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期間限定で 「日清のどん兵衛」 の七味が “恋七味” に！ 

「日清のどん兵衛 きつねうどん 恋七味付き」 「日清のどん兵衛 天ぷらそば 恋

七味付き」 を 2020年 2 月 10日（月）より順次発売 
 

日清食品株式会社 (社長:安藤 徳隆) は、「日清のどん兵衛 きつねうどん」「日清のどん兵衛 天ぷ

らそば」の七味を“恋七味”に変更して 2 月 10日(月)より全国で順次発売*1するとともに、“恋七

味”にぴったりな新メニュー「日清のどん兵衛 恋七味付き 京風あんかけうどん」「日清のどん兵

衛 恋七味付き 淡麗塩だしそば」を 2月 10日(月)に全国で新発売します。 

 

テレビ CMにも登場する、生姜や山椒の風味をアップさせた“恋七味”！ 

 

「日清のどん兵衛」は、和風カップ麺のトップブランドとして、麺、つゆ、具材はもちろん、七味

にまでとことんこだわっています*2。 

2 月中旬より放映する新テレビ CM では、星野 源さん演じる“孤独な男”と吉岡 里帆さん演じる

“どんぎつね”が、新たな“恋七味”を作り上げるストーリーを描きます。 

そこで今回、CM にも登場する “恋七味”を、「日清のどん兵衛 きつねうどん」と「日清のどん兵

衛 天ぷらそば」に付けて期間限定発売します。「きつねうどん」は、生姜の風味をアップした“恋

七味”をかけることで、寒い季節にぴったりなほっこり和む味わいに、「天ぷらそば」は、山椒の風

味をアップした“恋七味”をかけることで、香り華やぐ上品な味わいに仕上がります。 

さらに、この“恋七味”にぴったりな新メニューとして、昆布とかつおのだしをきかせたあんかけ

つゆに、生姜仕上げの“恋七味”を合わせた「日清のどん兵衛 恋七味付き 京風あんかけうどん」

と、すっきりとした塩だしに鶏のうまみが際立つ半透明なつゆに、山椒仕上げの“恋七味”を合わ

せた「日清のどん兵衛 恋七味付き 淡麗塩だしそば」を発売します。 

 
*1 「日清のどん兵衛 きつねうどん」「日清のどん兵衛 天ぷらそば」(東日本向け/西日本向け/液体つゆ仕

上げ)、「日清のどん兵衛 特盛きつねうどん」「日清のどん兵衛 特盛天ぷらそば」(東日本向け/西日本
向け) の計 10 品。期間限定のため、対象商品がなくなり次第終了します。 

*2 通常、七味付きの商品には、つゆに彩りや辛み、香りのアクセントを加える“彩り七味”を付けて販売
しています。 



 

 

■商品特長 

「日清のどん兵衛 きつねうどん」「日清のどん兵衛 天ぷらそば」 

「日清のどん兵衛 特盛きつねうどん」「日清のどん兵衛 特盛天ぷらそば」 

「きつねうどん」には、ほっこり和む生姜仕上げの“恋七味”、

「天ぷらそば」には、香り華やぐ山椒仕上げの“恋七味”を合

わせました。 

※対象商品のふたには、“恋七味”のアイコンが付いています。 

※麺、つゆ、具材は、通常商品と同じです。 

※期間限定のため、対象商品がなくなり次第終了します。 

 

「日清のどん兵衛 恋七味付き 京風あんかけうどん」 

麺 ：どん兵衛ならではの、もっちりとしたつるみのあるうどん。 

つ ゆ：昆布とかつおのだしをきかせた、とろみのあるあんかけつゆ。 

具 材：きざみあげ、かきたま、ネギ。 

別 添：ほっこり和む生姜仕上げの“恋七味”。 

 

「日清のどん兵衛 恋七味付き 淡麗塩だしそば」 

麺 ：どん兵衛ならではの、すすり心地の良いまっすぐなそば。 

つ ゆ：塩だし*3で仕上げたすっきりとした味わいに、鶏のうまみが際立つ半透明なつゆ。 

具 材：鶏つくね、ネギ、いりごま。 

別 添：香り華やぐ山椒仕上げの“恋七味”。 

 
*3 しょうゆを使わずに塩とだしで味付けしたつゆが特長の「塩だしそば」は、東京都台東区の稲荷町に本

店を構える「そば助」が発祥とされる。 

 

