
 

 

NEWS RELEASE 
2022 年 12 月 26 日 

  

報道関係各位 株式会社ファミリーマート 

 

氷川きよしさんのメッセージ入り 

総額 1.5億円分があたるクーポンなど、 

「年末年始はファミマで開運！」キャンペーン開催 

～開運にちなんだ紅白カラーの限定商品も発売！～ 

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「たのしいおトク」、「『あなた』のうれしい」の一環として、年末年始のイメージキャラクタ

ーに氷川きよしさんを起用して、2022 年 12 月 26 日（月）より、全国のファミリーマート約 16,500 店にて、

対象商品を 2 個セットで買うと割引になる企画や、総額 1.5 億円が当たるレシートクーポンなど「年末年始はファ

ミマで開運！」キャンペーンを開催いたします。 

 

 

 

■総額 1.5億円分があたる“新春おみくじクーポン”など年末年始限定キャンペーンを実施！                

ファミリーマートでは、来年の干支であるウサギの耳を付けて縁起の良い紅白カラーの衣装をまとった氷川さんと     

様々な開運キャンペーンを実施いたします。 

 キャンペーンの目玉として、総額 1.5 億円分が当たる、「新春おみくじクーポン」を実施 いたします。さらに、キャン

ペーン期間限定でお楽しみいただける、氷川さんのブロマイドを店内マルチコピー機でプリントできる「ファミマプリント」

や、氷川さんの出身地の福岡県の一部店舗では「オリジナルフォトスポット」を設置するなど、氷川さんが登場する

さまざまなお楽しみ企画をご用意しています。 

 また、アイスとデザートがそれぞれ 2 個購入いただくとおトクになる「アイスとデザートがセットでおトク！」セールや、     

お弁当各種が最大 100 円相当おトクになるセールの実施のほか、年末年始限定商品として、「紅白蒸しパン」

125 円（税込 135 円）や「紅白ロールケーキ」128 円（税込 138 円）など開運にちなんだ商品合計 4 種

類を数量限定で発売いたします。 



 

 

【キャンペーン概要】 

（１）「新春おみくじクーポン」で総額 1.5億円分があたる！ 

 キャンペーン期間中、大吉は 100 円引き、中吉は 30 円引きなど、運勢に応じて割引価格が変わる、総額

1.5 億円分の「新春おみくじクーポン」がレシートに印字されます。全てのレシートクーポンには、氷川さんのメッセ

ージが入っています。      

      

■展開期間：発券期間 2022 年 12 月 26 日(月)～2023 年 1 月 9 日(月) 

             引換期間 2022 年 12 月 26 日(月)～2023 年 1 月 16 日(月) 

■割引き額：大吉：100 円、中吉：30 円、小吉：10 円 

■クーポン使用条件：100 円以上のお買物で 1 会計 1 回のみ使用可能  

※一部対象外商品・サービスは除く 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（２）年末年始限定の商品登場！  

 

 
 

【商品名】紅白蒸しパン  

【価格】125 円（税込 135 円） 

【発売地域】 全国 

【発売日】2022 年 12 月 26 日（月） 

【内容】いちご味の赤い蒸しパンとミルク味の白い蒸しパンの2個入りです。 

※沖縄県は価格・仕様が異なります。 

 

 

【商品名】紅白ロールケーキ   

【価格】128 円（税込 138 円） 

【発売地域】 全国 ※沖縄県を除く 

【発売日】2022 年 12 月 26 日（月） 

【内容】赤と白のロールケーキの２個入りです。赤い生地には苺の濃縮果

汁を配合しています。卵白を配合した軽い食感のしっとり生地が特長で

す。クリームをたくさん味わえる巻き方に工夫をしました。 

 

【商品名】だし香る鯛めしおむすび  

【価格】213 円（税込 230 円） 

【発売地域】 全国 

【発売日】2022 年 12 月 26 日（月） 

【内容】愛媛県産養殖真鯛のほぐし身を炊き込んだ出汁入りの鯛めしお

むすびです。中の具材にも真鯛のほぐし身を使用しています。 

 

 

