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不二家ならではの、遊び心あふれるハロウィンスイーツ

不二家洋菓子店 ハロウィンセール
全国の不二家洋菓子店にて 2019 年 9 月中旬より順次発売
株式会社不二家（本社：東京都文京区、社長：河村 宣行）より、全国の不二家洋菓子店で 2019 年
9 月中旬より開催する「ハロウィンセール」についてご案内します。

■ハロウィンパーティーを盛り上げる、かわいいスイーツが勢ぞろい！
近年大きな盛り上がりを見せているハロウィン。不二家洋菓子店では、今年のハロウィンのテーマを
「ENJOY ハロパ！」とし、ハロウィンパーティーを盛り上げるポップでかわいい商品を取り揃えまし
た。
菓子詰め合わせなど 5 アイテムを、9 月中旬より順次発売。洋菓子 14 アイテムは、9 月 27 日（金）
に第一弾の商品を発売。10 月 11 日（金）、18 日（金）にも新商品を順次発売し、ハロウィン本番へ向
けて不二家のハロウィンセールも盛り上がります。思わず SNS にアップしたくなるような、見た目に
も味にもこだわったスイーツをお楽しみください。

◆ おばけや黒猫をモチーフにした、フォトジェニックなスイーツが大集合♪
「パチパチトリック～ラズベリー仕立
て～」は、その名の通り、中にパチパチ
はじけるキャンディが入った刺激的なム
ースケーキです。ラズベリーとホワイト
チョコレートのムースの中に、ラズベリ
ージャムとパチパチはじけるキャンディ
を入れました。見た目のかわいらしさだ
けじゃない、遊び心あふれる一品です。
「ハロウィンショートケーキ」は、フ
ルーツとブルーベリーソースをサンドし
たショートケーキに、紫芋クリームを絞
り、おばけとかぼちゃを模したチョコレ
ートを飾りました。
魔女の使い、黒猫をイメージした「黒
猫のチョコレートケーキ」は、チョコレ
ートムースをチョコレートでコーティン
グし、目と耳を飾って黒猫に見立てまし
た。見た目も食感も楽しい、お子様にも
喜ばれるケーキです。
写真左から
「黒猫のチョコレートケーキ」
10 月 11 日（金）発売、税込 442 円

「パチパチトリック～ラズベリー仕立て～」 「ハロウィンショートケーキ」
9 月 27 日（金）発売、税込 464 円
10 月 11 日（金）発売、税込 475 円
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「モンスターモンブラン」
10 月 11 日（金）発売、税込 464 円

「フランケンピスタチオムース」
10 月 18 日（金）発売、税込 464 円

「ジャック・オ・ランタンミルフィーユ」
10 月 18 日（金）発売、税込 475 円

いたずら好きなモンスターをイメージした「モンスターモンブラン」は、抹茶ソースを入れたスポン
ジに、シャンテリークリームと金時芋と紫芋のペーストを絞り、目玉デザインの砂糖菓子を飾って仕上
げました。大きな目にドキっとするけれど、ちょこんとかぶった魔女の帽子が何ともかわいらしいモン
ブランです。
「フランケンピスタチオムース」は、香ばしいピスタチオムースの中に甘酸っぱい苺ソースをしのば
せ、チョコレートグラサージュで仕上げ、フランケンシュタインをイメージしました。
「ジャック・オ・ランタンミルフィーユ」は、巨峰のソースと軽いタイプのカスタードクリームをパ
イ生地でサンドし、ブルーベリークリームとジャックオランタンをかたどったパイを飾り、ハロウィン
感満載に仕上げました。

◆配り菓子にぴったりなギフト商品も発売
仮装したペコちゃんやハロウィンモチーフが描かれた缶がキュートな「ペ
コの重なるハロウィン缶」には、
「カントリーマアム（バニラ）
」6 枚、
「ミル
キー」7 粒、
「ハートチョコレート（ピーナッツ）
」6 枚が入っています。み
んなでシェアして楽しめるギフト商品です。
「ペコの重なるハロウィン缶」 直径 83×高さ 185mm、税込 1,080 円
写真左：缶正面 写真右：缶左面

