2012 年 12 月 14 日

バレンタインにぴったりのスイーツが勢揃い！
サーティワンのアイスクリームで

「Ｈａｐｐｙ Ｖａｌｅｎｔｉｎｅ」
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：
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／
センタービル／
代表取締役社長：
）は、2013 年 2 月 1 日（金）～、
代表取締役社長：尾崎 仙次：
仙次：JASDAQ 2268）
）～、新フレーバー「
フレーバー「ショコラオランジ
ュ」を含むバレンタインフレーバー全
むバレンタインフレーバー全 5 種等、
種等、限定商品を
限定商品を発売いたします
発売いたします。
。
また、
また
、
1
月
12 日（土）～2
）～ 月 15 日
いたします
（金）には、
’ HAPPY バッグセット」
には、バレンタインギフトにもぴったりの「
バレンタインギフトにもぴったりの「‘SNOOPY’
バッグセット」を限定発売いたします
限定発売いたします。
いたします。
※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。

バレンタインフレーバー 全 5 種

（シングル・レギュラーサイズ 320 円～）

オレンジ×
オレンジ×チョコレート
バレンタインにぴったりの本格派
本格派チョコレートフレーバー
バレンタインにぴったりの
本格派チョコレートフレーバー

ショコラオランジュ
（2013 年 2 月 1 日～ 5 月末発売）
月末発売）

濃厚なビターチョコレートアイスクリームとオレンジで香りづけした
ミルクチョコレートアイスクリームにオレンジピール入りのオレンジ
マーマレードリボンがとろ～り。カリッとしたチョコレートチップの食
感も加わり、3 種類のチョコレートが深みのある味わい。
オレンジの華やかな香りがふわっと広がる、リッチなチョコレート
フレーバーです。

「ショコラオランジュ」
ショコラオランジュ」 開発エピソード
開発エピソード
ショコラティエで人気のオレンジ×チョコレートの組み合わせを
アイスクリームにしました。大人のお客様にも満足いただける
高級感ある味わいに仕上げています。

真っ赤なハートが詰
なハートが詰まったフレーバー

大好きな
大好きな人
きな人にプレゼントすれば、
にプレゼントすれば、想いが叶
いが叶う？！

ラブインベリー

キューピッドハート

（2013 年 2 月 1 日～ 3 月末発売）
月末発売）

（2013 年 2 月 1 日～ 3 月末発売
月末発売）
発売）

ラズベリーとブルーベリーのアイスクリーム
に、ラズベリ
ラズベリーソース
ラズベリーソース入
ーソース入りのハート型
りのハート型チョコ
レートが詰まっています。さらに味のアクセ
レート
ントに甘酸っぱいラズベリーリボン
ラズベリーリボン。見た目
ラズベリーリボン
もとってもラブリーなフレーバー！

ストロベリーとチョコレートチップ入
ストロベリーとチョコレートチップ入 りチョコ
レートのアイスクリームに、真
真っ赤なハート
レートのアイスクリーム
と 白 い 矢 の 形 のチョコレート入り。恋のキ
のチョコレート
ューピッドが、大好きな彼のハートを射抜
くために矢を放っているかのよう！

素敵な
素敵な彼と「恋に落ちちゃう」（
ちちゃう」（=
」（=ラブストラック）！？
ラブストラック）！？

「恋の媚薬」
媚薬」（=ラブポーション）
ラブポーション）という名
という名のフレーバー

ラブストラックチーズケーキ

ラブポーションサーティワン

（2013 年 2 月 1 日～3 月末発売
月末発売）
発売）

（通年販売）
通年販売）

ストロベリーチーズケーキアイスクリーム
に、チーズケーキピース、ストロベリー
果肉、パリパリ食感の
ファッジクラックル
果肉
チョコレートリボンまで入った、チーズケー
チョコレートリボン
キフレーバーの中でも人気の逸品。

ラズベリーとホワイトチョコレートのアイス
クリームに、ラズベリーリボン
ラズベリーリボンと柔らかな
クリーム
ラズベリーリボン
チョコレートビッツ、ハート
チョコレートビッツ ハート型
ハート型チョコレート
入り。ハートチョコをかじると、ラズベリーソ
ラズベリーソ
ースがとろ～り。
ース

バレンタインおすすめ商品
‘SNOOPY’
SNOOPY’ HAPPY バッグセット
（2013 年 1 月 12 日～2 月 15 日発売）
発売）

（スモールサイズ 890 円～、レギュラーサイズ 1,160 円～）
クレジット＜
＜ⓒ 2012 Peanuts Worldwide LLC＞
＞、公式 URL＜
＜
＞の表記をお願いいたします。
また、キャラクター名には‘スヌーピー’‘SNOOPY’のように、名称に‘’を付けて下さい。

とってもキュートな‘スヌーピー’デザインのカップ、ボックス、保冷バッグがついてくる、お好きなフレーバー3 個セットが
新発売！フレーバーサイズは、スモールとレギュラーの 2 種類。“かわいい”と“美味しい”を持って帰れる、バレンタイン
ギフトにもぴったりのテイクアウトセット。保冷バッグはお弁当も入る便利な大きさ。サーティワン初のキャラクターパッケ
ージ商品です。
‘スヌーピー’と一番仲良しな‘スパイク’、‘ベル’、‘アンディ’
‘オラフ’‘マーブルス’… ‘スヌーピー’兄弟がたくさんデザイン
されている、‘スヌーピー’グッズでも中々見ることができない、
貴重なデザインです！

サイズ：
横 約 350mm
高さ 200mm
マチ 120mm

フレッシュストロベリーサンデー 全 3 種

（ワッフルコーン \450～、ダブルカップ \590～）

（2012 年 12 月 26 日～ 2013 年 3 月 31 日発売）
発売）

旬の生苺を贅沢に使ったサンデー。バレンタイン期間（2 月 1 日～2 月 14 日）はピンクのハート型チョコレートを
プレゼント！

苺クリームあずき
生苺とホイップクリーム
ぎゅうひとたっぷりのあずき
あずき
生苺 ホイップクリームに、もっちりとしたぎゅうひ
ホイップクリーム
ぎゅうひ
をトッピング。さらに優しい甘さのコンデンスミルク
コンデンスミルクをかけて仕上げた、
コンデンスミルク
洋と和の美味しいコラボレーションが楽しめる新サンデーです。

リッチストロベリー
ふわふわのソフトスポンジ
ソフトスポンジとホイップクリーム
生苺をたっぷり
ソフトスポンジ ホイップクリーム、そして生苺
ホイップクリーム
生苺
3 粒もトッピング！仕上げに甘酸っぱいストロベリーソース
ストロベリーソースをかけま
ストロベリーソース
した。旬のいちごをリッチにめいっぱい楽しめる、見た目にも華やか
ないちご尽くしのサンデーです。

ストロベリーブラウニー
甘酸っぱい生苺
生苺、しっとり濃厚で風味豊かなブラウニー
ブラウニー、カスタード
生苺
ブラウニー カスタード
クリームとホイップクリーム
チョコレートソースで仕上
クリーム ホイップクリームをトッピングし、チョコレートソース
ホイップクリーム
チョコレートソース
げました。「いちご×チョコ」の黄金コンビは毎年大人気！

ハート オン ハート

(2,300 円～、通年販売）

サイズ：ヨコ約 14cm×タテ約 15cm×高さ約 6cm

ハートを 2 段重ねたアイスクリームケーキ！上段のフレーバーは
「チョコレート」、下段はバレンタインフレーバー・ハート型チョコレート
入りの「ラブポーションサーティワン」。たくさんのハートで、彼への想いが
伝わります！

《 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/

