2013 年 2 月 20 日

報道関係者各位

サーティワン アイスクリーム日本上陸４０周年！
今春の４０周年記念商品、キャンペーンラインナップ ご案内
B ‐ R サーティワン アイスクリーム株式会社
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2268）は、今年、
今年、日本上陸 40 周年を
周年を迎えます。
えます。それを記念
それを記念し
記念し、今春
から秋
から秋にかけて、
にかけて、様々な新商品を
新商品を発売、
発売、またキャンペーンを
またキャンペーンを実施
キャンペーンを実施してまいります
実施してまいります。
してまいります。
4～5 月は、下記のラインナップを
下記のラインナップを展開
のラインナップを展開します
展開します。
します。詳細は
詳細は次ページ以降
ページ以降を
以降を参照下さ
参照下さい。
★ 40 周年記念フレーバー
周年記念フレーバー
4 月 1 日（月）より、「バースデーショートケーキ」「サーティワン パーティー☆」の 2 種を期間限定、新発売します。
★ スーベニアカップサンデー
とびきりキュートなサーティワンオリジナルデザインの陶器製マグカップ付スーベニアカップサンデー2 種を、数量限
定、新発売します。
★ ゲット・オール・３１
ゲット・オール・３１フレーバーズ
３１フレーバーズ ～３１種類
３１種類ひとりじめのチャンス
種類ひとりじめのチャンス！～
ひとりじめのチャンス！～
サーティワンのフレーバー31 種が 3,100 名様に当たる夢のキャンペーンを開催します。
★ ３１ニューフレーバーコンテスト
３１ニューフレーバーコンテスト
サーティワン アイスクリームのフレーバーを一般公募し、「最優秀フレーバー」を参加者投票により決定するお客様
参加型コンテストを実施。「最優秀フレーバー」は、商品化し、9 月から期間限定で全国のサーティワン アイスクリー
ムにて発売します。

バスキンロビンス社は、世界 50 カ国・7,000 店以上を持つ、世界最大のアイスクリーム専門店チェーンです。
1000 種類近くものオリジナルフレーバーから季節にあわせた 31 種類のアイスクリームを店舗で提供しています。
創業以来“We make people happy.” を理念に掲げ、アイスクリームを通じてお客様に幸せをお届けする事をモットーとしています。
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サーティワン アイスクリーム PR 事務局 担当／
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わせ＞
B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 TEL.03-3449-0335
URL．http://www.31ice.co.jp/

４０周年フレーバー ２種
【シングル・レギュラーサイズ 320 円～／2013
～／2013 年 4 月 1 日（月）～6 月末発売】
発売】

バースデーショートケーキ

サーティワン パーティー☆
パーティー☆

40 回目のお
回目のお誕生日
のお誕生日をいちご
誕生日をいちごのショートケーキ
をいちごのショートケーキでお
のショートケーキでお祝
でお祝い！ ブルーとピンクの
ブルーとピンクのサーティワンカラーがキュート
サーティワンカラーがキュート！
がキュート！
サーティワンのアニバーサリーを祝う、いちごのショート
ケーキをイメージしたフレーバーが登場。生クリームをイ
メージしたバニラ風味のアイスクリームに、しっとり食感
のカットしたスポンジケーキ、いちごの甘酸っぱいストロ
ベリーリボンが入っています。まさにバースデーを象徴
するいちごのショートケーキそのものの味わい！

2 色のアイスクリームはミントとストロベリー。そこに、セレブ
レーションのクラッカーが鳴ってはじけたように、ピンク・ブ
ルー・ホワイト、3 色の星型チョコレートをたくさん散りばめ
ました。40 周年記念にぴったり、ブランドカラーのサーテ
ィワンらしさ満開のフレーバーです。

開発担当
開発担当コメント
担当コメント

お誕生日の日、ロウソクを灯したショート
ケーキを目の前にしたあの瞬間！
そんなワクワクドキドキの瞬間をサーティ
ワンのアイスクリームで味わってもらいた
い。そんな思いを込めてこのフレーバー
を作りました！

開発担当
開発担当コメント
担当コメント

ストロベリーとの味の相性を考え、
ミントアイスクリームの清涼感を
まろやかにして、ミルキーなミント味
に仕上げました。

スーベニアカップサンデー ２種
【マグカップ
マグカップ＋
カップ＋カップサンデー
カップサンデー500
サンデー500 円～／2013 年 5 月 10 日（金）～5 月 30 日（木）発売】
発売】
※全国で
全国で 10 万個限定、
万個限定、なくなり次第終了
なくなり次第終了

とびきりキュートなサーティワンオリジナルデザインの陶器製マグカップ付スーベニアカップサンデーが登場！
春らしいパステルカラーの色合いのドットとストライプ柄にレースをあしらい、“Anniversary”の飾り文字を入れたデザイ
ンのマグカップに、カラフルでポップなカップサンデーが入ったお得なサンデー。お好きなキッズサイズのフレーバーに
ホイップクリーム、チョコレートソース、カラーミンツとカラフルなチョコボールでデコレーション。さらに“40th”の文字がプ
リントされたオリジナルのピンクのアイスクリーム型チョコレートをトッピング。アイスクリームがプリントされた、この期間しか
手に入らない限定カップにも注目。マグカップは、ピンク×ブルー・グリーン×ピンクの 2 種類。マグカップの底には 40
周年ロゴが入っていてスペシャル感満載！テイクアウト出来るので、プレゼントやお土産にもおすすめです。

