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発売します。
します。
サーティワンアイスクリームでは、今年もサーティワンの人気フレーバーをベースにしたクリスマスアイスクリームケーキ
全 6 種類を発売します。デザインもかわいいサーティワンオリジナルのアイスクリームケーキは、ご家族やお友達と過
ごすクリスマスを楽しく演出します。人気の‘スヌーピー’ケーキは、プレゼントをテーマに今年は 3 種類のケーキで物語
を作りました。
「‘ スヌーピー’
スヌーピー’ ＆‘ ウッドストック’
ウッドストック’ からのプレゼント
からのプレゼント」
プレゼント」 は、雪降るクリスマスの夜、‘スヌーピー’と‘ウッドストック’が雪だる
まにもクリスマスプレゼントをあげているシーンです。‘スヌーピー’はプレゼントのマフラーを雪だるまに巻いています。チ
ョコレートプレートには、チャーリーブラウンを始めとする『ピーナッツ』のキャラクターが楽しそうに雪の中遊んでいる様
子を描きました。さらに、雪の結晶型のチョコレートと、銀色のアラザンが、煌めくホワイトクリスマスを彩ります。
「‘スヌーピー’＆‘ウッドストック’からのプレゼント」は、サーティワン定番人気の 4 フレーバーを一度に楽しめる豪華 2
段重ねのクリスマスデコレーションケーキです。下段には内側から順に“ベリーベリーストロベリー”、“チョップドチョコレ
ート”、“バニラ”の 3 種類のフレーバーを組み合わせ、上段には“キャラメルリボン”を合わせました。いちごの大粒果肉、
とろり甘いキャラメルと、バラエティ溢れる美味しさが一度に楽しめ、ご家族やお友達同士など大人数でにぎやかに迎
えるクリスマスにぴったりです。
※アラザン（銀色の粒状のお菓子）は、
別アタッチメントにつきお好みに飾って楽しめます。

「‘スヌーピー’
スヌーピー’＆‘ウッドストック’
ウッドストック’からのプレゼント
からのプレゼント」
プレゼント」
3, 8 90 円 ～（ 税 込 み）
上段：直径 約 14ｃｍ 高さ 3cm
下段：直径 約 19cm 高さ 3cm （6 号）
アイスクリーム:
（上段）キャラメルリボン
（下段）ﾍﾞﾘｰﾍﾞﾘｰｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ、ﾁｮｯﾌﾟﾄﾞﾁｮｺﾚｰﾄ、ﾊﾞﾆﾗ
「‘スヌーピー’＆‘ウッドストック’からのプレゼント」をご紹介いただける際は、
クレジット <PEANUTS © United Feature Syndicate, Inc.> を入れていただけますようお願いいたします。

「‘スヌーピー’
スヌーピー’クリスマスリース」
クリスマスリース」
‘スヌーピー’と‘ウッドストック’が、お互いプレゼントを背中に隠し持って
向き合っています。クリスマスプレゼントを交換する直前のドキドキ、ワク
ワクが伝わってくるデザインです。さらに、ホイップクリームの絞り、リボン
型のチョコレートプレート、銀色のアラザンでクリスマスリースを作り、クリ
スマスらしさを演出しました。
ベースは、“ベルジャンチョコレートチャンク”に、“チョコレートチップ”を合
わせ、チョコレートホイップでコーティングしました。“ベルジャンチョコレー
トチャンク”は、ベルギー産のチョコレートアイスクリームにダークチョコレ
ートとトリュフが入ったリッチな味わい。チョコレート好きも大満足のアイス
クリームケーキです。
2,840 円 ～（税 込 み）
直径 約 16ｃｍ 高さ 5cm （5 号）
アイスクリーム： ベルジャンチョコレートチャンク、
チョコレートチップ

