2016年10月24日

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11月1日（火）～12月25日（日）に「FUN!TASTIC Xmas（ファンタ
スティック クリスマス）」キャンペーンを実施します。今年のクリスマスは、サーティワンが大切にしている「楽しさ＝FUN」がテーマ。
アイスクリームケーキを中心に、ファミリーからカップル、お友達同士で楽しんでいただける商品がいっぱいです！

クリスマスアイスクリームケーキ
今年のサーティワンのクリスマスケーキは、「フレーバー」「キラキラ」「赤」がキーワード。定番フレーバーやケーキ専用フレーバーな
どバラエティ豊かなフレーバー、イルミネーションに負けないキラキラのアラザンやピック、華やかな赤い台紙でクリスマスを盛り上げ
ます！※2016年11月1日（火）～ご予約受付開始、2016年12月25日（日）まで販売（なくなり次第終了）

‘ツムツム’ クリスマスデコレーションケーキ
昨年大好評だった‘TSUM TSUM’のクリスマスケーキが、今年は2段になりまし
た！絵に描いたような、夢みたいなかわいいケーキの上に、体がホイップクリームに
埋まってケーキの一部のようになっちゃったツムの「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」。
周りには赤が 印象的なラズベリーとホイップクリーム。ケーキのかわいい雰囲気に
合わせて、クッキー型のチョコプレートを飾りました。チョコのスプーンものって、今すぐ
にでも食べちゃいたい！ホイップクリームの色も淡いピンク、グリーン、ホワイトでふん
わりかわいらしいケーキです♪キャラクターがいっぱい入ったピックとキラキラのアラザン
はお客様に飾って仕上げていただきます。 ●別添：キャラクターピック／アラザン／キャンドル
≪フレーバー≫
上段：ストロベリー
下段：内側からキャラメルチョコレートクランチ
チョップドチョコレート
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※アイスクリームケーキのカット面は
イメージです。

‘ツムツム’ クリスマスデコレーションケーキ
参考価格 3,800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
イ

©Disney ©Disney/Pixar
©Disney.Based on the "Winnie the Pooh"
works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

※冷凍フルーツを使用しています。

ズ

5号サイズ／直径 約15.5㎝×高さ 約6㎝

ファンタスティック ‘ズートピア’
2016年のヒット映画『ズートピア』がアイスクリームケーキで登場！グリーンのホイッ
プクリームでできた葉っぱや、イエローのホイップクリームを全体に使って仕上げました。
映画に出てくる個性的な動物たちももちろん登場。主役のジュディとニックは砂糖
菓子で中央に。たくさんのキャラクターがピックにデザインされています！
●別添：キャラクターピック/ヒイラギのピック／アラザン／キャンドル
※アイスクリームケーキのカット面は
イメージです。

≪フレーバー≫
内側から：ラブポーションサーティワン／
チョコレートチップ
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ファンタスティック ‘ズートピア’
参考価格 3,400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。
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©Disney

ズ

5号サイズ／直径 約15.5㎝×高さ 約5㎝

クリスマス パレット６
ピースごとに違うフレーバーが楽しめる人気のパレット6。今年はクリスマスリース
をコンセプトに、人気フレーバー「ポッピングシャワー」をイメージした緑・ピンク・
ホワイトのホイップをいろんなかたちで絞りました。ケーキの上には、ハートのボタ
ンの服を着たヒゲが特徴のサンタさん。細かい部分にもこだわって、大人にも
楽しんでいただけます。キャンディ型チョコプレートには、メリークリスマスの文字
をデザインし、星形やキャンディケーン・ヒイラギなどのチョコプレートも飾ってクリ
スマスらしく仕上げました。キラキラのゴールドのツリーピックでさらにクリスマス感
たっぷりです。
●別添：ツリーのピック／キャンドル
≪フレーバー≫

商

■ラブポーションサーティワン
（ホワイトスポンジ）

■ポッピングシャワー
（ホワイトスポンジ）

■クッキー＆抹茶
（チョコレートスポンジ）

■チョップドチョコレート
＆チョコレート
（チョコレートスポンジ）

■内側から、ストロベリーチーズ
ケーキ／ベリーベリーストロベリー／
ブルーベリー（ホワイトスポンジ）

■キャラメルリボン
（チョコレートスポンジ）
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クリスマス パレット６
参考価格 3,800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

サ

※冷凍フルーツを使用しています。
※アイスクリームケーキのカット面はイメージです。

イ

ズ

5号サイズ／直径 約16㎝×高さ 約5㎝

クリスマス パレット４
4つのピースに分かれていて、少人数で楽しんでいただけるパレット4も、クリス
マスリースがコンセプトで、「ポッピングシャワー」をイメージしたグリーン・ピンク・ホ
ワイトのホイップをいろんなかたちで絞りました。こちらは、ピンクのほっぺがかわ
いいヒゲの長いサンタさんがのっています。雪の結晶チョコやクリスマスらしいモ
チーフのメリークリスマスのはいったチョコプレートも飾り、クリスマスらしさたっぷり。
キラキラのゴールドのヒイラギピックをお客様に飾っていただいて完成です！
●別添：ヒイラギのピック／キャンドル
≪フレーバー≫
■バニラ＆カスタード風味バニラ
（ホワイトスポンジ）

