2017 年 9 月 25 日

華やかなケーキで大切な家族や友達と過ごす

2017 年のイトーヨーカドーのクリスマス
家族みんなが楽しめる、パーティー用やペット用のケーキまで品揃え強化！
株式会社イトーヨーカ堂（東京都千代田区、代表取締役社長：三枝 富博）は、10 月 2 日（月）
より、クリスマスケーキ等のご予約を、全国のイトーヨーカドー168 店(2017 年 9 月 25 日現在)
とセブン&アイのインターネット通販サイト「オムニ 7」で開始いたします。
今年は「心煌めくクリスマス」をテーマにフランス伝統菓子“ガトーマルジョレーヌ”を人気
フランス料理店「ビストロエガリテ」監修のもとアレンジした『マルジョレーヌドゥノエル』や、
人気洋菓子店「マダムシンコ」の“マダムブリュレ”をクリスマス仕様にした『マダムシンコ Xmas
ブリュレ』等、見た目も華やかなケーキを取り揃えました。さらに、カット不要で分けられる
パーティーにぴったりなケーキや、「健康」のキーワードを取り入れたケーキ、家族の一員
「ペット用」のケーキ等、バラエティー豊かに約 50 品のケーキを取り揃えました。
さらに、取り分けやすく、ミニカップに盛り付けた『クリスマスミニカップ海鮮 SUSHI』や、
『ボイルロブスター・エスカルゴセット』等、クリスマスパーティーにピッタリな商品を
幅広くご提案いたします。
【

商品の一例 】

※店頭…店頭でのお渡し価格。

健康キーワード

シェフ監修
『ビストロエガリテ監修

『糖質を抑えた
苺ケーキ 4 号』

マルジョレーヌドゥノエル』
【店頭】5,300 円(税込 5,724 円)

【店頭】3,500

円(税込 3,780 円)

ペット用オードブル
『犬用クリスマスボックス』
【店頭】1,500

円(税込 1,620 円)

★特徴★

★特徴★

★特徴★

人気フランス料理店ビストロエガリテ

糖質を抑えたホイ ップクリ ームと

大 切 な家 族で あるペッ トと 一緒に

のシェフが監修した、フランス伝統

スポンジを使用し た苺のシ ョート

クリスマスを過ごしたい方に

菓子“ガトーマルジョレーヌ”を

ケーキ。糖質が気になる方にも

オススメのオードブルセットです。

アレンジしたケーキ。３層の異なる

美味しく召し上がりいただけます。

チーズハンバーグ、ロールチキン、

クリームとアーモンドプードルを贅沢

※100ｇ当たりの糖質量：12.8ｇ

ス イ ート ポテ トサラダ 、紫 いもの

に使用した生地が絶妙な食感です。

（エリスリトールを除く）

スイートポテト、パンプキンサラダ、

食卓に華を添えるようなクリスマスの

【参考値】ショー トケーキ （果実

温野菜を犬用にアレンジしたセット

雪景色に仕上げており、味・見た目

なし）100ｇ当たりの糖質量：43ｇ

です。

ともにお楽しみいただけます。

※日本食品標準成分表 2015 年版
（七訂）による計算値

※オムニ７での取り扱いなし

『マダムシンコ Xmas ブリュレ』
4～5 人向 【店頭】5,300 円(税込 5,724 円)

★特徴★
人気の“マダムブリュレ”を、いちごや生クリーム等で
クリスマスバージョンに飾り付けしました。“パリふわ”
な食感と、フォトジェニックな見た目をお楽しみ
下さい。

『クリスマスルージュ』
3～4 人向

【店頭】2,500

円(税込 2,700 円)

★特徴★
ベリームース、ココアスポンジ、ベリークリームを重ね、
真っ赤なベリーソースをかけて仕上げた、見た目が鮮やか
なケーキです。やや小さめで、3 人～4 人のご家族向けの
サイズです。

『カラフルクリスマス』
７人向 【店頭】3,５00 円(税込 3,780 円)
★特徴★
色とりどりの 7 種類のケーキがカップに入った、パーティ
ーにピッタリなケーキセットです。カップ入りなので、
切り分けも不要。それぞれお好きなケーキをお楽しみいた
だけます。

『クリスマス

パーティーケーキ』

15～20 人向 【店頭】8,000 円(税込 8,640 円)
★特徴★
ふんわりスポンジに、なめらかな口どけのよいクリーム
を使用したいちごケーキが、特大サイズのパーティー用
で 登 場 ！大 人数 を 招いた ク リ スマ ス パ ー ティー で 、
盛り上がること間違いなしです。
※オムニ７での取り扱いなし

『猫用プチケーキ』
【店頭】980 円(税込 1,058 円)
★特徴★
クランベリー味のスポンジの上に、猫が好きなかつお節
を混ぜ込んだチーズ味ムースを重ねました。トッピング
はピスタオ、ドライイチゴでクリスマスカラーを表現
し、ゴロゴロの角切りチーズをのせています。
※オムニ７での取り扱いなし
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『クリスマスミニカップ

海鮮ちらし SUSHI』

2~3 人向【店頭】1,900 円(税込 2,052 円)
★特徴★
彩りも鮮やかで、とっても可愛らしいミニサイズのカップ
海鮮ちらし SUHSI。
真鯛、サーモン、ますいくら、甘海老など色々な海鮮ネタが
入っており、それぞれ好きな海鮮ちらしを楽しんでいただ
ける商品です。

『ボイルロブスター・エスカルゴセット』
【店頭】2,500

円(税込 2,700 円)

★特徴★
クリスマスの食卓を贅沢に飾るロブスターとエスカルゴの
セット。

『名古屋コーチン使用もも焼き(2 本入り)』
【店頭】3,000

円(税込 3,240 円)

★特徴★
名古屋コーチンを醤油ダレに漬け、歯ごたえと弾力を大事
に仕上げました。
※オムニ７での取り扱いなし

【クリスマス予約概要】
店

舗 ：全国 168 店舗(2017 年 9 月 25 日現在)

予約開始日：10 月 2 日(月)～ ※予約受付期間、商品のお渡し日は商品によって異なります。
※一部商品については、12 月 19 日（火）まで承ります。

承り期間
店頭

オムニ７

お渡し・お届け

お持ち帰り

10 月 2 日(月)～12 月 18 日(月)

宅配

10 月 2 日(月)～12 月 13 日(水)

ネットスーパー

店頭お持ち帰り商品のみ扱い
10 月 2 日(月)17 時～
12 月 13 日(水)16 時
宅配商品のみ扱い
10 月 2 日(月)～12 月 13 日(水)

ネット通販

◆イトーヨーカドー特集ページ 10/2(月)サイトアップ予定

12 月 22 日(金)～12 月 25 日(月)

http://www.itoyokado.co.jp

◆オムニ 7・イトーヨーカドーネット通販 特集ページ 10/2(月)サイトアップ予定
http://iyec.omni7.jp/fair/F04XS0000

以上
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