2012 年 9 月 28 日

アイスクリームで祝う“ハートウォーミング クリスマス”

「サーティワンの Ｍｅｒｒｙ Ｉｃｅ Ｃｒｅａｍ Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ！」
2012 年 11 月 16 日（金）～12 月 25 日（火）
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、2012 年 11 月 16 日（金）から 12 月 25 日（火）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いたします。
いたします。
全 9 品のアイスクリームケーキは、
のアイスクリームケーキは、今年新たに
今年新たに 3 号サイズを
サイズをラインナップし
ズをラインナップし、
ラインナップし、フレーバーバラエティ
フレーバーバラエティも
バラエティも増えてバージョン
えてバージョン
アップ。
アップ。その他
その他、お持ち帰り用バラエティパック
バラエティパック、フレーバー、
フレーバー、サンデーなど、
サンデーなど、複数限定商品
複数限定商品が
限定商品が新発売となります
発売となります。
となります。
※価 格 は各 ストアーによって異 なります。価 格 は全 て税 込 表 示 です。

《 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。》

＜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 03-4570-3172 FAX 03-4580-9129
＜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/

アイスクリームケーキ（全 9 品） ＆ バラエティパック
サーティワンの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は、今年はサイズバリエーションを増やし、新たに
3 号サイズのケーキをラインナップ！また、フレーバーバラエティを生かし、5 号、4 号のケーキは、同デザインでフレーバー
違いの 2 種類をご用意しました。
コンセプトは、見ても、食べても、みんなの笑顔が思わずこぼれる“ハートウォーミング クリスマス”。すべてのチョコレート
プレートに“2012”の年号も入っていて、後日パーティーで撮影した写真を見返した時にはそのシーンをすぐに思い出せます。
スペシャルなケーキとバラエティパックは、大切な人たちと楽しい時を分かち合うのにぴったりです！
※11 月 16 日（金）から予約受付を開始いたします。

‘ミッキー＆
ミッキー＆ミニー’
ミニー’ メルヘンクリスマス （4,000 円～）
サイズ：
サイズ：6 号（直径約 19cm、
19cm、高さ約 6cm）
6cm）

5 種類のフレーバーが一度に楽しめる、2 段重ねのケーキです。
デコラティブなお菓子の家の傍らに佇むのは、雪だるまになった‘ミッキー
＆ミニー’。パステルカラーのピンク・ブルー・グリーンのアラザン（別添）を
散りばめて、メルヘンな夢の世界を表現しました。
ホワイトチョコレートのプレートにも、キャンディやクッキーなどのお菓子が
たくさん描かれていてとってもキュート！

上段：
上段：ベリーベリーストロベリー
ベリーベリーストロベリ ー 、バ ニ ラ
下段：
：キャラメルリボ ン、チョコレート
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
下段

‘スティッチ’
スティッチ’ ホワイトスノーランド 2 種 （各3,100 円～）

‘スヌーピー’
スヌーピー’ ハートウォーミングプレゼント 2 種 （各3,100 円～）

サイズ：
ｃｍ、高
）
サイズ：5 号（直径約 16ｃｍ、
ｃｍ、高さ約 5cm）

サイズ：
ｃｍ、高
）
サイズ：5 号（直径約 16ｃｍ、
ｃｍ、高さ約 5cm）

ぴったりと寄り添う‘スティッチ’と‘スクランプ’の隣に、雪だるま
‘スティッチ’と雪だるま‘スクランプ’、そして小さな雪だるま。みんなで
ほっこ りと クリ スマ スを過ご してい ます。ホイ ップク リー ムの 絞り は、
降り積もったふわふわの雪をイメージしました。
人気ナンバーワンフレーバー「ポッピングシャワー」が入った［ホワイト］と、
濃厚なガナッシュケーキとパリパリのチョコのコントラストが美味しい
「チョコレートホリック」が入った［チョコ］の 2 種類からお選びいただけます。

