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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、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、本年度は 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。 

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『もっと美味しく』の一環として、「あまおうい

ちご」や「とちおとめ」など旬のいちごを使用したスイーツ・パン・ドリンク・アイスなどのオリジナル商品 18 種類を展開

する「ファミマのいちご収穫祭」を 2022 年 1 月 11 日（火）から 1 月 24 日（月）までの期間限定で、全国

のファミリーマート約 16,600 店で実施いたします。 

累計販売 2,000 万食を突破した人気商品バタービスケットサンドの限定いちご味「バタービスケットサンド あ

まおう苺」230 円（税込 248 円）や「いちごのフルーツサンド」334 円（税込 360 円）など、旬のいちごをたっ

ぷり味わえる期間限定商品をラインナップいたしました。 

※商品によって発売日および発売地域が異なります。 

【商品詳細はこちら】 

https://www.family.co.jp/campaign/spot/2201_ichigo-fes_cp.html 

 

 

 

ファミマ 40周年「40 のいいこと!?」の 1 つ「もっと美味しく」 

年に一度のいちごの祭典 

旬のいちごをた～っぷり！全 18種類のいちご祭り 

「ファミマのいちご収穫祭」を、1 月 11日（火）より開催！ 

～ファミマの人気商品のいちご味も登場～ 



 

■いちごの王様「あまおういちご」など、旬のいちごを使用したオリジナル商品全 18種類を限定発売！ 

2021 年にご好評いただいた、旬のいちご味商品をた～っぷり集めたいちごの祭典「ファミマのいちご収穫祭」を

2022 年も開催いたします。今年の「ファミマのいちご収穫祭」では、「あまおういちご」を使用したスイーツをはじめ、

いちごの甘酸っぱさや、つぶつぶ食感を存分に楽しめる限定商品お菓子やパン、ドリンク、アイスなど全 18 種類

のラインナップでご用意いたしました。2022 年も旬のいちごた～っぷり！の「ファミマのいちご収穫祭」をお楽しみく

ださい。 

 

【「ファミマのいちご収穫祭」商品詳細】 

●いちごの王様「あまおういちご」を使用した限定味商品 

 

【商品名】バタービスケットサンド あまおう苺 

【価格】230 円（税込 248 円） 

【発売日】1 月 7 日（金） 

【発売地域】全国 

【内容】発酵バターを使用したホロっと食感のビスケットで、口どけの良いいちごバター 

チーズクリームをサンドしました。あまおういちごを使用したソースが中からとろっとあふ 

れ出て、味わいのアクセントになっています。 

 

【商品名】あまおういちごのバウムクーヘン 

【価格】156 円（税込 168 円） 

【発売日】1 月 11 日（火） 

【発売地域】全国 

【内容】あまおういちごジャムを生地に練りこんだバウムクーヘンにホワイトチョコとフリー 

ズドライのいちごをトッピングしました。 

※製品中のいちごに占めるあまおういちごの割合は約 70％です。 

 

【商品名】あまおういちごのパウンドケーキ 

【価格】147 円（税込 158 円） 

【発売日】1 月 11 日（火） 

【発売地域】全国 

【内容】あまおういちごジャムを使用したふんわり食感のパウンドケーキです。いちご果 

肉を練りこむことでいちごの食感や甘酸っぱさを表現いたしました。 

※製品中のいちごに占めるあまおういちごの割合は約 55%です。 

 

【商品名】あまおういちごのロールケーキ 

【価格】149 円（税込 160 円） 

【発売日】1 月 11 日（火） 

【発売地域】全国 

【内容】あまおういちごジャムとフリーズドライいちごを使用した甘酸っぱいクリームを、 

ふんわりとした生地でやさしく巻きました。 

※製品中のいちごに占めるあまおういちごの割合は約 79％です。 



 

【商品名】あまおういちごのドーナツ 

【価格】119 円（税込 128 円） 

【発売日】1 月 11 日（火） 

【発売地域】全国 

【内容】あまおういちご味のドーナツ生地にいちご風味のチョコをコーティングし、ホワイ 

トチョコでトッピングをしました。 

 

【商品名】あまおういちごのタルト 

【価格】121 円（税込 130 円） 

【発売日】1 月 11 日（火） 

【発売地域】全国 

【内容】あまおういちごジャムを練りこんだいちごの甘さを生かしたタルトです。いちご 

味のソースで見た目も華やかに彩りました。 

 

【商品名】いちご＆ミルククッキー 

【価格】258 円（税込 278 円） 

【発売日】1 月 11 日（火） 

【発売地域】全国 

【内容】あまおういちごパウダーを練り込んだいちご味クッキーとミルク味のプレーンクッ 

キーの 2 種類の味わいで、1 枚でいちごミルク風味を楽しめます。 

 

【商品名】 ひとくち苺チョコ 

【価格】128 円（税込 138 円） 

【発売日】1 月 11 日（火） 

【発売地域】全国 

【内容】練乳風味のひとくちゼリーをあまおういちごのチョコレートで包みました。いちご 

ミルク風味を楽しめる、ひとくちサイズのチョコレートです。 

 

【商品名】キャラメルコーン 甘ずっぱいいちご味 

【価格】100 円（税込 108 円） 

【発売日】1 月 11 日（火） 

【発売地域】全国 

【内容】人気ブランド「キャラメルコーン」の甘ずっぱいいちご味です。蜜と味にあまおう 

いちごをダブルで使用し、サックリ甘ずっぱい美味しさに仕上げました。 



 

