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国民食ともいわれる「カレー」と、ご当地ごとに種類も豊富な伝統食「うどん」の業界代表が集ま

り、新たな“ カレーうどん” 文化を創出する一大プロジェクト「カレーうどん100年革新プロジ

ェクト」は、１２月１日を「カレー单蛮の日」と制定しました。これまで存在しなかった記念日

を起爆剤として、カレーならびにうどん業界の活性化を図ります。 

 
本年はカレーうどんが日本に広まり、１００年を迎える記念すべき年です。

このカレーうどんを含めた「カレー南蛮」を作り出し、日本全国に広めたと

言われているのが、中目黒「朝松庵」の２代目店主、（故）角田酉之助氏

である。当プロジェクトでは氏の功績をたたえ、氏の誕生日である１２月１

日を「カレー南蛮の日」として制定しました。記念日として、日本記念日協

会に正式に認定されています。 

「カレー南蛮の日」を記念して、飲食店、料理教室、コンビニエンス

ストア、麺業団体、外食産業などで様々なイベントを実施します。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
【本件についてのお問い合わせ先】  

 「カレーうどん 100 年革新プロジェクト」 担当：渡辺貴行 

 TEL：03-5232-0785 FAX：03-5232-6874 e-mail：info@curryudon.jp 

平日 10:00～17:00（※ただし、土曜、日曜、祝日は除く） 

※緊急連絡先：090-1424-3335（カレー総合研究所 井上）

１２月１日（水）「カレー南蛮の日」を制定！ 

制定を記念して、多くの企画を実施・支援します 
 

① カレーうどん発祥店「朝松庵」で発案者に功労賞の授与式を開催 

② 特別記念イベント⇒全国３４の名店で「100円カレーうどん祭」実施 

③ コンビニ新商品発売や記念料理教室など各方面で祝イベントを開催 

  

現在お店を切り盛りするのは４代目店主の角田善信さ

ん。カレー单蛮の発明者、２代目店主角田酉之介さんの直

系の孫にあたります。 

 誕生から 100 年経った現在でも、当時のまま、ひたす

ら伝統の味を守り続けています。カレー单蛮は開発当初

は、なかなか受け入れられずに、普及に大変苦労していた

とのことです。 

「おじいさん（酉之介さん）は自分から元祖だ元祖だとい

うことはありませんでしたからね。私が、うちが発祥 

だと知ったのはずいぶん後のことです。おじいさんは、もともと創意工夫に富んだ人でした。新しいものへ

の興味というのは人一倍強かったですね」。 

カレーうどん発祥の店「朝松庵」と発案者について 

 

mailto:info@curryudon.jp
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■〈カレーうどん 100年革新プロジェクト主催〉 

「カレー南蛮の日」制定特別企画『功労賞授与式』開催 
  

カレーうどんを含めた「カレー单蛮」を作り出し、日本全国に広めた

と言われている中目黒「朝松庵」の２代目店主（故）角田酉之助氏の功

績をたたえ、氏の誕生日である１２月１日を「カレー单蛮の日」として

制定し、同店にて功労賞授与式を行います。当日は、１００年前の当時

そのままの朝松庵のカレーうどんの試食もご用意しております。 

また、今話題の愛知県豊橋の新名物「豊橋カレーうどん」の試食会も

行います。 
 

【主 催 者 】 カレーうどん 100年革新プロジェクト 

【開催日時】 １２月 １日 （水 ） １７：３０〜 

【場  所 】  朝松庵 （東京都目黒区上目黒 2-42-12） 

【内  容 】  ・講演「当プロジェクトの活動報告と経済波及効果について」 /講演者：井上岳久 

         ・「功労賞授与式」 朝松庵４代目店主 角田善信氏へ功労賞の授与とインタビュー 

 ・100年前当時そのままの朝松庵のカレーうどんの試食 

         ・今話題の「豊橋カレーうどん」の試食会   

【出 演 者 】  プロジェクトメンバー 井上岳久（カレー総合研究所所長） 

            田中源吾（デリー社長） 

            宮戸洋之（ハウス食品） 

           俵慎一（B1グランプリ事務局長）他  

              

 

■<東京ガス『キッチンランド』> 

東京ガス㈱は運営する料理教室『キッチンランド』３店にて 
「カレー南蛮の日」制定を祝して本格的なカレーうどんの講座を開催！！  

 

