
ニュースリリース：新商品情報

TVアニメ『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』 × Lady Bear
大丸東京店、池袋東武店、築地本店のほか、オンライン販売も

TVアニメ『ジョジョの奇妙な冒険』のコラボチョコレート
第２弾、2019年3月発売決定！！

株式会社クインビーガーデン
TEL   03-6228-4183 
URL   http://www.qbg.co.jp

2019/02/25

JOJO Golden Honey Chocolat
ジョルノ フラワーBOX
価格：6個入 ¥3,000（税抜）
【発売日 /販売店舗】  ※売り切れ次第終了
2019 年 3月 1日 (金)/ 大丸東京店
2019 年 3月 4日 (月)/Lady Bear オンラインショップ 
2019 年 3月 7日 (木)/ 東武百貨店池袋店
                                    Lady Bear 築地店
　　　　　　　　　　※ お１人様２点まで
※ Lady Bear 新宿店での販売はございません ※ お１人様２点まで

※ Lady Bear 新宿店での販売はございません

JOJO メープルピーカンショコラ
ブチャラティトートセット
価格：¥2,500（税抜）
フレーバー：キャラメル＆ホワイトチョコレート
【発売日 /販売店舗】  ※売り切れ次第終了
2019 年 3月 1日 (金)/ 大丸東京店
2019 年 3月 4日 (月)/Lady Bear オンラインショップ 
2019 年 3月 7日 (木)/ 東武百貨店池袋店
                                    Lady Bear 築地店
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はちみつ・メープルシロップなどを扱う天然甘味料専門メーカー 株式会社クインビーガーデン（本社：静岡県静岡市、代表
取締役：小田忠信）は、TVアニメ『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』とのコラボチョコレート第２弾を直営スイーツショップ
「 Lady Bear（レディベア）」 にて発売いたします。

2/1に発売したコラボチョコレート第１弾はたいへん大きな反響をいただき、この度第２弾が3/1に登場！
新たに「トリッシュ」のチョコレートを加え、デザインも一新したショコラティエ手作りのボンボンショコラ「JOJO Golden 
Honey Chocolat ジョルノ フラワーBOX」と、ブチャラティのミニトートが付いた「JOJOメープルピーカンショコラ ブチ
ャラティトートセット」の２商品を展開いたします。

こちらは大丸東京店を皮切りに、東武百貨店池袋店やLady Bear築地店で販売するほか、ネットでも購入したいという
お声にお応えして、Lady Bearオンラインショップでも購入できるようになりました。各店舗ごとに発売日が異なりますので、
詳しくは下記をご参照くださいませ。



ジョルノ フラワーBOX

ジョルノ
×

オリーブ
ブチャラティ

×
イタリア海塩

アバッキオ
×

ワイン&紅茶
ミスタ
×

ダブルベリー

ナランチャ
×

オレンジ

トリッシュ
×

ルビーカカオ&ピンクペッパー

第１弾でご好評をいただきましたこだわりの5種にプラスして、今回はチーム
の紅一点「トリッシュ」が新登場。ビター、ミルク、ホワイトに次ぐ第4のチョコレ
ートとして今年話題の「ルビーカカオ」を使用した甘酸っぱい風味に、ピンクペ
ッパーがピリッとスパイシーなアクセントを添え、ストーリーを通じて才能を開
花させていく彼女を一味違う味わいで表現しました。

第２弾は「トリッシュ」のチョコレートが新登場

田中丸 博文 ショコラティエ

上品な光沢のあるパール調の紙に、ジョルノと花を艶やかにデザインしたチ
ョコレート箱。中のチョコレートも、各キャラクターのスタンド能力や服のモチ
ーフを使った新デザインでお届けします。
また、チョコレート１粒の大きさをサイズアップ。ショコラティエこだわりの味を
たっぷりとお楽しみいただけます。

クインビーガーデンの直営パティ
スリーで活躍するショコラティエ。
国内の洋菓子店を経て渡仏し、モ
リヨシダなどパリのパティスリー
で研鑽を積む。今回のコラボチョ
コレートはフランスでの経験がふ
んだんに盛り込まれた一品。

デザインを一新し、１粒の大きさもアップ

JOJO Golden Honey Chocolat
価格：6個入 ¥3,000（税抜）
【発売日 /販売店舗】  ※売り切れ次第終了
2019 年 3月 1日 (金)/ 大丸東京店
2019 年 3月 4日 (月)/Lady Bear オンラインショップ 
2019 年 3月 7日 (木)/ 東武百貨店池袋店
                                    Lady Bear 築地店
※ Lady Bear 新宿店での販売はございません

NEW!

