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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 10 月 26 日 

加藤貿易株式会社 

報道関係者各位 

【2022 年クリスマス数量限定商品】 毎年売り切れ必至！ 

アドベントカレンダーなどクリスマスを彩る人気アイテム 

2022 年 10 月 26 日より販売開始 

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、2022 年 10 月 26 日（水）より 2022 年クリスマス数量限定商

品の販売を開始いたしました。 【Galler（ガレー）公式オンラインショップ https://www.galler.jp/ 】 

 

秋も一段と深まり吐く息が白くなってくると、冬はもうすぐそこです！クリスマスを存分に楽しむために、一足早く準備をし

ましょう！子どもから大人まで大人気のアドベントカレンダーやクリスマスボール、そしてクリスマスクラッカーはクリスマス前のワ

クワク気分をさらに盛り上げてくれます。 

Galler 公式オンラインショップでは、今年もクリスマスシーズンの数量限定商品をご用意。2022 年 10 月 26 日

（水）よりクリスマス数量限定商品の販売を開始いたします。商品は 11 月上旬より、順次出荷しお届けいたします。 

毎年早期に売り切れてしまう数量限定商品のため、お早目のご購入がおすすめです。 

 

■商品概要 

クリスマスアドベントカレンダー2022 

12 月の待ち遠しいクリスマスまでの毎日、窓を 1 日ずつ開けてカウントダウンを

楽しむアドベントカレンダー。中には一口サイズの可愛いナノバーが入っており、フレ

ーバーは 10 種類。今日はなんのフレーバーが食べられるかな？とワクワクするクリス

マス限定商品です。 

フレーバーの種類(10 種類)：ミルク・プラリネ、ダーク・プラリネ、ミルクプラリネアーモ

ンド、塩バターキャラメル、ミルクポップコーン、ホワイトクッキー、ホワイト・プラリネ、ダ

ーク・ラズベリー、ホワイトライスパフ、ダークビスケット 

販売ページ： 
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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 

Galler（ガレー）公式オンラインショップ：https://www.galler.jp/shopdetail/000000000191 

Galler（ガレー）楽天市場店： https://item.rakuten.co.jp/gallershop/gaga0025cd/ 

いいものギフトモノプロ公式オンラインショップ：https://monoprogift.com/view/item/000000000094 

いいものギフトモノプロ Amazon 店： https://www.amazon.co.jp/dp/B08117P6P2 

いいものギフトモノプロ 楽天市場店： https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/gaga0025cd/ 

い い も の ギ フ ト モ ノ プ ロ  Yahoo! シ ョ ッ ピ ン グ 店 ： 

https://store.shopping.yahoo.co.jp/bodycreate/gaga0025cd.html 

 

ミニバー24 個入り 

ガレーの人気定番商品であるミニバーの数量限定クリスマスパッケージ。チョコレ

ートと中に包まれたクリームが絶妙なバランスのミニバーは、柔らかでマイルドな口ど

け。カラーごとにフレーバーが異なり、クラシックな風味からオリジナルで個性的な風

味まで幅広い味わいが楽しめ、見た目もカラフルで色彩豊かな商品です。ミニバー

11 種類、24 本がアソートされています。 

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/000000000153 

Galler（ガレー）楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/gallershop/galler-24/ 

いいものギフトモノプロ公式オンラインショップ：https://monoprogift.com/view/item/000000000091 

いいものギフトモノプロ Amazon 店：https://www.amazon.co.jp/dp/B07ZSYWP9N 

いいものギフトモノプロ 楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/galler-24/ 

いいものギフトモノプロ Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/bodycreate/galler-24.html 

 

ミニバー12 個入り 

ガレーの人気定番商品であるミニバーの数量限定クリスマスパッケージ。チョコレー

トと中に包まれたクリームが絶妙なバランスのミニバーは、柔らかでマイルドな口どけ。カ

ラーごとにフレーバーが異なり、クラシックな風味からオリジナルで個性的な風味まで幅

広い味わいが楽しめ、見た目もカラフルで色彩豊かな商品です。ミニバー12 種類が

アソートされています。 

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/000000000303 

Galler（ガレー）楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/gallershop/gaga000712/ 
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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 

いいものギフトモノプロ公式オンラインショップ：https://monoprogift.com/view/item/000000000090 

いいものギフトモノプロ Amazon 店：https://www.amazon.co.jp/dp/B0BJTDY9KC 

いいものギフトモノプロ 楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/galler-minibar12/ 

いいものギフトモノプロ Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/bodycreate/gaga000712.html 

 

ナノバー50 個入 

定番のミルクプラリネ、女性に人気のミルクピスタチオ、塩気のあるダークキャラメル、

サクサクとした食感まで楽しめるミルクポップコーンやホワイトクッキーなど、合計 10 種も

のバラエティ豊かなフレーバーが各 5 個封入。様々な味をたっぷりとお楽しみいただけ

るアソートセットです。また、紺地にゴールドのロゴが散りばめられた上品で落ち着いた

缶のデザインは、クリスマスにふさわしい温もりを感じさせてくれます。 

 

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/000000000306 

Galler（ガレー）楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/gallershop/gaga000950/ 

いいものギフトモノプロ公式オンラインショップ： https://monoprogift.com/view/item/000000000092 

いいものギフトモノプロ Amazon 店：https://www.amazon.co.jp/dp/B0BJ6Z5WJ4 

いいものギフトモノプロ 楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/gaga000950/ 

いいものギフトモノプロ Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/bodycreate/gaga000950.html 

 

クリスマスボール 

ガレーの定番商品であるミニバーを 6 個、オーナメントとして使えるクリスマスボール

缶にアソートしたシーズン商品です。カラーごとにフレーバーが異なり、クラシックな風味

からオリジナルで個性的な風味まで幅広い味わいが楽しめ、見た目もカラフルで色彩

豊かな商品です。プレゼントにもおすすめです。 

 

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/000000000157 

Galler（ガレー）楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/gallershop/gaga0025pb/ 

いいものギフトモノプロ公式オンラインショップ： https://monoprogift.com/view/item/000000000093 

いいものギフトモノプロ Amazon 店：https://www.amazon.co.jp/dp/B07YXZJYDN 

いいものギフトモノプロ 楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/gaga0025pb/ 

いいものギフトモノプロ Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/bodycreate/gaga0025pb.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 

クリスマスクラッカー 

一口サイズが人気のナノバーを 15 個アソートしたクリスマスクラッカーはツリーの飾りつ

けにもおすすめ。定番のミルクプラリネにダークプラリネ、塩気のあるダークキャラメル、サク

サクとした食感まで楽しめるミルクポップコーンやホワイトプラリネ、合計 5 種ものバラエテ

ィ豊かなフレーバーを楽しめます。 

 

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/000000000304 

Galler（ガレー）楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/gallershop/gaga004900/ 

いいものギフトモノプロ公式オンラインショップ： https://monoprogift.com/view/item/000000000095 

いいものギフトモノプロ Amazon 店：https://www.amazon.co.jp/dp/B0BK1M7L8L 

いいものギフトモノプロ 楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/gaga004900/ 

いいものギフトモノプロ Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/bodycreate/gaga004900.html 

 

■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 

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/
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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 

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 


