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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つのキーワードのうち「もっと美味しく」、「たのしいおトク」の一環として、2022 年 7 月 19 日（火）か

ら全国のファミリーマート約 16,600 店で、昨年に引き続き「夏はカレーがなんだかおいしい！？2022」を開催い

たします。 

日本では誰もが一度は食べたことがある「国民食」のひとつで、特に夏の定番メニューとして愛されてきたカレー

味の商品を全 15 種類の豊富なラインアップでお届けいたします。 

また、「夏はカレーがなんだかおいしい！？2022」の開催に合わせて対象商品の割引や、無料引換券がもら

えるおトクなキャンペーンも実施いたします。 

 

■多種多様なスパイスを使用し、ファミリーマートがお届けする自信作のカレー商品が全 15 種類 

「夏はカレーがなんだかおいしい！？2022」では、定番の「こだわりカレー」276 円（税込 298 円）をリニュー

アルしたほか、ご好評いただいているクリスピーチキンの新たな味である「クリスピーチキン 亀田のカレーせん味」や、

昨年ご好評をいただいた「香りとコクが自慢のバターチキンカレー」など、これからの暑い季節にぴったりなラインアッ

プを取りそろえております。どの商品もスパイスの配合や種類にこだわった、ファミリーマートの自信作です。ぜひ店

頭にお立ち寄りいただき、全 15 種類のカレー味の商品をお楽しみください。 

 

 

今年もファミマのカレーの季節が到来！全 15 種類の商品が登場 

「夏はカレーがなんだかおいしい！？2022」開催 

新商品「クリスピーチキン 亀田のカレーせん味」、「こだわりカレー」もリニューアル 



【商品詳細】発売日の記載のないものはすでに販売中の商品です。 

 【商品名】30 種類以上のスパイス使用  こだわりカレー 

【価格】 276 円（税込 298 円） 

【発売日】2022 年 7 月 19 日（火） 

【発売地域】 全国 

【内容】人気の「こだわりカレー」をさらに美味しくリニューアル。カル

ダモンやコリアンダーなど 30 種類以上のスパイスを使用したスパイ

シーなカレーです。10 種類の野菜を使用し旨みとコクをだし、や

みつき感もアップしています。 

 

【商品名】 香りとコクが自慢のバターチキンカレー 

【価格】 436 円（税込 470 円） 

【発売日】2022 年 7 月 19 日（火） 

【発売地域】 全国 

【内容】昨年のカレーフェアに引き続き、人気のバターチキンカレー

が登場！ヨーグルトで漬け込み柔らかく仕上げたチキンを使用し、

クミンやカルダモン、クローブなどのスパイスを効かせ風味豊かな味

わいに仕立てました。 

 
【商品名】 クリスピーチキン 亀田のカレーせん味 

【価格】 149 円（税込 160 円） 

【発売日】2022 年 7 月 19 日（火） 

【発売地域】 全国 

【内容】亀田製菓のロングセラーお菓子「亀田のカレーせん」をベ

ンチマークにしたシーズニングを使用しています。「やみつきな旨辛

さ」を目指し、香り極めた味わいをお楽しみいただける、夏にぴった

りのスパイシーなクリスピーチキンです。 

 

   

【商品名】 ファミマ・ザ・焼きカレーパン（チーズ） 

【価格】 147 円（税込 158 円） 

※北海道・沖縄県は価格と仕様が異なります 

【発売日】2022 年 7 月 19 日（火） 

【発売地域】 全国 

【内容】ファミマ・ザ・カレーパンのカレーフィリングを使用し、高加水

生地でソフトな食感に仕上げた焼きカレーパン。 

モッツァレラチーズをトッピングし、カレーフィリングとチーズソースを中

に絞っています。 



 

【商品名】 ファミマ・ザ・カレーパン 

【価格】 128 円（税込 138 円） 

※沖縄県は価格と仕様が異なります 

【発売地域】 全国 

【内容】ビーフとソテーオニオンの旨みがしっかり感じられるコクのあ

るこだわりの欧風カレーフィリングを、もっちりとしたドーナツ生地でつ

つみました。ファミマで人気のカレーパンです。 

 

