2022 年 6 月 29 日
株式会社 BAKE

ミスタードーナツとの共同開発商品販売記念！
開発のモデルとなった 4 商品が登場！
焼きたてチーズタルト専門店「BAKE CHEESE TART」と
焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」にて

「#ドーナツに BAKE る」プロモーション開催
株式会社 BAKE（本社：東京都港区、代表取締役社長 CEO：山田 純平）が運営する焼きたてチーズタルト専門店「BAKE
CHEESE TART」と焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」では、ミスタードーナツでの BAKE INC.監修の共同開発
商品の販売を記念して、「#ドーナツに BAKE る」と題し、共同開発商品のモデルとなった商品を販売するプロモーションを
展開いたします。
「BAKE CHEESE TART」では定番商品の「焼きたてチーズタルト」に加え、「焼きたてチョコレートチーズタルト」を 2022 年
7 月 6 日（水）より期間限定で販売いたします。
焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」では、定番商品の「焼きたてカスタードアップルパイ」のほか、「焼きたて
カスタードアップルパイ レモン」を期間限定で販売しております。

期間限定商品「焼きたてチョコレートチーズタルト」について
フランボワーズやスグリなど赤いベリー類を思わせるフランス産チョコレートをチーズムースに混ぜた、芳醇な香りや酸味
が楽しめるチョコレートチーズタルトです。
カップ部分は、チョコチーズムースと相性の良いココアパウダーを混ぜたタルト生地にし、チョコチーズムースの華やかさを
引き立てます。

期間限定商品「焼きたてカスタードアップルパイ レモン」について
フィリングにはりんごプレザーブとレモンのピューレやレモンの果皮糖漬け、果汁を加え、爽やかな香りと心地よい酸味が
感じられるようバランスよく配合。北海道産の牛乳を使用したなめらかなカスタードクリームに風味豊かなレモンカードを合
わせたレモンカスタードクリームがフィリングと合わさり、キュンと広がる甘酸っぱさが口の中に広がります。パイの表面に
はクロッカンとシュガーパウダーをトッピングし、ザクっとした食感と夏らしい涼やかな印象をプラスしました。

【商品概要】URL:https://bake-jp.com/info/bakeru2022/
＜BAKE CHEESE TART＞
・商品名 ：焼きたてチーズタルト
・価格
：1 個 230 円（税込）
・販売期間：通年販売
・販売場所：BAKE CHEESE TART 国内全店舗、BAKE CHEESE TART plus RINGO ラゾーナ川崎店、BAKE the SHOP 全
店舗
・商品名 ：焼きたてチョコレートチーズタルト
・価格
：1 個 300 円（税込）
・販売期間：2022 年 7 月 6 日（水）〜7 月 31 日（日）※無くなり次第終了
・販売場所：BAKE CHEESE TART 国内全店舗、BAKE CHEESE TART plus RINGO ラゾーナ川崎店
※BAKE the SHOP 全店では取り扱いいたしません。

公式オンラインショップ「BAKE THE ONLINE」では、「焼きたてチーズタルト」と「焼きたてチョコレートチーズタルト」を冷凍し
た商品をセットにして販売しております。
凍ったままでお召し上がりいただくとチーズアイスのように、冷蔵庫で解凍するとずっしりとしたレアチーズケーキのような
食感、解凍してトースターでリベイクすればお店のようなふわとろ焼きたて食感が味わえます。自分好みの食べ方を見つけ
てお楽しみください。
・商品名/価格：チーズタルト 6P BOX（チーズタルト 6 個）1,620 円（税込）
チーズタルト 6P BOX（チーズタルト 3 個・チョコレートチーズタルト 3 個）1,879 円（税込）
・URL：https://bake-the-online.com/collections/donuts_bakeru
＜RINGO＞
・商品名 ：焼きたてカスタードアップルパイ
・価格
：1 個 420 円（税込）
・販売期間：通年販売
・販売場所：RINGO 国内全店舗、BAKE CHEESE TART plus RINGO ラゾーナ川崎店、BAKE the SHOP 全店舗
・商品名 ：焼きたてカスタードアップルパイ レモン
・価格
：1 個 520 円（税込）
・販売期間：2022 年 6 月 1 日（水）〜7 月 31 日（日）※無くなり次第終了
・販売場所：RINGO 国内全店舗、BAKE CHEESE TART plus RINGO ラゾーナ川崎店
※BAKE the SHOP 全店では取り扱いいたしません。

