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報道関係各位

株式会社シャトレーゼ

贅沢なプレミアムケーキやパーティータイプ、糖質カットなど

シャトレーゼ クリスマスケーキ2018
10月5日(金)より予約受付開始
国内および海外に 571 店舗の菓子専門店「シャトレーゼ」を展開している菓子メーカー、株式会社シャトレーゼ（本社：山梨
県甲府市、代表取締役社長：古屋 勇治）は、2018 年クリスマスケーキの予約を 10 月 5 日（金）から 12 月 16 日(日)まで全国
のシャトレーゼで受け付けます。

【シャトレーゼ クリスマスケーキ 2018 概要】
■予約期間：
2018 年 10 月 5 日(金)～2018 年 12 月 16 日(日)
■お渡し期間：
2018 年 12 月 1 日（土）～2018 年 12 月 25 日（火）
※一部商品を除く
■予約・お渡し場所：
全国のシャトレーゼ

【2018 年 シャトレーゼクリスマスケーキのポイント】
①武江章シェフ監修 ワンランク上のプレミアムケーキ

（画像左）【Xmas ジュエルフレーズ】 新商品 期間限定 500 台限定
■価格
：12,000 円(税込)
■サイズ ：直径 25 ㎝
■販売期間：12 月 22 日(土)～12 月 25 日(火)
■商品内容：しっとりとしたスポンジで、濃厚で深い風味のキルシュをほんのりきかし、北海道産生
クリームを使用した口溶けの良い生クリームと、甘味と酸味のバランスが良く、香りが強い熊本
県産ゆうべに（熊紅）種苺をサンドしました。大粒で甘味が強い福岡県産あまおう種苺をふんだ
んに飾りました。ベルギー産クーベルチュールスイートチョコレートで、華やかな飾りつけをした
ワンランク上の豪華なデコレーションに仕上げました。

本件に関する報道関係者お問い合わせ先
シャトレーゼ PR 事務局（プレイブ株式会社内） 担当：田嶋、上野
TEL：03-6441-3656 携帯電話：090-8515–8382 （田嶋） MAIL：tajima@prabe.jp
東京都港区赤坂 4-6-3 シャトー佐和 405 〒107-0052
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（画像中央）【Xmas ガトー フリュイ～特製ガナッシュとキルシュババロア仕立て～】 新商品 期間限定
■価格
：5,800 円(税込)
■サイズ ：直径 22 ㎝
■販売期間：12 月 15 日(土)～12 月 25 日(火)
■商品内容：まろやかなカカオの風味とバニラの香り豊かなフランス産クーベルチュールミルクチョコレートを使用したミ
ルクチョコムースと濃厚で深い風味のキルシュを使用したババロアを組合せたケーキに、大きめにカットした華やかな
彩りのフルーツをたっぷりと飾りました。
（画像右）【Xmas フルーツのピスタチオタルトデコレーション】 新商品 期間限定
■価格
：4,800 円(税込)
■サイズ ：直径 18 ㎝
■販売期間：12 月 15 日(土)～12 月 25 日(火)
■商品内容：ナッツの中でも栄養価が高く、香ばしく濃厚な味わいのピスタチオを入れたアーモンドタルトに、甘酸っぱい
ラズベリーソースを塗り、濃厚なカスタード生クリームをのせ、みずみずしく色鮮やかなフレッシュフルーツをたっぷり
飾りました。

②人気の「プレミアム苺デコレーション」を 2 サイズ展開
【Xmas プレミアム苺デコレーション】 新商品 期間限定
■価格・サイズ：直径 12 ㎝ 3,200 円(税込)／直径 15 ㎝ 4,800 円(税込)
■販売期間：12 月 15 日(土)～12 月 25 日(火)
■商品内容：たっぷりの苺と甘酸っぱい苺ゼリーをカスタード生クリームでサンドし、
ふんだんに苺をトッピングした贅沢なケーキです。ワンランク上のおいしさを追求し
たクリスマスデコレーションです。3～4 人向けのサイズ（15 ㎝）と、近年高まる個食
化のニーズに応え、ワンサイズ小さめの 2～3 人向けのサイズ(12 ㎝)の 2 サイズを
展開します。

