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
2021 年 5 月 25 日（火）

セゾンファクトリーお中元・夏ギフトで至福のおうち時間
セゾンファクトリー店舗およびWEBショップにて
2021年6月9日(水)より順次販売開始！

■濃厚トマトソースと爽やかな香りのオリーブオイルがセットの本格「パスタセット」
■こだわりの麺と国産だしの旨みがおいしいつゆがセットの本格「麺・つゆセット」
■ビタミンカラーで見た目も爽やか「国産柑橘セット」
■夏のおうち時間に至福の「太陽のタマゴ」宮崎マンゴーデザート
■無添加100％の「高知県産フルーツトマトのジュース」
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、いつもお世話になっている方へ感謝の気持ちやご挨拶として贈るお中元・夏ギフトを今年もご用意いたしました。長
引くコロナ禍により、今年の夏もおうちで過ごす方が多いはず。そんないつものおうち時間を、まるでお店で食べるようなパスタや
麺、デザートが楽しめる詰合せです。大切な方のおうち時間を鮮やかに彩るギフトを贈りませんか？お中元・夏ギフトは6月9日
(水)より順次セゾンファクトリー店舗およびセゾンファクトリーWEBショップにて取り扱いを開始いたします。
（WEBショップ：https://www.saisonfactory.co.jp/）
おうちで味わう「本格パスタ・麺」セット
・「セゾンファクトリーパスタセット」：イタリアで 170 年以上愛され続けている RUMMO 社のパスタと、
こだわりのパスタソースを詰合せたパスタを楽しむセットです。フライパンで和えるだけで、
本格的なパスタをお楽しみいただけます。
・「伊和の匠 手延べ素麺・めんつゆ詰合せ」：伝統の手延べにこだわったコシの強いそうめんと、
5 種の天然だしの旨みがきいたそうめんつゆと辛味だれを詰合せました。
・「山形寒造りそば 3 種・そばつゆ詰合せ」：こだわりの寒造りとだしの旨みがきいたそばつゆ、
そばみそをセットにしました。こだわりの山形そばをお楽しみいただける詰合せです。

セゾンファクトリーが出会った「国産柑橘」セット
・「シトラスドリンク 6 本詰合せ」：果肉入りグレープフルーツドリンクと、濃厚なみかんジュース、爽や
かなレモネードをセットにしました。国産果実にこだわった柑橘が香る爽やかなドリンク詰合せです。
・「柑橘ゼリー12 個/20 個詰合せ」：国産柑橘にこだわり、レモン・
あまなつ・いよかん・しらぬいの 4 種をセットにしました。
・「柑橘バラエティー詰合せ」：柑橘を楽しむ、国産柑橘にこだわった
夏におすすめの爽やかなギフトセットです。
・「柑橘デザート 6 個詰合せ」：さっぱりした柑橘（レモン・みかん）ゼリーと果実によく合う
クリームチーズデザートの 2 層デザート詰合せです。
夏のおうち時間に至福の「デザート・ドリンク」セット
・「一食の価値あり「太陽のタマゴ」宮崎マンゴーデザート 2 個詰合せ」：宮崎県西都市産のマンゴー
「太陽のタマゴ」を贅沢に使用。マンゴーの風味、甘味を活かしたデザートです。
・「高知県産トマトジュース 2 本セット」：高知県春野町《おかざき農園》で栽培された
フルーツトマトを使用した濃厚で甘いトマトジュースのセットです。
・「国産果実ジャム詰合せ D」：国産果実のジャム詰合せ。日本各地のおいしい果実を

ジャムにしてお届けいたします。国産果実のジャム５種を詰合せた華やかなギフトです。

■商品概要
【パスタ・麺セット】
イタリアで 170 年以上愛され続けているパスタと、セゾンファクトリーのパスタソースの詰合せや、厳選した麺とだしの
旨みがおいしいつゆの詰合せをご用意しました。
商品名

セゾンファクトリーパスタセット

価格

3,240 円（税込）※通信販売送料無料

商品内容 500g スパゲッティ グロッシ No.5×1、500g リングイネ No.13×1、
300g ナポリタンソース×1、290g パスタソーストマト×1、
227g アリオリエクストラバージンオリーブオイル×1
発売日

2021 年 6 月 9 日(水)より順次発売

販売先

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

商品説明 高品質なセモリナのみを使用したコシの強いイタリア産のパスタと、
爽やかな香りと深い味わいが特徴のエクストラバージンオリーブオイル、
こだわりのパスタソースを詰合せたパスタを楽しむセットです。
商品名

