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＜報道関係者からのお問い合わせ先＞ 
加藤貿易株式会社  広報：王 
E-mail：pr@katotrade.com 

2022年 4 月 14 日 

加藤貿易株式会社 

報道関係者各位 

【数量限定】ベルギー王室御用達チョコレート 

Galler 2022年 母の日限定ギフトセットを販売開始 

ベルギー王室御用達 Galler（ガレー）チョコレート公式オンラインショップを運営する加藤貿易株式会社（所在

地：東京都港区 代表取締役：加藤克也）は、母の日ギフトセットを数量限定で 2022 年 4 月 14日（木）より

販売開始いたします。（公式オンラインショップ https://www.galler.jp/） 

 

2022 年 5 月 8 日（日）は母の日です。「ありがとう」の感謝の気持ちを込めて、ガレーのスイーツギフトを贈りません

か。ガレーの母の日ギフトセットは、上品で華やかなギフトに笑顔があふれることを願って、人気のチョコレートやクッキーなど

を母の日オリジナルラッピングでお包みし、花を添えてお届けいたします。 

 

■商品概要 

【母の日ギフトセット】 ミニバー 24個入 カーネーション(造花) メッセージカード付 

Thanks Mom!ギフトラッピング仕様のミニバー24 個入に、感謝を伝えるメッセージカード

とカーネーション(造花)、手渡し用ギフトバッグの 3 点がセットとなっております。※数量限定

&なくなり次第終了 

フレーバーの種類(11 種類)：ダーク・プラリネ、カフェ・リエジョワ、ミルク・プラリネ、ミルク・クル

スティヨン、ミルク・ピエモンテ、ホワイト・ピスタチオ、ダーク・オレンジ、ホワイト・マノン、ダーク・

バニラ、ホワイト・プラリネ、ダーク・ラズベリー 

販売ページ： 

Galler（ガレー）公式オンラインショップ： https://www.galler.jp/shopdetail/000000000283/ 

Galler（ガレー）Amazon店： https://www.amazon.co.jp/dp/B0912MXG4C 

Galler（ガレー）楽天市場店： https://item.rakuten.co.jp/gallershop/gaga324pin/ 

monoproduction 楽天市場店： https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/gaga324pin/ 

monoproduction Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/bodycreate/gaga324pin.html 
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＜報道関係者からのお問い合わせ先＞ 
加藤貿易株式会社  広報：王 
E-mail：pr@katotrade.com 

【母の日ギフトセット】 ミニバー 12個入 カーネーション(造花) メッセージカード付 

ギフトラッピングもしくはギフトスリーブケース仕様のミニバー12 個入に、感謝を伝えるメ

ッセージカードとカーネーション(造花)、手渡し用ギフトバッグの 3 点がセットとなっておりま

す。※数量限定&なくなり次第終了 

フレーバーの種類(12 種類)：ダーク・プラリネ、カフェ・リエジョワ、ミルク・プラリネ、ミルク・

クルスティヨン、ミルク・ピエモンテ、ホワイト・ピスタチオ、ダーク・オレンジ、ホワイト・マノン、

ダーク・バニラ、ホワイト・プラリネ、ダーク・ラズベリー、ダーク・キャラメル 

販売ページ： 

Galler（ガレー）公式オンラインショップ： https://www.galler.jp/shopdetail/000000000284/ 

Galler（ガレー）Amazon店： https://www.amazon.co.jp/dp/B0871VKH8Q 

Galler（ガレー）楽天市場店： https://item.rakuten.co.jp/gallershop/gaga004208/ 

monoproduction 楽天市場店： https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/gaga004208/ 

monoproduction Yahoo!ショッピング店： https://store.shopping.yahoo.co.jp/bodycreate/gaga004208.html 

 