③機能性クリスマスケーキの拡充
・糖質やカロリーを気にされるお客様に。
【カロリーハーフ＆糖質 70％カット Xmas デコレーション】 新商品 期間限定
■価格
：3,240 円(税込)
■サイズ ：直径 15 ㎝
■販売期間：12 月 1 日(土)～12 月 25 日(火)
■商品内容：カロリーを 50%カットし、さらに糖質も 70%カットしたケーキです。（日本食品標準成分
表 2015 ショートケーキと比較）カロリーや糖質は気になるけれど、クリスマスはケーキを楽しみ
たい、そんなヘルシー志向の方におすすめのケーキです。
※１カット（5 等分）あたり、カロリー167ｋｃａｌ、
糖質 11.6ｇ（エリスリトール、マルチトールを除く）。（苺別添 8 個）
・アレルギーをお持ちのお客様に。
【乳と卵と小麦粉を使用していない Xmas デコレーション】 期間限定
■価格
：3,240 円(税込)
■サイズ ：直径 15 ㎝
■販売期間：12 月 1 日(土)～12 月 25 日(火)
■商品内容：乳アレルギー、卵アレルギー、小麦アレルギーの方にも安心して召し上がっていただけ
るケーキです。米粉のスポンジに苺コンポートと洋梨シロップ漬けをサンドし、豆乳クリームでデコ
レーションしました。乳アレルギーの方でも食べられるチョコプレートが付いています。（苺別添 6
個）
※大豆を使用していますので、大豆アレルギーの方にはおすすめできません。
※この製品の製造ラインでは、乳、卵、小麦を使用した製品も製造していますが、検査を行い出
荷しています。
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(画像上)【卵と小麦粉を使用していない Xmas 生クリームデコレーション】 期間限定
(画像下)【卵と小麦粉を使用していない Xmas チョコ生クリームデコレーション】 期間限定
■価格
：3,240 円(税込)
■サイズ ：直径 15 ㎝
■販売期間：12 月 1 日(土)～12 月 25 日(火)
■商品内容：
・卵と小麦粉を使用していない Xmas 生クリームデコレーション：
卵アレルギー、小麦アレルギーの方にも安心して召し上がっていただけるケーキです。米粉
のスポンジに苺コンポートと黄桃シロップ漬けをサンドし、生クリームでデコレーションしまし
た。（苺別添 6 個）
・卵と小麦粉を使用していない Xmas チョコ生クリームデコレーション：
卵アレルギー、小麦アレルギーの方にも安心して召し上がっていただけるケーキです。米粉
のココアスポンジに苺コンポートと、黄桃シロップ漬けをサンドし、チョコ生クリームでデコレー
ションしました。（苺別添 6 個）
※牛乳を使用していますので、乳アレルギーの方にはおすすめできません。
※大豆を使用していますので、大豆アレルギーの方にはおすすめできません。
※この製品の製造ラインでは、卵、小麦を使用した製品も製造していますが、検査を行い出荷
しています。

【お客様のニーズや消費シーンに合わせた豊富なラインナップ】※商品は一例です。
定番

①Xmas 苺デコレーション

バラエティ

②Xmas 2 つの味が楽しめる
デコレーション

③フランスブルターニュ産
クリームチーズ使用
Xmas トリプルチーズ
デコレーション

④Xmas ショコラドラム
デコレーション

⑤熊本県産和栗使用
Xmas モンブラン
デコレーション

パーティー用

⑥Xmas フルーツトレイン

⑦Xmas サンタハウスデコレーション

⑧Xmas アソートデコレーション

⑨Xmas プティフール
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①【Xmas 苺デコレーション】 期間限定
■サイズ・価格 ：直径 17 ㎝ 3,900 円(税込)／14 ㎝ 3,000 円(税込)
■販売期間
：12 月 1 日(土)～12 月 25 日(火)

②【Xmas 2 つの味が楽しめるデコレーション】 期間限定
■サイズ・価格 ：直径 21 ㎝ 3,800 円(税込)／18 ㎝ 3,200 円(税込)／15 ㎝ 2,600 円(税込)
■販売期間
：12 月 1 日(土)～12 月 25 日(火)
（※苺別添 直径 21 ㎝ 8 個／18 ㎝ 6 個／15 ㎝ 5 個）