山形寒造りそば 3 種・そばつゆ詰合せ

価格

3,240 円（税込）※通信販売送料無料

ギフト内容

240g(80g×3 束)寒造り・藪そば×1、240g(80g×3 束)寒造り・更科そば×1、
240g(80g×3 束)寒造り・田舎そば×1、300ml そばつゆ(濃縮 2 倍) ×1、
115g ごぼうそばみそ×1

発売日

2021 年 6 月 9 日(水)より順次発売

販売先

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

ギフト説明

こだわりの寒造りそばとだしの旨味がきいたそばつゆ、

そば処では蕎麦の箸休めとして親しまれているそばみそをセットにしました。
商品名

伊和の匠 手延べ素麺・めんつゆ詰合せ

価格

3,240 円（税込）※通信販売送料無料

ギフト内容

500g(250g×2 袋)播州 手延べ麺 伊和の匠×1、
300ml そうめんつゆ(濃縮 2 倍) ×1、90g 辛味だれ(赤) ×1

発売日

2021 年 6 月 9 日(水)より順次発売

販売先

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

ギフト説明

伝統の手延べにこだわり熟練した職人が丹精込めたそうめん「伊和の匠」。
細さ・コシの強さ・のどごしの良さ、どれをとっても絶品なそうめんと、
5 種の天然だしの旨味がきいたそうめんつゆ、
辛味のアクセントとしてお使いいただける辛味だれのセットです。

【国産柑橘セット】
セゾンファクトリーが出会った国産柑橘。黄色や橙色に気持ちが明るくなる、夏に贈りたい詰合せです。
商品名

柑橘バラエティー詰合せ

価格

3,240 円（税込）※通信販売送料無料

ギフト内容

200ml 飲む酢瀬戸内レモン×1、150g 愛知県知多産グレープフルーツジャム×1、
145g 宮崎県産日向夏ジャム×1、240ml 国産みかんドレッシング×1

発売日

2021 年 6 月 9 日(水)より順次発売

販売先

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

ギフト説明

柑橘を楽しむバラエティーセット。さっぱりとした瀬戸内レモンの飲む酢と
ほろ苦い果皮と爽やかな果肉のバランスが良いジャム、
みかんの香りと甘みがおいしいドレッシングを詰合せました。
夏におすすめな爽やかなギフトセットです。

商品名

柑橘ゼリー12 個詰合せ

価格

3,240 円（税込）※通信販売送料無料

ギフト内容

68g 瀬戸内レモンゼリー×3、68g 愛媛あまなつゼリー×3、
68g 愛媛いよかんゼリー×3、68g 国産しらぬいゼリー×3

発売日

好評販売中

販売先

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

商品名

柑橘ゼリー20 個詰合せ

価格

5,400 円（税込）※送料無料

ギフト内容

68g 瀬戸内レモンゼリー×5、68g 愛媛あまなつゼリー×5、
68g 愛媛いよかんゼリー×5、68g 国産しらぬいゼリー×5

発売日

好評販売中

販売先

セゾンファクトリーWEB ショップ

ギフト説明

柑橘ゼリーの詰合せ。国産果実にこだわりレモン・あまなつ・いよかん・しらぬいの
4 種をセットにしました。爽やかに柑橘が香る夏にぴったりのゼリーギフトです。

商品名

シトラスドリンク 6 本詰合せ

価格

3,240 円（税込）※通信販売送料無料

ギフト内容

170ml 愛知県知多産グレープフルーツドリンク×2、170ml 静岡県三ケ日産みかんジュース×2、
170ml 瀬戸内産レモン レモネード×2

発売日

2021 年 6 月 9 日(水)より順次発売

販売先

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

ギフト説明 シトラスドリンクの詰合せ。果肉入りグレープフルーツドリンクと、濃厚なみかんジュース、
爽やかなレモネードをセットにしました。
国産果実にこだわった柑橘が香る爽やかなドリンク詰合せです。
商品名

柑橘デザート 6 個詰合せ

価格

3,240 円（税込）※送料無料

ギフト内容

85g デザートゼリー レモン×チーズ×3、85g デザートゼリー みかんチーズ×3

発売日

2021 年 6 月 16 日(水)より順次発売

販売先

セゾンファクトリーWEB ショップ

ギフト説明

さっぱりとした柑橘ゼリーと果実によく合うクリームチーズデザートの 2 層デザート詰合せ。
みかんは果肉、レモンは輪切りが入った、果実感もお楽しみいただけるデザートです。

