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2022 年 4 月 20 日
ベル ジャポン株式会社

ギリシャスタイル キリ® ヨーグルト入りを新生活の朝時間に！
4 月 20 日より SNS「自分にやさしい朝時間 投稿キャンペーン」開始
～ベルレシピサイトにて、管理栄養士監修“0.7 食”レシピも公開～
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、同社のクリームチーズ No.1※1 ブランド 「Kiri」から 2022 年 3 月に発売された新
フレーバー「ギリシャスタイル キリ ヨーグルト入り」の特設サイトをオープンし、4 月 20 日(水)から 5
月 22 日(日)までの 1 か月間、「自分にやさしい朝時間 投稿キャンペーン」を開催します。特設サイトで
は、4 月 11 日(月)より放送開始した TV CM や、さまざまなライフスタイルの方々の朝時間紹介ムービー等も
※1 インテージSRI クリームチーズ市場 2021/2/1 - 2022/1/31 推計販売金額

ご覧いただけます。

特設サイト URL: https://www.bel-japon.com/kiri/product/greekstyle/campaign
2022 年 4 月 20 日(水)～5 月 22 日(日)の期間中、
「キリ」公式 Twitter または 「キリ」公式
Instagram をフォローして応募する「自分にやさしい朝時間 投稿キャンペーン」を実施します。指定のハ
ッシュタグを付けて、
「自分にやさしい朝時間」の動画や写真を投稿すると、抽選でリラックス体験ギフト
や「キリ」の詰め合わせセットが合計 60 名様に当たります。

自分にやさしい朝時間 投稿キャンペーン
応募期間：2022 年 4 月 20 日(水)～5 月 22 日(日)23:59 まで
応募方法：①ご自身の「自分にやさしい朝時間」の動画や写真を撮影
（目覚めのコーヒータイムや、朝ヨガ、お気に入りの朝食など）
②「キリ」公式SNS アカウント( Twitter @kiriJP_CP またはInstagram @kirijp_cp )をフォロー
③2 つのハッシュタグ「#自分にやさしい朝時間」
「#ギリシャスタイルキリヨーグルト入り」を
つけて投稿
＊投稿は「キリ」公式SNS や本キャンペーンサイトで紹介させていただくことがあります。

賞 品 ：Relax Gift

10 名様

＜ヨガやヘッドスパ、アロマサロンなどリラックス体験をお選びいただけるギフト＞

キリ詰め合わせセット

50 名様

＜キリの豊富なラインナップをお愉しみいただけるセット＞
Relax Gift（イメージ）

＊賞品は選べません

キリ詰め合わせセット

■さわやかな味わいで朝時間を応援する、ひと手間“0.7 朝食”レシピを公開
おうち時間や在宅勤務が続く中、2021 年に生まれた食のトレンド“0.7 食”※2。腹八分目ならぬ腹七分
目程度にお腹にたまる 「おやつ以上食事未満」の軽食ジャンルを指します。運動不足や在宅ワーク太りが
気になる中で健康意識に対する高まりを背景に生まれた“0.7 食”に、
「キリ」は朝時間や新生活に取り入
れるのにぴったりな“0.7 朝食”という新提案をいたします。管理栄養士・藤原 朋未 先生監修のアレンジ
レシピをベル ジャポン社サイト内「ベル レシピ」で公開し、やさしい朝時間をサポートします。
ワンハンドで食べられ、忙しい朝にピッタリ
キリとクリーミーたまごのコッペパン

※2「ホットペッパーグルメ外食総研」が命名

材料＜1 人分＞
ギリシャスタイル キリ ヨーグルト入り：2 個
（A）卵 ：1 個
（A）牛乳：大さじ 1
（A）塩 ：少々
コッペパン：小 1 個
作り方
1. 耐熱ボウルに「ギリシャスタイル キリ ヨーグルト入り」1 個を入れて 600W の電子レンジで 10 秒温め
やわらかくする。
（A）を加えてよく混ぜ合わせ、電子レンジで 40 秒加熱する。
2. 一度取り出し、固まりをほぐすように泡だて器でよくかき混ぜ、電子レンジで 40 秒加熱する。
さらに全体を滑らかになるまで混ぜ合わせる。
3. ちぎった「ギリシャスタイル キリ ヨーグルト入り」を加えて合わせ、切り込みを入れたコッペパンにはさむ。
＜藤原先生コメント＞
マリトッツォのように、溢れんばかりのたまごを挟んだコッペパン。卵は 1 個のみでこのボリュームを出していま
す。
「ギリシャスタイル キリ ヨーグルト入り」入りの、とろっとしたクリーミーなたまごは電子レンジで簡単に
作ることができ、忙しい朝にもピッタリです。

