2011 年 8 月 18 日

今年は
今年はさらに楽
さらに楽しさバージョンアップ！
しさバージョンアップ！サーティワンのハロウィンキャンペーン

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 3-2-1 目黒センタービル
目黒 センタービル ／
代表取締役社長：
：尾崎 仙次：
）は、2011 年 10 月 1 日（土）～31
日（月）の 1 ヶ月間、
代表取締役社長
仙次：JASDAQ 2268）
）～
月間、
全国のサーティワン
全国のサーティワン アイスクリーム ストアーにて「
ストアーにて「ハッピーハロウィン」
ハッピーハロウィン」キャンペーンを
キャンペーンを実施します
実施します。
します。
好評につき今年で 7 年目となる、秋の一大キャンペーン！期間中のストアーディスプレイはハロウィン一色に。
5 種類のフレーバーにサンデー、お持ち帰り用のバラエティパックなど様々なハロウィン限定商品を発売する他、
オリジナルのプレミアムグッズが当たる抽選クジも実施します。今年は例年よりフレーバーやプレミアムの種類も
増え、いっそう楽しく、バージョンアップして展開します！
※各商品価格
各商品価格は
価格は各ストアーによって異
ストアーによって異なります

ハロウィンフレーバー 全 5 種

(各シングル･レギュラーサイズ 320 円～)

楽しくも妖
しくも妖しいハロウィン・ナイトのイメージ！
しいハロウィン・ナイトのイメージ！

ハロウィンの定番人気
ハロウィンの定番人気フレーバー
定番人気フレーバー

ホーンテッドコーラ
ホーンテッドコーラ

パンプキンプリン

10 月 1 日（土）～12
）～12 月末 販売

10 月 1 日（土）～11
）～11 月末 販売
かぼちゃ本来の甘さと風味を生かした、なめらかな
舌触りのパンプキンプリンアイスクリーム。ほろ苦いカ
ラメルソースがパンプキンプリンの優しい甘さを引き
立てます。

真っ暗な夜の闇のようなコーラソルベに、紅くしたたるグレープソルベ・・・
ハロウィン・ナイトをイメージした新フレーバー！コーラソルベは、まるで炭
酸のコーラ飲料そのものの味わい。グレープソルベは、程良い酸味とぶど
うの果実感がしっかり味わえます。
美味しく妖しい 2 色のソルベ、一口食べればあなたもサーティワンのハロ
ウィン・ワールドへ。
※ホーンテッド…おばけが出没する

色と味が逆転！
逆転！

魔女のトリッ
魔女のトリック
のトリック
10 月 1 日（土）～11
）～11 月末 販売
紫色が“赤りんご”味で、赤色が“グレープ”味と、
魔女のトリック（いたずら）にかかったような不思議な
シャーベット。程良い酸味がさわやかなホワイトシャ
ーベットとの組み合わせも絶妙です。

ハロウィンの夜空
ハロウィンの夜空に
夜空に煌く魔法のよう
魔法のよう！
のよう！

マジカルミントナイト
10 月 1 日（土）～11
）～11 月末 販売
ちょっぴりビターなチョコレートとさわやかなミントのア
イスクリームに赤と緑のポップロックキャンディをちりば
めました。一口食べると、キャンディが魔法にかかっ
たようにパチパチ弾けます。

2 種のかぼちゃランタンがキュート！
のかぼちゃランタンがキュート！

かぼちゃランタン
商品開発
商品開発エピソード
開発エピソード
ハロウィンと言えばアメリ
カ。そのアメリカの子供
たち誰もが好むドリンク
を組み合わせました。

9 月 1 日（木）～11
）～11 月末 販売
夜の暗闇のようなダークカラーのチョコレートアイスク
リームには、ザクッと食感のチョコレートがけフレーク
が入っています。キュートなかぼちゃランタン型チョコ
レートが暗闇を明るく照らし出すと、そこは真っ白な
ホワイトチョコレートアイスクリームに！
※かぼちゃランタン･･･かぼちゃをくり抜き、おばけの顔にしたちょうちん

