2019 年 4 月 16 日
ベル ジャポン株式会社

＜参考資料＞
報道関係各位

初コラボレーションが盛りだくさん！

表参道・原宿の人気店で「キリ」コラボメニューが 10 種登場！
「キリカフェ」オープンを記念し 4 月 23 日(火)～5 月 19 日(日)の期間限定で開催！
ベル ジャポン株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：Francois-Xavier Moreau(フランソワ - グザビエ・モロー)は、2019
年 4 月 23 日（火）から 5 月 19 日（日）の期間限定で、表参道・原宿エリアの大人気店 6 店舗とコラボレーションし、
「キリ」を使った限定メニューを提供する「Kiri® Café コラボプロジェクト」を開催いたします。本プロジェクトは、同
期間中に Royal Garden Cafe 青山（港区北青山）でオープンする期間限定カフェ「Kiri® Café（キリ カフェ）」
の開催を記念して実施するものです。（「Kiri® Café」の詳細は http://www.bel-japon.com/kiri/treat/cafe/をご
覧ください）。
今回のプロジェクトは、「キリ」との初コラボレーションとなるブランドを中心に、6 店舗で合計10 種類のメニューをご提供いたしま
す。メニューは全て今回のために各店舗が特別に考案したもので、「キリ」の濃厚でクリーミーな美味しさを様々なかたちでお楽しみい
ただけます。また、表参道・原宿エリアをピクニック気分でお散歩しながらお召し上がりいただけるよう、テイクアウトメニューも豊富
にご用意いたしました。この機会にぜひ、「キリ」の美味しさと魅力がたっぷりつまったコラボレーション限定メニューをお楽しみくだ
さい。※コラボレーション店舗とメニューの詳細は、本リリース P2 をご覧ください。
Cookie Time(クッキータイム)

Guzman y Gomez (グズマン イー ゴメス)

台湾茶カフェ彩茶房(サイサボウ)

MAX BRENNER(マックス ブレナー)

ICE MONSTER (アイス モンスター)

生クリーム専門店 ミルク

＜開催概要＞
名 称 ：Kiri® Café コラボプロジェクト
期 間 ：2019 年4 月23 日（火）～5 月19 日（日）
店

＜Kiri® Café コラボプロジェクトマップイメージ＞

舗

：①「Cookie Time」原宿店
②「彩茶房」カスケード原宿店
③「MAX BRENNER」ラフォーレ原宿店
④「Guzman y Gomez」ラフォーレ原宿店
⑤「ICE MONSTER」表参道店
⑥「生クリーム専門店 ミルク」原宿店

公式サイト：http://www.bel-japon.com/kiri/treat/cafe/

■本件に関するお問い合わせ先
キリブランド広報サポート ㈱プラップジャパン（担当：御園生、小野澤、板倉） Tel: 03-4580-9102 Mail: kiri@ml.prap.co.jp
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「Kiri® Café コラボプロジェクト」
参加店舗およびメニュー詳細
ク ッ キ ー

タ イ ム

Cookie Time 原宿店
住所： 東京都渋谷区神宮前1-21-15
ナポレ原宿１F
TEL：03-6804-3779
営業時間：10:00～19:00
定休日：無休

バニラ風味のチーズケーキに「キリ クリームチー
ズ」と砕いたクッキーを mix！
ケーキのベースには焼きたてチョコレートファッ
ジブラウニークッキー。
トッピングには、ホイップクリームとチョコレート
パウダーを ON！
「クッキー＆クリームチーズケーキ」価格：800 円（税込）

サイ サ ボ ウ

彩茶房 カスケード原宿店

住所：東京都渋谷区神宮前1-10-37
CASCADE HARAJUKU 1F
TEL：03-6455-5423
営業時間：11:00～21:00 (L.O. 20:30)
※土日祝日は10:00 OPEN
定休日：無休

