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報道関係各位                   

2021 年 9 月 27 日 
株式会社 不 二 家 

 株式会社不二家（本社：東京都文京区、社長：河村 宣行）より、全国の不二家洋菓子店で 2021 年 10
月 1 日（金）から 12 月 25 日（土）まで実施するクリスマスセールについてご案内します。 

 “おうちで過ごそう！ カラフルクリスマス”。不二家洋菓子店では、「とびっきりのケーキで、とび

っきりのクリスマス！」をテーマに、クリスマスをカラフルに彩る洋菓子やギフトを多数取り揃えまし

た。 
菓子詰め合わせやグッズなどのギフト商品は 10 月下旬から 11 月にかけて順次発売、クリスマス専用

ケーキは 11 月下旬より順次発売いたします。クリスマスらしい定番のホールケーキから、ひと手間で

オリジナル感を演出できるケーキ、お一人様でもクリスマス気分が盛り上がる小物ケーキなど、とびっ

きりのクリスマスを過ごせるようなさまざまな商品をラインアップしました。旬なおいしさを詰め込ん

だ商品で、クリスマスにも笑顔をお届けします。 
◆上品な王道のクリスマスケーキ 「あまおう苺のクリスマスプレミアムショートケーキ」  

北海道産生クリームを使用したプレミアムシャンテリークリームと

あまおう苺をサンドし、上面にも大粒のあまおう苺を飾りました。上品

な見た目の王道のショートケーキは、少人数でのちょっと贅沢なパーテ

ィーにぴったりです。添えられたゴールドの柊もクリスマスを華やかに

演出します。不二家が誇るこだわりのショートケーキで、特別なクリス

マスを。 
 
 
 

 
◆きらめく聖なる夜に 「クリスマスプレミアムチョコ生ケーキ」  

人気のプレミアムチョコ生ケーキがクリスマス仕様になって新登

場。ココアスポンジにチョコクリームとビターな味わいのチョコガナ

ッシュを重ね、アクセントにキャンディングクルミをサンドしました。

クリスマスらしいトナカイのチョコアタッチメントや柊を飾り、トナ

カイが聖なる夜を駆けているようにきらめく金箔をあしらった、ワン

ランク上のチョコレートケーキです。 
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■自宅で過ごすクリスマスをもっと笑顔にする、バラエティに富んだ商品ラインアップ 

「とびっきりのケーキで、とびっきりのクリスマス！」おうちで過ごそう！ カラフルクリスマス 

不二家洋菓子店 クリスマスセール 

全国の不二家洋菓子店にて 2021 年 10 月下旬より商品順次発売 

 

「あまおう苺のクリスマスプレミアムショートケーキ」 
 12 月 17 日（金）発売、直径約 130mm  
税込 4,200 円 

 

「クリスマスプレミアムチョコ生ケーキ」 
 12 月 3 日（金）発売、直径約 150mm 
税込 4,200 円 
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◆モンブランもプレミアムに 「クリスマスプレミアムモンブラン」  
イタリア栗ペーストを一部に使用したモンブランです。中には渋皮栗ダ

イスカットとマロンカスタードシャンテリークリームをサンドし、上面に

は渋皮栗をまるごと 3 粒飾りました。 
 
 
 
 
 
 
 

◆4 種のチーズを使用  「クリスマスプレミアム濃厚ベイクドチーズケーキ」 
 デンマーク産クリームチーズをメインに、イタリア産マスカルポーネと

グラナ・パダーノ、ヨーロッパ産カマンベール、の 4 種のチーズを使用し

たプレミアムなベイクドチーズケーキ。すっきりとした味わいとシンプル

で上品な見た目で、大人のクリスマスを演出します。 
 
 

 
 
 

◆楽しくオリジナルの雪だるまを作っちゃおう♪「みんなで作ろう♪Smile 雪だるま」 
 付属のチョコペンで雪だるまの顔を描き、オリジナルの雪だるまを作れる

ケーキが新登場！ 黄桃のシロップ漬けをサンドしたショートケーキに、北海

道産チーズのムースを重ねました。上面を彩る酸味のきいたベリーのコンポ

ートは、甘さを引き立てるだけでなく雪だるまのマフラーにも見立てていま

す。帽子に見立てたマカロン皮も飾りました。ちょっとしたひと手間で自分た

ちだけのクリスマスを演出でき、こどもから大人まで楽しめる雪だるまケー

キです。 
 

 
 
 
 
 
 
◆雪降るクリスマスを華やかに  「クリスマス雪降る苺のブッシュ・ド・ノエル」 

クリスマスにぴったりなブッシュ・ド・ノエルの大物が新登

場！ あまおう苺ソースとキャンディングクルミをバニラム

ースでサンドし、真っ赤なチョコレートを吹き付けてクリス

マスらしく仕上げました。上面には雪の結晶チョコや粉糖を

飾り、雪降るクリスマスの様子をイメージしました。 
 
 
 
 
 

「みんなで作ろう♪Smile 雪だるま」  
12 月 3 日（金）、直径約 135mm 
税込 2,900 円 

「クリスマス雪降る苺のブッシュ・ド・ノエル」  
12 月 3 日（金）発売、長さ約 155mm 
税込 3,600 円 

「クリスマスプレミアムモンブラン」  

12 月 3 日（金 ）発売、直径約 170mm 

税込 3 ,800 円  

「クリスマスプレミアム濃厚ベイクドチーズケーキ」 
 12 月 3 日（金）発売、直径約 125mm 
税込 3,600 円 

▲顔を描いたイメージ 
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◆クリスマスモチーフがかわいい小物ケーキも勢揃い  
クリスマスをイメージした小物ケーキも続々登場します。赤い苺でクリスマスらしさをイメージした