ハロウィン限定商品
ハロウィン限定商品
ハロウィンパーティーの
ハロウィンパーティーの手土産はこれに
手土産はこれに決
はこれに決まり！
まり！

ハロウィンバラエティパック
（6 コ入：スモール 1,480 円～、レギュラー
～、レギュラー 2,010 円～／１２
～／１２コ
１２コ入：スモール 2,650 円～、レギュラー
～、レギュラー 3,720 円～）
お好きなアイスクリームを選んでテイクアウトできるバラエティパックもハロウィン仕様に。ジャック・オー・ランタン型クッキー（パンプキン
プリン風味）に、おばけ・三日月・コウモリの形をしたチョコレートなど、6 つのアタッチメントをアイスクリームに飾り付けて楽しめます。
アイスクリームカップももちろんハロウィン柄。妖しい森が描かれた袋に、ハロウィンハウス型 BOX を入れてお持ち帰りいただけます！

ハロウィンハウス型のお持ち帰り BOX

かぼちゃのおばけ達
かぼちゃのおばけ達が動き出すハロウィンの夜
すハロウィンの夜のイメージ
ハロウィンサンデー （590 円～）

何度でも
何度でも試
でも試したくなるオリジナルシェイク作
したくなるオリジナルシェイク作り！
マジカルシェイク（スモール 460 円～、レギュラー
～、レギュラー 600 円～）

ホワイトチョコレートの三日月の明かりに照らされて、チョコレート
ブラウニーのお墓の陰から、かぼちゃクッキー（※）が顔を出してい
ます。アイスクリームはお好きなキッズサイズフレーバーを 2 つ選べ
ます。これから楽しいハロウィンパーティーの始まり！

お好きな 2 種類のフレーバーをミックスして自分だけのオリジナルシェイク
が作れちゃう、その名も「マジカルシェイク」。

※
ビッグサイズかぼちゃクッキー：パンプキンプリン風味
3 つのミニかぼちゃクッキー：バナナ、イチゴ、メロン風味
パンプキンプリン、バナナ、イチゴ、メロン…ハロウィンでしか味わえない
組み合わせ！まさに“パンプキンプリン・ア・ラ・モード”！

＜オススメ＞
「ジャモカコーヒー」＋「ラムレーズン」＝「ラムコーヒー」
「パンプキンプリン」＋「ジャモカコーヒー」＝「パンプキンラテ」
「バナナアンドストロベリー」＋「マスクメロン」＝「フルーツミックスオレ」

ラムコーヒー

パンプキンラテ

フルーツミックスオレ

抽選でハロウィングッズが
抽選でハロウィングッズが当
でハロウィングッズが当たる！
たる！スピードクジ
キャンペーン期間中、お買い上げ 300 円ごとに抽選クジを 1 枚（特別に、ハロウィンサンデーは 590 円でもクジ 2 枚）をお渡
しします。当たりが出たら、クジに記載されているグッズをその場でプレゼント！

プレミアム①
プレミアム①

プレミアム②
プレミアム②

３ＷＡＹフリースブランケット
ＷＡＹフリースブランケット

キラキラ★
キラキラ★ラメペン

①はおりに②ひざ掛けに③丸めてクッションに。３WAY の使い方が
できるサーティワンオリジナルのブランケット。両端には手や足がすっ
ぽり入る便利なポケット付です。

キラキラかわいいラメペンは、おばけかぼちゃや魔
女ネコなど、ハロウィンをイメージした全 5 色！

※サイズ：約 50cm×約 128cm

■インクカラー
・ サードニックスオレンジ
・ ガーネットローズ
・ エメラルドグリーン
・ ターコイズブルー
・ アメシストパープル

プレミアム③
プレミアム③

ポスト・イット® サーティワンふせん
サーティワンのハロウィンキャラクターが登場するふせんは、
アイスクリームやおばけかぼちゃをかたどった全 3 種類。
■ふせん種類
・インデックスふせん
・ダイカットふせん
・スリーブスライドふせん

※3 種類のうち
種類のうち、
のうち、いずれか 1 つをプレゼント

※5 種類の
種類の内、いずれか 1 つをプレゼント

《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。》
＜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
TEL 03-3486-2930 FAX 03-3486-7507
担当／
担当／川上・
川上・千田・
千田・江川
＜一般の
一般の方からのお問
からのお問い合わせ＞
わせ＞
B-R サーティワン アイスクリーム株式会社 TEL.03-3449-0335
URL．http://www.31ice.co.jp/

