 日本



日清製粉ウェルナ　原料原産地（青の洞窟シリーズ）

●下記商品の主な原料原産地についてご紹介しています。

●原料原産地が変わる場合は更新いたします。

※下記商品以外の原料原産地についてはお客様相談室へお問い合わせください。

フリーダイヤル　0120-24-4157 （平日9:00～17:00　土・日・祝祭日を除く）

（2023年5月1日現在）

商品名 内容量 商品製造国 原料 原産地

豚肉 アメリカ

トマト(トマトペースト) ポルトガル

あさり 中国

にんにく 中国

青の洞窟　ペンネのオーブン焼き 600g 日本 トマト(トマトペースト) ポルトガル

豚肉 タイ

トマト(トマトペースト) ポルトガル

トマト(トマト・ジュースづけ) イタリア

トマト(トマトペースト) 中国

かに ベトナム

あさり 中国

トマト(トマト・ジュースづけ) イタリア

トマト(トマトペースト) ポルトガル、中国

トマト(トマト・ジュースづけ) イタリア

トマト(トマトペースト) ポルトガル、中国

トマト(トマト・ジュースづけ) イタリア

トマト(トマトペースト) ポルトガル

赤唐辛子 中国、タイ

青の洞窟　ボンゴレビアンコ 120g 日本 あさり 中国

トマト(トマトペースト) ポルトガル

ほたて 国産

えび タイ

トマト(トマト・ジュースづけ) イタリア

豚肉 アメリカ

青の洞窟 　トリュフ香るチーズクリーム 130g 日本 マッシュルーム 中国

にんにく（ローストガーリック） 中国

赤唐辛子 中国

トマト（トマトペースト） 中国

豚肉 タイ

トマト（トマト・ジュースづけ） イタリア

トマト(トマトペースト) ポルトガル、中国

あさり 中国

ほたて 国産

青の洞窟 　Piccolino　ポルチーニ香るきのこクリーム 120g 日本 エリンギ 国産

トマト(トマトペースト) 中国

いか 国産

トマト(トマトペースト) ポルトガル、中国

えび タイ

豚肉 アメリカ

トマト（トマトペースト） ポルトガル

トマト（トマト・ジュースづけ） イタリア

トマト（トマトペースト） ポルトガル、中国

青の洞窟 　Piccolino　ポルチーニ香るきのこクリーム 110g 日本 エリンギ 国産

あさり 中国

ほたて 国産

トマト(トマトペースト) 中国

いか 国産
青の洞窟 　Piccolino　イカスミのソース 110g 日本

青の洞窟　Piccolino　マスカルポーネのポモドーロ 110g 日本

青の洞窟 　Piccolino　あさりと帆立のラグー 100g 日本

青の洞窟 　Piccolino　海老のトマトクリーム 120g 日本

青の洞窟 　Piccolino　３種チーズのボロネーゼ 110g 日本

青の洞窟 　Piccolino　あさりと帆立のラグー 120g 日本

青の洞窟 　Piccolino　イカスミのソース 120g 日本

青の洞窟 　Piccolino　クリーミーボロネーゼ 120g タイ

青の洞窟 　Piccolino　マスカルポーネのポモドーロ 120g 日本

青の洞窟 　クリーミーボロネーゼ 140g 日本

青の洞窟　ペペロンチーニ 23g×2 日本

青の洞窟　アラビアータ 140g 日本

青の洞窟　海老と帆立のトマトクリーム 140g 日本

青の洞窟 ボンゴレロッソ 140g 日本

青の洞窟　ポモドーロ 140g 日本

青の洞窟　ボロネーゼ 140g タイ

青の洞窟 ズワイ蟹のトマトクリーム 130g 日本

青の洞窟　ＧＲＡＺＩＡ　ボロネーゼ 165g 日本

青の洞窟　ＧＲＡＺＩＡ　ボンゴレビアンコ 125g 日本


