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ふんわり食感にやわらかチョコレートを挟み込んだアイスキャンディー型の焼き菓子 

ハッピーな気分を演出する「ダックワーズバー」発売！ 

人気商品「焼きティラミス」の夏季限定商品「水出しコーヒー焼きティラミス」も同日発売 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社シュゼット・ホールディングス（本社：兵庫県西宮市 代表取締役社長：蟻田剛毅）が展開する洋菓子ブランド

「シーキューブ」は、カラフルでかわいいアイスキャンディー型の焼き菓子「ダックワーズバー」を 5 月 1 日（月）より、全国のシ

ーキューブおよびオンラインショップにて発売しております。また、人気商品「焼きティラミス」の夏季限定商品「水出しコーヒ

ー焼きティラミス」も、同日より発売開始。“お菓子で幸せなつながりを”を理念とするシーキューブらしい、見た目にも美味し

さにもこだわった商品です。さらに、両商品が入った「サニーアソート ダックワーズバー」「サニーアソート フルーツウィッチ」は、

お中元にぴったりの商品です。夏の手土産や季節の贈りものに、ぜひご利用ください。 

 

見た目も美味しさもハッピーになれる「ダックワーズバー」 

「ダックワーズバー」は、色鮮やかなダックワーズにスティックがついた、アイスキャンディー型の焼き菓子です。ダックワ

ーズとは、アーモンドパウダーとメレンゲを合わせた生地でクリームを挟み、外側はサクッと、内側はしっとりとした食感が特

徴のお菓子です。シーキューブの「ダックワーズバー」は、生地にくるみパウダーと全粒粉を使用。さらに生地作りで粉類を

合わせる際、メレンゲの泡を壊さないよう少ない手数で混ぜ合わせることで、他のダックワーズとは一味違う風味豊かでふ

んわりとした生地に仕上げました。中に挟み込まれるやわらかい食感のチョコレートとマッチして、やさしい味わいをお楽し

みいただけます。フレーバーは、昨年も登場したプレーン、いちごに加え、今年はレモンが新登場。冷やしてもおいしくお召

し上がりいただけます。 

夏らしい涼やかなパッケージを開けると、目に飛び込んでくるカラフルな「ダックワーズバー」。デザインには、“美味しさだ

けでなく、見た目でもハッピーな気持ちになっていただきたい”という想いが込められています。 

 

ほのかな塩で夏を感じる「水出しコーヒー焼きティラミス」 

「水出しコーヒー焼きティラミス」は、シーキューブの人気商品「焼きティラミス」に仲間入りする夏季限定商品です。 

北海道・大雪山系のふもとで生まれた天然水“ゆきのみず”で抽出した、爽やかな味わいの水出しコーヒーを使用し、天

面にまぶしたフランス産の塩をほのかに感じられることで、より一層夏らしい味わいを引き立たせています。 

  

 「シーキューブ」では、“お菓子で人と人との幸せなつながりを”というブランド理念のもと、今後も、お菓子を通じて人と人

との繋がりをアシストしてまいります。 

 

 

＜報道に関するお問合せ＞ 

株式会社シュゼット・ホールディングス  広報：井上 TEL：0798-36-8912  MAIL：pr@suzette.jp 

 

「ダックワーズバー」\1,080(税込) 「水出しコーヒー焼きティラミス」\972～(税込) 

 

NEWS RELEASE 



 

商品概要 
 

ダックワーズバー 

 

【発 売 日】 2017年 5月 1日(月)～2017年 8月 31日(木)  

※期間限定 無くなり次第終了   

【 内 容 】 ダックワーズバー（レモン 2個、いちご 2個、プレーン 1個） 

【販売価格】 1,080円（税込） 

 

 

水出しコーヒー焼きティラミス 

 

【発 売 日】 2017年 5月 1日(月)～2017年 8月 31日(木)  

※期間限定 無くなり次第終了   

【 内 容 】 水出しコーヒー焼きティラミス  

【販売価格】 6個入り：972円 （税込）／10個入り：1,620円（税込） 

 

 

 

サニーアソート ダックワーズバー（S,M,L） 

 

【商品名称】 サニーアソート ダックワーズバー S 

【発 売 日】 2017年 5月 1日(月)～2017年 8月 31日(木)  

※期間限定 無くなり次第終了  

【 内 容 】 水出しコーヒー焼きティラミス 4個  

サクッチ・ホロッチ（ミルク 2個、いちご 2個、チョコレート 2個） 

ダックワーズバー（レモン 1個、いちご 1個、プレーン 2個） 

【販売価格】 2,160円（税込） 

 

