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報道関係各位

株式会社シャトレーゼ

新商品や期間限定のスイーツが続々登場

秋の味覚を楽しむ「秋フェア」開催
全国のシャトレーゼで順次発売
菓子専門店「シャトレーゼ」を国内 548 店舗、海外 8 ヶ国・地域 80 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、秋の味覚を楽しめるケーキ、洋菓子、
和菓子、アイスなどの新商品を、全国のシャトレーゼにて順次販売開始いたします。また、同店舗では商品の発
売に合わせ、秋の新商品が勢ぞろいする「秋フェア」を 10 月 23 日(金)から 11 月 15 日(日)まで開催します。
【秋フェア期間限定ケーキ 2 種が登場】
販売期間および秋フェア実施期間：10 月 23 日(金)～11 月 15 日(日)
■果実いっぱいフルーツボンブ(写真左)
ココアスポンジで、ホイップクリームと、苺、キウイ、黄桃シロップ漬け、ねっとりとし
た完熟バナナをサンドしました。色とりどりのフルーツを使用した、見た目にも色
鮮やかな贅沢なケーキです。
価格：550 円(税込 594 円)
■自家製樽出し生ワイン使用
巨峰とシャインマスカットのカップ(写真右)
シャトレーゼの樽出し生ワイン(赤・白)を使用した、2 種類のワインゼリーを合わせた、大人向けのカップデザートで
す。スイートチョコがけアーモンドクランチに、ホイップクリーム、カスタード入りホイップクリーム、2 種のワインゼリーを重
ね、巨峰とシャインマスカットを飾りました。爽やかな酸味のある白ワインと、まろやかな口当たりの赤ワイン、カスター
ド入りホイップクリームの濃厚な味わいがマッチします。
価格：450 円(税込 486 円)
【ケーキ、洋菓子、和菓子、アイスなど秋の新商品が続々登場】
■加賀棒ほうじ茶と鳴門金時のトルテ
香ばしい加賀棒ほうじ茶を贅沢に使用しました。ほうじ茶の香りがやさしく香るふんわりと
したスポンジで、濃厚ですっきりとしたほうじ茶ゼリーと、ほろ苦いほうじ茶葉入りクリーム、
口どけがよく濃厚な鳴門金時餡をサンドし、ホイップクリームと粗挽きほうじ茶パウダーで仕
上げました。※使用しているほうじ茶中 45%に加賀棒ほうじ茶を使用しています。
価格：320 円(税込 345 円) 発売日：10 月 14 日(水)
■ブリュレシブースト～発酵バターパイかさね～
発酵バターを使用したサクサクのパイと、ふわっとしたくちどけのシブーストクリームを合わせ、
店内で天面をパリッとキャラメリゼしたプレミアムなスイーツです。中に入ったフレッシュな角
切り林檎のシャキシャキとした食感もアクセントの、さまざまな食感が楽しめるこだわりの逸
品です。(一部店舗では取り扱いがございません。)
価格：470 円(税込 507 円) 発売日：10 月 14 日(水)

■一粒栗大福 マロンクリーム入り(写真右手前)
栗色に色付けしたやわらかくフワフワの雪平生地で、渋皮栗と
マロンクリームを包んだクリーム大福です。クリームに自家炊きの
栗餡を加えてほんのり洋酒を効かせ、栗の味わいのクリームに
仕立てました。やわらかなもち、渋皮栗の風味、マロンクリー
ム、3 つの味わいが調和した至福の逸品です。
価格：130 円(税込 140 円)、発売中
■北海道産小豆使用 秋の味わい白玉あんみつ(写真奥)
栗甘露煮、さつまいも甘露煮、白玉、自家炊き粒餡、塩豆
(赤えんどう豆)を組合せた彩り豊かなあんみつです。お好みで
黒蜜をかけていただくと、よりおいしくお召し上がりいただけます。
価格：270 円(税込 291 円)、発売中
■焼き栗モンブランロール(写真左手前)
香ばしい焼き栗風味のロールケーキです。香ばしい香り、風味がお楽しみいただける焙煎大麦粉を
使用したスポンジで、栗風味の白あん、栗カスタード入りホイップクリームを巻きました。食感のアクセン
トとして、クリームの中に黄栗のダイスカットを入れました。
価格：140 円(税込 151 円)、発売中
■ショコラケーキ イタリア栗(写真左)
新鮮な卵をたっぷりと使用しふっくらと焼き上げ、栗と相性抜
群のスイートチョコでコーティングしました。イタリア栗のマロング
ラッセを入れ、栗の食感、おいしさを感じられるほか、スイート
チョコとの相性も抜群なチョコレートケーキに仕上げました。
く り こ が ね いも

