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２０１７年１２月４日

2018年 モロゾフバレンタイン商品のご案内
～キュートなものからコラボレーションまで、全１８ブランドを展開～

2018.2.14 MOROZOFF ST.VALENTINE'S DAY

春を呼ぶ甘い香り。
1932年、モロゾフは日本で初めて
バレンタインチョコレートを発売しました。
日本のバレンタインは、今年で86年を迎えます。
近年のバレンタインは「愛を伝える日」のほか
「チョコレートを楽しむ」イベントへ進化しています。
2018年のバレンタインも大切な人へ贈りたくなるものはもちろん、
自分へのご褒美としてもチョコレートを楽しんでいただけるよう、
新商品の投入やリニューアルを行いました。
本年は１８ブランドを展開いたします。

＜展開ブランド一覧＞

NEW
ベーシック

スタイリッシュ

キュート

コラボ／店舗限定

NEW

NEW

R

の付いたブランド名および商品名は、モロゾフ株式会社の登録商標です。

モロゾフは1993年から、バレンタインデーの収益の一部をユニセフに寄付しています。

NEW

ひらり、ふわり、花便り。
早春の春とほころぶ思いをのせて
かろやかな一筆箋のように届けたい”ひとひら”。
２０１８年デビューの新シリーズ「ひとひら」は、
日本の四季と風景をポップなデザインで表現する
京都のテキスタイルブランド『SOU・SOU』とのコラボレーションブランド。
モダンな和の世界へと誘う新しいチョコレートギフトです。

ひとひら・その一
心華やぐ早春の柄をまとったパッケージ。SOU・SOUのテキスタイルとチョコレートの味わいがひとつに溶け合います。

ひとひら（清流に梅）
648円（税込） 6個入

ひとひら（花憩）
756円（税込） 18個入

京都伏見にある酒蔵の
熟成日本酒（８年）を使用した
ボンボンです。

コーヒーガナッシュ入りミルク、
プレーンエキストラミルク、
プレーンホワイトチョコレートを
アソート。

ひとひら（庭石）
756円（税込） 9個入

ひとひら（寄せ木模様）
756円（税込） 6個入

宇治抹茶ガナッシュ入りチョ
コレートとプレーンのスイート
チョコレートの詰合せ。

香ばしいアーモンドクランチ
入りミルクと、プレーンエキス
トラミルクチョコレートの
詰合せ。

ひとひら（うらら嬉々）
756円（税込） 6個入
柚子ガナッシュ入りのミルクチョ
コレートと桃ガナッシュ入りのス
イートチョコレートの詰合せ。
※チョコレートのプリントデザインは商品に
より異なります。

ひとひら（爛漫）
540円（税込） 20個入
ストロベリー、ホワイト、ミル
ク、スイート、４種のプレーン
チョコレートをひと箱に。

ひとひら・その二
のどかな曲線の花が描かれたSOU・SOU人気のテキスタイル「ほほえみ」をあしらったシリーズ。

ひとひら
1,620円（税込） 7個入
最中を組み合わせた和菓子風のチョコレートの詰合せ。
柚子、ストロベリー、ミルク、３種類の味が楽しめます。

ひとひら（墨色）
540円（税込） 2個入
胡麻とスイートの２種類の味が楽しめる
大人っぽい詰合せ。

ひとひら（紅）
540円（税込） 2個入
ストロベリーとミルクの２種類の味が楽しめる
愛らしい詰合せ。

NEW
チョコレートと素材の、魅惑の出逢い。
宝石のような一粒に、奥深きチョコレートの世界を閉じ込めて。
こだわり素材の個性とチョコレートの魅力を、ひとつに。
磨き抜かれた味わいを高い美意識とともに贈る、
チョコレート好きのためのコレクションです。