「カレー南蛮の日」制定にちなみ、カレー業界を牽引する第一人者の井上岳久（カレー総合研究所所長）と、

イケメン(麺)若手料理研究家の岸 晃弘が革新的なカレーうどんを紹介します。 

【 コース名 】  カレー南蛮の日制定記念特別企画 本格カレーうどん教室 

【 メ ニ ュ ー 】  革新カレーうどん 2品 ※本格手打ちうどんです 

 「新カレー南蛮」 

       「カレーチャンポンうどん」 

  「カブの甘酢漬け」 

       「パンナ・ベリー・ラテ」 

       「チャイ」 
 

【日時＆会場】 ●１１月２７日（土）１０：３０～１３：３０ 東京ガス キッチンランド江東 

 ●１１月２８日（日）１０：３０～１３：３０ 東京ガス キッチンランド光が丘 

 ●１２月 ５日（日）１０：３０～１３：３０ 東京ガス キッチンランド横須賀 
 ※料理教室の詳細および申込み方法は、東京ガスのホームページ（http://www.tg-cooking.jp/index.php）で 

 ご確認ください。（※すでに定員数が満員の場合もありますので、ご了承ください） 

＜取材のお問い合わせ先＞ 

カレーうどん 100年革新プロジェクト広報室 

（カレー総合研究所内） 担当：井上 
TEL：03-5647-8810 FAX：03-5229-8850 

＜お問い合わせ先＞ 

東京ガス（株）リビング企画部リビングマーケティング G 「食」情報センター （担当：島川、野口） 

TEL：03-5400-3728 FAX：03-5400-3754 

http://www.tg-cooking.jp/index.php
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■〈カレーうどん 100年革新プロジェクト主催〉「カレーうどん１００円祭」 
カレーうどんが日本に広まって 100 年経ったことを記念して、なんと全国のうどん店３４店舗にてカレーうどん

