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2021年(令和 3年) 4月 20日 

 

 

 

  

チャルメラ×進撃の巨人 原作完結記念 

オリジナルグッズプレゼントキャンペーン実施! 

併せて「明星 チャルメラカップ 進撃の巨人 コンソメしょうゆ」新発売のお知らせ 

明星食品株式会社(社長:豊留昭浩) は、「進撃の巨人」の原作完結を記念してロングセラーブラ

ンド「明星 チャルメラ」とコラボレーションした「オリジナルラーメンどんぶり」や「オリジナルフェイスタ

オル」が抽選で、合計で 1,000名様に当たるプレゼントキャンペーンを 5月 17日(月) から実施しま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「進撃の巨人」は、諫山創氏が描く、圧倒的な力を持つ巨人と人間たちの戦いを描いた大人気ダ

ークファンタジーバトル漫画です。2009 年から別冊少年マガジンで連載がスタートし、2021 年 4 月

に完結し、コミック最終巻が 6 月に発売する予定で話題を集めています。当作品はアニメ化、実写

化もされ、いずれも話題になりました。 

 

コミック累計部数 全世界で 1億部突破! 

話題の大人気コンテンツ「進撃の巨人」とチャルメラがコラボ! 
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なお、キャンペーン開始に合わせて、進撃の巨人とコラボレーシ

ョンしたタテ型カップめん「明星 チャルメラカップ 進撃の巨人 コ

ンソメしょうゆ」を、2021年 5月 17日(月) に全国で新発売します。 

今回の新商品「明星 チャルメラカップ 進撃の巨人 コンソメしょ

うゆ」は、作品中に登場するいもをメイン具材にした、ポテトとひき

肉入りのコンソメしょうゆ味のラーメンです。 

パッケージは特別描き下ろしキャラクターがデザインされた特別

版です。 

 

一部のチャルメラシリーズでも、コラボパッケージを展開します。袋めんもカップめんも前面に進撃

の巨人のメインキャラクターが登場し、袋めん 5 食パックの側面には、チャルメラキャラクターのおじ

さんとくろネコが名シーンを再現する特別デザインです。 

 

 

 

■ 商品の特長 

め ん つるみがあり歯切れの良い食感の麺です。 

ス ー プ ポークとチキンをベースに、オニオン、ガーリックを合わせたコンソメ

しょうゆ味のスープです。 

味 変 パ ッ ク うまキレなペッパー風味の味変パックです。 

か や く ポテト、ひき肉、ねぎを組み合わせました。 

 

 

■ 商品の概要 

商 品 名 明星 チャルメラカップ 進撃の巨人 コンソメしょうゆ 

内 容 量 68g(めん 55g) 

Ｊ Ａ Ｎ コ ー ド 4902881451512 

荷 姿 68g×12入＝1ケース 

希 望 小 売 価 格 208円(税込) 

発売日及び発売地区 2021年 5月 17日(月) に、全国で新発売 
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■ 限定パッケージ 

[明星 チャルメラカップ しょうゆ]   [明星 チャルメラカップ 宮崎辛麺] 

 

 

 

 

 

 

 

[明星 チャルメラ しょうゆ]  [明星 チャルメラ バリカタ麺豚骨]  [明星 チャルメラ 宮崎辛麺] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■キャンペーンの概要 

●キャンペーンタイトル● 

チャルメラ×進撃の巨人原作完結記念オリジナルグッズプレゼントキャンペーン 

 

●賞品● 

＜袋麺コース＞ノリタケ オリジナルラーメンどんぶり 1個 

抽選で合計 500名様にプレゼントします。 

※サイズ:直径 190mm×高さ 82mm 

※2種あります。応募時にお選びいただけます。 
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＜カップ麺コース＞今治タオル オリジナルフェイスタオル 1枚 

抽選で合計 500名様にプレゼントします。 

※サイズ:約 800×330mm 

※2種あります。応募時にお選びいただけます。 

 

 

 

 

 

 
※賞品画像はイメージです。 

 

