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世界27カ国で販売、アメリカで大人気のプレミアムアイスクリーム

“BEN&JERRY’S”がついに日本上陸！
日本1号店「BEN&JERRY’S 表参道ヒルズ店」
2012年4月14日（土）オープン

ユニリーバ・ジャパンは、アメリカ生まれのプレミアムアイスクリーム「BEN&JERRY’S（ベン＆ジェリーズ）」の
日本 1号店となる旗艦店「BEN&JERRY’S 表参道ヒルズ店」を、来たる2012年4月14日（土）に、表参道ヒル
ズ1階にオープンします。

世界27カ国で愛されている、プレミアムアイスクリームブランド 「BEN&JERRY’S」
BEN&JERRY’Sは1978年に創業されたプレミアムアイスクリームのブランドで、2000年よりユニリーバグループ
の一員となり、現在は、世界27カ国で販売しております。上質な原料、乳成分たっぷりの豊かなおいしさと、具だく
さんでユニークなメニュー展開が特長で、店舗での展開のほか、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなど
でも商品を広く販売しております。

アメリカで大人気のプレミアムアイスクリーム！ハリウッドセレブも大好き！
アメリカでは294店舗を展開しており（2012年1月時点）、大人気のアイスクリームです。
人気海外ドラマのワンシーンで食べられていたり、ハリウッドセレブにもファンが多くいるなど、おしゃれなプレミア
ムアイスクリームとして多くの人々に愛されています。

2012年春、ついに日本上陸！日本初の旗艦店は表参道ヒルズにオープン
今回、日本初出店となる表参道ヒルズ店では、日本限定のフレーバーを含むこだわりのアイスクリーム16種を
メインに、サンデーや、アイスクリームで作ったシェイク、フローズンドリンク「カフェチラー」などのアレンジメニュー、
さらにオーダーメイドのデザインも可能なアイスクリームケーキなど、バラエティ豊かなメニューを展開します。
その他、お土産やギフトにぴったりな BEN & JERRY’Sオリジナルグッズの販売も予定しています。
今後、BEN&JERRY’Sは、2017年までに30～50店舗の出店を目指しています。

【メニューの一例】

【店舗内観イメージ】
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【BEN&JERRY’S 店舗概要】
■店名： BEN&JERRY’S 表参道ヒルズ店
■住所： 東京都渋谷区神宮前4丁目12番10号
表参道ヒルズ1Ｆ
■電話番号： 未定
■営業時間： 11：00 ～ 21：00
■席数： 28席
■坪数： 31坪
■ＷＥＢサイト：http://www.benjerry.jp
【外観イメージ】

【 BEN&JERRY’Sの特長】
POINT 1

上質な原料、具だくさんのアイスクリーム

BEN&JERRY’Sのアイスクリームは、自然由来の上質な素材を中心に使用した、乳成分たっぷりの豊かな
おいしさが特長のプレミアムアイスクリームです。
ゴロゴロした大きめのチャンク（＝チョコレートやクッキーなどの具）が入ったフレーバーが特に人気で、
アイスクリームとチャンクの独特な味の組み合わせや食感のコンビネーションが楽しいアイスクリームです。

POINT2

アーティストとのコラボや社会貢献など、ユニークなフレーバー名

伝説のロックバンド、「グレイトフルデッド」のギタリスト、ジェリー・ガルシアの名前を冠し
たフレーバー「チェリー ガルシア」や、アラスカ州の国立公園での石油採掘への反対を
訴えるために作られた「ベイクド アラスカ」など、 BEN&JERRY’Sならではのユニークな
フレーバー名も特長です。
表参道ヒルズ店では、日本限定のフレーバーの展開も予定しています。

POINT3

アイスクリームを通じて世の中を良くする

アイスリームを通じて少しづつでも世の中を良くしていきたい、という想いのもと、アイスクリームの原料の
ブラウニーは社会支援施設として設立されたニューヨークの著名なグルメベーカリー「グレイストン・
ベーカリー」から調達しています。
また、アイスクリームでは日本初となる、国際フェアトレード認証のフレーバーも12種類販売いたします。