【商品名】 いちごプリンチョコ 

【価格】138 円（税込 149 円） 

【発売日】1 月 11 日（火） 

【発売地域】全国 

【内容】なめらかなくちどけが特徴なプリン形状のチョコレートです。あまおういちごのパ 

ウダーをふんだんに使用し、いちごの甘みと酸味が感じられるチョコレートに仕上げま 

した。 

●旬のいちごを使用した限定味商品 

 

【商品名】ふわふわケーキオムレット いちご 

【価格】258 円（税込 278 円） 

【発売日】1 月 11 日（火） 

【発売地域】全国 

【内容】ふわふわでくちどけの良い生地に、北海道産生クリームをブレンドしたクリーム 

といちごカスタードクリームを包み、フレッシュいちごをトッピングしました。手軽に本格 

的なショートケーキのような味わいをお楽しみいただけます。 

 

【商品名】果肉たっぷりいちごジャムのデニッシュ（カスタード） 

【価格】128 円（税込 138 円） 

【発売日】1 月 11 日（火） 

【発売地域】全国 

【内容】いちご果肉感たっぷりのジャムと卵の風味の良いカスタードクリーム入りのデニ 

ッシュです。甘酸っぱいいちごチョコでコーティングしました。 

※沖縄県では価格および一部仕様が異なります。 

 

【商品名】ふわもちいちごパン（つぶつぶ苺クリーム） 

【価格】119 円（税込 128 円） 

【発売日】1 月 11 日（火） 

【発売地域】全国 

【内容】ふわもち食感のパン生地にいちご風味のやわらかビス生地を重ねました。つ 

ぶつぶいちご食感が楽しめる甘酸っぱいいちごクリーム入りで、食感も楽しめる一品 

です。 

※沖縄県では一部仕様が異なります。 

 

【商品名】いちごのフルーツサンド 

【価格】334 円（税込 360 円） 

【発売日】1 月 11 日（火） 

【発売地域】全国 

【内容】旬のいちごを使用したフルーツサンドです。練乳入りのホイップとカスタードクリ 

ームを合わせました。フルーツサンド専用の食パンを使用し、具材の美味しさを引き 

立てています。 

※一部地域ではパンの仕様が異なります。 



 

【商品名】いちごミルク 

【価格】230 円（税込 248 円） 

【発売日】1 月 11 日（火） 

※従来品から順次切り替えとなります。 

【発売地域】全国 

【内容】ざく切りのいちご果肉がたっぷり入った、ごろごろとした食感が楽しめるデザー 

ト飲料です。いちご果肉を１０％増量しました。（従来品比較） 

 

 

【商品名】2 種ミックス ストロベリーチョコ 

【価格】276 円（税込 298 円） 

【発売日】1 月 11 日（火） 

【発売地域】全国 

【内容】フリーズドライのいちごをミルクチョコとホワイトチョコでコーティングしました。2 

種類のチョコレートといちごの組み合わせが楽しめる、よくばりなセットです。 

 

【商品名】ワッフルコーン とちおとめ 

【価格】239 円（税込 258 円） 

【発売日】1 月 11 日（火） 

【発売地域】全国 

【内容】国産のとちおとめ果汁を使用した優しい甘さのいちごアイスと、小麦粉の一

部に全粒粉を使用した香ばしいシュガーコーンを楽しめる、ワッフルコーンアイスで

す。 

※一部地域では価格が異なります。 

 

【商品名】いちごミルクアイスバー 

【価格】184 円（税込 198 円） 

【発売日】1 月 11 日（火） 

【発売地域】全国 

【内容】大きめカットの甘酸っぱいいちご果肉をたっぷり混ぜ込んだ、コクのあるミルク

アイスといちごの絶妙な美味しさを楽しめるバーアイスです。 

※一部地域では価格が異なります。 

※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。 

※店舗により、一部商品を取り扱っていない場合がございます。 

 

 

 

 

 



■1月 11日（火）より、「ファミマのいちご収穫祭」フォロー＆リツイートキャンペーンを実施！ 

「ファミマのいちご収穫祭」開催に合わせて、Twitter でファミリーマート公式アカウントをフォロー＆指定の投稿

をリツイートすると、抽選で「ファミマのいちご収穫祭」ファミマル商品詰め合わせが当たるキャンペーンを実施いたし

ます。 

 

▼実施時期 

2022 年 1 月 11 日（火）～1 月 14 日（金） 

▼キャンペーン概要 

Twitter 上でフォロー＆指定の投稿をリツイートすると、抽選で 5 名様に「ファミマのいちご収穫祭」ファミマル商

品詰め合わせが当たります。 

▼参加方法 

①@famima_now の Twitter アカウントをフォロー 

②指定の投稿をリツイート 

③抽選で 5 名様に「ファミマのいちご収穫祭」ファミマル商品詰め合わせが当たる 

 

■「ファミマのアプリ」でいちご収穫祭のクーポンが当たるゲームを実施！ 

開催期間中、1 日 1 回ファミマのアプリ内でゲームに挑戦でき、当選するといちご収穫祭対象商品に使えるク

ーポンが獲得できます。

 

▼期間 

ゲーム実施期間： 2022 年 1 月 11 日（火）～2022 年 1 月 17 日（月） 

クーポン利用期間：2022 年 1 月 11 日（火）～2022 年 1 月 24 日（月） 

▼賞品 

「いちご収穫祭」対象商品に使える 100 円割引クーポン×1,000 名様 

「いちご収穫祭」対象商品に使える 30 円割引クーポン×200,000 名様 

 

ファミリ―マートは昨年創立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

