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ファミリーマート全国７地区の工場発案 

“おとな”世代に向けた「私たちのおすすめメニュー」第１９弾発売！ 

～“よしもと住みます芸人”が各地区の商品を応援します！～ 

 

 ２ ０ １ ３年 ５月 ３ ０日 

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：東京都豊島区／代表取締役社長：中山勇）は、全国７地区

の工場で、弁当などの商品の製造に携わる方々が考案した、“おとな世代”向けの弁当や調

理麺、デザートなど全４８種類を、「工場発 私たちのおすすめメニュー」として、２０１３年６月４

日（火）から、各工場が商品を供給する地区（※）のファミリーマート店舗にて順次発売いたしま

す。 

※東北・新潟地区、関東地区、東海地区、北陸地区、関西地区、中国・四国地区、九州地

区（宮崎県・鹿児島県除く） 

※一部商品は６月１８日（火）発売となります 

■“全国の工場で製造に携わる方々のアイデア”＋「おとなコンビニ研究所」 

「工場発 私たちのおすすめメニュー」は、製造現場の最先端である工場が持つ技術や、地

元ならではの地産食材の活用など、全国の工場で製造に携わる方々ならではのアイデ

アをふんだんに活かした商品の開発をコンセプトに、２００５年からスタートし、このたびで１９回

目を迎えます。 

このたびは、５０歳以上のアグレッシブな“おとな”世代に向けたテーマ研究や情報発信を行

う「おとなコンビニ研究所」の監修のもと、商品開発基準である、「（１）彩り・知覚品質」、「（２）

厳選素材」、「（３）ひと手間・技」、「（４）からだ・環境への気配り／工夫」の４つの基準を満たし

た、“おとな”世代のお客さまに、よりご満足いただける商品に仕上げました。  

 

■地元在住の「よしもと住みます芸人」も応援！ 

ファミリーマートと吉本興業株式会社がすすめる「いっしょに、笑顔。」プロジェクトの一環として、

４７都道府県で、その地域に住んで、地域に密着した活動を行っている「よしもと住みます芸

人」が、各地区の工場発案商品を応援いたします。 

 また、全国の「よしもと住みます芸人」の頂点を決める「ファミリーマート工場発案商品プレゼン

ツ よしもと住みます芸人ネタバトル」をヨシモト∞ホール（所在地：東京都渋谷区）で開催し本企

画を盛り上げます。 

 

 

  



 

 

■ファミリーマートではリージョナルマーケティングを推進し、地域振興に貢献いたします 

ファミリーマートでは、「リージョナルマーケティング」として、地産食材の活用、地域の生産

者との取り組み、地域企業や学校とのタイアップなどを通じ、地域のお客さまの味覚、嗜好に

あった商品開発を推進しております。 

 

ファミリーマートは、お客さまひとり一人と強く、深くつながり、「気軽にこころの豊かさ」を感じ

ていただけるコンビニを目指して「ファミリーマートらしさ」を追求してまいります。 

以上 

＜商品詳細＞東北・新潟地区限定（７種類）  

 

【商品名】しそ巻き風おむすび（そぼろ入り） 

【税込価格】１３５円 

【発売日】６月１８日（火） 

【内容】宮城県産の青唐辛子を使用した味噌で炒めたそぼろを塗

り、大葉をのせて焼き上げたおむすびです。 

【発案工場】株式会社グリーンデリカ 仙台工場 

 
【商品名】菜彩鶏と７種おかず弁当 

【税込価格】３９８円 

【発売日】６月４日（火） 

【内容】菜彩鶏の煮付け、こんにゃく寒天ひじき和え、豆サラダ、胡

麻和え、きんぴら蓮根など、色々なおかずを楽しめる弁当です。 

【発案工場】株式会社グリーンデリカ 盛岡工場 

※福島県、新潟県を除く 

 

【商品名】ほたて山菜わっぱ飯 

【税込価格】４９８円 

【発売日】６月４日（火） 

【内容】昆布つゆで炊いたごはんに海苔、野菜煮、錦糸たまご、山

菜、椎茸・人参・筍の煮物や帆立煮をのせた弁当です。 

【発案工場】株式会社ファーストフーズ福島 福島工場 

※福島県、新潟県限定 

 

