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日本製紙グループの日本製紙クレシア株式会社〔住所：東京都千代田区神田駿河台 4-6、代表

取締役社長：福島一守〕は、劇場版『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』 とのコラボ商品として、スコ

ッティ® フラワーボックス 5 箱パック、スコッティ® フラワーパック 1.5 倍長持ち トイレットロール シ

ングル／ダブル、スコッティ® ウェットティシュー 除菌 アルコール／ノンアルコールタイプ（本体+つ

めかえ用セット）のオリジナルデザインパッケージを 2022 年 4 月 28 日(木)より数量限定で発売

いたします。また、スコッティ® 商品を購入すると、2 つのコースから選べる名探偵コナン オリジナル

グッズが当たるキャンペーンを実施いたします。さらにキャンペーンサイトでは、計 3 回にわたり、名探

偵コナンオリジナルティシューBOXカバーが抽選で当たる謎解きキャンペーンを実施いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■劇場版『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』 キャラクター デザインパッケージ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「スコッティ®」×劇場版『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』  

オリジナルデザインパッケージを、数量限定で発売 

コラボデザインオリジナルグッズが抽選で合計 1,500 名に当たるキャンペーンを実施 
 併せて、謎解きキャンペーンも実施 

1.5倍長持ち トイレットロール フラワーボックス 5箱パック 除菌 アルコール／除菌 ノンアルコール 



 

・スコッティ® フラワーボックス 5箱パック 名探偵コナン 

   やわらかく、すべすべした肌ざわりのティシューです。 

お肌からワイパー使いまで、日常のあらゆるシーンに 

おすすめです。第一園芸株式会社に監修していただ 

いている花のデザインに劇場版『名探偵コナン ハロ 

ウィンの花嫁』のキャラクターがコラボしたパッケージ 

です。 

 

 

・スコッティ® フラワーパック 1.5倍長持ち 8ロール（シングル／ダブル） 名探偵コナン 

   1パックで従来の 12ロール※と同じ長さ 

でありながら、コンパクトなサイズなので、 

持ち帰りの便利さに加え、見えない家事の 

一つと認識されているトイレットロール取替 

えの回数を減らすことができます。備蓄性に 

も優れています。 
  ※当社従来品 スコッティ フラワーパック 12ロールとの比較 

 

 

・スコッティ® ウェットティシュー 除菌 アルコールタイプ ／除菌 ノンアルコールタイプ 

 名探偵コナンデザインマスクケース付き 本体+つめかえ用セット 

   インテリアに自然になじむ、清潔さのある「白」を基調としたシンプルデザインのウェットティシュー

の本体（ボトルタイプ）とつめかえ用のセットに、劇場版 

『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』デザインのマスク 

ケース（全 4種類のうちいずれか 1つ）がついて 

います。 

マスクケースは、表面は共通、裏面は江戸川コナン、 

降谷零（安室透/バーボン）、高木刑事＆佐藤刑事、 

警視庁警察学校 鬼塚教場で降谷と同期だった 

松田・萩原・諸伏・伊達がそれぞれデザインされて 

います。 

 

 

■scottie®×劇場版『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』ハウスワークの達人（スペシャリスト） 

あなたは何問解けるか！？ 謎を解いてキャペーンに応募！ 謎解きキャンペーン 概要 
   計３回、謎を解いて各回全 10問中 5問以上正解で応募が可能です。 

   応募者の中から各回 抽選で 100名様に scottie®×劇場版 

  『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』 オリジナルデザインの紙製 

オリジナルティシューBOXカバーをプレゼントします。 

 

 

1. 期間： 第 1弾：2022年 4月 28日（木）～2022年 5月 27日（金） 

第 2弾：2022年 5月 28日（土）～2022年 6月 27日（月） 

第 3弾：2022年 6月 28日（火）～2022年 7月 27日（水） 

 

2. キャンペーンサイト：https://scottie.crecia.jp/cp/conan/ 

シングル               ダブル               告知面 

天面のデザイン 

マスクケース 除菌 アルコール    除菌 ノンアルコール 

https://scottie.crecia.jp/cp/conan/


■scottie®×劇場版『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』ハウスワークの達人（スペシャリスト） 

スコッティ®商品を購入して応募！オリジナルグッズが当たるキャンペーン 概要  
 

1. 実施期間（レシート有効期間）： 2022年 4月 28日（木）～2022年 7月 27日（水） 

応募締切  はがき ： 2022年 7月 31日（日） 当日消印有効 

LINE      ： 2022年 7月 31日（日）23：59 まで 

 

2. キャンペーンサイト：https://scottie.crecia.jp/cp/conan/  

 

