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2018 年 1月 4日 
株式会社沖縄ファミリーマート 

株式会社沖縄ファミリーマート（本社：沖縄県那覇市/代表取締役社長：野﨑真人）は、2018 年の
節分の日に向けて、「恵方巻」（本体：362 円、税込：390 円）などの節分メニュー合計１1 種類のご予
約承りを県内ファミリーマートで開始しております。 

■おいしさにこだわった恵方巻寿司など合計1１種類を展開
  2018 年のファミリーマートの恵方巻寿司は、素材にこだわった定番の恵方巻から、大人からお子さままで楽
しんでいただけるハローキティーやけものフレンズとコラボレーションした商品を新たにラインナップに加えました（恵
方巻 1 種類、スイーツ 1 種類）。主食としての恵方巻（寿司）だけでなくトルティーヤやスイーツなど、様々シ
ーンに合わせた商品を展開いたします。 

■早期ご予約特典『福早割』 お得な２本セットが更にお得に！
  2018 年 1 月 16 日（火）午前９時までのご予約限定で、2 本まとめてお買い求めいただくことで１本ず
つ買うより 60 円お得になっている「恵方巻（2本入）」（本体：667円、税込：720円）と「海鮮恵方巻
（2本入）」（本体：723円、税込：780円）が、50 円引きと更にお得にお買い求めいただけます。
※詳しくは参考情報をご参照ください。 

■さらにお得な「T ポイントプラスキャンペーン」も実施！ 

恵方巻の展開期間中、寿司の７アイテムをご購入の際にファミマＴカードまたはＴカードをレジでご提示いた
だくと、キャンペーンポイントが貯まるお得な「Ｔポイントプラスキャンペーン」を実施いたします。 
※詳しくは参考情報をご参照ください。 

【2018 年恵方巻のポイント】
① こだわりの素材…本枯節入りのだしを使った玉子焼、肉厚で旨みのある椎茸煮などこだわりの恵方巻。 
② 具材のおいしさ向上…ネタの下処理方法を見直し、ネタ本来の味を活かした味わいに！
③ 新たな商品…女性を中心に人気のキャラクター「ハローキティ」のお弁当箱付きのコラボサラダ恵方巻
や、「けものフレンズ」コラボデザートなどを品揃え。 

具材たっぷり、食べて満足、「ファミマの恵方巻」予約開始！ 
～今年は、新たに“コラボ恵方巻”を加えた合計 1１種類を展開～
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【商品概要】 
■恵方巻（全７種類） ※２本入を含む 

【商品名】恵方巻 
【価格】本体：362円、税込：390円 

（2本入）本体：667円、税込：720円 
【内容】本枯節入りのだしを使ってふっくら焼き上げた玉子焼、甘辛く煮込んだ肉厚
の椎茸、産地・原料にこだわった食感の良いかんぴょう煮など、７種の具材を使用し
た節分の定番の太巻寿司です。 
＜サイズ＞長さ 約 14.0cm×直径 約 4.7cm 
＜具材＞玉子焼／椎茸煮／かんぴょう煮／穴子／高野豆腐／おぼろ／きゅうり 
【商品名】海鮮恵方巻 
【価格】本体：389円、税込：420円 

（2本入）本体：723円、税込：780円 
【内容】粒感のあるキハダ・メバチのまぐろたたき、食感・彩り良く仕立てたサーモンに、
海老、いかなど 5種の海鮮具材を使用した太巻寿司です。 
＜サイズ＞長さ 約 9.0cm×直径 約 4.7cm 
＜具材＞まぐろたたき身／サーモン／海老／いか／とびうおの卵／玉子焼／きゅう
り ※別添 しょうゆ・わさび 

