
 

 

 

 

 

  

 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）では、同社のクリームチーズNo.1*1「キリ クリームチーズ」を使用した各社オリジナルの

新商品を一斉発売する、「Kiri Festival 2021」（以下、「キリフェス2021」）を11月1日（月）~11

月30日（火）の1か月間開催し、8企業36商品を各社にて期間限定販売いたします。それに伴い、「キ

リ」のオリジナル商品が当たるキャンペーンも実施いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2018年よりスタートした「キリフェス」は、素材としての「キリ」の魅力を幅広く知ってもらうため

に、「キリ クリームチーズ」を使用したオリジナル商品を、各店舗にて販売する期間限定の祭典です。毎年

異なるテーマを設けており、2021年のテーマは、新たな「キリ」を発見してもらいたい、また「キリ」を

使ったスイーツや食事を通してやさしいひとときを届けたいという想いから「Discover NEW Kiri ~ やさ

しさを探しにいこう。~」としました。 

 今年は「キリフェス」初コラボレーションとなるラグジュアリーホテルやエキナカ商業施設、全国に店舗

を構える企業などを含め、合計8企業が参加します。36種類の「キリ クリームチーズ」を使用した商品や

メニューが誕生し、日本各地で「キリ クリームチーズ」に出会える期間です。 

 また、2021年11月1日（月）～11月30日（火）の期間中、「#キリフェス2021」と参加商品の写真

をSNSに投稿すると抽選で「キリ」のオリジナル商品等が当たる写真投稿キャンペーンも実施いたします。 

「キリ フェスティバル2021」特設サイト：https://www.bel-japon.com/kiri/festival2021 

 ※ウェブサイトは10/28（木）18:00頃更新となります。（＊時間は変更になる可能性があります） 

【コラボ企業一覧】☆マーク：キリフェス初コラボ企業 

■☆エキュート上野（ドルチェフェリーチェ、ラ ブランジュリ キィニョン、柿の木坂 キャトル、サンドイッチ

ハウス メルヘン、PAOPAO、若廣、グッドスプーン チーズスイーツ＆チーズブランチ、はいり屋・大釜屋、ハ

イボールズ うえのステーション 期間限定ショップ：カラベル、フレフレボン、芋屋初代仙次郎、カフェクル

ゼ、天㐂代） 

■銀座コージーコーナー ■不二家 ■☆プレシア ■☆ホテルニューオータニ ■☆モンテール 

■☆ラ・メゾン・アンソレイユターブル ■☆ロッテ  

＜プレスリリース＞ 

報道関係各位 

2021年10月28日 

ベル ジャポン株式会社 

初コラボカテゴリー多数！キリ® クリームチーズを使った36商品が登場 

過去最大規模 ＼Kiri® Festival 2021／ 開催 
2021年11月1日（月）よりキャンペーン同時開催 

 

 

*1 インテージSRI クリームチーズ市場 2020年7月～2021年6月 累計販 

https://www.bel-japon.com/kiri/festival2021


＜参加商品一覧＞ 

エキュート上野（JR上野駅構内） 人気14店舗15商品  

テイクアウトメニュー 

ドルチェフェリーチェ 

クッキー＆チーズクリームのエクレ

ール 

2021年11月1日(月)～11月22日(月) 

280円（税込） 

ラ ブランジュリ キィニョン 

りんごとメープルクリームチーズ 

 

2021年11月1日(月)～11月22日(月) 

210円（税込） 

カラベル ＊  

ふわとろミルククリームのレアチー

ズケーキ 

2021年11月1日(月)～11月14日(日) 

432円（税込） 

フレフレボン  ＊ 

極チーズケーキ 

 

2021年11月15日(月)～11月28日(日) 

330円（税込） 

フレフレボン  ＊ 

極チーズタルト 

 

2021年11月15日(月)～11月28日(日) 

340円（税込） 

柿の木坂 キャトル 

レアチーズ 

 

2021年11月1日(月)～ ※通年販売 

440円（税込） 

サンドイッチハウス メルヘン 

クリームチーズベリー生クリーム 

 

2021年11月1日(月)～11月22日(月) 

388円（税込） 

芋屋初代仙次郎 ＊ 

窯だしチーズポテト 

 

2021年11月1日(月)～11月14日(日) 

320円／100g（税込） 

カフェクルゼ ＊ 

パンケーキデサンド 

 

2021年11月1日(月)～11月22日(月) 

600円（税込） 

PAOPAO 

クリームチーズとあんこの中華まん 

 

2021年11月1日(月)～11月30日(火) 

250円（税込） 

若廣 

サーモンとクリームチーズの太巻き 

 

2021年11月1日(月)～11月22日(月) 

648円（税込） 

天㐂代 ＊ 

海老天クリームチーズロール 

 

2021年11月1日(月)～11月14日(日) 

486円（税込） 

イートインメニュー 

グッドスプーンチーズスイーツ＆チーズブランチ 

ブッラータチーズと季節のフルーツ 

デザートパイPizza 

2021年11月1日(月)～11月30日(火) 

