
 

 

 

 

 

  

 ベルジャポン株式会社（本社：東京都港区 代表取締役：Aytekin Yildiz（アイテキン ユルドゥズ））で

は、同社のクリームチーズNo.1*2「キリ クリームチーズ」を使用*1した各社オリジナルの新商品を一斉発

売する、「Kiri Festival 2022」（以下、「キリフェス2022」）を11月1日（火）~11月30日（水）

の1か月間開催し、7企業42商品を各社にて期間限定販売いたします。それに伴い、参加企業のギフトセ

ットや「キリ」オリジナル詰め合わせ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「キリフェスティバル」は2022年で5周年を迎えます。「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。5周年となる2022年は、「イロイロな新作を楽しも

う！」をテーマにかかげ、合計42種のコラボ商品をお届けいたします。 

 特別感のある空間を愉しめる「ホテル」、自分へのご褒美にテイクアウトいただける「ショップ」、日常

で気軽に買える「スーパー＆コンビニ」、行楽シーズンのお出かけで立ち寄れる「エキナカ商業施設」と、

様々なシーンに合わせて「キリ」をお楽しみいただける4つのカテゴリーの企業とのコラボレーションで

す。そして今年は、チロルチョコとの初コラボが実現し、「キリ」との共通点である正方形のシェイプを活

かしたパッケージにて登場します。 

 また、2022年11月1日（火）～11月30日（水）の期間中、ハッシュタグ「#キリフェス2022」と

参加商品の写真をSNSに投稿すると抽選で参加企業のギフトセットや「キリ」オリジナル詰め合わせが当た

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2022」特設サイト：https://www.bel-japon.com/kiri/festival2022 

【コラボ企業一覧】☆印：キリフェス初コラボ 

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

■エキュート上野 

（常設店舗：☆おいもさんのお店 らぽっぽ、柿の木坂キャトル、グッドスプーン、サンドイッチハウス メルヘ

ン、☆シターラ・ダイナー、☆sushi 力蔵、天㐂代、ドルチェフェリーチェ、ハイボールズ うえのステーショ

ン、はいり屋・大釜屋、パオパオ、ラ ブランジュリ キィニョン、若廣 

期間限定店舗：芋屋初代仙次郎、カラベル、☆パステル、フレフレボン！）  

＜プレスリリース＞ 

報道関係各位 

2022年10月28日 

ベル ジャポン株式会社 

キリ® クリームチーズを使った*142商品が勢ぞろい！ 

11月1日から Kiri® Festival 2022 開催 
まるでキリ®?! なチロルチョコ初登場。ホテルからコンビニスイーツまで7企業とコラボ 

 

 

*1 キリフェスティバル2022参加商品は業務用「キリ クリームチーズ」を使用しています 

*2 インテージSRI クリームチーズ市場 2021年 10月～2022年9月 累計販売金額 

 

 

https://www.bel-japon.com/kiri/festival2022


＜参加商品一覧＞ 

 ホテルで楽しむ  

ホテルニューオータニ 5商品 特設サイト：https://www.newotani.co.jp/tokyo/restaurant/recommend/kiri/ 

販売期間 ：2022年11月１日（火）～11月30日（水） 

サーモンクリームチーズバーガー＜SATSUKIにてお召し上がりいただけます＞ 

価格 ：3,500円（税込）※別途、サービス料を加算させて頂きます。 

「キリ クリームチーズ」に生海苔、らっきょう漬け、ハラペーニョを加えたクリーム

チーズフィリングを、サーモンフライと共に特製チーズバンズに挟んだボリューミー

な一品です。 

真鯛と秋の味覚のカルトッチョ＜SATSUKIにてお召し上がりいただけます＞ 

価格 ：3,500円（税込）※別途、サービス料を加算させて頂きます。 

「キリ クリームチーズ」をベースにしたハーブと柚子胡椒が香る特製クリームチー

ズソースと、メインの真鯛、秋の味覚のキノコ、栗などを一緒に紙包み焼きで仕上

げました。 

和牛とクリームチーズのカツレツ サルティンボッカ風 ＜SATSUKIにてお召し上がりいただけます＞ 

価格 ：3,500円（税込）※別途、サービス料を加算させて頂きます。 

 

