2016年 9月12日

サーティワンの
2016年9月26日（月）～10月31日（月）
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／代表取締役社長：
渡辺 裕明：JASDAQ 2268）は、2016年9月26日（月）～10月31日（月）に「Crazyyy Halloween（クレイ
ジーハロウィン）」キャンペーンを実施します。今年は、本場アメリカのクレイジーなハロウィンがコンセプト。楽しくて、びっくりする
商品がいっぱいです！今年のハロウィンも、サーティワンで盛り上がっちゃいましょう！

ブラックライトをあてると、
妖しく光るアイスクリーム！！

ネオンモンスター

業界初!?

今までに見たこともないフレーバーが登場します！紫、緑、黄緑の3色のソルベは、モン
スターをイメージ！色と味は、モンスターのいたずら？で、ミスマッチ。黄緑がソーダ、緑が
グレープ、紫がメロンです。さらに、なんとこのアイスクリーム、光るんです！ブラックライト
をあてるとまるでネオンサインのように光っちゃう、サーティワンにしかない遊び心あふれる
フレーバーは、この時期限定！みんなで光るアイスクリームを体験しちゃいましょう！
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ネオンモンスター
シングル・レギュラーサイズ 参考価格 360円
※商品の価格は税込表示です。また、店舗によって価格が異なります。

2016年9月26日（月）～ 11月末 ※予定

サーティワンならでは！ハロウィン限定フレーバー
※価格：シングル・レギュラーサイズ 参考価格360円（税込/店舗によって価格が異なります）

ヴァンパイアキッス

ウーララ！ パンプキン

トリック オア アイスクリーム

※販売期間
9月26日～11月末（予定）

※販売期間
9月26日～12月末（予定）

※販売期間
9月26日～11月末（予定）

暗闇にうごめくヴァンパイアをイメージした
アイスクリーム！暗闇をダークチョコレー
トアイスクリームで、ヴァンパイア（吸血
鬼）をブラッドオレンジソルベで表現しま
した。吸血鬼が吸った血が暗闇に飛び
散っているような不気味なアイスクリーム
です。見た目は不気味ですが、チョコ
レートとブラッドオレンジがマッチしていま
す！

パンプキンそのものの美味しさを追求し
た、究極のパンプキンフレーバーが誕生
しました！濃厚なパンプキンアイスクリー
ムに、シナモンをアクセントにしたメープル
シナモンリボンを組み合わせた深い味わ
い。「ウーララ！」とはフランス語で「わぁ、
すごい！」という意味。まさに、“すご
い！“パンプキンフレーバーです。

ハロウィンの合言葉「トリック オア トリー
ト」（お菓子をくれなきゃいたずらする
ぞ！）にちなんだフレーバー。ピーナッツ
香るアイスクリームに、ハロウィンカラーの
オレンジ色のキャラメルリボン、ビターな
ココアクッキーとチョコレートビッツを入れ
た、アメリカンなフレーバーです。

ハロウィン限定商品
アイスクリームで「I Scream（叫ぶ）」！思わず叫びたくなるこわ～いサンデー

I Scream Sundae

アイ スクリームサンデー

※お好きなポップスクープサイズのアイスクリームを2個お選びいただけます。
ハロウィンの夜、お墓の下からゾンビの手が這い出てきて、おばけを襲っているシーンをイメージしました。驚きのあまり叫び声をあげて
いるおばけもこわ～い世界を演出しています。大きなお墓のクッキーには、「rest in peace（安らかに眠れ）」という意味の
「R.I.P.」の文字を入れ、アメリカのお墓を再現しました。四角いブラウニーでも、墓石を表現しています。

激辛スパイシーチョコ

ブラッドベリー

※激辛チョコソースは
別添です。

上にかかっているのは、美味しそうな甘～いチョコソース!?実はこれ、
ハバネロ入りの激辛チョコソースなんです！本当に「辛いっ！」と叫
びたくなる辛さなので、要注意！激辛チョコソースは、みんなでワイ
ワイお好きな量をかけられるよう別添になっています。辛いけれど、ア
イスクリームやブラウニーとマッチするソースなので、おいしいスイーツと
して楽しめます。クレイジーなこのサンデー、ぜひトライしてみて！
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ハロウィンのワンシーンをより不気味に表現しました。真っ赤
な血が滴っているようなソースがこわ～い世界を演出してい
ます。真っ赤なソースは見た目とは違い、ジューシーで甘
酸っぱいミックスベリー味でブラウニーとの相性もピッタリ！ス
イーツ好きにも大満足な味わいです。

