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「初音
は つ ね

ミク」 などの人気キャラが 「カップヌードル」 のオリジナル楽曲を歌う！ 

「カップヌードル×プロジェクトセカイ コラボ企画」 を 1月 10日（月）からスタート 
 

日清食品株式会社 (社長:安藤 徳隆) は、「カップヌードル×プロジェクトセカイ コラボ企画」

を 2022年 1月 10日(月)から実施します。 

 

5人のクリエイターが「カップヌードル」のオリジナル楽曲を作詞・作曲！ 

SNSを中心に、ゲーム内や店頭でも、企画が盛りだくさん！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1971 年 9 月 18 日に誕生した世界初のカップ麺で、インスタントラーメンの No.1 ブランドである

「カップヌードル」は、人気バーチャル・シンガー「初音ミク」やオリジナルキャラクターが物語

を展開する大人気リズムゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」と、

『選べるおいしさカップヌードル!』をコンセプトとしたコラボレーション企画を実施します。 

「カップヌードル」のオリジナル楽曲を制作する企画では、5 人の人気クリエイターが「カップヌ

ードル」の定番 9種をテーマに作詞・作曲を手掛け、ゲーム内に登場するキャラクターが歌唱する

ミュージックビデオを、特設サイトや「プロジェクトセカイ」公式 SNS などで順次公開していきま

す。同時に、ゲーム内で「ログインキャンペーン」を実施するほか、コンテンツ投稿サイト「piapro 

(ピアプロ)」では「カップヌードル」と「プロジェクトセカイ」をテーマにした「イラストコンテ

スト」を開催します。さらに、「カップヌードル」の公式 SNSアカウントからは、商品やコラボに

関するさまざまなコンテンツを投稿していく予定です。 

スーパーなどの店頭*では、「プロジェクトセカイ」の人気声優たちによるスペシャル配信番組のチ

ケットが当たるキャンペーンを 1 月 10 日(月)から開始するほか、店頭のオリジナルポスターなど

からは、スペシャルムービーや「描きおろしコラボ壁紙」などのデジタルコンテンツが楽しめる専

用サイトにアクセスできます。 

 
* キャンペーン対象企業の店舗に限ります。また、対象企業の店舗でも、販促物を掲出していない場合が
あります。 



 

 

■コラボレーション概要 

＜5人の人気クリエイターが作詞・作曲する「カップヌードル」のオリジナル楽曲＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 代の若者に人気のクリエイター「Kanaria」「くじら」「DECO*27」「ピノキオピー」「Mitchie 

M」の 5人が、「カップヌードル」の定番 9 種をテーマに作詞・作曲を手掛け、ゲーム内に登場
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ネネロボ) が歌唱するミュージックビデオを「カップヌードル×プロジェクトセカイ」コラボ

特設サイト (※1) や「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」の公式

YouTubeチャンネル (※2) などで順次公開します。また、各楽曲はゲーム内にも収録されて

いく予定です。 

 

楽曲公開予定： 

2022 年 1 月 7 日(金) 19:00 

「サラマンダー」バーチャル・シンガーver. / 作詞・作曲：DECO*27 

2022 年 1 月 9 日(日) 19:00 

「アイデンティティ」バーチャル・シンガーver. / 作詞・作曲：Kanaria 

2022年 1月 10日(月) 19:00 

「アイデンティティ」セカイ ver. / 作詞・作曲：Kanaria 

※その他の楽曲に関する情報は、特設サイトなどで順次公開します。 

 

※1 「カップヌードル×プロジェクトセカイ」特設サイト 

[URL] https://www.cupnoodle.jp/pjsekai/ 

(2022 年 1月 10日(月) 9:00 公開予定) 

 

※2 「プロジェクトセカイ」公式 YouTubeチャンネル 

[URL] https://www.youtube.com/channel/UCdMGYXL38w6htx6Yf9YJa-w 

 

＜「カップヌードル×プロジェクトセカイ」タイアップ記念ログインキャンペーン＞ 

ゲームにログインした方全員に、ライブボーナスを 10 回復することができるアイテム「[限

定] カップヌードル」を一つプレゼントします。(初回のみ) 

 

実施期間：2022年 1 月 13日(木) 12:00 〜 2月 7日(月) 23:59 



 

 

＜キャラクターのショートムービーやコメント付画像などの Twitter投稿＞ 

「カップヌードル」の公式 Twitter アカウント (@cupnoodle_jp) (※3) で、「プロジェクトセ

カイ」のキャラクターが登場するショートムービーや、キャラクターが「カップヌードル」の

定番 9種をおすすめするコメントが付いた画像などを投稿します。 

 

※3 「カップヌードル」公式 Twitterアカウント 

[URL] https://twitter.com/cupnoodle_jp 

 

＜「カップヌードル×プロジェクトセカイ」をテーマにしたイラストコンテスト＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CGM (Consumer Generated Media) 型コンテンツ投稿サイト「piapro (ピアプロ)」で、「カッ