1,880円（税込） 

はいり屋・大釜屋 

緑野菜のグラスサラダ 

 

2021年11月1日(月)～11月22日(月) 

540円（税込） 

ハイボールズ うえのステーション  

クリームチーズのキムチ和え 

 

2021年11月1日(月)～11月22日(月) 

550円（税込） 提供時間：15:00～ 

＊マークは期間限定ショップ 



銀座コージーコーナー ２商品 

アップルチーズタルト 

販売期間 ：2021年11月5日（金）～12月中旬 

価格 ：496円 （税込） 

クリームチーズ中「キリ クリームチーズ」を贅沢に100%使用したチーズムース

ベースのアップルチーズタルト。「キリ クリームチーズ」による、ほどよい酸味の

チーズムースが、甘みのあるリンゴフィリングとマッチします。 

濃厚ベイクドチーズ 

販売期間 ：販売中  

価格 ：432円 （税込） 

クリームチーズ中「キリ クリームチーズ」を 50%使用したベイクドタイプのチ

ーズケーキ。コクのある濃厚な味わいに「キリ クリームチーズ」がアクセントに

なるようにブレンドされていることで、コクと酸味のあるバランスの良い味わいに

仕上げられています。 

 

不二家 ３商品 

濃厚クリームチーズの切り株ケーキ 

販売期間 ：2021年11月１日（月）～11月30日（火） 

価格 ：440円（税込） 

不二家の定番商品「切り株ケーキ」のバウムクーヘン生地に「キリ クリームチー

ズ」を使用したチーズペースト、チーズクリーム、シャンテリークリームをたっぷ

り絞りました。上面にも「キリ クリームチーズ」を使用したチーズソースをのせ

た、チーズ好きの方にもご満足いただけるケーキです。 

ハニーチーズミルクレープ 

販売期間 ：2021年11月１日（月）～11月30日（火） 

価格 ：440円（税込） 

「キリ クリームチーズ」を使用した、ほどよい塩味の効いた濃厚なチーズソース

と軽い口どけのチーズカスタードクリーム、クレープ生地を重ねました。チーズの

塩味とはちみつの甘さが絶妙なバランスのミルクレープです。 

フォルマッジタルト 

販売期間 ：2021年11月１日（月）～11月30日（火） 

価格 ：440円（税込） 

タルトにはちみつがけしたアーモンドとくるみ、「キリ クリームチーズ」を使用した

チーズクリームを詰め込み、さらに「キリ クリームチーズ」入りのベイクドチーズ生

地を重ね、キャンディングアーモンドをあしらいました。コクのあるチーズの味わい

とはちみつ、ナッツのおいしさが楽しめます。 

 

プレシア ４商品 

贅沢レアチーズタルト 

販売期間 ：2021年11月１日（月）～ 

価格 ：183円（税込） 

バター風味のタルトと「キリ クリームチーズ」のクリーミーな味わいが感じられる

レアチーズムースを合わせたロングセラー商品。 



クリームチーズ大福 

販売期間 ：2021年11月１日（月）～11月30日（火） 

価格 ：172円（税込） 

もちもちのもち生地で「キリ クリームチーズ」のホイップをたっぷりと包んだ、

やさしい食感と「キリ」の味わいを心ゆくまで楽しめる商品。 

クリームチーズのティラミス 

販売期間 ：2021年11月１日（月）～2022年1月3日（月） 

価格 ：259円（税込） 

「キリ クリームチーズ」のクリーミーさとコーヒーの苦みのバランスがとれた本格テ

ィラミスです。 

まろやかな風味の中にコーヒーシロップが大人な味わいのアクセントになっています。 

ドゥーブルフロマージュ 

販売期間 ：2021年11月１日（月）～2022年1月31日（月） 

価格 ：216円（税込） 

「キリ クリームチーズ」を使用したベイクド生地に、レアチーズムースを重ねた、

１つで２度美味しいクリーミーな２層仕立てのチーズケーキ。ロカボ糖質を8 . 2ｇ

に抑えた身体にもやさしい商品です。 

 

ホテルニューオータニ ４商品 (特設サイト：https://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/recommend/kiri/） 

