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ＮＥＷＳ ＲＥＬＥＡＳＥ 
2022 年 2 月 10 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、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、「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、株式会

社 Cygames（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一、以下サイゲームス）が提供する

1,300 万ダウンロード突破の大人気ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」とコラボレーションしたキャンペーンを、

2022 年 2 月 15 日（火）から 2022 年 3 月 7 日（月）まで、全国のファミリーマート約 16,600 店で実

施いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本キャンペーンは、ファミリーマートの「お客さま一人ひとりに喜んでいただけるよう、コンビニエンスストアの常識に

とらわれない、多種多様な提案をしたい」という想いから実現いたしました。ウマ娘のファンの皆さまをはじめすべて

のお客さまに楽しんでいただくため開発したこだわりの“美味い”コラボフードをご賞味ください。 

キャンペーン期間中は、ファミマのアプリでスタンプをためてご応募いただくと、キャンペーン限定の豪華賞品が抽

選で当たるキャンペーンも実施します。さらに、ファミリーマート限定のコラボグッズや、ファミペイ WEB 予約限定の

コラボグッズも販売します。 

 

【キャンペーン詳細はこちら】 

https://www.family.co.jp/campaign/spot/2202_umamusume_cp.html 

 

 

 

ファミマ 40 周年「40 のいいこと!?」の 1 つ『「あなた」のうれしい』 

ファミマ×ウマ娘 “美味すぎる” コラボが実現！ 

ウマ娘初、コンビニエンスストアとのコラボフード全 13 種類発売 

「ウマ娘 プリティーダービー1 周年キャンペーン」開催！ 

2 月 15 日（火）よりキャンペーンスタート 

https://www.family.co.jp/campaign/spot/2202_umamusume_cp.html
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■「ウマ娘 プリティーダービー」とのコラボの経緯                                               

大人気ゲーム「ウマ娘 プリティーダービー」は過去、コンビニでコラボレーションフードを発売した例はありませんで

した。ファミリーマートとしては、初めてのコラボフード発売を実現し、さらにはウマ娘のキャラクターにちなんでファミリ

ーマートの人気商品であるやきそばをより美味しく改良したり、食材の産地にもこだわったりといった美味しさも追

求した商品を提供することで、お客さまに驚きと喜びを提供できると考え、このたびのコラボレーションに至りました。 

■コラボ商品へのこだわり                                                             

 ファミリーマートでは、作品への愛をもって今回のコラボレーションに取り組み、「ウマ娘 プリティーダービー」の世

界観を反映した商品の開発が実現しました。約半年の開発期間を経て、キャラクターの好物・異名に紐づいた

商品や、ゲーム内に登場するアイテムをイメージした商品など、計 13 種類のコラボレーションフードが完成しまし

た。一部商品のパッケージにゲーム内に登場するアイテムをイメージしたデザインを取り入れたり、ゲームでおなじみ

のキャラクターのヒミツ情報を入れたりと、細部にまでこだわりました。 

 また、ゲームやキャラクターをイメージしただけではなく、デンマーク産チーズをトッピングしたたこ焼きや、北海道

産の鮭と昆布を使用したおむすびなど、商品の美味しさにもこだわっており、ファンの方はもちろん、全てのお客さま

にお楽しみいただける仕様になっております。 

■ファミリーマート ウマ娘 1 周年記念キャンペーンについて                                       

1．コラボレーションフード発売 

 全 13 種類の商品が登場。ゲーム内で登場するシーンやウマ娘たちのキャラクターをイメージした、可愛いだ

けじゃなく“美味い”商品を是非ご堪能ください。 

 

【商品名】ゴールドシップの大盛ソースやきそば 

【価格】462 円（税込 498 円） 

【発売日】2022 年 2 月 15 日（火） 

【発売地域】全国 

【内容】ゲーム内イベントに登場する、ゴールドシップが焼いているやきそばをイ

メージしました。 

野菜炒め、豚肉炒めの他 揚げ玉もトッピングしたボリュームたっぷりの商品

に、マヨネーズや、からしのトッピングも追加しながらお楽しみいただけます。 

 