●当選者発表● 

応募締切後に厳正な抽選を行い、応募した LINEアカウントより当選者に通知いたします。 

通知後に、当選者の方には発送先情報を入力していただき、賞品を発送いたします。 

 

●対象商品● 

明星 チャルメラブランド全品 

 

主なアイテム 

≪袋めん 5食パック≫ 

明星 チャルメラ しょうゆラーメン 5食パック 

明星 チャルメラ みそラーメン 5食パック 

明星 チャルメラ 塩ラーメン 5食パック 

明星 チャルメラ ちゃんぽん 5食パック 

明星 チャルメラ バリカタ麺豚骨 5食パック 

明星 チャルメラ 宮崎辛麺 5食パック 

明星 チャルメラ もやしが超絶うまいまぜそば ニンニクしょうゆ味 5食パック 

明星 チャルメラ 新味 5食パック (地域限定) 

 

≪どんぶり型カップめん≫ 

明星 チャルメラどんぶり 東京貝だし中華そば 

明星 チャルメラどんぶり 仙台辛味噌ラーメン 

明星 チャルメラどんぶり 長崎焦がしちゃんぽん 

明星 チャルメラどんぶり 博多バリカタ豚骨 

明星 チャルメラどんぶり 宮崎辛麺 

明星 チャルメラどんぶり コーンとんこつラーメン (地域限定) 

明星 チャルメラどんぶり にんにくラーメン しょうゆとんこつ味 (地域限定) 

 

≪タテ型カップめん≫ 

明星 チャルメラカップ しょうゆ 

明星 チャルメラカップ みそ 

明星 チャルメラカップ しお 

明星 チャルメラカップ 博多バリカタ豚骨 

明星 チャルメラカップ 宮崎辛麺 

明星 チャルメラカップ 進撃の巨人 コンソメしょうゆ 
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※袋めん 1食単品をご購入のレシートでのご応募は無効とさせていただきます。 

※パッケージにキャンペーン告知がない対象商品でもご応募いただけます。 

※地域によって販売していない商品がございます。 

※対象商品は、新商品発売などで追加となる場合がございます。 

 

※詳しくはキャンペーンサイトでご確認ください。 

https://www.myojofoods.co.jp/special/campaign/charu_shingekinokyojin 

 
●応募期間● 

2021年 5月 17日(月) ～7月 16日(金) 23:59まで 

※レシート日付の有効期間も同期間です。 

 

●実施地区● 

全国 

 

●応募方法● 

＜袋麺コース＞ チャルメラ袋めん 5食パック 1パックで 1口応募が可能です。 

＜カップ麺コース＞ チャルメラカップめん 1食で 1口応募が可能です。 

 

① キャンペーンサイトへアクセスし、公式ＬＩＮＥアカウントを友だち登録してください。 

② 公式 LINE アカウントのメニューから指定の応募ページに入り、応募コースや口数を記入し

て、キャンペーン応募期間中にお買い上げいただいた対象商品のレシート画像をアップロ

ードし、応募を完了させてください。 

③ 送信後、応募完了通知が届きます。 

 

※お一人様何回でも応募できます。(同じレシートでの重複応募はできません) 

 

 

●注意事項● 

・ 賞品発送の都合により、ご応募は日本国内にご在住の方に限らせていただきます。 

・ 本キャンペーンの当選者は、同時期に実施されている同一商品を対象とした他のキャンペ 

ーンに重複して当選できない場合があります。 

・ 取得した個人情報は、抽選、賞品の発送、本キャンペーンの目的に利用するとともに、マ 

ーケティングなどの目的のために、個人を特定しない統計的情報の形で利用する場合が 

あります。 

 

●お問い合わせ先● 

「明星 チャルメラ×進撃の巨人原作完結記念 オリジナルグッズプレゼントキャンペーン」 

事務局 

TEL:0120-112-830 

開設：2021年 5月 17日（月） ～ 

受付:10:00～17:00 （土・日・祝を除く） 

 

詳しくは、明星食品ホームページ内キャンペーンサイトをご覧ください。 

https://www.myojofoods.co.jp/special/campaign/charu_shingekinokyojin 
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