
ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 
2022 年 9 月 16 日 

  

報道関係各位 株式会社ファミリーマート 

 

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：細見研介）は、昨年から取り組んで

いる 5 つのキーワードの「たのしいおトク」、「『あなた』のうれしい」の一環として、2022 年 9 月 17 日（土）

午前 10 時より、クリスマス商品の予約受付を開始いたします。 

今年のクリスマスは、「ファミマのごちそうクリスマス」と題して、豊富な品揃えの中から、お客さまひとりひとりにあっ

たクリスマスをご提案いたします。ファミマでしか買えない大人気キャラクターとのコラボケーキ（5 種類：僕のヒーロ

ーアカデミア、ちいかわ、BT21、ねこねこ、すみっコぐらし）や、専門店監修のケーキ（4 種類）、ファミマオリジナ

ルケーキなど計 24 種類のケーキに加えて、チキン、オードブル、ピザなど、ファミマ史上最大規模の全 73 種類の

品揃えで、さまざまなクリスマスシーンに対応した商品をご用意しております。 

また、早期予約割引期間内（12 月 1 日（木）午前 9 時まで）に、対象商品をご予約いただくと、おトク

にクリスマス商品をご購入いただけます。 

   

 

ファミマでしか買えない大人気キャラクターとのコラボケーキが多数登場！ 

『ファミマのごちそうクリスマス』 

9月 17日（土）午前 10時から予約受付開始 

～ファミマ史上最大規模の全 73種類をラインアップ！早めの予約がおトク～ 



■予約概要 

【予約承り期間】 

2022 年 9 月 17 日（土）午前 10 時～12 月 20 日（火）午前 9 時 

【お渡し期間】 

2022 年 12 月 20 日（火）～12 月 25 日（日） 

※商品・地域により予約承り期間・予約受取期間が異なります。 

※商品により一部取扱いのない地域・店舗がございます。 

※お渡しの詳細は、カタログをご覧ください。 

 

■WEB限定 早割でおトク！ 

早期予約割引期間（9 月 17 日（土）午前 10 時～12 月 1 日（木）午前 9 時）にファミリーマートの

スマホアプリ「ファミペイ」で WEB 予約をすると、対象のケーキの 500 円引きクーポン、対象のチキンセットの 150

円引きクーポンがもらえます。 

※クーポンは予約した対象商品のお会計時でのみ使用できます。 

 

■おトクに楽しむクリスマス 

対象のチキンレッグ・オードブル商品を購入すると、商品お受取り時に、1 品につき 1 枚、「サントリーグリーンダ

カラ やさしい麦茶2L」、「サントリー伊右衛門2L」、「サントリー烏龍茶2L」、「サントリーペプシコーラ1.5L」のい

ずれか1本のドリンク無料引換券がもらえます。 さらに、対象のチキン商品を12月20日（火）～25日（日）

の期間に購入すると、1 本につき 20 円引きになります。 

※税込み価格からの値引きとなります。 

 

詳細は、こちらの特設サイトからご確認ください： 

https://www.family.co.jp/campaign/spot/famima-xmas2022.html 

 

※いずれも数量限定のため、お早めにご予約ください。 

 

■予約対象、数量限定おすすめ商品 

●人気コンテンツコラボケーキ ※全てファミリーマートオリジナルのコラボ商品 

 

【商品名】僕のヒーローアカデミア クリスマスケーキ 

【価格】3,982 円（税込 4,300 円） 

【発売地域】 全国 

【内容】「僕のヒーローアカデミア」の仲間たちの紙ピックを自由に飾って楽しめ

るケーキです。ふんわりとしたスポンジにホイップクリーム、苺ジャム、ピーチをサン

ドし、ホイップクリームをツリーの形に絞って仕上げました。ファミリーマートオリジ

ナル「アクリルスタンド」付きです。 

https://www.family.co.jp/campaign/spot/famima-xmas2022.html


 

【商品名】ちいかわ みんなで聖歌隊ケーキ 

【価格】3,982 円（税込 4,300 円） 

【発売地域】 全国 

【内容】人気キャラクター「ちいかわ」とのコラボケーキです。ふわふわのスポンジ

にカスタードホイップクリームとピーチをサンドしました。ちいかわの仲間たちの紙

ピックを自由に飾って楽しんでいただけるドーム型のケーキです。ファミリーマート

オリジナル「さすまたフォーク」1 本付きです。 

 

【商品名】キャラデコクリスマス BT21（2022ver.） 

【価格】3,982 円（税込 4,300 円） 

【発売地域】 全国 

【内容】人気キャラクター「BT21」のケーキです。ふんわりとしたスポンジにチョコ

チップと苺風味クリームをサンドしました。BT21 のキャラクターの紙ピックを可愛

くデコレーションできるケーキです。ファミリーマートオリジナル「アクリルキーホルダ

ー」付きです。 

 

【商品名】にゃんともおいしいダブルチーズケーキ 

【価格】2,593 円（税込 2,800 円） 

【発売地域】 全国 

【内容】ふわふわのスポンジクラムをトッピングした、ねこ型のとっても可愛らしい

チーズケーキです。ベイクドチーズケーキとレアチーズケーキを一度に楽しめま

す。ファミリーマートオリジナル「ランチョンマット」と「コースター」付きです。 

 

