2011 年 10 月 18 日

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：
）は、2011 年 11 月 16 日（水）から 12 月 25 日（日）の期間、
代表取締役社長：尾崎 仙次：
仙次：JASDAQ 2268）
期間、
クリスマス キャンペーンを
キャンペーン を 展開します
展開 します。
します 。 全 7 種 が 新商品となるアイスクリームケーキ
新商品 となるアイスクリームケーキの
となるアイスクリームケーキ の 他 、 お 持 ち 帰 り 用
バラエティパックや、
バラエティパックや、クリスマスにぴったりのフレーバー
クリスマスにぴったりのフレーバー、
フレーバー、サンデーなど、
サンデーなど、様々な限定商品を
限定商品を発売いた
発売いたします
いたします。
します。
※各商品価格はストアーによって
各商品価格はストアーによって異
はストアーによって異なります

《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。》
＜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 03-3486-2930 FAX 03-3486-7507
＜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/

‘ディズニー’シリーズ新登場！アイスクリームケーキ（全 7 種）
サーティワンの人気フレーバーをベースにしたアイスクリームケーキはデザインやサイズのバリエーションも豊かで、
お子様から大人まで幅広くお楽しみいただけます。今年は毎年人気の’スヌーピー‘に加え、‘ディズニー’が仲間
入り！どれも絵本の中の 1 シーンを表現したような、ストーリー性あふれる楽しいケーキばかりです！
※11 月 16 日（水）から予約受付を開始いたします。
※キャラクターケーキをご紹介いただく際は、クレジット表記をお願いします。（4 ページ目参照）
。

‘くまのプーさん’ ハニーメリークリスマス ￥4,000～
サイズ：
、高さ約 6cm）
）
サイズ：6 号（直径約 19cm、

豪華 2 段重ね！
「ベリーベリーストロベリー」「バニラ」「キャラメルリボン」
「チョコレート」「チョップドチョコレート」、サーティワンの
人気フレーバー5 種が一度にお楽しみいただけます。
みんなでわいわい迎えるクリスマスパーティーにぴったり！

STORY

ベリーベリーストロベリー
キャラメルリボン

‘スティッチ’ホリデーサプライズパーティー ￥3,100～
サイズ：
ｃｍ、高
）
サイズ：5 号（直径約 16ｃｍ、
ｃｍ、高さ約 5cm）

濃厚なガナッシュケーキとパリパリのチョコが入った、とまらない
美味しさの「チョコレートホリック」に、チョコレートチップたっぷりの
「チョコレートチップ」。
チョコレート好きにはたまらないチョコ尽くしのケーキです。
いたずら好きな‘スティッチ’がブーツから飛び出
てきて、みんなをびっくりさせようとしています。
‘スクランプ’と雪だるまも、たくさんのプレゼント
に囲まれてなんだか嬉しそう！楽しいクリスマス
パーティーの始まりです。

STORY

チョコレートホリック

チョコレートチップ

森の中で‘プーさん’が最後のツリーの飾り
付けをしているなか、‘ピグレット’はプレゼ
ントのハチミツの壺の中からひょっこり顔を
出しています。

バニラ
チョコレート

チョップドチョコレート

‘スヌーピー’スノーシンフォニー ￥3,100～
サイズ：
ｃｍ、高
）
サイズ：5 号（直径約 16ｃｍ、
ｃｍ、高さ約 5cm）

銀色に輝く雪原のような真っ白なケーキの中には
「ストロベリーチーズケーキ」「ベリーベリーストロベリー」
「バニラ」、3 種ものフレーバーが入っています。
ベリー好きには嬉しいフレーバーの組み合わせです。

STORY

クリスマス・イヴの夜、月の光を受けてキラキ
ラと銀色に輝いている雪原が舞台です。
‘スヌーピー’サンタとトナカイのカチューシャ
をつけた‘ウッドストック’が、雪だるまに
クリスマスプレゼント！
大きなクリスマスツリーには、カラフルな
オーナメントがキラキラと光っています。

ストロベリーチーズケーキ
バニラ
ベリーベリーストロベリー

‘スヌーピー’ウェルカム！スノーサンタ ￥3,100～
サイズ：
ｃｍ、高
）
サイズ：5 号（直径約 16ｃｍ、
ｃｍ、高さ約 5cm）

口の中でパチパチ弾けるポップロックキャンディーが楽しい
サーティワン人気 NO.1 フレーバー「ポッピングシャワー」に
「チョコレートチップ」。クリスマスに楽しい美味しさを贈ります。

