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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 ショコラ カフェ」が沖縄初出店！ 

サンエー浦添西海岸 PARCO CITY に 6 月 27 日オープン   

～オープン記念！3 日間・各日 50 個限定スペシャルテイスティングバッグも発売～ 

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 2019 年 6 月 27 日（木）に沖縄初の「リンツ ショコラ カフェ 沖縄パルコシティ店」をオープンいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 リンツ ショコラ カフェ 沖縄パルコシティ店 概要 

リンツ＆シュプルングリージャパン株式会社では、スイス生まれのプレミアムチョコレートブランド「リンツ」のチョ

コレートのおいしさを体験いただきたく、リンツ ショコラ カフェ、リンツ ショコラ ブティック、リンツ ショコラ カフ

ェのアウトレットを運営してまいりました。このたび、沖縄初の「リンツ ショコラ カフェ」が、那覇空港から車で 15

分の好立地、美しい海に面するロケーションに開業する「サンエー浦添西海岸 PARCO CITY」 

https://www.parcocity.jp/ の 2 階にオープンします。 

 

リンツのメートル・ショコラティエが、1845 年以来、情熱と献身と革新的なスピリットをもって、究極の美味しさを

追求して生み出されたチョコレートの数々や四季折々の魅力的なショコラスイーツが揃うチョコレートラヴァーに

とって至福の場所が誕生します。大切な方への贈り物選びに、ご自身へのちょっとした贅沢に、「リンツ ショコ

ラ カフェ 沖縄パルコシティ店」でのひとときが日々の生活に豊かな彩りを与えます。 

 

＜リンツチョコレートの主力商品＞ 

リンツの一番人気チョコレートと言えば、「LINDOR リンドール」です。1949 年にリ

ンツのメートル・ショコラティエたちによって誕生した「リンドール」は、誕生して 60

年以上もの時を経た今でも、世界 120 カ国以上で愛され続けています。上質な

チョコレートを使った丸いシェルの中には、リンツ秘伝のなめらかなフィリングが

詰められていて、ひとたびそのシェルを破ると、この上なくなめらかなとろけるフィ

リングでお口の中が満たされ、至福のひとときが味わえます。 



「リンドール」の象徴でもある赤い包みの「リンドール ミルク」をはじめ、リンドー

ルとヨーロピアンスペシャリティーズを合わせて約 40 種のフレーバーのチョコレ

ートがずらりと並ぶのが、売り場の中心となる「PICK&MIX ピック＆ミックス」で

す。「ピック＆ミックス」は、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。毎日のおやつや

ご自分へのご褒美にも、カジュアルなプレゼントや、ご自身でチョコレートのプレ

ゼントをカスタマイズされたいときにも、様々な用途に合わせて、自由な気持ちで

チョコレート選びを楽しんでいただけます。 

 

シェルフには、リンツが誇るバラエティー豊かなタブレットチョコレートが勢揃いし

ま す 。 カ カ オ 分 を ％ 表 示 し た ハ イ カ カ オ の シ リー ズ で 高 い 評 価 を 誇 る

「EXCELLENCE エクセレンス」、デザートのような、チョコレートグルメのためのク

リエイティビティーあふれる「CREATION クリエーション」シリーズ、コスモポリタン

なフレーバーとポップで遊び心あふれるパッケージの「HELLO ハロー」など、約

30 種のタブレットチョコレートを取り揃えています。 

 

また、リンツのメートル・ショコラティエが、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た一

口サイズの「MINI PRALINĖS ミニプラリネ」は、リンツのプラリネチョコレートなら

ではのプレミアムな味わいを守りつつ、より堅苦しくない、スマートでスタイリッシ

ュなギフトに最適です。 

ショーケースには、直営店限定の「TRUFFLES トリュフ」8 種が並びます。厳選さ

れた材料を使い、洋酒の香り高く優雅な美味しさをそのまま封じ込めた至福の

味わい。作り手の深い情熱と技術の高さが際立つ、贅をきわめて生み出された

自信作です。 

 

 

その他、リンツの上質なチョコレートをふんだんに使ったリンツの焼き菓子「フィ

ナンシエ」や「ミニサブレ」と、人気チョコレート「リンドール」を組み合わせたギフ

トボックスは、様々なご贈答の用途にご利用いただけます。 

 

カフェでは、リンツ ショコラ カフェのアイコンであるカカオの香り豊かなチョコレートドリ

ンクとソフトクリームショコラを中心に、季節限定のドリンクやデザートをお召し上がりい

ただけます。チョコレート好きにとっては至福のショコラスイーツをイートイン（4席）でも、

テイクアウトでもお楽しみいただけます。 

さらに、四季折々、リンツのホワイト、ミルク、ダークチョコレートのそれぞれの持ち味と、

その季節ならではの素材を組み合わせた期間限定のドリンクやデザートで、よりおいし

く新しいチョコレート体験をご提供します。 

 

 

 



 「サマーチョコレートフェスティバル」を開催  

オープン時には、「サマーチョコレートフェスティバル」 

https://www.lindt.jp/summerchocolate/ を開催中です。 

 

果実感広がるフレーバーの「SENSATION FRUIT センセーションフルーツ」をは

じめとする夏季限定のチョコレートや、さっぱりとした味わいの「レモン ソフトク

リームショコラ」をはじめとする夏季限定のひんやりショコラスイーツが登場して、

夏においしくチョコレートが楽しめるサマーチョコレートライフをお届けします。 

 

 

 「オープン記念 リンツ スペシャルテイスティングバッグ」を販売  

リンツ ショコラ カフェ 沖縄パルコシティ店では、オープンを記念して、リンツ自慢のチョコレートが詰まった「オ

ープン記念 リンツ スペシャルテイスティングバッグ」を販売します。リンツのチョコレートの美味しさを初めてご

体験いただくには最適で、お得な詰合せとなっています。 

 

内 容： リンツの一番人気チョコレート「リンドール」をはじめ、エクセレンス（2 種）、 

クリエーション、HELLO の本格タブレットチョコレート、計 5 点をリンツの 

ロゴ入り保冷バッグに入れて販売。 

価 格：  3,240 円（税込） 

販売数： 6 月 27 日（木）～29 日（土）の 3 日間、各日先着限定 50 個、計 150 個 

※なくなり次第終了、お 1 人様 1 個まで 

 

＜店舗概要＞ 

店舗名： リンツ ショコラ カフェ 沖縄パルコシティ店 

所在地： 沖縄県浦添市西洲３－１－１  

サンエー浦添西海岸 PARCO CITY ２階 

席 数：     4 席 

開店日： 2019 年 6 月 27 日（木）  

営業時間： 10 時～22 時 （サンエー浦添西海岸 PARCO CITY に準ずる） 

※グランドオープンから 4 日間は 9 時～22 時を予定 

 

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。 



 

https://www.lindt.jp/ (リンツ ジャパンサイト)   

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

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

https://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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