POINT4

オーダーメイド可能なアイスクリームケーキ

BEN&JERRY’S自慢のアイスクリームを2層重ねたアイスクリーム
ケーキは、メッセージはもちろん、ケーキ自体のデザインをオーダー
メイドすることも可能です。
（※フレーバーもお選びいただけます。）
事前にご希望のデザインをお伝え頂ければ、スタッフが一つ一つ
デコレーションします。野球ボール柄、牛柄など、色も自由、デザイン
も自由なので、世界で一つだけのケーキが作れます。

POINT5

お土産やプレゼントに！オリジナルグッズも販売

BEN&JERRY’Sの店舗では、 タンブラーやＴシャツなど、BEN &
JERRY’Sオリジナルグッズも販売予定です。
牛のキャラクターやアイスクリームがデザインされたBEN&JERRY’S
の世界観たっぷりなグッズは、お土産やプレゼントにもおすすめです。
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※価格は全て税込みになります。

【提供メニュー】
■アイスクリーム
・カップ、コーン ： スモール（1スクープ）
レギュラー（2スクープ）
ラージ（3スクープ）

360円
550円
750円

・ワッフルコーン

＋100円

・チョコレート ワッフル コーン

＋150円
各50円～100円

・トッピング

980円
・パイント（お持ち帰り）
・・・お好きなフレーバーをパイントに詰めて
お持ち帰りいただけます。

（左奥）スモール、（中央）レギュラー、（右奥）ラージ

＜展開フレーバー＞
●チェリー ガルシア

●チャンキー モンキー

アメリカでの人気No.1。
チェリーとチョコレートのチャンク
が入った、チェリーアイスクリーム
です。
伝説のロックバンド、「グレイトフル
デッド」のギタリスト、ジェリー・ガル
シアの名前を冠しました。

●チョコレート ファッジ ブラウニー

クルミとチョコレートのチャンクが
入った、バナナアイスクリーム。
BEN&JERRY’Sを象徴する、
チャンク満載のフレーバーです。
ゴロゴロのチャンクをお楽しみく
ださい。

●ベイクド アラスカ：

ブラウニーの入った、チョコレート
アイスクリーム。
ブラウニーはニューヨークの「グレ
イストン・ベーカリー」という経済的
困難を抱えた人たちに職を提供す
る目的で設立されたベーカリーで
製造されているものを使用。

マシュマロのソースと、ホッキョク
グマ型のホワイトチョコの入った、
バニラアイスクリーム。
アラスカ州の国立公園での石油
採掘への反対を訴えるために作ら
れたフレーバーです。

●ストロベリー チーズケーキ：ストロベリーのチャンクとグラハム・クラッカーの入った、

ストロベリーチーズケーキのアイスクリーム
●ベリーナイス：イチゴをふんだんに使った、ストロベリーアイスクリーム
●バニラ キャラメル ファッジ：キャラメルとチョコレートのソースが入った、バニラアイスクリーム
●フィッシュ フード：マシュマロとキャラメルのソースに加えて、お魚型のチョコレートチャンクが入った、

チョコレートアイスクリーム
●トリプル キャラメル チャンク：キャラメルのソースとチャンクの入った、キャラメルアイスクリーム
●コーヒー バズ：エスプレッソ風味のチョコレートチャンクが入った、コーヒーアイスクリーム
●ミント チョコ チャンク：チョコレートのチャンクが入った、ミントアイスクリーム

●バニラ：途上国の農家の方々を支援する目的で設立された、フェアトレード認定のバニラを使用した、
なめらかなバニラアイスクリーム
※上記のほか、日本限定のフレーバーも展開予定です。
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※価格は全て税込みになります。

【その他、提供メニュー】
■お好みのアイスを贅沢にもりつける“サンデー”
BEN&JERRY’S自慢のアイスクリームに、ホイップクリームや
クッキー、ブラウニーなどを盛り付ける、贅沢なサンデーです。
アイスクリームのフレーバーはお選びいただけます。
-チョコレート ファッジ サンデー

