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がんばるあなたに、“もっと” おいしい時間を。 

「冷凍 日清スパ王プレミアム」 シリーズ全 10品を 3月 1日（日）に発売 
 

日清食品冷凍株式会社 (社長:吉田 広之) は、「冷凍 日清スパ王プレミアム」シリーズ全 10品を

2020年 3月 1日(日)に全国で発売します。 

 

手作りよりおいしい？ 冷凍パスタの“おいしい”が止まらない！ 

 

「冷凍 日清スパ王プレミアム」シリーズは、豊富なメニューバリエーションと電子レンジだけの

簡単調理で本格的なパスタソースの味わいが楽しめることから、多くのお客さまにご好評をいただ

いています。今回、“もっと”おいしい時間をお届けするために、こだわりの本格品質に一層の磨き

をかけて、装いも新たに発売します。 

「海老のトマトクリーム」「牛挽肉のボロネーゼ」「海の幸のペスカトーレ」「ナポリタン」「クリー

ミーカルボナーラ」「彩り野菜のペペロンチーノ」の 6 品は、「冷凍 日清スパ王プレミアム」シリ

ーズの特長であるパスタソースの本格的な味わいをさらに追求し、メニューに合わせてソースの量

や旨みをアップしました。 

また、シリーズ全品のパッケージデザインを一新し、上品なテーブルクロスのドレープ柄をモチー

フとして、パスタ専門店で食事を楽しむワクワク感と上質な味わいへのこだわりを表現しています。 

 



 

 

■商品特長 

「冷凍 日清スパ王プレミアム 海老のトマトクリーム」 

 麺 ：デュラム小麦のセモリナを 100%使用したスパゲティ。1 秒単位で

ゆで時間にこだわり、アルデンテ食感にゆで上げました。 

ソース：アメリケーヌソースと北海道産生クリームで仕立てた、完熟トマト

の風味豊かなトマトクリームソース。ソースを増量して、より濃厚

で本格的な味わいになりました。 

具 材：海老、ブロッコリー、パセリ。 

 

「冷凍 日清スパ王プレミアム 牛挽肉のボロネーゼ」 

 麺 ：デュラム小麦のセモリナを 100%使用したスパゲティ。1 秒単位で

ゆで時間にこだわり、アルデンテ食感にゆで上げました。 

ソース：牛挽肉、トマトペースト、香味野菜をじっくり煮込み、イタリア産

ワインで仕上げた本格的なボロネーゼソース。ソースの旨みをア

ップして、より濃厚で本格的な味わいになりました。 

具 材：揚げなす、パセリ。 

 

「冷凍 日清スパ王プレミアム 海の幸のペスカトーレ」  

 麺 ：デュラム小麦のセモリナを 100%使用したスパゲティ。1秒単位でゆ

で時間にこだわり、アルデンテ食感にゆで上げました。 

ソース：魚介の旨みとガーリックの風味をきかせた、ピリッと辛い濃厚な漁

師風トマトソース。ソースを増量しました。 

具 材：海老、いか、あさり、パセリ。 

 

「冷凍 日清スパ王プレミアム ナポリタン」  

 麺 ：デュラム小麦のセモリナを 100%使用したスパゲティ。1 秒単位で

ゆで時間にこだわり、アルデンテ食感にゆで上げました。 

ソース：ソテーしたオニオンの香ばしさとケチャップの甘酸っぱさが食欲

をそそる、濃厚なナポリタンソース。ソースを増量するとともに、

ケチャップやオニオンの旨みをアップして、より本格的な味わい

になりました。 

具 材：ソーセージ、ピーマン、タマネギ。 

 

「冷凍 日清スパ王プレミアム クリーミーカルボナーラ」  

 麺 ：デュラム小麦のセモリナを 100%使用したスパゲティ。1 秒単位で

ゆで時間にこだわり、アルデンテ食感にゆで上げました。 

ソース：北海道産生クリームを使用した、なめらかでクリーミーなカルボナ

ーラソース。チーズの旨みをアップし、より濃厚でコク深い味わい

になりました。 

具 材：ベーコン、ほうれん草。 

 



 

 

