ネスレネスプレッソ株式会社
2020 年 5 月 26 日（火）

世界のバリスタからインスピレーションを受けた
自宅で楽しむアイスコーヒー専用の数量限定コーヒー4種類
2020年6月2日（火）新発売
多彩なアイスコーヒーアレンジを演出する限定アクセサリーも登場
カプセルコーヒー、専用コーヒーメーカー、“至福のコーヒー体験”をお届けするためのトータルサポートを提供すること
にこだわり続けてきた「NESPRESSO（ネスプレッソ）」（ネスレネスプレッソ株式会社 本社:東京都品川区、代表取締
役社長:パスカル・ルバイー）は、世界各国の熟練したバリスタが作る味わいにインスピレーションを受けた
「バリスタ・クリエーションズ」シリーズから、アイスコーヒー専用に開発された 4 種類のコーヒーを 2020 年 6 月 2 日
（火）より数量限定で発売いたします。また、カフェで楽しむようなアイスコーヒーを多彩なアレンジで演出できる数量限
定のアクセサリーも発売いたします。

「オリジナル」コーヒーメーカー専用
「フレッド・デリカート」（左）、「フレッド・インテンソ」（右）

「ヴァーチュオ」コーヒーメーカー専用
「アイス・レジェロ」（左）、「アイス・フォルテ」（右）

※写真は牛乳を加えた飲み方例です。カプセルに乳は含まれません。

ネスプレッソは、コーヒーチェリーの栽培からコーヒーを味わっていただく瞬間まで、専門家が情熱を注いで作り出した
至福の一杯を皆様にお届けしています。今回、数量限定で発売するのは、「オリジナル」と「ヴァーチュオ」のコーヒーメ
ーカーそれぞれで楽しめる計 4 種類のアイスコーヒー専用カプセルコーヒーです。
ご自宅にいながらにして、まるでバリスタが淹れたようなアイスコーヒーを味わうことのできるアイスコーヒーレシピとと
もに豊かなコーヒー体験をお届けいたします。
ブラックで、そしてミルクを加えて。「オリジナル」で楽しむアイスコーヒー
「オリジナル」向けコーヒーは、軽やかでフルーティーな香りにバランスのとれた味わいの「フレッド・デリカート」、香ばし
く穀物や木を想わせる香りが特長の「フレッド・インテンソ」の 2 種類のコーヒーです。
それぞれ、簡単な 3 ステップでアイスコーヒーをお楽しみいただける、2 種類のレシピとともにご提案します。コーヒー
本来の風味をシンプルにブラックで味わうレシピと、ミルクを加えて爽やかさとともに豊かなコクとなめらかな口あたり
を堪能するレシピで、気分に合わせて暑い夏のコーヒータイムをお楽しみください。
たっぷりの量で味わう、「ヴァーチュオ」で楽しむアイスコーヒー
2020 年 1 月に日本に初上陸した、ネスプレッソの新抽出システムを搭載した全く新しいコーヒーシステム「ヴァーチュ
オ」。初めての夏を迎える 2020 年のアイスコーヒー専用カプセルは、トーストした穀物のような香りと爽やかでフルー
ツを想わせる香りを持つ「アイス・レジェロ」、乾いた穀物のような香りと木や胡椒を想わせる香りの「アイス・フォルテ」
の 2 種。「アイス・ レジェロ」は、ブラックでは爽やかでフルーティーな味わいを、ミルクを加えると軽やかでなめらかな
口あたりをお楽しみいただけます。夏の太陽の下、そよ風に吹かれながら寛ぐひとときにぴったりの 1 杯です。
「アイス・フォルテ」は、力強い味わいをお好みの方におすすめ。深煎りと中煎りのアラビカ豆のブレンドがもたらす力
強い味わいが、氷の上に抽出することでさらに際立つ本格的な一杯をたっぷりとマグサイズで味わうことができます。

1/4

多彩なアイスコーヒーアレンジを演出する数量限定アクセサリーも登場
ご自宅にいながらにして、カフェでアイスコーヒーを楽しむような至福のひとときをお過ごしいただけるよう、グラスとス
プーン、製氷皿がセットになった「ヴュー アイスコーヒーセット」や、アイスコ―ヒーに新たな味わいをプラスする
「シロップ 3 種セット」を数量限定で発売します。さらに、たっぷりとしたサイズでアイスコーヒーをお楽しみいただける、
「ヴァーチュオ アルトマグカップ」のセットも新たに発売します。
アイスコーヒーのためにブレンド・焙煎された個性豊かな味わいの「バリスタ・クリエーションズ」シリーズ。暑い夏のひ
と時を、ネスプレッソのアイスコーヒーとともに爽やかにお過ごしください。

