
株主のみなさまへ

第6期  中間報告書
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株主のみなさまへ

明治ホールディングス株式会社
代表取締役会長　浅野 茂太郎

明治ホールディングス株式会社
代表取締役社長　松尾 正彦

食品から医薬品まで、
幅広い分野で貢献する
ユニークな企業グループを目指して

　株主のみなさまには、日頃より格別のご高配を
賜り厚く御礼申し上げます。

　さて、当社は、平成26年9月30日をもちまして、
第6期事業年度（平成26年4月1日から平成27
年3月31日まで）の中間期（平成26年4月から9

月期）を終了いたしましたので、ここに事業等の
概況につきましてご報告申し上げます。

　当中間期のわが国経済は、政府の経済対策等
により緩やかな景気回復基調にある中、企業業績
とともに雇用・所得環境も底堅く推移しました。
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　一方、消費環境は消費税率引き上げによる反
動減や夏場の天候不順の影響などによる回復の
遅れが見られ、個人消費は弱含みで推移しました。
　こうした中、当社グループは、2012-2014年
度グループ中期経営計画「TAKE OFF 14」の最
終年度を迎え、重点テーマ「収益性向上と飛躍に
向けた戦略投資」に基づき、「既存事業の強化・拡
大」「成長事業の育成」「収益性の向上」に引き続
き取り組んでいます。
　食品セグメントでは、原材料調達コストやエネ
ルギーコストの大幅な負担増に対して、乳製品、
菓子、健康栄養の各事業が構造改革と徹底した
コストダウンを推進しています。
　医薬品セグメントでは、「スペシャリティ＆ジェ
ネリック」戦略を推進する中、医療用医薬品の普

及強化と併せて、国内外の生産拠点における原
価低減に取り組んでいます。
　この 結 果、当 中 間 期 の 売 上 高は5,592億26
百万円（前年同期比0.7％減）、営業利益は189
億78百万円（同19.4％増）、経常利益は196億
81百万円（同9.9％増）、中間純利益は125億98
百万円（同28.7％増）となりました。
　なお、当期の中間配当金は、1株につき金40円
と決定させていただきました。
　
　株主のみなさまにおかれましては、今後ともよ
り一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。
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食品セグメント（　　　　　　　）

　当セグメントでは、売上高は、乳製品事業および健康栄養事業は前年同期を下回りましたが、菓子事業は主力商品の売り
上げ増により前年同期を上回り、全体では前年同期並みとなりました。
　営業利益は、乳製品・菓子・健康栄養の三事業がそろって大幅増益となり、全体では前年同期を大幅に上回りました。プロ
ダクトミックスの改善と徹底したコストダウンが全体の収益改善に貢献しました。
　事業別の売り上げ概況は次のとおりです。

市乳　　ヨーグルト、牛乳類、飲料等
プロバイオティクスは、積極的なマーケティング活動や、 
平成26年7月発売の「明治ヨーグルトR-1」ブランドの新商
品が寄与し、前年同期を大幅に上回りました。

「明治ブルガリアヨーグルト」は、市場の価格競争激化の影
響を受けて前年同期を下回りましたが、「明治ブルガリア
のむヨーグルト」は、昨年度発売の新しいパッケージが好
評を博し、売り上げの拡大が続いています。

牛乳類は、前年同期を下回りましたが、「明治おいしい牛
乳」は、需要喚起を目的とした積極的なコミュニケーション
施策が奏功し、前年同期を上回りました。
加工食品　　チーズ、バター、冷凍食品、業務用食品等
市販チーズは、スライスチーズ群が好調に推移し、また「明
治北海道十勝」シリーズのカマンベールやスマートチーズ
が大きく伸長した結果、前年同期を上回りました。
市販マーガリンは、市場低迷の影響により前年同期を下回
りました。

