2011 年 7 月 29 日

紅茶とアップルパイのマリアージュ・フレーバーが
秋の心休まるひと時を提供します。

9 月のおすすめフレーバー「「ティー
ティー＆
＆アップルパイ
アップルパイ」」
2011 年 9 月 1 日（木） ～ 11 月末 新発売
スイーツが恋しくなる秋に食べたい、リッチで本格派なアイスクリーム・デザート

「オータムサンデー
オータムサンデー」」 全 3 種
2011 年 9 月 5 日（月） ～ 11 月 15 日（火） 新発売
秋の行楽シーズンに、家族や友人と。ダブルがお得な“サーティワン％OFF”！

ダブルコーン・ダブルカップ 31％
31％OFF キャンペーン
2011 年 9 月 17 日（土） ～ 9 月 25 日（日） 実施
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2268）は、9 月 1 日（木）～11
）～11 月末に
月末に 9 月のおすすめフレーバー
「ティー＆
ティー＆アップルパイ」
アップルパイ」を、9 月 5 日（月）～11
）～11 月 15 日（火）に「オータムサンデー」
オータムサンデー」3 種を新発売します
発売します。
します。
また、
また、9 月 17 日（土）～25 日（日）に「ダブルコーン・ダブルカップ 31％
31％OFF キャンペーン」
キャンペーン」を実施します
実施します。
します。

ティー
（シングル・レギュラーサイズ／320 円～）
ティー＆アップルパイ
「紅茶」
「アップルパイ」
紅茶」と「
アップルパイ」の優雅なマリアージュが、アイスクリームになって新登場。
ミルク感たっぷりのまろやかな紅茶
紅茶アイスクリーム
紅茶アイスクリームに、アップルをカ
アイスクリーム
ラメリゼしてシナモンで香り付けしたカラメルアップルリボン
カラメルアップルリボンと、しっと
カラメルアップルリボン
りしたパイ
パイピース
パイピースを合わせました。
ピース
紅茶と、オーブンで焼き上げたばかりのアップルパイ、両方の味わ
いを一度にお楽しみいただけます。
シナモンがふんわりと香る新フレーバーが、貴方をサーティワン流
秋のアフタヌーン・ティー・パーティへ誘います。

※ 価 格 は各 ストアーによって異 なります

「ティー
ティー＆アップルパイ」
アップルパイ」 開発エピソード
開発エピソード
秋らしいフレーバーを作るために、秋の心休まるシーンを想像したとき、温
かい紅茶が思い浮かびました。紅茶を最高に贅沢にいただくための紅茶
のパートナーを何案も試作した結果、アップルパイに辿りつきました。試作
段階では、洋梨パイや焼きパイナップルという案もあったんですよ。

「オータムサンデー」
オータムサンデー」 全 3 種

（ワッフルコーン／450 円～、ダブルカップ／590 円～）
お好きなアイスクリームにクリームやソースなどの食材を贅沢にトッピングしたサンデー。
子どもから大人まで大満足の本格派揃い！
※2011 年 9 月 5 日（月）～11
）～11 月 15 日（火） 発売
チョコレートブラウニー

オリジナルチョコレートプレート
アーモンドプラリネ
ヘーゼルナッツクリーム

チョコレートとナッツの美味
チョコレートとナッツの美味しい
美味しい黄金
しい黄金コンビ
黄金コンビ

プラリネショコラ

ショコラクリーム

チョコレートガナッシュのような濃厚な味わいのショコラク
ショコラク
リームと香り高いヘーゼルナッツクリーム
ヘーゼルナッツクリーム、しっとりとした
リーム
ヘーゼルナッツクリーム
チョコレートブラウニー、たっぷりのホイップクリーム
ホイップクリームにカリ
チョコレートブラウニー
ホイップクリーム
アーモンドプラリネの組み合わせ。
ッと食感のアーモンドプラリネ
アーモンドプラリネ

ホイップクリーム

2 色クリームがイタリアのスイーツ「ジャンドゥーヤ」を思わ
せる、リッチな味わい。チョコレート好きにはたまらないサ
ンデーです。
＜おすすめフレーバー＞
チョップドチョコレート
チョップドチョコレート＆チョコレートチップ

オリジナルチョコレートプレート

カフェオレクリーム

コーヒーゼリー
キャラメルソース

カフェの人気
カフェの人気メニューを
人気メニューを贅沢
メニューを贅沢なアイスクリーム
贅沢なアイスクリームデザートに
なアイスクリームデザートに

キャラメルマキアート

ホイップクリーム

エスプレッソのようにビターな味わいのぷるぷるのコーヒー
コーヒー
ゼリー、ミルク感たっぷりでまろやかな甘みのカフェオレクリ
カフェオレクリ
ゼリー
ームに、とろーり濃厚でコクのあるキャラメルソース
キャラメルソースを組み
ーム
キャラメルソース
合わせました。
エスプレッソとカフェオレ、味わいの違う 2 つのほろ苦いコー
ヒーとキャラメルのハーモニーが絶妙な逸品です。
＜おすすめフレーバー＞
ジャモカコーヒー
ジャモカコーヒー＆キャラメルリボン

オリジナルチョコレートプレート
粉糖
マロンクリーム
パイ

サーティワンがおくる、
サーティワンがおくる、
スイーツの美味
スイーツの美味しい
美味しい秋
しい秋に欠かせないデザート
かせないデザート

モンブラン
ホイップクリームの上にたっぷりのマロンクリーム
マロンクリーム、香ばし
ホイップクリーム
マロンクリーム
いサクサクのパイ
パイを組み合わせました。マロンクリームに
パイ
は、ラム酒と風味豊かなバニラで香り付けをしています。
本格的な味わいのマロンクリームとパイ、冷たいアイスク
リームが絶妙に合わさった、モンブラン好きも大満足な
本格派モンブラン・サンデーです。
※お酒は使用していません。
＜おすすめフレーバー＞
バニラ
バニラ＆ナッツトゥユー

※ 価 格 は各 ストアーによって異 なります

ホイップクリーム

「ダブルコーン・ダブルカップ 31％
31％OFF」
OFF」
秋の行楽シーズンに、ご家族、ご友人と。ダブルがお得な“サーティワン％OFF”！
「サーティワン（31）の日」にちなんで、1・3・5・7・8・10・12 月の「31 日」に実施中の「ダブルコーン・ダブルカップ
31％OFF」を、秋にも 9 日間限定で行います。“サーティワン％OFF”でとってもお得。この機会に是非、秋限定の
フレーバーもお試し下さい！
※2011 年 9 月 17 日（土） ～ 9 月 25 日（日） 実施

【スモールダブル】
スモールダブル】
400 円 → 275 円 (31％ＯＦＦ
(31％ＯＦＦ)
％ＯＦＦ)
【レギュラーダブル】
レギュラーダブル】
580 円 → 400 円 (31％ＯＦＦ
(31％ＯＦＦ)
％ＯＦＦ)

※ 価 格 は各 ストアーによって異 なります
※ 一 部 本 キャンペーンを実 施 していない店 舗 もございます。

《バスキンロビンス社は、世界 40 カ国・6,200 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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