チョコレートのプレートには暖炉の火が燃え、ホイップクリームのクリスマス
ツリーが飾られた暖かいお家で、‘スヌーピー’と‘ウッドストック’がお互い
のクリスマスプレゼントを準備しています。プレゼントのラッピング中に目が
合い、少し照れてほっぺをピンクに染めている、ラブリーなシーンです。
フレーバーは、ストロベリー系の[ホワイト]と、チョコレートミント系の[チョコ]
の 2 種類。特に「チョコレートミント」フレーバーはケーキ初登場なので、
お好きな方にはぜひお試しいただきたい商品です。

［ホワイト］
ホワイト］

［ホワイト］
ホワイト］
ほっぺが
ピンクに❤
ピンクに❤

ポッピンクシャワー、
ポッピンクシャワー、バニラ

［チョコ］
チョコ］

チョコレートホリック、
チョコレートホリック、チョコレートチップ

ストロベリーチーズケーキ、
ストロベリーチーズケーキ、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、バニラ

［チョコ］
チョコ］

チョコレートとミルクチョコレート、
チョコレートとミルクチョコレート、チョコレートミント

各商品をご紹介いただける際は、下記のようにクレジットや公式 URL を入れていただけますようお願いいたします。また、紹介文中の
キャラクター名には‘ミッキー＆ミニー’‘スティッチ’‘スヌーピー’‘SNOOPY’のように、名称に‘’を付けて下さいますようお願いします。
◆‘ミッキー＆ミニー’ メルヘンクリスマス／‘スティッチ’ ホワイトスノーランド ： ＜ⓒ Disney＞
＞
◆‘スヌーピー’ ハートウォーミングプレゼント ： ＜ⓒ 2012 Peanuts Worldwide LLC＞
＞ ＜
＞

バニラサンタ／
バニラサンタ／いちごチョコサン
いちごチョコサンタ
チョコサンタ （2,500 円～）

クリスマス スペシャリテ （2,200 円～）

サイズ：
ｃｍ、高
）
サイズ：4 号（直径約 14ｃｍ、
ｃｍ、高さ約 5cm）

サイズ
ｃｍ、高
）
サイズ：3 号（直径約 12ｃｍ、
ｃｍ、高さ約 5cm）

チョコレートのプレートに描かれた、クリスマスソングを歌う聖夜の
天使。その歌声を、ホイップクリームの五線譜に弾む
大小アラザン（別添）の音符で表現しました。天使になった
サンタが美しい歌声に聴き入っています。
コクのある［バニラ］と、ゴールデンコンビ［いちごチョコ］の 2 種類。

今年初めて、恋人同士など少人数でも食べ切れる 3 号サイズのケーキが
ラインナップ。燭台をモチーフにデザインし、ブルーベリーとフランボワーズの
果実をトッピングしました。フレーバーは幅広い世代のお客様に愛される
「キャラメルリボン」。洋菓子ケーキ派の方のセカンドケーキとしても、気軽に
お試しいただけます。

キャラメルリボン

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

バニラ

真っ白な切 り株 の形をしたノ エ ルに、コーヒ ークリ ームで 絞った 葉っぱで
デコレーションしました。アンティーク調の燭台と雪の結晶型ホワイト
チョコレートで、視覚的なあたたかさと冷たさを表現。ゴールドのアラザンも
トッピングし、エレガントかつゴージャスなデザインに仕上げました。
コーヒー、バニラ、チョコレートのフレーバーコンビネーションは相性抜群で、
食べ出すと止まらない美味しさです。

ストロベリーとチョップドチョコレート
ジャモカコーヒーと
ジャモカコーヒーとバニラ、
バニラ、チョコレート
チョコレートの
レートのチップ入
チップ入りチョコレート

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 円～）

クリスマスケーキ
クリスマスケーキ＆
ケーキ＆バラエティパックのご予約
バラエティパックのご予約で
予約で
2013 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’カレンダーをプレゼント！
カレンダーをプレゼント！

