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平素は、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
エースコック株式会社（本社：大阪府吹田市 社長：村岡寛）では、「どっさり野菜 ち
ゃんぽん／チリトマト味ラーメン」をリニューアル発売、「どっさり野菜 旨辛しょうゆ
ラーメン」を新発売させて頂く運びとなりましたので、ご案内申し上げます。 

 

＜本商品のポイント＞ 
① 野菜たっぷりめん少なめ！新バランス“多菜少麺”の「どっさり野菜」シリーズ 

② 日本最大級人気No.1グルメサイト「食べログ」と新商品開発プロジェクトを発足 
「食べログ ベストレストラン」を受賞※した「海鮮名菜 香宮」監修のもと、 
新メニューを開発！ 

③ 昨年11月に「食べログ」にて新メニューを決めるユーザー投票を実施 
見事1位に輝いた味わいを商品化し、「旨辛しょうゆラーメン」が誕生！ 

④ 広東料理に使われる調味料“辣椒醤（ラッチュウジャン）”風の奥深い辛さが野菜の旨み
を引き立る、今までにないやみつきになる味わいを目指した 

※2013年、2014年度受賞 
 

 当シリーズは、具材とめんのバランスを一新した新バランスカップめんです。食生活で
不足を感じている消費者も多い“野菜”をたっぷり詰め込み、逆にめんを少し減らすことで全
体のボリューム感はこれまでのカップめんと同じまま、カロリーは控えめにすることがで
きました。めんに対する野菜のボリュームがたっぷりだから、一口食べるごとに野菜がめ
ん絡み付き、シャキシャキとした食感と旨さをお楽しみいただけます。 

 今回は、新たに日本最大級人気 No.1 グルメサイト「食べログ」とコラボレーションし、
消費者やプロの料理人を巻き込んだ新商品開発プロジェクトで選ばれた「旨辛しょうゆラ
ーメン」を新発売いたします。最激戦区の東京で 2 年連続「食べログ ベストレストラン」
を受賞した本格広東料理レストラン「海鮮名菜 香宮」監修の 3 つのメニューの中から、
ユーザー投票で見事１位に輝いた味わいです。料理長のこだわりとして、広東料理に使わ
れる調味料“辣椒醤（ラッチュウジャン）”風の奥深い辛さが野菜の旨みを引き立てる、これ
までのカップめんにはなかったやみつきになる味わいを目指しました。 
 

【商品情報】 
 

■商品名：  

どっさり野菜 ちゃんぽん／チリトマト味ラーメン／旨辛しょうゆラーメン 
 

■発売日： 2016 年 3 月 7 日（月） 
 

■発売地区： 全国（コンビニ・スーパー等） 
 

■価格： 180 円（税抜） 

 

 

 

 

 

 

 

「食べログ ベストレストラン」受賞「海鮮名菜 香宮」監修の新商品が登場 
多菜少麺でカロリー控えめなのに食べ応えたっぷり！ 

どっさり野菜 ちゃんぽん／チリトマト味ラーメン リニューアル 
どっさり野菜 旨辛しょうゆラーメン 新発売 

2016 年 3 月 7 日 発売 

http://www.acecook.co.jp 



■参考情報 

「食べログ ベストレストラン」について 

その年の口コミ・評価をもとに、独自の重み付けによる算出方法で、料理・味、サービス、

雰囲気、コストパフォーマンスなどを 5 点満点で評価した、その年最も支持されたレスト

ランを選出する年間アワード。 

2014 年度は至高のレストラン 1035 店を選出。これは全レストラン中わずか 0.13%の狭

き門。 

 食べログ ベストレストラン 2014（http://tabelog.com/bestrst/2014/） 

 エースコック×食べログ どっさり野菜特設ページ 

（http://tabelog.com/campaign/acecook_dossariyasai/） 

 
 

