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「ハイカカオチョコと  

ピスタチオのムース」  

税込 480 円、2 月 4 日発売  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「濃厚ショコラ」  

税込 420 円、2 月 4 日発売  

「ルビーチョコレートケーキ」  

税込 590 円、2 月 4 日発売  

 
 
 
 
 
報道関係各位              

2019 年 1 月 15 日 
株式会社 不 二 家 

 
 
 
 
 
 
  
株式会社不二家（本社：東京都文京区、社長：櫻井 康文）より、2019 年の不二家洋菓子店の

バレンタイン商品についてご案内します。 
 
 
全国の不二家洋菓子店にて、2019 年１月下旬よりバレンタインセールを実施します。チョコレ

ートを楽しむケーキや不二家ならではのギフトなど、お一人様でも、シェアしても楽しめる商品

をラインナップしました。大切な方やお世話になっている方へ、さまざまな気持ちを伝えるシー

ンにご利用ください。 
 

◆「ルビーチョコレート」のケーキなど、チョコの味わいを楽しむスイーツが登場  

 

話題の“ルビーチョコレート”をクリームに使用した「ルビーチョコレートケーキ」。フルーテ

ィーで甘酸っぱい味わいです。 
「濃厚ショコラ」は、濃厚な味わいの焼きショコラケーキです。上面を銀粉で飾り、高級感を演

出しました。 
「ハイカカオチョコとピスタチオのムース」は、ハイカカオチョコレートを使用したムースと

ピスタチオのムースを組み合わせた、華やかなチョコレートケーキです。 
 

不二家ならではのバレンタインスイーツをお届け 

不二家洋菓子店 2019 年バレンタイン商品 

全国の不二家洋菓子店にて、20１9 年 1 月下旬より順次発売  
スーパーやコンビニエンスストアで取り扱いのバレンタイン菓子商品もご紹介 

 

 

NEWS RELEASE 

■さまざまなシーンにぴったりなバレンタイン商品が勢ぞろい 
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「サンリオキャラクターズマカロン（バレンタイン・ホワイトデーデザイン）」各税込 180 円、2 月 4 日発売  

画像左  

「カントリーマアムソフトサンド（バニラ）」  

個包装 ・BOX 入り、5 個入、税込 918 円  

1 月下旬発売  

 

 

 

「ミルキートリュフ（5 粒）」、税込 500 円、1 月下旬発売 

画像左 「チョコがかかったペコちゃんクッキー（チョコレート）」、税込 120 円、2 月 1 日発売 
画像右 「チョコがかかったペコちゃんクッキー（ホワイトチョコレート）」、税込 120 円、2 月 1 日発売 
 

◆大人気「サンリオキャラクターズマカロン」に期間限定でクロミが登場！ 

「サンリオキャラクターズマカロン」に、2 月 4 日（月）から 3 月 14 日（木）のバレンタイン

デー＆ホワイトデー時期の期間限定で、ミックスベリー味のクロミちゃんが登場します。その他

のサンリオキャラクターズマカロンも、それぞれのキャラクターをイメージしたスイーツを手に

している期間限定のデザインです。 
サンリオキャラクターズマカロンを詰め合わせでご購

入の方には、6 個まで入る限定デザインの専用 BOX を数

量限定でプレゼント！ かわいらしい水彩デザインで、カ

ラーはピンクとブルーの 2 色をご用意しています。 
◆チョコがおいしい！ 「チョコがかかったペコちゃんクッキー」発売  

ペコちゃん型の、サクサク食感のクッキーに、それぞれチョコレートとホワイトチョコレート

をかけた「チョコがかかったペコちゃんクッキー」。パ

ッケージデザインは各２種類あり、水彩イメージの花

柄は春らしさ全開です。バレンタイン・ホワイトデー

のカジュアルギフトにもぴったりです。 

◆おなじみの不二家のお菓子が洋菓子仕立てになったギフト商品も  
不二家のお菓子が洋菓子仕立てになった、ティータイムにぴったりな商品 2 品を、不二家洋菓

子店にて期間限定で発売します。 

「カントリーマアムソフトサンド（バニラ）」は、カントリーマアム専用のチョコチップのミニ

タイプをたっぷり入れてソフトな食感に焼き上げたクッキーに、ホワイトチョコクリームをサン

ドしました。 
「カントリーマアムタルト」は、タルト生地にパウンドケーキ生地を入れ、薫り高いエクアド

ル産カカオ（※）を使用したチョコチップをトッピングし、しっとりと焼き上げました。 
（※）カカオ中エクアドル産カカオ 20％使用 

「ミルキートリュフ（5 粒）」は、ホワイトチョコクリームをス

イートチョコレートで包んだトリュフです。洋酒を効かせた大人

も楽しめる品質。ミルキーデザインの包み紙で個装し、見た目も

ミルキーのように仕上げました。ミルキーのイメージの真っ赤な

リボンが目を引くかわいらしいパッケージです。 
10 粒入り（税込 1,000 円）も発売します。 

画像右  

「カントリーマアムタルト」  

個包装 ・BOX 入り、5 個入、税込 1 ,296 円  

1 月下旬発売  
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次に、スーパーやコンビニエンスストアなどでお取り扱い予定の、2019 年バレンタイン専用商

