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 NEWS RELEASE  

2012012012014444 年年年年 8888 月月月月 12121212 日日日日    

新しいパスタスタイルが始まります新しいパスタスタイルが始まります新しいパスタスタイルが始まります新しいパスタスタイルが始まります    
    

マルちゃん 本日のパスタ 
ボロネーゼ スパゲッティ 2 食入・カルボナーラ スパゲッティ 2 食入 

トマトクリームパスタ 2 食入・ホワイトクリームパスタ 2 食入 

ペンネ アラビアータ 2 食入・ペンネ チーズクリーム 2 食入 

パスタスープ ミネストローネ 2 人前 

パスタスープ クラムチャウダー 2 人前 
 

2014201420142014 年年年年 9999 月月月月 1111 日（日（日（日（月月月月））））    新新新新発売発売発売発売    
 

 

 

 

東洋水産株式会社（本社：東京、社長：今村 将也）では、2014年 9月 1日（月）より、チルド

麺「「「「マルちゃんマルちゃんマルちゃんマルちゃん  本日本日本日本日のパスタのパスタのパスタのパスタ    ボロネーゼボロネーゼボロネーゼボロネーゼ    スパゲッティスパゲッティスパゲッティスパゲッティ    2 食入食入食入食入」」」」「「「「同同同同    カルボナーラカルボナーラカルボナーラカルボナーラ    スパスパスパスパ

ゲッティゲッティゲッティゲッティ    2食入食入食入食入」」」」「「「「同同同同    トマトクリームパスタトマトクリームパスタトマトクリームパスタトマトクリームパスタ    2食入食入食入食入」「」「」「」「同同同同    ホワイトクリームパスタホワイトクリームパスタホワイトクリームパスタホワイトクリームパスタ    2食入食入食入食入」」」」

「「「「同同同同    パスタスープパスタスープパスタスープパスタスープ    ミネストローネミネストローネミネストローネミネストローネ    2人前人前人前人前」「」「」「」「同同同同    パスタスープパスタスープパスタスープパスタスープ    クラムチャウダークラムチャウダークラムチャウダークラムチャウダー    2人前人前人前人前」」」」

を全国にて、「「「「同同同同    ペンネペンネペンネペンネ    アラビアータアラビアータアラビアータアラビアータ    2 食入食入食入食入」「」「」「」「同同同同    ペンネペンネペンネペンネ    チーズクリームチーズクリームチーズクリームチーズクリーム    2 食入食入食入食入」」」」を

北海道を除く全国にて新発売致します。 
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■■■■商品商品商品商品コンセプトコンセプトコンセプトコンセプト 

フライパン一つで手軽に本格的なパスタをお楽しみいただける新しいブランドの登場です。

パスタは人気の高いメニューですが、麺を茹でる・ソースを作る・具材を炒めるなどの手間

がかかります。一方で、「本日のパスタ」シリーズのスパゲッティ・クリームパスタ・ペン

ネは、フライパンで一手間加えていただくだけで本格的なパスタがお楽しみいただけます。

また、加える具材によって簡単にアレンジができ、メニューの幅が広がります。 

「本日のパスタ」シリーズは、豊富なラインアップでご家庭でのパスタ調理の新しいスタ

イルをご提案します。 

 

■■■■子育子育子育子育てててて中中中中のののの女性女性女性女性がががが最最最最もももも使使使使うううう調理器具調理器具調理器具調理器具はははは「「「「フライパンフライパンフライパンフライパン」」」」 

子育て中の女性 500 名に行ったインターネット調査で、よく使用する調理器具は「フライ

パン」という結果が出ました。パスタは子どもが喜ぶメニューだけれども、調理は簡単に済

ませたい。最も使用頻度の高いフライパン一つで手軽に調理できる「本日のパスタ」シリー

ズは、そんな女性たちのニーズにぴったりの商品です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【調査概要】 

調査内容：調理器具の使用頻度について 

調査地域：全国 

調査対象：株式会社サイバーエージェントが運営するママ向けクラウドソーシングサービス

「mama&crowd（ママ＆クラウド）」内のママ 

調査方法：Webアンケート方式 

調査期間：2014年 7月 24日 

有効回答数：500サンプル 
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■商品特徴商品特徴商品特徴商品特徴 