＊参考＊ ミスタードーナツ 販売商品
※こちらの商品はミスタードーナツ販売商品につき、当店では販売しておりません。

・ベイク チーズタルトドーナツ
オールドファッション生地をタルト生地に見立て、『BAKE CHEESE TART』の「チーズタルト」を表現。チーズホ
イップをのせて、オーブンで焼き上げました。
・ベイク チョコチーズタルトドーナツ
ミスタードーナツで人気のチョコファッションをタルト生地に見立て、『BAKE CHEESE TART』の「チョコレー
トチーズタルト」を表現。くちどけの良いホイップをお楽しみいただけます。
・ベイク チーズホイップ
イーストドーナツ生地に『BAKE CHEESE TART』の「チーズタルト」をイメージしたチーズホイップに、ホイッ
プクリームをあわせました。
・リンゴ クロワッサンドーナツ カスタード
サクサク食感のクロワッサンドーナツ生地に、リンゴのシャキシャキ食感にこだわったリンゴフィリングとカ
スタードクリームをサンドしました。
・リンゴ クロワッサンドーナツ レモンカスタード
サクサク食感のクロワッサンドーナツ生地に、リンゴのシャキシャキ食感にこだわったリンゴフィリングと爽
やかなレモンクリームをサンドしました。

【焼きたてチーズタルト専門店「BAKE CHEESE TART」】URL:https://cheesetart.com/
■チーズムースへのこだわり
オリジナルブレンドのクリームチーズを使ったフワフワ食感のムース。
クリーミーな味わいと爽やかな酸味、ほのかな塩味が口いっぱいに広がります。
■クッキー生地へのこだわり
クッキー生地をよりサクサクで美味しくするためにタルトだけで 1 回、
ムースをのせて、もう 1 回と「2 度焼き」をしているのが特徴です。
■ファクトリーが売り場
工房一体型店舗で常に店舗で焼きたてのチーズタルトをご提供しています。
店頭では焼きあげた鉄板をダイナミックに陳列し、
焼きたての良い香りがお客様をお迎えいたします。

■本件に関するお問い合わせ
株式会社 BAKE PR 担当 TEL：03-6450-4982 Email：pr@bake.co.jp

【焼きたてカスタードパイ専門店「RINGO」】URL:https://ringo-applepie.com/
焼きたてカスタードパイ専門店「RINGO」は、工房一体型をコンセプトとして、店舗で焼き上
げ、いつでも出来たてのアップルパイをご提供しています。ブランドの根幹である商品の「原
材料にこだわり」「手間を惜しまず」「フレッシュな美味しさ」その 1 つ 1 つに思いを込め、究極
の美味しさを追求します。

【会社概要】URL:https://bake-jp.com/
・名 称：株式会社 BAKE（べイク） 英語表記：BAKE INC.
・創 業：2013 年 4 月
・代表者：代表取締役社長 CEO 山田 純平
・所在地：〒108-0071 東京都港区白金台 3-19-1 興和白金台ビル 6F
・事業内容：菓子の製造・販売、EC サイト「BAKE THE ONLINE」運営、WEB メディア運営
・展開する 8 つの菓子ブランド
1）焼きたてチーズタルト専門店「BAKE CHEESE TART」
URL：https://cheesetart.com
2）シュークリーム専門店「クロッカンシュー ザクザク」
URL：http://zakuzaku.co.jp
3）焼きたてカスタードアップルパイ専門店「RINGO」
URL：http://ringo-applepie.com
4）バターサンド専門店「PRESS BUTTER SAND」
URL：https://buttersand.com
5）ガトーショコラ専門店「Chocolaphil」
URL：https://chocolaphil.com
6）薩摩スイーツ専門店「OIMON」
URL：https://oimon.jp
7）バターゴーフレット専門店「SOLES GAUFRETTE」
URL：https://soles-gaufrette.com
8）バター和菓子専門店「八 by PRESS BUTTER SAND」
URL：https://hachi.buttersand.com

■本件に関するお問い合わせ
株式会社 BAKE PR 担当 TEL：03-6450-4982 Email：pr@bake.co.jp