を 100円でご提供いたします。実施店舗・日時、諸条件などは下記の一覧をご参照ください。 
 

 店舗名 / 企業名 所在地 実施日時 限定数/詳細 

1 千吉 自由が丘店  /  ㈱千吉 東京都目黒区自由ヶ丘 2-12-21 12/1 (11:00～14:00) 限定なし 

2 
さぬきうどん NRE&めりけんや 上野 1号店 

/   ㈱日本レストランエンタプライズ 

東京都台東区上野 7-1-1 
（JR上野駅改札内） 

12/1 (終日) 限定なし 

3 
さぬきうどん NRE&めりけんや 恵比寿店 

/   ㈱日本レストランエンタプライズ 
東京都渋谷区恵比寿南 1-5-5 
（JR恵比寿駅東口改札内） 

12/1 (終日) 限定なし 

4 
さぬきうどん NRE&めりけんや 新橋店 

 /   ㈱日本レストランエンタプライズ 
東京都港区新橋 2-17-14 
（JR新橋駅改札外） 

12/1 (終日) 限定なし 

5 
さぬきうどん NRE&めりけんや 武蔵小杉店 

/  ㈱日本レストランエンタプライズ 
神奈川県川崎市中原区小杉町 3-492 
（JR武蔵小杉駅改札外） 

12/1 (終日) 限定なし 

6 
讃岐手打ちうどん ごえてん 

      /  讃岐手打ちうどんごえてん 

神奈川県横浜市都筑区中川 4-8-65 
ルミエール中川 101 

12/1～ (終日) 
※くじ引きで当た
った人 50名 

7 パン工房 June berry  /  パン工房 June berry 
神奈川県横浜市都筑区中川 1-17-22  
ガーデンプラザ宮台 101 

12/1～5 (終日) 
50個 
カレーうどんパン 

8 
さぬきうどん NRE&めりけんや 関内店 

/   ㈱日本レストランエンタプライズ 
神奈川県横浜市中区港町 1-1 
（JR関内駅北口改札外） 

12/1 (終日) 限定なし 

9 本手打ちうどん庄司  /  本手打ちうどん庄司 埼玉県比企郡川島町上伊草 743-9 12/1 (終日) 30杯 

10 七福  /  七福 埼玉県入間郡越生町越生東 2-7 12/1 (11:30～14：30) 10杯 

11 竹國うどん 堀兼店  /  大進食品㈱ 埼玉県狭山市大字堀兼 1924-1 12/1 (終日) 限定なし 

12 竹國うどん 新狭山店  /大進食品㈱ 埼玉県狭山市下奥富 635  12/1 (終日) 限定なし 

13 めん房 朝日屋  /  朝日屋(有) 埼玉県春日部市藤塚 2371-32 12/1 30杯 

14 そば処 満留賀  /  そば処 満留賀 埼玉県蕨市南町 4-35-1 12/1 (終日) 20杯 

15 福乃家  /  福乃家 埼玉県川口市西新井宿 567-1 12/1 (11:00～15:00) 20杯 

16 白井 上むら / 上むら   千葉県白井市冨士 51-2 12/1 (終日) 20杯 

17 カレーうどん ZEYO  /  カレーうどん ZEYO 
茨城県つくば市天久保 2-6-1  
ベストランドⅣ 102 

12/1 (18:02～) 82杯 

18 權兵衛  /  (有)權兵衛 栃木県佐野市浅沼町 753 12/1 (終日) 10杯 

19 定右衛門 太田店  /㈲今定 群馬県太田市清原町 342-1 12/1 (終日) 限定なし 

20 うどんの上州  /  ㈱ジョイフルパーク 群馬県館林市美園町 15-7 12/1 (11:00～14:30) 50杯 

21 口福うどん富紀屋  / 口福うどん富紀屋 群馬県邑楽郡千代田町大字赤岩 3291-1 12/1 (11:00～15:00) 100杯 

22 こびきや出来島店  /  ㈱ヴァーテックス 新潟市中央区南出来島 2-8-18 12/1～5 (18:00～) 30杯 

23 こびきや寺尾店  /  ㈱ヴァーテックス 新潟市西区寺尾東 2-9-43 12/1～5 (18:00～) 30杯 

24 こびきや河渡店  /  ㈱ヴァーテックス 新潟県新潟市東区河渡庚 251−1  12/1～5 (18:00～) 30杯 

25 こびきの里 亀田 IC店  /  ㈱ヴァーテックス 新潟市中央区姥ヶ山字大日南田 65-1 12/1～5 (18:00～) 30杯 

26 こびきの里 長岡古正寺店 / ㈱ヴァーテックス 新潟県長岡市古正寺町 353-1 12/1～5 (18:00～) 30杯 

27 こびきの里 白根国道店 /  ㈱ヴァーテックス 新潟県新潟市南区能登 2-8-44 12/1～5 (18:00～) 30杯 

28 麺屋ここいち 一宮宮地店  /  ㈱壱番屋 愛知県一宮市宮地 2-13-8 12/1 (終日) 100杯 

29 麺屋ここいち 楽市街道中之郷店 / ㈱壱番屋 愛知県北名古屋市中之郷神明 45-1 12/1 (終日) 100杯 

30 麺屋ここいち 北区新沼町店  /  ㈱壱番屋 愛知県名古屋市北区新沼町 11-1 12/1 (終日) 100杯 

31 麺屋ここいち 栄錦通店  /  ㈱壱番屋 愛知県名古屋市中区錦 3-23-10 2Ｆ 12/1 (終日) 100杯 

32 麺屋ここいち 瀬戸西本地店  /  ㈱壱番屋 愛知県瀬戸市西本地町 1-184 12/1 (終日) 100杯 

33 カレーうどん専門店 細うどん 八風 / ㈱八風 大阪府和泉市富秋町 2-10-11 12/1 (11:00～15:00) 限定なし 

34 うどん家 五右衛門  /  うどん家 五右衛門 香川県高松市古馬場町 13-15 12/1 10杯 

＜取材のお問い合わせ先＞ 

カレーうどん 100年革新プロジェクト事務局 （担当：渡辺）  TEL：03-5232-0785 e-mail：info@curryudon.jp 
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■コンビニエンスストアも、カレーうどんの新商品を発売します 

   
 