I Scream Sundae（激辛スパイシーチョコ/ブラッドベリー）
参考価格 570円

※各商品の価格は税込表示です。また、店舗によって価格が異なります。

販 売 期 間

2016年9月26日（月）～ 10月31日（月）※予定

キャラクター勢ぞろいでハロウィンを盛り上げちゃう！

ハロウィンハッピードール

※お好きなキッズサイズのアイスクリームを1個お選びいただけます。

アイスクリームがかわいいキャラクターに変身する、人気のハッピードール。今年はハロウィン限定の新キャラクター「カラフルモン
スター」と「みつめちゃん」が登場！毎年大人気のもちもち食感の「おばけ」に、通常販売の「ねこ」、「うさぎ」、「ぱんだ」もチク
チク縫ったような口のハロウィン仕様で登場します。みんなが勢ぞろいするととってもにぎやか。ハロウィンを盛り上げます！

カラフルモンスター

ぐるぐる絞ったたっぷりのホイップクリームに、カラーチョコスプレー
をトッピング。大きな目チョコにピンクの帽子チョコをかぶせた、
おちゃめなモンスター。みんなが好きなカラースプレーも、ホイッ
プクリームも思いっきり楽しめる、ボリューム満点のハッピードー
ルです。

おばけ
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ねこ

みつめちゃん

その名のとおり、アイスクリームが三つ目のモンスターに変身！
ニッと笑った顔がとってもチャーミングです！口のチョコレートは
全部で4種類で、ランダムにトッピングしています。どんな表情
のみつめちゃんになるか、お楽しみに！

うさぎ

ぱんだ

ハロウィンハッピードール（カラフルモンスター/みつめちゃん /おばけ /ねこ /うさぎ/ぱんだ）
参考価格 450円
※各商品の価格はすべて税込表示です。また、店舗によって価格が異なります。

2016年9月26日（月）～ 10月31日（月）※予定

アイスクリーム10個にホイップ120g!クレイジーなBIGサンデー

Crazyyy Party Sundae

クレイジーパーティーサンデー

※お好きなキッズサイズのアイスクリームを10個お選びいただけます。

キッズサイズのアイスクリームをたっぷり10個も積んだサンデーを作っちゃいま
した！さらに！ホイップクリームを合計120ｇも使用し、チョコソース、カラー
スプレーもたっぷりとかけました。モンスターのデザインのピックをさして、まさに
クレイジーなBIGサンデー！みんなでワイワイ盛り上がりながら食べちゃいま
しょう♪
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Crazyyy Party Sundae (クレイジーパーティーサンデー)
参考価格 2500円

※商品の価格は税込表示です。
また、店舗によって価格が異なります。

格

販 売 期 間

2016年9月26日（月）～ 10月31日（月）※予定

ハロウィンパーティーで盛り上がること間違いなし！

モンスターサンドセット

※お好きなキッズサイズのアイスクリームをそれぞれ1個お選びいただけます。
まるでハンバーガーみたい？かわいいテイクアウト商品が初登場です！チョコ
レートやマカダミアナッツがごろごろと入ったしっとり食感のソフトクッキーで、アイ
スクリームをサンドしました。ボリュームたっぷりのアイスクリームサンドは、モンス
ターをイメージしたとーってもかわいい四角いパッケージに入れ、4つセットで大
きなBOXに入れてお持ち帰りいただきます！専用の手提げ袋もとってもかわ
いい！ハロウィンパーティーのサプライズにもオススメです！
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モンスターサンドセット
参考価格 1600円
※商品の価格はすべて税込表示です。
また、店舗によって価格が異なります。