STORY

‘スヌーピー’と‘ウッドストック’が、プレゼントを
届けてくれたスノーサンタに、チョコチップ
クッキーと温かなカプチーノでおもてなし！
そんなクリスマスの一夜に、オレンジ・グリーン・
シルバー3 色のアラザンがキラキラと輝きます。
ポッピングシャワー

チョコレートチップ

ブッシュ ド ノエル ￥2,800～
サイズ：
サイズ：横約 9cm×
9cm×縦約 17cm×
17cm×高さ約 7cm

キャラメルソースがとろ～っと入った「キャラメルリボン」に
本格派ドリップコーヒーが香りたつ「ジャモカコーヒー」。
キャラメルマキアートのような味わいで、やさしい美味しさ。
STORY

深々と雪が降り続く北欧の森の中にホワイトクリ
スマスを祝うログハウスが。クリスマスらしくデコ
レーションした赤いリボンがシックなクリスマスに
華を添えます。

キャラメルリボン
ジャモカコーヒー

バニラサンタ 4 号 ￥2,500～
サイズ：
ｃｍ、高
）
サイズ：4 号（直径約 14ｃｍ、
ｃｍ、高さ約 5cm）

コクのある「バニラ」のみを使用した外も中もまるで雪の
ように真っ白なケーキです。

キャラメルチョコサンタ 4 号 ￥2,500～
サイズ：
ｃｍ、高
）
サイズ：4 号（直径約 14ｃｍ、
ｃｍ、高さ約 5cm）

チョコレートホイップでコーティングされたケーキの中には、
クリスマスケーキでしか食べられないオリジナルフレーバー。
「バニラ」と「ミルクチョコレート」を合わせ、キャラメルのリボン
まで入っています。
STORY

サンタと雪だるまが仲良く寄り添い、降り出した雪を
眺めています。ホイップクリ―ムで雪降る様子をドッ
トにして表現しました。キラキラのアラザンも飾っ
て、大小のドットがかわいいケーキです。

バニラ

バニラとミルクチョコレート
＋キャラメルリボン

お好きなフレーバーをテイクアウト！ツリー型のバラエティパック
フレーバーをツリー型に並べてテイクアウト！付属のアタッチメント（クッキーやカラフルなチョコレートなど）は、
ツリーを飾りつけるようにデコレーションすることができます。クリスマスパーティーで盛り上がること間違いなし！

クリスマスツリーバラエティパック
（スモールサイズ 12 個） ￥2,750～
サーティワンのアイスクリームを家庭でも楽しめる
“バラエティパック”が、豪華なクリスマス仕様に。
アタッチメントは、おとこのことおんなのこの
雪だるま型クッキー、色とりどりの星のチョコレート、
キラキラと光る粉雪のような大小の銀色アラザン。
みんなでデコレーションして楽しんで！

サーティワンオリジナル 2012 年‘ディズニー’‘
ディズニー’‘スヌーピー
’‘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！！
‘くまのプーさん’‘スティッチ’のクリスマスケーキをご予約いただいた方に‘ディズニー’カレンダーを、その他のクリスマスケーキ
やクリスマスバラエティパックをご予約いただいた方には、‘スヌーピー’カレンダーをそれぞれプレゼントします。愛くるしいキャラ
クター達が、サーティワンのフレーバーと四季折々のストーリー繰り広げる、キュートな壁掛けタイプのオリジナルカレンダーです。
※ 数に限りがございます。

クレジット表記
クレジット表記
「‘スヌーピー’スノーシンフォニー」「‘スヌーピー’ウェルカム！スノーサンタ」をご紹介いただける際は、
クレジット＜
＜© 2011 Peanuts Worldwide LLC＞
＜
＞を入れていただけますようお願い致します。
LLC＞と公式 URL＜
また、‘スヌーピー’‘SNOOPY’と記載される際は、名称に‘’を付けて下さいますようお願いします。

ディズニーキャラクター商品をご紹介いただける際は、各クレジットを入れていただけますようお願い致します。
また、紹介文中のキャラクター名には、‘くまのプーさん’‘スティッチ’のように、名称に‘’を付けてくださいますようお願いします。
◆‘くまのプーさん’ ハニーメリークリスマス： ⓒDisney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A.Milne and E.H. Shepard.
◆‘スティッチ’ ホリデーサプライズパーティー： ⓒDisney

