2017 年 4 月 4 日
ベル ジャポン株式会社

＜プレスリリース＞
報道関係各位

合計 1010 名様に「とびっキリの」豪華賞品をプレゼント！
「とびっキリごほうびキャンペーン」
2017 年 4 月 4 日（火）より実施！
ベル ジャポン株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：大髙 寛）は、2017 年 4 月 4 日（火）から、「キリ クリームチーズ」
または「キリ コラボレーションスイーツ」をお買い上げいただく、またはクイズにお答えいただくことで、抽選で合計 1010 名様に豪華
賞品が当たる「とびっキリごほうびキャンペーン」を実施します。
「キリ クリームチーズ」は、そのクリーミーでとろけるおいしさで、忙しい時間の合間にほっと笑顔に戻れる「ごほうび時間」
をご提供できるブランドを目指しています。また、様々な企業とのコラボレーション商品も開発しており、コンビニやスーパー
などで手軽に楽しめる毎日の「ごほうびスイーツ」としてお客様にご好評をいただいております。
そこで、キリの美味しさと「ごほうび時間」をより幅広いお客様にお楽しみいただきたいとの思いから、「キリ クリームチーズ」
はもちろん、コラボレーションスイーツも対象とした「とびっキリごほうびキャンペーン」を実施します。本キャンペーンを
きっかけに、幅広い層のお客様に「キリ クリームチーズ」やコラボレーションスイーツに興味を持って頂き、「キリ」のクリーミーで
とろける美味しさや「ごほうび時間」を様々な形で味わって頂きたいと考えています。
賞品は「とびっキリのごほうび」を楽しめるものを揃えました。クイズに答えると、抽選で 5 組 10 名様に日本全国 6 大都市の
プレミアムホテル デラックスルーム 1 泊 2 食付きのご宿泊をプレゼントするコースや、対象商品をお買い上げのレシートで
ご応募いただき、「キリ オリジナルビーズクッション&オリジナルカバー付」を抽選で 200 名様にプレゼントするコースなど、
合計で1010 名様分の豪華賞品をご用意しました。（※キャンペーン応募方法、賞品の詳細は次頁をご覧ください）
さらに、2017 年 4 月 7 日（金）からは、モデルの KIKI さんが出演する TVCM においても「とびっキリごほうびキャンペーン」
を広く告知していく予定ですのでご期待下さい。
「キリ クリームチーズ」「キリ コラボレーションスイーツ」の美味しさをお楽しみいただくとともに、多くのお客様の「とびっキリ
ごほうびキャンペーン」への奮ってのご応募をお待ちしております。

＜キャンペーン概要＞


名

称：
とびっキリごほうびキャンペーン



開催期間：
2017 年 4 月 4 日（火）～5 月 31 日（水）



特別サイト：
http://www.bel-japon.com/campaign/tobikkiri/



応募方法：
店舗の専用応募ハガキまたは WEB サイトよりご応募



応募締め切り：
W E B：2017 年 5 月 31 日（水）23：59
ハガキ：2017 年 5 月 31 日（水）当日消印有効

※対象商品、プレゼント賞品については次頁をご参照ください。
「とびっキリごほうびキャンペーン」

＜プレゼント賞品概要＞
①クイズに答えて当てよう！
■賞品内容
日本全国 6 大都市プレミアムホテルの
デラックスルーム 1 泊 2 食付ご宿泊
■当選人数
5 組 10 名様
■応募方法
「とびっ○○ごほうび」の○○の中に入る言葉をご応募
■その他
特設サイトを Facebook、Twitter、LINE
いずれかでシェアすると、当選確率が 2 倍になります。

②買って当てよう！（「キリ クリームチーズコース」「とびっキリコース」2 つご用意しています。）
＜キリ クリームチーズコース＞
■賞品内容
「キリ オリジナルビーズクッション＆オリジナルカバー付」
■当選人数
200 名様
■応募方法
「キリ クリームチーズ」2 箱を購入したレシートでご応募

