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チョコレートと紅茶のマリアージュ！
世界で人気を集めるチョコレートブランド「MAX BRENNER」と世界80カ国で愛される英国紅茶「AHMAD TEA」
バレンタイン限定コラボメニュー&ギフトが1月15日(火)より登場！

- 1月9日(水)9:00〜9:45 ルクア大阪にてメディア試食会開催 -

イスラエル発、世界で人気を集める「MAX BRENNER CHOCOLATE BAR」では、 2019年1月15日(火)から世界80カ国で愛さ
れる英国紅茶「AHMAD TEA（アーマッドティー）」とのバレンタイン限定コラボメニュー＆ギフトが登場いたします。
新しいチョコレートの楽しみ方を提案し続ける「MAX BRENNER」の2019年のバレンタインのテーマは“チョコレートと紅茶の
マリアージュ”。今回は、「食のオスカー」とも呼ばれる国際大会「グレイトテイストアワード」で、 2015年から4年連続、賞を
受賞している「AHMAD TEA」とのコラボレーションが実現いたしました。確かな味わいの高品質な紅茶と「MAX BRENNER」
のチョコレートエンターテインメントのコラボレーションをお楽しみください。
バレンタイン限定コラボメニューは、3品。ホワイトチョコレートとグレイトテイストアワードで１つ星を受賞した「AHMAD TEA」
のアールグレイの茶葉を合わせた「ホワイトチョコレートミルクティーピザ」、ホワイトチョコレートとフレッシュで甘酸っぱい香
りのストロベリーティーを合わせたデザート感覚のフォームティー「ホワイトチョコレートストロベリーティー」、紅茶のスペシャ
リストがセレクトした紅茶とチョコレートのペアリングが楽しめる「TEA＆CHOCOLATE SET」をご用意。
「MAX BRENNER」と「AHMAD TEA」のバレンタイン限定ギフトセットも登場いたします。茶葉の入ったオルゴールとMAX
BRENNERオリジナルのマグカップ「HUG MUG（ハグマグ）」、「ピーカンタブレット」がセットになった50個限定の
「CHOCOLATE with TEAオルゴール」や、紅茶のスペシャリストがこのコラボレーションのためにセレクトした紅茶とチョコ
レートのセット「PURE CHOCOLATE with TEA」は、男性へはもちろん、女性へのギフトとしてもおすすめです。
今年のバレンタインは“チョコレートと紅茶のマリアージュ”により、いつもと違う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.work/OfKO
＜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)・喜田

MAIL mb-press@transit-web.com / TEL_06-7777-6600
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VALENTINE MENU ＜2019年1月15日(火)～2019年3月14日 (木)＞
※価格は全て税込みとなります。

■ホワイトチョコレートミルクティーピザ

スライス¥550
ホール¥2500

ピザ生地にホワイトチョコレートのチャンクとグレイトテイストアワードで１
つ星を受賞した「AHMAD TEA」のアールグレイの茶葉、マシュマロをのせ
て焼き上げ、さらに仕上げに茶葉、ミックスベリー、エディブルフラワー、
ローストアーモンドをトッピングしました。ホワイトチョコレートのほどよい甘
さとアールグレイの上品で豊かな香りが口の中で広がります。

■ホワイトチョコレートストロベリーティー

ホワイトチョコレートミルクティーピザ

¥600

フレッシュで甘酸っぱい香りがたまらない、「AHMAD TEA」のストロベリー
ティーにホワイトチョコレートを合わせたデザート感覚のフォームティーで
す。ふわふわのホワイトチョコレートフォームとほんのりと紅茶の渋みと甘
酸っぱさのあるストロベリーティーの相性は抜群です。トッピングのホワイ
トチョコチャンクやローストアーモンドの食感もお楽しみください。
ホワイトチョコレートストロベリーティー

