
２０１６年１１月１０日 

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 2017バレンタインチョコレートコレクション 

世界中で愛されるリンドールを華やかなボックスにアソート 

バレンタイン期間限定「ガトーショコラ」、「デリース」も 

 

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、リンツのバレンタインチョコレートコレクションを 2017年 1月 6日（金）から販売いたします。 

 

＜リンドール ハート と リンドール バレンタイン＞ 

リンドールは世界中で愛されている、リンツを代表する最も人気が高いチョコレ

ートです。 

丸いチョコレートのシェルの中にはこの上なくなめらかなフィリングが詰められ、

ひとたび口にすればお口の中で甘くやさしくとろけて、至福のひとときがもたらさ

れます。 

2017 年も、バレンタイン限定のリンドールとして好評のかわいらしいハートの形

の「リンドール ハート」と、おしゃれなハートがモチーフの包みの「リンドール バ

レンタイン」をはじめ、様々なフレーバーのリンドールがアソートされたバレンタイ

ンギフトが揃いました。 

 

また、「リンドール ハート」と「リンドール バレンタイン」は、「ピック＆ミックス」（お好きなフレーバーのチョコレー

トをお好きな量だけ量り売りでお求めいただけるリンツならではの販売システム）にも登場します。 

 

リンドール ハート 

価格：781円（税込）/100g 

原産国： イタリア 

発売日： 1月 6日（金） 

リンドール バレンタイン 

価格：781円（税込）/100g 

原産国： アメリカ 

発売日： 1月 6日（金） 

 

「リンドール ハート」、「リンドール バレンタイン」をはじめ、どなたにも愛されるリンドールの様々なフレーバー

がアソートされたバレンタインギフトは、お友達や同僚への感謝の気持ちを伝える贈り物に、日ごろお世話にな

っているお取引先やご家族へのプレゼントに最適です。 

 



＜リンツバレンタインチョコレートコレクション 主な商品の概要と価格＞ 

 

リンドール ハート」、「リンドール バレンタイン」をはじめ、人気のリンドール

がアソートされた、愛らしいリボンがポイントのギフトボックス 

・ リンドールリボンギフトボックス リンドール 8種 8個入り 1,080円（税込） 

・ リンドールリボンギフトボックス リンドール 8種 16個入り 2,160円（税込） 

 

 

 

鮮やかなピンクの折り目正しいスクエアボックスに、華やかな包みの色とりど

りのリンドールをアソート 

・ リンドールクラシックギフトボックス リンドール 7種 12個入り 1,500円（税込） 

・ リンドールクラシックギフトボックス リンドール 8種 20個入り 2,500円（税込） 

・ リンドールクラシックギフトボックス リンドール 9種 28個入り 3,500円（税込） 

 

 

 

世界中で愛される赤い「リンドール ミルク」を中心に、リンドールの

イメージカラーの赤でまとめられた定番のカジュアルギフトシリーズ 

・ リンドール ハートトリオ リンドールハート 3個入 540円（税込） 

・ リンドール ミニギフトハート リンドールミルク 37g入 540円（税込） 

・ リンドール ミニギフトバタフライ リンドールミルク 37g入 540円（税込） 

・ リンドール バレンタインバッグ リンドール 6種 6個入 860円（税込） 

・ リンドール ミニハート缶 リンドール 5種 5個入 980円（税込） 

・ リンドール ハートボックス リンドールミルク 160g入 1,620円（税込） 

・ リンドール ハート缶 リンドールミルク 212g入 2,700円（税込） 

 

＜リンツ・オリジナルトリュフ＞ 

厳選された素材を使用して、リンツのメートル・ショコラティエが腕

によりをかけ、贅をきわめて生み出したトリュフチョコレートです。 

8 種類すべてがアルコール入りで、香り高く優雅なおいしさをそっく

りそのまま封じ込めた、至福の味わいです。 

大切な方、目上の方へのパーソナルギフトに最適です。 

全 8種類のフレーバー： ミルク、ダーク、ホワイト、ティラミス、アマ

レット、マール・ド・シャンパーニュ、オレンジリキュール、コニャック 

・ 4個詰合せ 1,512円（税込）  ・ 5個詰合せ 1,890円（税込） 

・ 8個詰合せ 3,024円（税込）  ・ 16個詰合せ 6,048円（税込） 

 