JEWEL® ―ジュエル―

ナッツ
540円（税込） 5個入

プレーン
540円（税込） 51ｇ/12個入
こだわりのカカオ豆と、厳選したカカオバターや
乳製品を絶妙にブレンドして生まれたひと箱。

トリュフ
540円（税込） 5個入

ヘーゼルナッツ、ジャンデュイヤやプラリネ、
アーモンドクランチなど、ナッツの個性を生かした詰合せ。

フルーツ
540円（税込） 6個入
さわやかなオレンジやライム、甘酸っぱいカシスやブルー
ベリーなど、瑞々しい果実の味わいを閉じ込めたひと箱。

ナポレオンコニャックやシングルモルトウイスキー
などの芳醇な味わいをきかせた、贅沢なトリュフ。

カフェ
540円（税込） 11個入
香ばしいコーヒージャンデュィヤのレイヤードチョコレート
が、アーティスティックに並ぶ、個性的で大人な一品。

JEWEL® ASSORTMENT―ジュエルアソートメント―

ジュエル
2,160円（税込）31個入

ジュエル
1,620円（税込） 22個入

ジュエル
1,080円（税込） 15個入

Floraison® ― フロレゾン －
トリュフやファンシーチョコレートをアソートした、華やかな詰合せ。

ベーシック

2,160円（税込） 21個入 1,080円（税込）11個入 540円（税込) 6個入
Peri Peck® ― ピーリペック－

Lamella® ― ラメラ －

イエローローズがキュートな
プレーンチョコレートの詰合せ。

上品で知的な印象のパッケージに、
薄型スクエアチョコレートをアソート。

648円（税込） 75g/16個入

756円（税込） 18個入

432円（税込） 39g/8個入

324円（税込） 6個入

Rose de Rose® ― ローズ デ ローズ－
薔薇の花束に心を込めて 「モンクール」。

薔薇のモチーフをあしらった缶は毎年大人気！デザインをリニューアルして登場です。

チョコレートと相性の良い様々な素材を
コラボレート させたスペシャルなシリー
「モンクール」は、 フランス語で「私の心」。
ズ。
”愛”の花言葉を持つ薔薇のブーケを
パッケージにあしらった、
モロゾフのバレンタインのメインブランド。
上品でエレガントなギフトチョコレートです。

ビューティーピンク
864円（税込） 9個入

ロイヤルブルー
864円（税込） 9個入

あざやかなカラーのシンプルなパッケージにアソートした、モロゾフならではのチョコレート。

プレーンチョコレート
1,080円（税込）135ｇ/29個入

トリュフアソートメント
1,080円（税込） 12個入

ウイスキーボンボン
540円（税込） 12個入

セピアアソートメント
1,620円（税込） 20個入

厳選したカカオの味わいを活かした、シンプルな本格生チョコレート。
モロゾフならではの、上質な口どけです。

ル ショコラ（アソート）
1,620円（税込） 24個入

ル ショコラ（ミルク）
540円（税込） 8個入

ル ショコラ（セミスイート）
540円（税込） 8個入

ル ショコラ（グリーンティー）
540円（税込） 8個入

キュート

ハーティー
1,620円（税込） 23個入

恋人、友達、家族、仲間…。
HEARTY（ハーティー）は、みんなのハートに
幸せなメッセージを届けるブランドです。
2018年は、パリの街並みを描いたおしゃれな
パッケージ。あちこちに登場する猫の目線で
風景を表現しています。

ハーティー
810円（税込） 10個入

ハーティー（ピンク）
1,080円（税込） 28個入

ハーティー（ピンク）
540円（税込） 12個入

ハーティー（ブルー）
540円（税込）49ｇ/12個入

ハーティー（ブルー）
324円（税込）28ｇ/6個入

7色のパッケージのそれぞれに異なるハッピーメッセージを添えました。
メッセージカード型、ラッキーモチーフ、ハッピーテイストのチョコレートをアソートしています。

LOVELY RED
（愛情・感謝）

SUCCESS PINK
（成功・合格）

GOOD LUCK PURPLE THANKS BLUE HAPPINESS GREEN DREAM YELLOW RESPECT BROWN
（幸運・飛躍)

アミティエ

（感謝）

（幸福・健康）

（夢の実現）

（尊敬・感謝)

各800円（税込） 各13個入（2段詰）

アメリカ西海岸に暮らす兄弟のピュアな世界を表現した、マリンテイストで愛らしいブランド。
テディベアやマリンテイストのデザインで、キュートな夢の世界を繰り広げます。全品洋酒不使用です。