■ショコラケーキ 南九州産栗黄金芋(写真右)
栗のような甘さと黄金のような黄色のコク深い南九州産 栗
黄金芋を使用しています。新鮮な卵でふっくらと焼き上げ、ス
イートチョコでコーティングしました。濃厚な栗黄金芋とスイート
チョコが相性抜群のチョコレートケーキです。
価格：各 120 円(税込 129 円)、発売中
■焼き芋餅(写真左) 発売日：11 月 4 日(水)
■焼き栗餅(写真右) 発売中
自社で製粉した国産米を使用した団子生地を香ばしく焼き、
北海道産小豆を使用した自家炊き粒餡を包みました。「焼き
芋餅」にはごろっとした徳島県産なると金時を、「焼き栗餅」に
はまるごと一粒の栗を挟みました。
価格：各 120 円(税込 129 円)
各 3 個入 360 円(税込 388 円)

■銀座やまとアイスクリーム(数量限定)
都市型新ブランド「YATSUDOKI(ヤツドキ)」の、東京・銀座への出
店を記念する商品です。八ヶ岳契約農場の新鮮な牛乳、契約農
家の卵、北海道産生クリームを贅沢に使用し、シャトレーゼ創業当
時の味をイメージしつつ現代風にアレンジしました。素材の味を活か
すため、安定剤・乳化剤不使用のシンプルな配合で仕上げた濃厚
なフレンチバニラアイスクリームです。
価格：210 円(税込 226 円)・4 個入 730 円(税込 788 円)
発売中、なくなり次第終了。
■ベルギーショコラのガトーショコラバー(写真左)
ベルギー産クーベルチュールチョコレート使用を使用した濃厚でもっちりとや
わらかな食感のアイスに、微細なブラックココアクッキーを練り込みました。カ
カオのビターな味わいのガトーショコラのような、チョコレートケーキの濃厚なお
いしさを味わうアイスバーです。
■モンブランバー(写真右)
渋皮マロンを使用した、マロンの風味豊かでもっちりとやわらかな食感のアイ
スに、クラッシュしたグラハムバタークッキーを混ぜ込みました。渋皮栗の香ば
しい風味のモンブランのようなアイスバーです。
価格：各 70 円(税込 75 円)・6 本入 340 円(税込 367 円)、発売中
■完熟バナナジュースバー
甘く熟したエクアドル産完熟バナナピューレをたっぷりと使い、八ヶ岳契約
牧場の新鮮な牛乳、更にきなこと豆乳を組合せた、ほんのり香ばしい濃
厚なバナナジュースをイメージしたアイスです。食感と風味のアクセントにき
なこクランチをあしらいました。
価格：80 円(税込 86 円)・6 本入 400 円(税込 432 円)、発売中
■DESSERT モナカ アップルタルト
こんがりと焼いたモナカ皮で、カリカリ食感のカラメルチップ入りのホワイトチョ
コレート、香ばしいクランチ、まろやかで甘酸っぱい果肉入りりんごソース、
風味豊かなキャラメルりんごアイス、卵のコクを際立たせたカスタードアイス
をサンドした多層仕立てのアイスモナカです。アップルタルトをイメージした、
まるでデザートを食べているかのようなアイスに仕上げました。
価格：140 円(税込 151 円)・4 個入 500 円(税込 540 円)、発売中
■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 548 店舗、海外 8 ヶ国・地域 80 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 548 店舗、海外 8 ヶ国・地域 80 店舗(2020 年 10 月 31 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。