 



＜バレンタイン期間限定 リンツのガトーショコラ＞ 

バレンタインの期間限定で登場する、リンツならではの濃厚なハートの形の「ガトーショコラ」も、日持ちのする

人気の焼き菓子ギフトです。 

エクアドル産カカオ 70%のチョコレートを贅沢に使用した、芳醇なカカオの香りと濃

厚でビターな味わいは、“チョコレートではないけれど、チョコレートがしっかり味わ

える”、特別な限定感のあるバレンタインギフトをお探しの方にぴったりです。 

トップには、バニラシュガーが香るローストアーモンドに、甘酸っぱいフランボワー

ズパウダー入りのホワイトチョコレートを贅沢に絡め、カカオニブ、フリーズドライの

フランボワーズ、クラッシュピスタチオをデコレーションした、ピンクのハート型のチ

ョコレートプレートが載せられています。 

赤いフランボワーズと緑のピスタチオの色彩のアクセント、カカオニブの苦味、フランボワーズの甘酸っぱさと、

ローストアーモンドのかりっとした食感も楽しめる、ちょっと欲張りなガトーショコラです。 

 

 リンツ・ガトーショコラバレンタイン （サイズ： 12cm X 12cm） 

価格： 2,500円（税込） 

販売期間： 2017年 2月 1日（水）～15日（水） 数量限定につき、なくなり次第終了 

販売店舗： リンツ ショコラ カフェ 銀座、表参道、渋谷、自由が丘、吉祥寺、ルミネ立川、ルミネ北千住、

横浜ベイクォーター、仙台パルコ２、静岡マルイ、名古屋ラシック、金沢百番街 Rinto店 

リンツチョコレート オンラインショップ http://lindt.jp 

 

＜バレンタイン限定 デリースセット＞ 

リンツでは「デリース（Délice）」と名付けられている、パリ生まれの人気菓子マカロ

ンですが、バレンタインには、2016 年 9 月～10 月に期間限定で提供した、センタ

ーのガナッシュ部分にハイカカオのチョコレートを使用した 3 種のフレーバーの「デ

リース」が再登場します。 

ガナッシュ部分のチョコレートが、それぞれカカオ分 70％、85％、99％に作られて

いて、本格的なカカオの豊かな香りと濃厚な味わいを体験いただける、まさにショコ

ラティエならではのマカロンです。 

シェルの重厚なチョコレート色のグラデーションがカカオ分の％の違いを表現していて、色とりどりのカラフルな

マカロンとは一線を画す、バレンタインシーズンにはぴったりの大人のチョコレートグルメのためのマカロンです。 

この 3 種のハイカカオチョコレートフレーバーに、ホワイトチョコレート、ミルクチョコレートのフレーバーも加え、5

種の「デリース」をアソートしたデリースセットが、バレンタイン限定で登場します。 

 

 デリース ダークチョコレート 70％ 

カカオ分 70％の濃厚なダークチョコレートのガナッシュ。 

ほどよくビターなバランスのとれたまろやかさ。 

 デリース ダークチョコレート 85％ 

カカオ分 85％の濃厚なダークチョコレートのガナッシュ。 

しっかりとしたカカオ感とキレのある味わい。 

 



 デリース ダークチョコレート 99％  

カカオ分 99％の濃厚なダークチョコレートのガナッシュ。 

カカオ本来の芳醇な香りと力強い風味。 

 

販売期間：  2017年 1月 6日（金）～2月 15日（水） 

販売価格：  302円（税込） 

※リンツの 5 種のチョコレート「ホワイト」、「ミルク」、「ダーク 

（カカオ 70％、85％、99％）」のガナッシュを食べ比べできる、

ショコラティエならではのバレンタインスペシャルデリースセット 

       5個入り 1,780円（税込） 

※ほか、6個入り2,136円（税込）、12個入り4,056円（税込）、  

15個入り 5,070円（税込） 

販売店舗： リンツ ショコラ カフェ 銀座、表参道、渋谷、自由が丘、吉祥寺、ルミネ立川、ルミネ北千住、横浜

ベイクォーター、仙台パルコ２、静岡マルイ、名古屋ラシック、金沢百番街 Rinto店 

 

 

リンツとは… 

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 年以上の時を経て、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 
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