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２０２２年２月１日 

日清製粉グループの株式会社日清製粉ウェルナ（社長：小池 祐司）は、２０２２年春の家庭用常温  

新製品３５品目（※１）、リニューアル品２５品目（※２）、合計６０品目を、本年２月２１日（月）から    

全国で発売します。 

      （※１）「日清“カラダに、おいしいこと。”ナチュブラン、小麦ブラン香るホットケーキミックス」除く 

               （※２）Ｐ３記載の「マ･マー 早ゆでスパゲティFineFast １．８ｍｍ チャック付結束タイプ ５００ｇ」は本年１月から発売 

■３つの基本戦略に加え、環境に配慮した製品をラインアップします！ 

本年１月１日、日清フーズ株式会社は株式会社日清製粉ウェルナに社名を変更しました。当社は  

「簡便」「本格」「健康」という３つの基本戦略で製品を展開しておりますが、社名変更後、最初の    

新製品となる今回は、消費者ニーズの変化に対応した製品をご提案するため、市場をリードしている  

製品をブラッシュアップします。また、昨今の社会情勢により変化している「環境に配慮する社会貢献

意識」「健康意識」にも対応するため、バリエーションに富んだ新製品を発売します。 

まず、市場をリードしている、「日清 クッキング フラワー®」「日清 水溶きいらずのとろみ上手」で

は、パッケージの石油由来原料の使用量を削減し、「マ･マー 早ゆでスパゲティFineFast」シリーズで

は、さらに本格アルデンテ食感へと全面刷新します。 

 

 

 

 

 

 

  

 

                          

   

日清製粉ウェルナ ２０２２年春 家庭用常温製品新発売 

市場をリードする主力製品を環境にも配慮して全面刷新 
～社名変更後、最初の新製品を発売。時代に適合した製品をお届けしてまいります～ 

ページ案内 ■主力製品のリニューアル（小麦粉・調理用ミックス・パスタ）…Ｐ2～３ 

 ■日清（小麦粉・から揚げ粉・お好み焼粉・たこ焼粉・デザートミックス）…Ｐ４～５ 

 ■マ･マー（パスタ・パスタソース）   …Ｐ５～７  

■青の洞窟（パスタ・レトルト調理品）…P７～８ 

■Smart Table （レトルト調理品） …P８ 

■乾麺 …Ｐ９ 

 

≪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・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 

 

▲意識の変化 

▲環境に配慮してリニューアル 

▲さらに本格アルデンテ食感 ▲意識の変化 

https://www.nisshin.com/inquiry/pr/
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■主力製品のリニューアル（小麦粉・調理用ミックス・パスタ） 

■市場をリードしている、日清製粉ウェルナの主力製品をリニューアル 

１．「日清 クッキング フラワー®」シリーズ 

  「日清 水溶きいらずのとろみ上手」シリーズ 

２０１５年に発売して以来、「日清 クッキング フラワー®」   

シリーズは、小麦粉の新たな価値を提案してきました。発売当初  

から詰め替え用製品を用意し、プラスチック削減に取り組んで  

きましたが、さらに環境負荷低減を目的としてリニューアルを  

今回実施します。あわせて、姉妹品の「日清 水溶きいらずの     

とろみ上手」シリーズも同じ目的でリニューアルします。 

 

 

ボトル：一部にバイオマス素材使用＋プラスチック薄肉化 

     フタ ：一部にバイオマス素材使用 

  

 

 

 

 なお、「日清 クッキング フラワー® 詰め替え用、チャック付３００ｇ、チャック付５００ｇ」に     

ついては、パッケージのインキの一部にバイオマスインキを使用しています。 

 

  また、「日清 クッキング フラワー®」 については、ボトルのフタに「コムギコ」と点字を追加しまし

た。さらに、チャック付５００ｇ袋タイプの大容量仕様を新たに発売。お好み焼などの幅広いメニュー

に使いたいという声にお応えします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格

（税込） 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 日清 クッキング フラワー® １５０ｇ ２４５円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 日清 クッキング フラワー® 詰め替え用 １００ｇ １５７円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 日清 クッキング フラワー® チャック付３００ｇ ３００ｇ ３３５円 

