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炭治郎、禰豆子*、善逸
、伊之
助のあの名シーン？がフィギュアに！
き め つ
やいば
「チキンラーメン×鬼滅の 刃 “フタどめ” フィギュア プレゼントキャンペーン」 を
2020 年 10 月 1 日（木）からスタート
「鬼滅の刃」 コラボキャンペーン限定パッケージ商品 3 品を 10 月 5 日（月）に発売
日清食品株式会社 (社長:安藤 徳隆) は、
「チキンラーメン×鬼滅の刃“フタどめ”フィギュア プ
レゼントキャンペーン」を 10 月 1 日(木)から実施するとともに、
「チキンラーメンどんぶり」「出
前一丁どんぶり」
「チキンラーメンの油そば」の「鬼滅の刃」コラボキャンペーン限定パッケージ商
品を 10 月 5 日(月)に発売します。

殺気ゼロの“フタどめ”フィギュアが当たる！
「ひよこちゃん」や「出前坊や」が「鬼滅の刃」の世界に！
「出前一丁」ならぬ「鬼滅一丁」爆誕！！
今回、国民的ロングセラーブランドの「チキンラーメン」
「出前一丁」
「日清焼そば」と、社会現象
とも言える驚異的な盛り上がりを見せている TV アニメ「鬼滅の刃」がコラボレーションしたキャ
ンペーンを実施します。賞品には、
「鬼滅の刃」の人気キャラクター「炭治郎」
「禰豆子」
「善逸」
「伊
之助」の 4 人がユニークなポーズをとった、大きな“フタどめ”フィギュアをご用意しました。
また、キャンペーンに合わせ、
「鬼滅の刃」の世界に加わった「ひよこちゃん」や「出前坊や」をデ
ザインした「チキンラーメンどんぶり」
「出前一丁どんぶり」
「チキンラーメンの油そば」のコラボ
キャンペーン限定パッケージ商品も発売します。
誰にも引き裂くことのできない日清食品と「鬼滅の刃」の限定キャンペーンに、全集中してご応募
ください。

ⓒ吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable
* 禰豆子の「禰」は「ネ＋爾」が正しい表記です。

■キャンペーン詳細
キャンペーンタイトル
「チキンラーメン×鬼滅の刃“フタどめ”フィギュア プレゼントキャンペーン」
キャンペーン方式
「日清チキンラーメン」の LINE アカウントを友だち登録して応募するクローズドキャンペーン
キャンペーン期間
【第 1 期】2020 年 10 月 1 日(木)～10 月 31 日(土)
【第 2 期】2020 年 11 月 1 日(日)～11 月 30 日(月)
賞品ならびに当選者数
【第 1 期】「炭治郎」または「伊之助」の“フタどめ”フィギュア 1 体、合計 1,000 名様

