報道関係各位

2012 年 11 月 29 日

累計販売台数“100 万台”突破 「ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ」に新たなニュース！

「ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ」×「スター・ウォーズ」
数量限定のコラボレーションモデル 2 タイプが登場！
12 月 7 日（金） 特設サイトオープン、「ネスレ通販」限定で発売
11 月 30 日（金）から「カフェ ネスカフェ原宿」にて
“またひとつ、おいしいエピソード” と題し、発売に先駆けたコラボモデルの特別展示も実施。

http://p.nestle.jp/nbasw/
ネスレ日本株式会社（本社：神戸市、代表取締役 社長 兼 CEO：高岡 浩三）は、累計販売台数 100 万台を
突破した“世界で唯一のインスタントコーヒー専用”家庭用コーヒーマシン「ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ」
（旧称：「ネスカフェ バリスタ」）の数量限定コラボレーションモデルとして、「ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ
スター・ウォーズ『ダーク・サイド』セット」、「ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ スター・ウォーズ『ライト・サイド』
セット」の 2 モデルを、12 月 7 日（金）より「ネスレ通販」限定で発売します。いずれのモデルも、スター・ウォーズの
キャラクターをデザインした 2 枚の「特別着せ替えパネル」、「ライトセーバー型マドラー」、各サイドのロゴをフィー
チャーした「オリジナルマグカップ」をセットにした全 5000 台（「ダーク・サイド」セット 3000 台/「ライト・サイド」セット
2000 台）の数量限定販売で、価格は 9800 円（税込）です。

「ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ」×｢スター・ウォーズ｣ 限定コラボレーションモデル

【報道関係の皆様からの本リリースに関するお問い合せ】
「ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ」広報事務局 （アズ・ワールドコム ジャパン内）
東京都港区赤坂 2-18-3 TEL: 03-5575-3605 FAX: 03-5575-3222
担当：三輪、吉本
e-mail: nescafe-system@w-az.co.jp

■常識を覆し、新しいライフスタイルを築いてきた両者が届ける「またひとつ、おいしいエピソード」
2009 年 4 月の発売以来、いつもの「ネスカフェ」シリーズ* を使いながら、ボタンひとつで 5 種類ものカフェメニュー
を楽しめる画期的な「インスタントコーヒー専用」コーヒーマシンとして好評を得てきた「ネスカフェ ゴールドブレンド
バリスタ」は、累計出荷台数 100 万台を突破しました（2012 年 10 月時点）。
このたび企画開発したのは、「スター・ウォーズ」とのコラボレーションモデル（2 タイプ）です。従来のコーヒー
メーカーの常識にとらわれない、新しいコーヒー
の楽しみ方を提案し、カフェや喫茶店だけでなく、
自宅でも本格的なカフェを味わう「ウチナカ
カフェ」といった新しいライフスタイルを牽引して
きたネスレ日本の「ネスカフェ ゴールドブレンド
バリスタ」と、豊かなイマジネーションと圧倒的な
クリエイティビティで世界中の人々を魅了しつづ
けてきた「スター・ウォーズ」。ともに常識を覆し、
新しい世界を開拓してきた両者によるコラボレー
ションモデルを通じて、より多くの方々に新しい
コーヒ―の楽しみ方を提案することを目指して
います。
「ダーク・サイド」セット、「ライト・サイド」セット、いずれも本体
側面にそれぞれを象徴する人気のキャラクターを大胆に
あしらったデザインです。細部までこだわったマドラーと
マグカップも付属し、「大好きなものを所有する喜び」を感じ
られるコレクションアイテムです。「ネスカフェ
ゴールドブレンド バリスタ」ならではの多彩で本格的な
カフェメニューを楽しみながら、迫力満点の「スター・ウォー
ズ」シリーズを自宅で鑑賞する―。それぞれのご家庭に、
“またひとつ、おいしいエピソード”をお届けします。
* 「ネスカフェ ゴールドブレンド エコ＆システムパック 80g・120g」、
「ネスカフェ 香味焙煎 エコ＆システムパック 深煎り・中煎り 60g」、
「ネスカフェ プレジデント エコ＆システムパック 75g」のみ使用できます。

■ 製品概要
商品名
ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ
スター・ウォーズ「ダ－ク・サイド」セッ
ト
ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ
スター・ウォーズ「ライト・サイド」セット