乳 製 品 事 業

503,369百万円
（89.9%）

17,430百万円
（91.7%）

売上高

営業利益

セグメント別概況のご報告

売上高／
営業利益
構成比

売上高

5,033億円
（前年同期比 ： 0.2％減）

営業利益

174億円
（前年同期比 ： 30.3％増）

明治ヨーグルトR-1
ドリンクタイプ

明治プロビオヨーグルトLG21

明治おいしい牛乳

明治ぬってから焼く！
チーズがこんがりソフト

明治北海道十勝
カマンベールチーズ

明治ブルガリアヨーグルトLB81
プレーン
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菓子　　チョコレート、ガム、キャンディー等
チョコレートは、昨年度から続くカカオポリフェノールへの
関心の高まりにより、「チョコレート効果」シリーズやブラッ
クチョコレートなどのビター系チョコレートが大きく伸長し、
前年同期を上回りました。
ガムは、市場が低迷する中、前年同期を下回りました。

スポーツ栄養、健康機能、OTC、粉ミルク、流動食等
スポーツ栄養は、消費税率引き上げによる反動減の影響
を受け、「ヴァーム」が前年同期を大幅に下回り、「ザバス」
も前年同期を下回りました。

菓 子 事 業

健 康 栄 養 事 業

ミルクチョコレート

アミノコラーゲン 缶タイプ ヴァーム顆粒

明治ステップ
らくらくキューブ

ザバス ホエイプロテイン100 
ココア

明治メイバランス Miniカップ 
バナナ味

キシリッシュガム
クリスタルミント

明治チョコレートアイスクリームバー
濃厚ショコラ＆プレミアムバニラ
＜マルチ＞

カール チーズあじ

明治 エッセルスーパーカップ
超バニラ

アーモンドチョコ

イソジンうがい薬

グミは、リニューアルした「果汁グミ」やその他の商品の売
り上げ拡大が寄与し、前年同期を大幅に上回りました。
アイスクリーム　　アイスクリーム等
アイスクリームは、主力の「明治エッセルスーパーカップ」
が前年同期を上回り、「明治チョコアイス」シリーズがマル
チタイプの新商品投入により前年同期を大幅に上回った
結果、全体では前年同期を上回りました。

健康機能では、コラーゲン市場の落ち込みを受け、「アミノ
コラーゲン」が前年同期を下回りました。
粉ミルクは、前年同期を上回りました。
流動食は、前年同期を上回りました。市販用は、取り扱い店
舗の拡大により前年同期を大幅に上回りました。
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56,777百万円
（10.1%）

売上高

1,584百万円
（8.3%）

営業利益

抗菌薬は、「メイアクト」「オラペネム」が前年同期を大幅に
下回りました。
抗うつ薬は、「リフレックス」が前年同期を下回り、「デプロ
メール」は前年同期を大幅に下回りました。
ジェネリック医薬品は、前年同期を大幅に上回りました。カ
ルシウム拮抗薬「アムロジピン錠 『明治』」、アルツハイマー
型認知症治療剤「ドネペジル 『明治』」は大きく伸長しました。

農薬は、茎葉処理除草剤「ザクサ液剤」が前年同期を大幅
に上回りましたが、主力のいもち病防除剤「オリゼメート」
が前年同期を大幅に下回り、全体では前年同期を大幅に
下回りました。
動物薬は、家畜用薬が前年同期を大幅に下回り、コンパニ
オンアニマル用薬も前年同期を下回った結果、全体では前
年同期を下回りました。

　当セグメントでは売上高は、国内の医療用医薬品事業が薬価改定および消費税率引き上げによる一時的な需要増の反動
減により前年同期を下回り、生物産業事業が前年同期を大幅に下回った結果、全体では前年同期を下回りました。
　営業利益は、国内の医療用医薬品事業の減収が響き、前年同期を大幅に下回りました。
　事業別の売り上げ概況は次のとおりです。

