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株式会社シャトレーゼ

シャトレーゼ、「クリスマスケーキコレクション 2019」10 月 4 日より予約開始
厳選素材と製法にこだわったプレミアムケーキを中心に、
40 種類のバラエティ豊富なクリスマスケーキを期間限定発売
菓子専門店「シャトレーゼ」を国内 527 店舗、海外 9 ヶ国・地域 62 店舗展開する菓子メーカー、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）では、厳選素材と製法に
こだわったプレミアムケーキを中心に、バラエティ豊富なクリスマスケーキコレクションの予約を 10 月
4 日より開始します。

2019 年 新作クリスマスケーキ（一部）
毎年人気のプレミアムケーキ。今年はチョコレートフレーバーや小型サイズがラインナップ！
■Xmas ショコラ・ノワール～キルシュ香る濃厚な味わい～
しっとり濃厚なココアスポンジで、香り高いベルギー産クーベルチュ
ールチョコレートを使用した濃厚な味わいのチョコクリームと、深い
風味のキルシュをほんのりきかせた、北海道産の生乳を 100％使
用した濃厚でコクのある純生クリームをサンドしました。トッピング
にもチョコクリームをたっぷりと絞り、チョコレートをふんだんに飾っ
た、見た目にも重厚感のある贅を極めた宝石箱のようなワンランク
上のプレミアムデコレーションです。※500 台限定。要予約商品。
【価格：12,000 円（税込 12,960 円）／サイズ：20.5 ㎝×20.5 ㎝／
お渡し期間：12 月 21 日(土)～12 月 25 日(水)】
■Xmas プレミアム苺デコレーション（左：12 ㎝／右：15 ㎝）
たっぷりの苺と甘酸っぱい苺ソースをバター入りの濃厚なカスタード
入りホイップ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。
【価格：12 ㎝ 3,000 円（税込 3,240 円）、15 ㎝ 4,500 円（税込 4,860 円）
／サイズ：直径 12 ㎝、直径 15 ㎝／販売期間：12 月 14 日(土)～12
月 25 日(水)】

■Xmas プレミアムショコラデコレーション（左 13 ㎝／右：16 ㎝）
濃厚な生チョコレート、アーモンドが香るチョコクッキー、食感の楽し
めるメッシュ状チョコレート等、様々なチョコレートをふんだんにあしら
いました。しっとりとしたココアスポンジの間にはチョコムースとチョコ
クリームがたっぷり。フランス産とベルギー産、2 種類のクーベルチュ
ールの香りと濃厚さが口の中に広がります。クリスマスのひと時に、
普段と一味違う贅沢なケーキをお楽しみいただけます。
【価格：13 ㎝ 2,500 円（税込 2,700 円）、16 ㎝ 3,800 円（税込 4,104 円）／サイズ：直径 13 ㎝、直径 16
㎝／販売期間：12 月 14 日(土)～12 月 25 日(水)】
■Xmas ジュエルフレーズ～4 種のベリー仕立て～
ふわふわで口溶けの良いアーモンド風味のスポンジで、フレッシュな苺とミル
ク感あふれるホイップクリームをサンドしました。フランス産クリームチーズ使
用の、口どけの良いレアチーズクリームの中に、甘酸っぱい苺コンフィチュー
ルを入れたドームをのせ、4 種のベリー(苺、ブルーベリー、ラズベリー、レッド
カラント)をふんだんに飾り、丘の上から吹くそよ風をイメージしたチョコレートを
のせました。
【価格：5,400 円（税込 5,832 円）／サイズ：直径 20 ㎝／販売期間：12 月 14 日(土)～12 月 25 日(水)】

