2021 年 10 月 21 日
日本マクドナルド株式会社

報道関係各位

不動の人気メニュー「ダブチ」に期間限定 4 種が一挙登場
昨年大人気だった「辛ダブチ」が復活！
さらに３つの新商品！
たっぷりとチーズをディップしたような「濃厚白ダブチ」

ダブチ史上最大ボリュームの「はみトリチ」

そして今年は朝マックにも「ダブチソーセージマフィン」新登場！

10 月 27 日（水）から期間限定販売
日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼 CEO：日色 保）は、マクドナルド屈指の人気メニューと
してご好評いただいている「ダブルチーズバーガー」（通称：ダブチ）の味わいをさらにお楽しみいただきたいとの想いから、「ダ
ブルチーズバーガー」の期間限定メニュー4 種が 10 月 27 日（水）から全国のマクドナルド店舗にて登場いたします。
「辛ダブチ」は、ハバネロパウダーを使用した特製スパイシーチーズ、そしてピリリと辛いスライスしたハラペーニョを、2 枚の
ジューシーな 100％ビーフパティとともにサンドした「ダブルチーズバーガー」です。昨年の発売時には大変にご好評いただき、
満を持しての再登場となりました。刺激的な辛さと濃厚でコクのある旨みがクセになる味わいをお楽しみください。
「濃厚白ダブチ」は 2 枚のジューシーな 100％ビーフパティにホワイトチェダーチーズと、まろやかな味わいのモントレージャッ
クチーズソースをサンドし濃厚でリッチな風味に仕上げました。真っ白な見た目の「ダブチ」は新鮮な印象で、これから始まる冬
に向け、たっぷりとチーズをディップしたような贅沢な味わいをお楽しみいただけます。
「はみトリチ」は、今年 6 月の再登場の際も人気を博した「トリ
プルチーズバーガー」のビーフパティをバンズからはみ出すほど
の 1.3 倍※以上にサイズアップし、3 枚も重ね上げた、「ダブチ」史
上最大ボリュームで、インパクトたっぷりの新メニューです。クリ
ーミーでコクのある 3 枚のチェダーチーズと、香ばしく焼き上げた
100％ビーフパティ 3 枚の抜群の相性が、「トリチ」のさらなる魅
力を引き出しています。（※焼成前重量比）
「ダブチソーセージマフィン」は、「ダブルチーズバーガー」のコ
ンセプトをヒントにした朝マックの新メニューです。ジューシー＆
スパイシーなソーセージパティとコクのある旨みが特長のチェダ
ーチーズを 2 枚ずつ交互に重ね、ケチャップとピクルスをアクセ
ントに、もっちりとしたオリジナルマフィンでサンドした「ダブチ」フ
ァンは見逃せない新しい朝の味わいです。
満を持して再登場する「辛ダブチ」、さらに 3 種類の新商品の豪華 4 種の「ダブチ」の味わいを思う存分お楽しみください。
また、期間限定メニューの発売に伴い、「辛ダブチ」、「濃厚白ダブチ」、「はみトリチ」を食べた率直な感想をアドリブコメントで
お伝えする TVCM も 10 月 26 日（火）から全国で放映いたします。

50 周年を迎えた日本マクドナルドは、これまでの感謝の気持ちを胸に、これからもずっと BIG SMILE を皆さまと一緒に作り出
していくため、マクドナルドらしい FUN にあふれた様々な取り組みを行ってまいります。
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◆商品概要
商品名
辛ダブチ

店頭価格(税込) (※1)
単品

390 円

販売期間

バリューセット

販売時間

690 円（※2）

濃厚白ダブチ

390 円

690 円（※2）

はみトリチ

540 円

840 円（※2）

ダブチソーセージマフィン
＜朝マック＞

320 円

520 円（※3）
コンビ 400 円（※4）

午前 10 時 30 分～
閉店まで
2021 年 10 月 27 日（水）～
11 月下旬予定

（24 時間営業店舗では
翌午前 4 時 59 分まで）

開店～午前 10 時 30 分まで
(24 時間営業店舗では午前 5 時から)