【母の日ギフトセット】 クッキー詰め合わせ 25 枚入 カーネーション(造花) メッセージ

カード付 

ガレーのブランドロゴラッピング仕様のクッキー25 枚入に、感謝を伝えるメッセージカードと

カーネーション(造花)、手渡し用ギフトバッグの 3 点がセットとなっております。※数量限定

&なくなり次第終了 

フレーバーの種類(12 種類)：ショコラフランボワーズ、ショコラ、ショコラオレンジ、ショコラピ

スタチオ、ショコラアーモンド 

販売ページ： 

Galler（ガレー）公式オンラインショップ： https://www.galler.jp/shopdetail/000000000288/ 

Galler（ガレー）Amazon店： https://www.amazon.co.jp/dp/B09WYZQQ55 

Galler（ガレー）楽天市場店： https://item.rakuten.co.jp/gallershop/gagack25mm/ 

monoproduction 楽天市場店： https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/gagack25mm/ 

monoproduction Yahoo!ショッピング店： https://store.shopping.yahoo.co.jp/bodycreate/gagack25mm.html 

 

【母の日ギフトセット】 クッキー詰め合わせ 12 枚入 カーネーション(造花) メッセージカー

ド付 

クッキー12 枚入に、感謝を伝えるメッセージカードとカーネーション(造花)、手渡し用ギフトバッ

グの 3 点がセットとなっております。※数量限定&なくなり次第終了 

フレーバーの種類(12種類)：ショコラフランボワーズ、ショコラ、ショコラオレンジ 

販売ページ： 

Galler（ガレー）公式オンラインショップ： https://www.galler.jp/shopdetail/000000000285/ 

Galler（ガレー）Amazon店： https://www.amazon.co.jp/dp/B086GGDPVF 

Galler（ガレー）楽天市場店： https://item.rakuten.co.jp/gallershop/gaga0042cc/ 

monoproduction 楽天市場店： https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/gaga0042cc/ 

monoproduction Yahoo!ショッピング店： https://store.shopping.yahoo.co.jp/bodycreate/gaga0042cc.html 
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＜報道関係者からのお問い合わせ先＞ 
加藤貿易株式会社  広報：王 
E-mail：pr@katotrade.com 

 

【5/4(水)～5/8(日)お届け】 ミニバー 12 個入 カーネーション(生花) メッセージカ

ード付 

ガレーで人気の「ミニバー12 個入」を母の日限定のスリーブケースにおおさめしました。

セットのお花は見た目も華やかなカーネーション「さくらもなか」(生花)。さらに感謝の気

持ちを伝えるメッセージカードとお渡しに最適なブランドギフトバッグをお入れしてお届け

いたします。※数量限定&なくなり次第終了 

フレーバーの種類(12 種類)：ダーク・プラリネ、カフェ・リエジョワ、ミルク・プラリネ、ミル

ク・クルスティヨン、ミルク・ピエモンテ、ホワイト・ピスタチオ、ダーク・オレンジ、ホワイト・マ

ノン、ダーク・バニラ、ホワイト・プラリネ、ダーク・ラズベリー、ダーク・キャラメル 

販売ページ： 

Galler（ガレー）公式オンラインショップ： https://www.galler.jp/shopdetail/000000000286/ 

Galler（ガレー）Amazon店： https://www.amazon.co.jp/dp/B09WYDR7BD 

Galler（ガレー）楽天市場店： https://item.rakuten.co.jp/gallershop/gagamb12hb/ 

monoproduction 楽天市場店： https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/gagamb12hb/ 

monoproduction Yahoo!ショッピング店： https://store.shopping.yahoo.co.jp/bodycreate/gagamb12hb.html 

 

【5/4(水)～5/8(日)お届け】 クッキー詰め合わせ 12 枚入 カーネーション(生花) 

メッセージカード付 

ガレーで贈り物に人気の「クッキー12 枚入」を母の日限定のスリーブケースにおおさめ

しました。セットのお花は見た目も華やかなカーネーション「さくらもなか」(生花)。さらに

感謝の気持ちを伝えるメッセージカードとお渡しに最適なブランドギフトバッグをお入れ

してお届けいたします。※数量限定&なくなり次第終了 

フレーバーの種類(12種類)：ショコラフランボワーズ、ショコラ、ショコラオレンジ 

販売ページ： 

Galler（ガレー）公式オンラインショップ： https://www.galler.jp/shopdetail/000000000287/ 

Galler（ガレー）Amazon店： https://www.amazon.co.jp/dp/B09WYZWPGN 

Galler（ガレー）楽天市場店： https://item.rakuten.co.jp/gallershop/gagack12hb/ 

monoproduction 楽天市場店： https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/gagack12hb/ 

monoproduction Yahoo!ショッピング店： https://store.shopping.yahoo.co.jp/bodycreate/gagack12hb.html 