医 療 用 医 薬 品 事 業 生 物 産 業 事 業  （農薬・動物薬）

医薬品セグメント（　　　　　　　　　　　　　　）

セグメント別概況のご報告

売上高／
営業利益
構成比

売上高

567億円
（前年同期比 ： 4.8％減）

営業利益

15億円
（前年同期比 ： 35.0％減）

メイアクトMS
小児用細粒 リフレックス錠リフレックス錠

アムロジピン錠「明治」 パナメクチン
チュアブルＰ

オラペネム小児用細粒

ドネペジル
塩酸塩OD錠「明治」

オリゼメート粒剤

ザクサ液剤
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新製品のご紹介

明治北海道十勝かおり濃香パルメザンチーズ生削り
明治オリジナルの国産ナ
チュラルチーズ「十勝か
おり濃香パルメザン」を
削りたてのおいしさをそ
のままにパックしました。
生タイプなのでしっとり
柔らか、パルメザン本来
の華やかで芳醇な香りを
お楽しみいただけます。

明治ブルガリアヨーグルト（75g×4）各種
芳醇いちご／つぶごとブルーベリー／しゃきしゃきアロエ／
朝のフルーツミックス／あじわい白桃

ヨーグルトがフタ裏に
付着しづらい撥水性の
あるフタ材を採用いた
しました。また、カップ
周りのラベルは剥がし
やすいものを採用する
ことで、分別・廃棄しや
すくいたしました。

カカオマスのブレン
ドにこだわったチョ
コレートと、プレート
状の焼き物をベスト
バランスで組合せ、
口あたり、口どけ、食
感、濃厚な味わいを
極めたガルボの最
高傑作です。

ガルボプレミアム 深みカカオ

【宅配専用】明治ミルクでしっかりからだにチカラ（壜180ml）
10月1日発売の宅配専
用商品です。
乳たんぱく質を1本で10g
摂取できるとともに、お
腹がゴロゴロする原因と
される乳糖を約8割カッ
トし、毎日おいしくお飲み
いただける白物乳飲料
です。

デイリーリッチ各種（全12品）
チルドDELI 具だくさん調理ソース／チルドDELI レンジ調理シリーズ

「毎日のちょっとした贅沢
を」をキーワードに具材
感のある本格的な品質を
チルド流通でお届けしま
す。ファミリーユースの
調理ソース、パーソナル
ユースのカレー・パスタ・
スープとバラエティ豊か
な12品で展開します。
※東海・北陸・関西地区　先行発売
　写真はチキンの完熟トマト煮です

※写真は芳醇いちごです

明治白のひととき（430ml）
なめらかな口あたりと後
味の良さをバランス良く
味わえる、ミルク好きな
方にぴったりのミルク
コーヒーです。
リキャップできるボトル
で、たっぷり430ml。ゆっ
たりくつろぎのひととき
をお楽しみください！

イソジンうがい薬C
うがい薬の代表的ブラン
ド「イソジン」から、薄めず
そのままうがいができる
新タイプの商品が登場。
口腔内の殺菌・消毒、口
臭除去の効果とともに、
すっきりとした清涼感が
ひろがります。

ザバス ジュニアプロテイン
マスカット風味 たんぱく質の他、成長と

運動に必要なカルシウム、
鉄、マグネシウム、10種
のビタミンを摂取できる
ジュニア用プロテインで
す。爽やかなマスカット
風 味 で、水 にとかして
ジュースのようにおいし
くお飲みいただけます。

メルティーキッス プレミアムショコラ
「もっと濃くとけてい
く 」冬 の 定 番 メ ル
ティーキッスがさら
においしく生まれ変
わりました。カカオの
旨味と華やかな香り
を、雪のようななめ
らかな口どけで堪能
できます。

明治チョコレートアイスクリームバー　
濃厚プレミアムチョコレート
こだわりぬいたチョコレートと濃厚で本格的なカカオが
調和したプレミアムチョコレートアイスクリームです。圧
倒的なおいしさをご家庭で手軽にお楽しみいただけます。

アミノコラーゲン プレミアム ドリンク
より上質を求める方のた
めのアミノコラーゲンプ
レミアムドリンクです。低
分子化フィッシュコラー
ゲンを中心に、女性にうれ
しい８つの美容成分を配
合しました。ザクロ風味の
爽やかな飲み口です。

