
 

きゃりーぱみゅぱみゅ 

LOCAL POWER JAPAN project 《函館》 

老舗和菓子店「千秋庵総本家」とのコラボで「きゃり和菓子」が誕生！！ 
 

いよいよ来月に米国最大級の音楽フェス「コーチェラ」出演を控え、現在は3年ぶりのフルアルバム『キャンディーレーサー』を

引っ提げ、メジャーデビュー10周年を記念した全国30公演ツアー『Kyary Pamyu Pamyu 10th ANNIVERSARY 

JAPAN TOUR 2022 CANDY WAVE』を展開中のきゃりーぱみゅぱみゅ。ツアーと連動して「地方から日本を元気にし

ていこう」と企画された「LOCAL POWER JAPAN project」では、ツアー地ごとに地元企業とユニークなコラボレーション

を発表し、コラボロゴやコラボ商品が話題となっている。そしてこの度、3/19に公演を控える函館でのコラボ企画の詳細が

発表になった。 

 

函館では、創業 162 年の老舗菓子店「千秋庵総本家」とコラボレーションが決定した。北海道内には各地に「千秋庵」

が存在しており、この函館発祥の千秋庵がのれん分けする形で、菓子作りの文化が伝承されていったと言われている。そ

んな「千秋庵総本家」とのコラボロゴは、2012 年に 2 枚目のシングルとしてリリースされ海外でも人気上位曲の『CANDY 

CANDY』がモチーフになった。本来は黒い墨で筆書きのロゴが、『CANDY CANDY』のミュージックビデオのメインセットをオ

マージュに、パステル調の淡い黄色とグリーンの色合いでポップに大変身した。 

 

※『CANDY CANDY』ミュージックビデオ  https://youtu.be/UoK8DaJRDaM 

※『CANDY CANDY』試聴リンクはこちら https://lnk.to/CANDYCANDY 

 

そして注目のコラボ商品も発表！「千秋庵総本家」では北海道土産として「元祖山親爺（やまおやじ）」が有名だが、

今回はよりオリジナリティのあるコラボ商品を実現するため、上生菓子での開発となった。こちらも『CANDY CANDY』のミ

ュージックビデオの世界観をベースに、きゃりーやダンサー、そしてペロペロキャンディーをモチーフにしたねりきりによる「きゃり和

菓子」が誕生した。ねりきりは、厳選した北海道産小豆を使用したこしあんをベースに熟練の職人が一つ一つ丁寧にお作

りしたもので、淡い藤色や抹茶色など上生菓子ならではの柔らかい色味が実現、見事にパステル調の“スウィーティー”な

「きゃり和菓子」が完成した。さらに販売時は、オリジナルのコラボ掛け紙が巻かれた特別パッケージでのお届けとなる。 

このコラボ商品は、本日より 4/18 まで期間限定で「千秋庵総本家」公式オンラインショップ

（https://sensyuan.official.ec/）で販売開始となる他、3/19 15:00 からは函館公演会場の「函館市民会館」

でも数量限定で販売される。 

https://youtu.be/UoK8DaJRDaM
https://lnk.to/CANDYCANDY


 

  

 

そして、コラボロゴTシャツのデザインも発表になった。フロントにはコラボ商品「きゃり和菓子」と「千秋庵総本家」コラボロゴが

デザインされ、バックの首元にはきゃりー10周年ロゴとプロジェクトロゴが入った記念アイテムとなっている。こちらのコラボTシャ

ツは、本日より「LOCAL POWER JAPAN project」オンラインショップにて2週間限定で販売される。詳しくは特設サイト

https://localpowerjapan.comまで。 

 

■コラボ商品について 

①会場販売（3/19 15:00〜函館市民会館にて） 

・商品名：千秋庵総本家（函館）×LPJP「きゃり和菓子」  

・内  容：オリジナル上生菓子（4 個入り） 

・価  格：1,800 円(税込)  

・賞味期限：常温で製造日含め 3 日間 

※予定数がなくなり次第、販売終了となります。 

 

②EC 販売（3/17〜4/18 23:59） 

・商品名：千秋庵総本家（函館）×LPJP「きゃり和菓子」  

・内  容：オリジナル上生菓子（6 個入り） 

・価  格：4,000 円(税込) ※全国一律送料込み（冷凍配送） 

・賞味期限：冷凍で一ヶ月の長期保存が可能です。解凍後はお早めにお召し上がりください。 

・販売サイト：https://sensyuan.official.ec/items/59594025 

https://localpowerjapan.com/
https://sensyuan.official.ec/items/59594025


 

■コラボTシャツについて 

・商品名：千秋庵総本家（函館）×LPJP コラボ T シャツ 

・価  格：3,300 円(税込)   

・販売場所： 

「LOCAL POWER JAPAN project」オンラインショップ（販売期間：3/17〜3/30 23:59） 

https://store-localpowerjapan.com/ 

※受注生産商品のため、ご注文完了から商品発送まで 2 週間〜1 ヶ月程お時間を頂戴しております。 

※T シャツの売上の一部は、地元の発展や社会貢献のために寄付先を選定の上、寄付いたします。 

※詳細は販売サイトをご確認ください。 

 

