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平成20年2月12日 

                                

スリーエフ・ミニストップ 

人気ラーメン店「なんつッ亭」競宴企画 

2月14日（木）スタート 

 

  株式会社スリーエフ（横浜市中区、社長：中居勝利）とミニストップ株式会社 

（東京都千代田区、社長：横尾博）は、ラーメン店の人気投票で上位に君臨し続ける

人気ラーメン店「なんつッ亭」（本店：神奈川県秦野）との共同企画を2月14日（木）

（ミニストップは15日（金））から展開致しますのでご案内します。 

◇企画概要 

  スリーエフとミニストップでは 2005年春より、製造ロットの集約によるトップ

メーカー、トップブランドとの取り組みや、2社間の交流による商品開発スキルの

向上を目的に共同開発を進めておりますが、中でも、カップラーメンをはじめとす

る共同開発商品だけでなく、それぞれのチェーンが独自で開発した弁当などの商品

も販売する人気ラーメン店「なんつッ亭」との競宴企画は、大変好評をいただいて

おります。第３弾となる今回は、新たにカップ焼きそばを発売するほか、ドリンク

やアイスなどの共同開発商品の拡大だけでなく、独自開発商品についても前回より

発売アイテムを拡大したほか、事前企画として、カップ麺をケースでご予約いただ

いた方に「なんつッ亭」オリジナル箸セットをプレゼントするキャンペーンも実施 

 しております。 

◇商品概要（詳細別紙） 

○共同開発商品 

 「なんつッ亭 黒マー油とんこつカップ麺」 268円 

 「なんつッ亭のまかないまぜそばカップ麺」 198円 

  ほか、菓子5アイテム、ソフトドリンク1アイテム、アイス1アイテム 

○チェーン独自開発商品 

  スリーエフ     20アイテム（前回比4アイテム増） 

  ミニストップ    21アイテム（前回比8アイテム増） 

◇「なんつッ亭」グッズプレゼントキャンペーン概要 

「黒マー油とんこつカップ麺」、「まかないまぜそばカップ麺」のいずれか1ケース

（12個入）を2月13日（水）までに、ご予約いただいたお客様に、「オリジナル箸 

＆箸袋セット」をプレゼントするキャンペーンも実施します。 

 

 

 



【商品詳細】 

共同開発商品 

カテゴリー 商 品 名 価 格 商 品 特 徴 

カップ麺 

 

 

なんつッ亭 

黒マー油とんこつ 

268円 コクのある濃厚なとんこつス

ープが特徴の看板メニューを

カップラーメンにしました 

カップ麺 

 

 

なんつッ亭の 

まかないまぜそば 

 

198円 なんつッ亭のまかないメニュ

ーを再現。旨味のあるスープ

と麺がよく合います。 

菓  子 

 

 

なんつッ亭 

ポテトチップス 

黒マー油とんこつ味 

145円 「黒マー油」と「とんこつ」

の濃厚な味わいを再現しまし

た。 

菓  子 なんつッ亭 

厚切りポテトチップス 

ぶたまんま味 

145円 なんつッ亭の人気ご飯「ぶた

まんま」の味わいを再現しま

した。 

菓  子 なんつッ亭のり天 

黒マー油とんこつ味 

128円 サクッとしたのり天の食感と

豊かな風味のマー油が良く合

います。 

菓  子 なんつッ亭ベイビーカツ 

ぶたまんま味 

128円 「ぶたまんま」の味わいを鱈

シートを使用したカツで再現

しました。 

菓  子 なんつッ亭 

うまいぜベイビー棒 

 21円 黒マー油とんこつ味の濃厚な

味わいのスナックです 

ソフトドリンク なんつッ亭 

すごいぜベイビー 

158円 ニンニクエキス・ガラナ配合

の元気ドリンク！！ 

アイス なんつッ亭 

うまいぜベイビーバー 

（ミルク＆黒みつ） 

126円 風味豊かな黒みつソースを入

れたコクのあるミルクアイス 

です。 

 

