2021 年 11 月４日
報道関係各位

今年は「イーブイ ドーナツ」が登場！
いっしょって、とくべつ。 misdo Pokémon

『ことしもいっしょコレクション』
11 月 12 日（金）から期間限定販売

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、ポケ
ットモンスターと 4 年目の取り組みである ”いっしょって、とくべつ。” をテーマに、11 月 12 日（金）から『こ
としもいっしょコレクション』として様々な商品・グッズを期間限定で発売します。
今年は新たに「イーブイ ドーナツ」を発売すると共に、毎年ご好評いただいている「ピカチュウ ドーナツ」や
キャラクターのかわいい後ろ姿をクリスマス専用のスリーブで表現した「ピカチュウのふりむきドーナツ」、「イーブ
イのふりむきドーナツ」と、3 種類のデザインからお選びいただける「ポケモンたちのふりむきドーナツ」を発売しま
す。「ミスド ポケモン ドーナツ」全 5 種にクリスマスの定番商品「ポン・デ・リース」3 種類を加え、「ミスド ポケ
モン ドーナツ」とともに、大切な人たちといっしょ、ミスドといっしょ、ポケモンといっしょ。「いっしょって、とくべつ。」
と感じるひとときを、お楽しみください。
ドーナツとグッズを一度にお楽しみいただけるクリスマスセットには、全３種類のグッズが登場します。ピカチ
ュウやイーブイなどが描かれたオリジナルデザインの「ミスド ポケモン ブランケット」と「ミスド ポケモン プレート」、
「ミスド ポケモン マグカップ」をご用意し、おうち時間をお楽しみいただけます。さらに、かわいいクリスマスセッ
ト専用のボックスと紙袋に入れてご提供します。
商品・セットの詳細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
www.misterdonut.jp
1

― 商 品 概 要 ―
※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。

ミスド ポケモン ドーナツ
販売期間：11 月 12 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）
ピカチュウ ドーナツ
本体価格 250 円（税抜）
テイクアウト 270 円（税込）
イートイン 275 円（税込）

イーブイ ドーナツ
本体価格 250 円（税抜）
テイクアウト 270 円（税込）
イートイン 275 円（税込）

人気のピカチュウをドーナツで再現。ふんわりとした
イースト生地にホイップクリームを入れて、プリン風
味のチョコでコーティング。目とほっぺはチョコで再
現。

人気のイーブイをドーナツで再現。ふんわりとし
たイースト生地にホイップクリームを入れて、キャ
ラメル風味のチョコでコーティング。前髪はホイッ
プクリームで、目と耳はチョコで再現。

ピカチュウのふりむきドーナツ
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）

イーブイのふりむきドーナツ
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）

ポケモンたちのふりむきドーナツ
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）

ホイップクリームとカスタードクリームをサンド。プリン
風味のチョコで仕上げました。

ホイップクリームとチョコクリームをサンド。キャラメ
ル風味のチョコとココナツで仕上げました。

イラストのキャラクターは全部で 3 種類。ホイッ
プクリームをサンド。ホワイトチョコとサイダー風味
のシュガーで仕上げました。
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クリスマスドーナツ
販売期間：11 月 12 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）
ポン・デ・リース チョコ

ポン・デ・リース プリンフレーバー

ポン・デ・リース ホワイト

本体価格
150 円（税抜）
テイクアウト 162 円（税込）
イートイン
165 円（税込）

本体価格
150 円（税抜）
テイクアウト 162 円（税込）
イートイン
165 円（税込）

本体価格
150 円（税抜）
テイクアウト 162 円（税込）
イートイン
165 円（税込）

ポン・デ・リング生地をチョコレートでコー
ティングし、カラーシュガーをトッピング。

ポン・デ・リング生地をプリン風味のチョ
コでコーティングし、カラーシュガーをトッ
ピング。

ポン・デ・リング生地をホワイトチョコでコ
ーティングし、カラーシュガーをトッピン
グ。

2

＜クリスマスセット概要＞
■ セット内容
ドーナツセット

テイクアウト 1,350 円(税込)／イートイン 1,365 円(税込)

250 円(税抜)の
ミスド ポケモン ドーナツ
いずれか 1 個

180 円(税抜)の
ミスド ポケモン ドーナツ
お好きな 1 個

ブランケット・プレート・マグカップ
いずれか 1 個

クリスマスドーナツ
お好きな 2 個

オリジナル紙袋・ボックス

ドリンクセット テイクアウト 1,450 円(税込)／イートイン 1,465 円(税込)
※ショップにより取扱品目が異なります。

250 円(税抜)の
ミスド ポケモン ドーナツ
いずれか 1 個

ブランケット・
プレート・
マグカップ
いずれか 1 個

台湾果茶・
タピオカドリンク
お好きな 1 杯

オリジナル
紙袋・ボックス

＜グッズ概要＞

ミスド ポケモン ブランケット

販 売 期 間
対象ショップ

ミスド ポケモン プレート

11 月 12 日（金）～（なくなり次第終了）
ミスタードーナツ全店（一部ショップを除く）
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ミスド ポケモン マグカップ

