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美味しさキラめく、特別なクリスマスを
ネット予約で
ラクラク予約♪

2021年11月1日（月）～12月25日（土）
B‐R サーティワン アイスクリーム株式会社（所在：東京都品川区上大崎3-1-1／代表取締役会長 兼CEO ジョン・キム：
JASDAQ 2268）は、2021年11月1日（月）から12月25日（土）まで「 HAPPY ICE CREAM CHRISTMAS（ハッピー
アイスクリームクリスマス）」キャンペーンを実施します。今年のクリスマスも、たくさんのフレーバーから選んで楽しいパレットケーキや、お
子様やファミリーにおすすめのキャラクターケーキなど充実のラインナップをお届けします。サーティワンのアイスクリームでおいしくハッピーな
クリスマスを♪

クリスマス アイスクリームケーキ
8つのピースにわかれ、1ピースごとに違った味を楽しめるクリスマス パレット
８。今年は、絵本の挿絵をイメージして物語の一部を切り取ったようなデ
ザインに仕上げました。それぞれのピースとケーキフィルムが連動していて、サ
ンタやトナカイ、クマちゃんの顔のピースの下のフィルムは、プレゼントを持った
体をデザイン。ぜひケーキを一周回してみて、それぞれの物語を想像してみ
てください！
また、アタッチメントはチョコレートの他に、初めて冷凍マカロンをのせました。
サクッと、中身はしっとりの本格派。フレーバーは、冬に人気のウインター
ショートケーキや、大人気のポッピングシャワーを2ピースにするなど、み～ん
なが楽しめるケーキです。
ウィンターショートケーキ/
ストロベリーチョコチップ
（ホワイトスポンジ）

ダークチョコビッツ入りチョコレート×
ミルクチョコレート／チョップドチョコレート
（チョコレートスポンジ）

ラブポーションサーティワン／
チョコレート
（チョコレートスポンジ）

ポッピングシャワー／
チョコレートチップ
（ホワイトスポンジ）

クッキー入り抹茶／
チョップドチョコレート
（チョコレートスポンジ）

コットンキャンディ／ストロベリー
（ホワイトスポンジ）

ストロベリーチーズケーキ／
ベリーベリーストロベリー／ブルーベリー
（ホワイトスポンジ）

ポッピングシャワー／
メロンオーレ（ホワイトスポンジ）
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サ イ ズ

●ロウソク５本付
※写真はイメージです。

ケーキの周りのフィルムだけでも楽しくなっちゃう！

クリスマス パレット８
参考価格 4,500円 ※商品の価格は税込表示です。また、店舗によって価格が異なります。
6号サイズ／直径 約18.5㎝×高さ 約5㎝

※写真はイメージです。

●ロウソク５本付
●ピック付き

サーティワン初のサンリオキャラクターのクリスマスアイスクリームケーキが登場します！
サンリオキャラクターの中でも大人気のシナモロール、ポムポムプリン、ポチャッコ、
そしてハローキティが勢ぞろいして、楽しそうに雪遊びしているシーンをイメージしました。
4キャラクターはチョコレートでできていて、ぷっくり感がたまらなくかわいい！ハローキティ
は雪だるまをイメージしたホイップでボリューミーに表現し、手前の3キャラクターは
ファンに人気のあざとかわいい振り向きポーズ♪かわいいお尻がポイントです。
クリスマスツリーのピックは両面にサンリオのシルエット入りで、サンリオ好きには
たまりません！さらに！このケーキだけ特別に、かわい過ぎるサンリオキャラクターズ
デザインの保冷バッグでお持ち帰りができちゃいます！
クリスマス限定の保冷バッグだから、絶対に見逃さないでくださいね。
©2021 SANRIO CO.,LTD.APPROVAL NO.L628341

商

■ハローキティ
ベリーベリーストロベリー／
チョコレートチップ

■ポチャッコ
ダークチョコビッツ入り
チョコレート／ミルクチョコレート

■シナモロール
ポッピングシャワー

■ポムポムプリン
キャラメルリボン／
チョップドチョコレート

品
価

名

かわいい
保冷バッグで
テイクアウト♪

台紙にもフィルムにもかわいいサンリオキャラクターたちが！

サンリオキャラクターズ スノーパレット
参考価格 クリスマスセット（保冷バッグ付き）3,600円

格

※商品の価格は税込表示です。また、店舗によって価格が異なります。

サ イ ズ

4号サイズ／直径 約14㎝×高さ 約5㎝
●ロウソク５本付
※写真はイメージです。

お子様から大人まで大人気！ポケモンのクリスマスケーキが登場しま
す！グリーンホイップでボリューム感のあるクリスマスリースを、ピンクホ
イップでぷっくりかわいいリボンを表現しました。クリスマスを楽しんでいる
ような、かわいいピカチュウとイーブイのプレートは砂糖菓子です。
フレーバーはみんな大好きポッピングシャワーとストロベリーチョコチップで、
家族みんなで楽しめちゃいます♪
台紙もフィルムもクリスマスデザイン。スペシャルなポケモンケーキです。

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon

ポッピングシャワー／
ストロベリーチョコチップ
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↑フィルムもクリスマスに合わせ
カラフルなポケモンデザインに！

←台紙デザインもクリスマス満載！

ポケモン アイスクリームケーキ クリスマスリース
参考価格 3,500円 ※商品の価格は税込表示です。また、店舗によって価格が異なります。
5号サイズ／直径 約15.5㎝×高さ 約5㎝