 

スリーエフ開発商品 

カテゴリー 商 品 名 価 格 商 品 特 徴 

なんつッ亭 

ぶたまんま 

370円 なんつッ亭の人気メニューを

弁当で再現しました。和風だ

しで煮込んだ柔かいチャーシ

ューをご飯にのせました。 

なんつッ亭 

まかないカレー丼 

（2月27日発売） 

380円 とんこつスープ入りカレーに

チャーシューをトッピングし

ました 

弁  当 

 

なんつッ亭 

まかない豚竜田揚げ丼 

390円 豚ロース肉の竜田揚げに、フ

ライドガーリックをトッピン

グしました。 

チルド弁当 

 

なんつッ亭 

まかない牛すじハヤシ丼 

450円 柔かく煮込んだ牛すじの旨味

が効いたハヤシライス丼です 



なんつッ亭 

にんにくチキンのサラダ 

330円 にんにく味のグリルチキン

に、にんにくが入った荒塩ド

レッシングを合わせました 

なんつッ亭 

豚にんにく焼 

（2月26日発売） 

350円 にんにくで味付けした豚肉に

フライドオニオンをのせまし

た。 

なんつッ亭 

まかない肉野菜炒め 

340円 元祖まかないメニューを再

現。秘伝のマー油を加えた野

菜炒めです。 

なんつッ亭 

ガーリックハンバーグ 

340円 ガーリックソースハンバーグ

と、にんにく醤油に漬け込ん

だ特製玉子を入れました。 

惣 菜 

なんつッ亭 

にんにく唐揚げ 

390円 にんにく風味の唐揚に特製タ

ルタルを合わせました。 

寿 司 寿司おにぎり 

なんつッ亭 

Ｗチャーシュー 

140円 2種類の食感のチャーシュー

に、マー油の風味が効いたマ

ヨネーズを合わせました。 

なんつッ亭 

和風豚骨つけ麺 

390円 魚介スープでマイルドに仕上

げた和風つけ麺です。 

調理麺 

 

なんつッ亭 

まかない焼ラーメン 

430円 豚骨スープ、醤油の 2種類で

味付けた焼ラーメンです 

中華まん なんつッ亭 

ラーメンまん 

140円 なんつッ亭の味を思わせるラ

ーメンが入りの中華まんです 

調理パン なんつッ亭 

チャーシュー玉子バーガー 

210円 

 

チャーシュー、茹で玉子とラ

ーメンを思わせる具材をサン

ドしたバーガーです。 

なんつッ亭 

へなちょこソフト 

290円 なんつッ亭で人気のアイスを

味わえるデザートです。 

デザート 

なんつッ亭 

大将の杏仁 

360円 杏仁豆腐が大量に入ったボリ

ュームのあるデザートです 

おにぎり 

なんつッ亭うまいぜ！おこわ 

（2月27日発売） 

140円 マー油、かつおだし、チャー

シュー煮で炊き込んだご飯を

温めて食べるおにぎりです。 

おにぎり 

なんつッ亭チャーハン焼そば 

140円 ぶたまんまのダシで炊き込ん

だご飯を豚骨ダシの麺と合わ

せて炒めました。隠し味にガ

ーリックが入っています。 

手巻 

（なんつッ亭  

 幻のチャーシューマヨ） 

125円 相性の良いマー油とマヨネー

ズにチャーシューを合わせた

おにぎりです。 

おにぎり 

にぎり飯 

なんつッ亭ぶたまんま 

135円 なんつッ亭の人気メニュー、 

ぶたまんまをおにぎりにしま

した 

 

 



 

ミニストップ開発商品 

カテゴリー 商 品 名 価 格 商 品 特 徴 

なんつッ亭 

豚バラチャーシューカレー 

498円 

 

