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 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、2021 年 9 月に創立

40 周年を迎えます。様々なきっかけでお客さまがさらにファミリーマート店舗に足を運んでいただけるようになる

（=ファミマる。）ために、本年は 40周年に向けたチャレンジ「40 のいいこと!?」に取り組んでまいります。 

 このたび、「40のいいこと!?」の５つのキーワードの１つである「もっと美味しく」の一環として、2021年 7月

20 日（火）から 8 月 9 日（月）まで、全国のファミリーマート約 16,600 店で、ファミリーマート初の「ファミマ 

夏のカレー祭り」を開催いたします。おむすびやお惣菜、お弁当、ホットスナック、麺類、パン、菓子、サラダ、スープ、

冷凍食品など、さまざまなカテゴリーより全 23種類の豊富なラインナップでカレー味の商品を発売いたします。 

※商品によって発売地域が異なります。 

 

■「ファミマ 夏のカレー祭り」では、全 23種類の豊富な商品ラインナップをご用意！ 

カレーは、多くの人に愛される「国民食」のひとつです。夏の定番メニューとして愛されてきたカレーを、さまざまな

味や形でお客さまに楽しんでいただけるよう商品開発いたしました。 

このたびは、看板商品の「ファミチキ」をチーズカレー味にアレンジした「チーズインカレーファミチキ」213 円（税

込 230円）や、日本最大手のカレーチェーン店「カレーハウス CoCo壱番屋」監修の「大きなチーズカレーパン」

139 円（税込 150 円）など、夏にぴったりな商品ラインナップをとり揃えております。どの商品もスパイスの配合

や種類にこだわった、ファミリマートの自信作となっております。創立 40周年にちなんだ「40のいいこと!?」のキーワ

ードである、「もっと美味しく」を感じていただけるキャンペーンとなっておりますので、ぜひ店頭にお立ち寄りいただき、

全 23種類のカレー味の商品をお楽しみください。 

ファミマ 40周年「40のいいこと!?」の 1 つ『もっと美味しく』 

カレー味ってなんでもおいしい。 

7月 20日(火)より「ファミマ 夏のカレー祭り」を全国で開催！ 

夏にぴったりの豊富なラインナップ 全 23種類のカレー商品を発売！ 

～カレーハウス CoCo壱番屋監修のピザサンドやパンも登場～ 



【商品詳細】 

●カレーハウス CoCo壱番屋監修商品 

 

【商品名】ピザサンド カレーハウス CoCo 壱番屋監修 W ウインナー＆ポーク

カレー味 

【価格】 250円（税込 270円） 

【発売日】2021年 7月 20日(火) 

【発売地域】 全国 

【内容】ココイチ監修のピザサンドです。ココイチ指定原料のカレールーやココイチ

特製「とび辛スパイス」を使用したポークカレーとウインナー2本を包み込んだピザ

サンドです。 

 

【商品名】カレーハウス CoCo壱番屋監修 大きなチーズカレーパン 

【価格】 139円（税込 150円） 

【発売日】2021年 7月 20日(火) 

【発売地域】 全国 ※沖縄県を除く 

【内容】ココイチ監修のチーズカレーパンです。ココイチの指定原料のカレー粉を

使用し、チーズカレーの濃厚でマイルドな味の雰囲気を再現しました。 

●ホットスナック 

 

【商品名】チーズインカレーファミチキ 

【価格】 213円（税込 230円）※地域により価格が異なります。 

【発売日】2021年 7月 20日(火) 

【発売地域】 全国 

【内容】香り高いスパイスで仕上げた濃厚なカレーと一口食べればチェダーの旨

味を感じるチーズが特徴です。  

チーズカレーの味わいをお楽しみいただけるファミチキです。 

 

【商品名】とろーりカレーコロッケ 

【価格】 93円（税込 100 円） 

【発売日】2021年 7月 20日(火) 

【発売地域】 全国 

【内容】30 種類以上のスパイス、ソテーオニオンを使用し、奥深い味わいに仕

上げました。とろーりとしたカレーの美味しさが口の中で広がります。 

 