販売エリア — 全国の日本マクドナルド店舗（一部店舗を除く）
※1 店頭価格は一部の店舗では異なります。デリバリーでの価格は異なります。
※2 バリューセットは、サイドメニュー（マックフライポテト®M サイズ、チキンマックナゲット®5 ピース、サイドサラダ、ヨーグルト、えだまめコーンのいず
れか 1 つ）、ドリンク M サイズ（またはマックシェイク®S サイズ、カフェラテ S サイズのいずれか 1 つ）付き。
※3 朝マック®バリューセットは、サイドメニュー（ハッシュポテト®または、ホットアップルパイ®）、ドリンク M サイズまたはカフェラテ S サイズのいずれか
1 つ付き。
※4 朝マックコンビはドリンク S サイズ付き。

辛ダブチ
昨年大人気だった「辛ダブチ」が、今年も期間限定で登場！つなぎの入っていない 2 枚
のジューシーな 100％ビーフパティに、ハバネロパウダーを入れた真っ赤なスパイシー
チーズと、ピリリと辛いスライスしたハラペーニョをサンドし、人気の「ダブルチーズバー
ガー」をホットでスパイシーに仕上げました。ハバネロの刺激的な辛さとチェダーチーズ
特有の濃厚でコクのある味わいが楽しめる特製スパイシーチーズ、爽やかさと辛みが
クセになるハラペーニョスライスが加わった刺激的な辛さがたまらない、多くの人を魅了
した味わいをお楽しみください。

濃厚白ダブチ
秋深まる季節に食べたくなる、濃厚な味わいのダブチが期間限定で新登場！つなぎの
入っていない 2 枚のジューシーな 100％ビーフパティに、ホワイトチェダーチーズと、ま
ろやかな味わいのモントレージャックチーズソースをサンドし、人気の「ダブルチーズバ
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ーガー」を濃厚リッチな風味に仕上げました。
味だけでなく、見た目にも新しい真っ白な「ダブルチーズバーガー」は、たっぷりとチー
ズをディップしたような、冬の始まりに食べたくなるマイルドで贅沢な味わいです。

はみトリチ
今年 6 月の再登場時も大人気だったトリプルチーズバーガー、その名も「トリチ」のビー
フパティが、バンズからはみ出る 1.3 倍※以上の大きなサイズになって新登場！人気の
「トリチ」の、3 枚のコクのある旨みが特長のチェダーチーズはそのままに、香ばしく焼き
上げられた、つなぎの入っていない 3 枚のジューシーなビーフパティを、「トリチ」の 1.3
倍※以上のバンズからはみ出るサイズの大きさにしました。バンズからはみ出す 3 枚の
ボリューミーなビーフパティだからこそ味わえるビーフの旨みと、クリーミーなチェダーチ
ーズが相性抜群で、新たな「トリチ」の一面を楽しめます。（※焼成前重量比）
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ダブチソーセージマフィン
元気な朝のスタートにぴったりの「ダブチソーセージマフィン」が期間限定で新登場！大
人気メニュー「ダブルチーズバーガー」の味わいをヒントに、ジューシー＆スパイシーな
ソーセージパティ 2 枚とコクのある旨みが特長のチェダーチーズ 2 枚を、ケチャップとピ
クルス 2 枚とともに、もっちりしたオリジナルマフィンでサンドし、朝からダブチの味わい
を楽しめるように仕上げました。「ダブチ」のようで、「ダブチ」とは違う、ダブチファン必見
の、朝の「ダブチ」の新しい味わいをおたのしみください。