ピュアチーズケーキ ＜オンラインショップ販売限定 https://store.newotani.co.jp/＞ 

販売期間 ：2021年11月１日（月）～12月31日（金） 

価格 ：6,000円（税込） ※配送料別 

ホテルニューオータニのパティスリーブランド「パティスリーSATSUKI」から、EC

販売限定の「キリ」コラボレーション商品が登場。口の中にふわっと広がるチーズの

香りと、とろけるようななめらかな口当たりが上品なバスクチーズケーキです。 

スタッフド スパイシークリームチキン ＜SATSUKIにてお召し上がりいただけます＞ 

販売期間 ：2021年11月１日（月）～11月30日（火） 

価格 ：3,200円（税込） ※サービス料別 

チキンの中からカレー粉などで味付けしたスパイシーな「キリ クリームチーズ」

がトロっとあふれ出す、ジューシーに焼き上げた骨付きの鶏もも肉にガーリックバ

ターをあわせて仕上げました。 

マグロとクリームチーズのフライドおむすび ＜SATSUKIにてお召し上がりいただけます＞ 

販売期間 ：2021年11月１日（月）～11月30日（火） 

価格 ：2,800円（税込） ※サービス料別 

新鮮なマグロの赤身とクリーミーでコクのある「キリ クリームチーズ」を赤酢の

酢飯に包み、表面をカリっと揚げ焼きに。特製わさびマヨネーズをお好みで付けて

お召し上がりいただけます。 

チョップド サラダ ＜SATSUKIにてお召し上がりいただけます＞ 

販売期間 ：2021年11月１日（月）～11月30日（火） 

価格 ：2,200円（税込） ※サービス料別 

くちどけなめらかな「キリ クリームチーズ」と彩り鮮やかな野菜を特製「赤酢フ

レンチ」ドレッシングで仕上げた、ヘルシーなコラボレーションサラダメニュー。 

https://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/recommend/kiri/
https://store.newotani.co.jp/


モンテール ５商品 

リッチプチシュー・チーズ（12個入り） 

リッチプチエクレア・チーズ（6個入り） 

リッチワッフル・チーズ（5個入り） 

販売期間 ：2021年11月１日（月）～11月30日（火） 

価格 ：各 345円（税込） （沖縄のみ 388円（税込）） 

モンテールの定番商品のシュークリーム、エクレア、ワッフルが「キリ」とコラボレーションした商品。シュークリー

ムとエクレアは中のクリームがムース仕立ての濃厚なくちどけになっており、ワッフルはなめらかなチーズクリームと

濃厚なチーズペーストの２層仕立てで、「キリ クリームチーズ」の味わいを贅沢に感じられます。 

 

 

なめらかチーズプディング 

販売期間 ：2021年11月１日（月）～11月30日（火） 

価格 ：237円（税込）  

くちどけなめらかなチーズプリンと上に絞られたチーズクリーム、それぞれに「キリ ク

リームチーズ」がブレンドされ、「キリ」の味わいを２つの食感で味わえるプリンです。 

チーズクリームケーキ（ストロベリーソース） 

販売期間 ：2021年11月１日（月）～2022年1月3日（月） 

価格 ：410円（税込）  

シフォン生地の上に、「キリ クリームチーズ」を使用したなめらかなチーズクリームが

たっぷりと絞られたケーキ。甘酸っぱいストロベリーソースが、味わいに爽やかさをプ

ラスします。  

 

ラ・メゾン・アンソレイユターブル ２商品 

天空のいちごとレアチーズモンブランのタルト（ピース／ホール） 

販売期間 ：2021年11月1日（月）～11月30日（火） 

価格 ：1ピース 930円（税込）／１ホール 3,600円（税込） 

「キリ クリームチーズ」を使用したクリーミーで優しい味わいのレア

チーズクリームを、ふんわりとモンブラン風に仕上げたタルトです。 

甘酸っぱいベリークリームといちごとの相性が抜群で、食感のアクセ

ントにチョコクランチも入っています。 

ホールサイズは、お祝いのシーンにもぴったりな16cmのミニホールタルトです。 

 

ロッテ １商品 （特設ページ：https://www.lotte.co.jp/products/catalogue/ice/02/detail11.htm） 

モナ王＜レアチーズケーキ＞ 

販売期間 ：2021年11月8日（月）～2022年1月末 

価格 ：172円（税込） 

「キリ クリームチーズ」を使用した豊かなコクを感じるアイスを、香ばしいモナカ

の皮にぎっしり詰めた食べ応えのある「モナ王」と「キリ」の初コラボレーション

アイスです。レモン風味が加えられており、レアチーズケーキのようなさわやかな

味わいが楽しめます。  

https://www.lotte.co.jp/products/catalogue/ice/02/detail11.htm


＜キャンペーン情報＞ 

写真投稿キャンペーン 

 2021年11月1日（月）～11月30日（火）の期間中、「キリ」公式Twitterまたは「キリ」公式 

Instagramをフォローし、ハッシュタグ 「#キリフェス2021」を付けてキリフェス参加商品の写真を投

稿すると、抽選で「キリ」のオリジナル商品等が合計200名様に当たります。 

 

応募期間：2021年11月1日（月）～11月30日（火）23:59まで 

 

応募方法：①「キリ」公式Twitter (@kiriJP_CP)または「キリ」公式 Instagram (@kirijp_cp)をフォロー 

  ②「キリフェス」参加商品を撮影した写真に、ハッシュタグ 「#キリフェス2021」をつけて投稿 

  ※期間中は何度も応募可能、当選は1回のみ。 

 

景 品 ：A賞：「キリ クリームチーズ」各種詰め合わせ  100名様 

  B賞：「QUOカードPay」3,000円分     100名様 

※景品は選べません 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ブランドストーリー＞ 

 

「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  Francois-Xavier Moreau（フランソワ - グザビエ・モロー） 

   創立  2005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 

 

 

 

A賞 

 

B賞 

 

https://twitter.com/kiriJP_CP
https://www.instagram.com/kirijp_cp/?hl=ja