“生命力の源”を象徴する黄金のイタリア産はちみつを使い、当店専属のショコラティエがブチャラティチームをイメージ
してお作りした本格ボンボンショコラ。イタリアに咲く花々から採蜜された4種の異なるはちみつを使用し、１粒ずつ異な
る個性的な味わいをお楽しみいただけます。

「JOJO Golden Honey Chocolat」とは
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■  発売日 / 販売店情報

http://ladybear.jp/onlineshop/ ※ 発送までに5営業日ほどいただいております

※予定数量なくなり次第販売終了

大丸東京店 
3/1(金)、2(土) ： 1階 婦人洋品側 SVP イベントスペース
（ホワイトデースクエア会場内  Lady Bear  ジョジョ特設売場）3 /1（金）

3 /4（月）

Maple Pecan Chocolat
JOJOメープルピーカンショコラ ブチャラティトートセット

ジョルノとブチャラティのイメージカラーで彩ったリッチテイストのチョコがけピーカンナッツを
オリジナルデザインボトルに詰め合わせ。
植物の生命力が宿るナッツと、カエデの樹液を濃縮した自然由来の甘味料メープルシュガーを合わせ
ナチュラルな美味しさに仕上げました。
ブチャラティをプリントした帆布のミニトートバッグ付き。

ジョルノ& G.E ボトル (キャラメル )

ブチャラティ& S.F ボトル ( ホワイトチョコレート )

香ばしいキャラメルパウダーをまぶし、ゴールドカラーに仕上げました。

クリーミーなホワイトチョコレートからメープルが香り、ナッツとの相性抜群。
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オンラインショップ

※ Lady Bear 新宿店での販売はございません

価格：¥2,500（税抜）
【発売日 /販売店舗】  ※売り切れ次第終了
2019 年 3月 1日 (金)/ 大丸東京店
2019 年 3月 4日 (月)/Lady Bear オンラインショップ 
2019 年 3月 7日 (木)/ 東武百貨店池袋店
                                    Lady Bear 築地店

出店期間　3/7(木)～3/14(木)

3 /7（木）
東武百貨店 池袋店 
地下1階 : HANA 3 TERRACE(ハナサンテラス)

築地本店

※ 販売店によって発売日が異なりますので、ご了承下さいませ。

※ 整理券配布、販売場所についての詳細は、Lady Bear公式ホームページでお知らせします

※ Lady Bear NEWoMan新宿店での販売はございません。



「Lady Bear（レディ ベア）」は、「からだの中から”きれい”を導く自然派ローカロリースイーツ」をコンセプトにしたスイーツブランド。
店舗を運営する「クインビーガーデン」は、1931年に養蜂業からスタートした創業88年目となる天然甘味料の老舗メーカー。 
世界中から厳選した3つの天然甘味料、はちみつ・メープルシロップ・アガベシロップの優れた機能性や特徴に注目し、健康を
保ちからだを美しく整える自然素材（大豆製品、山芋、こんにゃく、発酵食品など）とのコラボレーションにより、ヘルシー＆ビュ
ーティーを叶えるスイーツを新しい発想で発信しております。天然甘味料を知り尽くした専属パティシエの手により、毎日厨房
で手作りしたパティシエメイドの美味しさを皆様にお届けしております。

レディ ベアについて

「ジョジョの奇妙な冒険」について

店舗情報

作品情報

公式サイト 　ladybear.jp

ジョジョの奇妙な冒険とは、1987年より『週刊少年ジャンプ』にて連載がスタートした荒木飛呂彦原作の大人気漫画。
現在は「ウルトラジャンプ」誌上で第8部『ジョジョリオン』が連載中。
2018年10月からは本作の第5部にあたる『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』のTVアニメが放送中で、
イタリアを舞台に、ギャングスターを夢見る少年“ジョルノ・ジョバァーナ”とその仲間たちの生き様が描かれている。

〒151-0051　東京都渋谷区千駄ヶ谷5-24-55
NEWoMan新宿   2F  エキナカ （ＪＲ新宿駅 新南改札方面 ）
新宿南口交通ターミナル [バスタ新宿] 直下 

TEL&FAX        03-6380-4183
OPEN              平日 / 8:00-22:00、  土日祝 / 8:00-21:30

■ NEWoMan新宿店 

〒104-0045　東京都中央区築地4-5-4
築地しろくまビル1F

TEL&FAX        03-6278-8264
OPEN              10:00-18:00（定休日：土日祝）

■ 築地  総本店 

会社情報

■  本社（管理・工場）
〒424-0876 静岡県静岡市清水区馬走北2-8
TEL:0543-45-3320(代表) FAX:0543-46-8059

リリースに関するお問い合わせ
株式会社クインビーガーデン    コンフェクショナリー事業部 ： 近藤（広報・販売促進）
TEL  03-6278-8302   /   MAIL  kondo@qbg.co.jp

■  東京本社（営業部門・企画・広報）
〒104-0045 東京都中央区築地4-5-4　築地しろくまビル
TEL:03-6228-4183 FAX:03-6228-4546


