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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 12 月 2 日 

加藤貿易株式会社 

報道関係者各位 

リポスト、リツイートで当選確率 3 倍！ 

ベルギー王室御用達チョコレート Galler（ガレー） 

バレンタイン先行予約キャンペーン開催 

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 12 月 2 日（金）より 2023 年 1 月 31 日（火）ま

で、対象商品をご購入いただいた方の中から抽選で 5,000 円相当の商品を詰め込んだガレーギフトボックスが当たる

「Galler（ガレー）バレンタイン先行予約キャンペーン」を開催いたします。 

（公式キャンペーンページ：https://www.galler.jp/html/page69.html）  

 

 

■「Galler（ガレー）バレンタイン先行予約キャンペーン」について 

 Galler（ガレー）チョコレート公式オンラインショップでは、先行予約期間中に公式オンラインショップにて対象商品を

ご購入いただいた方の中から抽選で 10 名様に 5,000 円相当の商品を詰め込んだガレーギフトボックスをプレゼントいた

します。また、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ですが、皆さんに普段より SGDs に関連

したものを使って欲し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を抽選で 20 名様にプレゼントいたします。 

 

賞品： 

●ガレーギフトボックス（5,000 円相当のガレー商品詰め合わせセット）10 名様 

●Galler フェアトレードトートバック 20 名様 

 

https://www.galler.jp/html/page69.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 

開催期間（先行予約期間）：2022 年 12 月 2 日（金）～2023 年 1 月 31 日（火） 

参加条件：先行予約期間に対象商品から 1 点以上ご注文いただいた方が自動的に抽選の対象となります 

チャンス UP について： 

 

リポスト、リツイートで当選確率が最大 3 倍になります。ガレー公式オンラインショップの Instagram もしくは Twitter の

先行予約に関するガレーの投稿をリポスト or リツイートしてください。その際に、下記の 2 つを行っていただくことが条件と

なります。 

① ガレー公式オンラインショップのアカウントのメンションをお願いします 

Instagram は「＠galler_onlineshop」、Twitter は「＠gallerjapanshop」です 

② 次の 3 つのハッシュタグ「#チョコレート #バレンタインチョコ #バレンタインフェア」をつけてください。 

 

■キャンペーン対象商品 

★2023 年バレンタイン限定パッケージ★MINI'S BARS ミニバー 12 個入 

チョコレートと中に包まれたクリームが絶妙な、柔らかでマイルドな口どけのミニバーは、ガレ

ーの人気定番商品。「ミニバー12 個入」は、合計 12 種類のミニバーが 1 個ずつ楽しめ

る、バラエティ豊かなセット。並んだカラフルなミニバーは見た目にも楽しめます。 

※数量限定&なくなり次第終了 

販売ページ：https://www.galler.jp/shopdetail/000000000206 

 

★2023 年バレンタイン限定パッケージ★MINI'S BARS ミニバー 24 個入 

チョコレートと中に包まれたクリームが絶妙な、柔らかでマイルドな口どけのミニバーは、ガレ

ーの人気定番商品。「ミニバー24 個入」は、12 種類のフレーバーが計 24 個アソートされ

た豪華なセット。彩り豊かでボリュームがあるので、目上の方への贈り物にもおすすめで

す。※数量限定&なくなり次第終了 

販売ページ：https://www.galler.jp/shopdetail/000000000205 

 

ナノバー 30 個入 

定番のミルクプラリネから少し塩気のあるダーク塩バターキャラメル、サクサクとした食感が

楽しめるミルクポップコーンなど合計 6 つのバラエティ豊かなフレーバーが各 5 個入った、

様々な味をお楽しみいただけるアソートセットです。 

販売ページ：https://www.galler.jp/shopdetail/000000000260/ 

 

 

 

https://www.galler.jp/shopdetail/000000000206
https://www.galler.jp/shopdetail/000000000205
https://www.galler.jp/shopdetail/000000000260/
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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 年バレンタイン限定パッケージ★ナノバー 50 個入 

定番のミルクプラリネから少し塩気のあるダーク塩バターキャラメル、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。 

販売ページ：https://www.galler.jp/shopdetail/000000000311/ 

  

ナノバー 100 個入 

定番のミルクプラリネからフルーティなダークラズベリー、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 10 個封入。大容量の 100 個は、チョコレート好きなら大満足

間違いなし。 

販売ページ：https://www.galler.jp/shopdetail/000000000262/ 

 

クッキー 詰め合わせセット 12 個入 

ガレーのクーベルチュールチョコレートと香り高いバターを使用したクッキーを 3 種類、各 4

個入った詰め合わせセットです。ショコラの中にフランボワーズの酸味が広がるショコラフラン

ボワーズ、濃厚なクーベルチュールチョコレートを使用したショコラ、オレンジピールの香りと

酸味がふわっと広がるショコラオレンジの 3 種類が楽しめます。 

販売ページ：https://www.galler.jp/shopdetail/000000000200/ 

 

クッキー 詰め合わせセット 25 個入 

ガレーのクーベルチュールチョコレートと香り高いバターを使用したクッキーを 5 種類、各 5

個入った詰め合わせセットです。ショコラの中にフランボワーズの酸味が広がるショコラフラン

ボワーズ、濃厚なクーベルチュールチョコレートを使用したショコラ、オレンジピールの香りと

酸味がふわっと広がるショコラオレンジ、ピスタチオの香ばしさと旨味が口の中に広がるショ

コラピスタチオ、アーモンドの風味が引き立つサクッとしたショコラアーモンドの 5 種類が楽し

めます。 

販売ページ：https://www.galler.jp/shopdetail/000000000252/ 

 

■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 

 

https://www.galler.jp/shopdetail/000000000311/
https://www.galler.jp/shopdetail/000000000262/
https://www.galler.jp/shopdetail/000000000200/
https://www.galler.jp/shopdetail/000000000252/
https://www.galler.jp/
https://www.instagram.com/galler_onlineshop/
https://page.line.me/galler
https://twitter.com/gallerjapanshop
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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 

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