カタリナアイランド
1,080円（税込） 22個入

アレックス＆マイケル
2,484円（税込） 24個入

ラブリーベア
(上)1,944円（税込） 15個入
(下)1,080円（税込） 9個入

ラブリーベア
（ブルー）／（レッド）
各648円（税込） 各5個入

ボンニュイ
864円（税込） 22個入

アンバサダー
スタイリッシュ

864円（税込）7個入
洋酒を使ったトリュフやロゴ入りの
プラリネチョコレートなど多彩な詰合せ。
アンティーク時計をかたどった
缶入りです。

レオン
ウイスキーやブランデーなど大人の味わいのチョコレートの詰合せ。

ダンディーな
魅力のあなたへ「レオン®」

こだわりの美意識を持つ、
お洒落な大人に贈りたいブランド。
高級感あふれるボックスにスタイリッシュな
チョコレートを詰め合わせました。

1,620円（税込）15個入

2,160円（税込）20個入
ピアリッジ

バータイプ、クランチ入り薄型タイプ、ひと口サイズなど、スタイリッシュなチョコレートを多彩にアソート。
ジャンデュイヤやコーヒー、マール ド シャンパーニュやオレンジなど大人の味わいの詰合せ。

1,944円（税込） 23個入

1,296円（税込） 16個入

レオン ボンボンアソート
アイリッシュウイスキーとフランス産原酒を使用したブランデーのボンボン詰合せ。

1,080円（税込）15個入

594円（税込）7個入

540円（税込） 5個入
ウィッティー

チェスをイメージしたパッケージにプレーンチョコレートを詰め合わせました。

810円（税込） 82ｇ/17個入

486円（税込） 44ｇ/9個入

「ジェムルージュ」は、大人の女性が秘める「情熱と知性」を「赤と黒」の世界で表現したブランド。
2018年も、きらめきをリアルに見せるパッケージで、赤い宝石のまばゆさを華やかに演出します。

ジェムルージュ
810円（税込）7個入

ジェムルージュ
2,160円（税込）
24個入

ジェムルージュ
（トリュフ）
864円（税込）
7個入

ジェムルージュ
1,080円（税込）
12個入

ジェムルージュ
（トリュフ）
486円（税込）
3個入

ＶERGEURE® -ヴェルジュール-

ヴェルジュール
2,160円（税込）24個入
ヴェルジュールの
個性的な４つのカテゴリーから
セレクトしたチョコレートを、
美しくコーディネート。

PETIT CHOCOLAT -プティショコラジャンデュイヤやフルーツのガナッシュなど、さまざまな味わいが楽しめるショコラアソート。

ヴェルジュール（プティショコラ）
1,296円（税込） 16個入

ヴェルジュール（プティショコラ）
702円（税込） 6個入

TRUFFE -トリュフキルシュ、コニャック、マール ド シャンパーニュ、グランマルニエなど
洋酒の芳醇な香りを楽しめる詰合せ。

美しいこだわり、
大人の贅沢ショコラ。
贅沢を知る大人のためのハイクラスなアソート。
シンプルで美しい一粒ひと粒を
上品な黒のボックスに詰め合わせました。

ヴェルジュール（トリュフ）
1,296円（税込） 10個入

ヴェルジュール（トリュフ）
702円（税込） 5個入

BON BON CHOCOLAT -ボンボンショコラ-

CAFÉ -カフェ-

お茶や洋酒のガナッシュ、プラリネを閉じこめた
エレガントなショコラの詰合せ。

ナッツの風味豊かなジャンデュイヤにコーヒーテイストをプラスした
レイヤードチョコレートとコーヒーがナッシュが入った小粒のチョコレートの詰合せ。

ヴェルジュール（ボンボンショコラ）
810円（税込）6個入

ヴェルジュール（カフェ）
1,296円（税込） 34個入

ヴェルジュール（カフェ）
702円（税込） 14個入

新しい”ティーカルチャー”がトレンドのいま。
スタイリッシュ＆クールに紅茶の楽しみ方を提案するチョコレートブランドです。

ティーバー
2,160円（税込） 27個入

ティーバー
1,080円（税込） 14個入

モーニングガーデン
540円（税込） 19個入

デイ バイ デイ
540円（税込）
パフチョコレート30ｇ
スプーン型チョコレート1個入

トワイライトデュウ
540円（税込） 6個入

ティーブレイク

ティーブレイク

（アールグレイ＆セイロン）

（ダージリン＆アッサム）

864円（税込）
12個入
（2個入×6袋）

864円（税込）
12個入
（2個入×6袋）

コラボ/店舗限定

いつの時代も変わらない人気のフォルクスワーゲン社を
代表するモデル、通称「ビートル」とのコラボレーションブランド。
2018年も驚きと遊び心満載の商品をお届けいたします！