■TEA＆CHOCOLATE SET ¥500
紅茶のスペシャリストがセレクトした紅茶とチョコレートのペアリングが楽し
めるセット。3種から選べる紅茶と人気のボンボン＆ナッツの組み合わせ
をお楽しみください。それぞれの紅茶の特徴と共に、チョコレートをご堪能
ください。
・ヘーゼルナッツダーク＆ナッツ×アールグレイ
・ピーカンミルク＆ナッツ×バニラ
・シーソルトミルク＆ナッツ×ダージリンティー

TEA＆CHOCOLATE SET

AHMAD TEA×MAX BRENNER CHOCOLATE SELECTION ＜2019年1月15日(火)～＞
※価格は全て税込みとなります。
※数量限定/無くなり次第終了

■CHOCOLATE with TEAオルゴール ¥2,980
茶葉の入ったオルゴールとMAX BRENNERオリジナルのマグカップ
「HUG MUG（ハグマグ）」、「ピーカンタブレット」がセットになった50個限定
の特別ギフトセット。

CHOCOLATE with TEAオルゴール

■PURE CHOCOLATE with TEA

¥1,280

チョコレートそのものを味わえるシンプルなチョコレート「ピュアシリーズ」
とそれぞれのチョコレートにあった紅茶との限定セット。
・ピュアミルク×イングリッシュティーNo.１
・ピュアダーク×アールグレイ
・ピュアホワイト×イングリッシュブレックファースト
PURE CHOCOLATE with
TEA

＜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)・喜田

MAIL mb-press@transit-web.com / TEL_06-7777-6600
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VALENTINE CHOCOLATE SELECTION ＜2019年1月15日(火)～＞
※価格は全て税込みとなります。
※数量限定/無くなり次第終了

■ピュアラブボンボン 9個入り

¥2,200

MAX BRENNERで人気のグラフィックが施された一粒チョコレート『ボンボ
ン』をバレンタイン限定パッケージで数量限定にて販売いたします。キャラ
メルピーカンやココナッツ味などバリエーションに富んだアソートになって
います。今年は新フレーバーのウイスキーが登場。

ピュアラブボンボン 9個入り

■バレンタイン限定ギフトBOX

¥3,800

POPなギフト缶に、パチパチと口の中ではじけるお子様にも人気のチョコ
レート「スパークルズ」や、新商品の香ばしい風味の「クランチコーン」、
「チョコレートバー」2種と「ダークタブレット」の6種のチョコレートが入った
バレンタイン限定商品。

バレンタイン限定ギフトBOX

■チョコペンシルケースセット

¥1,500

オリジナルのペンシルケースに「ホワイトバー」と「ダークバー」の2種が
入ったセット。チョコを食べた後はペンシルケースとしてお使いいただけま
す。

チョコペンシルケースセット

＜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：喜田・中村(大阪)

MAIL mb-press@transit-web.com / TEL_03-6826-3738
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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
：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)
：不定休
定休日
：47席
座席数
：不可
予約
住所

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
オープン日
電話番号
営業時間
定休日
座席数
予約

：千葉県浦安市舞浜1-4 イクスピアリ2F
：2016.4.28
：047-325-9170
：平日 11:00～22:00（L.O. 21:30)
：土日祝 10:00～22:00（L.O. 21:30)
：年中無休
：120席
：可(時間指定あり)

MAX BRENNER CHOCOLATE PIZZA BAR ラフォーレ原宿店
住所

：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)
定休日
：施設に準ずる
座席数
：GOOD MEAL MARKET内 共用席61席
予約
：不可
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ご出席返信シート
【返信先FAX】 06-7777-6400
ルクア イーレ2F MAX BRENNER CHOCOLATE BAR
「バレンタイン限定コラボメニュー」メディア内覧会のご案内

日時：2019年1月9日（水）9：00～9：45
場所：大阪市北区梅田3-1-3 ルクア イーレ2F
集合場所：8:50 別途ご連絡致します
誠にお⼿数ではございますが、1⽉8日（火）12：00までに返信をお送りくださいますよう、 お願い申し上げます。

御社名
媒体名
ご芳名

計（

）名様

TEL／FAX
E-mail
当日携帯電話
ご撮影 有（スチール／ムービー／レポーター） ・ 無
掲載・放送予定日
備考欄