「‘スヌーピー’
スヌーピー’トゥインクルツリー」
トゥインクルツリー」
‘スヌーピー’と‘ウッドストック’が、「メリークリスマス！」と言って、プレゼ
ントを交換しています。ホイップクリームでクリスマスツリーを作り、3 色の
ミンツと、頂点に星型のチョコレートを飾ってしてカラフルに仕上げまし
た。
ベースは、“ポッピングシャワー”と、定番の“バニラ”を組み合わせです。
口の中でパチパチ弾けるポップロックキャンディが、クリスマス気分を盛り
上げる、見た目も食感も楽しいアイスクリームケーキです。

2,840 円 ～（税 込 み）
直径 約 16ｃｍ 高さ 5cm （5 号）
アイスクリーム： ポッピングシャワー、バニラ

予約特典！

サーティワンオリジナル 2008 年‘スヌーピー’
スヌーピー’カレンダープレゼント！！
カレンダープレゼント！！

クリスマスケーキを予約いただいた方には、‘スヌーピー’とコラボレー
ションしたサーティワンオリジナルの2008年カレンダーをプレゼントい
たします。
2008年のカレンダーは、‘スヌーピー’や‘ウッドストック’をはじめとす
る『ピーナッツ』のキャラクターが、サーティワンのフレーバーと繰り広
げる四季折々のストーリーをお楽しみいただけるキュートな壁掛けタ
イプのカレンダーです。
※’スヌーピー’カレンダーは、数に限りがございます。
※’スヌーピー’のケーキに限らず、サーティワンのクリスマスケーキをご予約の方にプレゼントいたします。

「‘スヌーピー’クリスマスリース」、「‘スヌーピー’トゥインクルツリー」、「‘スヌーピー’カレンダー」をご紹介いただける際は、
クレジット <PEANUTS © United Feature Syndicate, Inc.> を入れていただけますようお願いいたします。

「ハッピーホーリーナイト」
ハッピーホーリーナイト」
サンタクロースがトナカイにのって銀世界の森を颯爽と翔けている、スピード感あふ
れるデコレーションです。ベースには、スウィートな“キャラメルリボン”に、ビターなチ
ョコレートチップがたっぷりの“チョップドチョコレート”を組み合わせました。

2,840 円 ～（税 込 み）
直径 約 16ｃｍ 高さ 5cm （5 号）
アイスクリーム： キャラメルリボン、チョップドチョコレート

「ブッシュ ド ノエル」
ノエル」
毎年好評のブッシュド ノ エルが、曲線を多用したスマートで上品なデザインへとリニ
ューアルしました。“ジャモカコーヒー”と“バニラ”の 2 つのフレーバーを口溶けの良い
キャラメルスポンジと合わせ、コーヒーホイップでコーティングし、さらにココアパウダー
をふりかけて仕上げました。
2,840 円 ～（税 込 み）
（横）約 9.5cm×（縦）17.5cm×高さ 7.5cm
アイスクリーム：ジャモカコーヒー、バニラ
スポンジ：キャラメルスポンジ

「メルヘンサンタ」
メルヘンサンタ」
2 種類のチョコレート絞りに、絵本の中から出てきそうな‘サンタさん’と、クリスマス
をイメージしたチョコレートプレートをのせた、クリスマスにぴったりのメルヘンチック
なデザインです。2、3 人で楽しめ、小さなお子様のいるファミリーにもぴったりで
す。
2,310 円 ～（税 込 み）
直径 約 14cm 高さ 5cm （4 号）
アイスクリーム：バニラ

※ 各商品
各商品の
のビジュアルデータをご
ビジュアルデータをご提供
をご提供できます
提供できます。
できます。
※ 価 格 は 各 ストアー によ って 異 な ります 。
＜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＞
B-R サーティワン アイスクリーム PR 事務局
TEL 03‐
‐3486‐
‐2930
FAX 03‐
‐3486‐
‐7507
担当／
担当／竹之下・
竹之下・星川
＜ご紹介いただく
紹介いただく際
いただく際の一般のお
一般のお客様
のお客様からのお
客様からのお問
からのお問い合わせ先
わせ先＞
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/

《バスキンロビンス社は、世界 50 カ国以上・5400 店を持つ、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》