■ポッピングシャワー
（ホワイトスポンジ）

■内側からストロベリーチーズ
ケーキ／ストロベリー
（ホワイトスポンジ）

■チョコレートホリック
（チョコレートスポンジ）

※冷凍フルーツを使用しています。
※アイスクリームケーキのカット面はイメージです。
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参考価格 2,800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。
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クリスマス パレット４

ズ

4号サイズ／直径 約14㎝×高さ 約5㎝

‘スヌーピー’ メリーツリークリスマス
今年のスヌーピーケーキは、クリスマスパーティーでサンタさんの格好をした
‘スヌーピー’と‘ウッドストック‘が、ホイップクリームで描かれた大きなツリーの前
でプレゼントを渡しているシーンを表現しました！周りには、チョコレートでで
きた３つのボールオーナメントを飾りました。チョコレートがたっぷり味わえるフ
レーバーをチョコホイップで包み、チョコ好きにはたまらないケーキです！仕上
げにキラキラのアラザンを飾っていただきます。
●別添：アラザン／キャンドル
≪フレーバー≫
内側から：チョコレート＆アーモンド＆チョコフレーク／チョップドチョコレート
／バニラ
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©2016 PEANUTS Worldwide LLC

‘スヌーピー’ メリーツリークリスマス
参考価格 3,400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
イ

※アイスクリームケーキの
カット面はイメージです。

ズ

5号サイズ／直径 約16㎝×高さ 約5㎝

わくわくホワイトクリスマス
雪が積もったクリスマスの夜、子供の雪だるまがサンタさんを待ちきれずドアか
ら顔を出しています。子供のころクリスマスを楽しみにしていた、ワクワク感を表
現しました。ドアには雪の結晶とメリークリスマスの文字を入れ、クリスマスらし
さいっぱい。みんなが好きな王道の人気フレーバーを選び、フレーバーのイメー
ジに合わせてチョコ、ホワイト、ピンクのホイップを使ってカラフルでおいしそうに
仕上げました。サンタさんのプレゼントの袋は、キャラメルリボンのアイスクリーム
とソースのイメージの色合い。シルバー、ピンク、グリーンのアラザンで華やかに
ケーキを彩っていただきます。
●別添：アラザン／キャンドル
≪フレーバー≫
上段：内側から、ストロベリーチーズケーキ／チョコレートチップ
下段：内側から、キャラメルリボン／ベリーベリーストロベリー／
チョップドチョコレート
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※アイスクリームケーキの
カット面はイメージです。

わくわくホワイトクリスマス
参考価格 4,300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
イ

※冷凍フルーツを使用しています。

ズ

6号サイズ／直径 約18.5㎝×高さ 約6㎝

クリスマス スペシャリテ
カップルや少人数でのパーティー、セカンドケーキにもぴったりの3号サイズのケーキ
は、フルーツとチョコレートのみんな大好きな王道の組み合わせ。ベリーベリーストロ
ベリーとチョップドチョコレートのアイスクリームにホイップのデザインも合わせ、ツリーは
ホワイトのホイップとアクセントにチョコホイップで飾りました。ところどころにあしらったラ
ズベリーやブルーベリーがポイントです。チョコプレートもストロベリーとチョコのイメージ
で、淡いピンクのヒイラギ模様に淡い茶色の文字が優しい色合い。ピンクとシル
バーのキラキラのアラザンはお客様に飾っていただきます。見た目も味も、ベリーと
チョコレート♪王道だけど、可愛くて優しい雰囲気のケーキに仕上げました。
●別添：アラザン／キャンドル
≪フレーバー≫
内側から：ベリーベリーストロベリー／チョップドチョコレート
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クリスマス スペシャリテ
参考価格 2,400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
イ

※アイスクリームケーキの
カット面はイメージです。

ズ

3号サイズ／直径 約11.5㎝×高さ 約5㎝

クリスマスアイスクリームケーキ早期予約特典！
「310円お買い物券」をプレゼント！
11月1日(火)から11月30日(水)までの間にクリスマスケーキをご購入・
ご予約の上、お支払いただいた方に310円分のお買い物券をプレゼント
します。
※クリスマスツリーバラエティパックは特典の対象外となります。
※引換有効期間：次回ご利用時より～2016年12月30日(金)まで。
※対象商品：サーティワン商品全品(ギフト券は除く)
※発行店のみ有効。

