
報道関係各位認 

＜プレスリリース＞     株式会社セゾンファクトリー 

2019 年 5 月 29 日（水） 

暑い夏に「お酢ドリンク」ですっきりリフレッシュ！！ 

夏はセゾンファクトリーの「飲む酢」 

2019 年 6月 2日（日）から順次、期間限定発売 

～夏ギフト「夏の飲む酢3本詰合せ」6月17日（月）期間限定発売～ 

山形県が誇るものづくり企業 3社のコラボレーション！せんべいと濃厚チーズディップのマリアージュ 

「やまがたマリアージュ」好評発売中

おいしいものにこだわったものづくりを行う株式会社セゾンファクトリー（本社：山形県東置賜郡高畠町、代表取締

役：齋藤 雅一）は、果実をブレンドしておいしくすっきり飲みやすいと人気の「飲む酢」の夏向けの新商品を、6月2日

（日）から順次、全国のセゾンファクトリー店舗、およびセゾンファクトリーWEBショップで新発売いたします。 

（WEBショップ：https://www.saisonfactory.co.jp/shop/） 

・夏の疲れをリフレッシュ！夏はセゾンファクトリーの「飲む酢」

年々暑さが増す夏。暑さで疲れた体を労わるには、お酢の酸味が良いと言われています。セゾンファクトリーの「飲む酢」

は、お酢に果汁とはちみつをブレンド。ドリンク感覚でゴクゴク飲めるおいしさと、季節限定の果実を楽しめるラインナップの

多さで人気を集めています。そんな人気の「飲む酢」の中でも、夏におすすめの新商品。今年の夏は、セゾンファクトリーの

すっきりしたお酢をゴクゴク飲んで、爽やかに乗り越えませんか。 

・「飲む酢 香り白葡萄マスカット」：深みのある甘さと上品な香りのマスカット果汁に、くせがないさっぱりとした酸味のレモ

ン酢とぶどう酢をブレンド。糖質は使用せずに、マスカット果汁の甘さだけで仕上げました。

・「飲む酢 沖縄の柑橘シークヮーサー」：すっきり爽やかな香りと酸味のシークヮーサー果汁を黒酢のまろやかさとコクで

おいしく仕上げた沖縄素材の夏らしい飲む酢です。 

・「飲む酢 塩トマト」：イタリア産とスペイン産の2種類のトマトをブレンドし、さらに「トマト酢」を使用することで、トマトのコ

クと旨味が感じられるよう仕上げました。レモンの皮を加えたことで、より夏らしいすっきりとした爽やかな味わいになり、さらり

としたのど越しと程よい塩味が暑い夏にぴったりです！ 

・夏を乗り越えるお手伝いに！夏ギフト「夏の飲む酢3本詰合せ」

「飲む酢 塩トマト」に、「飲む酢 沖縄パイン」と「飲む酢 蜂蜜レモン」をセットにして、夏ギフトとしておすすめの「飲む酢」

3 本を詰合せました。割るものを変えて様々なアレンジを楽しめます。この時期だけの爽やかな飲む酢の詰合せです。 

https://www.saisonfactory.co.jp/shop/


<商品概要> 
商品名 飲む酢 香り白葡萄マスカット 

名称 清涼飲料水 

原材料名  ぶどう濃縮果汁、果実酢、洋酒/酸味料、香料 

栄養成分（100g 当り） エネルギー：187kcal  たんぱく質：1.0g  脂質：1.0g 

炭水化物：42.5g  食塩相当量：0.10g ◎推定値

内容量 200ml 

賞味期限 365 日 

保存方法 直射日光を避け常温で保存 

価格 1,296 円（税込）  

販売先 全国のセゾンファクトリー店舗、およびセゾンファクトリーWEB ショップ 

発売日 2019 年 6 月 2 日（日） 発売予定   

商品特徴 糖質は使用せずに、マスカット果汁の甘さだけで仕上げた飲む酢。深みのある甘さと 

上品な香りのマスカット果汁に、くせがないさっぱりとした酸味のレモン酢とぶどう酢をブレンド。 

※香りづけのために洋酒を使用しております。お酒の弱い方やお子様は十分ご注意ください。

商品名 飲む酢 沖縄の柑橘シークヮーサー 

名称 清涼飲料水 

原材料名  はちみつ、米黒酢、シークヮーサー果汁 

栄養成分（100g 当り） エネルギー：151kcal  たんぱく質：0.7g  脂質：0.0g 

炭水化物：40.6g  食塩相当量：0.01g  ◎推定値

内容量 200ml 

賞味期限 180 日 

保存方法 直射日光を避け常温で保存 

価格 1,620 円（税込）  

販売先 全国のセゾンファクトリー店舗、およびセゾンファクトリーWEB ショップ 

発売日 2019 年 6 月 26 日（水） 発売予定   

商品特徴  すっきり爽やかな香りと酸味のシークヮーサー果汁を黒酢のまろやかさとコクで 

おいしく仕上げた沖縄素材の夏らしい飲む酢です。炭酸割りや焼酎割りがおすすめです。 

商品名 飲む酢 塩トマト 

名称 清涼飲料水 

原材料名 トマト加工品、醸造酢、はちみつ、食塩、レモン/pH 調整剤

栄養成分（100g 当り） エネルギー：70kcal      たんぱく質：1.2g  脂質：0.0g 

炭水化物：16.2g        食塩相当量：0.25g    ◎推定値

内容量 200ml 

賞味期限 180 日 

保存方法 直射日光を避け常温で保存 

価格 1,080 円（税込）  

販売先 全国のセゾンファクトリー店舗、およびセゾンファクトリーWEB ショップ 

発売日 2019 年 6 月 17 日（月） 発売予定   

商品特徴 イタリア産とスペイン産の2種類のトマトをブレンドし、さらに「トマト酢」を使用することで、