マクドナルドでは食を扱う企業の責務として商品のアレルギー・栄養情報、原産国情報をお知らせしています。常に最新の情報を公開しており、商品の
パッケージについている QR コードをご利用いただくと公式ウェブサイトにある商品の情報ページを簡単にご確認いただけます。「アレルギー検索」、
「栄養バランスチェック」といったお役立ちツールも提供しておりますので、ご提供している情報とあわせ、商品をお選びいただく際や食事の栄養バラン
スを考える上でお役立てください。
辛ダブチ

http://mdq.jp/kdc

濃厚白ダブチ

はみトリチ

ダブチソーセージマフィン
（朝マック）

http://mdq.jp/dcw

http://mdq.jp/htc

http://mdq.jp/dsm

※「辛ダブチ」「濃厚白ダブチ」「はみトリチ」「ダブチソーセージマフィン」の原材料の情報は、マクドナルドホームページにて 10月25日(月) 14：00 より公開します。
URL：https://www.mcdonalds.co.jp/scale_for_good/our_food/allergy_Nutrition/
※原産国情報では、主要原料の原産国や最終加工国についてお知らせしています。ドリンク類や一部限定商品は対象外です。
※QRコードは、(株)デンソーウェーブの登録商標です。

◆Twitter キャンペーン
➀リプライで当たる！「#ブッチぎりでダブチャンス」キャンペーン
・ 応募期間 ：

2021 年 10 月 21 日(木) 11:30～23:59

・ 内容 ：

マクドナルド公式 Twitter アカウント（＠McDonaldsJapan）をフォローし、
同アカウントから投稿された「#ブッチぎりでダブチャンス」のハッシュタ
グが付いたツイートに「#ブッチぎりでダブチャンス」のハッシュタグをつ
けてリプライしてください。

・ 賞品 / 当選数 ：

抽選で 100 名様に、1,000 円分のマックカードが当たります。
さらに、リプライに加えてキャンペーン対象ツイートをリツイートした場
合は、ハッシュタグをつけてリプライのみした方と比べて当選確率が 2
倍になります。
※このキャンペーンは予告なく終了する場合がございます。
予めご了承ください。
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②リプライで当たる！「#ブッチぎりで食べたい」キャンペーン
・ 応募期間 ：

・2021 年 10 月 22 日(金) 10:30～23:59 「#ブッチぎりで辛ダブチ」 当選者 40 名様
・2021 年 10 月 23 日(土) 10:30～23:59 「#ブッチぎりで濃厚白ダブチ」 当選者 30 名様
・2021 年 10 月 24 日(日) 10:30～23:59 「#ブッチぎりではみトリチ」 当選者 30 名様

・ 内容 ：

マクドナルド公式 Twitter アカウント（＠McDonaldsJapan）をフォローし、
同アカウントから投稿された「#ブッチぎりで食べたい」のハッシュタグが付いたツイート（合計 3 投稿）に各
日指定のハッシュタグ「#ブッチぎりで辛ダブチ」「#ブッチぎりで濃厚白ダブチ」「#ブッチぎりではみトリチ」を
つけてリプライしてください。

・ 賞品 / 当選数 ：

抽選で合計 100 名様に、1,000 円分のマックカードが当たります。
※このキャンペーンは予告なく終了する場合がございます。
予めご了承ください。

③リプライで当たる！「#ブッチぎりでダブチ好き」キャンペーン
・ 応募期間 ：

2021 年 10 月 25 日(月) 11:30～23:59

・ 内容 ：

マクドナルド公式 Twitter アカウント（＠McDonaldsJapan）をフォローし、
同アカウントから投稿された「#ブッチぎりでダブチ好き」のハッシュタグが付いたツイートに「#ブッチぎりで
ダブチ好き」のハッシュタグをつけてリプライしてください。

・ 賞品 / 当選数 ：

抽選で 25 名様に、1,000 円分のマックカードが当たります。
※このキャンペーンは予告なく終了する場合がございます。
予めご了承ください。

④リプライで当たる！「#明日はブッチぎりでこのダブチ」キャンペーン
・ 応募期間 ：

2021 年 10 月 26 日(火) 11:30～23:59

・ 内容 ：

マクドナルド公式 Twitter アカウント（＠McDonaldsJapan）をフォローし、
同アカウントから投稿された「#明日はブッチぎりでこのダブチ」のハッ
シュタグが付いたツイートに「#明日はブッチぎりでこのダブチ」を付け
てリプライしてください。