【商品名】 スパイシーカレー焼ビーフン 

【価格】 399 円（税込 430 円） 

【発売日】2022 年 7 月 19 日（火） 

【発売地域】 全国 

【内容】唐辛子や黒胡椒のキレのあるスパイシーな辛さが味わえ

る一品です。ガラムマサラ等と一緒に炒めたビーフンは本格的な

味わい。中華だしを使用し、スパイスの香りをぐっと引き立てていま

す。 

   【商品名】 ファミマル ポテトチップス 薫るキーマカレー味 

【価格】 100 円（税込 108 円） 

【発売日】2022 年 7 月 19 日（火） 

【発売地域】 全国 

【内容】インド料理で人気が高いキーマカレーの味を再現しまし

た。お肉の旨みをしっかり感じられるポテトチップス。オニオンや7種

類のスパイスの風味が特長です。 

  
【商品名】 ファミマル オー・ザック まろやかカレー味 

【価格】 100 円（税込 108 円） 

【発売日】2022 年 7 月 19 日（火） 

【発売地域】 全国 

【内容】家庭用カレーのような、どこか親しみのあるマイルドな辛さ

と、ロングセラーブランド「オー・ザック」独自の「バブリング製法」によ

るザクッとした歯ざわりが融合。18 種類もの香辛料を使用した豊

かな風味をお楽しみください。 



 

【商品名】 ごろごろ牛肉の欧風ビーフカレー 

【価格】 369 円（税込 398 円） 

【発売地域】 全国 

【内容】ごろごろとした牛肉と焙煎したルウのコクや旨みのある、奥

深い味わいのビーフカレーです。苦味の中に旨味、甘み、スパイス

感がしっかりと感じられるクラシックなタイプの仕立てです。 

 
【商品名】 香ばしい炙り焼きチキン！バターチキンカレー 

【価格】 369 円（税込 398 円） 

【発売地域】 全国 

【内容】22 種類のスパイス＆ハーブとカシューナッツペーストを使

用した濃厚なバターチキンカレーです。具材には、直火で炙り焼き

することで鶏肉の旨みを閉じ込めた、国産のチキンを使用していま

す。 

 

【商品名】 ココナッツの香りとコク マッサマンカレー 

【価格】 369 円（税込 398 円） 

【発売地域】 全国 

【内容】ココナッツミルクとカシューナッツペーストのコクを感じられる

味わいに仕上げたマッサマンカレーです。レモングラスやナンプラー、

タマリンドなどを使用しています。 

 

【商品名】 本場タイで作った！！ グリーンカレー 

【価格】 369 円（税込 398 円） 

【発売地域】 全国 

【内容】レモングラス・スイートバジルなど原料にこだわり、丁寧にコ

コナッツミルクを煮詰めることで独特の風味と甘みを引き出したグリ

ーンカレーです。グリーンカレーの本場、タイで作りました。 

 

 

【商品名】 ごはんにちょいかけ！ポークビンダルー 

【価格】 276 円（税込 298 円） 

【発売地域】 全国 

【内容】 インド・ゴア地方発祥のカレー。 

お酢と赤ワインで漬け込んだ豚ヒレ肉を使用した、旨酸っぱい辛

口なスパイスカレーです。ごはん１杯にちょうど良い ごはんにちょ

いかけ！ シリーズのカレーです。 



 

【商品名】 ごはんにちょいかけ！やみつきになる？カレー 

【価格】 212 円（税込 228 円） 

【発売地域】 全国 

【内容】 にんにく、胡椒のパンチのある味に、野菜のコク、ウスター

ソースの酸味でやみつきになる味に仕上げました。ごはん１杯にち

ょうど良い ごはんにちょいかけ！ シリーズのカレーです。 

    

【商品名】 焼チーズカレードリア 

【価格】 417 円（税込 450 円） 

【発売日】2022 年 7 月 19 日(火) 

