NEWS RELEASE
2019 年 2 月 12 日

報道関係各位

株式会社シャトレーゼ

プレミアムケーキやひし形デコレーションなど

ケーキでお祝い！「ひな祭り」
全国のシャトレーゼでひな祭りケーキを期間限定発売
菓子専門店「シャトレーゼ」を国内 519 店舗、海外 59 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、ひな祭りケーキを全国のシャトレーゼにて期間限定で発売いたしま
す。

＜シャトレーゼ ひな祭りケーキのポイント＞
①香川県産さぬきひめ苺使用のプレミアムデコレーション新発売。
②大人気の「ひし形デコレーション」の小型サイズの展開。
③定番のデコレーションケーキに苺フレーバーが新登場。
④1 台で様々な味を楽しめるアソートタイプの拡充。
⑤アレルギー対応のひな祭りデコレーションケーキの展開。

＜ひな祭りケーキ 商品情報＞
①香川県産さぬきひめ苺使用のプレミアムデコレーション新発売。
【香川県産さぬきひめ苺使用 ひなかざりプレミアムデコレーション】
新商品 150 台限定※要予約
■価格／サイズ：本体価格 10,000 円(税込 10,800 円)／直径 24 ㎝
■予約期間：
①全国…2 月 1 日(金)～2 月 24 日(日)
②本州（山口県・広島県の一部地域を除く※）…3 月 4 日(月)～3 月 24 日(日)
※広島県の対象店舗はシャトレーゼホームページを要確認。
■お渡し期間：
①全国…3 月 1 日(金)～3 月 3 日(日)
②本州（山口県・広島県の一部地域を除く）…4 月 1 日(月)～4 月 3 日(水)

■商品内容 ：
旬の香川県産さぬきひめ苺と色とりどりの 5 種のフルーツ（ラズベリー、ブルーベリー、オレンジ、グレープフルーツ、キウイ
フルーツ）、ミルク感あふれる味わいの北海道産生クリームを贅沢に使用した、武江シェフ監修のワンランク上のプレミアムデ
コレーションケーキです。しっとりとしたスポンジ、ほんのりキルシュをきかせた口どけの良い生クリーム、香川県産さぬきひめ
苺を重ね、贅沢な三層仕立てに仕上げました。（雛人形は砂糖菓子です。）
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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②大人気の「ひし形デコレーション」の小型サイズの展開。
おうぎ

【桃の節句 扇 デコレーション】 新商品 期間限定
■価格／サイズ：本体価格 2,200 円(税込 2,376 円)／18 ㎝×12 ㎝×高さ 10.5 ㎝
■商品内容：
苺、雛人形（砂糖菓子）、桃の花、ぼんぼりなどで華やかに飾った、扇形のデコレーションケ
ーキです。苺風味と抹茶風味のスポンジで北海道産生クリームとフリーズドライ苺をサンドし、
カラフルな 3 層に仕上げました。昨年大人気だったひな祭りのデコレーションケーキ「桃の節
句 ひし形デコレーション」が、約 3 分の 2 サイズのお手頃サイズになって新登場します。
【桃の節句 ひし形デコレーション】 期間限定
■価格／サイズ：本体価格 2,700 円(税込 2,916 円)／24.5 ㎝×15.3 ㎝×高さ 10.5 ㎝
■商品内容：
苺、雛人形（砂糖菓子）、桃の花、ぼんぼりなどで華やかに飾った、ひし形のデコレーション
ケーキです。苺風味スポンジと抹茶風味スポンジで、北海道産生クリームと苺をサンドし、カ
ラフルな 3 層に仕上げました。ひなまつりに欠かせない伝統的なお菓子「ひし餅」をイメージし
た、ひなまつりのお祝いにぴったりなデコレーションケーキです。
■上記商品の販売期間：①2 月 22 日(金)～3 月 3 日(日)
②3 月 23 日(土)～4 月 3 日(水)※北海道・九州・山口県・広島県の一部地域を除く

③定番のデコレーションケーキに苺フレーバーが新登場。
【桃の節句 苺生クリームデコレーション】 新商品 期間限定
■価格／サイズ：本体価格 2,900 円(税込 3,132 円)／直径 15 ㎝
■商品内容：
定番の生クリームデコレーションを、ひなまつりのイメージカラーのピンク色に仕上げた、苺生クリ
ームのデコレーションケーキです。ふんわり軽やかなスポンジで、すっきりとした苺風味生クリーム
と甘酸っぱい苺果肉入り苺ソースをサンドし、雛人形（砂糖菓子）と苺を飾りました。

【桃の節句 生クリームデコレーション】 期間限定
■価格／サイズ：本体価格 2,900 円(税込 3,132 円)／直径 15 ㎝
本体価格 3,300 円(税込 3,564 円)／直径 18 ㎝
本体価格 3,950 円(税込 4,266 円)／直径 21 ㎝
（※写真は 18 ㎝）