バルサルタン錠「明治」
バルサルタン錠「明治」
は、Meiji Seika ファルマ
が開発し、製造している
血圧降下剤のジェネリッ
ク医薬品です。高血圧症
の患者さんに処方される
医療用医薬品です。
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TOPICS

「株主優待品寄贈選択制度」のご案内および実施のご報告

メイアクトはおかげさまで発売20周年を迎えました！

寄贈先訪問レポート

　当社では、株主さまのご意志により優待品の送付に代えて同等品を福祉
団体等へ寄贈する｢株主優待品寄贈選択制度｣を設けております。この制度
にご賛同いただきました株主さまのお気持ちと、優待品を、当社の気持ちと
あわせて福祉団体等へ寄贈させていただいております。
　今年度は、東日本大震災の被災地の方々および自宅から離れて生活され
ている方々、また全国の障がいのある児童の支援団体への寄贈を、認定特
定非営利活動法人日本ＮＰＯセンターを通じて実施いたしました。

　平成6年に発売された「メイアクト」は、小児から高齢者まで、幅広い感染症の
治療に使われる経口内服剤として高い評価を得ています。発売以来20年が経
ちますが、近年問題となっている薬が効きにくい病原菌（薬剤耐性菌）にも効果
を示すことで、国内外で広く使われています。
　また、錠剤の小型化や、小児用顆粒から細粒、さらに味の改良など、患者さん
が飲みやすくなるための工夫を続けてきました。Meiji Seika ファルマ株式会
社はこれからも重点領域の柱の1つである感染症の治療を通じ、医療に貢献し
ていきます。
※「メイアクト」はそのパワーとやさしさから、くじらをキービジュアルとして起用しています。

　東日本大震災で被災されたみなさま、関係者のみなさまには、心よりお見舞い申し上げます。
　またご賛同いただきました株主のみなさまのお気持ちに、心より感謝申し上げます。

　被災地で活動している団体および障がい者の支援団体を訪問してまいりました。いずれの団体も、ご友人同士や保護者の方同士がお互いに交
流を深め合いながら精力的に活動されていました。特に児童のみなさんのあどけない笑顔が大変印象的でした。また、ご指導される先生方や保
護者の方々の日々のご尽力に心を打たれました。詳しくは当社ホームページにてご報告いたします。

今年度実績
寄贈にご賛同いただきました株主さま： 1,828名
株主さまから寄贈いただきました相当金額： 567万500円
※   当社からもほぼ同額相当分を寄贈し、合計1,135万円相当分の当社グループ製

品の寄贈をしております。

いわて発達障害サポートセンターえぇ町つくり隊
高田支部サポートハウス★ステップ

（岩手県 陸前高田市）
ケンカするほど仲がいい友達です。

親子訓練 ミツバチの会
（福岡県 北九州市）
親子で和やかに動作法の訓練をして
います。

まゆみ放課後児童クラブ
（福島県 本宮市）
みんなの元気と笑顔は宝物です。

こどもコミュニティケア
（兵庫県 神戸市）
いつも、みんなで
楽しく過ごしています。
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　「明治 The Chocolate」は、カカオ豆の選定から発酵、ローストなど細部までこだわり抜いた、大人のための上質な“Bean 
to Bar”チョコレートです。
　「チョコレートの明治」が自信を持っておすすめする「明治 The Chocolate」で、贅沢なひとときをお過ごしください。

※   全国のドラッグストア・大型スーパーなどでお買い求めいただけます。なお、病院、施設では従来の 
ブリックパックを継続して販売します。

※アグロフォレストリーとは、「森をつくる農法」とも呼ばれ、森林伐採後の荒廃した土地に、自然の生態系に倣った多様な農林産物を共生させながら栽培する農法です。

従来品

1本125mlの少量で、
200kcalの高エネルギー設計！

体に大切な栄養素が一度にとれる！
たんぱく質、食物繊維、ビタミンＣや
ビタミンDなど11種類のビタミン、
カルシウムや亜鉛など10種類のミネ
ラルを配合しました。
毎日うれしい8種類のおいしさ！
味わいは、コーヒー・キャラメル・ヨー
グルト・ストロベリー・バナナ・コーン
スープ・抹茶・チョコレートの好みにあ
わせて選べる8種類のおいしさです。

