2022年1月13日
ネスレ日本株式会社

贈る相手や自分の好みに合わせて自由に詰め合わせできるギフトサービスから
バレンタイン向けの新作が登場！

「キットカット ショコラトリー Pick To Mix ピスタチオ／塩キャラメル」
1 月 15 日(土)発売
～ 全国の常設店と 18 ケ所の催事店にて購入可能！ ～
ネスレ日本株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役 社長 兼 CEO 深谷 龍彦）は、贈る相手の人数や好みに
合わせて、好きな味を、好きな数だけ詰め合わせて贈れるギフトサービス「キットカット ショコラトリー Pick To Mix」から、
バレンタイン向け新フレーバー「ピスタチオ」と「塩キャラメル」を 1 月 15 日（土）に「キットカット ショコラトリー」店舗で発
売します。

「キットカット ショコラトリー」は、「ル パティシエ タカギ」のオーナーシェフ・髙木康政の全面監修のもと、素材や製法
にこだわった「プレミアム キットカット」をお届けする専門店として、家族や友人、同僚へのプチギフトや自分へのご褒美
にもぴったりのこだわり・高級感がある商品を展開しています。
昨年 10 月より開始したサービス「Pick To Mix」(※1)は、贈る相手の人数や好みに合わせて、好きな味を、好きな数
だけ詰め合わせられる点が、ギフトを贈る側、贈られる側双方のお客様にご好評をいただいております。また、商品の
裏面には、原材料情報や熱量（カロリー）などの栄養成分情報、保存方法などを記載しているため、安心して配ることが
できるというお声もいただいております。
今期のバレンタインシーズンは昨年以上の盛り上がりが期待されることから、新作 2 品を 1 月 15 日(土)に発売しま
す。様々あるチョコレートの味の中でも、ミルクやビター、ストロベリー、抹茶同様、人気のナッツ「ピスタチオ」と「塩キャラ
メル」を加えることで、”選ぶ楽しさ”が特長の「Pick To Mix」サービスを強化します。ピスタチオは奥深いナッツの風味を、
一方の塩キャラメルは甘く香ばしいキャラメルの風味と塩味が合わさった贅沢感を楽しむことができます。「キットカット
ショコラトリー」の常設 5 店舗に加えて、全国 18 ケ所の催事店でも購入することができます。
(※1) 2021 年 9 月配信プレスリリース https://www.nestle.co.jp/sites/g/files/pydnoa331/files/2021-09/20210928_kitkat.pdf

■商品概要
商品名

キットカット ショコラトリー
Pick To Mix

内容量
ピスタチオ
塩キャラメル
ビター
ミルク
ホワイト
ルビー
抹茶
ストロベリー
カシス
ラズベリー
パッションフルーツ
ゆず
アソート

1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
1枚
25 枚

ピスタチオ

塩キャラメル

香り高く、まろやかで甘美な

甘く香ばしいキャラメルの風

クーベルチュールミルクチョ

味と、香り高く、まろやかで

コレートに、ピスタチオならで

甘美なクーベルチュールミ

はの奥深いナッツの風味が

ルクチョコレートの絶妙なハ

合わさった贅沢感。

ーモニー。

※ピスタチオ香料使用

※キャラメル香料使用

販売価格
(税込)

販売場所

販売開始日
1月15日（土）
1月15日（土）

・「キットカット ショコラトリー」常設5店舗
(銀座本店、ミヤシタパーク渋谷店、西武
池袋店、新宿髙島屋店、伊丹空港店)
130円

・「キットカット ショコラトリー」催事18店舗
(別途リスト参照)

販売中

・「キットカット ギフトショップ」
(りんくうプレミアムアウトレット内)
3,240円

ビター

ミルク

ホワイト

ルビー

抹茶

カカオ分 66%のクーベル
チュールチョコレートを使用
した看板商品。ガーナ産、マ
ダガスカル産、ドミニカ
共和国産 3 種のカカオ豆を
ブレンドした、カカオ本来の
酸味と苦味がありつつも、果
実味を感じさせる一枚。

