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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 2018バレンタインチョコレートコレクション 

どなたにも喜ばれるリンドールはバレンタインにぴったり！ 

 

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 2019年 1月 10日（木）から販売いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、至福のひとときが訪れます。 

どなたに贈っても必ずやその美味しさを喜んでいただけるリンドールは、バレンタインの

季節にぴったりのチョコレートです。 

 

バレンタインに登場する期間限定のリンドールは、ころんとしたかわいらしいハートの形

の「リンドール ハート」と、おしゃれなハート柄の包みの「リンドール バレンタイン」。これ

らのバレンタイン限定のリンドールをはじめ、色とりどりの魅力的なフレーバーのリンドー

ルがアソートされたギフトが多種多様に揃います。 

 

さらに、リンツ ショコラ カフェ限定販売の、高級感あふれるオリジナルトリュフのシリーズにも、新たに 2種のオ

リジナルプラリネが登場。 

カジュアルに楽しむシェアリングギフトから、大切な方へのパーソナルな思いを込めたギフトまで、バレンタイン

の様々なシーンにぴったりの幅広いチョコレートのラインナップが、2019 年 1 月 10 日からリンツ ショコラ カフ

ェ、リンツ ショコラ ブティックの店頭に並びます。 



＜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 クラシックギフトボックス 

ブラウンの折り目正しいスクエアボックスに、深く濃いピンク色の華やかなスリーブがかけられ、色とりどり

のリンドールをバランス良くアソート。サイズのバリエーションも 3種あり、大切な方や目上の方へのギフト

に最適です。 
 
 
 
 
 
 
 

・ リンドール クラシックギフトボックス リンドール 12個入り 1,500円 

・ リンドール クラシックギフトボックス リンドール 20個入り 2,500円 

・ リンドール クラシックギフトボックス リンドール 28個入り 3,500円 

  （すべて税込） 
 

 リンドール ギフトコレクション 

リンドールの一番人気フレーバー、赤い包みの「リンドール ミルク」を中心に、バレンタイン限定の「リンド

ール ハート」、「リンドール バレンタイン」などがアソートされたカジュアルなギフトシリーズ。 

どなたにも愛される定番のリンドール ミルクを中心にアソートされていますので、お友達や同僚へ、幅広く

感謝の気持ちを伝える贈り物に最適です。 

 
 
 
 
・ 左奥 リンドール リボンギフトボックス 16個入り 2,160円 

・ 左手前 リンドール リボンギフトボックス 8個入り 1,080円 

・ 中央手前 リンドール ハートギフトバッグ 6個入り 780円 

・ 中央奥 リンドール ミニギフト 3個入り 540円 

  （すべて税込） 
 

 リンドール スクエアギフトボックス 

バレンタインらしさをあえて控えめにした、上品なシャンパンゴールドのシンプルなスクエアボックス。 

用途、相手を選ばず、安心してリンドールの美味しさをお贈りすることのできるラインナップです。 

 
 
 
 
 
・ リンドールスクエアギフトボックス リンドール 12個入り 1,620円 

・ リンドールスクエアギフトボックス リンドール 27個入り 3,240円 

・ リンドールスクエアギフトボックス リンドール 38個入り 4,320円 

  （すべて税込） 

 

 リンドール ギフトボックス 

バレンタイン限定のチョコレートではありませんが、リンツのベストセラーギフトです。 

特に 50個入り、80個入り、100個入りの大型ギフトボックスは、職場の皆様や日ごろお世話になっている

お取引先への見栄えのするシェアリングギフトとして最適です。 

 
 
 
・ リンドール ギフトボックス リンドール 12個入り 1,620円 

・ リンドール ギフトボックス リンドール 27個入り 3,240円 

・ リンドール ギフトボックス リンドール 50個入り 5,400円 

・ リンドール ギフトボックス リンドール 80個入り 8,640円 

・ リンドール ギフトボックス リンドール 100個入り 10,800円 

  （すべて税込） 



 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。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。 

2019年は新フレーバー「プラリネ ミルク ラズベリー」と「プラリネ ダーク オレンジ」が登場。 

大切な方、目上の方へのパーソナルギフトに最適です。  

 

 

全 10種類のフレーバー： トリュフ（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）、

プラリネ（ミルク ラズベリー、ダーク オレンジ）からアソート 

 

・ 4個詰合せ 1,512円  ・ 5個詰合せ 1,890円 

・ 8個詰合せ 3,024円  ・ 16個詰合せ 6,048円 

 （すべて税込） 

New リンツ オリジナル プラリネ ミルク ラズベリー 

ラズベリーのピューレにフランス産の木苺の蒸留酒「オー・ド・ヴィ・ド・フランボワー

ズ」が香る、甘酸っぱい味わいのミルクチョコレートのガナッシュを、やさしいミルクチ

ョコレートのシェルで包んだハート型のプラリネ。 

 

New リンツ オリジナル プラリネ ダーク オレンジ 

オレンジのペーストにフランス産の「オレンジ リキュール」が香る、爽やかな味わい

のダークチョコレートのガナッシュを、カカオの香り豊かなダークチョコレートのシェル

で包んだハート型のプラリネ。 

 

 ミニプラリネ 

2cm 角ほどのキュートな、まさに一口サイズのプラリネが、全 9 種類 20 個、カラフルなスクエアボックスに

おさめられています。リンツのメートル・ショコラティエが、その卓越した技術と経験、チョコレート作りへの

情熱をもって生み出すプラリネチョコレートのおいしさと美しさを、そっくりそのまま細部にまでこだわって、

精巧にミニチュアサイズに再現しています。 

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。 

 

 

 

 

 

 

・ ミニプラリネ 100g 1,280円、180g 2,160円 

・ ミニプラリネ Thankyouスリーブ付き 100g 1,430円 

  スリーブ付きは 100gのみ 

 （すべて税込） 

 



 「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 10日（木） 

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 10日（木） 

 

さらに、リンドールのバレンタイン期間限定フレーバーとして、「リンドール レッドベルベット」が、ピック＆ミ

ックスにのみ登場します。 

アメリカの伝統菓子 レッドベルベットケーキをイメージして作られ、なめらかで、ミルキーなホワイトチョコレ

ートのシェルの中には、カカオ風味のしっかりとしたフィリングが詰まっています。 

 

 リンドール レッドベルベット  

価格：781円（税込）/100g 

原産国： アメリカ 

発売日： 1月 10日（木） 

 

 

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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