 

【お花のギフトカード】 ミニバー24個入とお花のセット 

贈られた方の好きなタイミングでお花をお届け。お花を贈られる方にも配慮したコラボギ

フト。ベルギー王室御用達チョコレートブランド 『Galler』とお花の定期便『bloomee』

がコラボした、ミニバー24 個入とお花の「ギフトカード」のギフトセットです。 

プレミアム：https://www.galler.jp/shopdetail/000000000272/ 

スタンダード：https://www.galler.jp/shopdetail/000000000273/ 

 

https://www.galler.jp/shopdetail/000000000272/
https://www.galler.jp/shopdetail/000000000273/
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＜報道関係者からのお問い合わせ先＞ 
加藤貿易株式会社  広報：王 
E-mail：pr@katotrade.com 

【お花のギフトカード】 ミニバー12個入とお花のセット 

贈られた方の好きなタイミングでお花をお届け。お花を贈られる方にも配慮したコラボギフ

ト。ベルギー王室御用達チョコレートブランド 『Galler』とお花の定期便『bloomee』がコ

ラボした、ミニバー12 個入とお花の「ギフトカード」のギフトセットです。 

プレミアム：https://www.galler.jp/shopdetail/000000000270/ 

スタンダード：https://www.galler.jp/shopdetail/000000000271/ 

 

【お花のギフトカード】 クッキー詰め合わせ 12枚入とお花のセット 

贈られた方の好きなタイミングでお花をお届け。お花を贈られる方にも配慮したコラボギフ

ト。ベルギー王室御用達チョコレートブランド 『Galler』とお花の定期便『bloomee』がコ

ラボした、クッキー12 枚入とお花の「ギフトカード」のギフトセットです。 

プレミアム：https://www.galler.jp/shopdetail/000000000274/ 

スタンダード：https://www.galler.jp/shopdetail/000000000275/ 

 

■Galler(ガレー)  母の日 ハッピーアンドピース 2022 

 

Galler（ガレー）のブランドミッションとして、「一人で、友達と、家族と恋人といろんな場面でチョコレートを味わうこと

で、美味で楽しい時間を過ごし幸せな気分になってもらいたい」 という想いがあります。コロナ禍や不安定な世界情勢な

ど、私たちの心が大きな心配事で占められてしまっている今日。だからこそ、ほんの些細なことでも幸せを感じ、楽しい気持

ちになって笑顔になってもらいたい。そんな想いを込めまして、「幸せの瞬間」をテーマにしたインスタグラムフォトコンテストを

開催しています。 

名称：Galler(ガレー)  母の日 ハッピーアンドピース 2022 

期間：2022年 4月 1日（金）～5月 15日（日） 

賞品：「Galler クッキー詰め合わせセット 12 個入」と「Galler フェアトレードトートバック（非売品）」をセットにして抽選

で 20名様にプレゼント 

Galler は SGDs に則ってフェアトレードにより作られたチョコレート。少しでもサステナブルなものを利用してもらいたいという

思いで作られた「Galler フェアトレードトートバック」と「Galler クッキー詰め合わせセット 12 個入」をセットにして、抽選で

20 名様にプレゼントいたします。 

https://www.galler.jp/shopdetail/000000000270/
https://www.galler.jp/shopdetail/000000000271/
https://www.galler.jp/shopdetail/000000000274/
https://www.galler.jp/shopdetail/000000000275/
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加藤貿易株式会社  広報：王 
E-mail：pr@katotrade.com 

 

※画像はイメージです。実際に届くものと内容が異なる可能性がございます 

 