③【フランスブルターニュ産クリームチーズ使用 Xmas トリプルチーズデコレーション】 新商品 期間限定
■価格
：3,000 円(税込)
■サイズ ：直径 15 ㎝
■販売期間：12 月 1 日(土)～12 月 25 日(火)

④【Xmas ショコラドラムデコレーション】 新商品 期間限定
■価格
： 3,400 円(税込)
■サイズ ：直径 15 ㎝
■販売期間：12 月 1 日(土)～12 月 25 日(火)

⑤【熊本県産和栗使用 Xmas モンブランデコレーション】 新商品 期間限定
■価格
： 3,600 円(税込)
■サイズ ：直径 15 ㎝
■販売期間：12 月 1 日(土)～12 月 25 日(火)
⑥【Xmas フルーツトレイン】 期間限定
■価格
：4,000 円(税込)
■サイズ ：長さ 39 ㎝
■販売期間：12 月 15 日(土)～12 月 25 日(火)

⑦【Xmas サンタハウスデコレーション】 期間限定
■価格
： 5,600 円(税込)
■サイズ ：24×20 ㎝
■販売期間：12 月 15 日(土)～12 月 25 日(火)
⑧【Xmas アソートデコレーション】 期間限定
■価格
：3,500 円(税込)
■サイズ ：直径 18 ㎝
■販売期間：12 月 1 日(土)～12 月 25 日(火)
(※苺別添 5 個)

⑨【Xmas プティフール】 新商品 期間限定
■価格
：3,400 円(税込) ※プチケーキ 9 個入
■販売期間：12 月 1 日(土)～12 月 25 日(火)
（※苺別添 5 個）
尚、その他のクリスマスケーキについては、シャトレーゼホームページ「クリスマススペシャルページ」
（https://www.chateraise.co.jp/campaign/xmas）をご覧ください。

クリスマスケーキ予約期間：2018 年 10 月 5 日(金)～2018 年 12 月 16 日(日)
本件に関する報道関係者お問い合わせ先
シャトレーゼ PR 事務局（プレイブ株式会社内） 担当：田嶋、上野
TEL：03-6441-3656 携帯電話：090-8515–8382 （田嶋） MAIL：tajima@prabe.jp
東京都港区赤坂 4-6-3 シャトー佐和 405 〒107-0052

NEWS RELEASE
【「シャトレーゼ クリスマスケーキ総選挙 2018」開催】
クリスマスケーキの予約開始に伴い、今年のクリスマスケーキより厳選した 10 種類の中から、お客様の投票に
より「1 番食べたいクリスマスケーキ」を決定する「シャトレーゼ クリスマスケーキ総選挙 2018」を開催いたします。
＜投票期間＞：
・2018 年 10 月 5 日（金）～ 11 月 15 日（木）
シャトレーゼホームページ内の
「シャトレーゼ クリスマスケーキ総選挙 2018 特設ページ」
（https://www.chateraise.co.jp/campaign/xmas/sousenkyo2018）
よりキャンペーンに参加できます。投票はどなたでも可能です。
投票方法の詳細は特設ページをご覧ください。

＜結果発表＞：
結果発表予定：11 月 20 日（火）

＜総選挙 対象商品＞：
今年のクリスマスケーキより厳選した 10 商品。

＜「シャトレーゼ クリスマスケーキ総選挙 2018」参加特典＞：
全参加者の中から抽選で 5 名様にシャトレーゼのお菓子 100 種類を詰合せた
「シャトレーゼ ミステリースイーツ BOX」をプレゼント。

【株式会社シャトレーゼ会社概要】
■会
社
名：株式会社シャトレーゼ
■代
表
者：代表取締役社長 古屋勇治
■従 業 員 数：1,700 名
■事 業 内 容：洋菓子・和菓子・アイスクリーム・パン・飲料等の製造及び販売、ワインの販売
■事
業
所：本社工場 山梨県甲府市下曽根町 3440-1
■店
舗
数：国内 515 店舗、海外 56 店舗（2018 年 10 月 5 日時点）
■設
立：1954 年（昭和 29 年）12 月 20 日
■U
R
L：http://www.chateraise.co.jp/
■お客様相談室 ：0120－005152（受付時間 9：00～17：00）
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