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「MAX BRENNER」から「チョコミントシリーズ」第2弾「フレッシュミントチョコレートピザ」が5月22日(火)より登場！
「ミントチョコレートチャンクアイスクリーム」もセブン‐イレブンにて同日販売スタート！

「MAX BRENNER CHOCOLATE BAR」（ラフォーレ原宿店含む）全店では、 夏を感じる「MAX BRENNER チョコミント
シリーズ」全3弾の第2弾として、「フレッシュミントチョコレートピザ」が、2018年5月22日(火)から8月末までの期間限
定で登場いたします。また、カップアイス「マックス ブレナー ミントチョコレートチャンクアイスクリーム」を首都圏（1都
3県）・東海・近畿地区のセブン‐イレブン店舗（2018年4月末：約10,440店）にて同日、販売いたします。

■MAX BRENNER チョコミントシリーズ第2弾「フレッシュミントチョコレートピザ」 が登場
「フレッシュミントチョコレートピザ」は、昨年人気を集めた夏限定「チョコミントアイスピザ」をベースに、セブン-イレブ
ンにて同時発売となる「マックス ブレナー ミントチョコレートチャンクアイスクリーム」をイメージした、限定フレーバー
のピザです。ピザ生地の上にミルクチョコレートと刻んだフレッシュミント、マシュマロを乗せて焼き上げ、仕上げにフ
レッシュミントとミントアイス、ローストアーモンドをトッピングした、暑い季節にもさっぱりと食べられるチョコレートピザ
です。チョコミント好きの方は、第1弾の「ホワイトチョコミントシェイク」と共にお楽しみください。
また、「MAX BRENNER チョコミントシリーズ」ラストを飾る第3弾に向けたプレゼントキャンペーンを5月17日（木）より
実施いたします。

■「ミントチョコレートチャンクアイスクリーム」がセブン‐イレブンにて登場
「MAX BRENNER」は「マックス ブレナー ミントチョコレートチャンクアイスクリーム」を2018年5月22日（火）より、首都
圏（1都3県）・東海・近畿地区のセブン‐イレブン店舗(2018年4月末：約10,440店)で発売いたします。
「マックス ブレナー ミントチョコレートチャンクアイスクリーム」は、昨年人気を集めた夏限定「チョコミントアイスピザ」
をカップアイスで表現しました。
これまでのシリーズ同様、「チャンク（粗く刻んだ）」の名にちなみ、マシュマロ・焼きショコラ・バタークッキーなど、
様々な食感の具材は存在感抜群です。さらに今回は大きめにカットされたアーモンドを使用しており、これまでのふ
わふわ、サクサクに加えてゴロゴロとした食感と風味を楽しむことができます。
爽やかなチョコミントアイスは、初夏を思わせるミントと、アクセントとなるチョコレートが絶妙な爽快感を演出。食感豊
かな具材と合わせることで飽きのこない味わいに仕上がっています。
パッケージのデザインは、マックス ブレナーの本国イスラエルのデザイナーが手掛け、ポップなマックス ブレナーの
世界観を表現しました。是非ご自宅でもマックス ブレナーのチョコレートエンターテインメントをお楽しみください。

◎オフィシャル素材は、下記リンクよりダウンロード頂けます。

http://ur0.link/K1zB
＜本件に関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先＞
TRANSIT GENERAL OFFICE 担当：中村(大阪)

MAIL west-press@transit-web.com / TEL_06-7777-6600
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次のチョコミントはどれ？ 『#マックスチョコミント キャンペーン』

「MAX BRENNER」では、 「MAX BRENNER チョコミントシリーズ」
ラストを飾る第3弾に向けたプレゼントキャンペーンを5月17日
（木）から6月6日（水）までの期間、実施いたします。
2018年8月末まで、「MAX BRENNER チョコミントシリーズ」全3弾
の第1弾「ホワイトチョコミントシェイク」、第2弾「フレッシュミント
チョコレートピザ」（5月22日（火）〜）を販売。6月15日（金）から
販売の第3弾のチョコミントスイーツを3つの中から予想し、正解
すると、抽選で第3弾スイーツの無料クーポンを20名様にプレゼ
ント！！

次のチョコミントはどれ？ 『#マックスチョコミント キャンペーン』
期間：2018年5月17日（木）〜6月6日（水）
キャンペーン内容
1：インスタグラムMAX BRENNER公式アカウント@max_brenner_japanをフォロー
2：「MAX BRENNERチョコミントシリーズ」の写真または上記の画像に、チョコミントソフトクリーム・チョコミントクレー
プ・チョコミントフォンデュの中から1つを予想し、#マックスチョコミント のタグと一緒に投稿。
3：当選された方にはダイレクトメッセージにて第3弾スイーツのクーポンをプレゼント
キャンペーン詳細はこちら：http://urx.cloud/K4MR

CHOCOLATE MINT SERIES ＜2018年5月22日(火)～2018年8月末＞
MAX BRENNER チョコミントシリーズ 第1弾
■ホワイトチョコミントシェイク ¥574(税抜)/¥620(税込)
フレッシュなミントの葉とホワイトチョコレートをブレンドし、ホイップクリーム
をトッピングした、爽やかな甘さのフローズンドリンク。仕上げのミルクチョ
コレートチャンクの食感もアクセントになっています。
MAX BRENNER CHOCOLATE BAR（ラフォーレ原宿店含む）全店にて販売
2018年4月26日(木)〜8月末
※無くなり次第終了