 

 

 

 

 



●おむすび・お弁当 
 

【商品名】バターチキンカレーおむすび 

【価格】 128円（税込 138円） 

【発売日】2021年 7月 20日(火) 

【発売地域】 全国 

【内容】トマトやココナッツの旨味を感じるバターチキンカレーに、スパイスを効か

せた鶏ももをトッピングしました。ご飯にもガラムマサラや鶏の旨味を付け加える

ことで、最後まで飽きずに食べられる仕立てのおむすびです。 

 

【商品名】スパイシーカレーいなり寿司 

【価格】 138円（税込 149円） 

【発売日】2021年 7月 20日(火) 

【発売地域】 全国  

【内容】スパイシーなカレーをいなりの皮で包みました。 

福神漬けがアクセントのいなり寿司です。 

  

【商品名】香りとコクが自慢のバターチキンカレー 

【価格】 462円（税込 498円） 

【発売日】2021年 7月 20日(火) 

【発売地域】 全国 

【内容】トマトの酸味と旨味を感じられる仕立てです。複数のスパイスを使用

し、風味豊かな味わいに仕上げました。 

●惣菜・スープ・軽食 

 

【商品名】おウチでタイ気分！！ハーブ香るグリーンカレー 

【価格】 369円（税込 398円） 

【発売日】2021年 7月 13日（火） 

【発売地域】 全国  

【内容】香り豊かなレモングラス・スイートバジルやコブミカンの葉、皮、パクチーの

種や根などを使用しました。「カピ」というシュリンプペーストを加えコクを出し、ココ

ナッツミルクを煮詰めることで、独特の風味と甘みを引き出し、奥深さを感じる

仕立てです。 



 

【商品名】16種のスパイスとハーブ香る！タンドリー風チキン 

【価格】 369円（税込 398円） 

【発売日】2021年 7月 20日(火) 

【発売地域】 全国 ※北海道を除く 

※沖縄県では、容器の色や形状は異なります。 

【内容】16 種類のスパイス・ハーブを使用したタンドリー風のチキンに、カレー味

のポテトやキャベツ・人参などの野菜を付け合わました。 

 

【商品名】チキンのカレーチーズ焼き 

【価格】 352円（税込 380円） 

【発売日】2021年 7月 20日(火) 

【発売地域】 全国  ※北海道、中部、北陸、静岡県の一部を除く 

【内容】カレー風味のペンネの上に、カレーソースとスパイスタレを合わせて、スパ

イスとハーブをきかせたチキンにチーズをかけてこんがり焼き上げました。 

 

【商品名】グリルチキンと７種野菜のスープカレー押麦入 

【価格】 406円（税込 438円） 

【発売日】2021年 7月 20日(火) 

【発売地域】 全国  

【内容】トマトの酸味とスパイス感のあるスープカレーに、グリルチキンと、かぼち

ゃ・オクラ・ブロッコリー・赤ピーマンなど彩り良い７種類の野菜に加え、雑穀

（押麦）を合わせました。 

 

【商品名】スパイス香る！焼きカレードリア 

【価格】 434円（税込 468円） 

【発売日】2021年 7月 20日(火) 

【発売地域】 全国 

【内容】ドライカレーの上にフルーティーなカレーソース、スパイシーなキーマカレー

を重ね、チーズを乗せて焼き上げた３層仕立ての焼きカレードリアです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



●麺類 

 

【商品名】キーマカレー風パリパリ麺サラダ 

【価格】341円（税込 368円） 

【発売日】2021年 7月 20日(火) 

【発売地域】 全国 ※北海道、宮崎県、鹿児島県、沖縄県を除く 

【内容】カレー風味の鶏肉ミンチとカレーソースで食べるパリパリ麺サラダです。

シャキシャキ野菜とパリパリ麺をくずしながら食べるスナック感覚で楽しめる仕立

てです。 

 

【商品名】スパイシーカレー焼そば 

【価格】 417円（税込 450円） 

【発売日】2021年 7月 20日(火) 