『驚きの優しさ』
「炭治郎」フィギュア

『究極の肉体』
「伊之助」フィギュア

【第 2 期】「禰豆子」または「善逸」の“フタどめ”フィギュア 1 体、合計 1,000 名様

『可憐そのもの』
「禰豆子」フィギュア

『稲妻のごとき衝撃』
「善逸」フィギュア

ⓒ吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

※第 1 期、第 2 期とも、賞品はお選びいただけません。
※掲載画像はイメージです。また、賞品にカップ麺は含まれていません。

対象商品
【袋麺】
「チキンラーメン 5 食パック」
「出前一丁 5 食パック」「日清焼そば 5 食パック」
「チキンラー
メン 具付き 3 食パック アクマのキムラー」
「出前一丁 具付き 3 食パック ゴリラ一丁 スタミナ
ガーリックニラそば野郎」
【カップ麺】
「チキンラーメンどんぶり」
「出前一丁 (鬼滅一丁） どんぶり」
「チキンラーメンの油そば」
【カップライス】
「チキンラーメン ぶっこみ飯」
※パッケージにキャンペーン告知の記載がない商品も対象です。
応募方法
キャンペーンサイト、またはコラボキャンペーン限定パッケージ商品のフタ裏に記載してある
QR コードから、
「日清チキンラーメン」の LINE アカウントを友だち登録した後、画面の案内に
従って応募画面へアクセスしてください。必要事項を入力し、キャンペーン期間中に対象商品
をお買い上げいただいたレシートの写真をアップロードしてご応募ください。
※「日清チキンラーメン」の LINE アカウントのほかに、
「鬼滅の刃・チキンラーメンキャンペ
ーン」の LINE アカウントも友だち登録していただく必要があります。
※「袋麺」の 5 食パックと 3 食パックは商品 1 点のお買い上げで 1 口、
「カップ麺」
「カップラ
イス」は商品 3 点のお買い上げで 1 口としてご応募いただけます。
※オンラインストアなどで購入された場合は、納品書の写真をアップロードしてください。
※キャンペーン期間中のレシートのみ有効です。レシートの日付が写真にしっかりと写るよう撮
影してください。
※必要な要件が満たされていない場合、ご応募は無効とさせていただきます。
※賞品の発送の都合により、当選は日本国内在住の方に限らせていただきます。
※本キャンペーンに応募できるのは、スマートフォンのみです。パソコン、タブレットからは
ご応募いただけませんので、ご注意ください。
キャンペーンサイト
「炭治郎」
「禰豆子」
「善逸」
「伊之助」の名シーンとともに、4 種類の“フタどめ”フィギュアの
さまざまな魅力を紹介しています。
[URL] https://www.chickenramen.jp/kimetsu
実施地区
全国
当選発表
厳正な抽選の上、当選者を決定し、ご当選された方には LINE のトークにて当選メッセージを
送信させていただきます。
※「鬼滅の刃・チキンラーメンキャンペーン」の LINE アカウントをブロックされたことなどに
よりメッセージが受け取れない場合は、当選が無効となりますのでご注意ください。

問い合わせ先
日清食品×鬼滅の刃キャンペーン事務局
【TEL】0120-603-018 (フリーダイヤル)
【受付時間】10:00～17:00 (土、日、祝日を除く)
■「鬼滅の刃」コラボキャンペーン限定パッケージ商品について
おなじみの「ひよこちゃん」や「出前坊や」が「鬼滅の刃」の世界に加わった、ユニークなデザ
インのコラボキャンペーン限定パッケージ商品です。
中身は通常の「チキンラーメンどんぶり」
「出前一丁どんぶり」
「チキンラーメンの油そば」と同
じです。
■TV アニメ「鬼滅の刃」とは
ご とうげ こ よ はる
集英社ジャンプ コミックスより刊行中の吾 峠 呼世晴氏による漫画作品を原作とした TV アニメ。
けんげき
人と鬼との切ない物語に鬼気迫る剣戟、時折コミカルに描かれるキャラクターたちが人気を呼び、
原作単行本 1 巻～21 巻で累計発行部数が 8,000 万部を突破。
今なお注目を集め異彩を放つ本作。独自の世界観を構築し続け、新たな少年漫画の金字塔として
存在感を示している。
2020 年 10 月 16 日(金)には、『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』の公開を予定している。
[公式サイト] https://kimetsu.com/
■商品概要
商品名

チキンラーメンどんぶり
鬼滅の刃キャンペーン

鬼滅一丁どんぶり
鬼滅の刃キャンペーン

チキンラーメンの油そば
鬼滅の刃キャンペーン

内容量

85g (麺 80g)

86g (麺 70g)

103g (麺 80g)

JAN コード

4902105265925

4902105265932

4902105265949

ITF コード

14902105265922

14902105265939

14902105265946

食数 / 荷姿

1 ケース 12 食入

希望小売価格

193 円 (1 食/税別)

発売日

2020 年 10 月 5 日(月)

発売地区

全国