【至福のデザート・ドリンクセット】
宮崎県産ブランドマンゴーのデザートや、トマト 100%のジュースなど、夏のおうちを楽しむ詰合せです。
商品名

一食の価値あり 「太陽のタマゴ」宮崎マンゴーデザート 2 個詰合せ

価格

10,800 円（税込）※送料無料

ギフト内容

260g 一食の価値あり 「太陽のタマゴ」宮崎マンゴーデザート×2

発売日

2021 年 6 月 16 日(水)より順次発売

販売先

セゾンファクトリーWEB ショップ

ギフト説明

宮崎県西都市産のマンゴー“太陽のタマゴ”を丁寧に手作業でカットし、
贅を尽くしたデザートに仕上げました。
どこをすくってもマンゴーの果肉、独特の風味・甘みを味わえます。

商品名

高知県産トマトジュース 2 本セット

価格

5,400 円（税込）※通信販売送料無料

ギフト内容

500ml 高知県産トマトジュース×2

発売日

2021 年 6 月 9 日(水)より順次発売

販売先

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

ギフト説明

高知県春野町《おかざき農園》で栽培されたフルーツトマトを使用した
濃厚で甘いトマトジュースのセット。水・砂糖・塩不使用、無添加で 100%トマトのため、
芳醇な香りととろりとした舌触りが特徴です。そのままはもちろん、お料理のソースに、
パンやクラッカーに付けてもおいしくお召し上がりいただけます。

商品名

国産果実ジャム詰合せ D

価格

3,240 円（税込）※通信販売送料無料

ギフト内容

150g りんごジャム×1、150g いちごジャム×1、150g ゆずジャム×1、
150g ももジャム×1、150g ラ・フランスジャム×1

発売日

2021 年 6 月 9 日(水)より順次発売

販売先

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

ギフト説明 国産果実のジャム詰合せ。
日本各地のおいしい果実をジャムにしてお届けいたします。
国産果実のジャム５種を詰合せた華やかなギフトです。

■株式会社セゾンファクトリー 会社情報
【代表取締役社長】
齋藤 雅一（さいとう まさかず）
【本社所在地】
〒992-0262 山形県東置賜郡高畠町大字元和田 1566
【店舗】 18 店舗（2021 年 5 月現在）
北海道

大丸札幌店

関東

福田屋ショッピングプラザ宇都宮店

関西

阪神梅田本店

大丸東京店

髙島屋大阪店

東武百貨店池袋店
伊勢丹新宿店
エキュート品川店
そごう横浜店
中部

岡島百貨店
新潟伊勢丹
松坂屋名古屋店

HP：

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

Facebook： https://www.facebook.com/SaisonFactory
Instagram：https://www.instagram.com/saison_factory

大丸京都店

大丸神戸店
中国

天満屋岡山本店
福屋八丁堀本店

九州

大丸福岡天神店
鶴屋百貨店

2021年5月25日
株式会社セゾンファクトリー

セゾンファクトリーお中元・夏ギフトリスト
【パスタ・麺セット】
イタリアで170年以上愛され続けているパスタと、セゾンファクトリーのパスタソースの詰合せや、厳選した麺とだしの旨みがおいしいつゆの詰合せをご用意しました。
商品名
セゾンファクトリーパスタセット
商品内容 500gスパゲッティ グロッシNo.5×1、500gリングイネNo.13×1、
300gナポリタンソース×1、290gパスタソーストマト×1、
227gアリオリエクストラバージンオリーブオイル×1
賞味期限 180日
保存方法 湿気、直射日光を避け冷暗所で保存
価格
3,240円（税込）※通信販売送料無料
販売先
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
2021年6月9日(水)より順次発売
商品特徴 高品質なセモリナのみを使用したコシの強いイタリア産のパスタと、
爽やかな香りと深い味わいが特徴のエクストラバージンオリーブオイル、
こだわりのパスタソースを詰合せたパスタを楽しむセットです。

