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報道関係各位                   

2022年 9月 29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 2022年 10

月 1日（土）から 12月 25日（日）まで実施するクリスマスセールについてご案内します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

“クリスマスを、最高にハッピーに！”。不二家洋菓子店 2022 年のクリスマスは、「Precious 

Christmas for you.」をコンセプトに、特別なクリスマスを過ごせるような洋菓子やギフトを多数取り

揃えました。100年以上の長い歴史のある不二家だからこそ、原点に立ち返り、さらなるケーキの美味

しさと楽しみ方を追求しました。厳選した素材を使用したバラエティ豊富な商品で、誰もがそれぞれの

楽しみ方で最高にハッピーなクリスマスを過ごせるケーキをラインアップ。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。 

 

ショートケーキ発売 100 周年企画として 2022 年 1 月よりスター

トした「ショートケーキ 12の物語」。毎月さまざまな主人公の思い出

からイメージしたスペシャルショートケーキを発売してきた本企画、

その集大成となる 12月は、不二家の思いがこもったクリスマスケー

キとして登場します。 

 

12 月のストーリーの主人公は、“オール不二家”。不二家でショートケーキを発売して 100 周年とな

った 2022 年。ケーキにまつわるたくさんの思い出に出会ってきた不二家は、気持ち新たにこれからも

歩み続けます。ケーキのすべてをもう一度見直して、厳選したこだわりの素材を使用。進化させるとこ

ろはあっても、込める思いは創業当時から変わらず、「お菓子で世の中を幸せにしたい」。不二家がいま、

自信をもってお届けする、次の 100年に向けたクリスマスの特別なショートケーキです。 

 

■不二家がご提案する、特別なクリスマスを演出する商品ラインアップ  

「Precious Christmas for you.」 クリスマスを、最高にハッピーに！ 

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 2022年 10月下旬より商品順次発売 

 

■「ショートケーキ 12 の物語」の集大成、スペシャルなクリスマスケーキが登場！  
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あまおう苺をサンドとトッピングにたっぷり 18粒

使用したショートケーキです。断面にも苺が見える

仕立てで、金色の柊も飾り、クリスマスパーティーを

華やかに演出する贅沢なショートケーキです。 

 

 

 

 

 

 

 

人気のプレミアムチョコ生ケーキをクリスマス仕様にアレンジ。コ

コアスポンジにフレーバービーンズカカオマス使用のチョコクリーム

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。可愛らしい雪だるまのチョコアタッ

チメントや柊を飾り、金箔をあしらって仕上げたワンランク上のチョ

コレートケーキです。 

 

 

 

 

クリームチーズ、マスカルポーネチーズ、グラナ・パダーノ、エダム

チーズの 4種のチーズを使用した濃厚なベイクドチーズケーキです。レ

モンピューレを入れ、濃厚ながらも爽やかな味わいをお楽しみいただけ

ます。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。 

 

。 

 

「ショートケーキ 12の物語“ショートケーキには、100年ぶんの笑顔がある。”」 
 12月 17日（土）発売、直径約 130mm  
税込 4,700円 

 

「クリスマスプレミアムチョコ生ケーキ」 
 12月 1日（木）発売、直径約 150mm 
税込 4,300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 1日（木）発売、直径約 125mm 
税込 3,900円 

国産小麦にこだわったスポンジに、

プレミアムシャンテリークリームと

国産苺をまるごと 6粒サンドし、上面

には国産苺を 5粒飾りました。別添の

ショートケーキ100周年ロゴ入りマカ

ロン皮や、限定デザインのオリジナル

フォークと一緒にお楽しみいただけ

ます。 

 

■1 年間頑張った自分へご褒美を。厳選素材を使用した、贅沢を楽しむプレミアムシリーズ  

▲裏面デザイン 

▲限定デザインフォーク 

「あまおう苺たっぷりの贅沢クリスマスショートケーキ」 
 12月 21日（水）発売、直径約 140mm 
税込 9,700円 
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球磨（くま）栗ダイスカットと球磨栗カスタードシャンテリークリ

ームをサンドし、濃厚な味わいの球磨栗クリームで仕上げたプレミア

ムモンブランです。上面には球磨栗と柊を飾りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国産黄桃のショートケーキ、鹿児島県産抹茶のケーキ、あまお

う苺のケーキ、熊本県産和栗のケーキ、北海道産クリームチーズ

のケーキ、チョコレートクリームのケーキの 6 種類が楽しめるア

ソートケーキです。どのケーキにも可愛らしいチョコアタッチメ

ントを飾り、おうちで過ごす聖夜をハッピーに彩ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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今年も登場！ 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

甘酸っぱいベリーのコンポートとの相性も抜群です。帽子に見立てたマカロン皮やクリスマスツリーモ

チーフのチョコレートを飾り、より可愛く仕上げています。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。 

 

 

 

「みんなで作ろう♪Smile雪だるま」  
12月 1日（木）、直径約 130mm 
税込 3,000円 

「 クリスマスプレミアムモンブラン」  

12 月 1 日 （木 ）発売、直径約 145mm 

税込 4 ,200 円  

「クリスマスアソートケーキ」  
12月 1日（木）発売 
S ：直径約 150mm、税込 3,000円 
M ：直径約 170mm、税込 3,900円   ※画像は Mサイズです。 

■おうちで大切な人と楽しめるバラエティ豊かな商品も！  

▲顔を描いたイメージ 
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どこか懐かしく思わず SNS でシェアしたくなるような、レトロ可愛いバタークリームのデコレーシ

