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日清食品初のサブスクリプション*1で防災備蓄 

「カップヌードル ローリングストックセット」 を日清食品グループ オンラインストア

で 2019年 9月 2日（月）に新発売 
 

日清食品株式会社 (社長:安藤 徳隆) は、「カップヌードル ローリングストックセット」を 9月 2

日(月) 午前 10時に日清食品グループ オンラインストアで新発売します。 

 

「カップヌードル」のサブスク*1で防災備蓄！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1971 年 9月 18日に誕生した世界初のカップ麺「カップヌードル」は、今年で発売 48 周年を迎え

るインスタントラーメンの No.1ブランドです。ミニ、ビッグなどのサイズバリエーションや、さ

まざまなニーズに応えるラインアップを展開しているほか、社会環境や消費者意識の変化にも対

応することで、常に進化を続けています。 

「カップヌードル ローリングストックセット」は、自然災害などで電気、ガス、水道が使えない万

一の状況でも、いつもと同じ温かい「カップヌードル」を食べることが出来る防災備蓄セットです。

日清食品初となるサブスクリプションサービスにより、一度申し込めば、お好みの商品 9食 (3日

分の備蓄) が 3カ月ごとに届くので、賞味期限を気にしたり、買い替えたりする必要がなく、防災

備蓄食を日常的に消費しながら、常に一定量の食品を備蓄しておくことができます。 

もしものときでも、いつものおいしさをお届けする「カップヌードル ローリングストックセット」

を、この機会にぜひお買い求めください。 

 
*1 消費者が製品やサービスごとにお金を支払うのではなく、製品やサービスなどを一定期間利用する「権

利」に対してお金を支払うビジネスモデルです。「定期購入」や「定額サービス」などと訳されます。 



 

 

■商品特長 

①「カップヌードル ローリングストックセット」(サブスクリプション) 

カップ麺やカップライスなどおすすめの 9食とカセットこんろ、カセットボンベ、コッヘル、保

存水、フォーク、ソーラー充電式折りたたみライト、軍手、計量カップをオリジナル BOXに入れ

てお届けします。オリジナル BOXは、保管のための箱としてだけでなく、持ち運びリュック、腰

かけとしても利用できます。3 カ月ごとに届く入れ替え用の商品は、13 種類の中からお好みの 9

食をお選びいただけます。 

※入れ替え用商品は、初回のみ、お買い上げから 1カ月後にお届けします。 

 

②「カップヌードル ローリングストックセット」(単品購入) 

セット内容は①と同じですが、1回だけのお届けです。 

 

③「カップヌードル ローリングストックファミリー向け追加セット」(サブスクリプション) 

カップ麺やカップライスなど 13 種類の中から選んだお好みの 9 食と、カセットボンベ、保存水

をセットにしてお届けします。 

①のセットにご家族の人数分追加購入することで、家族全員のもしものときをサポートします。 

3カ月ごとに届く入れ替え用の商品も、13種類の中からお好みの 9食をお選びいただけます。 

 

④「カップヌードル ローリングストック入替用 9食セット」(サブスクリプション) 

カップ麺やカップライスなど 13種類の中から選んだお好みの 9食のセットです。 

3カ月ごとに届く入れ替え用の商品も、13種類の中からお好みの 9食をお選びいただけます。 

 

■日清食品が考える「カップ麺ローリングストックの推奨モデル」 

突然襲ってくる自然災害などに備え、1 人あたり 9 食*2 のカップ麺をストックし、一定期間で入

れ替えながら消費することを推奨しています。3 カ月ごとに商品を入れ替えることで、備蓄食料

在庫の確認や賞味期限切れを防ぐだけでなく、商品が届くたびに防災意識を高めることで、もし

ものときにも慌てないための準備をすることを目的としています。 

 

■日清食品グループ オンラインストア「カップヌードル ローリングストックセット」販売ページ 

https://store.nissin.com/jp/special/rollingstock/ 

※2019年 9月 2日(月) 午前 10時に公開予定 

 
*2 首相官邸ホームページ (https://www.kantei.go.jp/jp/headline/bousai/sonae.html) では、ライフ

ラインが止まった場合に備えて 3 日分の食料備蓄が推奨されており、1 日 3 食の合計 9 食として計算。 

 