商品名
山形寒造りそば3種・そばつゆ詰合せ
商品内容 240g(80g×3束)寒造り・藪そば×1、240g(80g×3束)
寒造り・更科そば×1、240g(80g×3束)寒造り・田舎そば×1、
300mlそばつゆ(濃縮2倍) ×1、115gごぼうそばみそ×1
賞味期限 365日
保存方法 直射日光や高温多湿を避け冷暗所で保存
価格
3,240円（税込）※通信販売送料無料
発売日
2021年6月9日(水)より順次発売
販売先
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
商品特徴 こだわりの寒造りそばとだしの旨味がきいたそばつゆ、
そば処では蕎麦の箸休めとして親しまれているそばみそをセットにしました。

【国産柑橘セット】
セゾンファクトリーが出会った国産柑橘。黄色や橙色に気持ちが明るくなる、夏に贈りたい詰合せです。

商品名
伊和の匠 手延べ素麺・めんつゆ詰合せ
商品内容 500g(250g×2袋)播州 手延べ麺 伊和の匠×1、
300mlそうめんつゆ(濃縮2倍) ×1、90g辛味だれ(赤) ×1
賞味期限 180日
保存方法 直射日光を避け通気性の良い所で保存
価格
3,240円（税込）※通信販売送料無料
発売日
2021年6月9日(水)より順次発売
販売先
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
商品特徴 伝統の手延べにこだわり熟練した職人が丹精込めた
そうめん「伊和の匠」。細さ・コシの強さ・のどごしの良さ、
どれをとっても絶品なそうめんと、5種の天然だしの旨味が
おいしいそうめんつゆ、辛味のアクセントとしてお使いいただける
辛味だれのセットです。

商品名
柑橘バラエティー詰合せ
商品内容 200ml飲む酢瀬戸内レモン×1、
150g愛知県知多産グレープフルーツジャム×1、
145g宮崎県産日向夏ジャム×1、240ml国産みかんドレッシング×1
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）※通信販売送料無料
発売日
2021年6月9日(水)より順次発売
販売先
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
商品特徴 柑橘を楽しむバラエティーセット。さっぱりとした瀬戸内レモンの飲む酢と
ほろ苦い果皮と爽やかな果肉のバランスが良いジャム、みかんの香りと
甘みがおいしいドレッシングを詰合せました。
夏におすすめな爽やかなギフトセットです。

2021年5月25日
株式会社セゾンファクトリー

セゾンファクトリーお中元・夏ギフトリスト

商品名 柑橘ゼリー12個詰合せ
商品内容 68g瀬戸内レモンゼリー×3、68g愛媛あまなつゼリー×3、
68g愛媛いよかんゼリー×3、68g国産しらぬいゼリー×3
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）※通信販売送料無料
発売日
好評販売中
販売先 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
商品特徴 柑橘ゼリーの詰合せ。国産果実にこだわり
レモン・あまなつ・いよかん・しらぬいの
4種をセットにしました。爽やかに柑橘が香る夏にぴったりのゼリーギフトです。

商品名 柑橘ゼリー20個詰合せ
商品内容 68g瀬戸内レモンゼリー×5、68g愛媛あまなつゼリー×5、
68g愛媛いよかんゼリー×5、68g国産しらぬいゼリー×5
賞味期限 180日
保存方法 直射日光を避け常温で保存
価格
5,400円（税込）※送料無料
発売日
好評販売中
販売先
セゾンファクトリーWEBショップ
商品特徴 柑橘ゼリーの詰合せ。国産果実にこだわり
レモン・あまなつ・いよかん・しらぬいの4種をセットにしました。
爽やかに柑橘が香る夏にぴったりのゼリーギフトです。

商品名 シトラスドリンク6本詰合せ
商品内容 170ml愛知県知多産グレープフルーツドリンク×2、
170ml静岡県三ケ日産みかんジュース×2、
170ml瀬戸内産レモン レモネード×2
賞味期限 120日
保存方法 直射日光や高温多湿を避け保存
価格
3,240円（税込）※通信販売送料無料
発売日
2021年6月9日(水)より順次発売
販売先
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
商品特徴 シトラスドリンクの詰合せ。果肉入りグレープフルーツドリンクと、
濃厚なみかんジュース、爽やかなレモネードをセットにしました。
国産果実にこだわった柑橘が香る爽やかなドリンク詰合せです。

