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報道関係各位

株式会社シャトレーゼ

大切な人とお家で楽しむシャトレーゼのプレミアムクリスマス

45 種類のクリスマスケーキが登場
全国のシャトレーゼで 10 月 2 日(金)から予約受付開始
菓子専門店「シャトレーゼ」を国内 541 店舗、海外 8 ヶ国・地域 77 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)は、全国のシャトレー
ゼでは「クリスマスケーキ 2020」の予約を 10 月 2 日(金)より開始します。

クリスマスケーキ 2020（一部）

【専属顧問・武江章シェフ監修のプレミアムクリスマスケーキ】
■シャトレーゼオリジナル・樽出し生ワインを使った独自性のあるデコレーションケーキ
「Xmas ノエル・ド・ヴァンブラン」
シャトレーゼベルフォーレワイナリーの樽出し生ワイン白（主体品種：シャルドネ）を
使用しました。ワイナリーでしか味わえなかった無濾過、無殺菌の生ワインでムースを
仕立て、さわやかな酸味のラズベリームースと合わせた 2 層仕立てです。クリスマスの
豪華な食事やシャンパンに合うような、少し贅沢な大人のデコレーションです。
※「ヴァンブラン」は、フランス語で白ワインという意味です。
※アルコール分が含まれています。お子様やアルコールに弱い方はご注意ください。
サイズ・価格：直径 15 ㎝・4,500 円(税込 4,860 円) 取扱期間: 12/18
～12/25
■ 本格チョコを楽しみたい方に向けた小型プレミアムチョコケーキ
「Xmas プレミアムショコラノエル」
時流に合わせた小型のプレミアムチョコデコレーションです。世界有数のカカオ
の生産地であるカリブ地域産のカカオ豆を使用した、カカオ分 66％のフランス
産クーベルチュールチョコレートを使用しムースにしました。素材・食感・味の組
合せにこだわったチョコ好きのための逸品です。
サイズ・価格：長さ 19 ㎝・3,800 円(税込 4,104 円)
■王道とプレミアムを掛け合わせて、贅を極めた苺ショートのスクエアデコレ
ーションケーキ
「Xmas ジュエルフレーズ」（数量限定 500 台）
静岡県産きらぴ香苺を贅沢に使用しました。シンプルな組合せだからこそ、原
料や細部にこだわりをちりばめた究極逸品。贅を極めた宝石のような苺のショ
ートデコを数量限定 500 台で発売いたします。
サイズ・価格：直径 23 ㎝×15 ㎝・12,000 円(税込 12,960 円)
取扱期間: 12/23～12/25

【毎年人気の糖質カットデコレーションにチョコフレーバーが登場】
昨今注目度が高い糖質カットデコレーションに新しくチョコフレーバーを発売いたします。今年の「糖質カッ
ト」クリスマスケーキは定番の「クリーム」と「チョコ」の 2 フレーバーとなります。

（写真左から）
・糖質 86％カット Xmas チョコデコレーション（新商品）
・カロリーハーフ＆糖質 70％カット Xmas デコレーション
サイズ・価格： 各直径 15 ㎝・3,000 円(税込 3,240 円)
【かわいくて人気のクリスマスモチーフの小物ケーキ・デコレーションケーキが勢ぞろい】
かわいらしい見た目で人気を博しているクリスマスモチーフの小物ケーキがお子様にも食べやすいカップ型
で登場します。また、拡大する個食需要に対応するため、クリスマスツリーをモチーフにした新しい小物ケ
ーキも発売いたします。

（写真左から）
・Xmas しろいおひげのサンタさん
・Xmas かわいいトナカイさん
・Xmas まんまるゆきだるま
・Xmas ピスタチオのモンブラン
価格：各 360 円(税込 388 円)
■Xmas 大忙しのサンタさんデコレーション
人気の 2 つの味デコレーションを土台にかわいらしい Xmas モチーフを飾り付け
た、小さなお子様がいるファミリーをターゲットにしたデコレーションを発売します。雪
だるまを作って楽しみに待っているこどもたちの家に、ソリにのってトナカイとサンタが
プレゼントを届けているのをイメージした、ストーリー性のあるデコレーションケーキで
す。
サイズ・価格：直径 18 ㎝・3,500 円(税込 3,780 円)
【アイスデコもバリエーション豊富に】
「アイスクリームのケーキ」の美味しさを追求し、食感、フレーバーのバランス、デザイン性に磨きをかけまし
た。定番のアイスデコレーションはアイスでも好評を頂いている『パリパリチョコバニラ』を使用し、愛らしいサ
ンタを載せた楽しいデザインに変更しました。また、年々需要が高まっているパーティー需要や個食化に
対応したアイスアソートケーキも新規フレーバーを追加し発売します。更に、ベルギーショコラやフレジェとい
った小型の『プレミアム商品』もリニューアルして登場します。

（写真左から）
・Xmas アイスデコレーションベルギーショコラ
サイズ・価格：直径 14 ㎝・2,500 円(税込 2,700 円)
・Xmas アイスデコレーションプレミアムフレジェ
サイズ・価格：直径 15 ㎝・3,000 円(税込 3,240 円)
・Xmas アイスデコレーションパリパリチョコバニラ＆チョコクッキー
サイズ・価格：直径 17 ㎝・2,600 円(税込 2,808 円)
・Xmas アイスデコレーション THE ICE CREAM SHOP
サイズ・価格：直径 21 ㎝・3,500 円(税込 3,780 円)
【そのほかのラインナップ】
定番、プレミアム、バラエティ、アソートタイプ、アレルギー対応など全 45 種類のラインナップを展開します。

（写真左から）
・Xmas 苺デコレーション
サイズ・価格：直径 17 ㎝・3,900 円(税込 4,212 円)
・Xmas プレミアム苺デコレーション
サイズ・価格：直径 15 ㎝・4,500 円(税込 4,860 円) 取扱期間：12/18～12/25
・Xmas サンタハウスデコレーション
サイズ・価格：直径 24 ㎝×20 ㎝・5,400 円(税込 5,832 円) 取扱期間：12/18～12/25
・Xmas アソートデコレーション
サイズ・価格：直径 18 ㎝・3,300 円(税込 3,564 円)
・乳と卵と小麦粉を使用していない Xmas デコレーション
サイズ・価格：直径 15 ㎝・3,000 円(税込 3,240 円)
【シャトレーゼ「クリスマススペシャルページ」】
シャトレーゼホームページでは、今年のクリスマスケーキやギフトを紹介する「クリスマススペシャルページ」を
開設しています。
URL：https://www.chateraise.co.jp/campaign/xmas
■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、お値打ち価格で」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 541 店舗、海外 8 ヶ国・地域 77 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、牛乳や卵など契約農家より新鮮素材を直接仕入れ、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： 1,200 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 541 店舗、海外 8 ヶ国・地域 77 店舗(2020 年 9 月 30 日時点)

創 業 ： 1954 年(昭和 29 年)12 月 20 日
U R L ： 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、田中、樋口、市川
TEL:03-3571-5251 MAIL: chateraise-pr@kyodo-pr.co.jp
◇◇ シャトレーゼ広報事務局からのお知らせ ◇◇
新型コロナウイルス対策のため、一部、在宅勤務を実施しております。
在宅勤務期間中のお問い合わせは、メールにて受け付けております。
大変ご不便をおかけいたしますが、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