ドルチェ、雪の結晶を飾ったふわふわのダブルチーズケーキやモンブランなど、バラエティ豊かなライ

ンアップでクリスマスを盛り上げます。 

◆クリスマスプレゼントにもぴったりのギフト商品も充実のラインアップ 
不二家の人気お菓子を詰め合わせたクリスマスの定番「ペコポコ

長靴」は、赤と緑の 2 色展開。ミルキーをモチーフにした限定デザ

インの「クリアカップ」付きで、お子様へのクリスマスギフトにぴ

ったりです。 
 
 
 

 
 
 
 

 
 ちょこんと座ったポーズがかわいい「おすわりペコちゃん陶

器人形」が数年ぶりに登場！ 高さ 20cm ほどある大きめの陶

器人形は、部屋に飾ればインパクト抜群です。ケーキやギフト

と一緒に並べて写真を撮るのもおすすめです。ペコちゃんとと

もに楽しいクリスマスを過ごしてみませんか？ 
 
 
 
 

 
大きなペコちゃんのイラストが目を惹く「ペコちゃ

んトランク缶」は、背面にもポコちゃんとドッグをデ

ザイン。「7 粒ミルキー」、「ポップキャンディ」など不

二家の人気お菓子を詰め合わせました。食べ終わった

後は収納容器としても利用できます。 
 
 
 

「ペコちゃんトランク缶」 11 月上旬発売 
幅約 205×奥行約 90×高さ約 153mm 
税込 1,300 円 

「ペコポコ長靴（赤）／（緑）」 11 月中旬発売 
幅約 95×奥行約 120×高さ約 450mm 
各税込 1,400 円 

「おすわりペコちゃん」 11 月中旬発売 
幅約 160×奥行約 160×高さ約 200mm 
税込 6,000 円 
※お菓子は入っておりません。 

「クリスマスはみ出す苺のドルチェ」  
12 月 3 日（金）発売、直径約 80mm 
税込 780 円 

「クリスマス雪降るダブルチーズケーキ（ミニ）」 
11 月 19 日（金）発売、直径約 60mm 
税込 480 円 

「熊本県産和栗のスノーモンブラン」 
11 月 19 日（金）発売、直径約 70mm 
税込 440 円 

▲クリアカップ 
＜赤＞     ＜緑＞ 

＜表＞ 

＜裏＞ 
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人気のニットタイプの「ペコポコプチブーツ」は新デザインで登

場します。雪の結晶の模様編みが冬らしいニット素材のプチブー

ツに、「カントリーマアム（バニラ）」や「ペコポコキャンディ」を

詰めました。ツリーの飾り付けや、サンタさんからのプレゼントを

入れるのにもぴったりです。 
 
 
 
 

 
 このほかにも、クリスマスらしいモチーフでかわいく楽しくクリスマスを演出できるお菓子の詰め合

わせギフトをご用意しております。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 毎年恒例のクリスマスケーキご予約特典として、今年もク

リスマスプレートをご用意しました。 
 クリスマスケーキご予約期間である 10 月 1 日（金）～12 月

16 日（木）の期間内に、1 台 2,600 円（税込）以上のクリス

マスケーキをご予約いただいたお客様に「2021 年クリスマス

プレート」（直径 160mm）をプレゼントいたします。 
 毎年楽しみにしてくださっているお客様も多いこのクリス

マスプレートプレゼント。ペコちゃん、ポコちゃん、ドッグと

雪だるまがかわいい今年限定のデザインにご期待ください。 
 

＊ご予約特典は数量限定です。無くなり次第プレゼント終了となります。 
 
 今年のクリスマスも多くの商品を取り揃えました。このほかの商品については下記のクリスマス特集

ページをご覧ください。色とりどりのカラフルなスイーツで「とびっきりのクリスマス」を。不二家の

ケーキが、笑顔あふれるクリスマスを演出いたします。 
また、本年もブランドキャラクターの Snow Man を起用したポスターやパンフレットなどのプロモ

ーション展開を予定しております。どうぞご期待ください。 

■毎年恒例のクリスマスケーキご予約特典  プレートプレゼント！ 

「ペコポコプチブーツ（赤）／（緑）」 
 11 月下旬発売 
幅約 50×奥行約 70×高さ約 110mm 
各税込 440 円 

「パラソルチョコツリー」  
11 月上旬発売 
幅約 200×奥行約 20×高さ約 280mm 
税込 650 円 

「クリスマススイーツボックス」  
11 月上旬発売 
幅約 180×奥行約 175×高さ約 135mm 
税込 500 円 

「ペコちゃんサンタのクリスマスオーナメント」 
11 月上旬発売 
幅約 130×奥行約 65×高さ約 130mm 
各税込 300 円 

＜赤＞       ＜緑＞ 

＜表＞ 

＜裏＞ 

＜表＞ 

＜裏＞ 
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＊店舗によりお取り扱いのない場合、売切れの場合もございます。 
＊一部の不二家レストランでも販売します。 
＊価格はすべて税込です。標準税率（10％）と軽減税率（8%）が混在しております。 
＊不二家洋菓子店のイートインスペースや不二家レストランでの飲食には標準税率（10%）が適用され、

掲載の税込価格とは異なります。 
 
不二家ウェブサイト   https://www.fujiya-peko.co.jp/ 
クリスマス特集ページ https://www.fujiya-peko.co.jp/cake/christmas/ ＜9 月 27 日（月）公開予定＞ 

 
お客様お問い合わせ先      株式会社不二家   お客様サービス室 電話：0120-047228 

報道関係者お問い合わせ先  株式会社不二家   広報 IR 部広報室 電話：03-5978-8110 
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