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報道関係者各位 

2015 年 9 月 3 日  

株式会社キンレイ（本社：京都市伏見区、代表取締役社長：和田博行）は、2015 年秋冬向け新商品発売を記念して、 

9 月 3 日（木）から 11 月 11 日（水）までコンビニエンスストア向けアルミ鍋タイプ・スーパー向け袋タイプのキンレイ商品

がそれぞれ毎週 100 名様に当たる、“10 週連続！「なべやき屋キンレイ」新商品発売キャンペーン”を開始します。 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

火にかけると、まずだしが溶け、そこに麺と具材が沈み、 

麺がのびることなく出来立てのコシのある状態に仕上がります。 

【応募期間】2015 年 9 月 3 日（木）～11 月 11 日（水）（各週 木曜 11：00～水曜 23：59） 

【応募方法】その場ですぐに結果がわかる「スピードくじ」形式 

※お持ちの SNS アカウントもしくはメールアドレスの登録により参加することができます。 

【当選人数】抽選で各週 100 名様 （アルミ鍋タイプ・袋タイプ）総勢 2,000 名 

【賞 品】コンビニエンスストア向けアルミ鍋タイプ商品 各週 1 商品 3 食セット 

スーパー向け袋タイプ商品            各週 1 商品 3 食セット  ※各週当選商品は次ページ以降参照 

 

～「なべやき屋キンレイ」新商品発売記念～ 

総勢 2,000 名様に商品が当たる！ 

10 週連続 Web キャンペーンを開始します！ 
総勢 6000 名様に当たる！2 つの Web サイトでキャンペーンを開始 

 

10 週連続！「なべやき屋キンレイ」新商品発売キャンペーン 

 

キャンペーンの応募はこちら！ 

 

だしがしみるわぁ～ 鍋焼うどん（アルミ鍋タイプ） 

 
アルミ鍋タイプ商品は 

コンビニで！ 

 

お水がいらない 鍋焼うどん（袋タイプ） 

袋（容器なし）タイプ商品は 

スーパーで！ 

 

おいしさの秘密は「二段凍結」「三層構造」 

●だしを凍結した後、麺・具材を盛り付けて 

再度凍結する「二段凍結」。 

●だし・麺・具材が順に重なった「三層構造」。 
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ロングセラー商品「だしがしみるわぁ～ 鍋焼うどん」を含む 10 商品を 

毎週 100 名様にプレゼントいたします。  

 

 

 

商品名 キャンペーン期間
発売日 希望小売価格（税抜）

だしがしみるわぁ～　鍋焼うどん 2015年9月3日（木）11：00～9月9日（水）23：59

2015年8月24日より順次 398円

１２種具材入り　ちゃんぽん 2015年9月10日（木）11：00～9月16日（水）23：59

2015年8月24日より順次 398円

だしがきいてる　カレーうどん 2015年9月17日（木）11：00～9月23日（水）23：59

2015年8月31日より順次 450円

旨！辛！コク！チゲ鍋　うどん入り 2015年9月24日（木）11：00～9月30日（水）23：59

2015年8月31日より順次 498円

ラーメン横綱 2015年10月1日（木）11：00～10月7日（水）23：59

2015年9月7日より順次 440円

豚骨醤油ラーメン 2015年10月8日（木）11：00～10月14日（水）23：59

2015年9月7日より順次 440円

ふっくらじゅわぁ～　きつねうどん 2015年10月15日（木）11：00～10月21日（水）23：59

2015年8月31日より順次 298円

具だくさん鍋焼うどん 2015年10月22日（木）11：00～10月28日（水）23：59

2015年10月5日より順次 554円

八丁味噌仕立ての　みそ煮込みうどん 2015年10月29日（木）11：00～11月4日（水）23：59

2015年8月31日より順次 450円

牛すき焼鍋　うどん入り 2015年11月5日（木）11：00～11月11日（水）23：59

2015年9月7日より順次 598円

商品パッケージ
商品特長

発売から３５年を超えるロングセラー商品。そうだかつお節、さば節、いわし節、真昆布、椎茸から丁寧にとった
「黄金だし」。 追い鰹で仕上げた風味豊かな味わいです。

直火で炒めたソテー野菜はシャキシャキとした食感。野菜の旨み・甘みが溶け出した、コクのあるまろやかな味わ
いです。海鮮類（えび、いか）や豚肉、ソテー野菜、さつま揚げなど１２種の具材を楽しめます。

関西風の“だしがきいてる”カレーうどんです。さば節、そうだかつお節、かつお節、いわし節、真昆布からとっただ
しに、牛肉の味わいが絶妙に溶け込んだ関西の味わい。

チゲの美味しさのポイントは「旨み、辛み、コク」。コクのある牛ベースに、野菜と鶏ガラ・豚ガラを炊きだしたスープ
を加え、コチュジャン、豆板醤、味噌などで調味。旨みのハーモニーがくせになる味わいです。

