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「ダース」は今年 25 周年！
１２月１２日は

「ダース＜プレミアムミルク＞」他
ダースブランドを使った商品２品を 11 月 27 日（火）より同時発売

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、口どけを楽しむ粒チョコレート「ダー
ス」ブランドより、繊細な口どけと特別な味わいの「ダース＜プレミアムミルク＞」をはじめ、ダースブラ
ンドを使った「ダースクリームサンドケーキ」、
「ダースクリームサンドクッキー」を 11 月 27 日（火）より
期間限定で新発売いたします。
12 月 12 日『ダースの日』を記念して、バレンタインに向けて高まるチョコレートの最需要期に、
「ダース
＜ミルク＞」の品質の特徴である、①口どけ②ミルク感③カカオの味わいを際立たせた、今だけの特別な品
質の「ダース＜プレミアムミルク＞」やダース発売２５周年を記念してダースの味わいをイメージした焼き
菓子「ダースクリームサンドケーキ」
、
「ダースクリームサンドクッキー」の２品を期間限定発売することで、
『ダースの日』と冬期チョコレート市場を盛り上げてまいります。

＜ダースプレミアムミルク＞
＜ダースクリームサンドケーキ＞

■「ダース＜プレミアムミルク＞」

＜ダースクリームサンドクッキー＞

商品特長

●冬だけで実現できる奇跡の口どけ品質。
●あらかじめ煮詰めた国産生クリームと、フレーバービーンズで名高い中南米のベネズエラとドミニカ産の
カカオ豆を配合することで、気品ある香りと繊細な口どけを実現。
●昨年好評だったパッケージデザインをベースに、さらに味わいが伝わるコピーに変更。

◆ ダース＜プレミアムミルク＞商品概要
ダース＜プレミアムミルク＞

商品名

商品画像

名称

チョコレート

内容量

12 粒

参考小売価格

200 円（税別）/216 円（税込）

発売日

11 月 27 日（火）～ 12 月末予定

発売地区

全国・全ルート

ターゲット

10 代後半～40 代後半の男女

ＪＡＮコード

4902888236778

◆ ダース＜クリームサンドケーキ、クッキー＞ 商品概要

商品名

ダースクリームサンドケーキ

ダースクリームサンドクッキー

商品画像

名称

・ココア味のビスケットでダース＜ミル ・ダース＜ミルク＞の味わいをイメージし
ク＞の味わいをイメージしたなめらか たチョコクリームをココア味のザクザクし
なチョコクリームをサンドし、チョコレ た食感のクッキーでサンド
ートコーティングした口どけのよいミ
ニケーキ
チョコレートケーキ
クッキー

発売日

11 月 27 日（火）～ 12 月末予定

発売地域

全国ＣＶＳ・レール売店除く

内容量

8個

参考小売価格

200 円（税別）/216 円（税込）

ターゲット

30～50 代 女性

商品特長

JAN コード

4902888236785

4902888236792

■ダース 基幹 3 品

商品概要

商品名

ダース<ミルク>

ダース<ビター>

白いダース

苺のダース

・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。

·口に入れた瞬間に
あふれる苺のフレッ
シュな味わいと、プ
チプチとした種の食
感まで楽しめる苺味
の「ダース」です。

商品画像

商品特長

名称

チョコレート

発売日

既発売

発売地域

全国/全ルート

内容量

12 粒

参考小売価格

110 円（税別）/119 円（税込）

ターゲット
JAN コード

130 円（税別）
/140 円（税込）

10 代、20 代、親子
4902888219368

4902888235566

4902888219382

4902888232510

＜ＷＥＢオープンキャンペーン 「12.12 チャレンジ」＞
第 1 弾では、キャンペーン特設サイトにて、菅田将暉さんが登場する動画を見ながら、ストップウォッチを
「12 秒 12」で止めるゲームに挑戦して成功すると、100 万円相当（※）の「純金ダースの粒」が抽選で合計
12 名様に当たるキャンペーン「12.12 チャレンジ」を実施します。また、成功しなくても、ダブルチャンス
でゲームの結果を Twitter でシェアすると、抽選で合計 1,212 名様に Amazon ギフト券（1,000 円分）が当た
ります。第 2 弾では成功者にのみ、抽選で合計 1,212 名様に Amazon ギフト券（1,000 円分）が当たります。
■キャンペーン名
「12.12 チャレンジ」
■応募期間
実施期間：2018 年 10 月 1 日（月）0:00～2019 年 3 月 31 日(日)23:59
第 1 弾：2018 年 10 月 1 日（月）0:00～2018 年 12 月 12 日（水）23:59
第 2 弾：2018 年 12 月 13 日（木）0:00～2019 年 3 月 31 日（日）23:59
■賞品・当選者数
第 1 弾：＜12.12 秒賞＞純金ダースの粒（100 万円相当 ※） 12 名様
＜ダブルチャンス賞＞Amazon ギフト券（1,000 円分）1,212 名様
第 2 弾：＜12.12 秒賞＞Amazon ギフト券（1,000 円分）1,212 名様

■応募方法
第 1 弾では、キャンペーン特設サイトにアクセスし、菅田将暉さんが登場する動画を見ながら、画面に表示
されるストップウォッチを「12 秒 12」で止めるゲームにチャレンジ。見事成功すると出てくる＜12.12 秒賞
＞の応募フォームに必要事項を入力の上ご応募ください。パソコンまたはスマートフォンよりご応募いただ
けます。成功しなかった場合も、森永チョコレート公式 Twitter アカウント（＠MorinagaChoco）をフォロ
ーし、
「#ダース」
「# 1212 チャレンジ」
「#案外難しい」全てをつけて、チャレンジ結果を Twitter に投稿を
していただくと＜ダブルチャンス賞＞にご応募いただけます。
第 2 弾は応募期間中にキャンペーンサイトの「12.12 チャレンジ」に挑戦して頂き、森永チョコレート公式
Twitter アカウント(@morinagachoco)をフォローし「#ダンス」
「#1212 チャレンジ」「#成功」をつけて、チ
ャレンジ結果を Twitter に投稿頂いた方が対象になります。
■当選通知
厳正な抽選の上、第 1 弾の＜12.12 秒賞＞は、発送前に事務局より当選者の方にご連絡をさせていただきま
す。＜ダブルチャンス賞＞および、第 2 弾の＜12.12 秒賞＞については、森永チョコレート公式 Twitter ア
カウント（＠MorinagaChoco）からの、ダイレクトメールでの連絡をもって発表に代えさせていただきます。
■お問合せ先
「12.12 チャレンジ」事務局
メールアドレス： dars_1212challenge＠jimukyoku.info
受付期間：2018 年 10 月 1 日（月）～2019 年 4 月 27 日（金）
受付時間：10：00～17：00 (土日・祝日・年末年始を除く)
※詳細は下記のキャンペーン特設サイトをご参照ください。
https://www.morinaga.co.jp/dars/12.12challenge/