■参加方法 

⚫ あなたが感じた幸せの瞬間の写真を投稿してください 

⚫ Instagram のハッシュタグ「#ガレーハッピーアンドピース 2022」をつけていただき、ご投稿のキャプション内で

@galler_onlineshopをメンションしていただくことで、キャンペーン参加の意思表示とさせていただきます 

⚫ 当選者様へは DM にて直接ご連絡いたしますので、Galler（ガレー）公式オンラインショップの Instagram アカウン

ト「@galler_onlineshop」をフォローしてください 

 

■応募条件 

⚫ Instagramのアカウントをお持ちの方 

⚫ Instagram のハッシュタグ「#ガレーハッピーアンドピース 2022」をつけてキャプション内で@galler_onlineshop を

メンションし、あなたが感じた幸せの瞬間の写真を投稿していること 

⚫ 投稿のリグラム（リポスト）をご承諾頂ける方 

⚫ 今回のキャンペーン投稿画像を公式サイトなどへの 2次利用にご承諾頂ける方 

 

■公式サイトでの掲載について 

ご投稿いただいたお写真の中からスタッフによる選考を経て、より多くの方にご覧いただきたい素敵なお写真については、

Galler（ガレー）オンラインショップの公式サイトに掲載させていただきます！ 

 

■その他注意事項 

キャンペーン応募に際して、以下の内容に同意したものと致します 

⚫ 応募最終締切は、2022年 5 月 15 日（日）23:59 までとなります 

⚫ 選考方法、応募受付の確認等についてのお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください 

⚫ ご本人が撮影した写真が対象です 

⚫ 人物およびペット等の肖像権などは、応募者の責任で事前に了解を得たものと見なされます。投稿によって発生

したトラブルにつきましては、一切責任を負いかねますのでご了承ください 

⚫ 当キャンペーンは Instagramが関与するものではありません 

⚫ 当選者の発表は公式 Instagram アカウントより DM にてご連絡させていただきます 

⚫ 商品の発送は日本国内の住所に限らせて頂きます 

⚫ お預かりした個人情報は個人情報保護方針に伴い、丁重に取り扱わせていただきます 
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■Galler（ガレー）とは 

1976 年にベルギー・リエージュで創業した「Galler（ガレー）」。1994 年に「ベルギー王室御用達ブランド」に認定さ

れ、ヨーロッパでは多くの人に親しまれているショコラトリ―です。今では世界的にも上質なチョコレートとその職人ノウハウで

知名度を上げています。ガレーのチョコはパーム油、人工保存料、人工着色料、人工香料は一切不使用。ガレーのカカ

オは 100%フェアトレードです。SDGs の目標達成と持続可能な社会の実現に向け課題解決に取り組んでいます。 

Galler（ガレー）公式オンラインショップ：https://www.galler.jp/ 

Galler（ガレー）公式 Instagram： https://www.instagram.com/galler_onlineshop/ 

Galler（ガレー）公式 LINE：https://page.line.me/galler 

Galler（ガレー）公式 Twitter：https://twitter.com/gallerjapanshop 

 

■SDGsに関する取り組み 

Galler（ガレー）チョコレート公式オンラインショップを企画・販売する加藤貿易は、グループ全体で SDGs の目標達

成と持続可能な社会の実現に向け、「1. 貧困をなくそう」「3. すべての人に健康と福祉を」「8. 働きがいも経済成長も」

「10. 人や国の不平等をなくそう」「16. 平和と公正をすべての人に」などのゴール達成に向けた様々な取り組みをしてい

ます。 

※各取り組みの詳細については下記のブログをぜひご覧ください。 

https://katotrade.com/blogs/tag/sdgs/ 
 

【会社概要】 

社名： 加藤貿易株式会社 

代表： 代表取締役  加藤 克也 

本社所在地： 東京都港区芝大門 2-11-18 芝関野ビル 3 階 

URL： https://katotrade.com 

設立年： 2009 年 6 月 

資本金： 1,000,000 円 

従業員数： 10 人 

事業内容： モノプロダクション事業 (- ブランドセクション - アライアンスセクション )、OEM 事業 

https://www.galler.jp/
https://www.instagram.com/galler_onlineshop/
https://page.line.me/galler
https://twitter.com/gallerjapanshop
https://katotrade.com/blogs/tag/sdgs/
https://katotrade.com/

