2021 年 11 月 17 日

「世界のスターバックスホリデーにふれてつながろう」第 2 弾
こんがりと焼いたホワイトチョコレートの香ばしい味わいの
『トーステッド ホワイト チョコレート フラペチーノ® / モカ』を 11 月 24 日(水)から販売！
サンタクロースに扮したシロクマや、シンプルなリボンなどをデザイン
大切な人にも、自分にも、ギフトを贈りたくなるようなホリデーグッズは 12 月 1 日(水)から登場！
スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社［本社所在地：東京都品川区、代表取締役最高経営責任者
（CEO）：水口貴文］は、2021 年 11 月 24 日(水)よりホリデービバレッジ第 2 弾としてアメリカのスターバックスで
ホリデーシーズンに親しまれているビバレッジをアイデアに開発した『トーステッド ホワイト チョコレート フラペ
チーノ®』、『トーステッド ホワイト チョコレート モカ』を販売します。また、スターバックス ホリデーからのギフト
をテーマにしたグッズの第 2 弾は、12 月 1 日(水)に登場します。また、ホリデーのコンセプト「世界のスターバッ
クスホリデーにふれてつながろう」を体験できるデジタルコンテンツ『STARBUCKS WORLD HOLIDAY MARKET』
の世界に入り込むような、Instagram AR フィルターも 11 月 24 日(水)に登場します。
■ こんがりと焼いたホワイトチョコレートの香ばしい味わいを楽しむ贅沢なホリデービバレッジ！
『トーステッド ホワイト チョコレート フラペチーノ®』と、『トーステッド ホワイト チョコレート モカ』は、アメリカ
のスターバックスで毎年ホリデーシーズンに登場する人気のビバレッジ『トーステッド ホワイト チョコレート
モカ」を日本ならではの味わいにアレンジしました。『トーステッド ホワイト チョコレート フラペチーノ®』は、
コクのあるホワイト チョコレートを焼いたときの、香ばしい味わいを表現し、豊かな風味を存分に味わってい
ただくことができます。フラぺチーノ®のボディには、ホワイトチョコレートシロップと、こんがりと焼いたクッキ
ーを 1 枚ブレンド。コク深い甘さに、香ばしさを加えます。ホイップクリームの上には、ホワイトチョコレートで
コーティングしたマシュマロとこんがり焼いたベイクドホワイトチョコレート、そしてキラキラと輝くゴールデン
シュガーをトッピングし、ホリデー気分を盛り上げてくれるような見た目に仕上げました。『トーステッド ホワ
イト チョコレート モカ』は、ホワイトチョコレートとエスプレッソの相性抜群の組み合わせをご堪能いただくこ
とができます。バリスタが一杯ずつ丁寧に
スチームしたミルクに、抽出したてのエス
プレッソ、ホワイトチョコレートシロップを合
わせました。トッピングのホワイトチョコレ
ートマシュマロがとろける食感もお楽しみ
いただけます。
スターバックス ホリデー2021 のテーマ
「世界のスターバックスホリデーにふれて
つながろう」を感じることができる贅沢な 1
杯とともに、ホリデー本番を迎えるワクワ
クする気分をお楽しみください。






商品名・価格（表示価格は税込の総額表示となります）:

『トーステッド ホワイト チョコレート フラペチーノ®』 Tall サイズのみ ※カカオ分 0.5%未満
＜お持ち帰りの場合＞¥638 ＜店内ご利用の場合＞ ¥650

『トーステッド ホワイト チョコレート モカ』（Hot/Iced） ※カカオ分 0.5%未満
＜お持ち帰りの場合＞Short ¥501／Tall ¥540／Grande \579／Venti® ¥618
＜店内ご利用の場合＞Short ¥510／Tall ¥550／Grande \590／Venti® ¥630
販売期間：2021 年 11 月 24 日(水)～12 月 25 日(土) ※なくなり次第終了
取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗 （一部店舗を除く）
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■ 大切なあの人にも、がんばった自分にも。スターバックス ホリデーからのギフトがテーマ！
ホリデーシーズングッズ第 2 弾は 12 月 1 日(水)から登場
オンラインストアでは 11 月 24 日(水)より先行販売
スターバックス ホリデーシーズングッズの第 2 弾は、シロクマがアイコンとなってプレゼントを運んでいた
り、サンタクロースに変装していたりするデザインの他、ワンポイントアクセントにリボンが描かれたシンプ
ルなデザインなどが登場。ピンクのボディに施されたグリッターがキラキラと輝き、シンプルに描かれたリボ
ンがアクセントの『ホリデー2021 ステンレス ToGo ロゴタンブラー パールピンク』、ギフトボックスを運ぶシ
ロクマたちを描いたデザインと、キラキラ輝く紙吹雪が入った『ホリデー2021 タンブラーポーラーベア』、サ
ンタに扮したシロクマとカラフルなリースをデザインしたマットな質感の『ホリデー2021 ステンレスミニボトル
ポーラーベア』など、ホリデー気分を高めてくれるラインナップをご用意。大切なあの人にも、がんばった自
分にも、ギフトを贈ってみてはいかがでしょうか。