【発売地域】 全国 

【内容】玉ねぎの甘味とほどよいスパイス感が特徴のカレーソース

に、3 種チーズを使用したソース、チーズをトッピングし、 

“こんがり×とろ～り”食感がお楽しみいただける商品です。バター

風味ライスがカレーとチーズを引き立てます。 

※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。 

※一部店舗では取扱いのない商品がございます。 

 

■7 月 19 日（火）より、生田斗真さん出演の新 TVCM を全国で放映 

  キャンペーンの新 TVCM「ファミマ 夏はカレーがなんだかおいしい！？2022」篇では、イメージキャラクターを

務めている生田斗真さんが元気いっぱいのダンスを初披露します。法被＆足袋姿の生田さんが「ファミマ！！夏

はカレーがなんだかおいしい！！」と大きな声で叫ぶと、「こだわりカレー」や「クリスピーチキン 亀田のカレーせん味」

など 15 種類のキャンペーン対象商品が次々と登場。商品を手に持ちながら「♪カレーがおいしい 夏だから～」と

キャッチーなフレーズを連呼し、リズミカルな楽曲に合わせて踊ることで、カレーのおいしさと商品の魅力を表現しま

す。 

 曲が進むにつれて生田さんが増殖し続け、いつしか画面の中は“お祭り状態”に。どこか耳に残る不思議な楽

曲に合わせ、商品を持ちながら真剣な表情で踊る生田さんの貴重なダンスシーン、そしてさまざまなカレーを味わ

いながら見せるおいしそうなリアクションにご注目ください。 

 

【新 TVCM 概要】  

タイトル： 「ファミマ 夏はカレーがなんだかおいしい！？2022」篇（15 秒） 

放映開始日： 2022 年 7 月 19 日（火）  

出演者： 生田斗真 

放映地域： 全国  

CM 本編 URL： https://youtu.be/Vl5vLLRqaT8 

キャンペーン URL：  https://www.family.co.jp/campaign/spot/2207_summer-

curry_cp.html 

https://youtu.be/Vl5vLLRqaT8
https://www.family.co.jp/campaign/spot/2207_summer-curry_cp.html
https://www.family.co.jp/campaign/spot/2207_summer-curry_cp.html


 

【キャンペーン情報】 

■「夏はカレーがなんだかおいしい！？2022」対象商品が最大 20 円引き 

期間中、対象商品をご購入いただくと、レジにてもれなく最大 20 円引きとなります。 

 発券期間：2022 年 7 月 19 日（火）～2022 年 8 月 1 日（月） 

 ※対象商品のお値引価格は店頭にてご確認ください。 

 ※店舗によって取り扱い商品は異なります。 

 

  

■【7 日間限定】合計3万名様に「クリスピーチキン亀田のカレーせん味」の無料引換券がその場で当たる！ 

 ファミリーマート公式 Twitter アカウント（@famima_now）をフォローし、該当のツイートをリツイートすると、

特設サイトにて抽選で３万名様に「クリスピーチキン亀田のカレーせん味」の無料引換券が当たります！ 

 実施期間：2022 年 7 月 19 日（火）10：00～2022 年 7 月 25 日（月）23：59 

 引換期間：2022 年 7 月 19 日（火）10：00～2022 年 8 月 1 日（月）23：59 

  

■「クリスピーチキン亀田のカレーせん味」 感想投稿キャンぺーン 

ファミリーマート公式 Twitter アカウント（@famima_now）をフォローし、「クリスピーチキン亀田のカレーせん

味」を食べた感想を「#クリスピーチキン亀田のカレーせん味」のハッシュタグを付けて投稿すると、抽選で 30 名様

に亀田製菓「亀田のカレーせん」が 1 箱(6 袋入り)当たります。 

 感想投稿期間：2022 年 7 月 20 日（水）～2022 年 8 月 1 日（月） 

 景品発送時期： 2022 年 8 月下旬頃  

 ※当選者への連絡は DM にてご連絡します。 

 

 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 