【商品名】冷し塩ラーメン（わかめ入りラーメン） 

【税込価格】４８０円 

【発売日】６月４日（火） 

【内容】わかめ粉末を練り込んだ麺に、塩味のスープを合わせ焼

豚、ゆで卵、めかぶなどをトッピングしました。 

【発案工場】株式会社だい久製麺 本社工場 



 

 

 

【商品名】玄米パン（ザクザク玄米クリームサンド） 

【税込価格】１１６円 

【発売日】６月４日（火） 

【内容】蔵王産牛乳で仕込んだ玄米粉入りのパンに、玄米のザクザ

クとした食感が味わえるクリームをサンドしました。 

【発案工場】山崎製パン株式会社 仙台工場 

 

【商品名】南部雁月（酒粕入り白餡使用） 

【税込価格】１３７円 

【発売日】６月４日（火） 

【内容】岩手県産南部小麦を使用した、黒ごま入りの黒糖の風味豊

かな生地に、南部美人の酒粕を使用した白餡を絞り、蒸し上げまし

た。 

【発案工場】白石食品工業株式会社 本社工場 

 

【商品名】クッキーミルクシュー（フロム蔵王牛乳使用） 

【税込価格】１５０円 

【発売日】６月４日（火） 

【内容】フロム蔵王牛乳を使用したシューパフに、タルト、ざらめなど

をのせて焼き上げ、ミルククリームを入れました。 

【発案工場】株式会社デザートランド 仙台工場 

 

  



 

 

２．関東地区限定（８種類）  

 

 

【商品名】半熟玉子のしらす丼 

【税込価格】４３０円 

【発売日】６月４日（火） 

【内容】ごはんの上に、細かく刻んだキャベツ、人参としらすをのせ

て、半熟玉子を添えました。別添の醤油をかけてお召し上がりいた

だきます。 

【発案工場】トオカツフーズ株式会社 横浜鶴見工場 

 

【商品名】レバニラ弁当 

【税込価格】４６０円 

【発売日】６月４日（火） 

【内容】ニラ、もやし、人参、玉ねぎ入りの、食感にこだわった野菜

炒めに、やわらかな食感のレバーを合わせました。 

【発案工場】戸田フーズ株式会社 戸田工場 

 

【商品名】ほたて佃煮と鶏の七味焼き弁当 

【税込価格】４９８円 

【発売日】６月４日（火） 

【内容】コクのある味わいのほたての佃煮や、七味と黒ゴマの風味

豊かな鶏の七味焼き、だしのきいた煮物などを合わせました。 

【発案工場】丸茂食品株式会社 つくば工場 

 

【商品名】冷製生パスタごまだれ豚しゃぶ 

【税込価格】３９８円 

【発売日】６月４日（火） 

【内容】きゅうり、ねぎ、赤ピーマンなどの彩りのよい野菜と豚しゃぶ

の冷製生パスタです。豚しゃぶによくあう和風ごまだれソースを添

えました。 

【発案工場】朝日食品工業株式会社 児玉工場 

※関東地区の一部店舗での取扱いとなります 

 

【商品名】冷し醤油ラーメン（煮干風味） 

【税込価格】３９８円 

【発売日】６月４日（火） 

【内容】鶏と煮干しを使用した風味の良い醤油ベースのスープ。太

麺のちぢれ麺をあわせることでスープがよく絡む仕立てにしました。

鶏チャーシューやメンマ、ゆで玉子、ネギなどをトッピングしました。 

【発案工場】株式会社 ヤマヲ 

※関東地区の一部店舗での取扱いとなります 



 

 

 

【商品名】クロワッサンサンド（茨城県産アンデスメロンのホイップ） 

【税込価格】１０５円 

【発売日】６月４日（火） 

【内容】ソフトな食感のクロワッサンに、茨城県産アンデスメロン果

汁入りのホイップクリームをサンドしました。 

【発案工場】山崎製パン株式会社 古河工場 

 