京都・吉祥院発祥の人気店『ラーメン横綱』監修商品。
豚骨などから炊き出した濃厚なコクのあるストレートスープが特徴です。

食べ進むにつれて「しみじみ旨い」みそ煮込みうどん。さば節、いわし節、かつお節、真昆布などからとっただしと
八丁味噌を合わせることで、 味噌のもつ芳醇な風味が引き立ちます。

真昆布をきかせただしに、牛肉・野菜の旨みが溶け込むまろやかなつゆです。
ご家庭の玉子を入れるとさらに美味しくお召し上がりいただけます。

人気を集める家系ラーメンをめざした豚骨醤油ラーメン。麺はモチモチとした食べ応えのある太麺２５０ｇ入り！
家系ラーメンの定番具材・チャーシュー、ほうれん草、焼きのりに加え、人気トッピングのピリ辛キャベツを盛り付け
ました。

ふっくらお揚げが自慢のきつねうどん。
道南産の真昆布をきかせた関西風のだし。淡口醤油がだしの旨みを引き立てます。

かき揚げ、焼餅、玉子焼など１０種の具材が入った、具だくさんの鍋焼うどんです。
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コンビニエンスストア向け商品 
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大好評「お水がいらない」シリーズに、新商品「みそ煮込みうどん」が仲間入り。 

ストレートスープの美味しさに好評をいただいておりますラーメンシリーズを含む、10 商品を 

毎週 100 名様にプレゼントいたします。 

 

商品名 キャンペーン期間
発売日 メーカー希望小売価格

お水がいらない　鍋焼うどん 2015年9月3日（木）11：00～9月9日（水）23：59

2015年8月17日より順次 オープン価格

お水がいらない　1/3日分の野菜 ちゃんぽん 2015年9月10日（木）11：00～9月16日（水）23：59

2015年8月17日より順次 オープン価格

お水がいらない　カレーうどん 2015年9月17日（木）11：00～9月23日（水）23：59

発売中 オープン価格

お水がいらない　旨辛チゲうどん 2015年9月24日（木）11：00～9月30日（水）23：59

2015年8月17日より順次 オープン価格

お水がいらない　ラーメン横綱 2015年10月1日（木）11：00～10月7日（水）23：59

発売中 オープン価格

お水がいらない　ラーメン無双 2015年10月8日（木）11：00～10月14日（水）23：59

発売中 オープン価格

お水がいらない　ラーメン一幻 2015年10月15日（木）11：00～10月21日（水）23：59

発売中 オープン価格

お水がいらない　ラーメン黒王 2015年10月22日（木）11：00～10月28日（水）23：59

発売中 オープン価格

お水がいらない　みそ煮込みうどん 2015年10月29日（木）11：00～11月4日（水）23：59

2015年8月17日より順次 オープン価格

お水がいらない　牛すき焼うどん 2015年11月5日（木）11：00～11月11日（水）23：59

2015年8月17日より順次 オープン価格

商品パッケージ
商品特長

そうだかつお節、さば節、いわし節、真昆布、椎茸から丁寧にとった関西の黄金だし。
追い鰹で風味豊かに仕上げました。

直火で炒めた野菜はシャキシャキとした食感。
1日あたりの野菜摂取目安350g※の約1/3量（生野菜換算）が入っています。※厚生労働省「健康日本21」より

いわし節、さば節、真昆布のだしが効いた関西風。牛肉、きざみ揚げ、玉ねぎの３種の具材入りです。

コチュジャン、豆板醤などの辛みやコクがクセになる辛味噌仕立てのピリ辛スープです。
ソテー野菜は３種の唐辛子、にんにくなどと炒め、香ばしく仕上げています。

京都・吉祥院発祥の人気店『ラーメン横綱』監修商品です。
豚骨等から炊き出した濃厚な深いコクのあるストレートスープが特徴です。

昆布、むろあじ節などからとっただしと八丁味噌をあわせた名古屋風の味わいです。
麺はやや硬めの食感に仕上げています。

昆布だしをきかせたまろやかなつゆです。
ご家庭の玉子を入れるとさらに美味しくお召し上がりいただけます。

『麺屋こうじグループ』代表、田代浩二氏監修商品です。
もっちり太麺と濃厚な豚骨醤油スープがマッチしたラーメンです。

札幌の人気店『えびそば 一幻』監修商品です。
えびと豚骨の風味が効いたコクのあるスープが特徴です。

京都・吉祥院発祥の人気店『ラーメン横綱』監修商品です。
濃厚な豚骨スープに黒マー油を効かせた『新味』を商品化しました。
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