■商品名・価格：（番号順）
1,『ホリデー2021 ステンレスマグパープル 355ml』\3,520、2,『ホリデー2021 マグピンク 355ml』\1,980、3,『ホリデー2021 ベアリスタボーイ』\3,300、4,
『ホリデー2021 ペストリーボックスセット』\1,650、5,『ホリデー2021 ハンディーステンレスボトルパープル 500ml』\4,840、6,『ホリデー2021 ステンレス
ボトルポーラーベア 473ml』(オンライン限定商品)\4,290、7,『ホリデー2021 ステンレスタンブラーホワイトリース 473ml』\4,180、8,『ホリデー2021 耐
熱グラスマグポーラーベアフェイス 296ml』\3,300、9,『ホリデー2021 耐熱グラスマグリース 296ml』\2,530、10,『ホリデー2021 キャニスター
RED CUP』\2,750、11,『ホリデー2021 ステンレス ToGo ロゴタンブラーパールピンク 473ml』\4,400、12,『ホリデー2021 タンブラーポーラーベア
473ml』\2,420、13,『ホリデー2021 ステンレスミニボトルポーラーベア 237ml』\3,630、14,『2022 スターバックス年賀状 3 枚セット』\1,100、
15,『ホリデー2021 ビバレッジカード RED CUP』\682、16,『ホリデー2021 マグポーラーベア 355ml』\1,980、17,『ホリデー2021 マグポットシェイプ
355ml』\2,310、18,『ホリデー2021 スターバックスミニカップギフトピンク』\1,045
※表示価格はすべて税込価格（10%)です
■取扱店舗販売期間：
全国のスターバックス店舗 （一部店舗を除く） 2021年12月1日(水) ～ 2021年12月25日(土) ※なくなり次第終了
オンラインストア2021年11月24日(水) ～ 2021年12月25日(土) ※なくなり次第終了（一部商品を除く）
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■STARBUCKS WORLD HOLIDAY MARKET の世界に入り込める！Instagram AR フィルターが 11/24 に登場
Instagram ARカメラエフェクト「HOLIDAY Instagram AR」は、スターバックス
オリジナルで開発した、Instagram ストーリーズ用のカメラのARフィルター
です。レッドカップまたは、スターバックス ロゴをカメラにかざすと、窓が出
現。近づくと、STARBUCKS WORLD HOLIDAY MARKETの世界をのぞき
込むことができます。カメラ全体をHOLIDAYの世界に彩る4種のエフェクト
も。キラキラと輝くHOLIDAYのひとときをシェアしませんか。

【楽しみ方】
・Instagram ARフィルターを起動します
（レシート、WEBサイト、スターバックス公式Instagramからアクセス！）
・レッドカップ、またはスターバックス ロゴをカメラにかざします。
・ロゴを認証すると、窓が出現。そこに広がる世界とは…⁉
・カメラのエフェクトは全部で4種類。
・楽しい写真や動画を撮影して、「#スターバックスホリデー2021」で
SNSにシェアしませんか。
https://www.starbucks.co.jp/cafe/holiday_market/ig-ar/
※2021年11月24日公開予定
※本Instagram ARは、Instagramの後援、支持、 または運営ではなく、Instagramは一切関係しておりません。
※画像/動画への映り込みを承諾していない方が映らないようご注意ください。

◆スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社 https://www.starbucks.co.jp/
スターバックス コーヒー ジャパン 株式会社は、1996 年に東京・銀座に日本第 1 号店を開業。現在、全世界 83 か国で 33,000 店舗
以上、日本全国 47 都道府県において 1,685 店舗 (2021 年 9 月末時点、ライセンス店舗を含む）のコーヒーストアを展開しておりま
す。「人々の心を豊かで活力あるものにするために—ひとりのお客様、一杯のコーヒー、そしてひとつのコミュニティから」をミッションに
掲げ、約 4 万人のパートナー(従業員)が、一杯のコーヒーを通じて、人と人とのつながりと心あたたまるひとときを提供しております。
2019 年 2 月 28 日には、世界 5 拠点目となる「スターバックス リザーブ® ロースタリー 東京」をオープンしました。
お客様からのお問合わせ先 0120-336-388
※間違い電話が多くなっておりますのでお気を付けください
（10:00-18:00 年中無休、国際電話、IP 電話からは 03-5745-5890）
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