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ニュースリリース 

 

リンツ＆シュプルングリージャパン株式会社 

報道関係者各位 

 

リンツの夏限定 「チョコレート×フルーツ」 スイーツが登場！ 

6月よりブルーベリー、ピーチ、ストロベリーを月替わりで発売 

～第一弾は“ブルーベリー”のドリンク、パフェ、マカロンを提供～ 

 

1845 年創業、世界 120 カ国以上で愛されているスイスの歴史あるプレミアムチョコレートブランド Lindt(リンツ)

の日本法人リンツ＆シュプルングリージャパン株式会社(代表：アンドレ・ツィメルマン、本社：東京都中央区銀

座)は、リンツのチョコレートとフルーツを組み合わせた夏の期間限定メニュー「リンツ ホワイトチョコレート アイ

スドリンク」「リンツ ショコラパフェ」「リンツ デリース」を 6 月より月替わりで提供、2018 年 6 月 1 日(金)には「ブ

ルーベリー」のフレーバーを発売します。続けて 7 月 1 日(日)に「ピーチ」、8 月 1 日(水)に「ストロベリー」のフレ

ーバーを発売いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜リンツ ホワイトチョコレート アイスドリンク ブルーベリー／ピーチ／ストロベリー＞ 

リンツのミルキーなまろやかさと、すっきりとした後味のホワイトチョコレートに、果肉を贅沢に 40％ブレンドした、

果実味あふれるアイスチョコレートドリンクです。ホワイトチョコレートのやさしい甘さとフルーツのフレッシュな酸

味のバランスが絶妙なフルーティーな味わいで、夏もリンツのチョコレートを爽やかにお楽しみいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 リンツ ブルーベリー ホワイトチョコレート アイスドリンク 

ブルーベリー果肉を 40％使用、フルーティーな味わいのアイスチョコレートドリンク。ミルキーなホワイトチョコレ

ートのやさしい甘さと、ブルーベリーの心地よい酸味、粒々の食感が楽しめます。カップにはブルーベリーホワ

イトチョコレートのしずく模様、ドリンクの上にはふんわり軽いホイップクリーム、フローズンブルーベリー、ホワイ

トチョコレートのコポーでデコレーションが施されています。銀座店は、ブルーベリーソースとブルーベリー色の

マカロンクッキーが加わります。 

 

 

販売期間： 6月 1日（金）～ 6月 30日（土）  

なくなり次第終了とさせていただきます 

販売価格：銀座店 イートイン グラス仕様 1,388円(税込)  

銀座店以外 テイクアウト仕様 772円(税込) 

販売店舗：リンツ ショコラ カフェ全店  

 

 

 

 

＜リンツ ショコラパフェ ブルーベリー／ピーチ／ストロベリー＞ 

2018 年は、濃厚で香り豊かなチョコレートの味わいを夏でも美味しく楽しんでいただくために、チョコレート×フ

ルーツの出会いを季節のドリンクだけでなく、人気デザートのパフェでも実現しました。リンツのプレミアム・クオ

リティーのチョコレートの世界はそのままに、カフェでカジュアルにお楽しみいただける「ショコラパフェ」が初めて

登場します。 

 

リンツの上質なチョコレートをふんだんに使用した濃厚でなめらかにとろけるソフトクリームショコラを中心に、ジ

ューシーなフルーツのシャーベットやソース、果肉を組み合わせた、果実味あふれるショコラパフェです。様々な

味わいが織りなすハーモニーを重層的にお楽しみいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 リンツ ブルーベリー ショコラパフェ 

まろやかなミルクチョコレートのソフトクリームに、心地良い酸味のブルーベリーを 

組み合わせたショコラパフェ。ブルーベリーの味わいが凝縮されたシャーベットや 

フルーツソース、大粒のフローズンブルーベリーの果肉が、食べ進めていくほどに、 

ホイップクリーム、ミルクチョコレートのソースやソフトクリームと混ざり合います。 

さらに、ブルーベリー色のマカロンクッキー、アーモンドのヌガティーヌ、ヘーゼル 

ナッツのクルスティアンが食感のアクセントに加わります。 

 

 

販売期間： 6月 1日（金）～ 6月 30日（土）  

なくなり次第終了とさせていただきます 

販売価格：980円(税込)  

販売店舗：銀座店、立川店、アウトレット店を除く リンツ ショコラ カフェ全店 

 

 

＜リンツ デリース ブルーベリー／ピーチ／ストロベリー＞ 

リンツのチョコレートを使用したガナッシュがサンドされている、ショコラティエならではの味わいで人気の高い

「デリース」と名づけられているマカロン。ホワイトチョコレートにフルーツのピューレをあわせた、甘酸っぱくフル

ーティーな味わいのデリースです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 リンツ デリース ブルーベリー 

ブルーベリー色のシェルで、ブルーベリーのフルーツピューレを合わせた 

ホワイトチョコレートの濃厚なガナッシュをサンド。ブルーベリーの心地よい 

酸味が広がります。 

 

 

販売期間：6月 1日（金）～ 6月 30日（土）  

なくなり次第終了とさせていただきます 

販売価格：302円(税込) 

販売店舗：アウトレット店を除く リンツ ショコラ カフェ 



＜リンツ デリースセット＞ 

リンツ ショコラ カフェ(銀座店・アウトレット店を除く)では、お好きなドリンクとお好きなデリース 2 種類が選べる

リンツ デリースセットを提供いたします。夏限定の「リンツ ホワイトチョコレート アイスドリンク」と「リンツ デリ

ース」の組み合わせがおすすめです。 

 