新製品 日清 クッキング フラワー® チャック付５００ｇ ５００ｇ ５１８円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 日清 水溶きいらずのとろみ上手 １００ｇ ２８１円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 日清 水溶きいらずのとろみ上手 詰め替え用 ８０ｇ １８４円 

石油由来原料の使用量を約３０％削減しました  

 

【ボトルタイプのリニューアルポイント】 

※製品に使用している包装の重量ベース 
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２．「マ･マー 早ゆでスパゲティ FineFast」シリーズ 

２０１３年に「早ゆでスパゲティ」に全面刷新し、２０２０年には

「早ゆでスパゲティFineFast」へとリニューアルをした同シリーズ

は、スパゲティ市場の中で１７．６％（※３）のシェアを占めており、   

「早ゆで」という製品カテゴリーを創出しました。 

 「早さ」と「美味しさ」を両立させて支持を拡大する「マ･マー 早ゆでスパゲティ FineFast」 

シリーズが、さらに本格アルデンテ食感へと進化します。また、「早ゆでスパゲティ FineFast 結束   

タイプ ４００ｇ」の１．６ｍｍと１．８ｍｍも新発売します。 

（※３）インテージＳＲＩ＋ スパゲティ市場 ２０２０年１０月～２０２１年９月 金額シェア 

  

①さらに本格アルデンテ食感に！ 

麺の４カ所に切り込みを入れることや製法の見直しで       

食感をアップさせました。切り込みの入れ方を工夫したこ 

とで、ゆで時間はそのままに、さらに本格アルデンテ食感 

になりました。 

②電子レンジ調理が可能に！ 

（※４）１．８ｍｍ、２．０ｍｍ製品は、製法の見直しと電子レンジ調理可能にリニューアル。 

   高たんぱくタイプ、サラダスパゲティはパッケージのみリニューアル。 

「マ･マー 早ゆでスパゲティ FineFast」シリーズはゆで時間の短さから、ゆでる際に排出される   

ＣＯ２量を削減することができ、環境に配慮した製品となっています。「マ･マー 早ゆでスパゲティ

FineFast １．６mm チャック付結束タイプ ５００g」は「マ･マー チャック付結束スパゲティ    

１．６ｍｍ ６００ｇ」と比較して、ゆでる際に排出されるＣＯ２量を約３５％（※５）削減することが     

できます。「マ･マー 早ゆでスパゲティ FineFast」シリーズは、これからも市場をリードし続けます。 

（※５）「マ･マー 早ゆでスパゲティ FineFast １．６ｍｍ チャック付結束タイプ ５００ｇ」、「マ･マー チャック付結束スパゲティ      

１．６ｍｍ ６００ｇ」をガス火で調理した際の比較。それぞれ１００ｇ調理するのに必要なガス量からＣＯ２排出量を算定（ＧＨＧプロトコルの

概念に基づく自主算定。） 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格

（税込） 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 
マ･マー 早ゆでスパゲティ FineFast １．４ｍｍ  

チャック付結束タイプ ５００ｇ 
５００ｇ ４９５円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 
マ･マー 早ゆでスパゲティ FineFast １．６ｍｍ  

チャック付結束タイプ ５００ｇ 
５００ｇ ４９５円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 
マ･マー 早ゆでスパゲティ FineFast １．８ｍｍ  

チャック付結束タイプ ５００ｇ 
５００ｇ ４９５円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 
マ･マー 早ゆでスパゲティ FineFast 太麺２．０ｍｍ  

チャック付結束タイプ ５００ｇ 
５００ｇ ４９５円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 
マ･マー 早ゆでスパゲティ FineFast ２/３サイズ 

１．６ｍｍ チャック付結束タイプ ４００ｇ 
４００ｇ ４８６円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 
マ･マー 早ゆでスパゲティ FineFast ２/３サイズ 

１．８ｍｍ チャック付結束タイプ ４００ｇ 
４００ｇ ４８６円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 
マ･マー 早ゆでスパゲティ FineFast 高たんぱくタイプ 

１．６ｍｍ ３００ｇ 
３００ｇ ３５４円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 
マ･マー 早ゆでスパゲティ FineFast １．６ｍｍ 結束タイプ  

