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
2020 年 1 月 9 日（木）

話題の洋風どらやきにバレンタイン限定ショコラバージョンが登場！

「フルーツバターのショコラどらやき」3 種類
2020 年 1 月 22 日（水）から新発売！
・マンゴーバターのショコラどらやき・ラズベリーバターのショコラどらやき
・髙島屋限定「ミックスジュースバターのショコラどらやき」
手作りスウィーツにもプチギフトにも！
みんな大好き王道派！コンフィチュールキャラメルチョコアーモンド
大人のためのコンフィチュールブラックチョコオレンジクルミ

好評発売中！
チョコいちご＆チョコばなな

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、話題のフルーツバターどらやきの生地にショコラを混ぜ込んだ、バレンタインにぴったりの「フルーツバターの
ショコラどらやき」3種類を2020年1月22日（木）から一部のセゾンファクトリー店舗、一部のバレンタイン催事会場で新
発売いたします。

・バレンタインに新常識？！話題性バツグン「フルーツバター×ショコラどらやき」
毎年やってくるバレンタイン。友チョコ、義理チョコ、会社へ…手を変え品を変え頭を悩ませていませんか？そんな、悩める
人々にバレンタインの常識を打ち破るスウィーツが誕生しました！その名も「フルーツバターのショコラどらやき」。今話題の
洋風どらやきをショコラ生地にした季節限定商品で、味は店舗限定フレーバーを含め3種類。トロピカルなマンゴーバター
をショコラ生地どらやきでサンドした「マンゴーバターのショコラどらやき」、甘酸っぱいラズベリーバターがショコラ生地どらやきと
相性抜群の「ラズベリーバターのショコラどらやき」、そして大阪名物「ミックスジュース」をフルーツバターに仕上げ、ショコラ
生地どらやきでサンドした、髙島屋限定の「ミックスジュースバターのショコラどらやき」。食べやすい手のひらに収まるサイズ
だからひとつ、もうひとつと思わず食べたくなる！今年のバレンタインは、一風変わったショコラどらやきにしてみてはいかがで
しょうか？

<商品概要>

商品名
名称
原材料名

栄養成分（1 個当り）

マンゴーバターのショコラどらやき
和生菓子
生地 (ミックス粉(小麦粉、砂糖、その他)(乳成分・大豆を含む)(国内製造)、卵、砂糖、チョコレート
ペースト(砂糖、水あめ、果糖ぶどう糖液糖、ココアパウダー、カカオマス)、食用植物油脂)、餡(砂糖、
マンゴー、バター、レモン果汁)/生地 (トレハロース、ベーキングパウダー、ｐＨ調整剤、安定剤(加工
でん粉、増粘多糖類)、香料、乳化剤、着色料（クチナシ、紅こうじ）、酵素)、餡(トレハロース、安
定剤(加工でん粉、増粘多糖類:卵・ゼラチン由来）、調味料(アミノ酸等)、酸味料、香料)
エネルギー：130kcal
炭水化物：19.7g

たんぱく質：1.9g
食塩相当量：0.42g

脂質：4.9g
◎推定値

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

8日
直射日光や高温多湿を避け保存
216 円（税込）
一部のセゾンファクトリー店舗、一部のバレンタイン催事会場
2020 年 1 月 22 日（水）発売予定
香りと深みある味わいのマンゴーとコクのある北海道産バターをブレンド。
やさしいマンゴーバターの味わいとショコラどらやきをお楽しみいただけます。
濃厚でも後味はすっきりとしています。
※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
名称
原材料名

栄養成分（1 個当り）

ラズベリーバターのショコラどらやき
和生菓子
生地 (ミックス粉(小麦粉、砂糖、その他)(乳成分・大豆を含む)(国内製造)、卵、砂糖、チョコレート
ペースト(砂糖、水あめ、果糖ぶどう糖液糖、ココアパウダー、カカオマス)、食用植物油脂)、餡(ラズベリ
ー、砂糖、バター、洋酒、レモン果汁)/生地 (トレハロース、ベーキングパウダー、ｐＨ調整剤、安定剤
(加工でん粉、増粘多糖類)、香料、乳化剤、着色料（クチナシ、紅こうじ）、酵素)、餡(トレハロー
ス、安定剤(加工でん粉、増粘多糖類:卵・ゼラチン由来）、調味料(アミノ酸等)、酸味料)
エネルギー：133kcal
炭水化物：19.6g

たんぱく質：1.9g
食塩相当量：0.42g

脂質：5.2g
◎推定値

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

8日
直射日光や高温多湿を避け保存
216 円（税込）
一部のセゾンファクトリー店舗、一部のバレンタイン催事会場
2020 年 1 月 22 日（水）発売予定
香り高いラズベリーとコクのある北海道産バターをブレンド。
やさしい酸味のラスベリーバターの味わいとショコラどらやきをお楽しみいただけます。
※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。