（左）【桃の節句 チョコ生クリームデコレーション】 期間限定
（右）【桃の節句 2 つの味が楽しめるデコレーション】期間限定
■価格／サイズ：
各 本体価格 3,300 円(税込 3,564 円)／各 直径 18 ㎝

■上記商品の販売期間：①2 月 15 日(金)～3 月 3 日(日)
②3 月 23 日(土)～4 月 3 日(水)※北海道・九州・山口県・広島県の一部地域を除く
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④1 台で様々な味を楽しめるアソートタイプの拡充。

お内裏様

お雛様

【桃の節句 プティフール】 新商品 期間限定
■価格／内容量：
本体価格 2,600 円(税込 2,808 円)／カップケーキ 9 種各 1 個入
■商品内容：
ベルギー産クーベルチュールスイートチョコレートを使用した
香り豊かなチョコ生クリームで仕上げた「お内裏様カップケー
キ」や、口溶けの良い苺風味生クリームをたっぷり絞った「お雛
様カップケーキ」など、かわいらしい様々なフレーバーのカップ
ケーキを 9 個詰合せました。（お内裏様、お雛様、苺、チョコバ
ナナ、オレンジ、抹茶、モンブラン、ホワイトチョコ、レアチーズ）

【桃の節句アソートデコレーション】 期間限定
■価格／サイズ：本体価格 2,900 円(税込 3,132 円)／直径 18 ㎝
■商品内容：
苺ショート、トリュフチョコレート、チョコバナナ、抹茶、マロン、マロン&カフェブリュレ、苺レアチー
ズ、オレンジトリプルチーズケーキを各 1 個ずつ詰合せた、一台で 8 種のフレーバーを楽しめるひ
な祭りのデコレーションケーキです。みんなでお好きな味をシェアしてお楽しみいただけます。

■上記商品の販売期間：①2 月 15 日(金)～3 月 3 日(日)
②3 月 23 日(土)～4 月 3 日(水)※北海道・九州・山口県・広島県の一部地域を除く

⑤アレルギー対応のひな祭りデコレーションケーキの展開。
【桃の節句 乳と卵と小麦粉を使用していないデコレーション】 期間限定
■価格／サイズ：本体価格 3,093 円(税込 3,340 円)／直径 15 ㎝
■商品内容：
乳製品の代わりに豆乳、卵の代わりに大豆たんぱくを、小麦粉の代わりに米粉を使用した、乳・卵・
小麦アレルギーの方におすすめのひなまつりのデコレーションケーキです。小麦粉を使用せずこだわ
りの製法で口どけ良く仕上げた米粉のスポンジで、豆乳クリームと苺のコンポートをサンドしました。
※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おりますが、アレルゲン検査を行い出荷し
ております。
※ひなまつりプレートはチョコレートではございません。(マジパン使用)
※マジパンプレートは、はちみつを使用しておりますので、1 歳未満の乳児には与えないで下さい。
※マジパンプレートには、アーモンドを使用しています。
※苺、飾りはお客様にて飾り付けていただきます。

【桃の節句 卵と小麦粉を使用していない生クリームデコレーション】 期間限定
■価格／サイズ：本体価格 3,000 円(税込 3,240 円)／直径 15 ㎝
■商品内容：
卵の代わりに乳たんぱくを、小麦粉の代わりに米粉を使用した、卵・小麦アレルギーの方におすすめ
のひなまつりのデコレーションケーキです。小麦粉を使用せずこだわりの製法で口どけ良く仕上げた米
粉スポンジで、生クリームと苺のコンポートをサンドしました。
※乳製品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おりますが、アレルゲン検査を行い出荷してお
ります。
※ひなまつりプレートはチョコレートではございません。(マジパン使用)
※マジパンプレートは、はちみつを使用しておりますので、1 歳未満の乳児には与えないで下さい。
※マジパンプレートには、アーモンドを使用しています。
※苺、飾りはお客様にて飾り付けていただきます。
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【桃の節句 卵と小麦粉を使用していないチョコ生クリームデコレーション】 期間限定
■価格／サイズ：本体価格 3,000 円(税込 3,240 円)／直径 15 ㎝
■商品内容：
卵の代わりに乳たんぱくを、小麦粉の代わりに米粉を使用した、卵・小麦アレルギーの方におすすめ
のひなまつりのデコレーションケーキです。小麦粉を使用せずこだわりの製法で口どけ良く仕上げた米
粉のココアスポンジで、チョコ生クリームと苺のコンポートをサンドしました。
※乳製品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おりますが、アレルゲン検査を行い出荷してお
ります。
※ひなまつりプレートはチョコレートではございません。(マジパン使用)
※マジパンプレートは、はちみつを使用しておりますので、1 歳未満の乳児には与えないで下さい。
※マジパンプレートには、アーモンドを使用しています。
※苺、飾りはお客様にて飾り付けていただきます。