【発売地域】 全国 ※宮崎県、鹿児島県を除く 

【内容】スパイシーなカレー焼そばに、カレーソースで味付けした豚肉、野菜炒

め、卵黄ソースをトッピングしました。香辛料のスパイシー感が楽しめる本格的

な味わいです。 

 

【商品名】オニ盛！カレーナポリタン 

【価格】 554円（税込 598円） 

【発売日】2021年 7月 20日(火) 

【発売地域】 全国 

【内容】カレー風味のナポリタンに、卵黄ソースをのせたスパイシーなキーマカレ

ーを合わせました。ベーコン、ウインナー、玉ねぎ炒めをトッピングし、麺は約４

５０ｇ入りで食べ応えのある仕立てです。 

●スナック菓子 

 

【商品名】ひねり揚げ スパイシーカレー味 

【価格】 100円（税込 108円）  ※地域により価格が異なります。 

【発売日】2021年 7月 20日(火) 

【発売地域】 全国 

【内容】14種類の香辛料を使用した、旨みと香りが広がるスパイシーなひねり

揚げです。 



 

【商品名】ばかうけ揚せん スパイシーカレー味 

【価格】100円（税込 108円)※地域により価格が異なります。 

【発売日】2021年 7月 20日(火) 

【発売地域】 全国 

【内容】16 種類の香辛料を使用したスパイシーな味わいが 特長のガーリック

とレッドペッパーがあと引く旨さのばかうけです。 

 

【商品名】か~るいスナック まろやかカレー味 

【価格】 100円（税込 108円）※地域により価格が異なります。 

【発売日】2021年 7月 20日(火) 

【発売地域】 全国 

【内容】20 種類の香辛料を使用し、肉や野菜をベースにりんごとはちみつの

旨味加えました。 

●発売中商品 

 

【商品名】こだわりカレー 

【価格】 276円（税込 298円） 

【発売地域】 全国 ※宮崎県、鹿児島県、沖縄県を除く 

【内容】野菜の旨みが感じられる、定番のこだわりカレーです。２種類の異な

るカレーを合わせ、３０種類以上のスパイスを使用することで、味わい深いス

パイシーな仕立てにしました。 

 

【商品名】ファミマ・ザ・カレーパン 

【価格】 121円（税込 130円） 

【発売地域】 全国 

【内容】肉の旨みとコクのあるビーフカレーフィリングを、もちっと食感の生地で包

んで揚げたカレーパンです。 

 

【商品名】炙り焼き国産チキン！濃厚バターチキンカレー 

【価格】 369円（税込 398円） 

【発売地域】 全国 

【内容】国産のもも肉をヨーグルトなどで漬け込み炙り焼きすることで、香ばし

いチキンに仕上げました。バターや生クリーム、はちみつに、カシューナッツを使

用した濃厚な味わいと、トマトの爽やかな酸味がポイントです。 



 

【商品名】スパイスと旨みが奏でる！！ビーフカレー 

【価格】 369円（税込 398円） 

【発売地域】 全国 

【内容】カレー本来のスパイスの香り、深みのある旨みとコク、やわらかな牛肉

にこだわったビーフカレーです。小麦粉をラードなどで時間をかけて炒めたブラウ

ンルゥやソテードオニオン、生姜、にんにく、ナッツペーストなどで深い旨みとコク

を与え、30種類のスパイスを使用し、癖になるスパイスと旨みが奏でる深みの

あるカレーに仕上げました。 

 

【商品名】特製スパイス仕立て 欧風チーズカレー（中辛） 

【価格】 306円（税込 330円）※地域により価格が異なります。 

【発売地域】 全国  

【内容】20 種類以上のスパイスと、煮込んだ野菜の旨みが特長のカレーに、

相性抜群のまろやかなチーズを合わせました。 

※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。 

※一部店舗では取扱いのない商品がございます。 

 

 ファミリーマートは、今年創立 40周年を迎えます。これからも「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。 

 

【ファミリーマート 40周年は「40のいいこと!?」】 

https://www.family.co.jp/campaign/spot/2021_40th.html 

以上 

 

 