１２月１日が「カレー单蛮の日」に制定されたことを記念して、レンジタイプのカレー单蛮うど

んを発売します。今回もカレー総合研究所所長/井上岳久氏の監修による従来のカレーうどん商品

を上回る４５ｇの肉をトッピングしたオリジナル商品を発売します。 

【商 品 名 】 井上岳久監修 「レンジ 肉盛カレー南蛮うどん」 

【商品特徴】 ■本醸造醤油に鰹、昆布、鯖等を使った和風だしに３種の 

 カレールーをブレンドした特製のカレーうどんスープ。 

 隠し味に生クリームを入れて辛味の中にもまろやかな風 

 味を出しています。 

■豚バラ・炙り鶏チャーシュー・炭焼牛カルビの３種類の肉 

を総量で４５ｇトッピング（従来品は豚肉１０ｇ） 

 ■ネギ、糸唐辛子、玉葱を盛り付け。 

【 価 格 】 ４ ５ ８ 円（税込） 

【販売期間】 １１月３０日（火） ～ ２０１１年１月３日（月） 

【販売場所】 全国の「サークルＫ」「サンクス」 

 

 

 

 
 

      
 
１１月３０日（火）より全国のローソンで、カレーうどん100年革新プロジェクト認定のオリジナル商品

「とろ～りチーズのカレーうどん」を４週間期間限定で発売します。真空押し出し製法を用いたもちもち

のうどんに、「デミグラス」と「フォンドボー」を贅沢にブレンドしたカレーソースをかけた、既成のカ

レーうどんの枠を超えた「革新的」な商品です。 

【商 品 名 】 「とろ～りチーズのカレーうどん」 

【商品特徴】  ■真空押出し製法を採用し、表面のつるみともちっと 

した弾力が抜群の細麺タイプのうどん。カレー粉を 

練りこむことで、カレーソースとの相性も抜群。 

       ■「デミグラス」と「フォンドボー」の２種類を贅沢にブレ 

 ンドした深いコクのカレーソース。 

       ■２種類のモッツァレラチーズに、チキンとゆで卵を 

 盛り付けた具沢山な仕様。 

【 価 格 】 ４ ２ ０ 円（税込）  

【販売期間】 １１月３０日（火） ～ ４週間限定発売 

【販売場所】 全国の「ローソン」 

 

 

 

＜お問い合わせ先＞ 

（株）サークルＫサンクス広報ＩＲ秘書室  

TEL：03-6220-9004 FAX：03-6220-9051    http://www.circleksunkus.jp/ 

サークルＫサンクス 

ローソン 

＜お問い合わせ先＞ 

(株)ローソン コミュニケーションステーション 広報 

TEL：03-5435-2773 FAX：03-5759-6909    http://www.lawson.co.jp/ 
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■麺類業界 
麺類業界の全国団体の一つである（社）日本麺類業団体連合会傘下の同業組合では、 

１２月１日「カレー南蛮の日」制定を記念して、各店舗オリジナルカレーうどんの開発・

発売を推進しています 
□神奈川県麺類生活衛生同業組合  

カレー南蛮の研究会を発足。保土ヶ谷支部の「黒船カレー南蛮」を始め、各支部、各店舗がオリジナ
ルのカレー南蛮をメニュー化。１２月１日（水）「カレー南蛮の日」～１２月７日（火）には、約１００店で
カレー南蛮を５００円で発売します。 

□埼玉県麺類生活衛生同業組合 
カレーうどんの勉強会を実施。100 円企画に参加したり 100 円引きや揚げもちなどのサービス、

オリジナルのメニューを用意したりと 各店工夫を凝らしてこの日を盛り上げいます。 

□愛知県麺類食堂生活衛生同業組合 

尾張・名古屋カレー煮込プロジェクトが発足。“冬の煮込は味噌、夏の煮込はカレー” 

   をテーマに、年明け以降に活動を開始。各店にてオリジナルのカレー煮込うどんを 

メニューを試作・検討中。特設ウェブサイト（「カレー煮込み.com」）も年内開設予定。 

□蕎世会（世田谷地区のそば店サークル）  
東京２３区でも農業が盛んな区である世田谷の地場野菜をたっぷり使ったオリジナルのカレーうどん
を各店舗でメニュー化し、発売します。 

 

 
 

■給食、外食も、オリジナルカレーうどんを販売します。 

   