商品名
柑橘デザート6個詰合せ
商品内容 85gデザートゼリー レモン×チーズ×3、
85gデザートゼリー みかんチーズ×3
賞味期限 90日
保存方法 直射日光を避け常温で保存
価格
3,240円（税込）※送料無料
発売日
2021年6月16日(水)より順次発売
販売先
セゾンファクトリーWEBショップ
商品特徴 さっぱりとした柑橘ゼリーと果実によく合うクリームチーズデザートの
2層デザート詰合せ。みかんは果肉、レモンは輪切りが入った、
果実感もお楽しみいただけるデザートです。

2021年5月25日
株式会社セゾンファクトリー

セゾンファクトリーお中元・夏ギフトリスト
【至福のデザート・ドリンクセット】
宮崎県産ブランドマンゴーのデザートや、トマト100%のジュースなど、夏のおうち時間を楽む詰合せです。
商品名
一食の価値あり 「太陽のタマゴ」宮崎マンゴーデザート2個詰合せ
商品内容 260g一食の価値あり 「太陽のタマゴ」宮崎マンゴーデザート×2
賞味期限 120日
保存方法 直射日光を避け常温で保存
価格
10,800円（税込）※送料無料
発売日
2021年6月16日(水)より順次発売
販売先
セゾンファクトリーWEBショップ
商品特徴 宮崎県西都市産のマンゴー“太陽のタマゴ”を丁寧に手作業でカットし、
贅を尽くしたデザートに仕上げました。
どこをすくってもマンゴーの果肉、独特の風味・甘みを味わえます。

商品名
商品内容
賞味期限
保存方法
価格
発売日
販売先
商品特徴

岡山白桃ゼリー12個詰合せ
70g岡山白桃ゼリー×12個
180日
直射日光を避け常温で保存
3,780円（税込）※送料無料
2021年6月9日(水)より順次発売
セゾンファクトリーWEBショップ
岡山県産の白桃を使用した、桃の果肉感を味わっていただける
ゼリーの詰合せ。冷やした桃を食べているような
夏にピッタリの爽やかなデザートです。

商品名 フルーツソースで楽しむパンナコッタ9個詰合せ
商品内容 105gパンナコッタ(10gフルーツソースストロベリー付)×3、
105gパンナコッタ(10gフルーツソースマンゴー付) ×3、
105gパンナコッタ(10gフルーツソースブルーベリー付)×3
賞味期限 180日
保存方法 直射日光や高温多湿を避け保存
価格
3,780円（税込）※通信販売送料無料
発売日
WEBショップ：2021年5月24日(月)より順次出荷
店舗：2021年5月27日(木)より順次発売
販売先
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
商品特徴 口どけの良い滑らかな食感のパンナコッタデザートに
果実を楽しむ3種のフルーツソースを付けたパンナコッタの詰合せ。
人気のいちご・ブルーベリー・マンゴーの程よい甘さのフルーツソースは
パンナコッタに良く合います。

商品名
高知県産トマトジュース2本セット
商品内容 500ml高知県産トマトジュース×2
賞味期限 300日
保存方法 直射日光を避け常温で保存
価格
5,400円（税込）※送料無料
発売日
2021年6月9日(水)より順次発売
販売先
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
商品特徴 高知県春野町《おかざき農園》で栽培されたフルーツトマトを
使用した濃厚で甘いトマトジュースのセット。
水・砂糖・塩不使用、無添加で100%トマトのため、醇な香りと
とろりとした舌触りが特徴です。そのままはもちろん、お料理のソース
に、パンやクラッカーに付けてもおいしくお召し上がりいただけます。

2021年5月25日
株式会社セゾンファクトリー

セゾンファクトリーお中元・夏ギフトリスト

商品名 夏の飲む酢3本詰合せ
商品内容 200ml飲む酢沖縄パイン×1、200ml飲む酢蜂蜜レモン×1、
200ml飲む酢塩トマト×1
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）※通信販売送料無料
発売日
2021年6月9日(水)より順次発売
販売先
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
商品特徴 夏におすすめの飲む酢ギフト。
この時期だけの爽やかな飲む酢の詰合せです。

商品名 国産果実ジャム詰合せD
商品内容 150gりんごジャム×1、150gいちごジャム×1、
150gゆずジャム×1、150g ももジャム×1、
150gラ・フランスジャム×1
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）※通信販売送料無料
発売日
2021年6月9日(水)より順次発売
販売先
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
商品特徴 国産果実のジャム詰合せ。
日本各地のおいしい果実をジャムにしてお届けいたします。
国産果実のジャム５種を詰合せた華やかなギフトです。

