2013 年 7 月 16 日

報道関係者各位

‘マイク’が新たに仲間入り！人気のアイスクリームケーキに新作登場

‘ディズニー’
ディズニー’アイスクリームケーキ３
アイスクリームケーキ３種
今年、
今年、日本上陸 40 周年を
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商品ラ
イセンス部門
イセンス部門であるコンシューマ・プロダクツ
部門であるコンシューマ・プロダクツ（
であるコンシューマ・プロダクツ（東京都目黒区
東京都目黒区／
目黒区／ゼネラルマネージャー：
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一雄）とのライセンス契約
とのライセンス契約に
契約に
より、
より、新製品「
新製品「‘マイク’
マイク’ ゲット・ザ・No.1
ゲット・ザ・No.1」
No.1」を 2013 年 7 月 5 日（金）から、
から、新製品「
新製品「‘スティッチ’
スティッチ’ トロピカルバケーション」
トロピカルバケーション」
「‘くまのプーさん’
くまのプーさん’ ブルースカイホリデー～
ブルースカイホリデー～青い風船ふわふわさんぽ
風船ふわふわさんぽ～
ふわふわさんぽ～」を 2013 年 8 月 1 日（木）から新発売
から新発売いたしま
新発売いたしま
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。
‘マイク’
マイク’ ゲット・ザ・No.
ゲット・ザ・No.１
No.１

\2,400～
400～

サイズ：4 号［直径約 14ｃｍ、高さ約 6cm］ （2013 年 7 月 5 日～通年販売）

2013 年 7 月 6 日より公開される映画『モンスターズ・ユニバーシテ
ィ』に登場する‘マイク’がアイスクリームケーキになって登場！フレ
ーバーは、‘マイク’のグリーンに合わせたメロンオーレとバニラの組
み合わせ。目と口をホワイトチョコレート、ブルーのキャップを砂糖菓
子で飾りました。親友‘サリー’のピックと‘マイク’の旗付。まるで映
画の 1 シーンから飛び出してきたかのような立体ケーキです。
＜フレーバー＞
上段：メロンオーレ
下段：バニラ
オリジナルメッセージカード

‘スティッチ’
スティッチ’ トロピカルバケーション

\2,780～
2,780～

サイズ：5 号［直径約 16ｃｍ、高さ約 5cm］ （2013 年 8 月 1 日～通年販売）

暖かな南国で、‘スティッチ’と‘スクランプ’がカラフルなお花の花
冠をかぶり、のんびり過ごしています。ピンク（ストロベリー）・黄色（マ
ンゴー）・ホワイト、3 色のホイップクリームで虹や葉っぱ、シェルやハ
ートをデコレーションし、南国のゆったりとした雰囲気を表現しまし
＜フレーバー＞（ケーキ中央より）ストロベリーチーズケーキ
た。
ベリーベリーストロベリー
バニラ

オリジナルメッセージカード

‘くまのプーさん‘
くまのプーさん‘ ブルースカイホリデー ～青い風船ふわふわさんぽ
風船ふわふわさんぽ～
ふわふわさんぽ～

\2,780～
2,780～

サイズ：5 号［直径約 16ｃｍ、高さ約 5cm］ （2013 年 8 月 1 日～通年販売）

物語によく登場する‘プーさん’と青い風船、その 1 シーンを切り取
ってデザインしました。‘プーさん’が大きな青い風船に乗ってのん
びり空をお散歩中。‘ピグレット’はふかふかの雲にぽすっと座って
楽しそう。広い空に広がる雲を真っ白なホイップクリームでデコレー
ションしています。 ＜フレーバー＞（ケーキ中央より）ポッピングシャワー
チョコレートチップ

オリジナルメッセージカード

＜クレジット表記
クレジット表記のお
表記のお願
のお願い＞
ディズニーキャラクター商品画像掲載の際は、下記クレジットを表示いただけますようお願いいたします。
また、キャラクター名には、‘ミッキー’‘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いたします。
‘マイク’ ゲット・ザ・No.1 ：ⓒ
ⓒDisney/Pixar
‘スティッチ’ トロピカルバケーション、‘ミニーちゃん’ ハートフルティーパーティー ：ⓒ
ⓒDisney
‘くまのプーさん’ ブルースカイホリデー ～青い風船ふわふわさんぽ～：ⓒ
ⓒDisney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A.Milne and E.H. Shepard.

