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 4 月 9 日（木）

母の日に贈りたい贅沢デザート詰合せ新発売！

セゾンファクトリーの「デザートゼリー6 個詰合せ」
昨年に引き続き大好評「香る飲む酢詰合せ」
2020 年 4 月 1 日（水）から WEB SHOP で受付中!!
～デザートゼリー6 個詰合せ～
「ブルーベリーチーズ」「グレープフルーツホワイト＆レッド」「マンゴーパッションチーズ」
～香る飲む酢詰合せ～
「飲む酢 薔薇花水+ライム」「飲む酢 オレンジ+カモミール」「飲む酢 柘榴+ハイビスカス」

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、5月10日（日）の母の日に向け、花束代わりのギフトとしてオススメの母の日限定ギフト「デザー
トゼリー6個詰合せ」と「香る飲む酢詰合せ」を、4月1日（水）から、セゾンファクトリーWEBショップ限定で予約販売を
開始いたしました。（WEBショップ：https://www.saisonfactory.co.jp/shop/）
・母を笑顔に！母の日限定ギフト「デザートゼリー6 個詰合せ」＆「香る飲む酢詰合せ」
セゾンファクトリーでは、大切な母親への感謝の気持ちが伝えられるようなギフトとして、果実のおいしさをそのままゼリー
にとじ込めた「デザートゼリー6個詰合せ」と、爽やかな花の香りとフルーツ感を楽しめる「飲む酢3種類詰合せ」を用意いた
しました。どちらも華やかなピンクの母の日限定BOXでお贈りいただけます！「デザートゼリー6個詰合せ」は二つの異なる
味わいを一度に楽しめるゼリー3種×各2個。ガラス瓶入りなので高級感があります。昨年に引き続き好評販売中の「香
る飲む酢詰合せ」は、お酢が苦手な方にもフルーツドリンクのように飲んでいただける、さっぱりとしたビネガードリンクです。
花とフルーツの香りの飲む酢で気持ちまで明るく華やぐでしょう。ギフトは日時を決めてお届け先へ直接送ることもできま
す。お母さんの笑顔を想像しながら、ぜひセゾンファクトリーWEBショップへ！
・「デザートゼリーブルーベリーチーズ」：フランス産クリームチーズとカナダ産ブルーベリーを合わせた二層デザート。
ブルーベリーの素材感はそのままに、チーズとブレンドすることで酸味の柔らかいすっきりとしたデザートに仕上げています。
・「デザートゼリーグレープフルーツホワイト&レッド」：みずみずしさとくちどけの良い食感に仕上げた果実感たっぷりのデ
ザート。果皮のほろ苦さと爽やかな柑橘の香りをお楽しみください。
・「デザートゼリーマンゴーパッションチーズ」： トロピカルフルーツと優しい味わいのチーズデザートを合わせた二層デザー
ト。濃厚なアルフォンソマンゴーの味わいとパッションの香り・素材感を活かしたさっぱりとしたフルーツデザートです。

<商品概要>
商品名

デザートゼリー6 個詰合せ

内容量

85g×6 個

賞味期限
保存方法
価格
販売先
発売日

90 日
直射日光を避け常温で保存
3,240 円（税込）※送料込み
母の日限定ギフト BOX
セゾンファクトリーWEB ショップ
2020 年 4 月 1 日（水） 予約販売開始
2020 年 4 月 20 日（月）以降でご指定ください。
果実のおいしさをそのままとじ込め、デザートゼリーにしました。
グレープフルーツは赤と白、ブルーベリーとマンゴーパッションは
果実によく合うチーズデザートとの 2 層仕上げに。
見た目もおいしい母の日におすすめの限定セットです。