【商品名称】 サニーアソート ダックワーズバー M 

【発 売 日】 2017年 5月 1日(月)～2017年 8月 31日(木)  

※期間限定 無くなり次第終了 

【 内 容 】 水出しコーヒー焼きティラミス 6個 

サクッチ・ホロッチ（ミルク 2個、いちご 2個、チョコレート 2個） 

ダックワーズバー（レモン 2個、いちご 2個、プレーン 1個） 

カモン！カマンベール 7枚 

【販売価格】 3,240円（税込） 

 

【商品名称】 サニーアソート ダックワーズバー L 

【発 売 日】 2017年 5月 1日(月)～2017年 8月 31日(木)  

※期間限定 無くなり次第終了  

【 内 容 】 水出しコーヒー焼きティラミス 10個 

サクッチ・ホロッチ（ミルク 3個、いちご 2個、チョコレート 3個） 

ダックワーズバー（レモン 2個、いちご 2個、プレーン 2個） 

ゴールデン・エスプレッソ・ラングドシャ 

（チョコレートクリーム 5枚、マスカルポーネクリーム 5枚） 

【販売価格】 5,400円（税込） 

 

 



サニーアソート -フルーツウィッチ- 

 

【商品名称】 サニーアソート -フルーツウィッチ- S 

【発 売 日】 2017年 5月 1日(月)～2017年 8月 31日(木)  

※期間限定 無くなり次第終了  

【 内 容 】 焼きティラミス 2個、水出しコーヒー焼きティラミス 2個  

サクッチ・ホロッチ（ミルク 2個、いちご 2個、チョコレート 1個） 

カモン！カマンベール 4枚、ベリーウィッチ 2個、マンゴーウィッチ 2個 

【販売価格】 2,700円（税込価格） 

 

【商品名称】 サニーアソート -フルーツウィッチ- M 

【発 売 日】 2017年 5月 1日(月)～2017年 8月 31日(木)  

※期間限定 無くなり次第終了  

【 内 容 】 焼きティラミス 2個、水出しコーヒー焼きティラミス 2個  

サクッチ・ホロッチ（ミルク 2個、いちご 2個、チョコレート 2個） 

ゴールデン・エスプレッソ・ラングドシャ 

(チョコレートクリーム 3枚、マスカルポーネクリーム 3枚) 

カモン！カマンベール 4枚、ベリーウィッチ 2個、マンゴーウィッチ 2個 

【販売価格】 3,240円（税込価格） 

 

【商品名称】 サニーアソート -フルーツウィッチ- L 

【発 売 日】 2017年 5月 1日(月)～2017年 8月 31日(木)  

※期間限定 無くなり次第終了  

【 内 容 】 焼きティラミス 4個、水出しコーヒー焼きティラミス 4個  

サクッチ・ホロッチ（ミルク 4個、いちご 3個、チョコレート 3個） 

ゴールデン・エスプレッソ・ラングドシャ 

(チョコレートクリーム 3枚、マスカルポーネクリーム 3枚) 

カモン！カマンベール 4枚、ベリーウィッチ 4個、マンゴーウィッチ 4個 

【販売価格】 5,400円（税込価格） 

 

【販売店舗】 全国の「シーキューブ」店舗およびオンラインショップ 

【お問合せ】 お客様相談室 TEL：0120-917-225（9時～17時）  

HP：https://www.suzette-shop.jp/c3 

 

＜ご参考＞ 株式会社シュゼットおよび「シーキューブ」について 

1969 年、兵庫県芦屋市で創業。百貨店をはじめ幅広い販売チャネルを持つ「アンリ・シャルパンティエ」（全国 87 店舗）と、カ

ジュアルなラインナップで駅ナカ・駅チカをリードする「シーキューブ」（32 店舗）の 2 つの洋菓子ブランドを展開。製造販売のほ

か、カフェ事業や OEM生産など、さまざまな事業を推進中。世界準優勝を果たしたパティシエを有し、創業より生ケーキはすべ

て手作りにこだわるなど、“世界最高峰の技術でお菓子文化を生み出す会社”として、100 年先を見据えたお菓子作りを通じ、 

さまざまなシーンに忘れられない感動をお届けしています。 「シーキューブ」のブランド名は代表商品「ティラミス」の素材である

コーヒー・チーズ・カカオの 3 つの“C”に由来。北海道の良質な乳製品や、世界中から選び抜いた食材など、こだわりのある素

材・技術・創造力を駆使したお菓子を提供しています。 

 

 

 

 

 

＜報道に関するお問合せ＞ 

株式会社シュゼット・ホールディングス  広報：井上 TEL：0798-36-8912  MAIL：pr@suzette.jp 

https://www.suzette-shop.jp/c3

