2018 年 9 月 25 日

NEWS RELEASE
発売 30 周年を迎えるスーパーカップが
“圧倒的満足感”をテーマに、1.5 倍から MAX へ進化！

「スーパーカップ MAX」シリーズ

新発売

2018 年 9 月 25 日 発売
平素は、格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
エースコック株式会社（本社：大阪府吹田市 社長：村岡寛）では、
「スーパーカップ
MAX しょうゆラーメン／みそラーメン／とんこつラーメン」を新発売させて頂く運びと
なりましたので、ご案内申し上げます。
＜本商品のポイント＞
① 発売 30 周年を機に、大きく生まれ変わる「スーパーカップ」！
“圧倒的満足感”をテーマに「スーパーカップ MAX」として新登場！！
② めん重が 90g から 100ｇにアップ！さらに、しっかりとした食感のめん、
後引くおいしさのスープ、
存在感のある具材が合わさった食べごたえ MAX な一杯に！
③ 「体感セヨ！100 の衝撃！」をキーワードに、新作 TVCM を放映。さらに WEB を
活用したプロモーションを展開！
【商品情報】
スーパーカップは直観的に感じる独自のおいしさと圧倒的な食べごたえによって、お腹
の満足感と挑戦の原動力となる心の活力をお客様へ届けてきた、大盛りカップめんのパイ
オニアです。発売より 30 年を迎える節目の年に、スーパーカップは今まで以上に、前向
きに現在を生きる高校生のやる気と元気をブーストするブランドとして生まれ変わりま
す。
若者たちがスーパーカップに求める”圧倒的満足感”をテーマに、めん重 100g のしっか
りとした食感のめん、後引くおいしさのスープ、存在感のある具材を合わせた、MAX の
食べごたえを感じさせる全く新しいスーパーカップに進化しました。
「体感セヨ！100 の衝撃！」をキーワードに、多角的にプロモーションを展開します。
■商品名：
スーパーカップ MAX しょうゆラーメン／みそラーメン／とんこつラーメン
■発売日：

2018 年 9 月 25 日（火）

■発売地区：

全国（スーパー、コンビニ等）

■希望小売価格：

200 円（税抜）

http://www.acecook.co.jp

【商品特長】
名

スーパーカップ MAX スーパーカップ MAX スーパーカップ MAX
しょうゆラーメン
みそラーメン
とんこつラーメン

ん

しっかりとした弾 力
があり、口の中で存在
感のあるめんです。丸
刃にすることで、滑ら
かでスープ絡みを 良
くしました。
(湯戻し時間:3 分)

しっかり とした弾力
があり、口の中で存在
感のあるめんです。丸
刃にすることで、滑ら
かでスー プ絡みを良
くしました。
(湯戻し時間:4 分)

しっかり とした弾力
があり、口の中で存在
感のあるめんです。歯
切れの良 い豚骨らし
いめんにしました。
(湯戻し時間:3 分)

プ

チキンをベースに、オ
ニオンやガーリック、
ペッパー等を加えた、
コクがありつつも す
っきりとした醤油 ス
ープです。香りの良い
鶏油と香味野菜の 風
味で後を引く美味 し
さに仕上げました。

ポークをベースに、ジ
ンジャー やガーリッ
クなどの 香味野菜の
風味を加 えた味わい
深い味噌スープです。
ラードの コクを利か
せること で後を引く
美味しさ に仕上げま
した。

数種のポ ークエキス
に香味野 菜の旨みを
利かせた コクのある
豚骨スープです。ジン
ジャーや ガーリック
を利かせ ることで後
を引く美 味しさに仕
上げました。

く

シャキシ ャキとした
食べごたえのある 豚
風味の良いごま、揚げ
食感の良いキャベツ、
バラ焼豚、コーン、ね
玉、紅しょうが、キク
肉そぼろ、コーン、ね
ぎ、メンマを入れまし
ラゲ、ねぎを入れまし
ぎ、唐辛子を入れまし
た。
た。
た。

パッケージ

大きく配した「スーパーカップ MAX」のロゴと、「体感セヨ！“100”
の衝撃！」のキャッチコピーで、生まれ変わったスーパーカップの圧
倒的な食べごたえと満足感を期待させるパッケージデザインです。
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【商品概要】
商 品

名

スーパーカップ MAX スーパーカップ MAX スーパーカップ MAX
しょうゆラーメン
みそラーメン
とんこつラーメン

内 容

量

119g（めん 100g）

か や

く

キャベツ、コーン、
焼豚、コーン、ねぎ、
ごま、ねぎ、揚げ玉、
鶏・豚味付肉そぼろ、
メンマ
キクラゲ、紅しょうが
ねぎ、唐辛子

荷

姿

12 食×1

138g（めん 100g）

120g（めん 100g）

JAN コード

49 01071 23168 2

49 01071 23169 9

49 01071 23170 5

ITF コード

1 49 01071 23168 9

1 49 01071 23169 6

1 49 01071 23170 2

ケース JAN コード

49 01071 29616 2

49 01071 29617 9

49 01071 29618 6

希望小売価格

200 円（税抜価格）

個装サイズ

140×140×105mm

段ボールサイズ

428×292×218mm

個装重量

160g

180g

161g

ケース重量

2.3 kg

2.6 kg

2.4 kg

http://www.acecook.co.jp