【商品名】サトノダイヤモンドの辛辛チキン 

【価格】249 円（税込 268 円） 

【発売日】2022 年 2 月 15 日（火） 

【発売地域】全国 

【内容】超お嬢様でありながら、実は激辛料理に挑戦することが好きなサトノダ

イヤモンドをイメージした辛いチキン。 

 

【商品名】タマモクロスのチーズたこ焼き 

【価格】369 円（税込 398 円） 

【発売日】2022 年 2 月 15 日（火） 

【発売地域】全国 

【内容】関西出身で、ゲーム内でもたこ焼きを焼いているシーンが登場するタマ

モクロスをイメージしたチーズたこ焼き。 

デンマーク産チーズをトッピングしたたこ焼きの上に、別添のチーズ風ソースをか

けていただくことで、タマモクロスの通り名である白いイナズマを表現しながらお

楽しみいただけます。 
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【商品名】サクラバクシンオーのハムたまご＆野菜ミックス 

【価格】276 円（税込 298 円） 

【発売日】2022 年 2 月 15 日（火） 

【発売地域】全国 

【内容】ゲーム内に登場する、サクラバクシンオーのサポートカード［はやい！う

まい！はやい！］に描かれているサンドイッチをイメージした商品。ゆで卵やポ

ークハム、緑黄色野菜を挟んだサンドイッチが２つ入っています。 

 

【商品名】メジロマックイーンのやる気 UP スイーツ 

【価格】269 円（税込 290 円） 

【発売日】2022 年 2 月 15 日（火） 

【発売地域】全国 

【内容】ゲーム内に登場するアイテムである「やる気 UP スイーツ」をイメージ。ウ

マ娘たちの中でも特にスイーツ好きであることから、メジロマックイーンの名前を

つけています。プリンの周りに北海道産生クリームをブレンドしたホイップクリーム

を添え、オレンジ・黄桃・苺・チョコレートをトッピングしました。 

 

【商品名】ウマ娘 プリティーダービー まんまる焼き 

     （カスタード味クリーム入り） 

【価格】184 円（税込 198 円） 

【発売日】2022 年 2 月 15 日（火） 

【発売地域】全国 

【内容】スペシャルウィーク、サイレンススズカ、トウカイテイオーのオリジナルデザ

インの焼き印が入っています。全 10 種のうまミニ素材を活用したオリジナルデ

ザインシール付き。 

 

 

【商品名】サイレンススズカのいちご大福 

【価格】198 円（税込 213 円） 

【発売日】2022 年 2 月 15 日（火） 

【発売地域】全国（沖縄県を除く） 

【内容】いちご大福がサイレンススズカの好物であることから。パッケージには、”

いちご大福ポーズ”のサイレンススズカを描いています。柔らかでモチモチした大

福生地で、北海道産あずきを使用した風味豊かな粒あんとまるごと一粒の生

苺を包みました。 
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【商品名】キタサンブラックのロールケーキ 

【価格】139 円（税込 150 円） 

【発売日】2022 年 2 月 15 日（火） 

【発売地域】全国（沖縄県を除く) 

【内容】ゲーム内のイベント「友情トレーニング」に登場する大きなタイヤをイメ

ージした、タイヤ型のロールケーキ。竹炭パウダー配合の黒い生地に、メレンゲ

を使用した口ほぐれの良いシャルロット生地をかさね、間にバニラ風味のクリー

ムを挟みました。 

 

【商品名】スペシャルウィークのばくだんむすび（北海道産鮭・昆布使用） 

【価格】202 円（税込 218 円） 

【発売日】2022 年 2 月 15 日（火） 

【発売地域】全国 

【内容】 

北海道出身のスペシャルウィークにちなんで、北海道産の鮭と昆布を使用した

ばくだんむすび。国産米のふっくらご飯で、北海道産秋鮭の焼きほぐし・昆布を

包みました。 

 