＜大阪髙島屋限定商品＞
商品名
名称
原材料名

栄養成分（1 個当り）

ミックスジュースバターのショコラどらやき
和生菓子
生地 (ミックス粉(小麦粉、砂糖、その他)(乳成分・大豆を含む)(国内製造)、卵、砂糖、チョコレート
ペースト(砂糖、水あめ、果糖ぶどう糖液糖、ココアパウダー、カカオマス)、食用植物油脂)、餡(砂糖、
果実(バナナ、パインアップル、もも)、バター、みかん果汁)/生地 (トレハロース、ベーキングパウダー、ｐ
Ｈ調整剤、安定剤(加工でん粉、増粘多糖類)、香料、乳化剤、着色料（クチナシ、紅こうじ）、酵
素)、餡(トレハロース、安定剤(加工でん粉、増粘多糖類:卵・ゼラチン由来）、調味料(アミノ酸等)、
酸味料、酸化防止剤(ビタミン C))
エネルギー：123kcal
たんぱく質：1.9g
炭水化物：20.6g 食塩相当量：0.42g

脂質：4.0g
◎推定値

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

8日
直射日光や高温多湿を避け保存
216 円（税込）
大阪髙島屋店
2020 年 1 月 22 日（水）発売予定
果実を 4 種類ブレンドし更に北海道産バターをブレンド。
濃厚な果実バターとショコラどらやきをお楽しみいただけます。
大阪髙島屋でしか買えない限定どらやきです。

※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。

優しい甘み王道キャラメル vs ビタースイートな大人オレンジチョコ
好みに合わせて選べる 2 種のコンフィチュール！

商品名
名称
原材料名

栄養成分（100g 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

コンフィチュール キャラメルチョコアーモンド
チョコレートジャム（アーモンド入り）
牛乳、チョコレート(砂糖、ココアバター、全粉乳、脱脂粉乳、カカオマス、キャラメルパウダー(濃縮乳、加
糖脱脂れん乳)、その他)、クリーム、砂糖、アーモンド、洋酒/ゲル化剤(ペクチン)、着色料(カラメル)、
乳化剤(大豆由来)、香料
エネルギー：351kcal
たんぱく質：4.0g
脂質：23.1g
炭水化物：32.9g
食塩相当量：0.12g
◎推定値
185g
180 日
直射日光を避け常温で保存
1,296 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
2020 年 1 月 27 日（月）発売予定
キャラメルの優しい香りと甘み、チョコレートのほろ苦さ、アーモンドの香ばしさがおいしくブレンド。
パンやパンケーキはもちろん、アイスにかけても絶品です。
※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。

商品名
名称
原材料名
栄養成分（100g 当り）

コンフィチュール ブラックチョコオレンジクルミ
チョコレートジャム（オレンジ＋くるみ入り）
クリーム、牛乳、砂糖、加糖れん乳、はちみつ、くるみ、オレンジ砂糖漬、チョコレート、
カカオパウダー/ゲル化剤(ペクチン)、乳化剤(大豆由来)、香料
エネルギー：329kcal
たんぱく質：3.2g
脂質：20.4g
炭水化物：34.3g
食塩相当量：0.06g
◎推定値

内容量

185g

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
1,296 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
※原材料名、栄養成分、内容量、パッケージデザインは
2020 年 1 月 27 日(月) 発売予定
ブラックチョコレートのほろ苦さと、オレンジピールの甘さや爽やかな酸味、 変更になる場合がございます。
クルミの食感がおいしい、ビタースイートな大人のコンフィチュールです。

大人気！チョコいちご＆チョコばななも好評発売中！
商品名
名称
原材料名
栄養成分（100g 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

チョコいちご
準チョコレート
植物油脂、砂糖、いちご、全粉乳、ココアバター、脱脂粉乳 /乳化剤(大豆由来)、香料
エネルギー：660kcal
たんぱく質：3.3g
脂質：54.3g
炭水化物：39.3g
食塩相当量：0.21g
◎推定値
100g
180 日
直射日光や高温多湿を避けて 28℃以下の涼しい場所で保存
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
好評発売中
いちごをフリーズドライ加工し、独自の製法でホワイトチョコをしみ込ませました。
爽やかないちごの酸味とクリーミーなホワイトチョコの甘さを併せ持つ新食感のスイーツです。
※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。

商品名
チョコばなな
名称
準チョコレート
原材料名
植物油脂、バナナ、砂糖、全粉乳、ココアバター、脱脂粉乳/乳化剤(大豆由来)、香料
栄養成分（90g 当り） エネルギー：536kcal
たんぱく質 : 3.4g
脂質 :39.4g
炭水化物：42.0g
食塩相当量：0.10g ◎推定値
内容量
90g
賞味期限
180 日
保存方法
直射日光や高温多湿を避けて 28℃以下の涼しい場所で保存
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
好評発売中
商品特徴
ばななをフリーズドライ加工し、独自の製法でホワイトチョコをしみ込ませました。
香り豊かなチョコの口どけとばななの食感が絶妙なバランスの新感覚スイーツです。
※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。