【商品名】マカロンをのせた狭山茶と小倉のシュー 

【税込価格】１６０円 

【発売日】６月４日（火） 

【内容】シュー生地に小倉カスタードクリームと、抹茶カスタードクリ

ームを絞り、さらにホイップクリームを絞ったうえに、マカロンと抹茶

ソースをトッピングしました。 

【発案工場】ヨネザワ製菓株式会社 埼玉工場 

 

【商品名】ふんわりしっとりレアチーズ 

【税込価格】２８０円 

【発売日】６月４日（火） 

【内容】メレンゲを合わせたふんわりとした食感のレアチーズムース

を、しっとりとしたレモン風味のソースでコーティングしました。中に

はラズベリーソースを入れました。 

【発案工場】株式会社デザートランド 関東工場 

 

  



 

 

３．東海地区限定（５種類）  

 

【商品名】恵那どりの鶏つくね弁当 

【税込価格】４５０円 

【発売日】６月１８日（火） 

【内容】岐阜県産恵那どりのムネ肉と鶏皮に、蓮根、筍、玉ねぎと

いった野菜等を加えて焼き上げ、更に表面を炙り香ばしく仕上げた

鶏つくねです。鶏つくねと人参、ごぼう、油揚げ、椎茸、いんげんな

どをだし飯にのせ、赤かぶら漬け・卯の花を添えました。 

【発案工場】株式会社ファーストフーズ名古屋 桑名工場 

 

【商品名】さんま重（竜田揚げ＆大葉焼き） 

【税込価格】４５０円 

【発売日】６月４日（火） 

【内容】衣づけしたさんまを揚げて冷める前に醤油だれにくぐらせ、

しっかりと味を染み込ませた蒲焼風の竜田揚げをご飯の上にのせ

ました。玉ねぎ炒め・梅・レモンを添え、初夏らしくさっぱりと仕上げ

たさんまの大葉焼きを一緒に詰め合わせました。 

【発案工場】プリムイソベン株式会社 岡崎工場 

 

 

【商品名】野菜と味噌のパスタ(八丁味噌仕立て) 

【税込価格】４３０円 

【発売日】６月４日（火） 

【内容】八丁味噌やトマトペースト、赤ワインなどを使用したソースと

パスタを合わせました。カボチャやピーマンなどをトッピングし彩りよ

く仕立てました。 

【発案工場】株式会社 ファーストフーズ名古屋 小牧工場 

 

【商品名】ざるきしめん 

【税込価格】３９８円 

【発売日】６月４日（火） 

【内容】お好みに合わせて、薬味の「ねぎ、桜えび、大根おろし」を

組み合わせてお召し上がりいただける、冷しタイプのきしめんです。 

【発案工場】株式会社 一富士製麺所 

 

【商品名】さば味噌煮とふろふき大根 

【税込価格】３２０円 

【発売日】６月４日（火） 

【内容】赤味噌などで骨まで軟らかく煮込んださばと、ふろふき大

根、小松菜を合わせた惣菜です。 

【発案工場】プリムイソベン株式会社 浜松工場 

 

４．北陸地区限定（２種類）  

 

【商品名】焼鯖御膳 

【税込価格】４９８円 

【発売日】６月４日（火） 

【内容】鯖を梅、しょうが、料理酒などで漬け込み、奥能登の塩をふ

ってふっくらと焼いてから、皮目を炙って香ばしく仕上げた塩焼き

と、国産丸大豆醤油、料理酒、本みりんや田舎味噌などで煮込ん

でしっかりと味染みさせた鯖の味噌煮を詰め合わせました。 

【発案工場】株式会社ポオトデリカトオカツ 北陸工場 



 

 

 

【商品名】冷し海老天おろしそば 

【税込価格】４５０円 

【発売日】６月４日（火） 

【内容】富山県産のそば粉を使用したそばに、海老の天ぷら３尾、

大根おろし、赤巻かまぼこ、わかめ、かつお節、ねぎを合わせまし

た。 

【発案工場】長七製麺株式会社 

 