お届け
商品特徴

特別な包装紙

【母の日限定ギフト BOX＆特別な包装紙】

お母さんに感謝の気持ちを贈る大切な日には
カーネーションをモチーフにしたおしゃれなギフト BOX で

※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。

特別な日を演出します。
【デザートゼリー6 個詰合せ 各種 概要】
商品名
デザートゼリーブルーベリーチーズ
名称
洋生菓子
原材料名
ブルーベリー（カナダ産）、砂糖、プロセスチーズ、乳等を主要原料と
する食品（大豆を含む）、洋酒、寒天/トレハロース、ゲル化剤
（増粘多糖類）、酸味料、香料、乳化剤、カゼイン Na、pH 調整剤、
メタリン酸 Na、カラメル色素、安定剤（増粘多糖類）
栄養成分（85g 当り） エネルギー：84kcal
たんぱく質：0.8g
脂質：2.0g
炭水化物：16.3g
食塩相当量：0.17g
◎推定値
商品特徴
フランス産クリームチーズとカナダ産ブルーベリーを合わせた二層デザート。
ブルーベリーの素材感はそのままに、チーズとブレンドすることで
※原材料名、栄養成分、内容量、パッケージデザインは
酸味の柔らかいすっきりとしたデザートに仕上げています。
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（85g 当り）
商品特徴

デザートゼリーグレープフルーツホワイト&レッド
洋生菓子
グレープフルーツ、砂糖、洋酒/ゲル化剤（増粘多糖類）、酸味料、香料
エネルギー：65kcal
たんぱく質：0.3g
脂質：0.0g
炭水化物：12.4g
食塩相当量：0.13g
◎推定値
みずみずしさとくちどけの良い食感に仕上げた果実感たっぷりのデザート。
果皮のほろ苦さと爽やかな柑橘の香りをお楽しみください。
※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（85g 当り）
商品特徴

デザートゼリーマンゴーパッションチーズ
洋生菓子
マンゴー（インド産）、砂糖、プロセスチーズ、乳等を主要原料とする食品
（大豆を含む）、洋酒、パッションフルーツ濃縮果汁、寒天/トレハロース、
ゲル化剤（増粘多糖類）、酸味料、乳化剤、香料、カゼイン Na、
pH 調整剤、メタリン酸 Na、カラメル色素、安定剤（増粘多糖類）
エネルギー：83kcal
たんぱく質：0.8g
脂質：2.0g
炭水化物：16.0g
食塩相当量：0.11g
◎推定値
トロピカルフルーツと優しい味わいのチーズデザートを合わせた二層デザート。
濃厚なアルフォンソマンゴーの味わいとパッションの香り・素材感を活かした
さっぱりとしたフルーツデザートに仕上げています。
※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

香る飲む酢詰合せ

内容量

200ml×3 本

賞味期限
保存方法
価格
販売先
発売日

180 日
直射日光を避け常温で保存
3,780 円（税込）※送料込み
セゾンファクトリーWEB ショップ
2020 年 4 月 1 日（水） 予約販売開始
母の日限定ギフト BOX
2020 年 4 月 20 日（月）以降でご指定ください。
爽やかな花の香りとフルーツ感を楽しむ「飲む酢」3 種類の詰合せ。
お酢が苦手な方にもフルーツドリンクのように飲んでいただけるように、
さっぱりとしたビネガードリンクに仕上げました。
母の日のギフトにおすすめの限定セットです。

お届け
商品特徴

【母の日限定ギフト BOX＆特別な包装紙】

お母さんに感謝の気持ちを贈る大切な日には
カーネーションをモチーフにしたおしゃれなギフト BOX で
特別な日を演出します。

12collection
旬の素材をテーマにした商品を毎月 1 日に発売しています。
毎月どんな野菜やフルーツに出会えるのでしょうか。今月の商品はこちら！
【好評販売中！】
商品名
名称
原材料名
内容量
価格
栄養成分（100g 当り）
商品特徴