持ちやすい小型カップ！
無理なくラクに持つことができる丸
型プラ容器。自然な手の開き幅の分
布を調査して口径を決定しました。
飲みやすいストロー！
くわえた時のフィット感、吸いやすさ、
飲む量の調整しやすさを考えました。
折り曲げできる蛇腹付き。
分かりやすいストローくち！
ストローくち周辺部分だけを一段低
くして視認性を高めました。

これが、カカオのおいしさです。「明治 The Chocolate こく苦カカオ」「明治 The Chocolate 香るカカオ」新発売

誰でも持ちやすく・飲みやすい独自設計の「小型カップ」で新登場！ 「明治メイバランス Miniカップ」

栄養調整食品「明治メイバランス」は、従来のブリック
パックから、ユニバーサルデザイン視点で設計された小
型カップ容器に切り替え、さらに飲みやすさを追求した 

「明治メイバランス Miniカップ」として新発売しました。

新容器

厳選2種類デビュー　ミルクを使用していないため、純粋なカカオの香りと味わいを感じていただけます。
“Bean to Bar”とは
カカオ豆からチョコ
レートに仕上げるま
での様々な工程でこ
だわり抜いたチョコ
レート。明治はカカオ
と真摯に向き合い、
新しいおいしさを探
究し続けています。

世界を代表するカカオの生産地
であるベネズエラ産のカカオ豆
を中心に使用。

力強いチョコレート感に、程よい
苦みとナッツのような香ばしさ。

食後の贅沢、こだわりの
コーヒーと一緒に。

ブラジル トメアスー産カカオ豆。
アグロフォレストリー※ 農法で
作った環境にやさしいカカオ豆。

華やかな香りとフルーティーな
酸味、心地良いカカオのあとぎれ。

癒しのひととき、お気に入りの　
お茶と一緒に。

使     用
カ カ オ

使     用
カ カ オ

味ことば 味ことば

おすすめ
食シーン

おすすめ
食シーン

について明治

こく苦カカオ 香るカカオ
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中間連結貸借対照表（要旨） （単位：百万円）

前期末
（平成26年3月31日現在）

当中間期
（平成26年9月30日現在）

資産の部

流動資産

現金及び預金 19,577 18,213
受取手形及び売掛金 163,135 158,431
商品及び製品 80,215 85,689
仕掛品 2,505 3,561
原材料及び貯蔵品 38,941 41,868
その他 24,984 26,059
貸倒引当金 △288 △319

流動資産合計 329,071 333,504

固定資産

有形固定資産 325,644 331,228
無形固定資産 8,167 7,934
投資その他の資産 116,578 121,091

固定資産合計 450,390 460,255
資産合計 779,461 793,760

負債の部

流動負債 261,466 259,807
固定負債 189,872 193,298
負債合計 451,339 453,106

純資産の部

株主資本 318,358 327,164
その他の包括利益累計額 2,089 5,868
少数株主持分 7,674 7,620
純資産合計 328,121 340,653
負債純資産合計 779,461 793,760

中間連結損益計算書（要旨） （単位：百万円）

前中間期
自 平成25年4月 1 日（至 平成25年9月30日）

当中間期
自 平成26年4月 1 日（至 平成26年9月30日）

売上高 562,957 559,226
売上原価 372,005 369,703
売上総利益 190,952 189,522
販売費及び一般管理費 175,055 170,544
営業利益 15,896 18,978
営業外収益 4,012 2,707
営業外費用 2,004 2,005
経常利益 17,904 19,681
特別利益 990 1,974
特別損失 2,854 1,360
税金等調整前中間純利益 16,041 20,294
法人税等 6,016 7,582
少数株主損益調整前中間純利益 10,025 12,712
少数株主利益 234 113
中間純利益 9,790 12,598