【商品名】イナリワンの鶏五目いなり 

【価格】147 円（税込 158 円） 

【発売日】2022 年 2 月 15 日（火） 

【発売地域】全国 

【内容】イナリワンの名前や、江戸っ子キャラをイメージし、ウマ娘たちの好物で

ある人参や、鶏そぼろを具材にしたいなり寿司。 

 【商品名】ウマ娘のオリジナルカフェオレ 

【価格】156 円（税込 168 円） 

【発売日】2022 年 2 月 15 日（火） 

【発売地域】全国 

【内容】ウマ娘のイラストが描かれた、癒しのまろやかカフェオレ。パッケージデザ

インは全 5 種。 

 

 

【商品名】トウカイテイオーのはちみードリンク 

     ～はちみつレモン風味～ 

【価格】156 円（税込 168 円） 

【発売日】2022 年 2 月 15 日（火） 

【発売地域】全国 

【内容】トウカイテイオーの好物「はちみードリンク」をイメージしたドリンク。はち

みつレモン風味のすっきりとした味わい。パッケージデザインは全 5 種。 

※画像はイメージです。 

※数量限定の商品となります。 

※店舗によっては取扱いのない場合がございます。 

※軽減税率対象商品につき、税率は 8％で表示しております。 
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【商品名】ウマ娘 プリティーダービー チップス 

【価格】226 円（税込 248 円） 

【発売日】2022 年 2 月 22 日（火） 

【発売地域】全国 

【内容】通常カード 12 種＋エンボス加工を施した特別なレアカード 12

種のうち、どれか 1 枚がついてきます。うすしお味のポテトチップスです。 

※画像はイメージです。 

※数量限定の商品となります。 

※店舗によっては取扱いのない場合がございます。 

※本商品は標準税率（10％）対象商品です。 

 

２．ファミマのアプリ スタンプ企画 

 期間中ファミマのアプリを提示して、対象商品を購入すると、１品につきスタンプが 1 個たまります。ためたスタン

プ数に応じて、お好みのコースにご応募いただくと抽選でキャンペーン限定オリジナルアイテムが合計 60 名様に当

たります。 

 

キャンペーン期間：2 月 15 日（火）～3 月 7 日（月）まで 

応募期間    ：2 月 15 日（火）～3 月 11 日（金） 

 

【スタンプ 5 個コース】トレセン学園ロゴ入りタンブラー＋オリジナルポストカード 50 名様 

 トレセン学園 ロゴ入りサーモス製タンブラーと、描き下ろしイラストのオリジナルポストカードのセット。 
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【スタンプ 10 個コース】オリジナルキャンバスアート（声優サイン入り） 10 名様 

 描き下ろしイラストを使用したキャンバスアートパネルでシリアルコードが刻まれている、世界に一つのキャンバスア

ートです。キャンバスアートには、「ウマ娘 プリティーダービー」のキャラクターボイスを務める、声優さん６名（和氣

あず未さん・高野麻里佳さん・Machico さん・大西沙織さん・矢野妃菜喜さん・立花日菜さん）のサイン入りで

す。＜サイン記入声優一覧＞ 

和氣あず未さん（スペシャルウィーク役） 

高野麻里佳さん（サイレンススズカ役） 

Machico さん（トウカイテイオー役） 

大西沙織さん（メジロマックイーン役） 

矢野妃菜喜さん（キタサンブラック役） 

立花日菜さん（サトノダイヤモンド役） 

 

 

※画像はイメージです。 

※対象商品は店頭の POP をご確認ください。 

 

３．店頭でもらえるキャンペーン 

 期間中、対象商品を購入で、キャンペーン限定オリジナルアイテムがもらえます。 

 

