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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、「タテ型 飲み干

す一杯 担担麺／背脂とんこつラーメン／鶏とろ醤油ラーメン」をリニューアル発売、 

「タテ型 飲み干す一杯 尾道 背脂醤油ラーメン／札幌 海老味噌ラーメン」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 「深うまいの素」で仕上げる、飲み干したくなるほどウマいスープが楽しめるシリーズ 

② めんを一新！つるっとなめらかなめんがスープに合わさるWのおいしさへ進化！！ 

③ 超本格ご当地ラーメンを新開発！瀬戸内産いりこの風味が香る「尾道 背脂醤油ラーメ

ン」と北海道産海老オイルが香る「札幌 海老味噌ラーメン」が登場！ 

 

【商品情報】 

当シリーズは「深うまいの素」で仕上げる、飲み干したくなるほどコク深くてウマいス

ープが楽しめる一杯です。 

定番３品はスープの美味しさに加え、めんの美味しさを一新しました。なめらかでつる

っとしたのどごしにリニューアルすることで、めんとスープ、Ｗの美味しさへと進化いた

しました。 

新商品２品はスープの美味しさにこだわり続けてきた飲み干す一杯ならではの濃厚な

スープが特長の超本格ご当地ラーメンです。瀬戸内産いりこの風味が香る「尾道 背脂醤

油ラーメン」と北海道産海老オイルが香る「札幌 海老味噌ラーメン」で、現地の人なら

ずとも一度は手に取って食べたくなる一杯に仕上げました。 
 
■商品名：  

タテ型 飲み干す一杯 担担麺／背脂とんこつラーメン／鶏とろ醤油ラーメン 

タテ型 飲み干す一杯 尾道 背脂醤油ラーメン／札幌 海老味噌ラーメン 
 
■発売日： 2016 年 10 月 3日（月） 
 
■発売地区： 全国（コンビニ・スーパー等） 
 
■価格： 180円（税抜） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「深うまいの素」で仕上げる、飲み干したくなるほどウマいスープが楽しめるシリーズ 

「尾道」と「札幌」の超本格ご当地ラーメンが新登場！ 

飲み干す一杯シリーズ 新発売・リニューアル 
2016年 10月 3日 発売 

http://www.acecook.co.jp 

New! 



【商品特長】 

商 品 名 
タテ型 

飲み干す一杯  

担担麺 

タテ型 

飲み干す一杯 

背脂とんこつラーメン 

タテ型  

飲み干す一杯  

鶏とろ醤油ラーメン 

め ん 

しなやかな中細めん

です。なめらかでつる

っとしたのどごしに

しました。 

(湯戻し時間：3 分) 

弾力のある歯切れの良

い細めんです。なめらか

でつるっとしたのどご

しにしました。 

(湯戻し時間：3 分) 

しなやかな中細めんで

す。なめらかでつるっ

としたのどごしにしま

した。 

(湯戻し時間：3 分) 

ス ー プ 

ポークの旨みが利い

た味噌ベースのスー

プに豆板醤やガーリ

ック、ジンジャーなど

の香味野菜を利かせ

た担担麺スープです。

練り胡麻の「深うまい

の素」を入れること

で、深い香りの味わい

に仕上げました。 

旨みと香りが強いポー

クエキスに、ガーリック

やジンジャーなどの香

味野菜を利かせた豚骨

スープです。旨炊き背脂

の「深うまいの素」を入

れることで、深いコクの

味わいに仕上げました。 

チキンエキスとポーク

エキスをベースに、鰹

と醤油を合わせた深み

のあるスープです。と

ろみコラーゲンの「深

うまいの素」を入れる

ことで、深いまろやか

さの味わいに仕上げま

した。 

か や く 

程良く味付けした肉

そぼろ、ごま、チンゲ

ン菜、ねぎ、唐辛子を

入れました。 

程良く味付けした肉そ

ぼろ、キクラゲ、ごま、

ねぎ、紅しょうがを 

入れました。 

程良く味付けした鶏肉

そぼろ、卵、ねぎを入

れました。 

パッケージ 
ダイナミックに大きく入れたシズル写真とめんの持ち上げ写真で美味し

くなっためんをアピールしたパッケージです。 

 

【商品概要】 

商 品 名 
タテ型 

飲み干す一杯  

担担麺 

タテ型 

飲み干す一杯 

背脂とんこつラーメン 

タテ型  

飲み干す一杯  

鶏とろ醤油ラーメン 

内 容 量 76g（めん 55g） 70g（めん 55g） 71g（めん 55g） 

か や く 
ごま、チンゲン菜、 
鶏・豚味付肉そぼろ、 

ねぎ、唐辛子 

ごま、 
鶏・豚味付肉そぼろ、 
キクラゲ、ねぎ、 

紅しょうが 

味付鶏肉そぼろ、 
卵、ねぎ 

荷 姿 １２食×１ 

JANコード 49 01071 27823 6 49 01071 27824 3 49 01071 27845 8 

ITFコード  1 49 01071 27823 3 1 49 01071 27824 0 1 49 01071 27845 5 

ケース JANコード 49 01071 29083 2 49 01071 29084 9 49 01071 28905 8 

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 404×311×114mm 

個装重量  109g 103g 104g 

ケース重量 1.5kg 1.4kg 1.4kg 

 

http://www.acecook.co.jp 



【商品特長】 

商 品 名 
タテ型 飲み干す一杯  

尾道 背脂醤油ラーメン 

タテ型 飲み干す一杯  

札幌 海老味噌ラーメン 

め ん 
適度な弾力と滑らかさを併せ持っ

た、スープと相性の良いめんです。 

（湯戻し時間：3分） 

適度な弾力と滑らかさを併せ持っ

た、スープと相性の良い太めんで

す。 （湯戻し時間：3分） 

ス ー プ 

香味野菜の旨みが利いた、たっぷ

りの瀬戸内産いりこの風味が香る

醤油スープです。旨炊き背脂の「深

うまいの素」を入れることで、深

いコクの味わいに仕上げました。 

コクのある味噌に香味野菜の風味

と海老の旨みをしっかり利かせた

味噌スープです。北海道産海老オ

イル入りの「深うまいの素」を入

れることで、海老の深い香りの味

わいに仕上げました。 

か や く 
程良く味付けした肉そぼろ、メン

マ、ねぎを入れました。 

風味豊かなえび天、揚げ玉、ねぎ、 

唐辛子を入れました。 

パッケージ 
大きくダイナミックに入れたシズル写真とキャッチコピーでご当地の 

美味しさを感じさせるパッケージです。 

 

【商品概要】 

商 品 名 
タテ型 飲み干す一杯  

尾道 背脂醤油ラーメン 

タテ型 飲み干す一杯  

札幌 海老味噌ラーメン 

内 容 量 69g（めん 55g） 73g（めん 55g） 

か や く 
鶏・豚味付肉そぼろ、 

メンマ、ねぎ 
えび天、揚げ玉、ねぎ、唐辛子 

荷 姿 12食×1 

JANコード 49 01071 27888 5 49 01071 27889 2 

ITFコード  1 49 01071 27888 2 1 49 01071 27889 9 

ケース JANコード 49 01071 28933 1 49 01071 28934 8 

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 404×311×114mm 

個装重量  98g 103g 

ケース重量 1.4kg 1.4kg 

 

http://www.acecook.co.jp 