ョンケーキを 2種類ご用意。ココアスポンジにチョコバタークリームをサンドした「クリスマスデコレ

ーションケーキ（チョコ）」は、ペコちゃんポコちゃんがクリスマスを待ち望んでいるシーンを表現しま

した。「クリスマスフルーツバターケーキ」は洋酒シロップ漬けのフルーツとクルミを入れたしっとり

としたパウンドケーキと、くちどけのよいバタークリームが楽しめます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不二家店舗の無い地域にお住まいのお客様も不二家のクリスマスケーキをお楽しみいただける（※）、

オンライン限定商品を不二家ネットショップ「ファミリータウン」にて販売いたします。糖質を控えな

がらもおいしさにもこだわった「クリスマス 糖質オフチョコ生ケーキ」や、ストロベリー、ブルーベリ

ー、クランベリーの 3種のベリーの味わいを楽しめる「クリスマス 3種のベリーのショートケーキ」な

どをラインアップ。冷凍での配送のため、事前にクリスマスケーキを準備しておきたい方にもおすすめ

です。 

※一部地域を除く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■オンライン販売限定！  日本中どこでも不二家のケーキを楽しめる♪ 
 

「クリスマスデコレーションケーキ（チョコ）」 
 12月 1日（木）発売、直径約 145mm 
税込 2,900円 

「クリスマスフルーツバターケーキ」 
 12月 1日（木）発売、直径約 145mm 
税込 3,100円 

「クリスマス 3種のベリーのショートケーキ」  
直径約 145mm、税込 4,200円 

「クリスマス 糖質オフチョコ生ケーキ」  
直径約 145mm、税込 3,500円 

10月 4日（火）より予約受付開始、12月 5日（月）より発送開始 
※12月 24日（土）までにお届けをご希望の場合は、12月 19日（月）までにご注文ください。 
 
※不二家洋菓子店でのお取り扱いはございません。 
※商品は冷凍の状態で配送されます。 
※売切れの場合もございます。 

■合言葉は「レトロかわいい」！  SNS でシェアしたくなる、どこか懐かしいデコレーションケーキ  
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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。クリスマス限定であまおう苺を使用したショ

ートケーキ、お一人様でも食べやすい可愛らしいサイズのブッシュ・ド・ノエル、ピスタチオクリーム

でクリスマスツリーをイメージしたモンブランなど、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

不二家要素をたっぷり詰め込んだアドベントカレンダーが登場！ 1～25 の窓が付いた、存在感のあ

る商品です。不二家の洋菓子やお菓子が描かれた幻想的なデザインの箱の中にお菓子が 1つずつ入って

います。2 日分だけどこかに可愛いシークレットアイテムも隠れています。クリスマスを迎えるまでの

1日 1日が待ち遠しくなる商品です。 

 

 

 

首がゆらゆら揺れる首ふり人形のセット。昔懐かしいレト

ロな雰囲気が漂う首ふり人形は、ご自宅のどこに飾ってもイ

ンパクト抜群です。ペコちゃんは真っ赤なワンピース、ポコち

ゃんはギンガムチェックの青いシャツ、ドッグは蝶ネクタイ

を付け、みんな揃っておめかしした、可愛らしいデザインです。 

（※ドッグの首は揺れません。） 

 

 

 

 

 

「レトロペコポコ首ふり人形」 11月下旬発売 
ペコちゃん、ポコちゃん：幅約 67×奥行約 52×高さ約 148mm 
ドッグ：幅約 32×奥行約 45×高さ約 50mm 
税込 5,500円 
※お菓子は入っておりません。 

「クリスマスあまおう苺のショートケーキ」  
12月 20日（火）発売、税込 640円 

「クリスマスミニブッシュ・ド・ノエル」 
12月 5日（月）発売、長さ約 75mm 
税込 480円 

「クリスマスピスタチオのツリーモンブラン」 
11月 18日（金）発売、直径約 70mm 
税込 460円 

「クリスマスアドベントカレンダー」 11月中旬発売 
幅約 348×奥行約 27×高さ約 317mm、税込 1,650円 

■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  

■クリスマスモチーフが可愛い小物ケーキも勢揃い  

▲窓を開けたイメージ 
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◆ショートケーキ発売 100 周年ならではの、ショートケーキデザインのギフトも！  

不二家洋菓子店らしい、カットケーキ型のクリスマスオ

ーナメント。サンタさんに扮したペコちゃんやポコちゃん

も描かれた、クリスマス仕様のデザインです。中にはお菓

子やシールが入っています。お菓子を食べ終わった後にも、

ツリーなどに飾って楽しめて、ちょっとしたプレゼントに

もぴったりです。 

 

 

 

 

 

 

3段のショートケーキ型のパッケージに、ローソクに見立てたパラソル

チョコレートを飾りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 このほかにも、クリスマスらしいモチーフで可愛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（土）～

12 月 16 日（金）の期間内に、1 台税込 2,700 円以上のク

リスマスケーキをご予約いただいたお客様に「2022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

ッグがクリスマスとショートケーキをお祝いしている今年

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。不二家の特別なスイーツで“クリスマスを、最高にハッピーに！”。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！  

「ペコちゃんサンタのケーキオーナメント」 
11月中旬発売 
幅約 130×奥行約 55×高さ約 80mm 
各税込 340円 

「パラソルチョコケーキ」11月中旬発売 
幅約 200×奥行約 20×高さ約 280mm 
各税込 680円 
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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。 

＊イートインスペース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 29 日（木）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 

https://www.fujiya-peko.co.jp/
https://www.fujiya-peko.co.jp/cake/christmas/