中間連結キャッシュ・フロー計算書（要旨） （単位：百万円）

前中間期
自 平成25年4月 1 日（至 平成25年9月30日）

当中間期
自 平成26年4月 1 日（至 平成26年9月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー 25,846 30,629
投資活動によるキャッシュ・フロー △22,192 △26,326
財務活動によるキャッシュ・フロー △6,839 △5,483
現金及び現金同等物に係る換算差額 588 △184
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,596 △1,364
現金及び現金同等物の期首残高 16,564 19,238
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 250 －
現金及び現金同等物の中間期末残高 14,217 17,874

連結財務諸表
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会社概要／株式の状況 （平成26年9月30日現在）

会社概要
商号 明治ホールディングス株式会社

（英文名：MEIJI Holdings Co., Ltd.）

事業内容 菓子、牛乳、乳製品、薬品等の製造、販売等を行う
子会社等の経営管理およびそれに付帯または関連する事業

本社所在地 東京都中央区京橋ニ丁目4番16号
代表取締役社長 松尾 正彦
設立 平成21年（2009年）4月1日
資本金 300億円

株主メモ
事業年度 ４月１日から翌年３月３１日まで
基準日 期末配当　3月31日　　中間配当　9月30日

※別途定める場合は、予め公告します。
定時株主総会 6月下旬
単元株式数 100株
上場金融商品取引所 東京証券取引所
公告方法 電子公告により行います。

公告掲載URL　http://www.meiji.com/
ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をするこ
とができない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行います。なお、
会社法第４４０条第４項の規定により、決算公告は行いません。

株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社
特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社
同連絡先 三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

〒１３７ー８０８１ 東京都江東区東砂七丁目１０番１１号
電話　０１２０－２３２－７１１（フリーダイヤル）

役員紹介
代表取締役会長 浅 野 茂 太 郎 兼　Meiji Seika ファルマ㈱　取締役

代表取締役社長 松 尾 　 正 彦 兼　㈱明治　取締役　
兼　Meiji Seika ファルマ㈱　取締役

取締役常務執行役員 平 原 　 高 志
取締役常務執行役員 左 座 　 理 郎
取締役執行役員 古 田 　 　 純
取締役執行役員 岩 下 　 秀 市
取締役 川 村 　 和 夫 兼　㈱明治　代表取締役社長

取締役 小 林 大 吉 郎 兼　Meiji Seika ファルマ㈱
　　代表取締役社長

取締役（社外） 矢 嶋 　 英 敏
取締役（社外） 佐 貫 　 葉 子
監査役（常勤） 佐 藤 　 秀 明
監査役（常勤） 田 子 　 博 士
監査役（社外） 山 口 　 健 一
監査役（社外） 渡 邊 　 　 肇

大株主 （上位10名）

株主名 所有株式数（千株） 持株比率（％）
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 4,422 5.79
株式会社みずほ銀行 3,633 4.76
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 3,016 3.95
明治ホールディングス従業員持株会 1,809 2.37
日本生命保険相互会社 1,804 2.36
株式会社りそな銀行 1,523 2.00 
農林中央金庫 1,446 1.89
明治ホールディングス取引先持株会 1,417 1.86
三菱UFJ信託銀行株式会社 1,002 1.31
東京海上日動火災保険株式会社 917 1.20

（注）上記の他に、当社が2,716千株（持株比率3.56%）保有しております。

株主さまへのご優待
1.対象となる株主さま

毎年3月31日現在の明治ホールディン
グス株式100株以上ご所有の株主さま

2.ご優待の内容
ご所有株式数に応じて、明治グループ
製品詰合せを毎年10月末頃にお届け
いたします。

ご所有株式数 ご優待内容
100株以上 2,000円相当
300株以上 3,500円相当
500株以上 5,000円相当

（ご注意）
1. 株券電子化に伴い、株主さまの住所変更、単元未満株式の買取請求その他各種お手続きにつきまし

ては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を
開設されている証券会社等にお問い合わせください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行株式会社）
ではお取り扱いできませんのでご注意ください。

2. 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行株式会社が口
座管理機関となっておりますので、上記の連絡先にお問い合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行
株式会社全国各支店にてもお取り次ぎいたします。

