
 
 

 

2013 年 5 月 13 日 
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カップヌードルカレー発売 40 周年記念商品 

＜＜mmiinnii ガガンンププララ  ヤヤカカンン装装備備＞＞付付きき  
カカッッププヌヌーードドルルカカレレーートトリリオオ  

【数量限定】 2013 年 5 月 27 日(月)より全国発売 
 
 

日清食品株式会社(社長:三浦 善功)は、「＜mini ガンプラ ヤカン装備＞付きカップヌードルカレート

リオ」を 5月 27 日(月)より全国にて数量限定で新発売します。 
 

カップヌードルカレー発売 40 周年記念商品 

「ガンダム、“ヤカン”を持ち、立つ!!」 
 

1973 年 5 月に登場した「カップヌードルカレー」の発売 40 周年を記念して、テレビアニメ「機動戦

士ガンダム」のプラモデル「ガンプラ※」とコラボレーションした商品を発売します。 

過去にもご好評をいただいた「カップヌードル」と「mini ガンプラ」をセットにした限定パックで、

今年は特製クリアカラー仕様の「mini ガンプラ」が通常の武器パーツのほかにオリジナルパーツの「ヤ

カン」も装備し、お好みで付け替えることができます。 

また、本商品の発売に合わせて、「カップヌードルカレー」オリジナルカラーの特製ガンプラが 1,000

名様に当たるクローズドキャンペーンも実施します。 
 「mini ガンプラ」の高さ約 5cm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ ガンプラとは  1980 年 7 月にバンダイから発売されたテレビアニメ「機動戦士ガンダム」のプラモデルの略称で、 

日本のプラモデル史上 多の販売数を誇る大ヒット商品。 

 
 

 

 

 

【セット内容】各種「カップヌードルカレー」＋「mini ガンプラ ヤカン装備」 

日日清清食食品品のの公公式式オオンンラライインンシショョッッププ「「日日清清 ee--めめんん SShhoopp」」でではは、、

限限定定詰詰めめ合合わわせせセセッットトをを販販売売!!!!  
hhttttpp::////sshhoopp..nniissssiinnffooooddss..ccoo..jjpp//iinnffoo//ii__bbooxx__gguunnddaamm..hhttmmll  



 

■商品特徴  

「カップヌードルカレー＜mini ガンプラ ヤカン装備＞機動戦士パック」 

(1)  麺  ：しなやかでコシとつるみのある麺。 

(2) スープ ：野菜の甘味を利かせた、マイルドでとろみのある、おなじみのカレースープ。 

(3) 具 材 ：ポテト、カレー専用コロ・チャー、ミンチポーク、ニンジン、ネギ。 

(4)ガンプラ：1/380scale mini ガンプラ RX-78-2 ガンダム ヤカン装備(クリアカラー）。 
 

「カップヌードル赤いカレー＜mini ガンプラ ヤカン装備＞シャア専用パック」 

(1)  麺  ：しなやかでコシとつるみのある麺。 

(2) スープ ：人気キャラクター「シャア・アズナブル」のパーソナルカラーである“赤”をモチーフに、

うまみと辛味を利かせた、オリジナルの「赤いカレー」スープ。 

(3) 具 材 ：ダイスミンチ、トマト、ニンジン、レッドベル、ネギ。 

(4)ガンプラ：1/380scale mini ガンプラ MS-14S シャア専用ゲルググ ヤカン装備(クリアカラー)。 

 

「カップヌードルグリーンカレー＜mini ガンプラ ヤカン装備＞量産型パック」 

(1)  麺  ：しなやかでコシとつるみのある麺。 

(2) スープ ：「MS-06 量産型ザクⅡ」のメインカラーである“グリーン”をモチーフに、ココナッツミル

クを使用し、コクのあるうまみとまろやかな辛味が特徴の、本格的なオリジナル「グリーン

カレー」スープ。 

(3) 具 材 ：ナス、マッシュルーム、レッドベル、ネギ、香菜。 

(4)ガンプラ：1/380scale mini ガンプラ MS-06 量産型ザクⅡ ヤカン装備(クリアカラー)。 

 

■商品パッケージ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

■商品概要 

商品名 
カップヌードル赤いカレー 

＜mini ガンプラ ヤカン装備＞

シャア専用パック 

カップヌードルカレー 

＜mini ガンプラ ヤカン装備＞

機動戦士パック 

カップヌードルグリーンカレー 

＜miniガンプラ ヤカン装備＞ 

量産型パック 

内容量 74g(麺60g) 85g(麺60g) 72g(麺60g) 