サーティワンの種類豊富なフレーバーからお好みのものを選んで
テ イ クア ウト でき るバ ラエ テ ィ パ ック が 、ク リ スマ ス ツリ ー 型 の
特別バージョンになって登場。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、キラキラの大小の
銀色アラザンなどのアタッチメントが付くので、まるでツリーを
飾りつけるようにみんなでワイワイ、デコレーションを楽しむことが
できます！

毎年大人気！‘ミッキー＆ミニー’‘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
クリスマスツリーバラエティパックをご予約の方には‘スヌーピー’カレンダーを
プレゼント。サーティワンオリジナルデザインの壁掛けカレンダーです。
※数に限りがあります

フレーバー

ハッピードール（全 3 種）

レッドベルベットケーキ （レギュラー・シングルサイズ 320 円～）
販売期間：
年 3 月末
販売期間：2012 年 11 月 16 日（金）～2013
）～

アメリカで人気の真っ赤なケーキをイメージした、クリスマスカラーの
フレーバー！コンデンスミルクが香るバニラ味のレッドベルベッドアイス
クリームに、甘～いクリームチーズフロスティングリボンを入れました。
鮮やかなレッドが、クリスマスムードを盛り上げます！

クリスマスハッピードール
くま うさぎ ぱんだ
（各 390 円～）
ハッピードールハウス （3 個セット 1,170 円～）
アイスクリームに、チョコレートやクッキーの目や耳がついた人気の
ハッピードール「くま」「うさぎ」「ぱんだ」が、ピンク色のホワイトチョコレートで
できたサンタ帽をかぶり、限定デザインのカップに入ってクリスマス仕様
に！ 3 個お買い上げいただくと、「くま」「うさぎ」「ぱんだ」のキャラクターが
描かれた「ハッピードールハウス」でテイクアウトできます。キュートな
おうち型のボックスは、ドアや窓を開けたり閉じたりして遊べて、小さな
お子様にもおすすめです！※フレーバーはお好きなものを選べます

※ケーキの「
ケーキの「レッドベルベッドケーキ」
レッドベルベッドケーキ」とは・・・
赤いココア味
いココア味のスポンジ生地
のスポンジ生地に
生地に、チーズケーキフロスティングがトッピング
チーズケーキフロスティングがトッピング
されたもの。
されたもの。その色
その色から、
から、アメリカでは特
アメリカでは特にクリスマスに人気
にクリスマスに人気があります
人気があります。
があります。

ハッピードールハウス

クリスマスサンデー
クリスマスサンデー（全 2 種）
クリスマスカラーが華やかなサクサクのワッフルボウルに、楽しく美味しいデコレーションをした、ワクワク感いっぱいのサンデーが登場！

※フレーバーはお好きなものを選べます
スノーマンサンタ

（590 円～）

レギュラーサイズの上に、少し小さめのアイスクリームをのせて雪だるま
に！ピンク色のホワイトチョコレートでできたサンタ帽を被せたスノーマ
ンサンタに、5 色のカラーミンツを散りばめカラフルなマフラーをイメージ
したホイップクリーム、小枝チョコレート、“メリークリスマス”のロゴが
入ったオリジナルのチョコレートプレートをのせて可愛く仕上げました。

ハッピーツリー☆
ハッピーツリー☆クリスマス （590 円～）
2 つのキッズサイズアイスクリームに、たっぷりのホイップクリームをツリー
型に絞って甘酸っぱいストロベリーソースをかけ、5 色のカラーミンツ、
キラキラのアラザンをトッピングしました。ツリーのオーナメントは、ミルク
味のジンジャーマンクッキーと、赤・緑のスティック型チョコレート。トップ
に“メリークリスマス”のロゴが入ったオリジナルのお星さまのチョコレート
を飾ったら、食べて美味しいハッピーなクリスマスツリーの完成です！

