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マイメロディ&クロミがミスタードーナツに魔法をかけた！

「マジカル ミスド ハロウィーン」キャンペーン
9 月 15 日（金）から限定ドーナツとコラボグッズが登場
株式会社ダスキン（本社：大阪府吹田市、社長：山村 輝治）が運営するミスタードーナツは、
9 月 15 日（金）から“マイメロディ&クロミがミスタードーナツに魔法をかける”をテーマに
したハロウィーン企画「マジカル ミスド ハロウィーン」キャンペーンを実施し、ハロウィーン
限定ドーナツ 11 種を期間限定で発売するほか、“マイメロディ&クロミ”とコラボレーションし
たオリジナルグッズ『マジカル ミスド ブランケット』2 種をドーナツとセットで数量限定発売
します。
ミスタードーナツは今年のハロウィーンシーズンに向けて、“マイメロディ&クロミが魔法を
かける”をテーマに、新商品とオリジナルグッズを開発しました。
ハロウィーン限定ドーナツは、魔法使いに扮したサンリオの人気キャラクター“マイメロディ
とクロミ”がドーナツに魔法をかけることでモンスターに変身した『マイメロディ&クロミのハ
ロウィーンフレンズ』7 種や、人気の『ドーナツポップ』では、期間限定アイテムとして、ホワ
イトチョコでコーティングして“目玉”に見立てた「ポン・デ・EYE ボール」など 4 種を取り
揃えました。
さらにオリジナルグッズとして、ハロウィーン限定ドーナツや定番ドーナツとセットでご購入
いただける『マジカル ミスド ブランケット』2 種を販売します。
商品・グッズの詳細につきましては、次ページ以降をご参照ください。
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■本件に関するお客様からのお問い合わせ先
ミスタードーナツお客さまセンター
ホームページ

TEL：0120-112-020
http://www.misterdonut.jp

※商品価格はすべて税込

『マイメロディ&クロミのハロウィーンフレンズ』
販売期間：9 月 15 日（金）～10 月 31 日（火）
対象ショップ：ミスタードーナツ全店（一部ショップを除く）
魔法使いに扮した“マイメロディ&クロミ”がドーナツに魔法をかけることで、ドーナツがモンスター
に変身するというストーリーのもと開発した商品です。それぞれの商品に名前をつけ、キャラクター
として楽しんでいただけるように仕上げました。キャラクターの表情をお客様に見ていただけるよう、
一部のアイテムについては、ショーケースでドーナツが立つように設計されたマイメロディ&クロミ
のオリジナルデザインのスリーブに入れて販売します。

フレンチパンプキンの
カルルン
（162 円）

リングホイップの
パフィエッタ
（162 円）

オールドパンプキンの
ザックル
（162 円）

フレンチ生地にパンプキンホイップ
をサンド。パンプキンチョコをコー
ティングして、目玉に見立てたチョ
コをトッピングしました。

イースト生地にホイップクリームを
サンド。ストロベリーチョコをコー
ティングし、目玉に見立てたチョコ
をトッピングしました。

オールドファッション生地にパンプ
キンチョコをコーティング。目玉に
見立てたチョコとチョコクランチを
トッピングしました。

チョコレートマロンの
マーロン
（162 円）

ジャックランタンドーナツの
ジェントルランタン
（183 円）

ジャックランタンドーナツの
レディランタン
（183 円）

チョコレート生地にマロンホイップ
をサンド。チョコをコーティングし、
目玉に見立てたチョコと紫いもシュ
ガーをトッピングしました。

ジャックオーランタンをモチーフに
成形したイースト生地にホイップク
リームを詰めて、チョコでコーティ
ングしました。

ジャックオーランタンをモチーフに
成形したイースト生地にホイップク
リームを詰め、ストロベリーチョコ
でコーティングしました。

ビッグジャックランタンドーナツのグレートランタン（561 円）
ジャックオーランタンをモチーフに成形したイースト生地にホイップク
リームを詰め、表面をチョコでコーティングした、長径約 20cm のドーナ
ツです。
ご予約いただいたお客様には、生地の中に詰めるクリームを「ホイップク
リーム」
「カスタードクリーム」
「パンプキンホイップ」の中から 1 種類、
表面をコーティングするチョコを「チョコ」
「ストロベリーチョコ」
「パン
プキンチョコ」の中から 1 種類お選びいただけます。
また、
「ドーナツポップ EYE ボール」を目の位置にのせることで、グレー
トランタンのさまざまな表情をお楽しみいただけます。
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『ドーナツポップ ハロウィーン限定フレーバー』
販売期間：9 月 15 日（金）～10 月 31 日（火）
対象ショップ：ミスタードーナツ全店（一部ショップを除く）
Ta
≪期間限定フレーバー≫
ポン・デ・EYE ボール