550円

-ワッフルコーン サンデー

550円

-バナナ ファッジ ロワイヤル

650円

-ブラウニー スペシャル

650円

-クッキー クッキー サンデー

650円

チョコレート ファッジ サンデー

■こだわりのアイスクリームで作る“シェイク”
BEN&JERRY’Sのアイスクリームで作る濃厚なシェイクです。
お好きなフレーバーを2種類お選びいただいて、オリジナルの
シェイクを作ることも可能です。
-ミント モカシェイク

600円

-キャラメル マキアート

600円

-キャラメル ブラウニー シェイク

600円

-ストロベリー チーズシェイク

600円

-チョコレート チェリー シェイク

600円

-クリエイト ユア オウン

600円

ストロベリー チーズシェイク

■コーヒーテイストのフローズンドリンク“カフェチラー”
アイスクリームとコーヒーをブレンドしたオリジナルフローズン
ドリンクです。
-オリジナル カフェチラー

650円

-キャラメル カフェチラー

650円

-モカ カフェチラー

650円

-バニラ カフェチラー

650円

オリジナル カフェチラー

■オーダーメイドのデザインも可能な“アイスクリームケーキ”
BEN&JERRY’S自慢のアイスクリームを2層に重ねたアイ
スクリームケーキは、メッセージはもちろん、ケーキ自体
のデザインもオーダーメイドすることが可能です。
（フレーバーもお選びいただけます。）
-スモール

3,000円

-ラージ

4,000円

※その他、各種ソフトドリンクもご用意しています。
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【BEN&JERRY’Sについて】
■ BEN&JERRY’Sの歴史：
～アイスクリーム好きの二人の青年が始めたアイスクリーム屋～
BEN&JERRY’Sは、 1978年、アメリカの北東部、緑豊かなバーモント州で生まれました。
アイスクリーム好きの二人の青年、ベン・コーエンとジェリー・グリーンフィー
ルドが「単純にアイスクリームが大好きだから」という理由で、アイスクリーム
ショップを始めたのが、このブランドの始まりでした。ベンとジェリーは5ドルの
通信講座でアイスクリームの作り方を学び、ガソリンスタンドの跡地に1店舗
目をオープンしました。

■ 海外での展開：
～世界27カ国で愛される、プレミアムアイスクリームブランドに～
BEN&JERRY’Sは、そのおいしさとユニークなフレーバーで全米で人気を博し、1994年にはイギリスへ出店
し海外展開を開始。2000年よりユニリーバグループの一員となり、現在は世界27カ国、815店舗（2011年12
月現在）を展開しています。さらに店舗での展開のほか、スーパーマーケットやコンビニエンスストアなどでも
商品を広く販売しています。

■ BEN&JERRY’S の社会貢献のスタイル：
～少しづつでも世の中を良くすることを、楽しくやろう！～
BEN&JERRY’S は、高品質の商品を提供し、企業体として適切な利益を得るということと同等に、経済と社
会によい影響を与えていくことをブランドの存在意義と考え、 「少しづつでも世の中を良くすることを、楽しく
やろう！」というポリシーのもと、様々な形での社会貢献に力を入れています。
BEN&JERRY’Sの社会貢献は単なる寄付にとどまりません。
アイスリームを通じて少しづつでも世の中を良くしていきたい、という
想いのもと、原料のブラウニーは社会支援施設として設立された
ニューヨークの著名なグルメベーカリー「グレイストン・ベーカリー」
から調達しています。
また、共存共栄をテーマに、原料は公正な価格で取引すべく、アイ
スクリームでは日本初となる、国際フェアトレード認証のフレーバー
も12種類販売いたします。
※フェアトレードとは、発展途上国の農産物や雑貨などを、適正な賃金や労働条件を保証した価格で継続的に購入す
る取組みのことです。低賃金労働による貧困の解消、雇用創出、経済的自立を促すねらいがあります。

〈この件に関する報道関係の皆様からのお問合せ先〉

“BEN&JERRY’S” PR事務局 ＜㈱アンティル内＞ 担当：吉本・有田・織田・村木
TEL：03-5572-6064 FAX：03-5572-6065
MAIL：ben_and_jerrys@vectorinc.co.jp
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