※東海・北陸地区共通（４種類）  

 

 

【商品名】伊勢茶ホイップあんぱん（三重県産米粉使用） 

【税込価格】１２０円 

【発売日】６月４日（火） 

【内容】三重県産米粉を使用したもっちりとした食感の生地に、伊

勢茶粉末を練り込み伊勢茶入りホイップクリームと粒あんを合わせ

ました。 

【発案工場】株式会社神戸屋 幸栄ベーカリー 

 

【商品名】プリン大福クリームパン 

【税込価格】１２０円 

【発売日】６月４日（火） 

【内容】もちっとした食感のパン生地にカスタードクリーム、おもち、

メープルソースを入れ、プリン大福のように仕立てました。 

【発案工場】敷島製パン株式会社 オカザキ製パン 

 

【商品名】ミルククリーム入りきなこドーナツ（飛騨高原牛乳入りクリ

ーム使用） 

【税込価格】１２６円 

【発売日】６月４日（火） 

【内容】飛騨高原牛乳入りの風味豊かなミルククリームを包んで揚

げたドーナツに、きなこシュガーをまぶしました。 

【発案工場】山崎製パン株式会社 安城工場 

 

【商品名】カスタード&餡ロール 

【税込価格】１５０円 

【発売日】６月４日（火） 

【内容】しっとりした生地でミルクカスタードクリームと小倉あんソー

スを巻きました。 

【発案工場】株式会社デザートランド 名古屋工場 

 

  



 

 

５．関西地区限定（９種類）  

 

【商品名】豚バラ焼肉弁当 

【税込価格】４９８円 

【発売日】６月４日（火） 

【内容】塩麹入りの特製ダレにじっくりと漬け込んで焼き上げた国産

豚バラ肉の焼肉弁当です。瀬戸内産しらすや長崎五島産高菜など

を添えました。 

【発案工場】株式会社ポオトデリカトオカツ 神戸工場 

 

【商品名】牛めし（国産牛肉使用） 

【税込価格】４９８円 

【発売日】６月４日（火） 

【内容】国産牛バラ肉、淡路産玉ねぎ、糸こんにゃく、ごぼうを関西

風の甘辛い味で味付けた牛めしです。アクセントにししとうと紅しょ

うがを添えました。 

【発案工場】株式会社ポオトデリカトオカツ 東大阪工場 

 

【商品名】豚ロース重 

【税込価格】４９８円 

【発売日】６月１８日（火） 

【内容】アンデス高原豚の軟らかな肩ロース肉を使用し、ウスターソ

ースをベースに、にんにくの風味を効かせ、香り豊かに仕上げまし

た。 

【発案工場】シノブフーズ株式会社 関西工場 

 

【商品名】幕の内弁当 

【税込価格】４９８円 

【発売日】６月１８日（火） 

【内容】イトヨリのすり身に枝豆を合わせた天ぷらや、さばの煮付

け、関西風のだし巻たまご、兵庫県産の鶏ムネ肉のミンチを使用し

たつくねなどを盛り付けました。 

【発案工場】シノブフーズ株式会社 京滋工場 

 

【商品名】天津風五目あんかけ焼そば 

【税込価格】４５０円 

【発売日】６月４日（火） 

【内容】１／３日分の野菜が摂れる（※）天津風五目あんかけ焼そ

ばです。卵に中華麺を混ぜて、鉄板で１枚ずつ手焼きした、薄焼き

卵をのせました。 

【発案工場】朝日食品工業株式会社 京都工場 

（※）厚生労働省（健康日本２１）より 



 

 

 

 

【商品名】蒸し鶏のディッシュサラダ 

【税込価格】３６０円 

【発売日】６月４日（火） 

【内容】蒸し鶏と、人参、水菜など６種の野菜のサラダに、梅肉と梅

酢を使用した爽やかな梅ドレッシングを添えました。 

【発案工場】株式会社ポオトデリカトオカツ 東灘工場 

 