西洋フード・コンパスグループ㈱が運営する社員食堂にて、「カレー单蛮の日」に制定された事を

記念したカレーうどん２メニューを１２月１日（水）より販売します。 

【商 品 名 】 「熱盛りカレー汁つけうどん」 「とり天のせカレーうどん」 

【商品特徴】 ■熱盛りカレー汁つけうどん 

スパイシーなカレー汁をつけ麺風にしたカレーうどん 

          ■とり天のせカレーうどん 

           牛乳、ヨーグルトを加えたクリーミータイプのカレーうどん 

【販売期間】 １２月１日（水） ～ ２０１１年２月２８日（月） 

【販売場所】 西洋フード・コンパスグループ㈱の受託運営の社員食堂 

 

      
㈱ロッテリアフードサービスがショッピングセンター内フードコートで展開しているうどん業態

「どん太鼓」「さぬき どん太鼓」で、１２月１日（水）よりカレーうどん 100 年革新プロジェク

ト認定のオリジナル商品「カツカレーうどん」を販売します。 

【商 品 名 】 「カツカレーうどん」 

【商品特徴】 カレーうどんにカツをトッピングしたボリューム満点の男性向けカレーうどん。 

【販売期間】 １２月１日（水） ～ ２０１１年２月２８日（月） 

【販売場所】 全国の「どん太鼓」「さぬき どん太鼓」 

全国の企業の社員食堂（西洋フード・コンパスグループ㈱） 

うどん店「どん太鼓」「さぬき どん太鼓」（㈱ロッテリアフードサービス） 

＜取材のお問い合わせ先＞ 

カレーうどん 100年革新プロジェクト事務局 （担当：渡辺）  TEL：03-5232-0785  e-mail：info@curryudon.jp 

＜お問い合わせ先＞ 

（社）日本麺類団体連合会（担当：野澤 ）TEL：03-3264-6265 FAX：03-3264-6287   http://www.nichimen.or.jp/ 
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カレーうどん 100年革新 Ｎｅｗｓ 

  
 

カレーうどん 100 年革新プロジェクトとは、「カレーうど

んに革命を起こす」という理念の元、カレーうどんを更に

身近な料理として多くの人に認識してもらい、食卓をより

おいしく、明るくしていくために活動しているプロジェク

トです。 

 2010 年、カレーうどんが全国に普及してから 100 年とい

う節目の年を迎えたのをきっかけに、カレー、うどんの両

業界の有志が集まり、本プロジェクトを始動させました。 

プロジェクトを推進するにあたり、活動を主に進めていくプロジェクトメンバーをはじめ、理

念に共感し、応援して下さる方々と協力しながら、カレーうどんの商品開発や販売、レシピ提案、

イベント企画・提案など、様々な活動を行っています。 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳しくは ⇒ 公式サイト http://curryudon.jp 

≪ 活動のコンセプト ≫ 
「 味 の 追 求 」  … 100年間ほとんど変わることのなかったカレーうどんの味を進化させる。 

「健 康 の訴求 」  … 野菜を中心とした豊富な具材を使用し、栄養食としてのカレーうどんを提案する。 

「文 化 の確立 」  … カレーうどんに最適な麺を開発し、「うどん」カテゴリーにおけるカレーうどんの存 

 在を確固たるものとする。 

６月２日 

“革新ラボ”オープン 

東京・銀座に１ヵ月間限定の公式

アンテナショップをオープン。 

革新的なカレーうどんを多数用意

しメディアを中心に話題を喚起。 

10以上のテレビ・ラジオ番組から

取材を受け、話題のスポットとして

多く取り上げられた。 

８月２日 

「カレーうどんの日」 

プロジェクトで 8月 2日を「カレーう

どんの日」として制定。制定を記念

した様々な活動はNHKを除いた民

放各社に取り上げられ、ラジオ含

めて 10番組、新聞 43紙、雑誌 8

誌に掲載されるなど、各方面から

非常に高い注目を集めた。 

≪ プロジェクトメンバー ≫ 

各界を代表するプロフェッショナルがプロジェクトを推進中！ 

≪ これまでの活動 ≫ 

■カレーうどん 100年革新プロジェクト 概要 

１月２２日 

プロジェクト発足 

発足に先立ち、発足記者発表会を 

実施。 

当日は 48社のプレス関係者が来 

場し、TVK（テレビ神奈川）など、 

生活者向けメディアや、食品業界 

の専門誌にプロジェクトの発足が 

大きく報じられた。 