平日のクリスマスに対応した、少人数でも楽しめる小型のクリスマスケーキ
■Xmas ハッピーサンタクロース（左）、Xmas ハッピーサンタクロース チョコ（右）
Xmas ハッピーサンタクロース
ふんわり軽やかな口溶けのスポンジで、ミルク感あふれるホイップ
クリームと、シリアル入りチョコをサンドしました。砂糖菓子のサンタ
さんを飾った可愛らしいミニサイズのデコレーションケーキです。
Xmas ハッピーサンタクロース チョコ
口溶けの良いココアスポンジで、チョコレートの風味豊かなチョコク
リームと、シリアル入りチョコをサンドしました。砂糖菓子のサンタさ
んを飾った可愛らしいミニサイズのデコレーションケーキです。
【価格：各 700 円（税込 756 円）／サイズ：直径 9 ㎝×高さ 9.5 ㎝／販売期間：12 月 1 日(日)～12 月
25 日(水)】
■Xmas 苺のホワイトデコレーション
ふんわり軽やかな口溶けのスポンジで、ミルク感あふれるホイップクリームと、甘
酸っぱい苺果肉入り苺ソースをサンドしました。クローバー・スペード・ハート・ダ
イヤの形のホワイトチョコレートやトリュフ、苺を飾って大人っぽい雰囲気に仕上
げました。（別添苺 5 個付き）
【価格：1,800 円（税込 1,944 円）／サイズ：直径 12 ㎝／販売期間：12 月 1 日(日)
～12 月 25 日(水)】
(※下記の、クリスマスをモチーフにしたお手頃サイズのケーキも販売します。)

左から
■ Xmas しろいおひげのサンタさん、Xmas 真っ赤なおはなのトナカイさん、Xmas まんまるゆきだるま
【価格：各 360 円（税込 388 円）／販売期間：12 月 1 日(日)～12 月 25 日(水)】
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■Xmas プチノエル（左：バニラ、右：チョコ）
【価格：各 300 円（税込 324 円）／販売期間：12 月 1 日(日)～12 月 25 日(水)】

パーティにおススメのアソートケーキ
■Xmas フルーツトレイン
ロールケーキ、苺のナポレオンパイ、ガトーショコラ、フルーツケーキを 1 台
ずつ組合せて、ホイップクリームや色とりどりのフルーツを飾りつけ、砂糖菓
子の人形などをのせました。かわいらしい顔の列車をイメージしており、お子
様に喜んでいただけるケーキです。【価格：4,000 円（税込 4,320 円）／サイ
ズ：長さ 39 ㎝／販売期間：12 月 14 日(土)～12 月 25 日(水)】
■Xmas アソートデコレーション
｢ショートケーキ｣、｢ガトーショコラ｣、｢オレンジトリプルチーズ｣、｢抹茶｣、「苺ショ
ート」、「マロン」、「ミルクレープ」、「トリュフチョコレート」を 1 個ずつ詰合せまし
た。色々なフレーバーを楽しみたい方にはぴったりの商品です。4～8 人向けのア
ソートケーキです。
【価格：3,300 円（税込 3,564 円）／サイズ：直径 18 ㎝／販売期間：12 月 1 日(日)
～12 月 25 日(水)】
■Xmas プティフール 12 個入
チョコ、オレンジ、抹茶、苺の 4 種類のケーキを詰合せました。苺風味クリーム、抹
茶風味クリーム、オレンジクリームやチョコクリームでカラフルなクリスマスツリー
を表現し、様々な砂糖菓子やチョコレートを飾り、可愛らしく仕上げました。大人数
で楽しめるクリスマス限定のパーティーケーキです。
【価格：3,200 円（税込 3,456 円）／サイズ：1 個あたり 6 ㎝×6 ㎝／販売期間：12
月 1 日(日)～12 月 25 日(水)】

アレルギー対応や糖質カットのケーキ
■乳と卵と小麦粉を使用していない Xmas デコレーション
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。写真は、別添苺をカットして飾りました（別添苺 6
個付き）。
また、卵と小麦粉不使用のクリスマスケーキも取り扱います。
■卵と小麦粉を使用していない Xmas ショートデコレーション
■卵と小麦粉を使用していない Xmas チョコデコレーション
（各 別添苺 6 個付き）
【価格：各 3,000 円（税込 3,240 円）／サイズ：直径 15 ㎝／販売期間：12 月 1 日(日)～12 月 25 日(水)】
■カロリーハーフ＆糖質 70％カット Xmas デコレーション
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。
写真は、別添苺をカットして飾りました（別添苺 8 個付き）。
※1 カット（5 等分）あたり、カロリー195ｋｃａｌ、糖質 12.4ｇ（エリスリトール、マルチ
トールを除く）
【価格：3,000 円（税込 3,240 円）／サイズ：直径 15 ㎝／販売期間：12 月 1 日(日)～12 月 25 日(水)】
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その他、定番ケーキから様々なフレーバー、アイスデコレーションなども販売。

（左から）
■Xmas 苺デコレーション（14 ㎝、17 ㎝）※写真は 17 ㎝
【価格：14 ㎝ 2,800 円（税込 3,024 円）、17 ㎝ 3,800 円（税込 4,104 円）／サイズ：直径 14 ㎝、直径 17 ㎝／販売
期間：12 月 1 日(日)～12 月 25 日(水)】