  

https://www.kantei.go.jp/jp/headline/bousai/sonae.html
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/bousai/sonae.html


 

 

■セット内容 

「カップヌードル ローリングストックセット」 

・カップ麺やカップライス：9食セット (各 1食) 

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、日清タテ型

チキンラーメンカップ、日清タテ型どん兵衛 きつねうどん、日清タテ型どん兵衛 天ぷらそば、

日清カレーメシ ビーフ、日清キーマカレーメシ スパイシー、日清ハヤシメシ デミグラス 

・カセットこんろ：1台 (イワタニ カセットフープチスリムⅡ) 

・カセットボンベ：1個 (イワタニ カセットガスジュニア) 

・コッヘル：1個 

・保存水 1.5リットル：2本 (富士ミネラルウォーター非常用 5年保存水) 

・使い捨てフォーク：9本 

・ソーラー充電式折りたたみライト：1個 

・軍手：1組 

・200ml計量カップ：1個 

・オリジナル BOX：1個 

・オリジナル BOX用 リュック専用バンド：1セット 

※メーカー、デザイン、セット内容は予告なく変更する場合があります。 

 

「カップヌードル ローリングストックファミリー向け追加セット」 

・カップ麺やカップライス：9食セット (13種類からお好みの 9食をお選びいただけます） 

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 しお、カップヌードル 欧風チーズカレー、カップ

ヌードル 味噌、日清タテ型チキンラーメンカップ、日清タテ型どん兵衛 きつねうどん、日清

タテ型どん兵衛 天ぷらそば、日清カレーメシ ビーフ、日清キーマカレーメシ スパイシー、日

清ハヤシメシ デミグラス 

・カセットボンベ：1個 (イワタニ カセットガスジュニア) 

・保存水 1.5リットル：2本 (富士ミネラルウォーター非常用 5年保存水) 

※上記を 1人分として、必要な人数分を追加でお買い求めいただけます。 

 

「カップヌードル ローリングストック入替用 9食セット」 

・カップ麺やカップライス：9食セット (13種類からお好みの 9食をお選びいただけます） 

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 しお、カップヌードル 欧風チーズカレー、カップ

ヌードル 味噌、日清タテ型チキンラーメンカップ、日清タテ型どん兵衛 きつねうどん、日清

タテ型どん兵衛 天ぷらそば、日清カレーメシ ビーフ、日清キーマカレーメシ スパイシー、日

清ハヤシメシ デミグラス 



 

 

■セット内容イメージ 

 

 

 



 

 

■商品概要 

商品名 
カップヌードル 

ローリングストックセット 
(サブスクリプション) 

カップヌードル 
ローリングストックセット 

(単品購入) 

初回 
お届け内容 

カップ麺やカップライス 9食セット、 
カセットこんろ、カセットボンベ、コッヘル、保存水、フォーク、 

ソーラー充電式折りたたみライト、軍手、200ml計量カップ、オリジナル BOX、 
オリジナル BOX 用 リュック専用バンド 

2 回目以降 
お届け内容 

カップ麺やカップライス 9食セット なし 

希望小売価格 
初回：13,000円 (税別)  

2 回目以降：2,000 円 (税別) 
15,000円 (税別) 

発売日 2019年 9月 2日(月) 午前 10 時 

販売チャネル 日清食品グループ オンラインストア 

 

商品名 
カップヌードル ローリングストック 

ファミリー向け追加セット 
(サブスクリプション) 

カップヌードル ローリングストック 
入替用 9 食セット 

(サブスクリプション) 

初回 
お届け内容 

カップ麺やカップライス 9食セット、 
カセットボンベ、保存水 
※上記は 1人分の数量 

カップ麺やカップライス 9食セット 

2 回目以降 
お届け内容 

カップ麺やカップライス 9食セット カップ麺やカップライス 9食セット 

希望小売価格 
初回：2,700 円 (税別) 

2 回目以降：2,000 円 (税別) 
初回：2,000 円 (税別) 

2 回目以降：2,000 円 (税別) 

発売日 2019年 9月 2日(月) 午前 10 時 

販売チャネル 日清食品グループ オンラインストア 

 


