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“無駄にこだわった” 「カップヌードル」 専用フォークを開発！ 

「カップヌードル THE FORK セット」 を 10月 30日（水）に 3,000セット限定で発売 
 

日清食品株式会社 (社長:安藤 徳隆) は、「カップヌードル」専用フォークと「カップヌードル」

シリーズの商品をセットにした「カップヌードル THE FORK セット」全 12種類を、2019年 10月

30日(水)午前 10時から日清食品グループ オンラインストアで発売します。 

 

デザイン by nendo (代表:佐藤 オオキ氏) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、インスタントラーメンの No.1

ブランドです。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、誕生から現在に至るまで常に進化を続けています。 

今回、「カップヌードル」の調理からお召し上がりになるまでのあらゆるシーンを想定し、デザイ

ンと機能に“無駄なこだわり”を詰め込んだ「カップヌードル THE FORK」を開発しました。右利

きと左利き、それぞれの方が快適にお使いいただけるよう 2種類をご用意しました。 

「カップヌードル THE FORK セット」は、「カップヌードル THE FORK」1本と「カップヌードル」

シリーズ 3 食または 5 食をセットにした商品で、全 12 種類の組み合わせの中からお好みに合わせ

てお選びいただけます。また、日清食品グループ オンラインストアでの発売に先駆け、ローソン

の全国の店舗では、「カップヌードル」シリーズの対象商品 2 食をお買い上げいただくと「カップ

ヌードル THE FORK」が 1本もらえる数量限定のキャンペーンを 10月 15日(火)から実施します。 

“無駄にこだわった”専用フォークの使い心地を、この機会にぜひお試しください。 



 

 

■「カップヌードル THE FORK」の“無駄なこだわり” 

①カップの縁に沿わせ、心地良い食べ心地にこだわった、形状。 

②具を単体で食べる事も想定して幅や形状にこだわった、ポケット。 

③カップヌードル全種類のフタを固定出来るようにこだわった、背面のリブ。 

④実験を重ね、麺や具材を口元へ運びやすいようにこだわった、最適な角度(128 度)。 

⑤麺とスープの絡みやすさにこだわった、突起とスープを逃す溝。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               専用ケース 

 

■セット内容 

「カップヌードル」シリーズ 3食または 5食に「カップヌードル THE FORK」(右利き用または左

利き用) 1本をセットにした全 12種類です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

■発売日時 

2019年 10月 30日(水) 午前 10時 

 

■特設ページ 

[URL] https://store.nissin.com/jp/special/cupnoodlethefork/ 

 

■「カップヌードル THE FORK」デザイン 

nendo (代表：佐藤 オオキ氏) 

2002年設立。佐藤 オオキ氏が代表を務め、建築、インテリア、プロダクト、グラフィックと多岐

にわたってデザインを手掛けるデザインオフィス。 

 

■ローソンでのキャンペーンについて 

「カップヌードル」シリーズの対象商品 2食をお買い上げいただくと、「カップヌードル THE FORK」

が 1本もらえるキャンペーンを 2019年 10月 15日(火)から 28日(月)まで、全国のローソンの店

舗で実施します。 

※数量：1店舗当たり 20本限定 (右利き用 18本、左利き用 2本) 

※対象商品：「カップヌードル」レギュラーサイズ商品 (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) 

※店舗により取り扱いのない場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

■商品概要 

商品名 

カップヌードル THE FORK 
スタンダードセット 

(右利き用、左利き用) 

カップヌードル THE FORK 
ネクストスタンダードセット 

(右利き用、左利き用) 

商品内容 

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 (各 1

食)、カップヌードル THE FORK 1 本 

カップヌードル しお、カップヌードル 味

噌、カップヌードル 欧風チーズカレー (各

1 食)、カップヌードル THE FORK 1 本 

販売価格 625 円 (税込) 

発売日時 2019 年 10 月 30 日(水) 午前 10 時 

発売地区 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 THE FORK 
エスニックセット 

(右利き用、左利き用) 

カップヌードル THE FORK 
コッテリーナイスセット 

(右利き用、左利き用) 

商品内容 

カップヌードル トムヤムクンヌードル、カ

ップヌードル シンガポール風ラクサ、カッ

プヌードル グリーンカレー (各 1 食)、カ

ップヌードル THE FORK 1本 

カップヌードル コッテリーナイス 濃厚!

ポークしょうゆ、カップヌードル コッテリ

ーナイス 濃厚!クリーミーシーフード、カ

ップヌードル コッテリーナイス 濃厚!キ

ムチ豚骨 (各 1 食)、カップヌードル THE 

FORK 1 本 

販売価格 625 円 (税込) 

発売日時 2019 年 10 月 30 日(水) 午前 10 時 

発売地区 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 THE FORK 
リッチ＆ソルトオフセット 

(右利き用、左利き用) 

カップヌードル THE FORK 
あっさり＆おだしセット 

(右利き用、左利き用) 

商品内容 

カップヌードル リッチ フカヒレスープ

味、カップヌードル リッチ スッポンスー

プ味、カップヌードルソルトオフ (各 1食)、

カップヌードル THE FORK 1 本 

あっさりおいしいカップヌードル、あっさ

りおいしいカップヌードル カレー、あっさ

りおいしいカップヌードルシーフード、お

だしがおいしいカップヌードル 肉だしう

どん、おだしがおいしいカップヌードル 鶏

南蛮そば (各 1 食)、カップヌードル THE 

FORK 1 本 

販売価格 726 円 (税込) 675 円 (税込) 

発売日時 2019 年 10 月 30 日(水) 午前 10 時 

発売地区 日清食品グループ オンラインストア 

 