プヌードル×プロジェクトセカイ」のコラボレーションをテーマにしたイラストを募集するコ

ンテストを実施します。最優秀賞 (1名) には、「カップヌードル」1年分と「プロジェクトセ

カイ」キャラクター担当声優サイン入りキービジュアルポスターをセットで、また、優秀賞 (10

名) には、「カップヌードル」9品 (カップヌードル、カレー、シーフードヌードル、チリトマ

トヌードル、味噌、欧風チーズカレー、しお、旨辛豚骨、辛麺) とキービジュアルポスターを

セットにしてプレゼントします。 

詳細は、「piapro」内の「カップヌードル×プロジェクトセカイ イラストコンテスト」特設ペ

ージ (※4) でご確認ください。 

 

※4 「カップヌードル×プロジェクトセカイ イラストコンテスト」特設ページ 

[URL] http://piapro.jp/pages/official_collabo/cupnoodle 

(2022 年 1月 10日(月) 9:00 公開予定) 

 



 

 

■店頭キャンペーン概要 

＜「カップヌードル×プロジェクトセカイ」スペシャル番組の視聴チケットプレゼント＞ 

「日清食品 POWER STATION [REBOOT]」から 2022年 3月 7日(月)に配信予定の「プロジェクト

セカイ」の人気声優が登場するスペシャル番組の視聴チケットを、抽選で 3,900 名様にプレゼ

ントします。 

 

方   式：ウェブサイトから応募するクローズドキャンペーン 

当 選 者 数：3,900名様 

応 募 方 法：キャンペーン応募専用サイト (※5) にアクセスし、キャンペーン対象企業の店

舗で対象商品を 3 食お買い求めいただいたレシートの写真をアップロードして

応募してください。 

購 入 期 間：2022 年 1月 10 日(月) ～ 2月 7日(月) 

応 募 締 切：2022 年 2月 8日(火) 

対 象 商 品：カップヌードル、カップヌードル カレー、カップヌードル シーフードヌード

ル、カップヌードル チリトマトヌードル、カップヌードル 味噌、カップヌード

ル 欧風チーズカレー、カップヌードル しお、カップヌードル 旨辛豚骨、カッ

プヌードル 辛麺、カップヌードル 受験生応援パッケージ (2 品)、カップヌー

ドウ 北海道限定パッケージ (4品) 

※店舗や地区によっては、商品のお取り扱いがない場合もございます。 

番組配信日：2022 年 3月 7日(月) 

備   考：(1) スペシャル番組をご覧いただくには、「日清食品 POWER STATION [REBOOT]」

の会員登録 (無料) が必要です。 

(2) キャンペーンを実施する企業の情報は、キャンペーン応募専用サイトにある

「キャンペーン対象企業」ページ (※6) でご確認ください。 

(3) 厳正なる抽選の上、当選された方には応募の際に入力していただいたメール

アドレス宛てに、番組視聴用のプロモーションコードをお送りします。配信

当日になりましたら、「日清食品 POWER STATION [REBOOT]」 (※7) でプロ

モーションコードを入力してください。 

(4) 応募に関する詳細は、キャンペーン応募専用サイト (※5) の「応募規約」

をご確認ください。 

 

※5 キャンペーン応募専用サイト 

[URL] https://cp-sys.com/cp/nissin/cupnoodle_21/re/ 

(2022 年 1月 10日(月) 0:00 公開予定) 

 

※6 「キャンペーン対象企業」ページ 

[URL] https://cp-sys.com/p/nissin/cupnoodle_21/shoplist/shoplist.pdf 

(2022 年 1月 10日(月) 0:00 公開予定) 

 

※7 日清食品 POWER STATION [REBOOT] 

[URL] https://www.nissin-ps.com 



 

 

＜来店者限定 デジタルコンテンツプレゼント＞ 

キャンペーン対象企業の店頭にある販促物 (ポスターなど) に印刷された二次元バーコード

から専用サイトにアクセスすると、2021年 10 月 16日(土) にパシフィコ横浜国立大ホールで

開催された「セカイシンフォニー」のスペシャルムービーを視聴したり、「カップヌードル」

と「プロジェクトセカイ」の「描きおろしコラボ壁紙」をダウンロードすることができます。 

 

公開期間：2022年 1 月 10日(月) ～ 2月 28 日(月) 

備  考：(1) 「セカイシンフォニー」とは、「プロジェクトセカイ」に収録されている楽曲

をオーケストラとスペシャルバンドで奏でるコンサートです。 

(2) キャンペーン対象企業の店頭でも、販促物を掲出していない場合があります。 

 

■「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」について 

「初音ミク Project DIVA」シリーズを手掛ける株式会社セガ (本社:東京都品川区、代表取締役

社長 COO:杉野 行雄) とサイバーエージェントグループの株式会社 Colorful Palette (本社:東

京都渋谷区、代表取締役社長:近藤 裕一郎) の協業による、iOS/Android 向けリズム&アドベン

チャーゲームです。クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 (本社:北海道札幌市、代表

取締役:伊藤 博之) が開発した歌声合成ソフトウェアで、バーチャル・シンガーとしても活躍す

る「初音ミク」などが登場します。 

 

■「初音ミク」について 

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発

した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わ

せることができるソフトウェアです。多数のクリエ

イターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット

上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。

「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチ

ャル・シンガーとしてグッズ展開やライブを行うな

ど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡が

っています。 
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