2019 年 11 月 7 日
報道関係各位

今年は“ポケモンたちとパーティ”がテーマ

『ミスドでパーティチュウコレクション』
11 月 15 日（金）から期間限定発売
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、株式会社ポケモンが 11 月 15 日（金）に発売する Nintendo Switch ソフト『ポケットモ
ンスター ソード・シールド』とコラボレーションし、11 月 15 日（金）から『ミスドでパー
ティチュウコレクション』として様々な商品・グッズを期間限定で発売します。
この度発売する「ミスド ポケモン ドーナツ」は、昨年大好評だった「ピカチュウ ドーナ
ツ」を今年も発売するとともに、新しく「ポン・デ・モンスターボール」と Twitter でお客様
から商品名を募集し選ばれた「ピカチュウのしっぽ」を発売します。さらに、クリスマスを
「ミスド ポケモン ドーナツ」と一緒に盛り上げるための商品としてクリスマスの定番商品
「ポン・デ・リース」もご用意しました。
そして、Nintendo Switch ソフト『ポケットモンスター ソード・シールド』の新しいポ
ケモンをイメージした「ミスド ポケモン タピオカドリンク」も発売します。
“サルノリ”“ヒ
バニー” “メッソン”のカラーで彩ったタピオカドリンクです。4 月に発売をしたタピオカ
に引き続き、炭酸ソーダを注いで提供します。
クリスマスセットとして、ショップでもご自宅でもポケモン パーティを楽しんでいただ
くために、
「イートイン専用セット」と「テイクアウト専用セット」をご用意。両セットには、
ミスド限定コースターがつくセットです。
商品・セットの詳細は次ページをご参照ください。
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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
www.misterdonut.jp
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ミスド ポケモン ドーナツ
販売期間：11 月 15 日（金）～12 月下旬（順次販売終了）
対象ショップ：ミスタードーナツ全店（一部店舗除く）
※価格は、本体価格・テイクアウト価格・イートイン価格の 3 価格を表記しています。

ピカチュウ ドーナツ
本体価格
240 円（税抜）
テイクアウト 259 円（税込）
イートイン
264 円（税込）

ホイップ入りのふわふわ生地をバナナ
風味のチョコでコーティングしまし
た。

ポン・デ・モンスターボール
本体価格
180 円（税抜）
テイクアウト 194 円（税込）
イートイン
198 円（税込）

ポン・デ・リングをストロベリー風味
のグレーズとホワイトチョコで半分ず
つコーティング。

ピカチュウのしっぽ
本体価格
180 円（税抜）
テイクアウト 194 円（税込）
イートイン
198 円（税込）

カスタードをサンドしたフレンチクル
ーラーをバナナ風味のチョコでコーテ
ィング。

ポン・デ・リース
販売期間：11 月 15 日（金）～12 月下旬（順次販売終了）
対象ショップ：ミスタードーナツ全店（一部店舗除く）
※価格は、本体価格・テイクアウト価格・イートイン価格の 3 価格を表記しています。

ポン・デ・リース レッド
本体価格
140 円（税抜）
テイクアウト 151 円（税込）
イートイン
154 円（税込）

ポン・デ・リングをストロベリー風味
のグレーズでコーティングし、７色の
カラーシュガーをトッピング。

ポン・デ・リース チョコ
本体価格
140 円（税抜）
テイクアウト 151 円（税込）
イートイン
154 円（税込）

ポン・デ・リングをチョコでコーティ
ングし、７色のカラーシュガーをトッ
ピング。
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ポン・デ・リース ストロベリー
本体価格
140 円（税抜）
テイクアウト 151 円（税込）
イートイン
154 円（税込）

ポン・デ・リングをストロベリーチョコ
でコーティングし、７色のカラーシュガ
ーをトッピング。

＜セット概要＞
■イートイン専用セット
A セット 950 円（税込）

ピカチュウ ドーナツ
1個

お好きなドリンク
1杯

プレート・マグカップの
中から
いずれか 1 個

オリジナル
コースター
1個

B セット 900 円（税込）

180 円（税抜）の
ミスド ポケモン ドーナツ
1個

お好きなドリンク
1杯

プレート・マグカップの
中から
いずれか 1 個

オリジナル
コースター
1個

※氷コーヒー、シェイク、エスプレッソドリンク、スープ、ボトルドリンク、
タピオカドリンク、M・L サイズドリンクは対象外です。
※セットは時間帯により品切れの場合があります

■テイクアウト専用セット
A セット 1,300 円（税込）

ピカチュウ ドーナツ
1個

お好きな
ポン・デ・リース
3個

プレート・マグカップの
中から
いずれか 1 個

オリジナル
コースター
1個

プレート・マグカップの
中から
いずれか 1 個

オリジナル
コースター
1個

B セット 1,250 円（税込）

180 円（税抜）の
ミスド ポケモン ドーナツ
1個

お好きな
ポン・デ・リース
3個
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＜ グッズ概要 ＞

プレート パーティ

プレート フェイス

マグカップ パーティ

マグカップ フェイス

11 月 15 日（金）～12 月 25 日（水）（なくなり次第終了）
販 売 期 間

※セットは 11 月 8 日（金）～予約可能
（予約受付はショップへお問い合わせください）

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）

ミスド ポケモン タピオカドリンク
販売期間：11 月 15 日（金）～12 月下旬（順次販売終了）
対象ショップ：ミスタードーナツ全店（一部店舗除く）
※価格は、本体価格・テイクアウト価格・イートイン価格の 3 価格を表記しています。

サルノリのタピオカソーダ
マスカットフレーバー
本体価格
590 円（税抜）
テイクアウト 637 円（税込）
イートイン 649 円（税込）

ヒバニーのタピオカソーダ
ピーチ
本体価格
590 円（税抜）
テイクアウト 637 円（税込）
イートイン 649 円（税込）

メッソンのタピオカソーダ
ライチ
本体価格
590 円（税抜）
テイクアウト 637 円（税込）
イートイン 649 円（税込）

もちもちぷるぷる食感のマスカット
風味のタピオカに、炭酸ソーダを注
ぎました。

もちもちぷるぷる食感のピーチタピオ
カに、炭酸ソーダを注ぎました。

もちもちぷるぷる食感のライチタピ
オカに、ラムネ風味シロップと炭酸
ソーダを注ぎました。

4

