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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、「バレンタインコレクション 2020」 1 月 9 日販売開始 

バレンタイン期間限定の特別なプラリネやリンドール、 
みんなが笑顔になれるチョコレートギフトが勢揃い 

 
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：東京都港区南青

山）は、リンツチョコレートの「バレンタインコレクション 2020」をリンツ全店（アウトレットを除く）とリンツチョコレー

トオンラインショップで 2020 年 1 月 9 日（木）から販売いたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜バレンタインコレクション 2020 St.Valentine’s Day Collection 2020＞ 

 
リンツチョコレートのバレンタインコレクション 2020 は、バレンタイン期間

限定の特別なプラリネやリンドールを中心に、バレンタインの多様なギフ

トシーンにあわせた幅広いチョコレートのラインナップをご用意していま

す。 
 
大切な方へのパーソナルギフトから、友人に気軽に贈れるカジュアルギ

フト、職場で分けあえるシェアリングギフトまで、バレンタインにみんなが

笑顔になれるチョコレートギフトが勢揃いします。 
 



＜リンツ メートル・ショコラティエ セレクション Lindt Maître Chocolatier Selection＞ 
リンツのメートル・ショコラティエ（チョコレート職人）が、チョコレートへの

深い愛情、卓越した技術と経験をもって生み出した、自信作のプラリネと

トリュフを詰め合わせた、高級感あふれる贅沢なチョコレートギフトです。

自社焙煎されたカカオ豆から製造したリンツのチョコレートを主役に、ミ

ルク/ダーク/ホワイトのそれぞれのチョコレートと相性の良い厳選された

素材、さらにチョコレートと素材の風味の相性を高める洋酒を使用して、

香り高く優雅なおいしさを 1 粒に封じ込めた至福の味わいがお楽しみい

ただけます。 

 

 

バレンタイン期間限定の特別なプラリネとして、「プラリネ ダーク オレンジハート」と「プラリネ ホワイト ストロ

ベリー」が新登場します。バレンタイン期間限定のパッケージは、カカオ豆をモチーフにデザインされた結晶が

あしらわれた、華やかなピンク色のラウンドボックスでご用意しています。バレンタイン期間限定のプラリネを中

心に、プラリネとトリュフ全 8 種類がバランス良くアソートされた、24 個/12 個/7 個/4 個/2 個の詰合せからお選

びいただけます。大切な方へのパーソナルギフトに最適です。 

 

■リンツ メートル・ショコラティエ セレクション 

・24 個詰合せ 10,800 円（税込） 

・12 個詰合せ 5,400 円（税込） 

・7 個詰合せ 3,240 円（税込） 

・4 個詰合せ 2,160 円（税込） 

・2 個詰合せ 1,080 円（税込） 

 

■バレンタイン期間限定の特別なプラリネ： 

 

・プラリネ ダーク オレンジハート 
オレンジリキュールが香る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形のプラリネ。 

 
 

・プラリネ ホワイト ストロベリー 

甘酸っぱいストロベリーピュレにキルシュが香るホワイトチョコレートのガナッシュを  
まろやかなホワイトチョコレートでコーティングしたプラリネ。 

 

 

 

 

 

 



＜クラシックギフトボックス コレクション Classic Gift Box Collection＞ 
 
蓋を開けると広がる甘い香りと、色とりどりのリンドールが目を惹くチョコ

レートギフトです。バレンタインにぴったりの特別なリンドールとして、リ

ンツ一番人気のリンドールミルクがハートの形になった「リンドール ハ
ート」と、ハート柄の包みが可愛らしい「リンドール バレンタイン」がアソ

ートされています。バレンタイン期間限定のパッケージは、ハートをモチ

ーフにデザインされたスリーブがかけられた、ピンク色の折り目正しいス

クエアボックスでご用意しています。28個 / 20個 /12個 入りからお選

びいただけます。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 9 種/28 個入り 3,500 円（税込） 

・リンドール 8 種/20 個入り 2,500 円（税込） 

・リンドール 7 種/12 個入り 1,500 円（税込） 

 

＜カジュアルギフト コレクション Casual Gift Collection＞ 
 
リボンやハートモチーフが楽しい気分にさせてくれる、カジュアルなチョコ

レートギフトです。バレンタインにぴったりの特別な「リンドール ハート」

と「リンドール バレンタイン」がアソートされています。友人や同僚へ、気

軽に贈るギフトに最適です。 
 

 

 

 

 

■リンドール リボンギフトボックス 

リンドール 6 種/16 個入り 2,160 円（税込） 

リンドール 5 種/8 個入り 1,080 円（税込） 

 

■リンドール ミニギフト[ブラウン/ピンク] 
リンドール ハート 3 個入り 540 円（税込） 

 

■リンドール ハートギフトバッグ[レッド/ブラウン] 
リンドール 5 種/6 個入り 780 円（税込） 

 
 
 
 
 
 



＜感謝の気持ちを伝えるギフト Gifts for Appreciation＞ 
 
リンドール 100 個入り、80 個入り、50 個入りの豪華な大型ギフトボック

スから、2cm 角ほどのキュートなミニプラリネがアソートされた見栄えの

良いコンパクトなギフトまで、みんなでシェアできるチョコレートギフトで

す。バレンタイン期間限定のパッケージとして、ハートモチーフをあしら

った「ミニプラリネ ハート」も新登場します。職場やお取引先、ご家族で

分けあえるシェアリングギフトに最適です。 
 
 

 
■リンドール ギフトボックス 

リンドール 11 種/100 個入り 10,800 円（税込） 

リンドール 10 種/80 個入り 8,640 円（税込） 

リンドール 9 種/50 個入り 5,400 円（税込） 

リンドール 7 種/27 個入り 3,240 円（税込） 

リンドール 6 種/12 個入り 1,620 円（税込） 

 

■ミニプラリネ、ミニプラリネ ハート 

180g 2,160 円（税込） 

100g 1,280 円（税込） 

 

■リンドール スクエアギフトボックス 

リンドール 8 種/38 個入り 4,320 円（税込） 

リンドール 7 種/27 個入り 3,240 円（税込） 

リンドール 6 種/12 個入り 1,620 円（税込） 

 
＜ピック＆ミックス Pick&Mix＞ 

 
バレンタインにぴったりの特別な「リンドール ハート」「リンドール バレン

タイン」「リンドール ナポリタン」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、リンツの店舗ならではの

販売システム「ピック＆ミックス」にも登場します。 
（アウトレット店も販売いたします） 
 
 
 
 

■ピック＆ミックス 
100g あたり 781 円（税込） 



■バレンタインにぴったりの特別なリンドール： 

 

・リンドール ハート 
リンドールの一番人気フレーバー「リンドール ミルク」のハート形。シェル、フィ

リングともにミルクチョコレートで、味の一体感、口溶けの良さ、なめらかさが

抜群のリンドール。 

 
・リンドール バレンタイン 
可愛らしいハート柄の包みのリンドール。ミルクチョコレートのシェル、ホワイト

チョコレートのフィリング。2 つのシンプルなチョコレートが味わえるリンドール。 

 

・リンドール ナポリタン 
アイスクリームのフレーバー「ナポリタン」をイメージしたリンドール。ホワイト

チョコレートにストロベリーパウダーを練りこんだシェル、ホワイトチョコレート

とダークチョコレートのダブルフィリング、人気のフレーバーを 1 粒で楽しめる

リンドール。 
 
 
 
リンドールとは… 

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。 

 
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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