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ファミリーマートは「FAMIMA CAFÉ」から、大
人気の夏メニュー “ ホットミルク ” を入れて作

るフラッペシリーズの今年の新商品を期間限定・数
量限定で発売。5 月 15 日（日）から苺の果肉を入
れた「ストロベリーフラッペ」を皮切りに、「ミルク
ティーフラッペ」「ピーチフラッペ」を全国のファミ
リーマート店舗約 11,700 店で順次発売していく。
　同社では「FAMIMA CAFÉ」のコーヒーマシーンを
活用し、今までコンビニエンスストアで提供できな
かったスイーツ系フローズンドリンクなどの本格的
カフェメニューの開発に積極的に取り組んでいる。
　2014 年 6 月には、ガリガリ君でおなじみの赤城
乳業㈱のかき氷製造のノウハウを活用し、熱いエス
プレッソ抽出のコーヒーを注いで作るフローズンド
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ファミリーマート
生乳使用の果肉入フラッペ  3 種類を発売
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リンク「カフェフラッペ」を発売し、シリーズ累計
4,000 万杯超（2016 年 4 月末）を販売してきた。
　 特 に 2015 年 5 月 か ら 発 売 を 開 始 し、 生 乳
100％使用のホットミルクを使用した「抹茶フラッ
ペ」「マンゴー & オレンジフラッペ」は、高校生や
大学生をはじめとする若年層に支持され、300 円
後半から 700 円台のコーヒー専門店の価格帯より
も手軽に本格的フラッペを楽しめると好評。一時製
造数を上回りチャンスロスが発生したほど。今年は
発売前までに計画数量を製造済みであるという。
　今年度の「カフェフラッペ」販売数は前年比
135％の 3,300 万杯・約 100 億円を目標。
　今後のミルクを使用したメニュー展開としては、健
康系のドリンクやスープ系商品も検討しているという。
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ＦＡＭＩＭＡ ＣＡＦÉの大人気の夏メニュー！ 

ミルク(生乳１００％使用)を入れて作る、「フラッペシリーズ」 

期間限定・数量限定で３種類を続々発売！ 

～シリーズ累計販売数４，０００万杯を突破～ 

２０１６年 ５月 １３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、「ＦＡＭＩＭＡ ＣＡＦÉ」か

ら、大人気の夏メニュー“ホットミルク”を入れて作るフラッペシリーズの今年の新商品を期間限定・数量

限定で発売いたします。まずは、２０１６年５月１５日（日）から、苺の果肉を入れた「ストロベリーフラッペ」

（本体：２６９円、税込：２９０円）を皮切りに、夏におすすめの新商品を、全国のファミリーマート店舗約１１，

７００店で順次発売してまいります。 

 

■コーヒーマシーンを活用した、コンビニエンスストア初のスイーツ系フローズンドリンク 
ファミリーマートでは、「ＦＡＭＩＭＡ ＣＡＦÉ」のコーヒーマシーンを活用し、今までコンビニエンスストア

で提供できなかった、本格的カフェメニューの開発に積極的に取り組んでおります。 

２０１４年６月には、ガリガリ君でおなじみの赤城乳業株式会社（本社：埼玉県深谷市／代表取締役社

長：井上創太）のかき氷のノウハウを活用し、熱いエスプレッソ抽出のコーヒーを注いで作るフローズンド

リンク「カフェフラッペ」を発売しており、シリーズ累計販売杯数は４，０００万杯を突破しております。 

 

■まろやかなミルク(生乳１００％使用)を使ったメニューが大ヒット商品に！ 

特に、２０１５年５月から発売を開始した、生乳１００％使用のホットミルクを使った「抹茶フラッペ」「マン

ゴー&オレンジフラッペ」は、高校生や大学生をはじめとする若年層の皆さまに、コーヒー専門店よりも手

軽に本格的フラッペを楽しめるとご好評いただき、ｗｅｂを中心に話題を集めた結果、一時製造を上回り

品薄となる状況もございました。 

 このたびは、お客さまに更なる美味しさ・楽しさを提供する事を目的に、合計３種類のフラッペを夏の間

飽きることなくお楽しみいただけるよう、５月から３カ月連続で新商品を発売してまいります。 

 

【商品詳細】 

  
【商品名】ストロベリーフラッペ 

【価格】本体：２６９円、税込：２９０円 

【発売日】２０１６年５月１５日（日） 

【内容】ストロベリー果汁、苺果肉を細かくカットし、生乳１００％

使用のミルクと砂糖を加えた甘酸っぱく爽やかなフラッペです。 

苺は中まで色鮮やかな果肉としっかりとした食感が残る、飲料

に最適な「カマロッサ種」を使用しました。 

(かき氷をよくもみ崩してから、ホットミルクを注ぎ、シャーベット

状になるまで、かき混ぜてお召し上がりいただきます。) 

商品名：ストロベリーフラッペ
価　格：269 円（本体）
発売日：5月 �5 日（日）　　限定数：42� 万個
内　容：ストロベリー果汁、苺果肉を細かくカットし、生乳 �00％使用のミルクと砂糖を加
　　　　えた甘酸っぱく爽やかなフラッペ。苺は中まで色鮮やかな果肉としっかりとした食
　　　　感が特長の「カマロッサ種」を使用した。 

 

  
【商品名】ミルクティーフラッペ 

【価格】本体：２５０円、税込：２７０円 

【発売日】２０１６年６月２６日（日） 

【内容】スリランカ産の紅茶に微粉砕茶葉を入れた香り高い紅

茶に、生乳１００％使用のミルクと生クリームを加え、コクのあ

る風味に仕上げました。 

(かき氷をよくもみ崩してから、ホットミルクを注ぎ、シャーベット

状になるまで、かき混ぜてお召し上がりいただきます。) 