【商品名】アーモンドトースト 

【税込価格】１２０円 

【発売日】６月４日（火） 

【内容】アーモンド入りのクリームを絞り、クラッシュアーモンドをトッ

ピングしたトーストです。 

【発案工場】敷島製パン株式会社 神戸工場 

 

【商品名】バジルポテトデニッシュ 

（兵庫県産バジル入りマヨ、淡路島産玉ねぎ使用） 

【税込価格】１２６円 

【発売日】６月４日（火） 

【内容】ポテトサラダに、淡路島産玉ねぎと兵庫県産バジル入りの

マヨソースをのせて焼き上げた惣菜パンです。 

【発案工場】株式会社神戸屋 寝屋川工場 

 

【商品名】宇治抹茶スイーツ(白玉＆小倉あん) 

【税込価格】２１０円 

【発売日】６月４日（火） 

【内容】黒蜜ゼリーと宇治抹茶を使用したムースに、ホイップクリー

ムを絞り、小倉あんと白玉を飾ったデザートです。 

【発案工場】株式会社デザートランド 関西工場 

 

  



 

 

６．中国・四国地区限定（7 種類） 

 

【商品名】金芽米 愛媛甘とろ豚の豚トロ 

【税込価格】２３０円 

【発売日】６月４日（火） 

【内容】具材に、“愛媛甘とろ豚”の希少部位である豚トロを使用し、

脂身の甘味、旨みが味わえるよう、柚子胡椒仕立てにしました。 

【発案工場】シノブフーズ株式会社 四国工場 

 

【商品名】梅ちりめんご飯の幕の内 

【税込価格】５３０円 

【発売日】６月４日（火） 

【内容】国産の広島菜を混ぜ込み、広島県音戸産のちりめんをの

せた梅ちりめんご飯に、境港で水揚げされた骨ごと食べることがで

きるよう調理した鯵、瀬戸内海で水揚げされた真ダコを使用した酢

の物などを彩り良く盛り付けました。温めずにお召し上がりいただく

お弁当です。 

【発案工場】株式会社でりか菜 倉敷工場 

 

【商品名】国産牛の牛めし 

【税込価格】４９８円 

【発売日】６月４日（火） 

【内容】国産牛を使用した牛めしです。麦入りご飯に、甘めのたれで

煮た国産牛バラ肉、玉ねぎ煮を盛りつけました。副菜として、玉子

焼き、広島菜、レンコンの梅和えを添えて彩り良く仕立てました。 

【発案工場】シノブフーズ株式会社 広島工場 

 

【商品名】冷し宗田かつお角煮の讃岐うどん 

【税込価格】４６０円 

【発売日】６月４日（火） 

【内容】宗田鰹を使った冷しうどんです。麺には香川県産小麦「さぬ

きの夢」を使用し、つゆは高知県産宗田鰹節を使い、ダシをとりま

した。また、具材にも高知県で水揚げされた宗田鰹を使った角煮と

削り節を使用しました。 

【発案工場】株式会社麺棒 本社工場 

 

【商品名】カレー＆たまごパン（阿波尾鶏入りカレー使用） 

【税込価格】１３０円 

【発売日】６月４日（火） 

【内容】徳島県産阿波尾鶏を使用したスパイシーなカレーとタマゴ

サラダを包み、焼き上げたパンです。切り込みを入れることでお客

さまに中の具材が見えるよう工夫をしました。 

【発案工場】株式会社タイヨー神戸屋 



 

 

 

【商品名】レモンスティックケーキ（瀬戸田産レモンのピール砂糖漬

け使用） 

【税込価格】１５０円 

【発売日】６月４日（火） 

【内容】広島県瀬戸田産レモンのピールを練りこみ、焼き上げたケ

ーキ生地にシュガーコーティングしました。 

【発案工場】山崎製パン株式会社 岡山工場 

 

【商品名】かすてらサンド黒糖（伯方の塩入りマーガリン） 

【税込価格】１３７円 

【発売日】６月４日（火） 

【内容】黒糖を混ぜ込んだ生地にカステラをはさんだ菓子パンで

す。カステラ生地の上下に“伯方の塩”が入ったマーガリンを塗るこ

とで味にアクセントを加えました。 

【発案工場】株式会社四国シキシマパン 松山工場 

 