＜とびっキリコース＞
■賞品内容
「STAUB 両手フライパン 20cm」
■当選人数
300 名様
■応募方法
対象商品を 5 つ購入したレシートでご応募

＜W チャンス！＞
「買って当てよう！」キャンペーンに外れた方の中から抽選で
500 名様に、キリ コラボレーションスイーツ詰め合わせセッ
トをプレゼント！
●プレシア 3 種のベリーのレアチーズケーキ ｘ１台
●井村屋 クリームチーズアイス×3 本

＜キャンペーン対象商品＞

シリーズ

販売者

商品名

「キリ クリームチーズ」

伊藤ハム株式会社
（輸入者：ベルジ
ャポン株式会社）

「キリ クリームチーズ（6 個入り/10 個入り）」
「キリ ハーブ&ガーリック（6 個入り）」
「キリ&スティック」

株式会社 Plecia

「スフレフロマージュ/フロマージュスフレ」
「レアチーズタルト」「レアチーズタルトブルーベリー」
「濃厚チーズクリームのパンケーキ」
「極ふわ レアチーズケーキ」

井村屋株式会社

「クリームチーズアイス」
「クリームチーズ大福」

「キリ コラボレーションスイーツ」

「キリ クリームチーズ」

キリ® クリームチーズ（6 個入り）

キリ® クリームチーズ（10 個入り）

キリ® ハーブ＆ガーリック（6 個入り）

キリ®＆スティック

入）り）

「キリ コラボレーションスイーツ」

クリームチーズアイス
レアチーズタルト

レアチーズタルトブルーベリー

クリームチーズ大福
極ふわ

濃厚チーズクリームの

レアチーズケーキ

パンケーキ

キリ コラボレーションスイーツは、
左記のマークが記載されている商品が
対象になります。

スフレフロマージュ／
フロマージュスフレ

＜キリ クリームチーズ＞
「キリ クリームチーズ」は、自然豊かなフランス北西部・サルト県のサブレ地方の
契約農家で大切に育てられた牛からのみ採れた新鮮なミルクと生クリームを原料に
作られています。フランスで 1966 年の発売以来、素材にこだわったクリーミーな
美味しさと、愛らしいロゴと個包装の手軽さでたちまち大人気となり、今では子供から
大人まで世界中の多くの方に親しまれています。また、その美味しさから料理や
スイーツの原材料としても高く評価され、シェフやパティシエなど多くの食の
プロフェッショナルから支持されています。

＜会社概要＞
商号

ベル ジャポン株式会社

代表取締役

大髙 寛

創立

平成 17 年 11 月 1 日

資本金

2 億 7,000 万円

事業内容

フランス フロマージュ・ベル社*の子会社として、
キリ/ベルキューブ/ブルサン/ラッフィング カウ 各ブランドの
日本市場におけるマーケティング活動、新製品開発、販売会社への
営業支援、品質の向上等の業務

事業所

〒107-0062
東京都港区南青山 3 丁目 13 番 18 号 313 南青山ビル 5 階

*フロマジェリー・ベル社
クレジット

Fromageries Bel

創立

1865 年

創始者

ジュール・ベル

フランス パリ郊外に本社を置くフロマジェリー・ベル社は約 150 年に亘るチーズ製造の歴史を誇
り、世界130 ヶ国以上の国々、約4 億人のお客様に美味しいチーズを提供。中でも、昨年50 周年を迎
えた

「キリ クリームチーズ」は今では日本ではシェア No1 を誇るトップブランドです。(*)

ベル社は「おいしく、栄養価の高い乳製品を楽しむよろこびをお届けして、全ての人々を笑顔にした
い。」という願いを込めて各国で活動しています。
（＊インテージ SRI クリームチーズ市場 2014 年 11 月～2016 年 10 月 累計販売金額シェ
ア）

