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報道関係者各位

ポップでカラフル、ワクワクするようなフレーバー！キャンディがたくさん詰まったボックスをイメージ

6 月の NEW フレーバー 「キャンディボックス」
キャンディボックス」
2013 年 5 月 29 日（水）～8
）～ 月末 発売
40 周年だから、4 つの美味しさひとりじめ！サーティワン史上初、4 種フレーバーが楽しめてお得な 400 円～

「Happy ４ YOU （ハッピーフォーユー）
ハッピーフォーユー）」
2013 年 5 月 29 日（水）～6
）～ 月 28 日（金） 発売
40 周年の感謝をこめて、とっておきの 6 フレーバーが期間限定で登場！

「40th アニバーサリーセレクション」
アニバーサリーセレクション」 6 種
2013 年 5 月 29 日（水）～7・
）～ ・8 月末 発売
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より、
新フレーバー「
フレーバー「キャンディボックス」
キャンディボックス」と、期間限定フレーバー
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フレーバー 種「40th アニバーサリーセレクション
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ョン」を発売します
発売します。
します。
また 2013 年 5 月 29 日（水）～6
（ハッピーフォーユー）
）～ 月 28 日（金）の期間、
期間、「Happy ４ YOU（
ハッピーフォーユー）」を新発売しま
発売しま
す。
※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。
※一部キャンペーンを実施していない店舗もございます。

6 月の NEW フレーバー 「キャンディボックス」
【シングル・レギュラーサイズ 320 円～／2013
～／2013 年 5 月 29 日（水）～8
）～8 月末発売】
月末発売】
アメリカンでカラフルなキャンディ
アメリカンでカラフルなキャンディボックス
キャンディボックスをイメージ
ボックスをイメージ！
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酸っぱさ、パインの甘さ、オレンジの爽やかさ、マンゴのボリューム感ある
甘みを一緒に食べると、まさに幸せのキャンディの味！
ひとたび口にすれば、キャンディボックスを開けた時のようにワクワク
楽しい気分になっちゃう新フレーバー！
開発担当コメント
開発担当コメント
キャンディがいっぱいの夢のボックスを
イメージしたフレーバーなので、色とりどり
のフルーツを盛り込みました。

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。
＜報道関係の
報道関係の方からのお問
からのお問い合わせ＞
わせ＞
サーティワン アイスクリーム PR 事務局 担当／
担当／川上・
川上・千田・
千田・江川
TEL 03-4570-3172 FAX 03-4580-9129
＜一般の
一般の方からのお問
からのお問い合わせ＞
わせ＞
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「Happy ４ YOU （ハッピーフォーユー）」
【400
400 円～／2013
～／2013 年 5 月 29 日（水）～6
）～6 月 28 日（金） 発売】
発売】
40 周年記念！サーティワン史上初、4
4 種のフレーバーを一度
に楽しめる「Happy ４ YOU」が新登場！
お好きなミニサイズ＊のアイスクリーム 4 つをオリジナルデザイン
のカップに入れ、スモールダブルと同じ価格（400
400 円～）で
ボリュームは 40％増量！40
40 周年にぴったりの、ハッピーで
40
お得な期間限定商品です。
＊ミニサイズはキッズサイズよりもやや小さい（約 70％）サイズです。

「40th アニバーサリーセレクション」 6 種
【シングル・レギュラーサイズ
シングル・レギュラーサイズ 各 320 円～／2013
～／2013 年 5 月 29 日（水）～7
）～7・8 月末発売】
月末発売】
サーティワン アイスクリーム 40 周年の感謝をこめて、過去 40 年間に登場した数々のフレーバーの中から、とっておき
の 6 種類を特別にセレクトしました。サーティワン発祥の地アメリカで人気ナンバーワンのフレーバーや、アニバーサリー
にぴったりの最高に美味しく楽しいフレーバー、さらには、お客様からのリクエストが多いフレーバーTOP3 など、期間限定
で登場。“大好きだったあのフレーバー”“昔食べた忘れられない味”が満を持して帰ってくる！この機会を逃さないで！
40th アニバーサリーセレクション
◆「ダブルチョコレートチーズケーキ」 ：サーティワンのチーズケーキフレーバー史上、人気ナンバーワン！
◆「キャラメルプレリンクリーム」 ：サーティワン発祥の地アメリカで人気ナンバーワン！
◆「カーニバル！」
：お祝いにぴったり！ポップでカラフル、楽しい味わい
◆「ダイキュリーアイス」
：リクエスト TOP1！ラムとライムのカクテルをイメージ、清涼感たっぷり
◆「コットンキャンディ」
：リクエスト TOP2！アメリカのカーニバルでおなじみのカラフルなわた菓子をイメージ
◆「サーティワンラブ」
：リクエスト TOP3！テニスコートにテニスボールが舞う、テニスモチーフのフレーバー