3.未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行株式会社本支店でお支払いいたします。

※  株主さまのご意志により、優待品のご送付に代えて同等品を福祉団体等へご寄贈いただく
ことも選択できる株主優待品寄贈選択制度も設けております。

株式の状況 所有者別
発行可能株式総数
280,000,000株
発行済株式の総数
76,341,700株
株主数
78,145名

金融商品取引業者　39名
1,280,488株
（1.68％）

その他の法人　800名
8,022,019株
（10.51％）

外国法人等　
464名
16,552,464株
（21.68％）

金融機関　87名
29,593,191株
（38.76％）
個人その他　
76,755名
20,893,538株
（27.37％）

3,500円相当の優待品の例です。
（実際の優待品と異なる場合があります。）
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見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

下準備 
●チョコホイップクリーム用のミルクチョコレートは細かく刻んでおく。
●飾り用のホワイトチョコレートはピーラーなどで薄く削っておく。 
●スポンジは1/2の厚さにスライスする。
●イチゴは飾りのサンタ用にきれいなものを数個選び、残りはスライ
スしておく。 

●絞り袋に丸口金（6mm）をセットしておく。
チョコホイップクリームを作る
❶細かく刻んだチョコレートをボウルに入れ、約50～55℃のお湯で湯

せんにかけて溶かす。
❷完全に溶けたら生クリームを少しずつ入れ、その都度ダマにならな

いように泡立て器で混ぜ合わせながら、生クリームとチョコレートを
混ぜ合わせる。

❸上白糖も加えて六分立てにして、使う直前まで冷蔵庫に入れておく。

土台を作る
❶六分立てにしたチョコホイップクリームの約半量を別のボウルに入

れ八分立てにする。
❷約半量をパレットナイフでスポンジケーキに塗り、スライスしたイチ

ゴを並べ、残りのクリームをその上にのせて、もう一枚のスポンジ
でサンドして土台を作る。

❸残りのチョコホイップクリームを七分立てにして表面全体にラフに
塗り、残りを丸口金をセットした絞り袋に入れておく。

イチゴでサンタを作る 
❶生クリームと上白糖を合わせて、泡立て器で七分立てにしたら、丸

口金をセットした絞り袋に入れる。
❷飾り用のイチゴをサンタの胴体と帽子になるようにバランスよく

カットする。
❸イチゴの胴体の上に丸口金をセットした絞り袋でクリームを丸く絞

り、帽子の部分をのせる。
❹チョコペン(白)で、サンタの帽子とボタンとひげを描く。
❺チョコペンで目を入れ、カラーシュガーで鼻を付ける。
仕上げ 
❶ケーキの上にチョコホイップクリームを絞り、イチゴのサンタをの

せ、ミルクチョコレート、薄く削ったホワイトチョコレート、明治きのこ
の山、明治たけのこの里、明治アポロチョコ、ミント（お好みで）など
でデコレーションする。茶こしで上から粉糖をふりかける。

サンタのチョコケーキおすすめレシ
ピのご紹介

使用するチョコレート：

材料（直径15cm丸型1台分）
市販のスポンジケーキ（直径15cm）：1台 イチゴ：約2/3パック

チョコホイップクリーム
明治ミルクチョコレート：1枚（50g）
明治北海道十勝フレッシュ100(生クリーム)：400cc

上白糖：10g

ホイップクリーム
明治北海道十勝フレッシュ100
(生クリーム)：100cc（泡立てしやすい量）

上白糖：10g

飾り用
明治ミルクチョコレート：適量
明治ホワイトチョコレート：適量
明治きのこの山：適量

明治たけのこの里：適量
明治アポロチョコ：適量
チョコペン：適量
アラザン：適量

粉糖：適量
ミント（お好みで）：適量
ほか、好みの材料

調理時間 40分

　作り方

賞味期限 冷蔵庫で約1日

このレシピの
ポイントは

ココ！

イチゴで作ったサンタクロースが、たくさんのっ
たラブリーなデコレーションケーキ。こんなケー
キがクリスマスのテーブルにあったらパーティも
盛り上がること間違いなし♪