「ハロウィンオーナメント」は、仮装したペコちゃんを大
きくデザインしたひも付きのパッケージに、「ミルキー」7
粒、「カントリーマアム（バニラ）」2 枚を詰めました。反
対側はハロウィンのモチーフをデザインしており、パーティ
「ハロウィンオーナメント」 3 種、各税込 270 円

ーでの飾り付けや、手配りギフトにもオススメです。

◆サンリオキャラクターズマカロンがハロウィンデザインになって登場！
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※全てハロウィン限定バージョン

写真左より、マイメロディマカロン（フランボワーズ）/ハローキティマカロン（あまおう苺）/ポムポムプリンマカロン
（プリン）/シナモロールマカロン（バニラ）/けろけろけろっぴマカロン（抹茶）/ペコちゃんマカロン（ショコラ）

好評発売中の「サンリオキャラクターズマカロン」が、9 月 27 日（金）よりハロウィンデザインに
なって登場します。

■2019 年ハロウィン専用菓子新商品
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 年ハロウィン専用商品をご案内い
たします。不二家のロングセラー「カントリーマアム」や「ホームパイ」などの定番アイテムが、
「ENJOY
ハロパ！」をテーマにしたカラフルでポップなハロウィン限定パッケージで登場します。
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選べる 2 種類のパッケージ

商品名

商品画像

中身仕様/

発売日

参考小売価格/

表示内容量

(2019 年)

JAN コード

8/27

オープン
プライス
4902555177632

「カントリーマアム」バニラ・ココア
の 2 種アソート。仮装したペコちゃん
のパッケージ（2 種類）と個包装（4
種類）で、配って楽しい、もらって嬉
しい、カラフルでかわいいデザイン。
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オープン
プライス
4902555176482

「ホームパイ」の定番バター味と、期
間限定のショコラ味の 2 種アソート。
パッケージ（2 種類）と個包装（4 種
類）には、仮装したペコちゃんが描か
れています。

8/27

オープン
プライス
4902555260532

ミルクからハイカカオまで、カカオ分
の違いが楽しめる 4 種類のチョコレー
トのアソート。仮装したペコちゃんが
描かれた個包装（16 種類）がかわいい、
配り菓子にぴったりな商品です。
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オープン
プライス
4902555260808

専用のミルクチョコレートにピーナ
ッツをぎっしり詰め込んだ、食べごた
えのあるおいしさです。パッケージ（2
種類）と個包装（8 種類）には、仮装
したペコちゃんが描かれています。

税込 216 円
4902555125930

グレープ・オレンジ・ストロベリーの
3 種類の味の「ポップキャンディ」を
アソート。個包装もハロウィン仕様な
のでパーティーでの配り菓子にもお
すすめです。

税込 195 円
4902555175447

ハロウィン限定のパンプキンプリン
味のミニサイズのカントリーマアム
が 4 連タイプで新登場。配り菓子とし
てもご利用いただける、カラフルでか
わいいデザインです。

ハロウィン
カントリーマアム
（バニラ＆ココア）

クッキー/
20 枚（バニラ
10 枚・ココア
10 枚）

ハロウィンホームパ
イ（バター＆ショコ
ラ）

パイ/
34 枚（17 包）
[バター20 枚
（10 包）・シ
ョコラ 14 枚（7
包）］

ハロウィンルック 4
（チョコレートコレ
クション）ファミリ
ーパック

チョコレート/
178g

ハロウィンハートチ
ョコレート（ピーナ
ッツ）袋

チョコレート/
15 枚（個包装
してありま
す。）

ハロウィン
ポップキャンディ袋

キャンデー/
18 本

ハロウィンカントリ
ーマアムミニ（パン
プキンプリン）4 連

8/27

クッキー/90g
（22.5g×4 袋）

8/27

備考・商品特長など

＊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。
＊消費税増税により、税込価格が変更になる場合がございます。
不二家ウェブサイト

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

ハロウィン特集ページ https://www.fujiya-peko.co.jp/halloween/ ＜9 月 6 日（金）公開予定＞
お客様お問い合わせ先
報道関係者お問い合わせ先

株式会社不二家
株式会社不二家

お客様サービス室
広報 IR 部広報室

3 / 3

電話：0120-047228
電話：03-5978-8110