☆その他 アイスクリームケーキラインナップ☆
サーティワン アイスクリームでは今回新発売
アイスクリームでは今回新発売となる
今回新発売となる５
となる５種類を
種類を含め、
全 11 種類のアイスクリームケーキを
種類のアイスクリームケーキを取
のアイスクリームケーキを取り揃えています。
えています。

‘ミニーちゃん’
ミニーちゃん’ ハートフルティーパーティー

￥3,880～
3,880～

サイズ：6 号（直径約 19ｃｍ、高さ約 5cm）

‘ミッキー’の形をしたケーキを焼いて、ティーパーティーの準備をしている‘ミニーちゃ
ん’。‘ミッキー’が来るのを待ちわびています。‘ミニーちゃん’の洋服とおそろいのドッ
ト柄の赤いポットと、リボンがモチーフのティーカップがとってもキュート！周りに絞った
ホイップクリームはハート型、さらにピンクのリボン型チョコレートをあしらって「‘ミニーち
ゃん’の部屋」を表現しました。
＜フレーバー＞（ケーキ中央より）ストロベリーチーズケーキ、ベリーベリーストロベリー、チョコレートチップ

パレット 6

￥3,100～
3,100～

サイズ：5 号（直径約 16ｃｍ、高さ約 5cm）

パレット 4

￥2,400～
2,400～

サイズ：4 号（直径約 14ｃｍ、高さ約 5cm）

「ポッピングシャワー」「ストロベリーチーズケーキ」などサーティワンの人気フレーバー
が、ピースケーキ状にカットされたものが一台のホールケーキになったまるでカラフル
なパレットのようなアイスクリームケーキ。ストアーでお好みのフレーバーを選ぶサーテ
ィワンならではの楽しさをご自宅でも体感いただけます。各ピースのチョコプレートは全
てフレーバーをイメージしたデザイン、底面はフレーバーにあわせ、ホワイトもしくはチョ
コのスポンジ層になっています。カットせずすぐに取り分けられるのも嬉しい！
＜フレーバー＞パレット 6：（時計回りに）ジャモカアーモンドファッジ、ストロベリーチーズケーキ、
ラブポーションサーティワン、チョコレートホリック、ポッピングシャワー、キャラメルリボン
パレット 4：（時計回りに）チョップドチョコレート、ベリーベリーストロベリー、
チョコレートチップ、ポッピングシャワー

ハート オン ハート

￥2,300～
2,300～

サイズ：直径約 14ｃｍ、タテ約 15cm×高さ約 6cm

ケーキの形も、2 色のチョコレートプレートもハート。2 段重ねのラブリーなケーキです。
上段のフレーバーには「チョコレート」。そして下段はサーティワンの人気フレーバー
「ラブポーションサーティワン」。ラブポーションサーティワンの中にはなんと、ラズベリ
ーソース入りハート型のチョコレートが入っています。まさにハートづくし！
＜フレーバー＞上段：チョコレート 下段：ラブポーションサーティワン

フルーツ デイル

￥3,300～
3,300～

サイズ：5 号（直径約 16ｃｍ、高さ約 5cm）

真っ白なホイップクリームでつつみ込んだアイスクリームを、ストロベリー・ブルーベリ
ー・ラズベリー、3 種類の鮮やかなベリーが彩る、華やかで洗練されたデザインのケー
キです。
＜フレーバー＞（上から）バニラ、ベリーベリーストロベリー

チョコレート ステート

￥3,300～
3,300～

サイズ：5 号（直径約 16ｃｍ、高さ約 5cm）

「チョコレート」と「ミルクチョコレート」2 種類のアイスクリームに、ガナッシュケーキやチ
ョコレートビッツが入った濃厚で大人な味わいのケーキ。チョコレートと甘酸っぱいラズ
ベリーの相性も抜群です。
＜フレーバー＞チョコレート＆ミルクチョコレート

バスキンロビンス社は、世界 50 カ国・7,000 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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サーティワン アイスクリーム
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
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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/