【商品名】ジューシー本格肉まん 

【価格】130 円（税込 140 円） 

【発売地域】 全国 

【内容】ジューシー本格肉まんの敷き紙が、氷川きよしさんからのメッセージ

入りのオリジナル仕様になります。噛めばかむほど旨み際立つ生地と豚肉の

じゅわっと広がる餡をお楽しみいただけます。味付けはホタテ貝柱だしと中

華スープを使用し、本格中華仕立ての逸品です。 

※2022 年 12 月 27 日より順次限定デザインとなります。 

※数量限定のため、無くなり次第終了となります。 

※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。 

※店舗によって取扱いのない場合がございます。 

 



 

 

（３）年末年始はおトクなセールを開催！ 

期間中、お弁当各種やデザートとアイスがおトクになるセールを実施いたします。 

  

①セール名：お弁当各種最大 100 円相当おトク！ 

 期間     ：2022 年 12 月 26 日（月）～2022 年 12 月 29 日（木） 

 内容：お弁当全品が 50 円引き＋ファミペイ払いで 50 円相当戻ってくる 

      

 
 

お弁当商品 対象例 

 

【商品名】年末年始ありがとう！！びっくりのり弁 

【価格】600 円（税込 648 円） 

【発売地域】全国 

【内容】白身魚フライ、ちくわ磯辺揚げ、コロッケ、鶏唐揚、ハンバーグな

ど、いろいろなおかずが一度に楽しめるのり弁当です。昨年販売したの

り弁当と比較して、ごはんを 300g の大盛仕様に変更し、白身魚フラ

イも大きくして全体的にボリュームアップしました。 

※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セール名：アイスとデザートがセットでおトク！ 

 期間：2022 年 12 月 26 日（月）～2023 年 1 月 9 日（月） 

 内容：デザート 2 個で 30 円引き ※Famima Sweets ロゴがついたものが対象 

    税込 250 円以上のアイスがどれでも 2 個で 100 円引き 

 

 
 

 

＜アイス商品 セット割商品例＞ 

 

【商品名】ハーゲンダッツ ベリーベリーチーズタルト 

【価格】295 円（税込 318 円） 

【発売地域】 全国 

【内容】      

4 種類のベリーを使用したベリーソースを混ぜ込んだ、ベイクドチーズケーキ

アイスの上に、ザクザク食感のベリーとバターのクッキーをトッピングしました。

甘酸っぱいベリーチーズタルトの味わいをお楽しみいただけます。 

［ファミリーマート限定・数量限定］ 

 

【商品名】パリパリチョコバニラバー 6 本入 

【価格】238 円（税込 257 円） 

【発売地域】 全国 

【内容】バニラアイスをパリパリ食感のチョコレートでコーティングした、ファミリ

ータイプのアイスバーです。定番のチョコとバニラのおいしい組み合わせが手

軽に楽しめます。6 本入りです。 

 

 

 



 

 

＜デザート商品 セット割商品例＞ 

 

【商品名】たっぷりクリームのダブルシュー 

【価格】147 円（税込 158 円） 

【発売地域】 全国 

【内容】北海道生クリームをブレンドしたホイップクリームと「コクと旨みのたま

ご」を使用したカスタードクリームのシュークリームです。 

※「コクと旨みのたまご」はファミリーマートオリジナルのたまごです。 

 

【商品名】ファミマ・ザ・クレープ 生チョコ 

【価格】198 円（税込 213 円） 

【発売地域】 全国 

【内容】絶妙もちもち食感のクレープです。くちどけなめらかな生チョコレート

と北海道生クリームをブレンドしたホイップクリームを包みました。 

※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。 

 

（４）ファミマプリントで氷川さんの限定ビジュアルがプリント可能！ 

ファミリーマート店内マルチコピー機サービス「ファミマプリント」において、紅白どちらもウサギビジュアル姿の氷川き

よしさんのブロマイドを期間限定で販売します。※一部店舗を除く 

 

期間：2022 年 12 月 26 日（月）10:00 ～ 2023 年 1 月 9 日（月）23:59 

 

サイズ：L 判（全 6 種） 

価格：各 300 円(税込) 

 
※画像はイメージです。実際のデザイン・色味等が異なる場合もあります。 



 

 

（５）オリジナルフォトスポットの設置 

 氷川さんの出身地の福岡県の一部店舗では、氷川さんと記念写真を撮影できる「オリジナルフォトスポット」を設

置します。 

 