３００ｇ 
３００ｇ ３０８円 

新製品 
マ･マー 早ゆでスパゲティ FineFast １．６ｍｍ 結束タイプ  

４００ｇ 
４００ｇ ３９５円 

新製品 
マ･マー 早ゆでスパゲティ FineFast １．８ｍｍ 結束タイプ 

４００ｇ 
４００ｇ ３９５円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ マ･マー 早ゆでサラダスパゲティ FineFast １５０ｇ １８９円 

【リニューアルポイント（※４）】 



4 

■日清（小麦粉） 

■幅広いニーズにお応えするため、小麦粉のラインアップを拡充 

 多様化するニーズにお応えするため、国産の小麦を使用した

「日清 国内麦小麦粉」を発売します。天ぷらやうどん、クッキー

など幅広いメニューにご使用いただけます。日本の代表的な花で

ある「桜」をパッケージデザインにすることで、国内麦小麦粉で

あることを表現しています。 

「日清 全粒粉パン用 チャック付」はパッケージデザインを 

刷新します。幅広いお客様に全粒粉を知っていただけるように、

全粒粉のイメージをわかりやすいイラストで表現しました。 

 

■日清（から揚げ粉） 

■揚げ物調理の手間をグッと少なく。簡単に調理できるから揚げ粉が登場！ 

 「日清 袋でフリフリ焼くだけから揚げ粉 にんにく醤油味」は、大さじ２杯の油

で焼くだけという簡単設計で、油の使用量がグッと少なくなります。また、揚げ油

の後処理の手間も減ります。鶏もも肉１枚分の１回使い切りとなっており、パッケ

ージの袋を使って衣付けができるので調理の際にボールも不要です。少ない手間

で、簡単に出来たてを食べることができるので、これまでご自宅でから揚げを調理

したことがない方にもおすすめの製品です。 

 

■日清（お好み焼粉・たこ焼粉） 

■こだわりの「お好み焼粉」「たこ焼粉」シリーズをリニューアル 

 こだわりのロングセラー製品シリーズである「日清 山いも 

たっぷりのお好み焼粉」「日清 だし醤油仕立てのたこ焼粉」を   

リニューアルします。だしが決め手のおいしさはそのままに、  

お好み焼粉はふんわり感をアップし、 たこ焼粉は中のとろっと

感が出る配合に改良しました。 

 

 

 

 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格

（税込） 

新製品 日清 国内麦小麦粉 ７００ｇ オープン 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 日清 全粒粉パン用 チャック付 ５００ｇ ４００円 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格

（税込） 

新製品 日清 袋でフリフリ焼くだけから揚げ粉 にんにく醤油味 ５０ｇ １５２円 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格

（税込） 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 日清 山いもたっぷりのお好み焼粉 ４００ｇ  ３５４円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ 日清 だし醤油仕立てのたこ焼粉 ４００ｇ ３５４円 
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■日清（デザートミックス） 

■ロングセラーのクールンがトレンドに合わせて刷新！さらにティラミスも新登場！ 

 １９７９年の発売より長きにわたりご愛顧いただいて  

いる、手作りデザート「クールン」が生まれ変わります。  

「日清 おうちスイーツ クールン れあちーずけーき」は、  

トレンドに合わせてホールだけでなく、カップでも調理  

いただける設計にしました。カップで作る場合、用意する材料

は冷たい牛乳とサラダ油だけ。加熱調理も不要で、ご家庭で 

手軽にデザート作りを楽しめる製品です。 

 また、同シリーズに、「日清 おうちスイーツ クールン   

ティラミス」も仲間入り。冷たい牛乳だけでカップタイプの 

ティラミスをご自宅で簡単にお作りいただけます。 

 

 

■マ･マー（パスタ） 

■「マ･マー マカロニ」シリーズのパッケージを一新！ 

 「マ･マー マカロニ」シリーズが、パッケージをリニューアル。また、「早ゆで１分３０秒クルル」の

１２０ｇを新発売します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格

（税込） 

新製品 日清 おうちスイーツ クールン れあちーずけーき ９０ｇ  ４００円 

新製品 日清 おうちスイーツ クールン ティラミス ９１ｇ ４３２円 
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■マ･マー（パスタソース） 