・ 賞品 / 当選数 ：

抽選で 100 名様に、1,000 円分のマックカードが当たります。
※このキャンペーンは予告なく終了する場合がございます。
予めご了承ください。

※Twitter キャンペーンの詳細について
上記以外にも様々な SNS の施策をご用意しております。Twitter キャンペーンの詳細はこちらからご確認ください。
https://www.mcdonalds.co.jp/campaign/dabuchi/
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新 TVCM 概要
・タイトル

「ブッチぎりで、ダブチ！」辛ダブチ篇（15 秒）

・放映開始日

2021 年 10 月 26 日（火）

・放送地域

全国（一部地域を除く）

・内容

再会を待ち望んでいたかのように、のっけから「きたー！」とテンションを上げ「辛ダブチ」に熱い視線を送り、大きく
頬張って味わった「辛ダブチ」の刺激は、鮮烈でありながらもどこか懐かしさを感じさせるもの。思わず「お待ちして
おりました」とお辞儀で歓迎する様子も。しかし、せっかくの再登場も期間限定販売であることに納得がいかず、「期
間限定の意味がまったくわかりません！」とアピール。「これはいくぞ」の言葉が、再びの人気沸騰を予感させます。

・タイトル

「ブッチぎりで、ダブチ！」濃厚白ダブチ篇（15 秒）

・放映開始日

2021 年 10 月 26 日（火）

・放送地域

全国（一部地域を除く）

・内容

「濃厚白ダブチ」をイメージしたチーズカラーの壁をバックに、ホワイトチェダーチーズ＆モントレージャックチーズソ
ースを使用した「濃厚白ダブチ」を見つめ、豪快に頬張りながら、まるで「チーズでビーフを挟んでいる」とも思える
チーズの存在感の大きさに衝撃を受けた感想をストレートなコメントで表現。「食べなくてはわからない」と、その奥
深さに感動しながらも、「すげえよ」の短いひと言でおいしさを伝えます。

・タイトル

「ブッチぎりで、ダブチ！」はみトリチ篇（15 秒）

・放映開始日

2021 年 11 月 2 日（火）

・放送地域

全国（一部地域を除く）

・内容

チェアに腰かけながら、やや疑問を抱いた表情で「はみトリチ」と対峙し、ズシリと感じる重さや分厚いビジュアルに
「これは食べづらいでしょ」と先制パンチのようなコメント。ガブリと頬張り、呆れ顔で笑いながら「挟みすぎ」と大胆
なコンセプトを表現。そして、どこかワクワクするようなボリューム感に「すげーわんぱく」と、こみ上げてくる楽しさ
に触れ、最後には「わんぱくバーガーでいいんじゃないですか」とジョークまじりに新ネーミングも提案します。

・タイトル

「ブッチぎりで、ダブチ！」3 商品篇（30 秒）

・放映開始日

2021 年 10 月 26 日（火）

・放送地域

全国（一部地域を除く）

・内容

「辛ダブチ」、「濃厚白ダブチ」、「はみトリチ」を順に頬張り、それぞれのバーガーに対する感想を“直球”のコメン
トで表現。刺激的な辛さがクセになる「辛ダブチ」は、期間限定販売に納得がいかず、「濃厚白ダブチ」は印象の
ほとんどをチーズにさらわれるような濃厚な味わいを「チーズチーズチーズ」という言葉でアピール。「はみトリチ」
には「わんぱくバーガーでいいんじゃないですか」と、豪快すぎるボリュームにユーモアをまじえて賞賛します。

《CM に関する映像・写真の貸し出し等のお問い合わせ先、オンエア・掲載のご連絡先》
マクドナルド PR 事務局（電通 PR コンサルティング内）
担当：箕輪（TV 担当）、丸岡（新聞・雑誌・WEB 担当）
箕輪 携帯 080-9545-8569／MAIL yoshiko.minowa@dentsuprc.co.jp
丸岡 携帯 070-1568-6919／MAIL naoka.maruoka@dentsuprc.co.jp
※新型コロナウィルス感染拡大防止を目的とした在宅勤務実施中につき、お問い合わせはメールにてお願いします

＜お客様のお問い合わせ先＞
マクドナルド公式ホームページ https://www.mcdonalds.co.jp/

5

