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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１つ『もっと美味しく』 

     ファミマは「日本で 2番目に人気のチキンのお店」 

が調査で判明、1位はあのチキンの有名店。 
  

今年は“ファミマチキン史上最多 18種のスパイス”を使用した 

「ファミマプレミアムチキン（骨付き）」を 

12月 14日（火）よりクリスマス限定発売！ 
  

～玉木宏さん＆サンタ姿の八木莉可子さんが出演する新 CMも公開～ 

  

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の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!?」に取り組んでおります。 

「日本で２番目に人気のチキンのお店」であるファミリーマートは、ファミマチキン史上最多の 18 種類のスパイ

スを使用し、大幅にリニューアルした、クリスマス限定の定番商品「ファミマプレミアムチキン（骨付き）」を、12 月

14日（火）より全国で発売いたします。他にも、今年のクリスマスシーズンにぴったりのチキン商品も、全 9種類

（セット含む）をラインナップいたします。また、同日よりファミリーマート 40 周年のアンバサダーをつとめる、玉木

宏さん、八木莉可子さんが出演する新 TVCM「順位発表」篇を全国で放映します。 
  

 

 



■日本で人気のチキンのお店調査詳細 

看板商品「ファミチキ」（累計 17億個販売（2021年 11月 29日時点））をはじめとする様々なチキン

商品をラインナップし、チキン人気の座は譲れないと自負するファミリーマートは、「日本で人気のあるチキンのお店」

を明らかにするため、全国の 15 歳～69 歳の男女 5000 人にインターネット調査を行いました。その結果、「日

本で人気のチキンと聞いて、思い浮かべるお店」の第 2 位（40.1%）、「美味しいと思うチキンはどこのお店の

ものですか」において第 2 位（24.0%）を獲得いたしました。本調査結果の第 1 位はどちらも同一のチキン専

門ファーストフード店であり、コンビニカテゴリーにおいては、「人気のお店」「美味しいお店」ともにファミリーマートが

第 1位を獲得しております。 
  

【調査概要】 

 ●調査主体 ： 株式会社ファミリーマート  

 ●調査実施機関 ： 株式会社インテージ 

 ●調査実施時期 ： 2021年 8月 18日(水)～2021年 8月 19日(木) 

 ●対象者条件 ： 15～69歳男女 

 ●サンプルサイズ ： n=5,000 ※人口構成比を目標として回収し、ウェイトバック集計にて精緻に補正 

 

■ファミマ史上最多 18種のスパイスを使用した「ファミマプレミアムチキン（骨付き）」 

 クリスマス限定の定番商品である「ファミマプレミアムチキン（骨付き）」は、今回、大幅にリニューアルし、12 月

14日（火）より、全国のファミリーマートで発売いたします。 

 

【開発のこだわり：3 つのポイント】 

ポイント①：ファミマチキン史上最多 18種類のスパイス＆ハーブを配合 

スパイスの種類はファミマチキン史上最多の 18 種類、過去最大量を配合しております。お肉本来の美味しさを

引き立たせる 18種類の複雑なスパイスの味付けを実現しました。 
  

ポイント②：スパイス＆ハーブを感じるこだわり製法 

こだわりの二段仕込みの味つけにより、よりスパイスとハーブの香りを感じる仕立てに。 

スパイス&ハーブが鶏肉本来の味わいをしっかりと引き立てます。 
  

ポイント③：薄衣で明るい揚げ色 

配合を一から見直し、食感の良い薄衣を実現。肉本来の美味しさをダイレクトに表現しています。 

 

ファミリーマートのクリスマスチキン 特設サイト 

URL：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2112_chicken-sale_cp.html 

 

【商品詳細】 

 

 

【商品名】ファミマプレミアムチキン（骨付き） 数量限定 

【価格】232円（税込 250円） 

  ※12/19(日)～25(土)は税込 230円 

【発売地域】 全国 

【内容】18 種類のスパイス&ハーブで味付けし、パリッと仕上げた衣とプリっ

とした肉質感がたまらない本格的な骨付きチキン。 

 

https://www.family.co.jp/campaign/spot/2112_chicken-sale_cp.html


【その他クリスマスチキン関連商品】 

 

 

【商品名】直火焼ローストチキンレッグ 数量限定 

【価格】276円（税込 298円） 

  ※12/19(日)～25(土)は税込 278円 

【発売地域】 全国 

【内容】直火焼ならではの香ばしい皮と弾力のある食感の骨付きチキン。 

 

 

