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 10 月 16 日（水）

大人気！「フルーツバター」に新しい味が仲間入り！
セゾンファクトリーの「フルーツバター」新フレーバー3種類登場！！！
・やさしい酸味ですっきりとした「ブルーベリーバター」
・濃厚な味わいとトロピカルな香り「マンゴーバター」
・まるでスウィーツ！桃の優しい香りと甘さ「ももバター」
【新発売】通信販売限定 お歳暮・冬ギフト！旬のおいしさお届けします。
・山形果実の謹製ジャム 3 個詰合せ
・冬のゼリー12 個詰合せ

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、果物のおいしさとコクのある北海道産バターをブレンドしたスプレットタイプのバタージャム「いちごバター」
「りんごバター」に加え、10月19日（土）から新フレーバー3種類「ブルーベリーバター」「マンゴーバター」「ももバター」の3
種類を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/）
・人気の「フルーツバター」に新フレーバー3 種類が登場！
現在人気沸騰中の「フルーツバター」。セゾンファクトリーでも8月からの発売開始からすでに販売個数1万個を突破！
そんな人気の「フルーツバター」に待望の新フレーバーが登場します。ブルーベリーの優しい酸味とバターのクリーミーな味の
ハーモーニーがおいしい、すっきりとした味わいの「ブルーベリーバター」、マンゴーの素材感をバターでさらに引き立てた、ト
ロピカルな味わいが楽しめる「マンゴーバター」、優しい香りと甘さの白桃と北海道産バターを合わせることでスウィーツのよ
うな味わいを楽しめる「ももバター」の3種類が10月19日（土）より新発売いたします。
・お歳暮・冬の贈り物にセゾンファクトリーの季節感じるギフト
お世話になっている人へ感謝の気持ちを込めて贈るギフトは、受け取る人を想う、特別なギフトを選びたいもの。そんな
方々にぴったりな、素材にこだわった嬉しいギフトを通信販売限定で発売いたします。「山形果実の謹製ジャム3個詰合
せ」は山形県産フルーツを使用。果肉感じる、素材のおいしさがひきたったジャムです。「冬のゼリー12個詰合せ」は果実
をそのまま味わっているような、芳醇な香りとほどける口当たりのゼリーセットです。

<商品概要>
商品名
名称
原材料名
栄養成分（100g 当り）

ブルーベリーバター
ブルーベリーバター
ブルーベリー(カナダ産)、バター、砂糖、レモン果汁 / 安定剤(増粘多糖類:卵・ゼラチン由来)、
乳化剤、酸味料、香料
エネルギー 281kcal、たんぱく質 1.1g、脂質 19.7g、
炭水化物 26.4g、食塩相当量 0.09g ◎推定値

内容量

140g

賞味期限

90 日

保存方法
価格
販売先
発売日
商品特徴

直射日光や高温多湿を避け涼しい場所で保存
864 円(税込)
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
2019 年 10 月 19 日（土）発売
※原材料名、栄養成分、内容量、パッケージデザインは
味わい深いブルーベリーと北海道産バターを使用。
変更になる場合がございます。
ブルーベリーの優しい酸味とバターのクリーミーな
味のハーモーニーがおいしいすっきりとした味わい。

商品名
名称
原材料名

マンゴーバター
マンゴーバター
バター(国内製造)、マンゴー、砂糖、レモン果汁 / 安定剤(増粘多糖類:卵・ゼラチン由来)、
乳化剤、酸味料、香料
エネルギー 295kcal、たんぱく質 1.2g、脂質 21.4g、炭水化物 25.6g、
食塩相当量 0.06g ◎推定値

栄養成分（100g 当り）
内容量

140g

賞味期限

90 日

保存方法
価格
販売先
発売日
商品特徴

直射日光や高温多湿を避け涼しい場所で保存
864 円(税込)
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
2019 年 10 月 19 日（土）発売
濃厚な味わいで香り豊かなマンゴーと北海道産バターを使用。
マンゴーの素材感をバターでさらに引き立てた
素材感を楽しめるフルーツバター。

商品名
名称
原材料名
栄養成分（100g 当り）

※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。

ももバター
ももバター
もも(国産)、砂糖、バター/ 安定剤(増粘多糖類:卵・ゼラチン由来)、乳化剤、酸味料、香料、
紅こうじ色素、酸化防止剤(ビタミン C)、乳酸 Ca
エネルギー 275kcal、たんぱく質 1.2g、脂質 19.0g、炭水化物 26.2g、
食塩相当量 0.06g◎推定値

内容量

140g

賞味期限

90 日

保存方法

直射日光や高温多湿を避け涼しい場所で保存

価格
販売先
発売日
商品特徴

864 円(税込)
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
2019 年 10 月 19 日（土）発売
香り豊かな、肉質が柔らかい白桃と、北海道産バターを使用。
優しい香りと甘さの白桃と北海道産バターを合わせることで、
まるでスウィーツのような味わいに！

※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。

セゾンファクトリーお歳暮・冬ギフト

◆季節のご挨拶にこだわり素材の贈りもの
・「山形果実の謹製ジャム3個詰合せ」：山形県産の果実を使用した謹製ジャム詰合せ。この季節だけの旬のおいしさ
を詰合せました。デザート感覚でもお召し上がりいただける甘さ控えめのジャムです。
・「冬のゼリー12個詰合せ」：国産ぶどうゼリーと、山形県産ラ・フランスゼリーの詰合せ。国産果実のおいしさを存分に
味わっていただけます。