クリスマスのために作られた、リッチな味わいのフレーバー
渾身のクリスマスフレーバーは、寒い季節に特に人気の濃厚なチョコレートにラズベリーを合わせて華やかに。

チョコレートラズベリートリュフ
レギュラー・シングルサイズ ￥320～
少しビターで濃厚な「チョコレート」と、甘酸っぱいラズベリーの
ピューレが入った「チョコレートラズベリー」、2 種のアイスクリーム
のコンビネーションに、ラズベリーのリボンが絡みます。ごろごろと
入ったガナッシュが食感のアクセントに。
チョコレートにラズベリーの赤が鮮やかに映える、極上のクリスマス
フレーバー。チョコレートトリュフのようなリッチな味わいを是非
お試しください。
「チョコレートラズベリートリュフ」
チョコレートラズベリートリュフ」 開発エピソード
開発エピソード
濃厚なチョコレートに合うラズベリーを探し求めて、
30 種以上テイスティングをしました！
ラズベリーリボンが周りのアイスクリームにしっとり溶け
込むようにしたこともポイント。リボンがしみた部分の
アイスクリームはピンク色に染まり、また違う味わいが
楽しめます。

愛らしいサンタのアイスクリーム！ハッピードール（全 3 種）
人気のハッピードールがサンタクロースに。クリスマスからは今年話題を集めた「ぱんだ」も仲間入り！

クリスマスハッピードール 各￥390～

くま

うさぎ

ぱんだ

アイスクリームの「くま」「うさぎ」「ぱんだ」に、ホワイトチョコレートでできたサンタ帽をかぶせた、とってもキュートなサンタ！
クリスマスカラーの限定カップは、雪の結晶と雪だるまを散りばめ、見た目も華やかです。
「ぱんだ」のチャームポイントの大きな目と耳はチョコレート。「くま」と「うさぎ」は目がチョコレート、耳はそれぞれココア味と
イチゴ味のクッキーでできています。お好きなフレーバーを選べるので、自分だけのオリジナルのカラフルなサンタをたくさん
並べてテイクアウトするのもおすすめ！

くま

うさぎ

ぱんだ

クリスマスらしい華やかなデコレーション！クリスマスサンデー
クリスマスサンデー（全 3 種）
クリームやクッキー、ケーキまでトッピングしたボリューム満点のサンデー。フレーバーはお好きなものをチョイス！
ワッフルコーン \450～、ダブルカップ \590～

ホリデー

ジンジャーマン

ミルク味とココア味のジンジャーマンクッキーがクリスマス
ム ー ド 満点 。「 苺 の シ ョー トケ ー キ 」 をイ メー ジ し 、
ふわふわのソフトスポンジ、ホイップクリーム、カスタード
クリーム、ストロベリーソース、さらには 7 色のカラフル
カラースプレーをトッピングしました。仕上げに粉糖で雪
化粧し、オリジナルのクリスマスリース型のホワイトチョコ
レートを飾りました。
ジンジャーマンがクリスマスソングを歌いだしそうな、見
た目にも楽しいサンデーです。
＜おすすめフレーバー＞
おすすめフレーバー＞
ポッピングシャワー
ポッピングシャワー&
ポッピングシャワー
&ベリーベリーストロベリー

ダブルチーズケーキ ノエル
チーズケーキ好きなら絶対コレ！“ベイクド”と“レア”、2 つの
チーズケーキが一度に楽しめる、なんとも贅沢な
サンデーです。ベイクドチーズケーキはどっしり濃厚なチーズ
生地とほんのりチーズ風味のスポンジが 2 層になった、食べ
応えも十分な美味しさ。レアチーズケーキはふんわり口溶け
がよく、レモンの風味がチーズの美味しさを引き立てます。そ
れぞれを味わっても 2 種を同時に味わっても抜群な美味し
さ。甘酸っぱいストロベリーソースとチーズケーキの相性もぴっ
たりです。オリジナルのクリスマスリースのホワイトチョコレートを
飾って、更に豪華に。
＜おすすめフレーバー＞
おすすめフレーバー＞
ベリーベリーストロベリー
ベリーベリーストロベリー&
ベリーベリーストロベリー&ストロベリーチーズケーキ

ショコラクリスマス
チョコレートガナッシュのような濃厚なショコラクリームと
香り高いヘーゼルナッツクリーム、しっとりとしたチョコ
レートブラウニー、ホイップクリームにカリッと食感の
アーモンドプラリネをトッピング。
2 色のクリームがイタリアのスイーツ「ジャンドゥーヤ」を
思わせる味わい。クリスマスらしく粉糖で雪化粧し、
オリジナルのクリスマスリースのホワイトチョコレートを
飾った、チョコレート好きも大満足なサンデーです。
＜おすすめフレーバー＞
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&
チョップドチョコレート&チョコレートチップ