JAN コード 4902105222362 4902105222355 4902105222379 

ITF コード 14902105222369 14902105222352 14902105222376 

食数/荷姿 1ケース6食入 

メーカー希望小売価格 オープン価格 

発売日 2013年5月27日(月) 

発売地区 全国 

 



 

 

■「日清 e-めん Shop」での販売について 

 

日日清清食食品品のの公公式式オオンンラライインンシショョッッププ「「日日清清 ee--めめんん SShhoopp」」  でではは、、  

限限定定詰詰めめ合合わわせせセセッットトをを販販売売ししまますす。。  

22001133 年年 55 月月 1133 日日((月月))1144：：3300  予予約約受受付付開開始始  
  

詳詳ししくくははここちちららかからら

hhttttpp::////sshhoopp..nniissssiinnffooooddss..ccoo..jjpp//iinnffoo//ii__bbooxx__gguunnddaamm..hhttmmll  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

日清e-めんShop限定詰め合わせセットについて日清e-めんShop限定詰め合わせセットについて  

日日清清 ee--めめんん SShhoopp 限限定定詰詰めめ合合わわせせセセッットトはは、、  

「「カカッッププヌヌーードドルルカカレレーー＜＜ｍｍｉｉｎｎｉｉガガンンププララ  ヤヤカカンン装装備備＞＞機機動動戦戦士士パパッックク」」  

「「カカッッププヌヌーードドルル赤赤いいカカレレーー＜＜ｍｍｉｉｎｎｉｉガガンンププララ  ヤヤカカンン装装備備＞＞シシャャアア専専用用パパッックク」」  

「「カカッッププヌヌーードドルルググリリーーンンカカレレーー＜＜ｍｍｉｉｎｎｉｉガガンンププララ  ヤヤカカンン装装備備＞＞量量産産型型パパッックク」」のの 33 種種類類をを  

各各 22 食食ずずつつ((合合計計 66 食食))をを詰詰めめ合合わわせせににししたた商商品品でですす。。  

価価格格はは 33,,550000 円円（（税税込込・・送送料料込込））  

≪≪セセッットト内内容容≫≫  

  

  

  

 



 

 

高さ 18cm

■キャンペーン詳細 

1. キャンペーンタイトル： 

カップヌードルカレーオリジナル 

1/100scale「MG RX-78-2 ガンダム(クリアカラー)」 

プレゼントキャンペーン 

2. キャンペーン方式： 

はがき応募クローズドキャンペーン 

3. 応募期間： 

2013 年 5 月 27 日(月)～2013 年 8 月 31 日(土) 

4. 実施地区： 

全国 

5. 応募締切： 

2013 年 8 月 31 日(土)当日消印有効 カップヌードルカレーオリジナル1/100scale

MG RX-78-2 ガンダム(クリアカラー) 6. 応募方法： 

「mini ガンプラ」の取扱説明書に印刷されている応募券を 1枚 1口として、郵便はがきにセロハンテー

プ等ではがれないようにしっかりと貼付し、①郵便番号、②住所、③氏名(ふりがな)、④電話番号、⑤

年齢、⑥性別を明記の上、ご応募ください。 
※お一人様何口でもご応募いただけますが、ハガキ 1 枚で 1口までのご応募とさせていただきます。 

※本キャンペーンの当選者は同時期に実施している、同一商品を対象とした他のキャンペーンに当選できない場合があり

ます。 

7. 宛先： 

〒150-0012 渋谷橋郵便局留 カップヌードルカレーオリジナルガンプラプレゼントキャンペーン事務局 

8. 賞品ならびに当選者数： 

カップヌードルカレーオリジナル 1/100scale「MG RX-78-2 ガンダム(クリアカラー)」1,000 名様 

9. 当選発表： 

厳正なる抽選の上、1,000 名様の当選者を決定します。 

発表は賞品の発送をもってかえさせていただきます。 

10. 問い合わせ先： 

カップヌードルカレーオリジナルガンプラプレゼントキャンペーン事務局 

フリーダイヤル：0120-344-007 【受付時間】10：00～17：00(土、日、祝日を除く) 

※5 月 27 日から開設 

11. 対象商品： 

カップヌードルカレー＜mini ガンプラ ヤカン装備＞機動戦士パック 

カップヌードル赤いカレー＜mini ガンプラ ヤカン装備＞シャア専用パック 

カップヌードルグリーンカレー＜mini ガンプラ ヤカン装備＞量産型パック 

12. キャンペーンサイト： 

http://www.cupnoodle.jp/gundam-curry/ 

13. 個人情報について： 

取得した個人情報は抽選や当選者への発送等、本キャンペーンの目的に利用するとともに、マーケティ

ング等の目的のために個人を特定しない統計的情報の形で利用します。 