2016年9月26日（月）～ 10月31日（月）※予定

2種類のフレーバーをミックスできるのは、ハロウィン期間だけ！

ハロウィンシェイク

お好きなアイスクリームを2種類ミックスしてシェイクにしちゃう、ハロウィンだけの
スペシャルシェイクが今年も登場します！今年のオススメは、「ヴァンパイアキッ
ス」と「ラブポーションサーティワン」を組み合わせた「ラブヴァンパイア」と、「ウー
ララ！ パンプキン」と「ジャモカアーモンドファッジ」を組み合わせた「ウーララ！
パンプキンモカ」。もちろん、たくさんのフレーバーの中から自分だけのユニーク
な組み合わせを楽しんじゃうのもアリです！どんな味になるかはお楽しみ！
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ハロウィンシェイク
参考価格 530円
※各商品の価格はすべて税込表示です。
また、店舗によって価格が異なります。

2016年9月26日（月）～ 10月31日（月）※予定

ラブヴァンパイア

（ヴァンパイアキッス×ラブポーションサーティワン）
チョコレートとホワイト
チョコレートの濃厚な味
わいに、ラズベリーとブ
ラッドオレンジの酸味が
マッチしたクリーミーな美
味しさ。

ウーララ！ パンプキンモカ

（ウーララ！ パンプキン×ジャモカアーモンドファッジ）
深みのあるチョココーヒー
と、ほっこりとしたかぼ
ちゃがマッチ！アーモンド
が味と食感のアクセント
になっています。

Information
ハロウィン期間中、サーティワンのお店で楽しい企画をご用意します！たくさんお店に遊びに来て、アイスクリームを食べれ
ば食べるほど、ハッピーになっちゃいます！ご家族やお友達、み～んなでハッピーなハロウィンを過ごしましょう♪
※デザイン等は変更する場合があります。

人気フレーバーデザインのキュートなイヤホンがもらえちゃう！

オリジナルイヤホンプレゼント
※実施期間：2016年9月26日（月）～10月30日（日）
お店で税込400円以上お買上げの方にスタンプカードをお渡しし
ます。スタンプカードを持ってまた税込400円以上お買い上げいた
だくと、オリジナルイヤホンをプレゼントしちゃいます！サーティワンで
大人気のフレーバー「ポッピングシャワー」と「ベリーベリーストロベリー」
をデザインしたかわいいイヤホン、数量限定だから早めにGETしてく
ださい！
※数に限りがあるため、お好きなデザインが選べない可能性がございます。

ポッピングシャワー

ベリーベリーストロベリー

※なくなり次第終了。
※同日中の2回目の購入は対象外。同店舗のみ有効です。

「ハッピーハロウィン」の合言葉で、数量限定仮装グッズをもらっちゃおう！

ハロウィン★ハッピーフライデー

※実施日：2016年10月7日（金）、14日（金）、21日（金）、28日（金）の15時～営業終了まで
10月の金曜日は、ハロウィン★ハッピーフライデー！15時以降お買い上げ時に「ハッピーハロウィン」と言うと、サーティワン
オリジナルの仮装グッズをプレゼント！週替わりで違うグッズをプレゼントしちゃうから、毎週GETしてください♪

10月7日
A5変身
クリアファイル

10月14日
オリジナル
タトゥーシール

10月21日
オリジナル
ネイルシール

10月28日
オリジナル
タトゥーシール

カンタン
水転写式

カンタン
水転写式

※いずれか1つプレゼントします。
※デザインはお選びいただけません。

変身した顔を
アプリで読み取ると
ARが動き出す！

※いずれか1つプレゼントします。
※デザインはお選びいただけません。

バスキンロビンス社は、世界50カ国・7,500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。
1200種類以上のオリジナルフレーバーの中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。
＜報道関係の方からのお問い合わせ＞
サーティワン アイスクリームPR事務局 担当／中川・榎並・高橋
○TEL: 03-5550-1811 ○FAX: 03-5550-1817

＜一般の方からのお問い合わせ＞
B-R サーティワン アイスクリーム株式会社
○TEL. 03-3449-0336 ○URL. http://www.31ice.co.jp/