Pickup Beetle -ピックアップビートル-

Sweet Beetle -スイートビートル洋酒のガナッシュやコーヒー味のバータイプ、ミニチュアサイズのビートル型チョコレートをアソート。

ミニカー
2台付き

２段詰

ミニカー
付き

ミニカー
付き

スイートビートル
4,320円（税込）18個入

ビートルシルエットのプレート型チョコレートの詰合せ。

スイートビートル
2,700円（税込）9個入

Pop-up Beetle -ポップアップビートル-

ピックアップビートル
1,944円（税込）14個入
Beetle Garage -ビートルガレージ-

2018年の新シリーズ！ビートルのある風景を表現したポップアップカードとジオラマチョコレートのセット。 アーモンドが丸ごと入ったビートル型チョコレートの詰合せ。

ミニカー
付き

店舗限定

ポップアップ
カード付き

ポップアップビートル 左：SCENE１／右：SCENE２
各1,944円（税込） 各162ｇ/1個入

ビートルガレージ
2,160円（税込） 9個入

Petit Beetle -プチビートル-

Touring Bus -ツーリングバス-

レトロなデザイン缶に、クラシックビートル型のチョコレートをアソートしました。

フォルクスワーゲンTYPE2（バス）型チョコレートの詰合せ。

店舗限定

（レッド）

（グリーン）
各918円（税込） 各6個入

（ブルー）

店舗限定

（アイボリー）
（オレンジ）
各918円（税込） 各5個入

NEW
三越・伊勢丹限定

コフレ
2,700円（税込）20個入

2018年新登場！
様々な表情を持つジュエリー
「パール」をモチーフにしたブランド。
アパレルブランド「シアタープロダクツ」との
コラボレーションブランドです。

ショコラ ドゥ ビジュー
756円（税込）7個入

ショコラ ドゥ ビジュー
594円（税込）6個入

イン ザ シー
(ピンクベージュ)／（ブルーグレイ）
各486円（税込） 各3個入

イン ザ シェル
2,160円（税込）14個入

大丸・松坂屋限定

ミッフィーコフレ
1,080円（税込）13個入

魅力あふれる『ディック・ブルーナ』の世界を、
モロゾフがチョコレートシリーズとして
展開します。

２段詰

ミッフィーコレクション
1,296円（税込） 42ｇ/8個入

ミッフィーコレクション
1,404円（税込） 76ｇ/22個入

ミッフィーコレクション
ブルー 4個入／ホワイト 21ｇ（4個入）
各540円（税込）

髙島屋・阪急・阪神限定

オニバスブレンド
2,268円（税込）
チョコレート 17個入
オニバスビーンズ 20g×3種入

サードウェーブコーヒーのひとつ、
「オニバスコーヒー」とモロゾフのチョコレート
がコラボレーション！
パッケージはオニバスコーヒーのサインも
手がける「チョークボーイ」氏。
2018年もお洒落にリニューアルして登場。

コーヒーボンボン
918円（税込）10個入
オニバスコーヒーの抽出液と芳醇な
アイリッシュウイスキーをブレンドし、
スイートチョコレートでコーティング。

オニバス ショコラ
オニバスクランチ
1,296円（税込）8個入 1,080円（税込）16個入
オニバスコーヒーの豆から作った
コーヒーペーストやガナッシュ入りの
チョコレートの詰合せ。

3種のチョコレートにマッチする
4種のコーヒー豆を、それぞれ
クランチにして混ぜ込みました。

オニバスビーンズ
（ルワンダ）／（ケニア）／（グアテマラ）
各864円（税込） 各70g入
コーヒー豆をそれぞれ2種類のチョコレートでコーティング。おしゃれな缶入り。

日本酒ボンボン 醉心
1,080円（税込） 10個入

そごう・西武グループ限定

日本酒ボンボン 醉心
（純米大吟醸）
540円（税込） 5個入

広島県三原の美しい自然、
ゆかしい文化とともに醸されて
きた名酒「醉心」を、モロゾフ
伝統のボンボンに詰めました。

日本酒ボンボン 醉心
（純米熟成酒）
540円（税込） 5個入

日本酒ボンボン 醉心
1,620円（税込）15個入

キュートな動物のイメージからくるメッセージを添えたアニマルの刺繍柄が
ポイントのパッケージ。
いろいろな方に贈りやすい、おしゃれでかわいいギフトチョコレートです。

