
価格：税込 ¥2,750（税抜 ¥2,500）
フレーバー：エスプレッソ＆ホワイトチョコレート

ニュースリリース：新商品情報

OVA『岸辺露伴は動かない』×LadyBear
コラボチョコレート 第2 弾

2020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

2020/02/21

ボンボンショコラ
岸辺露伴の取材ノート 第二集
価格：6個入 税込¥3,240（税抜¥3,000）
※ 売り切れ次第終了 ※ 売り切れ次第終了

メープルピーカンショコラ
露伴キャニスターセット

©LUCKY LAND COMMUNICATIONS/ 集英社・岸辺露伴は動かない製作委員会

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、OVA『岸辺露伴は動かない』とのコラボチョコレートを、2月の第1弾に引き続き、直営スイーツブランド
「 Lady Bear（レディベア）」 にて発売いたします。

OVA『岸辺露伴は動かない』 は、TVアニメ『ジョジョの奇妙な冒険　ダイヤモンドは砕けない』に登場する漫画家で、
ジョジョのキャラクターの中でも人気を誇る岸辺露伴をストーリーテラーに据えたスピンオフ作品。
2/1発売の第1弾はたくさんのお客様からご好評をいただき、この度第2弾を3/1に発売いたします！
露伴にまつわるエピソードをイメージしたショコラティエ手作りの「ボンボンショコラ  岸辺露伴の取材ノート  第二集」は
全ての味が新作に生まれ変わりました！
また「メープルピーカンショコラ  露伴キャニスターセット」も、陶器製キャニスターに新味2種を詰め合わせて登場です。

こちらはLady Bear NEWoMan新宿店と大丸東京店を皮切りに、仙台の藤崎や東武百貨店 池袋本店にて販売する
ほか、3/5（木）よりLady Bear公式オンラインショップでも販売いたします。詳しくは下記をご参照くださいませ。

2020 年 3月 1日(日)～ / Lady Bear（NEWoMan新宿店 2F エキナカ）、大丸東京店 1階
2020 年 3月 2日(月)～ / Lady Bear(築地店）
2020 年 3月 5日(木)～/ 東武百貨店 池袋本店 地下1階、 Lady Bear オンラインショップ
2020 年 3月13日(金)～ / 藤崎（仙台） 

発売日 /販売店舗



「岸辺露伴は動かない」ボンボンショコラ
岸辺露伴の取材ノート  第二集

第一集にてライム＆パクチー味への反響が大きかった〈岸辺露伴〉は、味わいのシャープさやエゴイスト感は
そのままに、「ザ・ラン」にてジムで汗を流す姿をイメージしたスポーティーな塩レモン&パクチー味に！他にも
スタンド発動の高揚感を弾ける香りと食感で表現した〈ヘブンズ・ドアー 発動 ver.〉、筋肉の神に取り憑かれた
男がもたらす底知れぬ恐怖を魔酒「アブサン」に象徴させた〈ザ・ラン〉など、ユニークな6味が揃いました。
取材ノートをイメージした手帳型パッケージは、第一集と対になる新デザイン。
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田中丸 博文
パティシエ/ショコラティエ

クインビーガーデンの直営パティスリーで活
躍するパティシエ、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。昨年はTVアニメ
「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」とのコラ
ボチョコレートやコーディアルドリンクキット
を手がけて話題に。西洋のスパイス＆ハーブ
の使い方に着目し、「はちみつ×ボタニカル」
をテーマに素材を活かしたスイーツの表現
に挑戦している。

岸辺露伴 ザ・ラン
塩レモン＆パクチー

Gペン
パッションフルーツ
＆プラリネノワゼット

ヘブンズ・ドアー
フランチャコルタ  ロゼ
ルビー＆ダークチョコレート

杜王町のカフェ
コーヒー

（マンデリンブレンド）

富 豪 村
青りんご＆い草

ザ・ラン
アブサン
（薬草酒）

価格：6個入 税込¥3,240（税抜¥3,000）
【発売日 /販売店舗】 
2020 年 3月 1日(日)～ / Lady Bear（NEWoMan新宿店 2F エキナカ）
                                        大丸東京店 1 階
2020 年 3月 2日(月)～ / Lady Bear（築地店）
2020 年 3月 5日(木)～ /東武百貨店 池袋本店 地下 1階
                                       Lady Bear オンラインショップ 
2020年3月13日(金)～ / 藤崎（仙台）

※ 各店の購入個数制限は公式HP等
　 でお知らせいたします

※ 売り切れ次第終了

第二集

発動ver.

漫画家・岸辺露伴の取材ノートをコンセプトに、露伴の人となりや、彼が遭遇した奇妙な出来事を
専属ショコラティエ手作りの６粒のボンボンショコラで表現した “食べる”取材記録。
中のガナッシュには物語の舞台・杜王町にも縁が深い東北地方で採蜜された貴重なマロニエはちみつを使用。
非常に個性的なフレーバーを揃えながらも、チョコレートとしての美味しさにもこだわった本格ショコラです。

「岸辺露伴の取材ノート」とは

第二集は、味もデザインも全て新作！



■  発売日 / 販売店情報

～

～

～

～

～
http://ladybear.jp/onlineshop/

※予定数量なくなり次第販売終了     ※ 都合により販売を中止する場合がございます。

3 /1（日）

3 /2（月）
3 /5（木）
3/13（金）

3 /5（木）

メープルピーカンショコラ
露伴キャニスターセット

カエデの樹液を濃縮したナチュラルな甘味料、メープルシュガーを贅沢に使用した
リッチテイストのチョコがけピーカンナッツ。
漫画家・岸辺露伴にちなみ、インクの黒をイメージした「エスプレッソ味」と、
原稿用紙の白をイメージした「ホワイトチョコレート味」の 2種を詰め合わせました。
露伴エンブレムがスタイリッシュな陶器製オリジナルキャニスターに入れてお届けします。
蓋に刻印されたヘブンズ・ドアーがポイント！
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オンラインショップ

NEWoMan新宿店

築地店

東武百貨店 池袋本店 地下1階催事場

大丸東京店 
1階 婦人洋品側SVPイベントスペース

藤崎（仙台）
本館一番町玄関前 特設会場
※ 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

価格： 税込 ¥2,750（税抜 ¥2,500）

【発売日 /販売店舗】 
2020 年 3月 1日(日)～ / Lady Bear（NEWoMan新宿店 2F エキナカ）
                                        大丸東京店 1 階
2020 年 3月 2日(月)～ / Lady Bear（築地店）
2020 年 3月 5日(木)～ /東武百貨店 池袋本店 地下 1階
                                       Lady Bear オンラインショップ 
2020年3月13日(金)～ / 藤崎（仙台）

※ 売り切れ次第終了

「岸辺露伴は動かない」

※ 各店の購入個数制限は公式HP等
　 でお知らせいたします

３/1３(金）、14(土)
2 日間限定会場

※ １商品ご購入につき1枚

店頭購入特典
オリジナルデザイン
ステッカー



「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

店舗情報

公式サイト 　ladybear.jp

〒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 / 8:30-21:30、  土日祝 / 8:30-21:00

■ 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（商品企画・広報・販売促進）
TEL  03-6228-4183   /   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