【商品名】すみっコぐらし かざって楽しいクリスマスケーキ 

【価格】3,982 円（税込 4,300 円） 

【発売地域】 全国 

【内容】「すみっコぐらし」のキャラクターの紙ピックを自由に飾って楽しめるケーキ

です。ふわふわスポンジに苺ジャムと苺風味クリームをサンドしました。 

ファミリーマートオリジナル「てのりぬいぐるみ（ぺんぎん？）」付きです。  

 

 

 



●専門店コラボケーキ・コラボアイスケーキ 

 

【商品名】ルージュ・ブランシュ監修 ガトーブランシュ５号 

【価格】3,630 円（税込 3,920 円）※早期予約割引対象商品 

【発売地域】 全国 

【内容】クリスマス定番の苺のショートケーキです。あと味すっきりのホイップクリ

ームはくちどけの良いスポンジと相性抜群です。  

 

【商品名】ケンズカフェ東京監修 ショコラケーキ 

【価格】2,760 円（税込 2,980 円）※早期予約割引対象商品 

【発売地域】 全国 

【内容】ガトーショコラの名店が監修したリッチな味わいのケーキです。ファミリー

マートオリジナルのクーベルチュールチョコレート「エクアドル・スペシャル」を惜し

みなく使用したショコラケーキです。 

 

【商品名】上林春松本店監修 宇治抹茶のクリスマスケーキ 

【価格】2,593 円（税込 2,800 円）※早期予約割引対象商品 

【発売地域】 全国 

【内容】450 年続く京都の老舗茶舗が監修した和を味わう抹茶のケーキで

す。ほろ苦い抹茶チョコソースと抹茶ムースにまろやかな抹茶ミルクムースを合

わせました。 

 

【商品名】ケンズカフェ東京監修 ショコラアイスケーキ（3 種セット） 

【価格】3,315 円（税込 3,580 円） 

【発売地域】 全国 

【内容】アイスにはケンズカフェ東京で使われているチョコレート「SPECIAL T」

を使用しました。クランチ・アーモンドダイスを混ぜ込んだ濃厚なチョコレートアイ

スに、見た目も華やかな 3 種類のトッピングを施したアイスケーキです。 

 

 

 

 



●その他おすすめケーキ・アイスケーキ 

 

【商品名】ミルフィーユ・シャンティ 

【価格】3,334 円（税込 3,600 円）※早期予約割引対象商品 

【発売地域】 全国 

【内容】シュガーコーティングしたサクサク食感のパイ生地の間にカスタードクリー

ムとバニラクリームをサンドし、ホイップクリームで仕上げました。 

 
 

【商品名】たべる牧場ミルクアイスケーキ 

【価格】3,686 円（税込 3,980 円） 

【発売地域】 全国 

【内容】ファミリーマートオリジナルアイスで人気の「たべる牧場ミルク」をイメージ

したアイスケーキです。北海道産牛乳を使用したミルクアイスに”たべる牧場”

シリーズのキャラクターである「うし」絵柄のチョコプレートと、イチゴをトッピングし

ました。ファミリーマートオリジナル「エコバッグ」付きです。 

 

●おすすめチキンセット  

   

【商品名】3 種チキンのパーティーセット 

【価格】2,261 円（税込 2,442 円） 

【発売地域】 全国 

【内容】定番のファミチキに、クリスマスにぴったりの骨付きチキン 2 種類をセット

にした大人数でも楽しめるパーティーセットです。 

【セット内容】ファミマプレミアムチキン（骨付き）（3 本）、直火焼ローストチ

キンレッグ（3 本）、ファミチキ（骨なし）（3 個） 

  

【商品名】プレチキ×チキンレッグセット 

【価格】1,711 円（税込 1,848 円） 

【発売地域】 全国 

【内容】クリスマスに欠かせない骨付きチキンの 6 本セットです。スパイス＆ハー

ブ香るプレミアムチキンと直火焼ローストチキンレッグの 2 種類をお楽しみいた

だけます。 

【セット内容】ファミマプレミアムチキン（骨付き）（3 本）、直火焼ローストチ

キンレッグ（3 本） 

 

 



●その他おすすめ商品  

 

【商品名】サラダオードブル 

【価格】1,834 円（税込 1,980 円） 

【発売地域】 全国 

【内容】ワインのお供にぴったりな、サラダ仕立ての冷製オードブルです。 

ローストビーフ・サーモンなど、おいしいものを少しずつ盛り合わせしました。 

 

【商品名】北海道産モッツァレラチーズ使用のマルゲリータ 

【価格】1,186 円（税込 1,280 円） 

【発売地域】 全国 

【内容】ダイス状にカットした北海道産のモッツァレラチーズをトッピングし、セミド

ライトマトとバジルソースで仕上げました。 

※画像はイメージです。 

※軽減税率対象商品につき、税込価格は消費税 8％にて表示しております。 

 

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族の

ようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。 

 

以上 