セット内容
ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ 本体
「銀河帝国」パネル2枚
ダースベイダー ライトセーバー型マドラー
「銀河帝国」マグカップ
ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ 本体
「反乱同盟」パネル2枚
アナキン・スカイウォーカー ライトセーバー型マド
ラー
「 乱 盟 グカ プ

通販価格（税込）

発売日

9800円

2012年12月7日（金）

9800円

2012年12月7日（金）

<仕様>
電源：100V, 50/60Hz 消費電力：1460W 使用温度：5℃-35℃
本体サイズ：幅17.6cm x 高さ 35.9cm x 奥行 28.5cm ポンプ圧力：最大15気圧 タンク容量：0.8L 重量：3.6kg
<備考>
ネスレ日本による通販限定品。「ダーク・サイド」セット 3000台、「ライト・サイド」セット 2000台の数量限定販売。
販売方法の詳細はインターネット「ネスレ通販オンラインショップ」（http://shop.nestle.jp）参照。

■「“またひとつ、おいしいエピソード”＠カフェ ネスカフェ原宿」と題し、発売に先駆けた特別展示を実施
限定コラボレーションモデルの発売に先駆け、11 月 30 日（金） より「カフェ ネスカフェ原宿」（渋谷区神宮前）
にて、“またひとつ、おいしいエピソード＠カフェ ネスカフェ原宿”と題した特別展示ブースを設置します。
期間中は、店舗エントランスに並んだ数量限定の貴重な「スター・ウォーズ」コラボモデルなどをご覧いただけ
ます。
実施概要
名 称： 「ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ」×「スター・ウォーズ」 “またひとつ、おいしいエピソード＠カフェ ネスカフェ原宿”
内 容： 発売に先駆けた限定コラボレーションモデルの特別展示
期 間： 11 月 30 日（金）から

但し、12 月 4 日（火）を除く

※本企画のご取材につきましては、広報事務局（03-5575-3605/ nescafe-system@w-az.co.jp）までお問い合わせください。

カフェ ネスカフェ原宿
住 所：
電 話：
営 業：
アクセス：

東京都渋谷区神宮前 1-22-8
03-6439-6555
11：00～21：00 年中無休
(年末年始及び特別休業日を除く)
JR 原宿駅竹下口より徒歩 2 分

ネスレでは、累計販売台数 100 万台を突破し、コーヒーマシンの「新定番」として定着してきた
「ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ」をはじめ、今後も、従来の常識を超えるコラボレーションモデルの開発や
様々な企画を通じて、更なる家庭内コーヒー需要の創出を目指すとともに、新しいコーヒーの楽しみ方を提案して
いきます。

「ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ」について
世界で唯一の“インスタントコーヒー専用”コーヒーマシンです。
カプチーノもエスプレッソタイプもボタンひとつで思いのまま。
「ネスカフェ ゴールドブレンド」をはじめ、いつもの｢ネスカフェ｣
シリーズを使って、簡単に 5 種類のコーヒーメニューが作れる
家庭用コーヒーマシンの「新定番」です。
本格的な「カフェラテ」が 1 杯約 24 円**で楽しめます。
** 販売価格から推計。
コーヒー（2g 使用）：1 杯当たり 14 円（ネスカフェ ゴールドブレンド使用の場合）。
牛乳（60mi 使用）：1 杯当たり 10 円

以上

【報道関係の皆様からの本リリースに関するお問い合せ】
「ネスカフェ ゴールドブレンド バリスタ」広報事務局 （アズ・ワールドコム ジャパン内）
東京都港区赤坂 2-18-3 TEL: 03-5575-3605
担当：三輪、吉本

FAX: 03-5575-3222

e-mail: nescafe-system@w-az.co.jp

【その他、商品・ネスレ日本に関するお問い合わせ】
ネスレ広報室
神戸市中央区御幸通 7-1-15 ネスレハウス TEL: 078-230-7050 FAX: 078-230-7108
担当：深沢、嘉納

e-mail: Yuta.Fukasawa@jp.nestle.com

＜Home Page＞ http://nestle.jp/
【掲載される場合の読者からのお問い合わせ先】
ネスレお客様相談室 TEL：0120-00-5916 （受付時間：日曜・祝日を除く午前 9 時から午後 5 時まで）