商品概要
商品名

山形果実の謹製ジャム 3 個詰合せ

内容量

謹製ジャム （ピオーネ 240g、紅玉りんご 240g、ラ・フランス 235g）

賞味期限
保存方法
価格
販売先
お届け
商品特徴

180 日
直射日光を避け常温で保存
3,240 円（税込）※送料込み
セゾンファクトリーWEB ショップ
2019 年 11 月下旬よりお届け予定
山形県産の果実を使用した謹製ジャム詰合せ。
この季節だけの旬のおいしさを詰合せました。
デザート感覚でもお召し上がりいただける甘さ控えめのジャム
です。
※数量限定につきなくなり次第販売終了となります。

※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。

～山形果実の謹製ジャム各種 概要～
商品名
謹製ジャム ピオーネ
名称
ぶどうジャム（プレザーブスタイル）
原材料名
ぶどう(山形県産)、砂糖、洋酒/ゲル化剤(ペクチン)、酸味料、乳酸 Ca
栄養成分（100g 当り） エネルギー：108kcal
たんぱく質：0.4g
脂質：0.1g
炭水化物 28.1g
食塩相当量：0.03g
◎推定値
商品特徴
寒暖の差が大きく、自然豊かな高畠町で育ったたっぷりの果汁と甘さが凝縮した
大きな果肉のピオーネを使用しました。大粒で肉厚なピオーネの果肉を残し、おいしさを凝縮しています。
芳醇な香りが口いっぱいに広がり、弾力ある果肉からはジューシーな果汁が溢れます。
皮を使用し、素材由来の天然の色と香りで仕上げた手間暇かけたジャムです。
商品名
名称
原材料名

謹製ジャム 紅玉りんご
りんごジャム（プレザーブスタイル）
りんご、砂糖、はちみつ、クランベリー濃縮果汁、洋酒/ゲル化剤(ペクチン)、
酸味料、香料、酸化防止剤(ビタミン C)、乳酸 Ca
栄養成分（100g 当り） エネルギー：143kcal
たんぱく質：0.1g
脂質：0.1g
炭水化物：37.4g
食塩相当量：0.03g
◎推定値
商品特徴
山形県産紅玉りんごを 100%使用。強い酸味とシャキッとした肉質が特徴的。
ジャムにする紅玉りんごは果皮全体が真っ赤になるまで樹上で待ちます。
その熟度を見極めるのが大変難しく、熟練の農家さんのみ育てる事のできる希少なりんごです。
特徴的な濃い赤色を持つ鮮やかな皮を一度煮込み、その皮の色もジャムに活かしています。
はちみつの甘さとりんごの酸味が絶妙なジャムに仕上げました。

商品名
名称
原材料名
栄養成分（100g 当り）
商品特徴

謹製ジャム 三条目ラ・フランス
西洋梨ジャム（プレザーブスタイル）
西洋梨、砂糖、洋酒/ゲル化剤(ペクチン)、酸味料、乳酸 Ca、香料
エネルギー：118kcal
たんぱく質：0.2g
脂質：0.1g
炭水化物：30.9g
食塩相当量：0.02g
食物繊維：1.8g ◎推定値
山形県産ラ・フランスを使用。ラ・フランスを適度な熟度になるまで追熟させることで凝縮した甘みと香りを
引き出しました。山形県高畠町の佐藤氏・佐竹氏が丹精込めて栽培したラ・フランスです。芳醇な香りと
なめらかな舌触り、ラ・フランス本来の甘みを贅沢に堪能いただけます。

商品概要
商品名

冬のゼリー12 個詰合せ

内容量

ゼリー（ぶどう・ラフランス）各 70g×各 6

賞味期限
保存方法
価格
販売先
お届け

180 日
直射日光を避け常温で保存
3,240 円（税込）※送料込み
セゾンファクトリーWEB ショップ
2019 年 10 月 23 日以降お届け予定

商品特徴

国産ぶどうゼリーと、山形県産ラ・フランスゼリーの詰合せ。
国産果実のおいしさを存分に味わっていただけます。
※数量限定につきなくなり次第販売終了となります。

※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。

～冬のゼリー12 個詰合せ各種 概要～
商品名
ぶどうゼリー
名称
洋生菓子
原材料名
ぶどう(山形県産)、ぶどう濃縮果汁、砂糖、ワイン/ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、香料
栄養成分（70g 当り） エネルギー：60kcal
たんぱく質：0.1g
脂質：0.1g
炭水化物：15.2g
食塩相当量：0.05g
◎推定値
商品特徴
大粒のぶどうの果肉が入った色鮮やかなゼリーです。
ぶどう果汁と香りづけの洋酒のブレンドで風味豊かで後味すっきりなゼリーに仕上がっています。

商品名
名称
原材料名
栄養成分（70g 当り）
商品特徴

ラ・フランスゼリー
洋生菓子
西洋梨(山形県産)、砂糖、洋酒/ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、酸味料、酸化防止剤(ビタミン C)
エネルギー：50kcal
たんぱく質：0.1g
脂質：0.0g
炭水化物：12.3g
食塩相当量：0.01g
◎推定値
山形県産ラフランスを使用。ラフランスの芳醇で上質な香りを口どけの良いゼリーで包みました。
熟した柔らかい食感の果肉をお楽しみください。