■広告展開について 

星野 源さん、吉岡 里帆さんが出演し、“恋七味”を作り上げるストーリーを描く新テレビ CM「日

清のどん兵衛 恋七味 篇」を 2月中旬から放映します。 

 
 

星野 源 (ほしの げん) 

1981 年 1 月 28 日生まれ。埼玉県出身。俳優・音楽家・文筆家。 

第 37 回日本アカデミー賞新人俳優賞など、2013 年度の映画賞を多数受賞。主な近作に 

ドラマ「コウノドリ」シリーズ、「逃げるは恥だが役に立つ」、「プラージュ」、大河ドラ 

マ「いだてん～東京オリムピック噺～」、主演映画「引っ越し大名！」など。 

2017 年より「日清のどん兵衛」ブランドの CM キャラクターを務める。 

 

 

吉岡 里帆 (よしおか りほ) 

1993 年 1 月 15 日生まれ。京都府出身。 

連続テレビ小説「あさが来た」(2015 年) に出演し注目を集める。主な近作にドラマ

「健康で文化的な最低限度の生活」(2018 年)、ドラマ「時効警察はじめました」

(2019 年)、映画「パラレルワールド・ラブストーリー」(2019 年)、映画「見えない目

撃者」(2019 年）、声の出演をした映画「空の青さを知る人よ」(2019 年) など。2020

年 1 月 13 日～3 月 1 日まで舞台 PARCO PRODUCE 2020 「FORTUNE」に出演。

 

 

“恋七味”アイコン 



 

 

■商品概要 

商品名 

日清のどん兵衛 

きつねうどん 
(東) 

きつねうどん 
(西) 

きつねうどん 
(液体つゆ仕上げ) 

内容量 96g (麺 74g)   95g (麺 74g)   113g (麺 74g)  

JAN コード 4902105033722 4902105002674 4902105201206 

ITF コード 14902105033729 14902105002671 14902105201203 

食数 / 荷姿 1 ケース 12 食入 

希望小売価格 193 円 (1 食/税別)  

発売日 2020 年 2 月 10 日(月)より順次切替 

発売地区*4 
東日本 

(北海道を除く) 
西日本 

北海道地区、東北地区 

関東甲信越地区、静岡県 

 

商品名 

日清のどん兵衛 

天ぷらそば 
(東) 

天ぷらそば 
(西) 

天ぷらそば 
(液体つゆ仕上げ) 

内容量 100g (麺 72g)   100g (麺 72g)  118g (麺 72g) 

JAN コード 4902105033746 4902105004173 4902105201213 

ITF コード 14902105033743 14902105004170 14902105201210 

食数 / 荷姿 1 ケース 12 食入 

希望小売価格 193 円 (1 食/税別) 

発売日 2020 年 2 月 10 日(月)より順次切替 

発売地区*4 
東日本 

(北海道を除く) 
西日本 

北海道地区、東北地区 

関東甲信越地区、静岡県 

 

商品名 

日清のどん兵衛 

特盛きつねうどん 

(東) 

特盛きつねうどん 

(西) 

特盛天ぷらそば 

(東) 

特盛天ぷらそば 

(西) 

内容量 131g (麺 100g) 130g (麺 100g) 143g (麺 100g) 142g (麺 100g) 

JAN コード 4902105042052 4902105042069 4902105042076 4902105042083 

ITF コード 14902105042059 14902105042066 14902105042073 14902105042080 

食数 / 荷姿 1 ケース 12 食入 

希望小売価格 220 円 (1 食/税別) 

発売日 2020 年 2 月 10 日(月)より順次切替 

発売地区*4 
東日本 

(北海道を除く) 
西日本 

東日本 

(北海道を除く) 
西日本 

 *4 富山県、石川県、福井県、滋賀県、奈良県、和歌山県以西は西日本向けを販売、北海道を除くその他東日 
  本は東日本向けを販売しています。 



 

 

商品名 
日清のどん兵衛 

恋七味付き 京風あんかけうどん 恋七味付き 淡麗塩だしそば 

内容量 80g (麺 66g) 95g (麺 66g) 

JAN コード 4902105255124 4902105262207 

ITF コード 14902105255121 14902105262204 

食数 / 荷姿 1 ケース 12 食入 

希望小売価格 193 円 (1 食/税別) 

発売日 2020 年 2 月 10 日(月) 

発売地区 全国 

 