７．九州地区限定（６種類）  

 

【商品名】高菜おむすびセット 

【税込価格】２９８円 

【発売日】６月４日（火） 

【内容】阿蘇高菜を使用した、熊本名物“高菜めし”のおむすびに、

熊本県産鶏肉の唐揚げと、熊本県の地鶏「天草大王」のだしを使

用した玉子焼きを盛り込みました。 

【発案工場】株式会社フジデリカ 熊本工場 

 

 

【商品名】九州産黒毛和牛の焼肉と鶏そぼろ弁当 

【税込価格】３９８円 

【発売日】６月１８日（火） 

【内容】九州産黒毛和牛の焼肉、玉子そぼろ、九州産鶏肉を使用し

た鶏そぼろを、ご飯の上に盛り付けました。鶏そぼろは、砂糖、醤

油、みりん等で甘めに味付けしました。 

【発案工場】株式会社フジデリカ 新宮工場 

 

【商品名】五目チャーハン 

【税込価格】２９８円 

【発売日】６月４日（火） 

【内容】しっかりと炒めて甘みを出した玉ねぎと、玉子、チャーシュ

ー、ねぎ、いんげん、かまぼこを一緒に炒め、長崎のメーカーの特

選醤油、オイスターソースで味付けしました。 

【発案工場】株式会社フジデリカ 長崎工場 



 

 

 

【商品名】おつまみごぼうサラダ 

【税込価格】２２０円 

【発売日】６月４日（火） 

【内容】ごぼうのスライスを油で揚げ、キャベツ、大根等の野菜とあ

わせました。ごぼうスライスは皮付きを使用する事で、風味と旨みを

感じられる仕立てにしました。 

【発案工場】株式会社ポオトデリカトオカツ 鳥栖工場 

 

【商品名】はかた地どりの冷しとんこつラーメン 

【税込価格】４３０円 

【発売日】６月４日（火） 

【内容】福岡県産小麦“ラー麦”を使用した麺に、豚骨スープをあわ

せ、甘く煮たかしわ（はかた地どり）、ねぎ、紅しょうが、もやし、きく

らげ、半熟玉子を盛り込みました。 

【発案工場】朝日食品工業株式会社 

※九州・中国四国地区共通（１種類）  

 

 

【商品名】とろける口どけ ぎゅうひ包み（ショコラ） 

【税込価格】１４８円 

【発売日】６月４日（火） 

【内容】ショコラムース、チョコスポンジ、生チョコ、ホイップクリームを

求肥（ぎゅうひ）で包んだハンドタイプのスイーツです。 

【発案工場】株式会社デザートランド 九州工場 

 

  



 

 

 

【資料】 

■ファミリーマート工場発案商品プレゼンツ よしもと住みます芸人ネタバトル 

全国４７都道府県に在住する“住みます芸人”の頂点を決めるお笑いネタバトルを実施

します。 

＜スケジュール＞※予定 

日時 内容 

５月２４日（金）～５月３１日（金） 地区予選（ＷＥＢ） 

よしもと動画サイト YNN上で、４７都道府県の「よしもと 

住みます芸人」のお笑い動画を配信し、各地区（※）ご

とに、１組の芸人を決勝進出者に決定します。 

※東北・新潟地区、関東地区、東海地区、北陸地

区、関西地区、中国・四国地区、九州地区 

６月１日（土）～６月４日（火） 地区予選の結果発表 

６月５日（水）  決勝大会 

ヨシモト∞ホール（所在地：東京都渋谷区）で、決勝大

会を開催します。 

６月６日（木）～ 販売バトルの開催 

ＷＥＢやＳＮＳなどで芸人自ら商品ＰＲ行います。 

 

詳細 ＜よしもと動画サイト「ＹＮＮ」（よしもと発 ファミマを１００倍楽しむ方法）＞ 

http://familymartx100.ynn.jp/ 

 

http://familymartx100.ynn.jp/