■上記商品の販売期間：①2 月 15 日(金)～3 月 3 日(日)
②3 月 23 日(土)～4 月 3 日(水)※北海道・九州・山口県・広島県の一部地域を除く

＜そのほかのひな祭りケーキ＞
・2 段のひな飾り、フルーツタルト、動物のケーキなどバラエティ豊富なラインナップ。
【ひなかざりスペシャル 2 段デコレーション】 新商品 期間限定
■価格／サイズ：本体価格 5,000 円(税込 5,400 円)／20 ㎝×20 ㎝×高さ 15.5 ㎝
■商品内容：
お内裏様とお雛様、三人官女、五人囃子の雛人形（砂糖菓子）と、たっぷりのフレッシュ苺を
華やかに飾った、女の子の健やかな成長をお祝いするひな飾りのようなスペシャルデコレー
ションケーキです。苺風味スポンジと抹茶風味スポンジで北海道産生クリームと苺をサンドし、
さらにスポンジで北海道産生クリームをサンドしたケーキを重ねました。

【ひなかざりロングデコレーション】 期間限定
■価格／サイズ：本体価格 3,800 円(税込 4,104 円)／長さ 39 ㎝
■商品内容：
苺風味スポンジと抹茶風味スポンジで、生クリームと黄桃・白桃シロップ漬けをサ
ンドし、北海道産生クリームと色とりどりのフルーツ、雛人形（砂糖菓子）で華やかに
飾り付けました。パーティなどの大人数でシェアできる、ひな祭りのデコレーションケ
ーキです。
【桃の節句 フルーツタルトデコレーション】 期間限定
■価格／サイズ：本体価格 3,600 円(税込 3,888 円)／直径 18 ㎝
■商品内容：
フランスブルターニュ産のバターを使用したタルトに、新鮮な卵を使用したカスタード生クリームと
色鮮やかなフルーツをたっぷり飾りました。香ばしいアーモンドタルトと、甘酸っぱいフルーツの味わ
いが相性抜群です。
【桃の節句 ハッピーどうぶつチョコデコレーション】 新商品 期間限定
■価格／サイズ：本体価格 2,300 円(税込 2,484 円)／長さ 17 ㎝
■商品内容：
スポンジ入りホワイトチョコクリーム、スポンジクラム、チョコレートで仕上げた、もふもふとしたパン
ダちゃんとうさぎちゃんをのせたロールケーキです。チョコ生クリームとチョコソースをココアスポンジ
で巻き、たっぷりのチョコ生クリームを絞りました。パンダちゃんはお内裏様を、うさぎちゃんはお雛様
をイメージした、小さいお子様におすすめのひな祭りのロールケーキです。
■上記商品の販売期間：①2 月 22 日(金)～3 月 3 日(日)
②3 月 23 日(土)～4 月 3 日(水)※北海道・九州・山口県・広島県の一部地域を除く
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・ひなまつり限定のかわいらしいプチケーキ
【桃の節句 苺のムースケーキ】 新商品 期間限定
■価格：本体価格 470 円(税込 507 円)
■商品内容：
なめらかな苺ムースの中にシリアル入りホワイトチョコと甘酸っぱい苺コンフィチュールを入れ、2
層のスポンジに重ねました。やさしい甘さの苺風味生クリームで包み、フレッシュな苺をトッピングし
た、かわいらしいピンク色のひな祭りケーキです。
【桃の節句 フルーツショート】 期間限定
■価格：本体価格 340 円(税込 367 円)
■商品内容：
苺、雛人形（砂糖菓子）、桃の花、ぼんぼりを飾りつけた、ひな祭りのお祝いにぴったりなプチケー
キです。苺風味スポンジと抹茶風味スポンジで北海道産生クリームと黄桃シロップ漬けをサンドし、ひ
な祭りをイメージさせるカラフルな色合いに仕上げました。
（左）【桃の節句 生クリームショート】 期間限定
（右）【桃の節句 チョコ生クリームショート】 期間限定
■価格：各 本体価格 170 円(税込 183 円)

■上記商品の販売期間：①2 月 15 日(金)～3 月 3 日(日)
②3 月 23 日(土)～4 月 3 日(水)※北海道・九州・山口県・広島県の一部地域を除く

＜シャトレーゼ ひな祭りケーキ＞
■取扱い：
全国のシャトレーゼ（※商品・地域によって販売期間が異なります。）
■日程：
①2 月 15 日(金)または 2 月 22 日(金)～3 月 3 日(日)（※商品によって異なります）
②3 月 23 日(土)～4 月 3 日(水)（※北海道・九州・山口県・広島県の一部地域を除く）
■「ひな祭りケーキ」特設サイト：
https://www.chateraise.co.jp/campaign/20190204

【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 519 店舗、海外 59 店舗（2019 年 2 月 12 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）
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

