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人気ブランドに
ハロウィン限定パッケージが登場
ハロウィンを楽しく彩るデザインで今年もパーティーを盛り上げよう
森永製菓株式会社（東京都港区芝、代表取締役社長・新井 徹）は、8 月 29 日（火）より、ハロウィンを
テーマにした新商品全 7 品と、play set products※1（プレイセットプロダクツ）がデザインしたハロウィ
ン柄のパッケージに入った仕掛け付の「ダース＜ミルク＞」
「ダース＜ビター＞」
「白いダース」を期間限定
で発売いたします。
ハロウィン市場は右肩上がりで拡大しており、日本記念日協会の調べによると、前年比 107％増の 1,340
億円となりました。10 月になると毎週末地域や各ご家庭でパーティーが開かれるなど、クリスマスに次いで
2 番目に大きい市場へ成長しています。
森永製菓では人気ブランドからハロウィン限定の特別パッケージ品を発売します。更に店頭では「ハロウ
ィンフェア」を実施し、欧米でハロウィン定番スイーツとして人気の「キャラメルアップル」等のレシピを
ご紹介するなど、家族や友達が集まるハロウィンパーティーを楽しく演出、盛り上げます。

▲ダース＜ミルク＞

▲白いダース

▲ダース＜ビター＞

◀おっとっとおやつパック

おっとっと＜うすしお味＞▼

＜うすしお味＞
▼パックンチョプチパック

ミニエンゼルパイ＜バニラ＞▼

▲ミニビスケットアソート

アソート

▲ハイチュウアソート

▲チョコボール＜ピーナッツ＞
プチパック

■ハロウィン関連商品①
商品名

ダース＜ミルク＞
ハロウィン

ダース＜ビター＞
ハロウィン

白いダース
ハロウィン

キャラメリックでコクのあ
るミルク風味を活かしつつ、
後味はすっきりと食べやす
いミルクチョコレートです。

トップに華やかなカカオの香
りがありつつ、後味はすっき
り食べやすいビターチョコレ
ートです。

濃厚でクリーミーなミルク感
となめらかさと後切れの良さ
が特長のホワイトチョコレー
トです。

画像
パッケージは
各 2 種類

商品特長

名称（種類別）

チョコレート

内容量

12 粒

参考小売価格

110 円（税別）/119 円（税込）
既発売（ハロウィン限定パッケージは 8 月中旬～9 月下旬）

発売日

※自動切り替えにつき設定日無し

発売地区

全国/全ルート

ターゲット

20 才前後の男女

JAN コード

4902888219368

4902888219375

4902888219382

■楽しい仕掛け付パッケージ
「ダース」各商品のハロウィン柄は、play set products がデザインしています。パッケージには、側
面の点線を切ると耳が立つ仕掛けが付いています。また、個装フィルムもハロウィンデザインとなって
おり、パッケージを開封するとおばけが覗くしかけになっています。
ぷ

※1 play set products とは、
2002 年より活動しているデ
ザインチームです。オリジナ
ルキャラクターを数多く手
掛け、製品や映像を発表。有
名キャラクターのリデザイ
ンや企業広告、ブランドロ
ゴ、インテリアデザインなど
多岐にわたり活躍されてい
ます。

▲側面の耳を立てた状態

▲内装フィルムもハロウィンデザイン

▲パッケージを開けるとおばけが覗いている！

■ハロウィン関連商品②
商品名

チョコボール
＜ピーナッツ＞
プチパック
ハロウィン

ミニビスケット
アソート
ハロウィン

パックンチョ
プチパックアソート
ハロウィン

ミニエンゼルパイ
＜バニラ＞
ハロウィン

商品特長

・チョコボール＜ピーナ
ッツ＞を便利なテトラ袋
に小分けしました。
・魔女に仮装したキョロ
ちゃんのハロウィンデザ
インで楽しさを演出して
います。中の個包装は絵
さがしなど遊べるゲーム
付き。
全 4 種類のデザインで、
お友達に配っても楽しい
チョコボールです。

・ロングセラーのマリー
とムーンライトをミニ
サイズにし、使いやすい
小分けタイプにしまし
た。ミニマリー・ミニム
ーンライト共に３袋ず
つ計６袋入り。パッケー
ジの個包装も可愛らし
いハロウィンデザイン
となっており、お友達と
の交換に最適です。