 
【商品名】ピーチフラッペ 

【価格】本体：２６９円、税込：２９０円 

【発売日】２０１６年７月３１日（日） 

【内容】国産桃果汁に、ほのかな甘みと柔らかな食感が特徴の

国産ピーチ果肉を入れ、生乳１００％使用のミルク、乳酸菌飲

料(殺菌)をブレンドする事で、さっぱりとした飲み口のフラッペ

に仕上げました。 

(かき氷をよくもみ崩してから、ホットミルクを注ぎ、シャーベット

状になるまで、かき混ぜてお召し上がりいただきます。) 

 

■「ＦＡＭＩＭＡ ＣＡＦÉ」の人気メニュー「アイスカフェラテ」もさらに美味しくなりました 

気温上昇にあわせて伸長する「アイスカフェラテ」につきましても、ミルク及びコーヒー豆の増量を行い、

ミルク感が強く、濃厚な味わいの「アイスカフェラテ」に仕立てました。是非この機会に、さらに美味しくな

ったファミリーマートの「アイスカフェラテ」もお楽しみください。 

 

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、「Fun＆Fresh」をテーマに、小商圏

における生活インフラとして、来るたびに楽しい発見があり、新鮮さにあふれた、お客さまの気持ちにい

ちばん近いコンビニエンスストアを目指してまいります。 

以上 

 
※参考資料（現在発売中のＦＡＭＩＭＡ ＣＡＦÉメニュー） 
○アイスメニュー                            ○ホットメニュー 

商品名 本体価格 税込価格  商品名 本体価格 税込価格 

アイスコーヒーＳ ９３円 １００円 ブレンドＳ ９３円 １００円 

アイスコーヒーＭ １６７円 １８０円 ブレンドＭ １３９円 １５０円 

アイスカフェラテ １６７円 １８０円 ブレンド L １６７円 １８０円 

カフェフラッペ ２５０円 ２７０円 カフェラテ １３９円 １５０円 

抹茶フラッペ ２４１円 ２６０円     

マンゴー＆オレンジフラッペ ２４１円 ２６０円     

       

 

 

 

  
【商品名】ミルクティーフラッペ 

【価格】本体：２５０円、税込：２７０円 

【発売日】２０１６年６月２６日（日） 

【内容】スリランカ産の紅茶に微粉砕茶葉を入れた香り高い紅

茶に、生乳１００％使用のミルクと生クリームを加え、コクのあ

る風味に仕上げました。 

(かき氷をよくもみ崩してから、ホットミルクを注ぎ、シャーベット

状になるまで、かき混ぜてお召し上がりいただきます。) 

 
【商品名】ピーチフラッペ 

【価格】本体：２６９円、税込：２９０円 

【発売日】２０１６年７月３１日（日） 

【内容】国産桃果汁に、ほのかな甘みと柔らかな食感が特徴の

国産ピーチ果肉を入れ、生乳１００％使用のミルク、乳酸菌飲

料(殺菌)をブレンドする事で、さっぱりとした飲み口のフラッペ

に仕上げました。 

(かき氷をよくもみ崩してから、ホットミルクを注ぎ、シャーベット

状になるまで、かき混ぜてお召し上がりいただきます。) 

 

■「ＦＡＭＩＭＡ ＣＡＦÉ」の人気メニュー「アイスカフェラテ」もさらに美味しくなりました 

気温上昇にあわせて伸長する「アイスカフェラテ」につきましても、ミルク及びコーヒー豆の増量を行い、

ミルク感が強く、濃厚な味わいの「アイスカフェラテ」に仕立てました。是非この機会に、さらに美味しくな

ったファミリーマートの「アイスカフェラテ」もお楽しみください。 

 

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、「Fun＆Fresh」をテーマに、小商圏

における生活インフラとして、来るたびに楽しい発見があり、新鮮さにあふれた、お客さまの気持ちにい

ちばん近いコンビニエンスストアを目指してまいります。 

以上 

 
※参考資料（現在発売中のＦＡＭＩＭＡ ＣＡＦÉメニュー） 
○アイスメニュー                            ○ホットメニュー 

商品名 本体価格 税込価格  商品名 本体価格 税込価格 

アイスコーヒーＳ ９３円 １００円 ブレンドＳ ９３円 １００円 

アイスコーヒーＭ １６７円 １８０円 ブレンドＭ １３９円 １５０円 

アイスカフェラテ １６７円 １８０円 ブレンド L １６７円 １８０円 

カフェフラッペ ２５０円 ２７０円 カフェラテ １３９円 １５０円 

抹茶フラッペ ２４１円 ２６０円     

マンゴー＆オレンジフラッペ ２４１円 ２６０円     

       

 

商品名：ミルクティーフラッペ
価　格：250 円（本体）
発売日：6月 26 日（日）　　限定数：3�4 万個
内　容：スリランカ産の紅茶に微粉砕茶葉を加えた香り高い紅茶に、生乳 �00％使用のミル
　　　　クと生クリームを加え、コクのある風味に仕上げた。

商品名：ピーチフラッペ
価　格：269 円（本体）
発売日：7月 3� 日（日）　　限定数：220 万個
内　容：国産桃果汁に国産ピーチ果肉を入れ、生乳 �00％使用のミルクと乳酸菌飲料をブレ
　　　　ンドする事でさっぱりとした飲み口のフラッペに仕上げた。