もちもちとした食感のポン・デ・リ
ング生地にホワイトチョコをコー
ティングし、目玉に見立ててチョコ
で黒目を描きました。

≪期間限定フレーバー≫
チョコレート・EYE ボール

≪期間限定フレーバー≫
パンプキンファッションボール

ミルクチョコレート風味の生地に ミルク風味のサクサクとした食感
ホワイトチョコをコーディングし、 の生地に、パンプキンチョコをコー
目玉に見立ててチョコで黒目を描 ティングしました。
きました。

※「ポン・デ・EYE ボール」
「チョコレート・EYE ボール」は、表情を楽しんでいただけるよう、黒目部分はそれぞれ
2 種類のデザインをご用意します。
（一部ショップを除く）

≪期間限定フレーバー≫
ポン・デ・パンプキンボール

もちもちとした食感のポン・デ・リ
ング生地に、パンプキンチョコとチ
ョコで線掛けしました。

ゴールデンチョコレートボール

エンゼルクリームボール

※継続販売

※継続販売

ミルクチョコレート風味の生地に、 ふんわりとした食感のイースト生
カリカリとした食感のゴールデン 地に、ホイップクリームを詰め、シ
トッピングをまぶしました。
ュガーをまぶしました。

■販売方法・価格
ドーナツポップの種類と個数を決めていただくと店員が専用のパッケージにお詰めいたします。
※定型サイズ「8 個入り」「16 個入り」「24 個入り」は、詰め合わせた商品も販売します。
※パッケージや中身は変更となる場合があります。

8 個入り（270 円）

16 個入り（520 円）

24 個入り（760 円）

～ ドーナツポップ プレゼントキャンペーン ～
10 月中の土曜・日曜・祝日、および 10 月 31 日（火）は、ハロウィーンの仮装をしてご来店いただいた小学生
以下のお子様に「ポン・デ・EYE ボール」または「チョコレート・EYE ボール」を 1 個プレゼントします。
※キャンペーン実施時間と準備数はショップにより異なりますので、お問い合せください。
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『マジカル ミスド ブランケット』
販売期間：9 月 15 日（金）～ ※なくなり次第終了
対象ショップ：ミスタードーナツ全店（一部ショップを除く）
Ta
魔法使いに扮した“マイメロディ&クロミ”が描かれた、かわいらしいデザインのブランケットで
す。素材には、ふわふわとやわらかいフランネル生地を採用しました。
ハロウィーンの夜空を魔法使いに扮したマイメロディとクロミが楽しそうに飛んでいるカラフルなデ
ザインの「ドット」と、マイメロディ、クロミ、ドーナツがパステルカラーで描かれた「ストライ
プ」の 2 種をご用意しました。

ドット

［サイズ］約 115cm×約 75cm

ストライプ

［素材］ポリエステル 100％

＜セット概要＞
■ビッグジャックランタンドーナツ 1 個＋ドーナツポップ EYE ボール 2 個＋グッズ 1 個
■お好きなドーナツまたはパイ 5 個＋グッズ 1 個
972 円
■ドーナツポップ 16 個入り＋グッズ 1 個
918 円
■お好きなドリンク 1 杯＋お好きなドーナツまたはパイ 1 個＋グッズ 1 個
864 円

972 円

※ドーナツ・パイは 172 円（税込）以下が対象。
※ドーナツポップ EYE ボールは「ポン・デ・EYE ボール」
「チョコレート・EYE ボール」が対象。
※氷コーヒー、リッチシェイク、スープ、スペシャリティコーヒー、ボトルドリンク、コットンスノーカフェ、スムージー、
季節限定ドリンクはドリンクセット対象外です。
※数に限りがありますので、お客様のご希望に添えない場合があります。
※一部ショップでは、取り扱いセット、セット内容が異なります。

4

