2012 年 2 月 9 日

春の訪れをお祝
れをお祝いするお祭
いするお祭り“イースター”
イースター”
春らしさいっぱいの楽
らしさいっぱいの楽しいメニューが続
しいメニューが続々登場！
登場！

Wonderful Easter〈ワンダフルイースター〉キャンペーン
2012 年 3 月 24 日（土） ～ 4 月 22 日（日）
B‐
‐R サーティワン アイスクリーム株式会社
アイスクリーム株式会社（
株式会社（所在：
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代表取締役社長：
）は、2012 年 3 月 24 日（土）～4
代表取締役社長：尾崎 仙次：
仙次：JASDAQ 2268）
）～ 月 22 日（日）の 30 日間、
日間、
ワンダフルイースターキャンペーンを
ワンダフルイースターキャンペーンを実施
キャンペーンを実施いたします
実施いたします。
いたします。イースターエッグをイメージしたテイクアウト BOX など、
など、キ
ュートな限定商品
ュートな限定商品を
限定商品を多数発売
多数発売。
発売。ストアーもポップ
ストアーもポップに
ポップにディスプレイし
ディスプレイし、春らしさ満開
らしさ満開のキャンペーンを
満開のキャンペーンを展開
のキャンペーンを展開します
展開します。
します。
※各商品価格は全て税込表示です。価格はストアーによって異なります。

イースターとは？
なぜ、
サーティワンがイースター？
イースターとは
？ なぜ
、サーティワンがイースター
？
アメリカやヨーロッパでポピュラーなイースターは、イエス・キリストの復活祭として広く知られて
いますが、春の到来を祝うお祭りでもあります。タマゴの殻に絵を描きカラフルにペイントする
｢エッグペイント｣や、庭に隠されたタマゴを探す「エッグハント」など、家族や友人と楽しむこと
ができるイベントが多いことも特徴。
春らしいカラフルでポップな色使いと、エンタテイメント性あふれるイースターは、
サーティワン アイスクリームにぴったり！今年で 2 年目となるサーティワンの
イースターキャンペーンで、お客様に春のハッピーな気分をお届けします。

「イースターフレーバー」
イースターフレーバー」 全２種
（3 月 24 日～6 月末発売／シングル・レギュラーサイズ 320 円～）
NEW

チョコバナナ

イースターエッグハント

春の祭典“
祭典“イースター”
イースター”にぴったり！
にぴったり！
お祭りの定番
りの定番“
定番“チョコバナナ”
チョコバナナ”フレーバー。
フレーバー。

カラフルなイースターエッグ型
カラフルなイースターエッグ型チョコをさがそう
チョコをさがそう！
をさがそう！
春らしさ満開
らしさ満開のフレーバーが
満開のフレーバーが登場
のフレーバーが登場！
登場！

イースターの定番イベント“イースターエッグハント”※を
アイスクリームで再現！
真っ白なコットンキャンディー
コットンキャンディー（
コットンキャンディー（わた菓子
わた菓子）
菓子）と芝生の庭を
イメージしたメロンオーレ
メロンオーレ、2
つのやさしい味わいのアイ
メロンオーレ
スクリームに、ピンク・ブルー・イエロー3 色のイースター
イースター
エッグ型
エッグ型チョコを散りばめました。
チョコ
パステルカラーの色合いが春らしさ満開のフレーバー
です。

バナナアイスクリームとチョコレートアイスクリーム
バナナアイスクリーム チョコレートアイスクリームを合わ
チョコレートアイスクリーム
せ、ふわふわのマシュマロ
マシュマロとカリッとしたピーカンナッツ
ピーカンナッツの
マシュマロ
ピーカンナッツ
食感をプラス。
見て食べて楽しい、子供から大人まで大満足の美味し
さ。お祭りで大人気のチョコとバナナを組み合わせたフレ
ーバーは、春の祭典“イースター”にぴったり！

※イースターエッグハント
子供たちが庭に隠れているカラフルにペイントされたタマゴを探す、
アメリカでイースターの日に行われるイベント。

黄色・
黄色・茶色・
茶色・白でペイントされたイースター
エッグをイメージ！
エッグをイメージ！さらにアクセントとして、
さらにアクセントとして、
チョコバナナフレーバーとの相性抜群
チョコバナナフレーバーとの相性抜群の
相性抜群の塩味
を効かせたピーカンナッツを入
かせたピーカンナッツを入れました。
れました。

カラフルなチョコの
カラフルなチョコの表面には
表面には、
には、
模様が
模様が彫られ、
られ、まるでエッグペイント
されたイースターエッグのよう！
されたイースターエッグのよう！

《バスキンロビンス社は、世界 48 カ国・6,300 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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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/

「エッグカップサンデー」
エッグカップサンデー」 全４色
NEW

（3 月 24 日～4 月 22 日発売／各 450 円～）
春らしいパールカラーの
らしいパールカラーのイースターエッグ
カラーのイースターエッグカップ
イースターエッグカップに
カップに入った、
った、とびきりキュートなサンデー
とびきりキュートなサンデー。
サンデー。
カラフルなアイスクリーム
カラフルなアイスクリームに
アイスクリームに、イースターバニーがかくれんぼ！
イースターバニーがかくれんぼ！

お好きなフレーバーにホイップクリームを絞り、その上にはイチゴ味のアーモンドチョコレート、お花型のチョコレート菓
子、タマゴの形をしたホワイトチョコレート、さらにうさぎの耳をかたどったホワイトチョコレートでデコレーションしました。
サーティワンオリジナルのエッグカップとお揃いのカラースプーンは、ほのかなパール感が上品なピンク・ゴールド・グ
リーン・ブルーの 4 色。食べ終わったら、イースターシールをカップに貼ってエッグペイントを楽しもう！
※アイスクリームは、お好きなものをお選びいただけます。 テイクアウトも可能です。

※シールは全 10 種類の中からクジ引きで！
エッグカップサンデー1 個お買い上げ毎に、キラキラ光るホログラム仕様の
イースターシールを 1 枚プレゼント。

「イースターバラエティ BOX」
BOX」
NEW

（3 月 24 日～4 月 22 日発売／1,380 円～）
限定の
限定のテイクアウト BOX が登場！
登場！箱の中には、
には、6 色のカラフルなイースターエッグが。
のカラフルなイースターエッグが。
エッグペイントが楽
エッグペイントが楽しめるシール
しめるシール付
付
で
、
イースターパーティーを盛
イースターパーティーを
盛り上げます！
げます！
ール

スモールサイズのフレーバーが入ったエッグカップを 6 つ、ポップなイースターデザインのバラエティ BOX に詰め込み
ました。サーティワンオリジナルのカップは、キラキラのラメを散りばめた、ピンク・ブルー・イエロー・グリーン・オレンジ・
パープルの 6 色。お揃いのカラースプーンと、キュートなイースターキャラクターのシール付き。シールは「エッグカッ
プサンデー」同様、カップに貼ってエッグペイントをお楽しみいただけます。
※アイスクリームは、お好きなものをお選びいただけます。

※イースターバラエティ BOX1 個お買い上げで、
エッグペイントが楽しめるイースターシール 6 枚プレゼント！