香り高く、まろやかで甘美な
ミルクの味わいが口いっぱ
いに広がるクーベルチュー
ルミルクチョコレートを使用し
た人気商品。

舌の上でとろけるような
滑らかさがありつつも、
清々しい後味を感じる
ク ーベル チ ュ ール ホ ワ イト
チョコレートを使用。

ビ ター、 ミル ク 、ホ ワ イトに
次ぐ、第4のチョコレートと呼
ばれる”ルビー”。厳選され
たカカオ由来の鮮やかなピ
ンク色と、ベリーのようなフ
ルーティーな酸味。

なめらかな口どけの
クーベルチュールホワイト
チョコレートに抹茶ペース
トとたっぷりの玉露茶葉を
ブレンドした、本格的な抹
茶のほろ苦さと茶葉の食
感を表現。

ストロベリー

カシス

ラズベリー

パッションフルーツ

ゆず

ストロベリー果汁パウダーを
ふんだんに取り入れた、み
ずみずしさと、甘酸っぱさ溢
れる果実感。

カシスならではの爽やかな
香りと酸味に、最後に感じる
コクのような深み。

木苺・ラズベリーならではの
野性味あふれる果実感と酸
味。

南国のフルーツ・パッション
フルーツのはじけるようなト
ロピカルな風味と、芳醇で華
やかな香り。

柚子ならではの心地よい
フルーティーな香りが鼻を
抜け、最後まで余韻として
残る大人向けの味わい。

アソート 25枚
「キットカット ショコラトリー Pick To Mix」10 種が合計 25 枚
入った、家族とのシェアや、友人や同僚へのプチギフトにぴ
ったりのアソート。（ビター、ミルク、ホワイト、ルビー、抹茶
の 5 種各 3 枚、その他フルーツ系 5 種各 2 枚）

画像(イメージ)：可愛らしいサイズ感のカジュアルギフト用袋・箱
※袋は 1 枚以上、箱は 10 枚以上お買い上げの場合にお選びいただけます。

■「キットカット ショコラトリー」催事店一覧（予定）

2月
会場

3月
期間

札幌パセオ
JRタワー センターB1F

2月9日(水)～2月27日（日）

イオン札幌桑園ショッピングセ
ンター1F イベントスペース

2月1日(火)～2月14日（月）

宮城県

JR仙台駅 東西自由通路

2月1日(火)～2月28日（月）

東京都

JR東京駅 東京駅一番街
東京ギフトパレット

2月15日(火)～2月28日（月）

JR上野駅
1F 中央改札外 広⼩路⼝

会場

期間

東急百貨店 さっぽろ店
B1F

3月3日(木)～3月16日（水）

イオンモール札幌苗穂
1F イベントスペース

3月1日(火)～3月14日（月）

宮城県

JR仙台駅 東西自由通路

3月1日(火)～3月14日（月）

東京都

JR東京駅 東京駅一番街
東京ギフトパレット

3月1日(火)～3月15日（火）

2月1日(火)～2月28日（月）

JR上野駅
1F 中央改札外 広⼩路⼝

3月1日(火)～3月31日（木）

イトーヨーカ堂 アリオ北砂店
082BASE「おやつベース」

2月1日(火)～2月14日（月）

イトーヨーカ堂 アリオ亀有店
082BASE「おやつベース」

3月2日(水)～3月14日（月）

イトーヨーカ堂 アリオ葛西店
082BASE「おやつベース」

2月2日(水)～2月14日（月）

埼玉県

JR大宮駅
2F 西口改札外

3月9日(水)～3月15日（火）

BIGBOX高田馬場
催事場

2月9日(水)～2月14日（月）

岐阜県

イオン各務原
1F レプシム前

3月4日(金)～3月15日（火）

JR大宮駅
2F 西口改札外

2月9日(水)～2月15日（火）

大阪府

心斎橋筋商店街
コテッジ千日前本店入口前

3月1日(火)～3月31日（木）

コクーンシティ2
1F

2月1日(火)～2月15日（火）

大阪メトロ 御堂筋線梅田駅
北改札前

3月7日(月)～3月13日（日）

岐阜県

イオン各務原
1F レプシム前

1月28日(金)～2月14日（月）

大阪府

心斎橋筋商店街
コテッジ千日前本店入口前

2月1日(火)～2月28日（月）

北海道

埼玉県

宮崎県

南海なんば駅
CITY MARCHE 1F
アミュプラザ宮崎
うみ館 1F

2月7日(月)～2月14日（月）
2月2日(水)～2月14日（月）

北海道