「キリ クリームチーズ」とイベリコハムを層にして和牛で包み込み、カツレツに仕

立てた、和牛と「キリ」のマリアージュを愉しめる贅沢な一皿です。 

サラダチキンと彩り野菜のコブサラダ クリームシーザードレッシング ＜SATSUKI朝食にてお召し上がりいただけます＞ 

価格（朝食ビュッフェの価格） ：大人 6,000円、お子さま 3,500円（税込）  

※土・日曜または高稼働期は宿泊のお客さまを優先案内しております。 

※別途、サービス料を加算させて頂きます 

 

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、ヘルシーなコラボメニュー。柔らかなチキンと食

感の良い彩り野菜をクリームチーズ入りのシーザードレッシングでコブサラダに仕立てた、10種類以上の野菜で多く

の栄養素を一度に取れる健康サラダです。 

玄米卵×クリームチーズOmelette ＜SATSUKI朝食にてお召し上がりいただけます＞ 

価格（朝食ビュッフェの価格） ：大人 6,000円、お子さま 3,500円（税込）  

※土・日曜または高稼働期は宿泊のお客さまを優先案内しております。 

※別途、サービス料を加算させて頂きます 

 

SATSUKI『新・最強の朝食』で大人気の玄米卵オムレツと「キリ」のコラボメニュ

ー。ふわふわの卵と「キリ クリームチーズ」、ドライトマト、黒オリーブの相性をお愉しみ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 ショップに行く  

銀座コージーコーナー 2商品 

ふじりんごのベイクドチーズ 

販売期間 ：2022年11月4日（金）～11月30日（水）頃 

価格 ：529円 （税込） 

クリームチーズ中、「キリ クリームチーズ」を 52％使用したふじりんごピューレ入りの

ベイクドチーズに、ふじりんごジャムを重ねて、さらにトップにもふじりんごを飾りまし

た。甘味と酸味のバランスがよく人気が高い【ふじりんご】のシャキシャキとした食感と

「キリ」の乳味とコクがほどよくマッチします。 

濃厚ベイクドチーズ 

販売期間 ：販売中  

価格 ：442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。濃厚なチーズの味わいに、「キリ」の乳味と酸味がアクセントになるようにブレン

ド。チーズの奥行きのあるコクとまろやかな酸味のバランスがよい味わいに仕上げました。 

 

不二家 1商品 

クリームチーズモンブラン 

販売期間 ：2022年11月１日（火）～11月30日（水） 

価格 ：460円（税込） 

ふんわりとしたカップスポンジにマスカルポーネディプロマットクリームを注入し、

「キリ クリームチーズ」使用の濃厚なチーズペーストを中心に絞り、外側にも「キリ 

クリームチーズ」のクリームをたっぷり絞りました。トッピングにもダイスチーズを使

用したチーズ尽くしのモンブランです。 

 

 スーパーまたはコンビニで買う  

チロルチョコ 1商品 

チロルチョコ〈クリームチーズチョコ〉 

販売 ：2022年11月4日（金）から全国のセブン‐イレブンで発売 

※お取り扱いのない店舗もあります。また、商品がなくなり次第、販売終了と 

させて頂きます。 

価格 ：46円（税込） 

チーズチョコとチーズクリームに「キリ」をブレンドし、爽やかな酸味と

まろやかなコクを楽しめるように、細部まで味のバランスにこだわりまし

た。まるで「キリ」に見えるような、「キリ」をオマージュした2パターンのパッケージデザインも特徴的です。 

 

  



モンテール 4商品 (全国のスーパーでお買い求めください) 