3. 対象製品：  ・劇場版『名探偵コナン ハロウィンの花嫁』 キャラクター デザインパッケージ 

            含むスコッティ® ブランド商品 
          ※一部対象外の商品がございますので、詳しくはキャンペーンサイトでご確認ください 

 

4. 応募方法： ご希望賞品コースに必要な対象商品を含むお買い上げレシート（複数のレシート

の合算は可）を1口として、LINE（キャンペーンアカウントを友だち登録）または、はがき（応募

はがき・郵便はがき）からの応募が可能です。応募方法詳細及び注意事項については、キャン

ペーンサイトにてご確認ください。 

 

5. 賞品  ■500円（税込）コース： QUOカード 500円分  

        デザイン全 4種のうち、1種デザインを選んでご応募ください。 

        300名様×4種 計 1,200名様 

   ①                 ②                 ③                ④         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■1,000円（税込）コース： オリジナルグッズ 

3種のうち、1種を選んでご応募ください。  100名様×3種 計 300名様 

（A） 

               

                              オリジナル Bluetooth® スピーカー 

サイズ（約）：H61×W162×D36ｍｍ 

技適マーク取得済 

                              100名様 

 

 

   （B） 

                              オリジナル 大小マグカップ 2個セット 

容量：大 330cc、小 230cc 

材質：磁器  電子レンジ、食洗器 OK 

                              100名様 

 

https://scottie.crecia.jp/cp/conan/
https://scottie.crecia.jp/cp/conan/
https://scottie.crecia.jp/cp/conan/
https://scottie.crecia.jp/cp/conan/


   （C） 

   

 

                              オリジナル キャンバストート 

サイズ（約）：本体W40×H30×D13cm 

           持ち手 2×52cm 

材質：コットン 

                100名様 

 

 
                                  賞品のデザイン・仕様は予告なく変更する場合がございます。 
 

 

6. 賞品発送： 厳正なる抽選の上、当選者を決定。発表は賞品の発送をもってかえさせていただ

きます。賞品の発送は 2022年 9月末頃を予定しております。 

   ※発送は諸事情により遅れる場合もございますのでご了承ください。 

 

7. キャンペーンに関するお問い合わせ 

「scottie®×劇場版 名探偵コナン ハロウィンの花嫁 ハウスワークの達人（スペシャリスト） 

キャンペーン」事務局  TEL 0120-996-188 
 ※受付時間 10：00～17：00（土・日・祝日・GW・お盆 8/12～8/16を除く） 

※受付期間 2022年 4月 28日(木)～2022年 9月 30日(金) 

 

 

■キャラクター デザインパッケージ 商品名／個装入数／価格 

 

 商品名 個装入数 価格 

 
スコッティティシュー 

フラワーボックス ５箱パック  

名探偵コナン 

320枚（160組）

× 

5箱パック 

オープン価格 

 

 

 

スコッティ フラワーパック 

1.5倍長持ち 8ロール（シングル） 

名探偵コナン 

75ｍ 

×8ロール 
オープン価格 

 

 

 

スコッティ フラワーパック 

1.5倍長持ち 8ロール（ダブル） 

名探偵コナン 

37.5ｍ 

×8ロール 
オープン価格 

 

スコッティ ウェットティシュー  

除菌 アルコールタイプ 

名探偵コナンデザインマスクケース付き  

本体+つめかえ用セット 

本体 100枚 

つめかえ用 80枚 
オープン価格 

 

 

 

スコッティ ウェットティシュー  

除菌 ノンアルコールタイプ 

名探偵コナンデザインマスクケース付き  

本体+つめかえ用セット 

本体 100枚 

つめかえ用 80枚 
オープン価格 

  



 

■発売日／地域 

2022年 4月 28日 ／全国    一部、先行販売しております。 また、限定パッケージがなくなり次第、終売 

 

 

■参考情報 

「スコッティ® フラワーボックス」と「スコッティ® フラワーパック 長持ちロール」のデザインコンセプ

トは＜スーパーマーケットの一角に出来たオシャレな花屋さん＞です。まるで花屋から花を持ち帰る

ときのような、ワクワク感とドキドキ感をお届けしています。第一園芸株式会社にパッケージデザイ

ンにした時の花の見え方を監修いただいております。 

第一園芸株式会社は花文化を通じて「潤いのある豊かな社会づくりに貢献する」ことを使命とす

る、1898年創業の三井不動産グループの花と緑に関するリーディングカンパニーです。 

第一園芸株式会社について https://www.daiichi-engei.jp/ 

 
 

 

以上 

https://www.daiichi-engei.jp/