とんこつスープとニンニクを

きかせたカレーに、とろける

旨さの直火焼きチャーシュー

をトッピング。 

なんつッ亭 

豚唐揚丼 

498円 豚ロース肉を、本醸造醤油を

ベースに生姜ニンニクを効か

せた漬込みたれに漬け込み唐

揚にしました。 

なんつッ亭 

ジャンボ唐揚 

（とんこつソース） 

580円 なんつッ亭の味を再現した

「とんこつスープ」が味の決

め手！焦がしニンニクソース

で味付けしました。 

なんつッ亭 

豚まんま 

450円 角切りの直火焼きチャーシュ

ーにたっぷりのネギを加えて

トッピングしました。 

弁  当 

なんつッ亭 

チャーハン 

340円 チャーシュー、青ネギ、玉子

を入れて炒め、フライドガー

リックを散らして味にインパ

クトを出したチャーハンで

す。 

なんつッ亭 

でかでかむすび 豚まんま 

198円 角切りチャーシュー・青ネ

ギ・白ごまを甘めのタレで和

えた具を挟んだ「豚まんま」

のおむすびです。 

なんつッ亭 

味まる 黒マー油らあめん 

（味玉つき） 

140円 黒マー油の風味たっぷりに炊

き上げたご飯と味玉でなんつ

ッ亭のらあめんを再現しまし

た。 

おにぎり 

なんつッ亭 

味まる 黒マー油炒飯 

125円 なんつッ亭特有の濃厚でクリ

ーミーな「とんこつ」風味で

炊き上げたご飯を黒マー油で

炒め合わせました。 

なんつッ亭 

煮玉子チャーシューサンド 

280円 角切りチャーシューを、マー

油入りの特製たれで和え、サ

ンドしました。 

調理パン 

なんつッ亭 

焼きラーメンロール 

190円 ほんのり香る焦がしニンニク

風味がポイントです。 

調理麺 なんつッ亭 

黒マー油豚骨ラーメン 

450円 あの、なんつッ亭の古谷大将

も「うまい！」と唸った公認

の豚骨ラーメン。大将に勝負

を挑んだ逸品です。 

 



 

なんつッ亭 

黒マー油豚骨カレーうどん 

398円 古谷大将の「なんつッ亭こっ

てり濃厚豚骨カレーうどんが

食べてみたい！」その言葉か

ら生まれました。 

調理麺 

なんつッ亭 

黒マー油豚骨つけ焼そば 

580円 そのまま食べても濃厚な豚骨

ベースの焼きそばをＷ濃厚だ

れをつけて食べる！まったく

新しい境地をどうぞ。 

なんつッ亭 

黒マー油たこ焼き 

340円 黒マー油をソースに加えた風

味豊かなたこ焼きです。 

なんつッ亭 

豚まんま雑炊 

350円 豚骨スープでコクのある雑炊

です。大将も絶賛！ 

軽 食 

なんつッ亭 

黒マー油お好み焼セット 

498円 黒マー油の風味が香ばしいお

好み焼と焼きそばのセットで

す。 

なんつッ亭 

パスタサラダ 

398円 焦がしニンニクの風味がガツ

ンと美味しいパスタサラダで

す。 

サラダ 

なんつッ亭 

中華春雨サラダ 

298円 焦がしニンニクと直火焼きチ

ャーシューが美味しさの決め

手です。 

惣 菜 なんつッ亭 

おつまみセット 

 

280円 チャーシュー、味付玉子、メ

ンマの定番 3点セットです。

付け合せの豚骨焼そばが旨

い。 

なんつッ亭 

大将のとろりまろやか杏仁

豆腐 

160円 コラーゲン入りのクリーミー

でとろけるような杏仁豆腐で

す。 

デザート 

なんつッ亭 

大将のなめらかプリン 

398円 大きくてクリーミーな、なめ

らかカスタードプリンです。 

 

 