商品名
名称
原材料名

夢未来デコポン🄬ジャム
マーマレード
デコポン（熊本県産）、砂糖、洋酒/ゲル化剤（ペクチン）、酸味料
140g
648 円（税込）
エネルギー：127kcal
たんぱく質：0.6g
脂質：0.2g
炭水化物：32.2g
食塩相当量：0.02g
◎推定値
熊本県産夢未来デコポン🄬を使用。糖度 13 度以上の厳しい審査基準をクリアし、
柑橘の特徴的な酸味と甘みのバランスがとれたコクのあるジューシーな果実です。
果肉、果汁、果皮をまるごと使用しているため、濃厚な甘みと瑞々しい素材の
おいしさを存分に味わっていただけます。

桜えびドレッシング
乳化液状ドレッシング
デキストリン（国内製造）、フォンブラン（鶏ガラ、牛骨、野菜
（たまねぎ、にんじん、セロリ、パセリ）、その他）、食塩、桜えび、
砂糖、レモン果汁、チキンエキス、こんぶエキス、食用植物油脂（ごまを含む）、
にんにく、香辛料、白湯スープ（大豆・ゼラチンを含む）、
ポークハムエキス/調味料（アミノ酸等）、酸味料、
増粘剤（キサンタン、加工でん粉）、酸化防止剤（ビタミン E）
内容量
160ml
価格
702 円（税込）
栄養成分（100g 当り） エネルギー：87kcal
たんぱく質：2.3g
脂質：0.8g
炭水化物：17.8g
食塩相当量：6.15g
◎推定値
商品特徴
駿河湾で収穫された桜えびを使用。桜えびの風味、香ばしさを引き出す為、
銅釜で炒ってからドレッシングに仕上げています。素材を味わっていただくために
レモン果汁でさっぱりと塩味タイプに仕上げました。

特別な包装紙

【5 月発売予定商品】
商品名
国産グレープフルーツジャム
名称
マーマレード
原材料名
グレープフルーツ（愛知県産）、砂糖、洋酒/ゲル化剤（ペクチン）、酸味料
内容量
130g
価格
648 円（税込）
栄養成分（100g 当り） エネルギー：118kcal
たんぱく質：0.8g
脂質：0.1g
炭水化物：29.9g
食塩相当量：0.05g
◎推定値
商品特徴
愛知県知多半島産のグレープフルーツを使用。国産のグレープフルーツは
果汁量が多く、みずみずしいのが特徴です。ノンワックス、防腐剤不使用
のため安心して果皮まで食べられます。
※原材料名、栄養成分、内容量、パッケージデザインは
果皮のほろ苦さと爽やかな柑橘の香りをお楽しみください。
変更になる場合がございます。
商品名
名称
原材料名

わさびドレッシング
分離液状ドレッシング
しょうゆ（小麦・大豆を含む）（国内製造）、醸造酢、デキストリン、わさび、
食用植物油脂（なたね油、ぶどう油）、こんぶエキス、しいたけエキス、砂糖、
食塩、酵母エキス/香料、増粘多糖類
内容量
160ml
価格
702 円（税込）
栄養成分（100g 当り） エネルギー：211kcal
たんぱく質：2.4g
脂質：13.0g
炭水化物：20.3g
食塩相当量：4.37g
◎推定値
商品特徴
醤油ベースのさっぱりタイプのドレッシング。ワサビペーストとわさび茎を使用し、
わさびの心地よい辛さを活かしたドレッシングです。
※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。

ノンワックス・防かび剤不使用の
国産グレープフルーツ

温暖な気候と豊富な日射量でおいしい柑橘が育つ地域、愛知県知多半島。愛知県の生産者が
熱意とこだわりにより温室栽培で国産グレープフルーツの栽培を実現しました。国産グレープフルーツ
は海外産と比べて果汁量が多く、みずみずしいのが特徴です。その品種の中で、【ホワイトマーシュ】
は風味豊かな果汁の中にほのかな酸味を持っています。収穫後のワックスや防かび剤は使用せずに
鮮度とみずみずしさを保っています。安心・安全な国産グレープフルーツのおいしさをお楽しみくださ
い。

