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カップヌードル 味噌 ミニ 
 

 麺 ：「カップヌードル」ならではの、しなやかでコシ

とつるみのある麺。 

スープ：3種の味噌 (麦味噌、赤味噌、白味噌) を合わせ、

ショウガとニンニクでアクセントを加えた濃厚なス

ープ。肉味噌の風味を加え、コク深さがアップしま

した。 

具 材：「山椒謎肉」(味付豚ミンチ)、キャベツ、コーン、

ニンジン、ネギ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お椀で食べるカップヌードル味噌 3食パック 
 

 麺 ：「カップヌードル」ならではの、しなやかでコシ

とつるみのある麺。 

スープ：3種の味噌 (麦味噌、赤味噌、白味噌) を合わせ、

ショウガとニンニクでアクセントを加えた濃厚なス

ープ。肉味噌の風味を加え、コク深さがアップしま

した。 

具 材：「山椒謎肉」(味付豚ミンチ)、コーン、ニンジン、

ネギ。 

 

内容量 41g (麺 30g) 

JAN コード 4902105271476 

ITF コード 14902105271473 

食数/荷姿 1 ケース 15 食入×2 合わせ 

希望小売価格 116 円 (1 食/税別) 

発売地区 全国 

内容量 102g (麺 84g) 

JAN コード 4902105111857 

ITF コード 14902105111854 

食数/荷姿 1ケース 9パック (1パック 3食入) ×2合わせ 

希望小売価格 230 円 (1 パック/税別) 

発売地区 全国 

 

2022 年 3 月 7 日(月) リニューアル発売 

 

 

2022 年 3 月 7 日(月) リニューアル発売 

 



 

 

日清 東京 RAMENS AFURI 春限定 柚子塩ら
ーめん 淡麗 

 

 麺 ：のどごしの良い極細ストレート麺。全粒粉入りで、

小麦がほのかに香ります。 

スープ：鶏ガラをベースにかつお節や昆布などの和風だし

をあわせた、しっかりとしたうまみが特長のスー

プ。柚子の香りをきかせ、爽やかな味わいに仕上

げました。 

具 材：炙りコロチャーシュー、メンマ、ネギ、柚子皮。 

別 添：鶏油風味の「黄金香油」。 

 

 

 

 

 

 

 

 

日清の汁なしどん兵衛 釜たま風うどん 
 

 麺 ：もっちりとしたつるみのあるうどん。 

つ ゆ：甘みのある“特製だし醤油”と“まろやかたまごタ

レ”。 

具 材：ネギ、きざみのり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日清のスタミナどん兵衛 辛豚ニンニクうどん 
 

 麺 ：ワシワシとした食感で食べ応えのある“太ウェー

ブうどん”。 

つ ゆ：しょうゆをベースに、唐辛子の辛み、豚のうまみ、

アブラの甘みをきかせた“旨辛”なつゆ。 

具 材：キャベツ、味付豚ミンチ、ニンニク。 

別 添：豚のコクと唐辛子の辛みをきかせた「特製こって

りオイル」。 

 

内容量 93g (麺 80g) 

JAN コード 4902105268827 

ITF コード 14902105268824 

食数/荷姿 1 ケース 12 食入 

希望小売価格 220 円 (1 食/税別) 

発売地区 全国 

内容量 106g (麺 74g) 

JAN コード 4902105267271 

ITF コード 14902105267278 

食数/荷姿 1 ケース 12 食入 

希望小売価格 193 円 (1 食/税別) 

発売地区 全国 

内容量 96g (麺 70g) 

JAN コード 4902105268087 

ITF コード 14902105268084 

食数/荷姿 1 ケース 12 食入 

希望小売価格 220 円 (1 食/税別) 

発売地区 全国 

 

2022 年 3 月 14 日(月) パッケージ変更 

 

 

2022 年 3 月 21 日(月) 発売 

2022 年 3 月 7 日(月) 新発売 

 



 

 

日清ラ王 冷し中華 醤油だれ 3食パック 
 

 麺 ：全粒粉が入ったしなやかな中太ストレート麺。“ま

るで、生めん。”のようなのどごしと、小麦本来の

おいしさが味わえます。 

た れ：すっきりとして甘酸っぱい中華風のしょうゆだれ。

爽やかでフルーティーなリンゴ酢を加えました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オーベルジーヌ監修 欧風カレー 
 

ライス：熱湯 5 分の簡単調理でも湯戻りの良い、ふっくら

食感のごはん。 

ル ゥ：タマネギの甘みとスパイスの辛みが特長のカレー

ルゥ。ビーフのうまみと生クリームのコクを加え、

宅配カレー専門店「オーベルジーヌ」の味わいを

再現しました。 

具 材：ダイスミンチ、グリルドオニオン、ニンジン。 

 

 

内容量 354g (麺 240g) 

JAN コード 4902105110683 

ITF コード 14902105110680 

食数/荷姿 1ケース 9パック (1パック 3食入) ×2合わせ 

希望小売価格 285 円 (1 パック/税別) 

発売地区 全国 

内容量 103g (ライス 69g) 

JAN コード 4902105946824 

ITF コード 14902105946821 

食数/荷姿 1 ケース 6 食入 

希望小売価格 263 円 (1 食/税別) 

発売地区 全国 

2022 年 3 月 21 日(月) 発売 

 

2022 年 3 月 28 日(月) 発売 

 