品をご案内いたします。お母様からお子様へ、また“友チョコ”としても大活躍する不二家バレ

ンタイン商品 7 点をぜひお楽しみください。 
 

商品名 画像 
発売日 

（2018 年） 

中味仕様 

/表示内容量 

参考小売価格 * 

/JAN ｺｰﾄﾞ 
備考、商品特長など 

ハートチョコレート 

（ピーナッツ） 

 

12/18 
ﾁｮｺﾚｰﾄ 

1 枚  

税込 87 円 

49755404 

お子様から大人まで幅広い世代に愛されるロングセ

ラーチョコレート。大きなハート型のチョコレートに

は、香ばしいピーナッツがぎっしり詰まっています。

メッセージ欄に日頃の気持ちを書いて贈りません

か。 

ペコちゃんラブラブ 

ハートチョコレート 

 

12/18 
ﾁｮｺﾚｰﾄ 

23ｇ 

税込 108 円 

4902555168753 

ペコちゃんのハートのレリーフがかわいい、ハート型

の大判チョコレートです。ハート型のミルクチョコレー

トの上に、ストロベリー風味のチョコレートでペコちゃ

んの顔とハートをレイアウトしました。 

ペコちゃんえんぴつ 

 

 

12/18 
ﾁｮｺﾚｰﾄ 

45ｇ（7 本） 

税込 216 円 

4902555168227 

えんぴつ型チョコレートを 7 本詰め合わせました。色

えんぴつタッチのペコちゃんのイラストと、ハートの

窓付きパッケージがかわいい、友チョコにピッタリの

商品です。 

アンパンマン    

にんぎょうチョコレート 

 

12/18 
ﾁｮｺﾚｰﾄ 

46ｇ（6 粒） 

税込 216 円 

4902555103532 

アンパンマンと仲間たちを模った、楽しさいっぱいの

チョコレート。ミルクチョコレート 5 粒とストロベリー風

味のチョコレート 1 粒（ドキンちゃん型のみ）のアソー

トです。 

アンパンマン 

ペロペロメルヘンチョコ 

 

12/18 
ﾁｮｺﾚｰﾄ 

12ｇ×5 本 

税込 465 円 

4902555168890 

人気のアンパンマンキャラクター（アンパンマン・ば

いきんまん・ドキンちゃん・メロンパンナちゃん・あか

ちゃんまん）の棒付きチョコレートのアソートです。 

アンパンマン 

ペロペロチョコ BIG 

 

12/18 

ﾁｮｺﾚｰﾄ・ 

準ﾁｮｺﾚｰﾄ 

42ｇ（ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝﾍﾟﾛ

ﾍﾟﾛﾁｮｺ BIG1 本、

ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝﾁｮｺﾚｰﾄ 

2 粒） 

税込 270 円 

4902555108919 

バレンタイン限定の大きなアンパンマンペロペロチョ

コレートと、アンパンマンチョコレート（2 粒）との詰め

合わせです。商品が入ったトレーはアンパンマンの

顔の形のレリーフ型になっており、チョコレートを溶

かして入れるとオリジナルのアンパンマンチョコレー

トを作ることもできます。 

アンパンマン 

コロコロのりもの BOX 

 

12/18 
ﾁｮｺﾚｰﾄ 

43ｇ 

税込 702 円 

4902555165790 

アンパンマンのキャラクターが描かれた小粒チョコと

球体のビスケットを合わせたチョコスナックを、車型

の容器に入れました。容器のデザインは、ゆうびん

やさん、パトカー、スクールバスの 3 種類（写真はゆ

うびんやさん）。容器は可動タイヤ付きで、遊んだり

小物入れとしてもお使いいただけます。 

 
 

＊参考小売価格（税込）は小売店の自主的な価格設定を拘束しません。 
不二家ウェブサイト 

https://www.fujiya-peko.co.jp/ 

バレンタイン特集ページ＜2019年 1月 25日公開予定＞ 

https://www.fujiya-peko.co.jp/valentine/ 
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■2019 年バレンタイン専用菓子新商品  

お客様お問い合わせ先      株式会社不二家  お客様サービス室   電話：0120-047228 

報道関係者お問い合わせ先  株式会社不二家  広報 CSR 部広報室  電話：03-5978-8110 

https://www.fujiya-peko.co.jp/
https://www.fujiya-peko.co.jp/valentine/