期間：2022 年 12 月 26 日（月）～2023 年 1 月 9 日（月） 

 

設置店舗リスト： 

若久一丁目店、福岡大楠一丁目店、福岡三宅店、福岡寺塚店、福岡老司店、柏原四丁目店、福岡弥永

４丁目店、福岡井尻六ツ角店、福岡赤十字病院店、福岡柳瀬一丁目店、福岡高宮通り店、福岡大楠三丁

目店、福岡井尻四丁目店、福岡屋形原三丁目店、福岡弥永三丁目店、福岡玉川町店、福岡平尾駅前店、

福岡西長住一丁目店、清水三丁目店、福岡大橋二丁目店、福岡柳河内二丁目店、福岡花畑１丁目店、

福岡平和店 

※フォトスポット以外での店内での撮影はご遠慮ください。 

 

オリジナルフォトスポットイメージ： 

      
 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 



 

 

【参考情報】 

イメージキャラクター就任にあたり、氷川さんにメッセージをいただきました。 

 

■キャンペーンについて、「楽しみが増えるので毎日行きたくなります」と太鼓判 

今回のキャンペーンについて、「買い物に行くときに、クーポンがあると楽しみが増えますね。ファミマは、ファミマルを

はじめとして商品自体もすごく充実しているので楽しいのに、おみくじもついていると毎日行っちゃいますね。」とキャ

ンペーンの魅力を紹介していただきました。また、「近くに 2 店舗ファミマがあるので、どっちも行っています。夜遅くに

行くこともあるのですが、深夜にも店員さんが一生懸命頑張っていて、礼儀正しく働いていらっしゃるので店員さん

とよくお話しています。人に会うことも楽しみの一つですね。」とファミマの思い出を語っていただきました。 

 

■紅白カラーのビジュアルについて 

紅白カラーのビジュアルについて、「日本ならではの紅色と、白いまっさらな、新しくスタートするぞという思いにさせ

てくれる色の組み合わせがめでたくて、紅白は好きな色ですね。伝統ある歌の祭典、紅白歌合戦もあって、縁起

がいいですね。芸能活動を始めて 23 年目になりますが、22 歳でデビューして、すごく背中を押していただいたこと

もあり、10 カ月で紅白歌合戦に出させていただいた。自身を振り返ってもハッピーな気持ちになります。」と縁起の

良さをお話いただきました。 

 

■気になっている商品は、蒸しパン！ 

「撮影しながら、蒸しパンのいちごのフレーバーのとてもおいしそうな香りがして、とても食べたくなりました。ロールケ

ーキも自分で生地から作ったりするのですが、今回の商品もとてもキメが細かい生地だったのでとても気になりま

す。」とイチオシの商品に「紅白蒸しパン」を挙げました。 

      

■1年を振り返って「ひとつひとつのことをありがたいなと思いながら過ごした」 

1 年を振り返って「忙しい 1 年で、休みの日も考えるようにして、休まずに歩き続けることを大切にしました。来年

から休養させていただきますが、今年はひとつひとつのことをありがたいなと思いながら過ごさせていただいて充実し

た 1 年でした。」と 1 日 1 日を大切にしたことを振り返りました。 

      

■年末年始は、「親と過ごす時間を大切にしている」 

年末年始の過ごし方について「20 代の頃は年末年始ずっとお仕事もあったこともあり、30 代後半頃からは、な

るべく親と過ごしたりする時間にしています。」と、家族との時間を挙げました。 

 

■ファミマの商品開発チームの仲間に入れてほしい！ 

ファミマの思い出について「フラッとよるところがファミマで、お味噌汁買ったりしていました。個人的に好きな商品は、

チキンはファミマじゃないと食べないというくらいファミマのチキンが好きです。ダイエットしたいときには、蒸し野菜と鶏

をスライスして食べています。こだわりがあるので、商品開発チームの仲間に入れてほしいです。」と好きな商品にフ

ァミマのチキンを挙げました。また、「今年公演をやらせてもらったのですが、オープニングに出演者と歌って始まるシ

ーンのお芝居がファミマの店員だったのですごく縁を感じています。」と今回のイメージキャラクター起用時を振り返り

ました。 

 