キャンペーン期間：2022 年 2 月 15 日（火）AM10:00～2 月 28 日（月）※景品がなくなり次第終了 

 

A4 クリアファイル（全 4 種） 

対象のお菓子を 3 個購入毎に、キャンペーン限定の描き下ろしデザイン「A4 クリアファイル」が 1 枚もらえます。 

クリアファイルイメージ 

※画像はイメージです。 

※対象商品は店頭の POP をご確認ください。 
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アクリルキーホルダー（全 12 種） 

 期間中、対象のドリンク剤を 2 個購入毎に、キャンペーン限定の「アクリルキーホルダー」よりお好きな絵柄を 1

個もらえます。本キャンペーンで初登場のかわいいうまミニをデザインに使用。 

 

キーホルダーイメージ 

※画像はイメージです。 

※対象商品は店頭の POP をご確認ください。 

 

４．オリジナルグッズ発売 

■店頭販売商品 

 ファミリーマートの制服を着たウマ娘たちの描き下ろしイラストを使用した、オリジナルグッズが登場。 

 

発売日：2022 年 2 月 24 日（木）AM10:00 

販売店舗：全国（店舗によっては取扱いのない場合がございます） 

 

缶バッジ 全 10 種 (絵柄はランダム） 

価格：400 円（税込 440 円） 
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アクリルスタンド 全 10 種（絵柄はランダム） 

価格：600 円（税込 660 円） 

 

※画像はイメージです。 

※店舗によっては取扱いのない場合がございます。 

※本商品は標準税率（10％）対象商品です。 

 

■ファミペイ WEB 予約販売 

 ファミリーマート限定オリジナル商品を、ファミペイ WEB 予約にて限定販売します。 

 

ファミペイ WEB 予約受付：2022 年 2 月 15 日（火）AM10:00～2 月 28 日（月）AM9:59 

※販売予定個数に達し次第受付終了となります。 

 

もちころりん ぬいぐるみマスコット７種セット 

価格：6,650 円（税込 7,315 円） 

 

BIG タオル（全 6 種） 

価格：4,500 円（税込 4,950 円） 

※画像はイメージです。 

※本商品は標準税率（10％）対象商品です。 
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5．店頭のぼり旗設置 

ファミリーマート店頭に設置されるのぼり旗を、キャンペーン期間限定仕様にいたします。 

絵柄は 3 種類で店舗ごとにランダムで設置をいたします。是非ともお気に入りのキャラクターののぼり旗を探して

みてください。 

 

※画像ご掲載の際は、以下の著作権表記の記載をお願いいたします。 

©Cygames, Inc. 

 

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「40 のいいこと！？」】 

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

 

＜参考資料＞ 

■ウマ娘 プリティーダービーについて                                                        

ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』は、実在する競走馬

の名前と魂を受け継ぎ、ウマの耳と尻尾を持つ「ウマ娘」た

ちの教育機関「トレセン学園」の新人トレーナーとなり、担

当するウマ娘と二人三脚でレースに勝利し夢の実現を目

指す、育成シミュレーションゲームです。 

臨場感溢れる実況とともにウマ娘たちが 1 着を目指して

駆け抜ける圧巻のレースや、レースに出走したウマ娘たちが

多彩な楽曲と演出で繰り広げるライブパフォーマンス「ウイニ

ングライブ」など、生き生きとした 3D で表現されています。 

また、ウマ娘たちの成長がドラマチックに描かれるメインストーリーはもちろん、ウマ娘それぞれのストーリーも充実。

彼女たちを見守り、寄り添い、共に成長する楽しみを味わえます。 

 

【「ウマ娘 プリティーダービー」公式サイト URL】https://umamusume.jp/ 

【ウマ娘プロジェクト公式 Twitter アカウント URL】https://twitter.com/uma_musu 

※画像ご掲載の際は、以下の著作権表記の記載をお願いいたします。 

©Cygames, Inc. 

 

以上 
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