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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、昨年から取り組んで

いる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、株式会社ポケモン（東京都港区、代表

取締役社長：石原恒和）が提供する1,200万ダウンロード突破の Nintendo Switch・スマートフォン（iOS

／Android 対応）で配信中のパズルゲーム『ようこそ！ポケモンカフェ ～まぜまぜパズル～』（略称：『ポケま

ぜ』）とのタイアップキャンペーンを、2022 年 6 月 21 日（火）から 2022 年 7 月 18 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。 

同日より、ファミリーマートの人気商品「フラッペ」と『ポケまぜ』がタイアップした「ピカチュウのパインフラッペ」を発売

するほか、対象商品のご購入でオリジナルグッズがもらえるキャンペーンや、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、抽選でオリジナルアイテムが当たるキャンペーンも実施いたします。 

 さらに、iOS/Android 向けの位置情報ゲームアプリ『Pokémon GO（ポケモン ゴー）』のリアルイベント

「Pokémon GO Fest 2022 Sapporo」のチケットがあたるキャンペーンを、ファミマのアプリでも同時開催いたし

ます。  

 

■ポケモンカフェ ～まぜまぜパズル～キャンペーンについて   

ファミリーマートでポケモンとのキャンペーンを開催！ 

『ようこそ！ポケモンカフェ ～まぜまぜパズル～』とタイアップした 

「ピカチュウのパインフラッペ」を発売！ 

~「Pokémon GO Fest 2022 Sapporo」のチケット 

があたるキャンペーンも同時開催！~ 



１.ピカチュウのパインフラッペ発売 

 コーヒーマシンのミルクで作る「FAMIMA CAFÉ」のフラッペシリーズから、『ポケまぜ』に登場するカフェスタッフの

衣装を着たピカチュウがデザインされた、フラッペ初のパイナップルフレーバー「ピカチュウのパインフラッペ」を、2022

年 6 月 21 日（火）より全国のファミリーマート約 16,600 店にて発売いたします。ゴールデンパイナップルの果

肉が入ったゴロゴロ食感と甘酸っぱく爽やかな味わいが特徴です。フラッペのために描き起こした 3 種類のオリジナ

ルデザインが使用されており、第 1 弾として赤い衣装と青い衣装のピカチュウ、第 2 弾として緑の衣装のピカチュウ

をデザインした商品を順次発売いたします。それぞれ異なる衣装や可愛らしい表情をお楽しみください。 

 

【商品詳細】 
 

【商品名】ピカチュウのパインフラッペ 

【価格】297 円（税込:320 円） 

【発売日】6 月 21 日（火） 

【発売地域】全国 

【特徴】フラッペ史上初のパイナップルフレーバーです。「ピカチュウ」がデザインされ

た、思わず手に取りたくなる可愛いパッケージと夏にぴったりのフレーバーを是非お

楽しみください。  

※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。 

※店舗によって取扱いのない場合がございます。 

 

 

２．対象商品を 3 個ご購入で、オリジナルグッズがもらえる！キャンペーン 

 対象商品３個ご購入毎に、『ポケまぜ』オリジナルグッズがもらえます！ 

キャンペーン期間：6 月 21 日(火)AM 10:00～7 月 18 日(月) ※景品がなくなり次第終了 

 

 

 

 



・第１弾： 2022 年 6 月 21 日(火)AM10:00～ オリジナルＰＰコースター 全 4 種 

 

   

 

 

 

 

・第２弾： 2022 年 7 月 5 日(火)AM10:00～ カフェのメニューデザイン オリジナルメモ帳 全 4 種 

 

※画像はイメージです。 

※対象商品は店頭の販促物をご確認ください。 

 

３．ファミマのアプリ スタンプキャンペーン 

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。たまったスタン

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オリジナルアイテムが合計 40 名様にあたります。 

 

キャンペーン期間：6 月 21 日（火）～7 月 18 日（月） 

応募期間    ：6 月 21 日（火）～7 月 22 日（金） 

商品       ： 

スタンプ  5 個コース（写真左） オリジナルランチバッグ       30 名様 

スタンプ 10 個コース（写真右） オリジナル豆皿３枚セット    10 名様 

 

 

 

 

 

 

 

※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。 

 

【ポケモンカフェ ～まぜまぜパズル～キャンペーン詳細はこちら】 

https://www.family.co.jp/campaign/spot/2206_poke-maze_cp.html 

 

