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 11 月 12 日（火）

大人気のフルーツバターをサンドした洋風どらやきが新登場！

「フルーツバターのどらやき」3 種類
2019 年 12 月 4 日（水）から新発売
「いちごバターのどらやき」「りんごバターのどらやき」「ブルーベリーバターのどらやき」
・NEWキャップでさらにスタイリッシュに！
コンフィチュールアップルシナモン 11 月 29 日（金）発売
コンフィチュール抹茶 11 月 29 日（金）発売
コンフィチュールロイヤルミルクティ 11 月 29 日（金）発売

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、好評発売中のフルーツバターをふわふわのどらやき生地でサンドした「フルーツバターのどらやき」3種類
を、12月4日（水）から一部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/）
・セゾンファクトリーから新登場のスウィーツ「フルーツバターのどらやき」
大人気フルーツバターをふわふわのどらやき生地でサンドした洋風どらやきが誕生しました。生地とフルーツバターの相性に
とことんこだわって何度も試作を重ねたセゾンファクトリーの自信作！味は「いちごバターのどらやき」「りんごバターのどらや
き」「ブルーベリーバターのどらやき」の3種類。華やかなフルーツの風味とバターのコクを味わっていただくために生地はソフト
なふわふわ食感に仕上げました。軽い食感で食べやすく、女性に嬉しい手のひらに収まるミニサイズ。贈り物やお手土産に
ぴったりです。上品なブルーの箱は3個入り、6個入り、10個入りの3パターン。ホームパーティーやオフィスへのお手土産に
は「フルーツバターのどらやき」で喜んでもらえること間違いなし！
・大人気コンフィチュールがさらにスタイリッシュになって再登場！
セゾンファクトリーの人気コンフィチュールシリーズが11月29日（金）より順次スタイリッシュな姿で再登場いたします。こ
れ1個でプチギフトとしても使っていただけるよう、デザインにこだわりました。秋の味覚、りんごがたっぷり楽しめるシナモンが
効いた「コンフィチュールアップルシナモン」、京都・宇治抹茶を使用した「コンフィチュール抹茶」、ダージリンが上品に香る
「コンフィチュールロイヤルミルクティ」の3種類。使い終わったら小物入れとして机に置きたいクールなデザインです。

3 個 6 個 10 個入り お手土産にぴったり！
フルーツバターのどらやき詰合せ

3 個入り

6 個入り

10 個入り

商品名

フルーツバターのどらやき 3 個詰合せ

内容量

各 1 個（いちごバターのどらやき、りんごバターのどらやき、ブルーベリーバターのどらやき）

賞味期限
保存方法
価格
販売先
発売日

14 日
直射日光や高温多湿を避け保存
585 円（税込）
大阪高島屋、大丸東京、およびセゾンファクトリーWEB ショップ先行発売
2019 年 12 月 4 日（水）発売

商品特徴

「いちごバターのどらやき」、「りんごバターのどらやき」、
「ブルーベリーバターのどらやき」を各 1 個ずつ詰合せた
プチギフトにぴったりサイズのどらやき詰合せです。

商品名

フルーツバターのどらやき 6 個詰合せ

内容量

各 2 個（いちごバターのどらやき、りんごバターのどらやき、ブルーベリーバターのどらやき）

賞味期限
保存方法
価格
販売先
発売日

14 日
直射日光や高温多湿を避け保存
1,170 円（税込）
大阪高島屋、大丸東京、およびセゾンファクトリーWEB ショップ先行発売
2019 年 12 月 4 日（水）発売

商品特徴

「いちごバターのどらやき」、「りんごバターのどらやき」、
「ブルーベリーバターのどらやき」を各 2 個ずつ詰合せた
ホームパーティーへのお手土産にぴったりサイズのどらやき詰合せです。

商品名

フルーツバターのどらやき 10 個詰合せ

内容量

いちごバターのどらやき 4 個、りんごバターのどらやき 3 個、ブルーベリーバターのどらやき 3 個

賞味期限
保存方法
価格
販売先
発売日

14 日
直射日光や高温多湿を避け保存
1,950 円（税込）
大阪高島屋、大丸東京、およびセゾンファクトリーWEB ショップ先行発売
2019 年 12 月 4 日（水）発売

商品特徴

「いちごバターのどらやき」、「りんごバターのどらやき」、
「ブルーベリーバターのどらやき」を詰合せたオフィスへのお手土産に
ぴったりサイズのどらやき詰合せです。

※原材料名、栄養成分、内容量、賞味期限、パッケージデザインは変更になる場合がございます。

<商品概要>
商品名
名称
原材料名

栄養成分（1 個当り）

いちごバターのどらやき
和生菓子
ミックス粉（小麦粉、砂糖、その他）(大豆を含む)(国内製造)、卵、砂糖、いちご、バター、
食用植物油脂、はちみつ、水あめ、レモン果汁/安定剤(加工でん粉、増粘多糖類：ゼラチン由来)、
べーキングパウダー、乳化剤、酸味料、調味料（アミノ酸）、酵素
エネルギー：102kcal
たんぱく質：1.5g
脂質：3.4g
炭水化物：16.4g
食塩相当量：0.17g