■「マ･マー」ブランドに新たなパスタソースが続々登場！ 

  ロングセラーの「マ･マー」ブランドに、新たな設計のパスタソースが登場します。 

１．「マ･マー あえるだけパスタソース 逸品」シリーズ 

 パッケージにＦＳＣ®森林認証紙（ミックス）

を使用し、国産たらこを１００％使用した  

「たらこ」「すだちたらこ」、国産からし明太子

を１００%使用した「からし明太子」の、３種

類をラインアップします。 

 

２．「マ･マー 韓国風パスタソース」 

高まる韓国ブームに注目した「マ･マー 韓国風パスタ                

ソース」を２種類発売します。強い辛味の中に甘みと旨み

が感じられるコチュジャンを使用した、やみつきになる味

が特長の「旨辛々コチュジャン」と、濃厚なクリーム     

ソースにコチュジャンのピリッとした辛みが特長の  

「濃厚ロゼクリーム」の２種類をラインアップします。 

 

３．「マ･マー パスタテーブル」シリーズ 

新シリーズ「マ･マー パスタテーブル」

を発売します。「ミートソース」「ナポリ

タン」「カルボナーラ」の３種類をライン

アップします。素材の旨みを引き立た  

せた2人前パスタソースです。 

 

 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格

（税込） 

ﾘﾆｭｰｱﾙ マ･マー クルル １５０ｇ  １８９円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ マ･マー ペンネ １５０ｇ １８９円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ マ･マー グラタンマカロニ １５０ｇ １８９円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ マ･マー サラダマカロニ １５０ｇ １８９円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ マ･マー 野菜サラダマカロニ １５０ｇ １８９円 

新製品 マ･マー 早ゆで１分３０秒クルル １２０ｇ １８９円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ マ･マー 早ゆで３分ペンネ １５０ｇ １８９円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ マ･マー 早ゆで３分ストレートマカロニ １５０ｇ １８９円 

ﾘﾆｭｰｱﾙ マ･マー 早ゆで３分サラダマカロニ １５０ｇ １８９円 
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４．「マ･マー たっぷりパスタソース」シリーズ    

    パスタソースのシェアＮｏ．１（※６）である「マ･マー たっぷりパスタ      

ソース」シリーズには、新しい味種となる「マ･マー ミルクたっぷりの海老   

トマトクリーム」が登場。トマトと海老の旨み、ミルクのコクが感じられる   

クリーミーな味わいに仕上げました。同シリーズのラインアップを強化し、  

幅広いお客様のニーズにお応えしていきます。 

（※６）インテージＳＲＩ＋２人前レトルト市場 ２０２０年１１月～２０２１年１０月 個数シェア 

 

 

 

■青の洞窟（パスタ） 

■「青の洞窟」パスタのラインアップが充実！ 

 「青の洞窟」ブランドのパスタシリーズに「リングイーネ」と「カッペリーニ」が新たに登場し、       

より充実したラインアップになります。こだわりのデュラムセモリナによる鮮やかな黄色い色調と、   

弾力のある食感が特長のシリーズです。楕円形で食べ応えのある「リングイーネ」はボロネーゼや     

トマトクリームなどの濃厚なソースとの相性がよく、細麺の「カッペリーニ」はポモドーロやジェノ   

ベーゼの冷製パスタにおすすめです。 

 

 

 

 

 

 

 

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 逸品たらこ 生風味 ５０．８ｇ  ２７０円 

新製品 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 ４８．８ｇ ２７０円 

新製品 マ･マー あえるだけパスタソース 逸品からし明太子 生風味 ５０．８ｇ ２７０円 

新製品 マ･マー 韓国風パスタソース 旨辛々コチュジャン １３０ｇ １７３円 

新製品 マ･マー 韓国風パスタソース 濃厚ロゼクリーム １３０ｇ １７３円 

新製品 マ･マー パスタテーブル ミートソース ２２０ｇ １６２円 

新製品 マ･マー パスタテーブル ナポリタン ２２０ｇ １６２円 

新製品 マ･マー パスタテーブル カルボナーラ ２４０ｇ １６２円 

新製品 マ･マー ミルクたっぷりの海老トマトクリーム ２３０ｇ ２４６円 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格

