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 株式会社ファミリーマート 

 

ファミマ 40周年「40のいいこと!?」の『「あなた」のうれしい』 

今年は『ファミマのうますぎクリスマス』 

初コラボの人気キャラケーキ・専門店コラボケーキが登場！ 

９月 18日(土)午前 10時から 予約販売開始 

~今年のファミマのクリスマスはチキン、オードブル、ピザなど盛りだくさん！~ 

 

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 周年を迎えました。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。 

このたびは、「40 のいいこと!?」の 5 つのキーワードの 1 つである「あなた」のうれしいの一環として、「ファミ

マのうますぎクリスマス」と題し、様々なおいしい取組を実施いたします。今年は、ファミマでしか買えない大人気キ

ャラクターとの数量限定コラボケーキ（5 種：『ディズニー ツイステッドワンダーランド』、ちいかわ、BT21、僕とロボ

コ、すみっコぐらし）や毎年大人気の専門店監修のケーキ（4 種類）、ファミマオリジナルケーキのミルフィーユ・シ

ャンティ、ショコラ・ミルフィーユなどの全 22 種類のケーキに加え、昨年から更においしくなったチキン、オードブル、ピ

ザなどのクリスマスのおうち時間に欠かせない商品をファミマのクリスマス史上最大規模でラインアップしております。 

また、早期予約割引期間内（9月 18日（土）から 12月 1日（水）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がご購入いただけます。 

 

   

 

 

 

 



■予約概要 

【予約承り期間】 

2021年 9月 18日（土）午前 10時～12月 20日（月）午前 9時 

【お渡し期間】 

2021年 12月 19日（日）～12月 25日（土） 

※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。 

※詳しくは、カタログをご覧ください。 

 

■早期予約割引概要 

【早期予約割引期間】 

9月 18日（土）午前 10時～12月 1日（水）午前 9時 

【対象商品】 

以下カタログに記載のケーキ 6種とチキンセット 4種 

カタログの PDF データ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/2021_christmas-yoyaku_cp.html 

※いずれも数量限定のため、お早めにご予約ください。 

 

【早期予約申し込み方法】 

店舗及びWEB（ファミペイWEB予約）にてご予約を承ります。 

ファミペイWEB予約サイト URL： https://yoyaku.family.co.jp/ 

※予約の受付開始は、9月 18日（土）午前 10時からとなります。 

 

 

【早期予約割引について】 

対象期間中に、カタログ内に記載の以下のマークがついているケーキを店舗でご予約いただいたお客さまは、早

期予約割引対象のケーキが 200 円引きとなります。ファミペイ WEB 予約でご予約いただいたお客さまには、

200円引きに加え、200円引きのクーポンがファミペイアプリに後日配信されます。 

また、早期予約割引のマークがついているチキンをファミペイ WEB 予約でご予約いただいたお客さまには、100

円引きのクーポンをファミペイアプリより後日配信いたします。 

※対象商品となるケーキやチキンセットは、カタログ内に記載の以下のマークがついている商品に限ります。 

※販売予定価格(税込)からのお値引きになります。 

 

マーク：        ケーキ                チキン 

          

 

 

 

 

 

 

https://www.family.co.jp/campaign/spot/2021_christmas-yoyaku_cp.html
https://yoyaku.family.co.jp/


■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】『ディズニー ツイステッドワンダーランド』クリスマスケーキ 

【価格】3,695円（税込 3,990円） 

【発売地域】 全国（沖縄県を除く） 

【内容】『ディズニー ツイステッドワンダーランド』のケーキです。ココアスポンジ

とチョコクリームを重ねたシンプルなチョコケーキの表面にチョコグラサージュ

（やわらかいチョコのソース）をかけダークなイメージで仕上げました。 

ファミリーマートオリジナル「エコバッグ」付きです。 

 

【商品名】ちいかわ みんなで雪遊びケーキ 

【価格】3,695円（税込 3,990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。ふわふわのスポンジに

チョコチップと苺風味クリームをサンドしました。ちいかわのキャラクターの紙ピ

ックを自由に飾って楽しんでいただけるケーキです。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 

【価格】3,695円（税込 3,990円） 

【発売地域】 全国 

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

チップとチョコ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自

由に飾って楽しんでいただけるドーム型ケーキです。ファミリーマートオリジナ

ル「アクリルコースター」付きです。 

 

 

【商品名】甘
あめ

ぇジング!!ロボコ三昧
ざ ん ま い

!! 