１０Ｐチーズクリームプチシュー 

５Ｐチーズクリームプチエクレア 

４Ｐチーズクリームワッフル 

販売期間 ：2022年11月１日（火）～11月30日（水） 

価格 ：各 280円（税込）※沖縄のみ324円（税込） 

モンテールの定番商品のプチシュー、プチエクレア、ワッフルが「キリ」とコラボレーシ

ョンした商品。くちどけなめらかな「キリ クリームチーズ」とオリジナルホイップで仕立

てたクリームが入っています。 

１０Ｐチーズクリームプチシュー： 

チーズクリームを香ばしく焼き上げた小さなシュー生地に詰めたプチシューです。 

５Ｐチーズクリームプチエクレア： 

チーズクリームを詰めたプチエクレアにミルク風味のチョコがコーティングされています。 

４Ｐチーズクリームワッフル： 

チーズクリームをふんわりしっとり食感の生地で包んだワッフルです。 

４Ｐチーズクリームロールケーキ 

販売期間 ：2022年11月１日（火）～11月30日（水） 

価格 ：388円（税込）  

くちどけなめらかなチーズクリームを、しっとりふんわりと焼き上げた白い生地で巻き上げた、

「キリ クリームチーズ」で仕立てたチーズクリームロールケーキです。 

 

 

プレシア 5商品（全国のスーパー・ドラッグストアでお買い求めください。一部除外あり） 

贅沢レアチーズタルト 

販売期間      ：2022年11月１日（火）～ 

希望小売価格  ：192円（税込） 

香ばしいタルトと「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。「キリ」の味わいを贅沢に感じられるご褒美スイーツです。 

大人のショコラチーズケーキ 

販売期間      ：2022年11月１日（火）～11月30日（水） 

希望小売価格 ：453円（税込） 

スポンジの上に、クーベルチュールを使用したチョコホイップ、さらにその上に「キリ クリー

ムチーズ」を使用したホイップを絞り、仕上げにココアをトッピング。プレシア×Kiriコラボ

で、これまでになかった高級感漂う大人のご褒美スイーツです。 

大人のラムレーズンチーズモンブラン 

販売期間   ：2022年11月１日（火）～11月30日（水） 

希望小売価格 ：378円（税込） 

スポンジの上に、ラムレーズン入りのホイップ、さらにその上に「キリ クリームチーズ」を使

用したホイップをモンブランのように絞りました。芳醇なラムレーズンをアクセントにした大

人のご褒美スイーツです。 



大人のキャラメルレアチーズ 

販売期間   ：2022年11月１日（火）～11月30日（水） 

希望小売価格 ：248円（税込） 

「キリ クリームチーズ」を使用したレアチーズムースの上に、ホイップクリームとほろ苦いキャ

ラメルソース、クッキークラムをトッピング。ほんのり塩味のあるチーズと香ばしいキャラメル

の味わいが絶妙な大人のご褒美スイーツです。 

ざくっとくるみのレアチーズケーキ 

販売期間 ：2022年11月１日（火）～ 

価格 ：192円（税込） 

ざくざくとしたくるみが入った、大豆粉入りスポンジの上に、クリーミーな「キリ クリームチ

ーズ」を使用したレアチーズムースを重ねました。香ばしいくるみが味と食感のアクセントにな

っています。 

 

 

 

 

 

 エキュート上野で巡る  

エキュート上野（JR上野駅構内） 17店舗24商品 

ケーキ＆パイ 

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 

2022年11月1日(火)～11月23日(水) 

1個320円（税込） 

パステル ＊ 

なめらかプリンパイ 

～チーズクリーム仕立て～ 

2022年10月31日(月)～11月20日(日) 

1台1,296円（税込） 

直径約15cm 

柿の木坂キャトル  

レアチーズ 

2022年11月1日(火)～11月23日(水) 

1個450円（税込） 

おいもさんのお店 らぽっぽ 

なめらかおいもの 

リッチキャラメルチーズパイ 

2022年11月1日(火)～11月23日(水) 

1台1,490円（税込） 

直径約16cm 

フレフレボン！  ＊ 

焼チーズタルト 

 

2022年10月31日(月)～11月20日(日) 

1個340円（税込） 

フレフレボン！  ＊ 

極チーズ 

 

2022年10月31日(月)～11月20日(日) 

1個330円（税込） 

フレフレボン！  ＊ 

クッキーチーズケーキサンド 

 

2022年10月31日(月)～11月20日(日) 

1個370円（税込） 

  

＊マークは期間限定ショップ 



スイーツ＆パン 

芋屋初代仙次郎  ＊ 

窯だしチーズポテト 

 

