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《バスキンロビンス社は、世界 50 カ国以上・5400 店を持つ、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》

ハロウィンフレーバー
（ 9/15 ～ 11 月 末 ／ 各 シングル ・ レギュラーサイ ズ 290 円 ～）
ハロウィンフレーバー
ハロウィンといえば、魔女やおばけに仮装した子供たちが「Trick or Treat ! (お菓子をくれなきゃ、いたずらしちゃうよ)」
と唱えながら練り歩くお祭り。そんな楽しいお祭りにピッタリの、ハロウィン気分をさらに盛り上げてくれるようなフレーバ
ーが 4 種類登場します。
魔女の
魔女のトリック
色と味が逆さま――鮮やかな魔法のフレーバーが新登場。
紫・赤・白の色鮮やかなシャーベットは、紫色が“赤りんご”味で、赤色が“グレ
ープ”味という見た目と色が逆転した、まるで魔女のトリック（いたずら）にかかっ
たような不思議なフレーバー。爽やかな酸味のホワイトシャーベットも合わさっ
て絶妙な味わい。

ゴーストワールド
ハロウィンの夜、この世を彷徨うと信じられていたゴーストをモチーフにしたアイ
スクリーム。
チョコレートアイスクリームに、おばけをイメージした真っ白なトーステッドマシュマ
ロ味のアイスクリームを合わせ、暗闇の中から現れるゴーストを表現しました。
濃厚なチョコレートに、マシュマロの優しい甘さが絶妙に溶け合います。たっぷり
入ったグラハムクラッカーと、パリパリのチョコレートフレークが美味しさのアクセ
ントに。

マジカルミントナイト
ハロウィンの夜空にきらめく魔法をイメージしたフレーバーが今年も登場。
ちょっぴりビターなチョコレートと、爽やかなミントの 2 つのフレーバーをバランスよく組
み合わせ、赤と緑のポップロックキャンディをちりばめました。口の中でパチパチ弾け
るポップロックキャンディが、ハロウィンの楽しい気分を盛り上げます。

パンプキンプリン
ハロウィンの象徴、ジャック・オー・ランタンをイメージした、カボチャをたっぷり使った
フレーバー。
カボチャ本来の甘さと風味を生かした、舌触りもなめらかなパンプキンプリンのアイス
クリーム。ほろ苦いカラメルソースがトロリと溶け込み、パンプキンプリンの優しい甘さを
引き立てる、あっさりとした口当たりに仕上げました。
※ジャック・オー・ランタン(Jack-o’-lantern)・・・カボチャをくり抜きおばけの顔をした提灯
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～ ワンダフルハロウィンキャンペーン ～
サーティワンでは 9 月 15 日（土）～10 月 31 日（水）の期間、“ワンダフルハロウィンキャンペーン”を行います。

1. ハロウィンディスプレイでお
ハロウィンディスプレイでお出迎
でお出迎え
出迎え
キャンペーン期間中、全国のサーティワンアイスクリームストアーがハロウィン一色に。カボチャ、おばけ、コウモリな
どのステッカーやディスプレイでみなさまをお迎えします。コーンスリーブやカップ、テイストスプーンのデザインも期
間限定のハロウィン仕様に。

2. ハロウィンシールプレゼント＆
ハロウィンシールプレゼント＆スピードクジ 【実施期間：9 月 15 日（土）～10 月 30 日（火）】
期間中、お買い上げのお客様にもれなくハロウィンシールを 1 枚プレゼント。 さらに、250 円お買い上げごとに抽選
クジを 1 枚お渡しいたします。当たりが出たら、クジに記載されているプレミアムグッズをその場でプレゼント。プレミア
ムグッズは、カボチャとアイスクリームがデザインされた「ハロウィンブランケット」(約 70cm×100cm)、お湯を注ぐと
煙の中からカボチャが現れる「マジカルマグカップ」（直径 7ｃｍ×高さ 8ｃｍ）、ダブルアイスにカボチャが乗った「パ
ンプキンボールペン」（青・ピンク 2 色／約 13ｃｍ）の全 3 種類です。

3. キャンディプレゼント 【実施：10 月 31 日（水）】
ハロウィン当日の 10 月 31 日、お買い上げいただいたお客様全員にキャンディをプレゼント。プレゼントの合言葉は
「ハッピーハロウィン」。魔女に仮装したスタッフに「ハッピーハロウィン」と声を掛けてキャンディをもらって下さい。キ
ャンディはストロベリ―、メロン、オレンジ味の全 3 種類です。当プレゼントはキャンディがなくなり次第終了します。

4. ハロウィンサンデー 【実施期間：9 月 15 日（土）～10 月 31 日（水）】
ハロウィンサンデーがリニューアルして今年も登場いたします。お墓をイメージしたブラウニーの中でおばけとかぼちゃ
おばけが楽しそうに遊んでいます。キッズサイズのお好きな２つのフレーバーに、おばけクッキー、2 つのカボチャチョ
コ、さらにブラウニーにはチョコレートソース、くるみキャンディングをトッピングしました。ハロウィン仕様のカップに盛り
付けて、ハロウィンを思いっきり楽しめるサンデーです （価格：550 円～ ※価格は店舗によって異なります）。
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