クリスマスツリーバラエティパック
お好きなキッズサイズのアイスクリーム12コにチョコのクリスマスオーナメント
を飾る、楽しいツリー型のバラエティパック。今年は、パッケージ本体が緑色な
ので、さらにクリスマスツリーらしさ満点です！別添のオーナメントは、ツリーに
欠かせないお星さま、ヒイラギがあしらわれたメリークリスマスの文字入りプレー
ト、サンタさんやプレゼントボックスなどとってもかわいいクリスマスモチーフのチョ
コレート。本物のツリーを飾りつけするように、ご家族やお友達とわいわい飾っ
て楽しめます！
●別添：
■チョコレート: サンタさん／星(大)／星(小)／クリスマスステッキ／キャンディ／
プレゼントボックス／ クリスマスプレート
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ご予約受付

クリスマスツリーバラエティパック
参考価格 3,150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。
開始：2016年11月1日（火）～12月25日（日）※なくなり次第終了。

クリスマスアイスクリームケーキ＆クリスマスツリーバラエティパックのご予約で、
サーティワンオリジナルの2017年 ‘ディズニー’ ‘スヌーピー’ カレンダーをプレゼント!!
「‘ツムツム’ クリスマスデコレーションケーキ」と「ファンタスティック ‘ズートピア’ 」をご予約の方には、‘ディズニー’ カレンダーを、
その他のクリスマスケーキと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します。毎年
大好評いただいているサーティワンオリジナルの壁掛けカレンダーは数量限定なので、早いもの勝ちです!

©Disney ©Disney/Pixar
©Disney.Based on the "Winnie the Pooh"
works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

©2016 PEANUTS Worldwide LLC

クリスマスサンデー

ホット サーティワン ドルチェ
冷た～いアイスクリームと、ホットスイーツを合わせたこの時期だけのあったか冷た～い極上スイーツを、クリスマスバージョンで
お届けします。 ※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。

とろ～り フォンダンショコラ

あつサクッ アップルカスタードパイ

ホットスイーツの王道、フォンダンショ
コラにアイスクリームとホイップクリーム、
チョコソースを合わせたホットサン
デー！オリジナルのフォンダンショコラ
はクーベルチョコレートを一緒に焼き
こんだ、しっとり濃厚なチョコレート生
地の中から、ビターな味わいのガナッ
シュクリームがとろ～り。あったか～い
フォンダンショコラと、つめた～いアイス
クリームがマッチした、寒い冬に幸せ
になれちゃうサンデーです。

食べやすいサイズのパイをトッピングや
カップの中に合計5枚も使用し、最初
から最後までパイのサクサク食感を楽
しめます。さらに、角切りリンゴのごろご
ろ食感とシナモンの上品な香りを楽し
めるオリジナルリンゴソースをON。あっ
つあつのこだわりリンゴソース、たっぷり
のカスタードクリーム、サクサク食感のパ
イ、冷た～いアイスクリームがマッチ！こ
の時期限定あったか冷たいスイーツの
できあがり！
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価 格
販売期間

ホット サーティワン ドルチェ（とろ～り フォンダンショコラ／あつサクッ アップルカスタードパイ）
参考価格 570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11月1日（火）～12月25日（日） ※なくなり次第終了。

クリスマスハッピードール（全6種）
※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、大人気のハッピ
ードール。今年もクリスマス限定の仲間が登場です。今年は、クリ
スマスのお話にプレゼントとしてよく出てくるテディベアのイメージの
「クリスマスベア」が新登場！モカ色の丸い耳やテディベアの特徴であ
る鼻はチョコレート。星柄のピンクのサンタ帽子チョコをかぶせました。

また、昨年大人気だった「スノーマン」もかわいくリニューアル、クリスマス
に欠かせない「サンタ」ももちろん登場します！さらに、通常販売の「う
さぎ」、「ねこ」、「ぱんだ」もクリスマスバージョンに変身しちゃいます。
商

品

名

価 格
販 売 期 間

クリスマスベア

サンタ

スノーマン

うさぎ

ねこ

ぱんだ

クリスマスハッピードール（クリスマスベア ／スノーマン ／サンタ ／うさぎ ／ねこ ／ぱんだ

）

参考価格 450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11月1日（火）～12月25日（日） ※なくなり次第終了。

クリスマスフレーバー（全2種）
チョコレート チョコレートチップ
チーズケーキ

ラズベリーホーリーナイト

本物のチョコレートを入れたチョコレートチー
ズケーキアイスクリームに、チョコチップ入りの
チーズケーキキューブをIN！さらに、チョコレ
クッキーリボンも入って、チーズケーキフレー
バーの傑作が完成しました！
商
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販 売 期 間

甘酸っぱい2種のラズベリーアイスク
リームに、チョコクッキーリボン、チョコ
クッキーピースをIN！華やかなパー
プルカラ－でクリスマスらしさも満点
です。

クリスマスフレーバー（チョコレート チョコレートチップ チーズケーキ／ラズベリーホーリーナイト）
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。

チョコレート チョコレートチップ チーズケーキ 2016年11月1日（火）～2017年2月末 ※予定
ラズベリーホーリーナイト
2016年12月1日（木）～2017年2月末 ※予定

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・高橋・野口
○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/