NEW
イオングループ限定

ザ ミニマルズ
ブルードルフィン 4個入／ハリネズミ 2個入／ビーグル犬 2個入
インコ 2個入／ピンクフラミンゴ 2個入／ペルシャ猫 4個入

ザ ミニマルズ
1,944円（税込） 6箱セット16個入

各324円（税込）

ザ ミニマルズ（プレーンチョコレート）
1,080円（税込）136ｇ/28個入

ザ ミニマルズ（プレーンチョコレート）
540円（税込）61ｇ/12個入

ザ ミニマルズ（トリュフ）
1,080円（税込）10個入

ザ ミニマルズ（プレーンチョコレート）
378円（税込）32ｇ/7個入

ザ ミニマルズ（トリュフ）
540円（税込）5個入

モロゾフは日本で初めてバレンタインチョコレートを発売しました
日本で初めてバレンタインチョコレートを販売
モロゾフが生まれたのは１９３１年（昭和６年）８月。
西洋文化の洗礼を受けた港町神戸で、
お洒落でハイカラな チョコレートの製造販売をはじめました。
翌１９３２年には、日本で初めてバレンタインチョコレートを発売。
当時のカタログには、ハート型のチョコレート容器に
ファンシー チョコレートを入れた「スイートハート」、
バスケットに花束のような チョコレートを詰めた
「ブーケダムール」が紹介されています。
モードな香りに満ちた写真とコピーは、人々を夢中にさせたとか。

創業当時発行されたカタログ

日本初のバレンタイン広告
今から８０年以上前、モロゾフの創業者が米国人の友人を通じて
２月１４日に贈り物をする欧米の習慣を知りました。
そして、この素敵な文化を日本に広めようと尽力したのです。
１９３６年には英字新聞「ジャパンアドバタイザー」に、
日本初の バレンタイン広告を掲載しました。
モロゾフは、愛とロマンに満ちたメッセージを
チョコレートに託して発信しました。

１９３６年２月１２日
英字新聞に掲載した
バレンタインデー広告

バレンタインデーのルーツ
バレンタインデーのルーツを探していた私たちは １９８４年、
イタリアのウンブリア州 テルニ市にある 「聖バレンチノ教会」と
運命の出会いを果たしました。
人々が大切に伝えてきた「聖バレンチノ司教の物語」 こそが、
バレンタインデーの原点。
この地ではじまった習慣が、海を越えて日本に 届いたのです。

（左）テルニ市聖バレンチノ教会
（右）教会のステンドグラスに描かれた物語

テルニ市との交流
バレンタインのルーツ テルニ市と日本のバレンタイン発祥の街神戸市。
モロゾフはふたつの街の交流にも力を注いできました。
１９９３年には、テルニ市から友好の証「愛の像」が神戸市に 贈られ、
現在は布引ハーブ園で多くの人々に親しまれています。
２０１３年には神戸市により、モロゾフが育った町である東灘区御影に
バレンタイン広場が完成。日本のバレンタインデー発祥の地に
ふさわしい記念広場となりました。
２０１６年秋にはテルニのすぐ近くでイタリア中部地震が発生。
過去に阪神・淡路大震災を経験したモロゾフは、
被災した方々のために迅速にお見舞金を届け、
絆をさらに深めました。

テルニ市から神戸市へ贈られた
「愛の像」（神戸布引ハーブ園）

御影石製の聖バレンチノ教会
モニュメント（阪神御影駅前）

ユニセフへの支援
モロゾフは世界の子どもたちを支援する活動に賛同し、
１９９３年から現在に至るまで、バレンタインデーの収益の一部を
（公財）日本ユニセフ協会を通じてユニセフに寄付しています。
地球上の子どもたちへの愛が永遠であるようにと、
変わらない願いを込めて。

＊問い合わせ先＊

（左）チョコレート型のバス停 阪神御影南口（バレンタイン広場前）
（右）イタリア中部地震へのモロゾフの支援を報じた地元の新聞記事

モロゾフ株式会社 ⼈事総務部 広報担当

川越 ・栢（かや）

〒658-0033 兵庫県神⼾市東灘区向洋町⻄5丁⽬3番地

電話：078-822-5010

