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加藤貿易株式会社  広報：王 
E-mail：pr@katotrade.com 

2021 年 12 月 3 日 

加藤貿易株式会社 

報道関係者各位 

【新登場】Galler×bloomee スイーツとお花のギフトセット商品 

2021 年 12 月 3 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、花のサブスクリプションサービス「ブルーミー（bloomee）」を運営す

る株式会社 Crunch Style(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：武井亮太) とコラボレーションし、スイーツと

お花のギフトセット商品の販売を開始いたしました。 

 【公式オンラインショップ URL：https://www.galler.jp/】  

 

■ちょっとした心遣いで嬉しさアップ 

 スイーツとお花の組み合わせは誰もが嬉しくなってしまうもの。でも、タイミングによっては、困ってしまうことも・・・。 

 20 代以上の女性を対象としたアンケート（※）では、約 5 割の方が、お花をプレゼントされて困ってしまったことがあると

回答。その理由として一番多かったのは、「外でもらって、持ち帰るのに困った」というものでした。宅配でお届けの場合で

も、不在で受け取れなかったり、急に届いて慌ててしまったりと、もらうタイミングによっては困ってしまうという声があがってい

ます。 

 そこで、今回のギフトセットでは、相手の好きなタイミングで受け取れるよう、お花は「ギフトカード」でご用意。そんなちょっ

とした心遣いが、ワンランク上のプレゼントとして、大切な方の心にきっと残るはずです。何を贈るかはもちろん、どう贈るかが

素敵なギフト体験へとつながっていくでしょう。 

（※）2021 年ギフトに関する調査（URL: https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000199.000030914.html） 

 

■選べるお花のボリューム 

お花のギフトに関するアンケートでは、「量が多くて、花瓶が足りずに困った」「あまりに立派なお花で花瓶が小さすぎて

困った」というような声もあがっていました。普段、お花を飾る習慣がない場合、お花を飾る花瓶が十分に用意できていな

いということもあるようです。そこで、ガレーの商品とセットすることができるお花のボリュームを 2 種類ご用意いたしました。 

プレミアムタイプ 

プレミアムタイプは、お花本数 8 本以上。お部屋が華やぐボリュームで、特別感を演出。お花は宅配便でのお届け予

https://www.galler.jp/
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000199.000030914.html
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定。 

 

スタンダードタイプ 

スタンダードタイプは、お花本数 4 本以上。お花を飾る習慣がない方にも気軽に受け取っていただける、ほどよいボリュ

ーム。お花はポスト投函でのお届け予定。 

 

■商品概要 

ミニバー12 個とお花のセット 

 

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。 

＜プレミアムタイプ＞ お花本数 8 本以上 

Galler（ガレー）公式オンラインショップ：https://www.galler.jp/shopdetail/000000000270 

Galler（ガレー）Amazon 店：https://www.amazon.co.jp/dp/B09MSJTVWQ 

Galler（ガレー）楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/gallershop/gagamb12pr/ 

https://www.galler.jp/shopdetail/000000000270
https://www.amazon.co.jp/dp/B09MSJTVWQ
https://item.rakuten.co.jp/gallershop/gagamb12pr/
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monoproduction 楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/gagamb12pr/ 

monoproduction Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/bodycreate/gagamb12pr.html 

＜スタンダードタイプ＞ お花本数 4 本以上 

Galler（ガレー）公式オンラインショップ：https://www.galler.jp/shopdetail/000000000271 

Galler（ガレー）Amazon 店： https://www.amazon.co.jp/dp/B09MSF6GJH 

Galler（ガレー）楽天市場店： https://item.rakuten.co.jp/gallershop/gagamb12st/ 

monoproduction 楽天市場店： https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/gagamb12st/ 

monoproduction Yahoo!ショッピング店： https://store.shopping.yahoo.co.jp/bodycreate/gagamb12st.html 

 

ミニバー24 個とお花のセット 

 