 リンツ デリースセット  

販売価格：お好きなドリンクとお好きなデリース 2種類 

1,080円～1,296円（税込） 

販売期間：2018年 6月 1日（金）～ 6月 30日（土）  

なくなり次第終了とさせていただきます 

販売店舗：銀座店・アウトレット店を除く リンツ ショコラ カフェ 

 

 

 

 

 

 

＜Lindt とは…＞ 

 

Lindt（リンツ）は、スイスで 1845 年に創業、現在では世界 120 カ国以上で愛されているプレミアムチョコレート
ブランドです。ブランド名となっているリンツは、今ではあたりまえとなっているチョコレートのなめらかな口どけ
を初めて可能にした「コンチング・マシン」を発明、スイスをチョコレート立国たらしめた、ロドルフ・リンツ氏の名
に由来します。 

リンツ＆シュプルングリー社の創設者、ダーフィート・シュプルングリー氏はチューリッヒの小さなパティスリーの
パティシエを経て、1836年にその店のオーナーとなり、1845年に自家製チョコレートの製造を開始しました。 

1899 年にリンツとシュプルングリーは合併することになり、チョコレートの製造においてすでに高い評価を得て
いたシュプルングリーと、「コンチング・マシン」を発明、チョコレート界に革新をもたらしたリンツが手を携えて、
その卓越した技術で最高の品質のチョコレートが生み出されるようになりました。 

以来、170 年の時を経て、そのチョコレート作りへの情熱は、リンツのメートル・ショコラティエ（チョコレート職人）
たちによって受け継がれ、カカオ豆の仕入れから最終製品までの工程をすべて自社で一貫して生産することに
より、常に高品質で、香り高く、口どけの良いチョコレートで、今も世界中のチョコレートファンを楽しませ続けて
います。 

 
 

http://www.lindt.jp/ (リンツ ジャパンサイト)   

http://www.twitter.com/LindtJapan (公式 Twitterアカウント) 

http://www.facebook.com/LindtJapan (公式 Facebookページ) 

http://instagram.com/lindt_chocolate_japan (公式 Instagramアカウント) 

 
 

 

＜このプレスリリースに関してのお問い合せ先＞ 

リンツ＆シュプルングリージャパン株式会社 ： 広報担当  篠原みどり・細井 恵 

E-mail: mshinohara@lindt.com （篠原） khosoi@lindt.com （細井） 

TEL: 03-3479-1005（代表） 03-3479-1036（直通） FAX: 03-3479-1022 

http://www.lindt.jp/
http://www.twitter.com/LindtJapan
http://www.facebook.com/LindtJapan
http://instagram.com/lindt_chocolate_japan
mailto:mshinohara@lindt.com
mailto:khosoi@lindt.com


－－－－－－－－－－－－ ここから下は、報道関係者にのみ公開 －－－－－－－－－－－－－－－－ 

＜プレス試食会のご案内＞ 

このたび当社では、プレス関係者の皆様をお招きし、「プレス試食会」を、開催することとなりました。6月 1日発

売に先立ち、夏限定で登場するチョコレートドリンクやショコラパフェのカフェ新メニューとチョコレート新製品をご

試食いただき、6 月～8 月の 3 ヶ月間にわたって開催されるキャンペーン「サマーチョコレートフェスティバル」に

ついてご案内いたします。当日はリンツのメートル・ショコラティエ ローラン・ポワルヴェ が、カフェ新メニューを

ご用意させていただきます。大変お手数ではございますが、5月 25日(金)までに出席のお返事をメール(または

お電話・FAX・下記 URL)にてお知らせください。 

 

●返信先 

リンツ＆シュプルングリージャパン株式会社  

広報担当： 篠原 みどり・細井 恵 

E-mail ： mshinohara@lindt.com (篠原) khosoi@lindt.com (細井) 

TEL   ： 03-3479-1036(直通)  FAX   ： 03-3479-1022 

URL   ： http://everevo.com/event/44132 (閲覧用パスワード：20180530) 

      ※「everevo」へのログイン後、お申込みいただけます。 

●詳細 

日時：2018年 5月 30日(水)14時～15時(受付開始 13時 30分) 

場所：東京都目黒区自由が丘 2-9-2 リンツ ショコラ カフェ 自由が丘店 3階  

●必要事項 

□ご出席  □ご欠席 

媒体名/御社名： 

ご担当者様/ご取材人数： 

メールアドレス/TEL/FAX/： 

 

＜報道関係限定 「リンツ ブルーベリー ホワイトチョコレート アイスドリンク」 ご優待券＞ 

報道関係の皆様にリンツ ブルーベリー ホワイトチョコレート アイスドリンクをご賞味いただきたく、ご優待券を

用意いたしました。ご優待券をプリントのうえ、メディア名のわかる名刺を添えてご利用ください。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

リンツ ブルーベリー ホワイトチョコレート アイスドリンクご優待券 

このご優待券にてリンツ ブルーベリー ホワイトチョコレート アイスドリンクを 1杯ご提供させていただきます。 

ご利用の際には、ご優待券とともに、メディア名のわかるお名刺を頂戴いたします。 

リンツ ショコラ カフェ いずれかの店舗にて、お一人様１回のご利用に限らせていただきます。 

このご優待券の有効期限は、2018年 6月 15日（金）までとさせていただきます。 

ご来店者様ご署名：                               