「海鮮名菜 香宮（シャングウ）」について  

名店「赤坂璃宮」のオーナーシェフ 譚彦彬がプロデュースした、東京西麻布にある人気店。 

最激戦区の東京エリアで食べログベストレストラン 2 年連続受賞。 

※2013 年、2014 年度受賞  
 

「辣椒醤（ラッチュウジャン）」について 

ピリ辛の豆板醤とほんのり甘い味噌と酸味が合わさった広東料理に使用される調味料。 

 

 

 

 

【商品特長】 

商 品 名 
どっさり野菜 

ちゃんぽん 

どっさり野菜 

チリトマト味ラーメン 

どっさり野菜 

旨辛しょうゆラーメン 

め ん 

しっかりと弾力のあるち
ゃんぽん風の中太めんで
す。 
(湯戻し時間：3 分) 

滑らかでスープのりの良
いめんです。適度な味付け
をし、スープとの一体感を
高めました。 (湯戻し時
間：3 分) 

滑らかでスープのりの良
いめんです。適度な味付け
をし、スープとの一体感を
高めました。(湯戻し時
間：3 分) 

ス ー プ 

豚と鶏ガラをベースに、
魚介の旨みを加えた、野
菜の旨さを引き立てるち
ゃんぽんスープです。 

トマトとオニオンをベー
スに、唐辛子を加えたチリ
トマトスープです。隠し味
にチーズやバジルでスー
プに厚みを加えました。 

鶏と豚をベースに、ホタテ
やオイスターの海鮮の旨
みを加えた中華醤油スー
プです。香宮特製「辣椒醤」
風味の調味油で本格感を
高めました。 

か や く 

たっぷりのキャベツ、コ
ーン、もやし、いか、か
に風かまぼこを入れ、彩
り良く仕上げました。フ
タを開けると、野菜がめ
んを覆い隠し、どっさり
入った具材のボリューム
を感じることができま
す。 

たっぷりのキャベツ、玉ね
ぎ、コーン、人参、ねぎを
入れ、彩り良く仕上げまし
た。フタを開けると、野菜
がめんを覆い隠し、どっさ
り入った具材のボリュー
ムを感じることができま
す。 

たっぷりのキャベツ、玉ね
ぎ、卵、ねぎ、唐辛子を入
れ、彩り良く仕上げまし
た。フタを開けると、野菜
がめんを覆い隠し、どっさ
り入った具材のボリュー
ムを感じることができま
す。 

パッケージ 

ちゃんぽんとチリトマト味ラーメンは人気絵本作家 谷口智則氏オリジナル描き
下ろしの野菜キャラクターたちの世界観溢れるデザインです。新キャッチコピー
「野菜の旨み溶け込むスープ」とれんげの持ち上げで、おいしさ感を高めました。
旨辛しょうゆラーメンは食べログベストレストラン受賞店監修を訴求した上質感
のあるデザインに仕上げました。 

 

http://www.acecook.co.jp 

http://tabelog.com/bestrst/2014/
http://tabelog.com/campaign/acecook_dossariyasai/


【商品概要】 

商 品 名 
どっさり野菜 

ちゃんぽん 

どっさり野菜 

チリトマト味ラーメン 

どっさり野菜 

旨辛しょうゆラーメン 

内 容 量 60g（めん 45g） 63g（めん 45g） 63g（めん 45g） 

か や く 
キャベツ、コーン、 
いか、もやし、 
かに風かまぼこ 

キャベツ、玉ねぎ、 
人参、コーン、ねぎ 

キャベツ、玉ねぎ、卵、 
ねぎ、唐辛子 

荷 姿 12 食×1 

JAN コード 49 01071 22669 5 49 01071 22670 1 49 01071 27864 9 

ITF コード  1 49 01071 22669 2 1 49 01071 22670 8 1 49 01071 27864 6 

ケース JANコード 49 01071 29041 2 49 01071 29042 9 49 01071 28911 9 

希望小売価格 180 円（税抜価格） 

個装サイズ 100×100×110mm 

段ボールサイズ 404×311×117mm 

個装重量  94g 96g 97g 

ケース重量 1.4 ㎏ 1.4 ㎏ 1.4 ㎏ 
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