
名探偵コナン コーディアルドリンクキット 全 4種（江戸川コナン / 怪盗キッド /  安室 透  /  灰原 哀）
価格：¥3,600（税抜）　※売り切れ次第終了【発売日 /販売店舗】

※詳細は Lady Bear 公式 HP・Twitter をご確認ください。

■Lady Bear 直営店
　2020 年 12 月 15 日 (火) 購入整理券Web受付スタート
　                     ※店頭購入には事前に購入整理券の取得が必要となります。

　2021 年 1月 15 日 (金)～ /Lady Bear  NEWoMan新宿店
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※1/15、16は購入整理券必須
　2021 年 1月 18 日 (月)～ /Lady Bear  築地店
　　　　　　　　　　　　　 　　　　※1/18、19は購入整理券必須
　2021 年 1月 21 日 (木) ～ /Lady Bear オンラインショップ ©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

ニュースリリース：新商品情報

【第一弾】キャラクターのイメージで調合したホームメイド・ドリンクキット
2021年1月より発売！！

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

2020/12/08

第二弾&第三弾 チョコレート企画も進行中！

TVアニメ『名探偵コナン』 × Lady Bear
3ヶ月連続 コラボ商品登場！！

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『名探偵コナン』とのコラボ商品を2021年1月より3ヶ月連続で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。

第一弾となる「名探偵コナン コーディアルドリンクキット」は、
主人公 江戸川コナンをはじめとした魅力的なキャラクターたち
をイメージしてパティシエが調合したホームメイドドリンクキット。
ご自宅で水を注ぐだけで、ボトルの中に素材が幾重にも折り
重なった個性豊かな味わいのドリンクが完成します。ドライ
フルーツ・ハーブ・スパイスに当社厳選のイタリア産アカシア
はちみつを合わせたドリンクの素と、オリジナルデザインの
リユースボトル、500mlペットボトルも入るオリジナルボトルカバーが
セットになった豪華仕様でお届けします。

2021年1月より、Lady Bear直営店（NEWoMan新宿店・築
地店）をはじめ、名古屋栄三越、仙台 藤崎で店頭販売を行
うほか、Lady Bearオンラインショップでも順次販売。
※Lady Bear直営店での販売分は2020年12月15日(火)からLady Bear
公式HPにて整理券の配布を実施。

また、2月、3月にはバレンタイン・ホワイトデーと連動した
コラボチョコレートも発売予定。
詳しい商品情報は次回リリースにて告知いたします。

■名古屋栄三越
   2021 年 1 月 3日（日）購入整理券Web受付スタート予定
    ※店頭購入には事前に購入整理券の取得が必要となります。

   2021 年 1 月 15 日 (金)～ 店頭販売　 ※1/15は購入整理券必須
 
■藤崎（仙台）
　2021 年 1月 15 日 (金)～ 店頭販売
    ※販売についての詳細は Lady Bear 公式 HPおよび SNSにて後日告知いたします。



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
のパティスリーや星付きのレスト
ランで研鑽を積む。
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。

コーディアルとは滋養強壮に効果があるとされる飲み物。
ハーブやスパイスなどを漬け込みシロップ状にしたものが古くは薬用として使用され、現在も
ヨーロッパやオーストラリア等の家庭でヘルシーな飲み物として広く愛飲されています。今回
は水などを注ぐだけで古来より伝わる植物の力を簡易的に体験できるキットにしました。

「コーディアルドリンク」とは

果実・ハーブ・スパイス、そしてはちみつ。
いくつもの素材を緻密に掛け合わせ、唯一無二の味にたどり着く。

キャラクターのイメージで調合した、こだわりのホームメイド・ドリンクキット。
オリジナルボトルカバー付きの豪華仕様です。

名探偵コナン
コーディアルドリンクキット

コーディアルの本場ヨーロッパでハーブ・スパイスの使い方を学んだパティシエ田中丸の
インスピレーションにより、キャラクターごとの特徴に合わせた複雑な色と味わいのドリンク
が完成しました。
ご自宅で水を注ぐとフルーツやハーブが浮かび上がり、段 と々ボトルの中が色付いていきます。
およそ４～６時間でオリジナルのドリンクの出来上がり。
完成したドリンクを味わう瞬間はもちろん、抽出を待つ間の時間経過もお楽しみいただけます。

point 1. キャラクターのイメージに合わせたオリジナルフレーバーを調合

point2. 作品世界と現実をリンクさせる楽しい時間を演出

商品イメージ

全 4種（ 江戸川コナン / 怪盗キッド / 安室 透 / 灰原 哀 ）
価格：¥3,600（税抜） 

©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996



冴え渡るレモングラスの香りに明晰な推理力を象徴させた、
優れた名探偵のフレッシュなレモネードティー。
レモングラス / レモンマートル / カモミール / レモン / キウイ / りんご

“月に咲く花”と呼ばれる金木犀の香りが漂う
「月下の奇術師」の名にふさわしいフレーバーティー。
桂花烏龍茶 / バタフライピー / オレンジ / マンゴー

「3 つの顔」を持つ男をイメージした、甘さの中に
どっしりとしたボディを感じる奥深い味わいのドリンク。
和紅茶 / レモンバーベナ / シナモン / マンゴー / オレンジ / パイナップル

キャラクターをイメージしてショコラティエが１粒１粒手作りする、
味にも見た目にもこだわった本格ボンボンショコラ！
2月と 3月で味のラインナップを変えて販売。

メープルシュガーを贅沢に使用したリッチテイストの
チョコがけナッツ。オリジナルデザインのポーチに入れてお届け！
2月と 3月で各２キャラずつ展開。

エレガントな紅茶の香りに甘酸っぱいベリーを加えた、
聡明でちょっぴり可愛らしいクールビューティーのドリンク。
紅茶（アールグレイ） / ハイビスカス / バタフライピー/ 苺/ ラズベリー / ブルーベリー/ オレンジ

商品ラインナップ

名探偵コナン コラボチョコレート 発売予定！
バレンタイン・ホワイトデー連動企画

詳しい商品情報・販売情報は次回リリースにて告知いたします。ご期待ください！

プロファイリングショコラ
vol.1 / vol.2

メープルナッツショコラ
ポーチセット

予 告

©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996



「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

「名探偵コナン」について

店舗情報

作品情報

公式サイト 　ladybear.jp

主人公・江戸川コナンは、見た目は小学１年生だが、その正体は高校生探偵・工藤新一。黒ずくめの男達に毒薬を飲まされ、
体が縮んでしまったのだ。コナンは父親が探偵事務所をやっている幼馴染の蘭の家に転がり込み、黒ずくめの組織を追う！
数々の難事件が待ち受ける中、たったひとつの真実求め、コナンは謎に立ち向かう。
原作コミックは「週刊少年サンデー」にて好評連載中！
TVアニメは 読売テレビ・日本テレビ系にて毎週土曜よる6:00放送中！（一部地域を除く）

〒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9:00～21:00 / 土9:00～20:00 / 日祝9:00～19:00
※状況により営業時間が変動する場合がございます。

■ 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）
※状況により営業時間が変動する場合がございます。

■ 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・販促広報）
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