2022年10月31日(月)～11月20日(日) 

100g 330円（税込） 

芋屋初代仙次郎  ＊ 

おさつぷりんクリームチーズ 

 

2022年10月31日(月)～11月20日(日) 

1個400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 

 

2022年11月1日(火)～11月23日(水) 

1袋410円（税込） 

パオパオ 

クリームチーズとあんこの中華まん 

 

2022年11月1日(火)～11月23日(水) 

1個280円（税込）  

カラベル  ＊ 

スティックチーズフィナンシェ 

（プレーン、いちご、抹茶） 

2022年10月31日(月)～11月20日(日) 

1本162円（税込） 

カラベル  ＊ 

スティックチーズフィナンシェ 

3本セット 

2022年10月31日(月)～11月20日(日) 

480円（税込） 

カラベル  ＊ 

いちごのバームクーヘン 

 

2022年10月31日(月)～11月20日(日) 

1個300円（税込） 

ラ ブランジュリ キィニョン 

栗クリームチーズモンブラン 

 

2022年11月1日(火)～11月23日(水) 

1個270円（税込） 

クリームチーズロール 

天㐂代  

海老天チーズロール 

2022年11月1日(火)～11月23日(水) 

1折540円（税込） 

若廣 

サーモンとクリームチーズの太巻 

2022年11月1日(火)～11月23日(水) 

1折648円（税込） 

sushi 力蔵  

サーモンチーズロール 

2022年11月1日(火)～11月23日(水) 

1折590円（税込） 

お食事＆デザート 

グッドスプーン 

レモンとクリームチーズのパフェ 

 

2022年11月1日(火)～11月23日(水) 

980円（税込） 

はいり屋・大釜屋 

フランス産クリームチーズと 

いぶりがっこ 

2022年11月1日(火)～11月23日(水) 

390円（税込） 

ハイボールズ うえのステーション  

いぶりがっことクリームチーズ 

 

2022年11月1日(火)～11月23日(水) 

430円（税込） 



シターラ・ダイナー 

ホウレン草とクリームチーズの 

カレーセット 

2022年11月1日(火)～11月23日(水) 

990円（税込） 

  

 

 

＜キャンペーン情報＞ 

写真投稿キャンペーン 

 2022年11月１日（火）～11月30日（水）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2022」を付けてキリフェス参加商品の写真を投

稿すると、抽選でうれしいプレゼントが当たります。 

 5周年の今年は、特別なギフトセットが当たるAコースと、「キリ」製品詰め合わせが当たるBコースの

2つのコースを用意しました。（各商品がどちらのコースの対象になるかは公式サイトよりご確認いただけま

す。） 

 

応募期間：2022年11月1日（火）～11月30日（水）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2022」参加商品を撮影した写真に、ハッシュタグ 「#キリフェス2022」をつけ 

て投稿 

  ※パッケージに入っている商品は、パッケージも一緒に撮影してください。パッケージがない場合は無効となります。 

             ※チロルチョコは、４個を１枚の写真に撮ってご応募ください。 

※ウェブサイトやチラシ、購入前の商品を撮影した写真でのご応募は無効となります。 

※期間中であれば何度でもご応募可能ですが、当選は1回のみとなります。 

 

景 品 ：Aコース：うれしいギフトセット 100名様 

  Bコース：キリ各種詰め合わせ 100名様 

※キリフェス2022参加の各商品が、どちらのコースの対象になるかは公式サイトよりご確認ください 

キリフェスティバル 2022公式サイト： https://www.bel-japon.com/kiri/festival2022 

 

 

 

  

Bコース 

 

Aコース 

下記のギフトのいずれかを抽選でプレゼント 

 

※景品の内容は変更になる場合がございます。 

https://twitter.com/kiriJP_CP
https://www.instagram.com/kirijp_cp/?hl=ja
https://www.bel-japon.com/kiri/festival2022


 

＜キリ® について＞ 

「キリ」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  Aytekin Yildiz（アイテキン ユルドゥズ） 

   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・ベル社の子会社として、 

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 

   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 

 

 

 

 