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、11 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。 

＜プレミアムタイプ＞ お花本数 8 本以上 

Galler（ガレー）公式オンラインショップ：https://www.galler.jp/shopdetail/000000000272 

Galler（ガレー）Amazon 店：https://www.amazon.co.jp/dp/B09MSH6YW1 

Galler（ガレー）楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/gallershop/gagamb24pr/ 

monoproduction 楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/gagamb24pr/ 

monoproduction Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/bodycreate/gagamb24pr.html 

＜スタンダードタイプ＞ お花本数 4 本以上 

Galler（ガレー）公式オンラインショップ：https://www.galler.jp/shopdetail/000000000273 

Galler（ガレー）Amazon 店：https://www.amazon.co.jp/dp/B09MSHH3GM 

Galler（ガレー）楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/gallershop/gagamb24st/ 

monoproduction 楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/gagamb24st/ 

monoproduction Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/bodycreate/gagamb24st.html 

 

クッキー12 個とお花のセット 

https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/gagamb12pr/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/bodycreate/gagamb12pr.html
https://www.galler.jp/shopdetail/000000000271
https://www.amazon.co.jp/dp/B09MSF6GJH
https://item.rakuten.co.jp/gallershop/gagamb12st/
https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/gagamb12st/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/bodycreate/gagamb12st.html
https://www.galler.jp/shopdetail/000000000272
https://www.amazon.co.jp/dp/B09MSH6YW1
https://item.rakuten.co.jp/gallershop/gagamb24pr/
https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/gagamb24pr/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/bodycreate/gagamb24pr.html
https://www.galler.jp/shopdetail/000000000273
https://www.amazon.co.jp/dp/B09MSHH3GM
https://item.rakuten.co.jp/gallershop/gagamb24st/
https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/gagamb24st/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/bodycreate/gagamb24st.html
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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。 

 

＜プレミアムタイプ＞ お花本数 8 本以上 

Galler（ガレー）公式オンラインショップ：https://www.galler.jp/shopdetail/000000000274 

Galler（ガレー）Amazon 店：https://www.amazon.co.jp/dp/B09MSGWFB7 

Galler（ガレー）楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/gallershop/gagack12pr/ 

monoproduction 楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/gagack12pr/ 

monoproduction Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/bodycreate/gagack12pr.html 

＜スタンダードタイプ＞ お花本数 4 本以上 

Galler（ガレー）公式オンラインショップ：https://www.galler.jp/shopdetail/000000000275 

Galler（ガレー）Amazon 店：https://www.amazon.co.jp/dp/B09MSH4732 

Galler（ガレー）楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/gallershop/gagack12st/ 

monoproduction 楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/gagack12st/ 

monoproduction Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/bodycreate/gagack12st.html 

 

■bloomee（ブルーミー）とは 

会員数 10 万世帯を突破する、日本初・最大規模の花のサブスクリプションサービスです。現在、200 店舗以上の提

携生花店から、「ときめきが続く、お花の定期便」として毎週季節の花をポストにお届けしています。 

https://bloomeelife.com/ 

 

■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/ 

https://www.galler.jp/shopdetail/000000000274
https://www.amazon.co.jp/dp/B09MSGWFB7
https://item.rakuten.co.jp/gallershop/gagack12pr/
https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/gagack12pr/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/bodycreate/gagack12pr.html
https://www.galler.jp/shopdetail/000000000275
https://www.amazon.co.jp/dp/B09MSH4732
https://item.rakuten.co.jp/gallershop/gagack12st/
https://item.rakuten.co.jp/monoproduction/gagack12st/
https://store.shopping.yahoo.co.jp/bodycreate/gagack12st.html
https://bloomeelife.com/
https://www.galler.jp/
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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.instagram.com/galler_onlineshop/
https://page.line.me/galler
https://twitter.com/gallerjapanshop
https://katotrade.com/blogs/tag/sdgs/
https://katotrade.com/