■Xmas 2 つの味が楽しめるデコレーション（15 ㎝、18 ㎝、21 ㎝）※写真は 18 ㎝
（写真は別添苺を飾り付けました。別添苺…直径 15 ㎝：苺 5 個、直径 18 ㎝：苺 6 個、直径 21 ㎝：苺 8 個）
【価格：15 ㎝ 2,500 円（税込 2,700 円）、18 ㎝ 3,000 円（税込 3,240 円）、21 ㎝ 3,600 円（税込 3,888 円）／サイ
ズ：直径 15 ㎝、直径 18 ㎝、直径 21 ㎝／販売期間：12 月 1 日(日)～12 月 25 日(水)】

■Xmas 生チョコとパリパリチョコのデコレーション（15 ㎝、18 ㎝）※写真は 18 ㎝
【価格：15 ㎝ 2,500 円（税込 2,700 円）、18 ㎝ 3,000 円（税込 3,240 円）／サイズ：直径 15 ㎝、直径 18 ㎝／販売
期間：12 月 1 日(日)～12 月 25 日(水)】

■国産和栗使用 Xmas モンブランデコレーション
【価格：3,400 円（税込 3,672 円）／サイズ：直径 15 ㎝／販売期間：12 月 1 日(日)～12 月 25 日(水)】

■フランス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
【価格：2,800 円（税込 3,024 円）／サイズ：直径 15 ㎝／販売期間：12 月 1 日(日)～12 月 25 日(水)】

■Xmas フルーツタルトデコレーション
【価格：3,600 円（税込 3,888 円）／サイズ：直径 18 ㎝／販売期間：12 月 14 日(土)～12 月 25 日(水)】

■Xmas サンタハウスデコレーション
【価格：5,200 円（税込 5,616 円）／サイズ：24 ㎝×20 ㎝／販売期間：12 月 14 日(土)～12 月 25 日(水)】

■Xmas アイスデコレーション しぼりたて牛乳のキャラメルミルク＆クッキークリーム
【価格：2,600 円（税込 2,808 円）／サイズ：直径 17 ㎝／販売期間：12 月 1 日(日)～12 月 25 日(水)】

＜クリスマスケーキのご予約について＞
・ご予約期間：10 月 4 日（金）～12 月 16 日（月）
・お渡し期間：12 月 1 日（日）～12 月 25 日（水）※一部商品を除く
・ご予約受付、商品お渡し場所：全国のシャトレーゼ店頭
詳しくは、クリスマスケーキスペシャルサイト（https://www.chateraise.co.jp/campaign/xmas）
にてご確認いただけます。※10 月 4 日（金）公開予定。
■株式会社シャトレーゼとは
1954 年に焼菓子店「甘太郎」を創業。1967 年にシャトレーゼに社名を変更しました。創業以来、「おいしいも
のを、お値打ち値段で」をモットーに、いち早く菓子製造のオートメーション化を図り、農場、工場、店舗を一
体とした「ファームファクトリー」という独自のビジネスモデルを確立。素材と品質にこだわった製品は、洋菓
子、和菓子、アイスクリーム、パンなど 400 種に及びます。地域に愛されるお菓子屋をめざし、フランチャイ
ズ店を含む直売店を、国内 527 店舗、海外 9 ヶ国・地域 62 店舗で展開しています。
■ファームファクトリーとは
ファームファクトリーとは、農家と直接契約を結び直接素材を仕入れ、自社工場で製造、直売店に直送販売す
る独自のサプライチェーンシステムです。このファームファクトリーにより、素材にこだわった高品質のお菓子
をリーズナブルな価格でお客様に提供することができます。シャトレーゼは、おいしいお菓子を通じて、お客様
のより豊かな生活の実現に貢献し、お客様に喜ばれる企業を目指します。
■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 527 店舗、海外 9 ヶ国 62 店舗（2019 年 9 月 30 日時点）
創業：1954 年（昭和 29 年）12 月 20 日
URL：https://www.chateraise.co.jp/
お客様相談室：0120－005152（受付時間 9：00～17：00）
＜ 本件に関する報道関係者お問い合わせ先 ＞
シャトレーゼ広報事務局（共同 PR 内）担当：南里、伊原、市川
TEL:03-3571-5251 MAIL: chateraise-pr@kyodo-pr.co.jp
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