 【商品名】ハローキティ―・サラダ恵方巻（2本入＋ランチボックス付） 
【価格】本体：1,278円、税込：1,380 円  
【内容】大人からお子さままでおいしくいただけるように、お
ろしりんご入りのツナマヨネーズでさっぱりと仕上げたサラダ
巻き2本と、ハローキティ―のオリジナルランチボックスがセ
ットになった商品です。 
＜サイズ＞長さ 約 9.0cm×直径 約 4.7cm 
＜具材＞おろしりんご入りツナマヨネーズ／玉子焼／蒸し鶏ほぐし／カニカマ／きゅう
り／マヨネーズ 
【商品名】いくら海鮮恵方巻 
【価格】本体：832円、税込：898円  
【内容】北海道産帆立貝柱と数の子など、吟味した海の幸を使用した海鮮恵方巻
に、さらに三陸産いくらをトッピングしました。まるかぶりではなく、カット済でより食べや
すくなっております。 
＜サイズ＞長さ 約 11.0cm×直径 約 4.7cm 
＜具材＞三陸産いくら／北海道産帆立貝柱／赤海老／数の子／まぐろたたき身
／玉子焼／きゅうり ※別添 しょうゆ・わさび 
【商品名】中落ち牛カルビ焼肉恵方巻
【価格】本体：554円、税込：598円 
【内容】炭火で香ばしく焼いた中落ち牛カルビに、キムチ、小松菜、もやしのナムルな
ど野菜と一緒に巻いた食べ応えのある焼肉太巻寿司です。
＜サイズ＞長さ 約 9.0cm×直径 約 4.7cm 
＜具材＞牛焼肉／小松菜／大豆もやし／キムチ 

コラボ



NEWS RELEASE
■節分ロール（全４種類）  

【商品名】けものフレンズ サーバルロール 
【価格】本体：369円、税込：398円 
【内容】人気のけものフレンズとコラボレーション。チョコレートクリームをサーバル柄のス
ポンジで巻き上げたロールケーキです。 
＜サイズ＞長さ 約 14.0cm×幅 約 3.0cm×高さ 約 4.0cm 

＜沖縄限定＞ 
【商品名】節分フルーツロール 
【価格】本体：269円、税込：290円 
【内容】しっとりしたスポンジ生地で甘酸っぱいいちごホイップとフルーツを包み込みまし
た。 
＜サイズ＞長さ 15.0cm×幅 約 5.0cm×高さ 約 4.8cm 

【商品名】節分バナナ＆いちごロール 
【価格】本体：369円、税込：398円 
【内容】コクのあるホイップクリームと、バナナ、いちごをココア生地で巻き上げたロール
ケーキです。 
＜サイズ＞長さ 約 13.5cm×幅 約 5.3cm×高さ 約 4.0cm 
【商品名】節分トルティーヤ牛焼肉 
【価格】本体：362円、税込：390円 
【内容】たれで和えた牛焼肉と彩りのよい野菜、錦糸玉子などを巻いたトルティーヤ
です。 
＜サイズ＞長さ 約 14.5cm×幅 約 5.0cm×高さ 約 4.5cm 

※一部画像はイメージです。 

■参考情報 
【店頭お渡し日／ご予約期間】 

 お渡し日 ご予約期間 
恵方巻 
※ハローキティ―・サラ
ダ恵方巻を除く 

2018 年 1月 30日（火） 
～2月 1日（木） 

2017 年 12 月 19 日（火） 
～2018年１月26日（金）午前９時まで

2018 年 2月 2日（金）
～2月 3日（土） 

2017 年 12 月 19 日（火） 
～2018年１月30日（火）午前９時まで

ハローキティ―・サラダ
恵方巻 

2018 年 1月 30日（火） 
～2月 3日（土） 

2017 年 12 月 19 日（火） 
～2018年１月26日（金）午前９時まで

スイーツ、トルティーヤ 2018 年２月１日（木） 
～２月３日（土）

2017 年 12 月 19 日（火） 
～2018年１月26日（金）午前９時まで

コラボ
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【福早割 対象商品】 

商品名 税抜価格 税込価格 福早割 税込価格

恵方巻（2本入） 667円 720 円 670 円 

海鮮恵方巻（2本入） 723円 780円 730 円 

【ポイントプラス対象商品】 

商品名 税抜価格 税込価格 キャンペーンポイント

恵方巻 362円 390円 5 ポイント 

恵方巻（2本入） 667円 720 円 10 ポイント 

海鮮恵方巻 389円 420 円 5 ポイント 

海鮮恵方巻（2本入） 723円 780 円 10 ポイント 

ハローキティ―・サラダ恵方巻 1,278円 1,380円 25 ポイント 

いくら海鮮恵方巻 832 円 898 円 15 ポイント 

中落ち牛カルビ焼肉恵方巻 554 円 598 円 10 ポイント 

沖縄ファミリーマートは地元沖縄企業として、沖縄を元気に、地域に愛される企業を目指し、地元に密着したさ
まざまな商品を展開してまいります。 

以上 