■『ようこそ！ポケモンカフェ ～まぜまぜパズル～』とは 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『ようこそ！ポケモンカフェ ～まぜまぜパズル～』（略称：『ポケまぜ』）は、Nintendo Switch 版・スマートフ

ォン版（iOS／Android 対応）で好評配信中のパズルゲームです。 

「まぜて・つなげる」だけの、簡単アクションパズル！あなたは、新しいポケモンカフェの店長となり、スタッフのポケ

モンたちといっしょにパズルで料理やドリンクを作って、お客さんのポケモンをおもてなしします。ポケモンごとの得意な

料理や個性を生かして、三ッ星メニューの完成を目指しましょう。 

2022 年 6 月 24 日に『ポケまぜ』は２周年を迎え、新規来店するポケモンや特別な衣装を着たポケモン、お

得なキャンペーンなど記念イベント・キャンペーンの開催も予定しています。 

 

 

【ダウンロードはこちら】 

https://appkmn.com/pkmz/ 

※お手持ちの機種によって、iOS／Android いずれかのストアページが開きます。 

 

【『ようこそ！ポケモンカフェ ～まぜまぜパズル～』公式サイト URL】 

 https://www.poke-maze.jp/ 

 

【『ポケまぜ』公式 Twitter アカウント URL】 

 https://twitter.com/pokemaze_JP 

 

 

https://www.family.co.jp/campaign/spot/2206_poke-maze_cp.html
https://appkmn.com/pkmz/
https://www.poke-maze.jp/
https://twitter.com/pokemaze_JP


■ファミマのアプリで「Pokémon GO Fest 2022 Sapporo」イベントに参加しよう！ 

【キャンペーン期間】 

スタンプ付与・応募期間：6 月 21 日（火）～7 月 11 日（月）まで 

 

【キャンペーン内容】 

ファミマのアプリ「ファミペイ」（以下：ファミペイ）を提示して、ファミリーマート店舗で税込 500 円以上のお会

計で、ファミペイにスタンプが１個たまります。たまったスタンプ数に応じて 8 月 5 日から 8 月 7 日に札幌で開催さ

れるリアルイベント「Pokémon GO Fest 2022 Sapporo」のチケットやＪＴＢトラベルギフト 8 万円分が抽選

であたるキャンペーンにご応募いただけます。 

  

【商品】       

スタンプ 10 個コース  ＪＴＢトラベルギフト 8 万円分       1 名様 

スタンプ 2 個コース    「Pokémon GO Fest 2022 Sapporo」のチケット 200 名様 

（8 月 6 日（土）または 8 月 7 日（日）いずれかの午後の部開催分をお選び

いただけます）   

 

※「500 円（税込）以上のお会計」の中には、酒・たばこなど一部の商品・サービスは対象外となります。 

※スタンプがたまれば、何回でもご応募することができます。 

※午後の部のチケットでは、8 時～13 時 30 分は札幌市内のどこからでも、14 時 30 分～20 時はイベント会

場の中島公園内でプレイすることができます。 

※「Pokémon GO Fest 2022 Sapporo」のチケットの当選者の方には、7 月中旬以降にファミペイアプリ内の

プッシュ通知にて「プロモーションコード」をお知らせいたします。プロモーションコードを『Pokémon GO』内でご登

録していただくことで、イベントに参加することができます。 

※プロモーションコードの登録方法に関しましては、『Pokémon GO』サポートセンターにてご確認ください。 

 

 

 

 

 



▽「Pokémon GO Fest 2022 Sapporo」について▽ 

https://pokemongolive.com/ja/events/gofest-2022-sapporo/ 

 

▽『Pokémon GO』サポートセンター▽ 

https://niantic.helpshift.com/a/pokemon-go/?p=web&l=ja 

 

 

＜権利表記＞ 

■『ようこそ！ポケモンカフェ ～まぜまぜパズル～』 

© 2022 Pokémon. © 1995-2022 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. 

Developed by Genius Sonority Inc. 

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの 

登録商標です。Nintendo Switch のロゴ・Nintendo Switch は任天堂の商標です。 

 

■『Pokémon GO』 

©2022 Niantic, Inc. ©2022 Pokémon.  

©1995-2022 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.  

ポケモン・Pokémon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。 

 

ファミリーマートは、「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。 

 

 

以上 

https://pokemongolive.com/ja/events/gofest-2022-sapporo/
https://niantic.helpshift.com/a/pokemon-go/?p=web&l=ja