台湾茶の上に岩塩をトッピングした濃厚な「キリ
クリームチーズ」をのせた新感覚ドリンクです。ま
ず上層のチーズクリームを味わい、次に下層のスッ
キリと爽やかなお茶だけを飲み、その後、混ぜて味
わうことで３段階の味わいの変化が楽しめます。ま
※写真は岩塩クリームチーズ四季春茶です。
た、彩茶房のティーメニューの茶葉は、台湾南投と
※期間中、彩茶房カスケード原宿店の岩塩チーズティーは
いう台湾で最も水が美味しいと言われる地域の茶
全て「キリ クリームチーズ」を使用したもののみとなります。
畑で栽培された良質茶葉を使用しており、台湾茶自
「岩塩チーズティー」価格：M サイズ 500 円 L サイズ 600 円（税込）
体の味わいもお楽しみいただけます。
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MAX BRENNER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
TEL：03-6455-4483
営業時間：11:00～21:00 (L.O. 20:45)
定休日：：施設に準ずる

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。チョコレートチャンクピザを始め、チョコレー
トの新しい楽しみ方を提案します。
今回は、
「キリ」との初のコラボ！ホワイトチョコ
レートのほどよい甘さと濃厚な「キリ クリームチ
ーズ」
、ベリーの酸味をお楽しみください。

「ベリーベリークリームチーズピザ」価格：550 円（税込）
「クリームチーズストロベリーチョコテール」価格：580 円（税込）

※本リリースに掲載されている商品はイメージであり、実際のもとは異なる場合があります。
※本リリースに掲載の情報は配信時点のものであり、実際の会期中の情報と異なる場合があります。
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Guzman y Gomez 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
TEL：03-3470-0770
営業時間：11:00～21:30 (L.O. 21:00)
定休日：施設に準ずる

オーストラリアで大人気のメキシカンダイナー
Guzman y Gomez のフレッシュなアボカドディ
ップと「キリ クリームチーズ」のコラボレーショ
ン。
ポテトやコーンチップにディップしたり、
ブリトー、タコスのトッピングとしてお楽しみいた
だけます。
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「クリームチーズワカモレ単品」価格：250 円（税込）
「ポテトセット」価格： 550 円（税込）
「チップスセット」価格： 500 円（税込）

ー

ICE MONSTER 表参道
住所：渋谷区神宮前6-3-7
TEL：03-6427-4100
営業時間：11:00-21:00
(L.O. 20:30)
定休日：無休

台湾発、世界のベストスイーツ TOP10 に選ばれ
た世界一のかき氷 ICE MONSTER が「キリ」とコ
ラボレーション。
ふわりと溶けるかき氷と濃厚な「キリ クリームチ
ーズ」の味わいをご堪能ください。

「ブルーベリークリームチーズかき氷」価格：1,330 円（税込）
「ストロベリークリームチーズソフトクリーム」価格： 680 円（税込）

生クリーム専門店 ミルク原宿店
住所：東京都渋谷区神宮前3-25-18
THE SHARE1F
TEL：03-5772-8858
営業時間：11:00～21:00
定休日：無休

日本初「生クリーム専門店 ミルク」と「キリ」の
コラボ！
「キリ クリームチーズ」の良さを究極の生クリー
ムで最大限に引き出したスイーツをお召し上がり
いただけます。
「生クリームチーズケーキ」価格：1,058 円（税込）
「生クリームシフォンケーキ 〜チーズソース〜」価格：842 円（税込）
「生クリームチーズパフェ」価格：842 円（税込）
※本リリースに掲載されている商品はイメージであり、実際のもとは異なる場合があります。
※本リリースに掲載の情報は配信時点のものであり、実際の会期中の情報と異なる場合があります。

■本件に関するお問い合わせ先
キリブランド広報サポート ㈱プラップジャパン（担当：御園生、小野澤、板倉） Tel: 03-4580-9102 Mail: kiri@ml.prap.co.jp
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＜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
代表取締役
創立
資本金
事業内容

ベル ジャポン株式会社
Francois-Xavier Moreau（フランソワ - グザビエ・モロー）
平成 17 年 11 月 1 日
2 億 7,000 万円
フランス フロマジェリー・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、今年 53 周年を迎える「キリ クリームチーズ」は
今では日本ではシェア No.1 を誇るトップブランドです。※3 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。
※3 インテージSRI クリームチーズ市場 2017 年1 月～2018 年12 月累計販売金額シェア
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