■「千秋庵総本家」について 

創業は 1860 年（萬延元年）、秋田藩士だった初代「佐々木吉兵衛」が、日米和親条約の開港で沸く函館にわたり

菓子売りを始めたところまで遡ります。そして、千秋庵発祥の地である函館から、明治期に小樽千秋庵が、大正・昭和に

旭川・釧路の千秋庵が独立しました。そうした中、三代目吉兵衛に請われて東京から来た「松田咲太郎」が四代目を継

ぎ、数々の銘菓を考案し発展の基礎を築きました。現在販売している元祖山親爺（やまおやじ）も咲太郎が開発し、

全道の各千秋庵に製法を教えました。1921 年には小樽千秋庵の職長が札幌で開業、その後札幌から帯広へと伝わっ

て行きました。「千秋庵」という屋号は故郷秋田をしのんで命名したといわれています。 

コーポレートサイト：http://www.sensyuansohonke.co.jp/ 

公式オンラインショップ：https://sensyuan.official.ec/ 

 

■「LOCAL POWER JAPAN project」とは？ 

きゃりーぱみゅぱみゅの全国ツアー『Kyary Pamyu Pamyu 10th ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2022 CANDY 

WAVE』との連動企画。今回のコロナ禍において打撃を受けた地方産業や観光業が活動を再開する中で、各地のファン

に会いに行くだけでなく、地域の力で少しでも日本を元気にできたらという願いを込めて立ち上げられた。 

全国ツアーで公演が行われる各県に根付いた企業と、きゃりーがこれまでの10年間で発信してきたクリエイティブの世界観

をコラボレーションさせるという新たな試みが行われ、きゃりーの歴代リリース作品に関連したアートワークをオマージュしなが

ら、各企業や商品のロゴ等をリメイクしていくという大胆でユニークな内容となっている。この各コラボロゴをデザインしたTシャ

ツは期間限定で販売され、売上の一部が地元の発展や社会貢献のために還元される。 

「LOCAL POWER JAPAN project」特設ページ https://localpowerjapan.com  

 

《リリース情報》 

2022 年 1月 8 日 配信リリース 

「メイビーベイビー」（作詞作曲 中田ヤスタカ） 

https://store-localpowerjapan.com/
http://www.sensyuansohonke.co.jp/
https://sensyuan.official.ec/
https://localpowerjapan.com/


※テレビアニメ［ニンジャラ］オープニング曲 

配信はこちらから：https://lnk.to/KPP_MaybeBaby 

 

2021 年 10月 27 日発売 5th フルアルバム 

『キャンディーレーサー』（中田ヤスタカ プロデュース） 

CD購入はこちら：https://nippon-columbia.lnk.to/CANDYRACER 

配信はこちらから：https://va.lnk.to/CANDYRACER 

 

《LIVE TOUR》 

●ツアーの詳細はこちら 

https://kpp10.jp/japantour2022/ 

●チケット販売 

ローソンチケット https://l-tike.com/kpp10th/ 

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/kyary-10th/ 

イープラス https://eplus.jp/kyary/  

 

【きゃりーぱみゅぱみゅ 10th ANNIVERSARY JAPAN TOUR 2022 CANDY WAVE】 

1 月 16 日（日）神奈川県 厚木市文化会館 大ホール 

1 月 29 日（土）群馬県 ベイシア文化ホール 

2 月 5 日（土）鳥取県 米子コンベンションセンターBIG SHIP ※7/2 に延期 

2 月 6 日（日）岡山県 岡山市民会館 

2 月 11 日（金・祝）茨城県 日立市民会館 

2 月 23 日（水・祝）京都府 宇治市文化センター 大ホール 

3 月 5 日（土）福岡県 福岡市民会館 大ホール 

3 月 6 日（日）熊本県 市民会館シアーズホーム夢ホール（熊本市民会館） 

3 月 11 日（金）広島県 広島上野学園ホール 

3 月 12 日（土）島根県 安来市総合文化ホール アルテピア 大ホール 

3 月 19 日（土）北海道 函館市民会館 

3 月 21 日（月・祝）北海道 カナモトホール（札幌市民ホール） 

3 月 26 日（土）石川県 金沢市文化ホール 

3 月 27 日（日）新潟県 新潟市民芸術文化会館・劇場 

4 月 3 日（日）千葉県 千葉県文化会館 大ホール 

5 月 7 日（土）東京都 LINE CUBE SHIBUYA 

5 月 13 日（金）山形県 シェルターなんようホール（南陽市文化会館） 

5 月 15 日（日）秋田県 湯沢市文化会館 

5 月 20 日（金）福島県 けんしん郡山文化センター 大ホール（郡山市民文化センター） 

5 月 21 日（土）栃木県 栃木県総合文化センター メインホール 

5 月 28 日（土）愛媛県 西条市総合文化会館 大ホール 

5 月 29 日（日）高知県 高知県立県民文化ホール オレンジホール 

6 月 4 日（土）大阪府 フェニーチェ堺 大ホール 

https://lnk.to/KPP_MaybeBaby
https://nippon-columbia.lnk.to/CANDYRACER
https://va.lnk.to/CANDYRACER
https://kpp10.jp/japantour2022/
https://eplus.jp/kyary/


6 月 5 日（日）奈良県 なら 100 年会館 大ホール 

6 月 18 日（土）静岡県 静岡市清水文化会館マリナート 大ホール 

6 月 19 日（日）愛知県 愛知県芸術劇場 大ホール 

6 月 25 日（土）宮城県 東京エレクトロンホール宮城（宮城県民会館） 

6 月 26 日（日）青森県 八戸市公会堂 

7 月 16 日（土）宮崎県 都城市総合文化ホール 大ホール 

7 月 18 日（月・祝）長崎県 アルカス SASEBO 大ホール 

 

◆きゃりーぱみゅぱみゅ 公式サイト http://kyary.asobisystem.com 

◆きゃりーぱみゅぱみゅ 10 周年特設サイト http://kpp10.jp 

他、最新情報はこちらから：https://lit.link/kpp 

 

https://lit.link/kpp