「冷凍 日清スパ王プレミアム 彩り野菜のペペロンチーノ」  

 麺 ：デュラム小麦のセモリナを 100%使用したスパゲティ。1秒単位で

ゆで時間にこだわり、アルデンテ食感にゆで上げました。 

ソース：ガーリックや唐辛子の風味にアンチョビをきかせた、風味豊かな

ペペロンチーノ。ガーリックの風味をアップして、食欲をそそる

香ばしい味わいになりました。 

具 材：海老、ほうれん草、揚げなす、ズッキーニ、赤ピーマン、黄ピー 

    マン。 

 

「冷凍 日清スパ王プレミアム しらすのペペロンチーノ」 

 麺 ：デュラム小麦のセモリナを 100%使用したスパゲティ。1秒単位で

ゆで時間にこだわり、アルデンテ食感にゆで上げました。 

ソース：香り豊かで旨みのあるペペロンチーノ。隠し味にヴィネガーを加

え、すっきりした後味に仕上げました。 

具 材：しらす、葉大根、唐辛子、パセリ。 

 

「冷凍 日清スパ王プレミアム たらこ」 

 麺 ：デュラム小麦のセモリナを 100%使用したスパゲティ。1秒単位で

ゆで時間にこだわり、アルデンテ食感にゆで上げました。 

ソース：なめらかな口当たりの中にも、たらこ本来の豊かな旨みとプチプ

チしたつぶ立ちを感じられるソース。 

具 材：葉大根。 

別 添：風味豊かなきざみ海苔。 

 

「冷凍 日清スパ王プレミアム ボンゴレビアンコ」  

 麺 ：デュラム小麦のセモリナを 100%使用したスパゲティ。1秒単位で

ゆで時間にこだわり、アルデンテ食感にゆで上げました。 

ソース：ガーリックと白ワインをきかせた風味豊かで本格的なソース。 

具 材：あさり、唐辛子、パセリ。 

 

 

「冷凍 日清スパ王プレミアム あさりバター醤油」  

 麺 ：デュラム小麦のセモリナを 100%使用したスパゲティ。1秒単位で

ゆで時間にこだわり、アルデンテ食感にゆで上げました。 

ソース：バターのまろやかな旨みと醤油の香ばしさが特長のソース。 

具 材：あさり、舞茸、ほうれん草。 

別 添：かつおぶしパック。 

 

 



 

 

■商品概要 

商品名 
冷凍 日清スパ王プレミアム 

海老のトマトクリーム 牛挽肉のボロネーゼ 海の幸のペスカトーレ 

内容量 300g 310g 295g 

JAN コード 4548779725466 4548779725473 4548779725497 

ITF コード 14548779725463 14548779725470 14548779725494 

食数 / 荷姿 1 ケース 14 パック入×2 合わせ 

希望小売価格 オープン価格 

発売日 2020 年 3 月 1 日(日) 

発売地区 全国 

 

商品名 
冷凍 日清スパ王プレミアム 

ナポリタン クリーミーカルボナーラ 彩り野菜のペペロンチーノ 

内容量 297g 297g 281g 

JAN コード 4548779725480 4548779725510 4548779725442 

ITF コード 14548779725487 14548779725517 14548779725449 

食数 / 荷姿 1 ケース 14 パック入×2 合わせ 

希望小売価格 オープン価格 

発売日 2020 年 3 月 1 日(日) 

発売地区 全国 

 

 

商品名 
冷凍 日清スパ王プレミアム 

しらすのペペロンチーノ たらこ 

内容量 256g 285g 

JAN コード 4548779725534 4548779725527 

ITF コード 14548779725531 14548779725524 

食数 / 荷姿 1 ケース 14 パック入×2 合わせ 

希望小売価格 オープン価格 

発売日 2020 年 3 月 1 日(日) 

発売地区 全国 



 

 

 

商品名 
冷凍 日清スパ王プレミアム 

ボンゴレビアンコ あさりバター醤油 

内容量 270g 280g 

JAN コード 4548779725558 4548779725572 

ITF コード 14548779725555 14548779725579 

食数 / 荷姿 1 ケース 14 パック入×2 合わせ 

希望小売価格 オープン価格 

発売日 2020 年 3 月 1 日(日) 

発売地区 全国 