【価格】2,760円（税込 2,980円） 

【発売地域】 全国 

【内容】週刊少年ジャンプに連載されている人気漫画「僕とロボコ」とのコラ

ボケーキです。第 44 話に登場のケーキをクリスマス用にアレンジして再現

しました。ケーキの箱も宮崎先生描き下ろしの特製ボックスです。 



 

【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】3,695円（税込 3,990円） 

【発売地域】 全国（沖縄県を除く） 

【内容】「すみっコぐらし」とのコラボケーキです。苺プレザーブ（シロップ漬け

の苺）と苺風味クリームをサンドした、ふわふわスポンジのケーキです。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んでいただけます。ファ

ミリーマートオリジナル「てのりぬいぐるみ（ねこ）」付きです。 

●専門店コラボケーキ 

 

【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】3,473円（税込み 3,750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】2,593円（税込み 2,800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】2,315円（税込み 2,500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レートソースと抹茶ムースに上林春松本店の宇

治抹茶を使用しました。まろやかなホワイトチョコムースと絶妙なハーモニー

を奏でます。 

 

【商品名】patisserie KIHACHI監修 ブッシュ・ド・ノエル ノワール 

【価格】3,000円（税込み 3,240円） 

※早期予約割引対象商品 

【発売地域】 全国 

【内容】切り株をモチーフにした伝統的なケーキ「ブッシュ・ド・ノエル」です。

マスカルポーネ入りクリーム、プラリネガナッシュ、アーモンドプラリネ、苺ソース

をカフェショコラスポンジで巻き上げ、コーヒー香るチョコホイップで仕上げまし

た。 



●その他おすすめケーキ 

 

【商品名】ミルフィーユ・シャンティ 

【価格】2,963円（税込み 3,200円） 

※早期予約割引対象商品 

【発売地域】 全国 

【内容】サクサクのパイ生地の間にカスタードクリームとバニラの 2 種のクリー

ムをサンドし、ホイップクリームで仕上げました。 

 

【商品名】ショコラ・ミルフィーユ 

【価格】2,963円（税込み 3,200円） 

※早期予約割引対象商品 

【発売地域】 全国 

【内容】チョコでコーティングしたパイ生地で、チョコカスタードとチョコクリームを

サンドしました。仕上げにもチョコクリームを贅沢に使用しました。 

 

●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】1,814 円（税込 1,959 円）（12/19(日)～25(土)の価

格） 

※早期予約割引対象商品 

【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】ファミマチキンセット A 

【価格】1,384 円（税込 1,494 円）（12/19(日)～25(土)の価

格） 

※早期予約割引対象商品 

【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。スパイス香

るプレミアムチキン（骨付き）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（税込み 1,980円） 

【発売地域】 全国 

【内容】あい鴨スモークやスモークサーモントラウトのマリネ、生ハムなど、少し

ずつ盛り合わせました。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。 

 

【商品名】マルゲリータ 

【価格】1,019円（税込み 1,100円） 

【発売地域】 全国 

【内容】外はパリッと中はふんわり食感の生地に、セミドライトマトと、イタリア

産モッツァレラチーズをのせ、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。 

 

■フードロス削減に向けた予約販売について 

 今年創立 40 周年を迎えたファミリーマートでは、40 周年に向けたチャレンジ「40 のいいこと⁉」の中の 1 つの

キーワードとして「食の安全・安心・地球にもやさしい」を掲げております。2019 年度から、クリスマスケーキやおせ

ち料理などの季節商品では予約販売を強化し、お客さまのニーズに合わせた製造数の適正化を図ることで、引

き続き廃棄ゼロを目指しております。 

 

ファミリーマートは、今年創立 40 周年を迎えました。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 

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