 ボロネーゼ スパゲッティ カルボナーラ スパゲッティ 

め ん アルデンテに茹であげたスパゲッティ。 

ソース 

旨味たっぷりの完熟トマトペースト

に自然な甘味を合わせたコクのある

ソースです。挽き肉を加えるだけで

本格的なボロネーゼスパゲッティが

楽しめます。 

チーズ風味と黒胡椒の香りが食欲を

そそるソースです。牛乳を加えるだ

けで本格的なカルボナーラスパゲッ

ティが楽しめます。 

 

 トマトクリームパスタ ホワイトクリームパスタ 

め ん もちもちとした食感の、半生タイプのパスタ。 

ソース 

完熟トマトの旨味にチーズ風味を程

よく利かせたソースです。牛乳を加

えることで、濃厚なトマトクリーム

ソースが楽しめます。 

チキンの旨味と玉ねぎの自然な甘さ

を生かし、バター風味で仕上げまし

た。牛乳を加えることで、濃厚なホ

ワイトクリームソースが楽しめま

す。 

 

 ペンネ アラビアータ ペンネ チーズクリーム 

め ん アルデンテに茹であげたペンネ。 

ソース 

完熟トマトにチキンの旨味と唐辛子

を程よく利かせたピリ辛のトマトソ

ース。ペンネは電子レンジでの調理

も可能です。 

4種類のチーズを使用した、コクと香

りが豊かなチーズソース。ペンネは

電子レンジでの料理も可能です。 

 

 ミネストローネ クラムチャウダー 

スープ 

キャベツを加えて作る、具だくさん

のミネストローネです。シェルタイ

プのショートパスタ、角切りの完熟

トマト・じゃがいも・にんじん入り

です。 

牛乳を加えて作る、具だくさんのク

ラムチャウダーです。シェルタイプ

のショートパスタ、あさり、角切り

のじゃがいも・にんじん入りです。 
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■■■■商品商品商品商品詳細詳細詳細詳細 

商品名 
マルちゃん 本日のパスタ 

ボロネーゼ スパゲッティ 2食入 

マルちゃん 本日のパスタ 

カルボナーラ スパゲッティ 2食入 

内容量 346g（めん 135g×2） 306g（めん 135g×2） 

JANコード 4901990342322 4901990342339 

荷姿 6パック入り 1ケース 

希望小売価格 350円（税抜き） 

販売ルート 量販店、一般小売店 他 

発売日 2014年 9月 1日（月） 

発売地区 全国 

 

商品名 
マルちゃん 本日のパスタ 

トマトクリームパスタ 2食入 

マルちゃん 本日のパスタ 

ホワイトクリームパスタ 2食入 

内容量 220g（めん 90g×2） 206g（めん 90g×2） 

JANコード 4901990342346 4901990342353 

荷姿 6パック入り 1ケース 

希望小売価格 350円（税抜き） 

販売ルート 量販店、一般小売店 他 

発売日 2014年 9月 1日（月） 

発売地区 全国 

 

商品名 
マルちゃん 本日のパスタ 

ペンネ アラビアータ 2食入 

マルちゃん 本日のパスタ 

ペンネ チーズクリーム 2食入 

内容量 262g（めん 100g×2） 260g（めん 100g×2） 

JANコード 4901990342360 4901990342377 

荷姿 6パック入り 1ケース 

希望小売価格 350円（税抜き） 

販売ルート 量販店、一般小売店 他 

発売日 2014年 9月 1日（月） 

発売地区 北海道を除く全国 
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商品名 

マルちゃん 本日のパスタ 

パスタスープ ミネストローネ 

2人前 

マルちゃん 本日のパスタ 

パスタスープ クラムチャウダー 

2人前 

内容量 200g 200g 

JANコード 4901990199285 4901990199292 

荷姿 6パック入り 1ケース 

希望小売価格 240円（税抜き） 

販売ルート 量販店、一般小売店 他 

発売日 2014年 9月 1日（月） 

発売地区 全国 

 