●ロウソク５本付
※写真はイメージです。

名前の通り、大きな赤いブーツが目を引くこのケーキ。ミッキーとミニーが
クリスマスブーツにたっぷりお菓子やプレゼントを詰めこんで準備していま
す。準備の合間に楽しいクリスマスのお話しをしながら一息ついている
シーンをイメージしました。砂糖菓子のミッキーとミニーはハートウォーミン
グなデザイン。その他のアタッチメントはチョコレートです。フィルムにはミッ
キーの仲間たちがかわいいシルエットデザインで登場！シンプルでクリス
マスらしさいっぱいです。
ベリーベリーストロベリー／
チョコレート／チョコレートチップ
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フィルムにもミッキーの仲間たちのシルエットが！

ミッキー＆ミニー ／ クリスマスブーツ
参考価格 3,500円 ※商品の価格は税込表示です。また、店舗によって価格が異なります。

サ イ ズ

5号サイズ／直径 約16㎝×高さ 約5㎝

4つのピースに分かれたパレット４は、ピースの並び方を変えて、今までの
パレット４とは大きく印象を変えました。デザインは、サンタさんが今まさに
プレゼントをツリーの下に届けた！シーンをイメージ。デコレーションとケーキ
フィルムはかわいい北欧テイストで、フレーバーも人気のフレーバーが大集
合しているので、お子様にも大人にも、男女問わず楽しんでいただけます。

商

ラブポーションサーティワン
（チョコレートスポンジ）

ポッピングシャワー／
チョコレートチップ
（ホワイトスポンジ）

ジャモカアーモンドファッジ／
チョコレート
（チョコレートスポンジ）

ストロベリーチーズケーキ／
ストロベリー
（ホワイトスポンジ）
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●ロウソク５本付
※写真はイメージです。

クリスマス パレット４
参考価格 3,300円 ※商品の価格は税込表示です。また、店舗によって価格が異なります。

サ イ ズ

4号サイズ／直径 約14㎝×高さ 約5㎝

昨年まで「クリスマスショコラ」として販売し、少人数でのクリスマスや、大
人の方に人気だったキューブケーキ。今年は1つのピースをケーキの定番、
ショートケーキをイメージした「クリスマス ベリー＆ショコラ」として新登場し
ます。チョコレートケーキとショートケーキをイメージしながら高級感のある
デザインに仕上げました。薄いピンクの雪の結晶は味わいにもこだわり、
ホワイトチョコレートにフリーズドライストロベリーのパウダーを練りこんだ、
酸味と甘みのバランスがおいしいチョコレート。ベリ－とチョコレートの絶対
においしい組み合わせをお楽しみください♪
ストロベリーリボン入りストロベリー
×バニラ
（ホワイトスポンジ）
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ダークチョコビッツ入りチョコレート ●ロウソク３本付
×チョップドチョコレート
※写真はイメージです。
（チョコレートスポンジ）

※冷凍フルーツを使用しています。

クリスマス ベリー&ショコラ
参考価格 3,200円 ※商品の価格は税込表示です。また、店舗によって価格が異なります。
横 約8.2㎝×縦 約16.5㎝×高さ 約5㎝

© Disney

今年初登場の楽しいテイクアウト商品！

※お好きなスモールサイズorレギュラーサイズのアイスクリームを10個お選びいただけます。

サンタさんからのプレゼントはおいしいアイスクリーム♪とってもにぎやかでか
わいいクリスマス限定セットが誕生しました！
BOXのふたを開けると…サンタさんやトナカイがばーんと飛び出しちゃう！
おうちやツリーも飛び出して、飛び出す絵本をイメージした楽しいしかけで、
パーティーが盛り上がること間違いなし。
デザインは、子供たちが待っているおうちにサンタさんがプレゼントを配りに
行くイメージで、わくわくするようなクリスマスの夜を表現しました。BOXに切
り取って遊べる雪だるまやプレゼントのピックが付いていて、さらにボリューム
アップもできちゃいます♪
さらに、自由にデコできるカラースプレーや、おもちゃやリボンがたくさんのピッ
ク、BOXに貼ったり食べた後も楽しめるシールも付いてきます！
アイスクリームは10個も選べちゃうから、みんなの好きなフレーバーをセレク
トして、おうちでパーティーを楽しんじゃいましょう。

※写真はイメージです。

●シール
●ピック（シート状）3枚
●カラースプレー
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クリスマス パーティーセット
参考価格 スモール10個 3,300円 レギュラー10個 4,400円
※商品の価格は税込表示です。また、店舗によって価格が異なります。

■掲載原稿確認のお願い
・ご掲載いただく際は、事前に原稿を確認させていただきますようお願いいたします。
・また、当社からお送りする画像をご利用の際は、必ず下記クレジットを表記してください（以下3点該当商品）。
クリスマス サンリオキャラクターズ スノーパレット
©2021 SANRIO CO.,LTD.APPROVAL NO.L628341

ポケモン アイスクリームケーキ クリスマスリース
©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon

ミッキー＆ミニー ／ クリスマスブーツ
© Disney

11月1日（月）～ネット予約スタート！
クリスマスアイスクリームケーキ、クリスマス パーティーセットはネット予約が可能です。
ネットでカンタン予約、お店で受け取りで、楽しいクリスマスを♪
●ご予約期間 11月1日（月）～12月19日（日）●お渡し期間 12月23日（木）～12月25日（土）
※実施店舗につきましては、11月1日（月）～サーティワンのホームページ（https://www.31ice.co.jp/）にてご確認ください。
※未実施店舗もございます。
バスキンロビンス社は、世界55カ国・8,000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。
1,300種類以上のオリジナルフレーバーの中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。
＜報道関係の方からのお問い合わせ＞
サーティワン アイスクリームPR事務局 担当／中川・野口・高橋
○TEL: 03-5550-1811 ○FAX: 03-5550-1817

＜一般の方からのお問い合わせ＞
B-R サーティワン アイスクリーム株式会社
○URL. https://www.31ice.co.jp/