（税込） 

新製品 青の洞窟 リングイーネ 結束タイプ ４００ｇ  ３８６円 

新製品 青の洞窟 カッペリーニ ３００ｇ ３８６円 
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■青の洞窟（レトルト調理品） 

■イタリアン調理用ソースのラインアップがさらに充実！ 

 昨秋発売した「青の洞窟 イタリアン調理用ソース」に、「青の

洞窟 唐辛子の辛味と白ワインの風味 鶏肉のディアボラ風」と

「青の洞窟 トマトの旨味とイカスミの濃厚なコク イカの  

墨煮」の２種類を新たにラインアップします。メインの食材を 

用意し、本品と絡めたり煮込むだけで、本格的なイタリアン  

メニューをお作りいただけます。 

 

■Smart Table（レトルト調理品） 

■「Smart Table」ブランドに、ご飯用レトルトシリーズが新登場！ 

 調理に手間がかかるメニューを手軽に楽しめる「Smart Table」ブランドに、新たにご飯用レトルト

シリーズ「のっけめし」が登場。①パックご飯をご用意いただき電子レンジで温める、②温かいご飯に

のっけめしをそのままかけるだけの簡単調理で、いろいろなメニューをご家庭で手軽にお楽しみいただ

けます。パックご飯の容器のまま食べられるので洗い物もありません。バリエーションは、「ガパオ」  

「キーマカレー」「すき焼風そぼろ」「麻婆なす」の４種類。ガパオにはミックスナッツや温泉卵を、     

キーマカレーにはとろけるチーズや納豆をトッピングするなどして楽しむこともできます。また、全品

に大豆ミートを使用しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格

（税込） 

新製品 青の洞窟 唐辛子の辛味と白ワインの風味 鶏肉のディアボラ風 １３０ｇ  ２５９円 

新製品 青の洞窟 トマトの旨味とイカスミの濃厚なコク イカの墨煮   ７５ｇ ２５９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 ガパオ ７０ｇ  １５１円 

新製品 Smart Table のっけめし キーマカレー ７０ｇ １５１円 

新製品 Smart Table のっけめし すき焼風そぼろ ７０ｇ １５１円 

新製品 Smart Table のっけめし 麻婆なす ８０ｇ １５１円 
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■乾麺 

■「滝沢更科」、「川田製麺讃岐」シリーズがお求めやすい容量に生まれ変わります！ 

 今春、「滝沢更科」、「川田製麺讃岐」シリーズの一部の乾麺は、原料価格高騰に対応しながら、お買い

求めやすい価格を維持するため、容量を変更します。「滝沢更科」シリーズは、そばで名高い信州・長野

県で長年培ってきた技術を活かして製麺し、お客様のニーズに合わせた製品をご提供します。「川田製麺

讃岐」シリーズは、麺の本場・香川県で、丁寧に作り上げています。本場讃岐ならではのコシの強さと、

のどごしのよさが自慢のシリーズです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

区分 製品名 内容量 
希望小売価格

（税込） 

新製品 滝沢更科 信州そば ２００ｇ ２００ｇ  ２０３円 

新製品 滝沢更科 ざるそば処 ３２０ｇ ３２０ｇ ３３３円 

新製品 川田製麺 讃岐そうめん ２００ｇ ２００ｇ １６２円 

新製品 川田製麺 讃岐ひやむぎ ２００ｇ ２００ｇ １６２円 

新製品 川田製麺 讃岐うどん ２００ｇ ２００ｇ １６２円 

新製品 川田製麺 讃岐ざるうどん ２００ｇ ２００ｇ １６２円 

新製品 川田製麺 讃岐そうめん ４００ｇ ４００ｇ ３１０円 

新製品 川田製麺 讃岐ひやむぎ ４００ｇ ４００ｇ ３１０円 

新製品 川田製麺 讃岐うどん ４００ｇ ４００ｇ ３１０円 

新製品 川田製麺 讃岐ざるうどん ４００ｇ ４００ｇ ３１０円 

【滝沢更科シリーズ】 【川田製麺讃岐シリーズ】 

２００ｇ ３２０ｇ ２００ｇ ４００ｇ 