MAX BRENNER チョコミントシリーズ 第2弾
■フレッシュミントチョコレートピザ ホール ¥2,593（税抜）/¥2,800（税込）
スライス ¥482（税抜）/ ¥520（税込）
ピザ生地の上にミルクチョコレートと刻んだフレッシュミント、マシュマロを
乗せて焼き上げました。暑い季節にもさっぱり食べられる冷たいミントアイ
スとカリッとした食感のローストアーモンドも相性抜群です。カップアイス第
3弾「マックス ブレナー ミントチョコレートチャンクアイスクリーム」 をイメー
ジしました。
MAX BRENNER CHOCOLATE BAR（ラフォーレ原宿店含む）全店にて販売
2018年5月22日(火)〜8月末
※無くなり次第終了

ホワイトチョコミントシェイク

フレッシュミントチョコレートピザ

CHOCOLATE MINT SERIES ＜2018年5月22日(火)～2018年8月末＞
■マックス ブレナー ミントチョコレートチャンクアイスクリーム
¥260（税抜）/¥280(税込）
昨年人気を集めた夏限定「チョコミントアイスピザ」をカップアイスで表現し
ました。これまでのシリーズ同様、「チャンク（粗く刻んだ）」の名にちなみ、
マシュマロ・焼きショコラ・バタークッキー・アーモンドなど、様々な食感の具
材は存在感抜群です。初夏を思わせるミントと、アクセントとなるチョコレー
トが絶妙な爽快感を演出。食感豊かな具材と合わせることで飽きのこない
味わいに仕上がっています。
2018年5月22日(火)〜
首都圏（1都3県）・東海・近畿地区のセブン‐イレブン店舗（2018年4月末：約10,440店）
にて販売
※一部、取扱いのない店舗もございます。

マックス ブレナー
ミントチョコレートチャンクアイスクリーム
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MAX BRENNER 店舗概要

「MAX BRENNER」とは
イスラエルで創業した「MAX BRENNER」は、NYをはじめ世界で人気を集めるチョコレートブランドで、現在世界で40店舗以上のチョコ
レート バー レストランを展開しています。NYのユニオンスクエア店はオープンしてから10年経ってもなお人気店で、2013年日本上陸時
には、オープン前に約400人もの行列ができました。チョコレートのテーマパークのような店内には、五感を刺激するインテリア、ユニー
クな食器、ポップなパッケージが並び、新しいチョコレートの楽しみ方など、今迄にないチョコレートエンターテインメントを提供します。
ファストカジュアルスタイルのイートインでは、出来たてのピザやクレープ、フォンデュ、ワッフルなど、チョコレートを堪能できるメニュー
を470円からご用意。また、テイクアウト商品「Fastmax(ファストマックス)」や種類豊富な物販商品、ユニークなオリジナル食器など、チョ
コレートを最高に楽しめるコンテンツが数多く揃います。

MAX BRENNER CHOCOLATE BAR 東京ソラマチ店
住所

：東京都墨田区押上1-1-2
東京スカイツリータウン・ソラマチ１F 8番地
オープン日：2013.12.21
電話番号 ：03-5610-6400
営業時間 ：平日 10:00～22:00（L.O. FOOD 21:00, DRINK 21:30)
：土日祝 9:00～22:00（L.O. FOOD 21:00, DRINK 21:30)
定休日
：不定休
座席数
：47席
予約
：不可

MAX BRENNER CHOCOLATE BAR ルクア大阪店
：大阪府大阪市北区梅田3-1-3
ルクア イーレ2F
オープン日 ：2015.4.2
電話番号 ：06-6147-7440
営業時間 ：10:00～21:00（L.O. 20:30）
：不定休
定休日
：50席
座席数
：可(時間指定あり)
予約
住所

MAX BRENNER CHOCOLATE BAR イクスピアリ店
住所
：千葉県浦安市舞浜1-4 イクスピアリ2F
オープン日 ：2016.4.28
電話番号 ：047-325-9170
営業時間 ：平日 11:00～22:00（L.O. 21:30)
：土日祝 10:00～22:00（L.O. 21:30)
定休日
：年中無休
座席数
：120席
予約
：可(時間指定あり)

MAX BRENNER CHOCOLATE BAR 名古屋ラシック店
住所
：愛知県名古屋市中区栄3-6-1 ラシックB1F
オープン日 ：2017.5.26
電話番号 ：052-241-2220
営業時間 ：11:00～21:00（L.O.20:30)
定休日
：施設に準ずる
座席数
：40席
予約
：不可

MAX BRENNER CHOCOLATE PIZZA BAR ラフォーレ原宿店
：東京都渋谷区神宮前1-11-6 ラフォーレ原宿
2F GOOD MEAL MARKET内
オープン日 ：2017.4.29
電話番号 ：03-6455-4483
営業時間 ：11:00～21:00(L.O.20:45)
：施設に準ずる
定休日
：GOOD MEAL MARKET内 共用席61席
座席数
：不可
予約
住所
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