開発担当
開発担当コメント
担当コメント

※全ての商品価格は税込表示です。価格はストアーによって異なります。

女の子が大好きなドットとストライプにレースを
組み合わせた今までになかった可愛らしいデザ
インのマグカップに、カラフルでポップ、美味し
いトッピングをしたカップサンデー。
２つを合わせてより可愛く仕上がるように、全体
のデザインや色の細かいバランスにもこだわ
り、試行錯誤を繰り返して開発しました！

ゲット・オール・３１フレーバーズ ～３１種類ひとりじめのチャンス！～
【2013 年 3 月 30 日（土）～4 月 26 日（金） 実施】
実施】
一度は夢見たサーティワンの全 31 フレーバーをひとりじめできる、夢のキャンペーンを開催します！
ストアーにて 400 円分購入毎に、抽選券 1 枚をお渡しします。
PC またはモバイルよりキャンペーン特設サイトへアクセス、抽選
ゲームにチャレンジの上、アタリがでたお客様計 3,100 名に、
キッズサイズのフレーバー引換券 31 枚をプレゼントします。
また、ゲームがハズレの方にももうワンチャンス！アタリ・ハズレ
問わず、抽選券 4 枚で、お好きなキッズサイズのフレーバー1 個
をプレゼントします。

３１ニューフレーバーコンテスト
【2013 年 3 月 30 日（土）募集開始～
募集開始～9 月 1 日（日）最優秀フレーバー
最優秀フレーバー発売
フレーバー発売】
発売】
サーティワン アイスクリームのフレーバーを一般公募し、
「最優秀フレーバー」を参加者投票により決定するお客様参加型
コンテストを実施。「最優秀フレーバー」は、商品化し、9 月から
期間限定で全国のサーティワン アイスクリームにて発売します。
オリジナルフレーバーの組合せは 1,000 万通り以上！沢山の
ご応募をお待ちしております。

概要
コンテスト名： ３１ニューフレーバーコンテスト
内 容 ： 「３１ニューフレーバーコンテスト」はパソコンや携帯電話からコンテスト特設サイトへアクセス
すれば、どなたでもフレーバー制作者になれる可能性を秘めた夢の企画です。応募作品の中から優秀
フレーバー10 品を B-R サーティワン アイスクリーム㈱が選出し、優秀フレーバー10 品から「最優秀フ
レーバー」1 品をサーティワン アイスクリーム HP にて皆様の投票により決定します。
特設サイト URL： http://www.31ice.co.jp/contest/
入賞者特典： 優秀フレーバー10 品・・・・・「サーティワン アイスクリーム 無料クーポン（31 個分）」プレゼント
最優秀フレーバー1 品・・「サーティワンのふるさと、カリフォルニア旅行 ペアで」プレゼント

Schedule
3 月 30 日（土）～4 月 30 日（火）
5 月 10 日（金）
5 月 10 日（金）～6 月 9 日（日）
6 月 11 日（火）
9 月 1 日（日）～

：
：
：
：

オリジナルフレーバー募集
優秀フレーバー10 品をサーティワン アイスクリーム HP にて発表
優秀フレーバー10 品からお好みのフレーバーを参加者から投票受付
「最優秀フレーバー」決定
「最優秀フレーバー」をサーティワン アイスクリーム HP にて発表
： 「最優秀フレーバー」を 9 月 FOM(Flavor of the month)として発売

オリジナルフレーバー作成方法
オリジナルフレーバー作成方法
コンテスト特設サイトへアクセス。参加者自身が考えたフレーバーのテーマに合わせ、①フレーバー、②イングレーディエンツ、
③リボンの順に選択し、最後にフレーバー名、こだわりのポイント等を入力し応募完了です。
＜フレーバー ※イメージ＞

例

ＳＴＥＰ①
ＳＴＥＰ① フレーバー選択
フレーバー選択
アイスクリームのフレーバーを選びます（１～２種）。
「バニラ」や「ストロベリー」など定番の他、「チーズケー
キ」や「杏仁豆腐」など人気のフレーバーが揃います。

ホワイトチョコレートと
ラズベリーを選択！

＜イングレーディエンツ ※イメージ＞

ＳＴＥＰ②
ＳＴＥＰ② イングレーディエンツ
イングレーディエンツを選びます（２種まで）。人気の
パチパチ弾ける「ポップロックキャンディ」やキュートな
「ラズベリーハートチョコ（赤）」など。

ラズベリーハートチョコ
（赤）と栗を選択！
＜リボン ※イメージ＞

ＳＴＥＰ③
ＳＴＥＰ③ リボン
リボンを選びます（０～１種）。とろ～り甘い「キャラメ
ル」や甘酸っぱい「ラズベリー」など、最後の決め手を
チョイス！

チョコレートを選択！

ＳＴＥＰ④
ＳＴＥＰ④ フレーバー名
フレーバー名

オリジナルフレーバー
完成！
完成！

フレーバー名、こだわりのポイントなどを入力します。
作成したフレーバーは Facebook、Twitter でシェアで
きます。

フレーバー名を命名！