【商品名】ハーブ香る クワトロチーズ イン ファミチキ 数量限定 

【価格】213円（税込 230円） 

  ※12/19(日)～25(土)は税込 210円 

【発売地域】 全国 

【内容】4 種のチーズを贅沢に使い、食欲をそそるハーブの香りも加わり、ま

さに至福の味わい！ 

 

 

【商品名】ファミチキ（骨なし） 

【価格】167円（税込み 180円） 

  ※12/19(日)～25(土)は税込 160円 

【発売地域】 全国 

【内容】人気 NO.1！柔らか、ジューシーな鶏肉を楽しめるファミマ定番の

一品。 

 

 

【商品名】クリスピーチキン(プレーン) 

【価格】135円（税込み 145円） 

  ※12/19(日)～25(土)は税込 125円 

【発売地域】 全国 

【内容】カリっとした食感の衣にしっとりやわらかなむね肉のお手軽なチキン。 

    

【商品名】3種チキンのパーティーセット 数量限定 

【価格】2,023円（税込 2,184円） 

  ※12/19(日)～25(土)は税込 1,959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】ファミマチキンセット A 数量限定 

【価格】1,523円（税込 1,644円） 

  ※12/19(日)～25(土)は税込 1,494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） 

   

   

【商品名】ファミマチキンセット B 数量限定 

【価格】1,334円（税込 1,440円） 

  ※12/19(日)～25(土)は税込 1,290円   

【発売地域】 全国 

【内容】ハーブの香り豊かな、4 種のチーズ入りのファミチキと 18 種類のス

パイス&ハーブを使用したプレミアムチキン（骨付き）のセットです。 

【セット内容】ファミマプレミアムチキン（骨付き）（3 本）、ハーブ香る ク

ワトロチーズ イン ファミチキ（3個） 

   

   

【商品名】ファミチキ&クリスピーセット 

【価格】903円（税込 975円） 

  ※12/19(日)～25(土)は税込 825円 

【発売地域】 全国 

【内容】人気 NO.1 のファミチキとカリっとした衣の食感が楽しいクリスピーチ

キンがセットになった骨なしチキン 6個セットです。 

【セット内容】ファミチキ（骨なし）（3 個）、クリスピーチキン(プレーン)

（3個） 

※数量限定商品はなくなり次第終了となります。 

※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。 

※地域により価格が異なる場合がございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■12月 14日(火)より、玉木宏さん・八木莉可子さん登場の新 TVCMが全国で放映 

 このたび、放映する新 TVCM「順位発表」篇には、ファミリーマート 40 周年アンバサダーをつとめる玉木宏さん

八木莉可子さんが出演いたします。「日本で 2 番目に人気のチキンのお店」であることを、玉木宏さんとサンタク

ロース姿の八木莉可子さんがコミカルに表現しています。 

 

 
 

 

【CMの見どころ・撮影時のエピソード】 

 ファミリーマートが今回、「日本で２番目に人気のチキンのお店」に選ばれたことを告知する CM です。「2 位」と

書かれたお立ち台の上で、チキンのおいしさと、惜しくも１位になれなかったくやしさを噛み締めながらチキンを食べ

る、玉木さん、八木さんの食べっぷりに注目してみてください。今回が初の二人での共演となった、お二人の息の

あった演技も見どころです。最後に玉木さんが見つめる先には、いったい何があるのでしょう...。 

 

【新 TVCM概要】  

TVCM放映開始：2021年 12月 14日（火）  

出演者：玉木宏 八木莉可子  

放映地域：全国  

動画 URL：https://www.youtube.com/watch?v=BsrrbYTm02Y 

 

■12月 19日～25日までチキンセールを開催！ 

 上記記載のファミマプレミアムチキン(骨付き)を含む単品 5 種が 20 円引き、セットは最大 225 円引きになり、

おトクに購入できるチキンセールを、12 月 19 日（日）～25 日（土）まで全国のファミリーマート店舗で開催

いたします。ぜひこの機会にお試しください。 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BsrrbYTm02Y


■確実にファミマのクリスマスチキンを食べるならご予約も！受け取り日 3日前の午前 9時まで！ 

 ご予約なら、このクリスマスにしか食べられない、数量限定のクリスマスチキンを確実にご用意可能です。クリスマ

スチキンの他にもケーキやオードブルなどファミマ史上最大のラインナップで商品のご予約を承っております。是非カ

タログをご覧ください。 

※数量限定商品は、なくなり次第終了となりますのでお早めにご予約ください。 

※お受け取り日の 3日前午前 9時までにご予約が必要です。 

 

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 

 

【予約承り期間】 

2021年 9月 18日（土）午前 10時～お受け取り日 3日前の午前 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。 

 

 

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

