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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２2 日 

加藤貿易株式会社 

報道関係者各位 

SDGs 実現に向けたエシカルギフト販売サイト『いいものギフト モノプロ』、 

地球環境について考えるアースデイ 4 月 22 日にオープン 

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、SDGs 実現に向けたエシカルギフト

専門の販売サイト『いいものギフト モノプロ』の公式サイトを、地球環境について考えるアースデイにあわせて 2022 年 4

月 22 日にオープンいたしました。【いいものギフト モノプロ URL：https://monoprogift.com/】 

 

 

『いいものギフト モノプロ』は人や地球に優しい SDGs を意識した商品や情報に出会うことで、 自分の幸せについて

考えるキッカケになってほしいと考えています。 

 

■当サイトの特徴 

①サステナブルなギフトが選べる 

サステナブルなアイテムを集めた『いいものギフト モノプロ』だから、地球環境のことを考えたギフトを気軽に選んでいただ

くことができます。 

②サイト内ショッピングが可能 

  気に入った商品が見つかったら、そのままカートに入れてご購入いただけます。 

③SDGs への理解が深められる 

 『いいものギフト モノプロ』は、ただ商品を販売するだけではありません。SDGs について、日々みなさんと一緒に理解

を深めていき、サステナブルチャレンジの輪を広げていくことを目指し、SDGs に関するコラムを発信してまいります。 

 

■当サイトの取り扱い商品 

・Galler（ガレー）チョコレート 

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

https://monoprogift.com/】
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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。 

 

・nuts link（ナッツリンク） 

「想い」を繋ぐギフト商品として、コロナ禍の 2021 年に誕生。ナッツパティシエによる厳選した素材と試行錯誤によるレ

シピから生まれたフレーバーナッツを詰め合わせたギフトアイテムを展開。商品を通じて、人間関係も社会活動もサステナ

ブルであることを提案します。nuts link のナッツを購入して食べることが、自然と環境や社会、大切な人間関係を維持

することにつながっていく――そんなブランドを目指しています。 

 

※この他、順次 SDGs の目標達成につながるギフト商品を取り揃えてまいります。 

 

■母の日におすすめギフトセット 

Galler（ガレー）【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：https://monoprogift.com/view/item/000000000067 

 

Galler（ガレー）【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：https://monoprogift.com/view/item/000000000022 

 

Galler（ガレー）【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：https://monoprogift.com/view/item/000000000029 

 

https://monoprogift.com/view/item/000000000067
https://monoprogift.com/view/item/000000000022
https://monoprogift.com/view/item/000000000029
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Galler（ガレー）【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：https://monoprogift.com/view/item/000000000023 

 

Galler（ガレー）【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：https://monoprogift.com/view/item/000000000020 

 

 

Galler（ガレー）【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：https://monoprogift.com/view/item/000000000021 

 

Galler（ガレー）【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://monoprogift.com/view/item/000000000015 

スタンダード： https://monoprogift.com/view/item/000000000014 

 

Galler（ガレー）【お花のギフトカード】 ミニバー12 個入とお花のセット 

https://monoprogift.com/view/item/000000000023
https://monoprogift.com/view/item/000000000020
https://monoprogift.com/view/item/000000000021
https://monoprogift.com/view/item/000000000015
https://monoprogift.com/view/item/000000000014


 

4 

 
＜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 

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://monoprogift.com/view/item/000000000019 

スタンダード： https://monoprogift.com/view/item/000000000018 

 

 

Galler（ガレー）【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://monoprogift.com/view/item/000000000017 

スタンダード： https://monoprogift.com/view/item/000000000016 

 

 

 

nuts link（ナッツリンク）【母の日ギフトセット】 フレーバーナッツ 4 種 12 袋 詰め合わせ カーネーション(造花) メ

ッセージカード付 

ナッツパティシエが厳選した 4 種類のフレーバーを各 3 袋ずつ詰め合わせしたナッツ

ギフト。母の日の贈り物に。メッセージカードとカーネーション(造花)をセットにいたし

ました。 

フレーバーの種類(4 種類)：黒糖きなこアーモンド、ハニーバターアーモンド、黒糖

シナモンくるみ、ラズベリーカシューナッツ 

 

 

 

販売ページ：https://monoprogift.com/view/item/000000000075 

 

 

nuts link（ナッツリンク）【母の日ギフトセット】 フレーバーナッツ 4 種 8 袋 詰め合わせ カーネーション(造花) メッ

セージカード付 

ナッツパティシエが厳選した 4 種類のフレーバーを各 2 袋ずつ詰め合わせした

ナッツギフト。母の日の贈り物に。メッセージカードとカーネーション(造花)をセッ

トにいたしました。 

フレーバーの種類(4 種類)：黒糖きなこアーモンド、ハニーバターアーモンド、黒

糖シナモンくるみ、ラズベリーカシューナッツ 

販売ページ：https://monoprogift.com/view/item/000000000076 

 

 

https://monoprogift.com/view/item/000000000019
https://monoprogift.com/view/item/000000000018
https://monoprogift.com/view/item/000000000017
https://monoprogift.com/view/item/000000000016
https://monoprogift.com/view/item/000000000075
https://monoprogift.com/view/item/000000000076
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■SDGs に関する取り組み 

『いいものギフト モノプロ』を運営する加藤貿易は、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 

☆加藤貿易の SDGs に関する取り組み 

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

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