キリ×オートミール×ベリーでキレイと健康をサポート
キリとベリー のベイクドオーツ
材料＜2 人分＞
ギリシャスタイル キリ ヨーグルト入り：2 個
卵：1 個
（A）オートミール：60ｇ
（A）牛乳（その他ミルクでも可）
：100ml
（A）はちみつ：大さじ 1
バナナ：1 本
冷凍ベリー：60ｇ
作り方
1：オーブンを 180℃に予熱しておく。
2：ボウルに卵を入れて溶きほぐし、
（A）を加えてよく混ぜ合わせる。冷凍ベリーとスライスしたバナナ、
ちぎった「ギリシャスタイル キリ ヨーグルト入り」1 個を加えてひと混ぜし、耐熱容器に等分に入れる。
3：180℃のオーブンで 20 分ほど焼き、ちぎった「ギリシャスタイル キリ ヨーグルト入り」をのせる。
＜藤原先生コメント＞
食物繊維が不足しがちな方へおすすめの「ベイクドオーツ」
。混ぜ合わせて焼くだけなので、簡単におしゃれな一
品が完成します。生地の中に入れた「ギリシャスタイル キリ ヨーグルト入り」は濃厚でとろける食感、トッピン
グした「ギリシャスタイル キリ ヨーグルト入り」は滑らかでヨーグルトの爽やかな風味が味わえます。たまごや
牛乳と合わせることで、
「ギリシャスタイル キリ ヨーグルト入り」に含まれるたんぱく質やカルシウムをさらに
強化！ そして、手軽に食べられて女性に嬉しい美容成分をたっぷり含むベリー。オートミールと合わせてカラダ
の内側からキレイ＆健康をサポートする一品です。

監修 管理栄養士 プロフィール

藤原 朋未（ふじわら ともみ） 管理栄養士/料理家
保育園栄養士として勤務し、離乳食や幼児食、アレルギー食、栄養相談などに携わる。
現在は(株)エミッシュに所属し、企業向けレシピ開発やコラム執筆など幅広く担当する。

「キリと豆腐のフルーツ餅」レシピも「ベルレシピ」内にて公開中。

ベルレシピ https://www.bel-japon.com/belrecipe/kiri.html

■「自分にやさしい朝時間」をテーマにした新 TV CM も放送
2022 年 4 月 11 日(月)より、「ギリシャスタイル キリ ヨーグルト入り」TV CM を放映していま
す。今回の CM は、朝のワンシーンを切り取り、「ギリシャスタイル キリ ヨーグルト入り」を食べる
ことで始まるやさしい朝時間を表現しました。
タイトル：
「自分にやさしく ギリシャスタイル キリ ヨーグルト入り 篇 15 秒」
放送期間：
2022 年 4 月 11 日(月)～5 月 1 日(日)
TV CM 放送エリア：関東、関西、中京、北海道、宮城、福島、新潟、長野、広島、福岡
TV CM 動画 URL： https://www.youtube.com/watch?v=OJhYHeIFac4

1 日をやさしさで始めませんか？

朝の新しい習慣に

ヨーグルトのほのかな酸味と
クリーミーなおいしさ

「ギリシャスタイル キリ ヨーグルト入り」

自分にやさしく

■ギリシャスタイル キリ® ヨーグルト入り について
「ギリシャスタイル キリ ヨーグルト入り」は、一般的なクリームチーズと比
較して脂肪分が25%少なく※3、ほのかな酸味を感じるヨーグルト※4が入ったキ
リ® ポーションタイプの新製品です。また、たんぱく質やカルシウムも手軽に
摂ることができます。春の新生活を機にライフスタイルを整え、1 日をスタート
させたい方にぴったりな、体とこころにやさしさをお届けする商品です。
※3 日本食品標準成分表2015 年版（七訂）
「ナチュラルチーズ クリームとの比較
※4 ギリシャヨーグルトは入っていません。一般的なヨーグルトが使用されています。

商品名
ギリシャスタイル キリ® ヨーグルト入り

内容量
108g(18g×6個入り)

希望小売価格(税込)
450円

発売地区
全国

＜キリ® クリームチーズについて＞
「キリ クリームチーズ」は、豊かな自然の中で大切に育てられた牛から採れた新鮮な生乳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

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）

創立
資本金
事業内容

2005 年 11 月 1 日
2 億 7,000 万円
フランス・ベル社の子会社として、

事業所

キリ/ベルキューブ/ブルサン 各ブランドの輸入販売
（一部製品は国内委託製造）、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
〒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