・パックンチョ＜チョコ
＞＜イチゴ＞の 2 種類が
入った便利なテトラ袋。
楽しく配れる個包装 10 個
入り。
・ミッキーと仲間たちが
魔女やドラキュラに仮装
したにぎやかなハロウィ
ンデザインです。袋中の
テトラ個包装は全 4 種の
デザインで配っても楽し
いパックンチョです。

・ミニエンゼルパイ＜バ
ニラ＞の 16 個入り。
・パイにはさまれたマシ
ュマロをおばけに見立
てた楽しいハロィンデ
ザインです。
・袋中の個包装は全 3 種
のデザインで配っても
楽しいエンゼルパイで
す。

名称（種類別）

準チョコレート菓子

ビスケット・クッキー

ビスケット

パイ加工品

内容量

79ｇ

102ｇ

110ｇ

144ｇ

画像

参考小売価格

250 円（税別）

オープンプライス

/270 円（税込）

発売日

8 月 29 日（火）～無くなり次第終了

発売地区

全国/CVS・レール売店を除く

ターゲット

未就学児童～小学校低学年とその親

JAN コード

4902888224874

4902888229244

4902888228919

4902888231308

ハイチュウアソート
ハロウィン

おっとっと＜うすしお味＞
ハロウィン

おっとっとおやつパック
＜うすしお味＞ハロウィン

商品特長

・ハイチュウの定番フレーバー3
種（ストロベリー、グリーンアッ
プル、グレープ）が入ったハロウ
ィンデザインのハイチュウアソ
ート。

・おっとっと＜うすしお味＞が 5
袋入り。
・今年はハロウィンのスペシャル
菓子型３種類入り♪ぼうし、おば
け、かぼちゃの形が入っています。
・４種類の個包装入り

・ハロウィンデザインで配っても
楽しいおっとっとです。
・今年はハロウィンのスペシャル
菓子型３種類入り♪ぼうし、おば
け、かぼちゃの形が入っています。

名称（種類別）

キャンディ

内容量

86ｇ

参考小売価格

オープンプライス

商品名

画像

発売日
発売地区

90ｇ（18ｇ×5 袋）
250 円（税別）/270 円（税込）

50ｇ
150 円（税別）/162 円（税込）

8 月 29 日（火）～無くなり次第終了
全国/全ルート

ターゲット
JAN コード

スナック菓子

全国/CVS・レール売店を除く
未就学児童～小学校低学年とその親

4902888210884

4902888220166

4902888226069

■森永製菓ハロウィン特設サイトについて
ハロウィンパーティー用の様々なレシピを紹介する「森永製菓ハロウィン特設ｗｅｂサイト」を 9 月
より開設いたします。今年も、欧米で定番人気のハロウィンスイーツ「キャラメルアップル」を中心に、
温めて混ぜるだけの簡単なものから、
「森永ホットケーキミックス」を使ったこだわりのレシピまで取
り揃えています。ハロウィン限定パッケージのお菓子に加えて、手作りデザートも加えることで、ハロ
ウィンパーティーを更に盛り上げてはいかがでしょうか。
※詳細につきましては、別途ニュースレターを配信いたします。

※イメージ

▲店頭で配布するレシピリーフレット

▲森永ホットケーキミックスからも、2 種類のハロウィン
パッケージが登場します。

■ご参考■
「ハロウィン」は、ヨーロッパを発祥とし、毎年 10 月 31 日に行われる祭りです。
もともとは秋の収穫を祝い、悪霊などを追い出す宗教的な意味合いのある行事で、
カトリックの聖人の日である万聖節（１１月１日）の前の晩に行われます。現在で
は、本来の宗教的な意味合いはほとんど失われ、特にアメリカで、民間行事として
定着し、ポピュラーなイベントとなっています。代表的な「ハロウィン」のイベン
トには、カボチャの中身をくりぬいて中にろうそくを立てた｢ジャック・オー・ラ
ンタン｣や、子どもたちが魔女やお化けに仮装して、近隣の家々を訪れ｢お菓子をく
れなきゃ、いたずらするぞ｣と唱えてお菓子をもらうことや、そのお菓子で開催す
るパーティーなどがあります。