内容量

1個

賞味期限
保存方法
価格
販売先
発売日
商品特徴

14 日
直射日光や高温多湿を避け保存
195 円（税込）
大阪高島屋、大丸東京、およびセゾンファクトリーWEB ショップ
2019 年 12 月 4 日（水）発売
ソフトなどら焼き生地に、フルーツ（いちご）バタークリームをサンドした洋風どら焼きです。
※原材料名、栄養成分、内容量、賞味期限、

商品名
名称
原材料名

栄養成分（1 個当り）
内容量
賞味期限
保存方法
価格
販売先
発売日
商品特徴

パッケージデザインは変更になる場合がございます。

りんごバターのどらやき
和生菓子
ミックス粉(小麦粉、砂糖、その他)(大豆を含む)(国内製造)、卵、砂糖、りんご、バター、
食用植物油脂、はちみつ、水あめ/安定剤(加工でん粉、増粘多糖類:ゼラチン由来)、
べーキングパウダー、乳化剤、酸味料、香料、乳酸 Ca、調味料（アミノ酸）、
酸化防止剤(ビタミン C)、酵素
エネルギー：98kcal
たんぱく質：1.9g
脂質：3.6g
炭水化物：14.6g
食塩相当量：0.18g
1個
14 日
直射日光や高温多湿を避け保存
195 円（税込）
大阪高島屋、大丸東京、およびセゾンファクトリーWEB ショップ
2019 年 12 月 4 日（水）発売
ソフトなどら焼き生地に、フルーツ（りんご）バタークリームを
サンドした洋風どら焼きです。

※原材料名、栄養成分、内容量、賞味期限、
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
名称
原材料名

栄養成分（1 個当り）

ブルーベリーバターのどらやき
和生菓子
ミックス粉(小麦粉、砂糖、その他)(大豆を含む)(国内製造)、卵、ブルーベリー、砂糖、バター、
食用植物油脂、はちみつ、水あめ、レモン果汁/安定剤(加工でん粉、増粘多糖類:ゼラチン由来)、
べーキングパウダー、乳化剤、調味料（アミノ酸）、酵素
エネルギー：103kcal
たんぱく質：1.8g
脂質：3.7g
炭水化物：15.7g
食塩相当量：0.19g

内容量

1個

賞味期限
保存方法
価格
販売先
発売日
商品特徴

14 日
直射日光や高温多湿を避け保存
195 円（税込）
大阪高島屋、大丸東京、およびセゾンファクトリーWEB ショップ
2019 年 12 月 4 日（水）発売
ソフトなどら焼き生地に、フルーツ（ブルーベリー）バタークリームをサンドした洋風どら焼きです。
※原材料名、栄養成分、内容量、賞味期限、
パッケージデザインは変更になる場合がございます。

プチギフトに渡したい！
クールなデザインのコンフィチュール 3 種
<商品概要>
商品名
名称
原材料名
栄養成分（100g 当り）

コンフィチュール アップルシナモン
りんごジャム（プレザーブスタイル）
りんご、砂糖、カラメルソース、シナモンパウダー/ゲル化剤(ペクチン)、酸味料、酸化防止剤(ビタミン C)、
乳酸 Ca、香料
エネルギー：139kcal
たんぱく質：0.1g
脂質：0.1g
炭水化物：36.3g
食塩相当量：0.03g
◎推定値

内容量

180g

賞味期限
保存方法
価格
販売先
発売日
商品特徴

180 日
直射日光を避け常温で保存
972 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 11 月 29 日（金）発売
国産紅玉りんごの甘酢っぱい風味に、シナモンのスパイシーで甘い香りをプラスした、
秋限定コンフィチュールです。
※原材料名、栄養成分、内容量、パッケージデザインは

商品名
名称
原材料名

コンフィチュール 抹茶
ミルクジャム（抹茶）
牛乳、クリーム、砂糖、乳等を主要原料とする食品、加糖れん乳、還元麦芽糖水あめ、
抹茶/トレハロース、ゲル化剤(ペクチン)
エネルギー：265kcal
たんぱく質：3.4g
脂質：11.0g
炭水化物：41.4g
食塩相当量：0.11g
◎推定値

変更になる場合がございます。

栄養成分（100g 当り）
内容量

190g

賞味期限
保存方法
価格
販売先
発売日
商品特徴

180 日
直射日光を避け常温で保存
1,620 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 11 月 29 日（金）発売
京都 宇治抹茶を使用。すっきりした甘さと抹茶の香りとほろ苦さがおいしいコンフィチュール。
パンはもちろん、白玉や餡との相性も抜群です。
※原材料名、栄養成分、内容量、パッケージデザインは

商品名
名称
原材料名

コンフィチュール ロイヤルミルクティ
ミルクジャム（紅茶）
牛乳、砂糖、クリーム、乳等を主要原料とする食品(脱脂濃縮乳、クリーム、乳)、加糖れん乳、還元麦
芽糖水あめ、紅茶エキス、カラメルソース、バター/香料、ゲル化剤(ペクチン)
エネルギー：253kcal
たんぱく質：2.6g
脂質：9.9g
炭水化物：41.3g
食塩相当量：0.13g
◎推定値

変更になる場合がございます。

栄養成分（100g 当り）
内容量

190g

賞味期限
保存方法
価格
販売先
発売日
商品特徴

180 日
直射日光を避け常温で保存
1,080 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 11 月 29 日（金）発売
じっくり煮詰めた生乳のコクに、ダージリンの上品な香りが優しく漂うなめらかな舌触りの、
奥深い優しい甘さのミルクジャムです。
※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。