トマトのコクと旨味が感じられるよう仕上げました。

すっきり感のあるさらりとしたのど越しと程よい塩味が暑い夏にぴったりです！ 

※原材料名、栄養成分、内容量、パッケージデザインは

変更になる場合がございます。

※原材料名、栄養成分、内容量、パッケージデザインは

変更になる場合がございます。

※原材料名、栄養成分、内容量、パッケージデザインは

変更になる場合がございます。



商品名 夏の飲む酢 3 本詰合せ 

内容量 200ml×3 本 

賞味期限 180 日 

保存方法 直射日光を避け常温で保存  

価格 3,240 円（税込）※送料込み 

販売先 セゾンファクトリーWEB ショップ

発売日 2019 年 6 月 17 日（月） 発売予定

商品特徴 夏にぴったりの「飲む酢 塩トマト」に、「飲む酢 沖縄パイン」と「飲む酢 蜂蜜レモン」

を詰合せにした夏のギフトにおすすめの限定セットです。

「飲む酢 塩トマト」に、下記の「飲む酢 沖縄パイン」と「飲む酢 蜂蜜レモン」を加えた 3 本セット 

商品名 飲む酢 沖縄パイン 

名称 3 倍希釈時 40%パインアップル果汁入り飲料 

原材料名  パインアップル（沖縄県産）、はちみつ、米黒酢/香料、酸味料 

栄養成分（100g 当り） エネルギー：168kcal  たんぱく質：1.1g  脂質：0.0g 

炭水化物：43.4g  食塩相当量：0.01g  ◎推定値

賞味期限 365 日 

価格 972 円（税込） 

商品特徴  沖縄県産パインアップルの甘みを黒酢の酸味で引き立て、バランスよく仕上げました。 

甘くてジューシーな飲む酢。炭酸割りや牛乳割りがおすすめです。 

商品名 飲む酢 蜂蜜レモン 

名称 2 倍希釈時 11%レモン果汁入り飲料 

原材料名  はちみつ、レモン、果実酢/香料 

栄養成分（100g 当り） エネルギー：142kcal  たんぱく質：0.3g  脂質：0.0g 

炭水化物：38.5g  食塩相当量：0.03g  ◎推定値

賞味期限 180 日 

価格 1,080 円（税込）  

商品特徴  はちみつの優しい甘さの中に爽やかなレモン酢をブレンドすることで、よりすっきりとした 

ビネガードリンクに仕上げました。夏にはたっぷり氷を入れた炭酸割りがおすすめです！ 

※原材料名、栄養成分、内容量、パッケージデザインは

変更になる場合がございます。

【夏デザート「飲む酢」アレンジレシピ】「飲む酢 マスカット フルーツポンチ風デザート」 

材料（2 個分） 

湯：50cc、ゼラチン：5g、飲む酢 香り白葡萄マスカット：100cc、水：150cc、 

お好みのフルーツ（いちご・パイン・ブルーベリーなど）：適量 

作り方 

① 80 度以上の湯にゼラチンを溶かす。

② 飲む酢 香り白葡萄マスカットを水で希釈する。

③ ①と②を混ぜ合わせ、冷蔵庫で固める。

④ 固まったら、スプーンでクラッシュ状にする。

⑤ お好みのフルーツと④を交互に器に入れ、盛り付ければ完成！



 

◆せんべいに濃厚チーズディップ！新スタイルの楽しみ方！！

やまがたマリアージュ
1,620 円（税込）
しみかりせん 醤油 70g、
しみかりせん 七味唐辛子 70g、
フロマージュディップ 120g
賞味期限 しみかりせん 90 日／フロマージュディップ 180 日
好評発売中

せんべい・あられ専門店「煎餅工房さがえ屋」の代表的な商品である「しみかりせん」とそれを引き立てるセゾンファクトリーの
「フロマージュディップ」をセットにし、ファッション界で世界をリードする「佐藤繊維」の佐藤正樹氏が監修した美しいパッケー
ジに詰合せました。山形県が誇るものづくり企業 3 社による“素材にこだわった山形のプレミアムギフト”です。 

ぬれ煎餅の深い味わいながらカリカリ食感が楽しめる「しみかりせん」は、山形県産「はえぬき」を 100%使用し、同商品限
定で米粒の形に仕上げています。人気の醤油味に加え、直営店限定で毎月 7 日から無くなり次第販売終了となる人気
の七味唐辛子味の 2 種類に、3 種類のチーズ（北海道産クリーム・マスカルポーネ、イタリア産ゴルゴンゾーラ）をブレンド
した「フロマージュディップ」を付けて食べることで、チーズの香りとコクを楽しみながら「しみかりせん」とのマリアージュを楽しめ
る、新しいスタイルを提案しています。 

さらに、3 社の個性のあるロゴを 1 つのデザインとしてマリアージュし、外装には世界的にも評価の高い「モヘア」の糸を使用
することで「佐藤繊維」のオリジナルブランド「GEA」の世界観とプレミアムギフトらしい高級感を演出しました。 

まさに山形のいいとこ取りの「やまがたマリアージュ」！ 
ついつい山形自慢したくなるギフトです。 

・煎餅工房さがえ屋
HP：https://www.sagaeya.co.jp
通信販売 0120-38-3324

・佐藤繊維（GEA）
HP：https://www.gea.yamagata.jp
TEL：0237-86-7730

山形県が誇るものづくり企業 3社のコラボレーション 

山形のいいとこ取り！“素材にこだわった山形のプレミアムギフト” 

「やまがたマリアージュ」 

https://www.sagaeya.co.jp/
https://www.gea.yamagata.jp/