~数量限定コーヒー・アクセサリー 製品概要~
発売日：
2020 年 6 月 2 日（火）(※1)
販売チャネル： 全国の直営店舗 ネスプレッソブティック／ネスプレッソミニ（小型店舗）
フリーダイヤル 0120-57-3101
公式ウェブサイト www.nespresso.com
一部のネスプレッソショップ(※2)
(※1) 「シロップ 3 種セット」のみ 2020 年 7 月発売予定
(※2) 量販店内のネスプレッソ専用ブース

「オリジナル」向けコーヒー
「フレッド・デリカート」
価格： 1 本（10 カプセル入） 本体価格 900 円、税込価格 972 円
おすすめの抽出量： エスプレッソ（約 40ml）
軽やかでフルーティーな香りとバランスのとれた味のコーヒー。
爽やかでフルーティーな香りが特長で、アイスコーヒーにしたときに
このコーヒーが持つ繊細で甘いフルーツを想わせる香りが際立つよう、
ブレンド、焙煎されています。
上品な味わいが、爽やかに喉を潤します。
「フレッド・インテンソ」
価格： 1 本（10 カプセル入） 本体価格 900 円、税込価格 972 円
おすすめの抽出量： エスプレッソ（約 40ml）
しっかりとしたコクと複雑なアロマが特長のアラビカ豆 100%のブレンド。
香ばしく、穀物や木を想わせる香りが特長で
氷の上からコーヒーを注ぎ入れることにより、
豊かな穀物を想わせる香りと、木のような香りが立ち上ります。
そして力強い香りの中に、甘みが際立つ味わい深いアイスコーヒーがお楽しみ
いただけます。
●「オリジナル」で楽しむ 2 つのアイスコーヒーレシピ
ブラックで楽しむアイスコーヒー
1）グラスに 90g の氷を入れる。
2）氷の上から「フレッド・デリカ―ト」または「フレッド・インテンソ」をエスプレッソ（抽出量：約 40ml）で抽出する。
3）90ml の水を注ぎ入れる。
ミルクを加えて楽しむアイスコーヒー
1）グラスに 90g の氷を入れる。
2）氷の上から「フレッド・デリカ―ト」または「フレッド・インテンソ」をエスプレッソ（抽出量：約 40ml）で抽出する。
3）90ml の牛乳を注ぎ入れる。
※コーヒーは必ず氷の上に直接触れるように抽出してください。
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「ヴァーチュオ」向けコーヒー
「アイス・レジェロ」
価格： 1 本（10 カプセル入） 本体価格 950 円、税込価格 1,026 円
抽出量： ダブル・エスプレッソ（約 80ml）
トーストした穀物のような香りと爽やかでフルーツを想わせる香りが
特長のコーヒー。
アイスコーヒーのために施された浅い焙煎は、氷の上に注いだ時に
いきいきとした風味を生み出します。同時にみずみずしいフルーツを
想わせる香りが開き、爽やかさを引き立てます。
たっぷりのアイスコーヒーで爽やかな味わいを楽しみたい方におすすめです。
●「ヴァーチュオ アイス・レジェロ」で楽しむアイスコーヒーレシピ
1）容量 550ml 以上のグラスに 180g の氷を入れる。
2）氷の上から「アイス・レジェロ」（抽出量：約 80ml）を抽出する。
3）お好みで水または牛乳（180ml）を注ぎ入れる。
※コーヒーは必ず氷の上に直接触れるように抽出してください。

「アイス・フォルテ」
価格： 1 本（10 カプセル入） 本体価格 1,000 円、税込価格 1,080 円
抽出量： マグ（約 230ml）
乾いた穀物のような香りと木や胡椒を想わせる香りが特長のコーヒー。
深煎りと中煎りのアラビカ豆のブレンドがもたらすコーヒーの特長的な力強い
味わいは、氷の上で抽出することでさらに際立ちます。
木を想わせる「アイス・フォルテ」の香りによって、印象的な一杯が完成します。
夏のコーヒータイムに力強さと爽やかさを求める方におすすめです。
●「ヴァーチュオ アイス・フォルテ」で楽しむアイスコーヒーレシピ
1）容量 550ml 以上のグラスに 230g の氷を入れる。
2）氷の上から「アイス・フォルテ」（抽出量：約 230ml）を抽出する。
※コーヒーは必ず氷の上に直接触れるように抽出してください。

アイスコーヒーアクセサリー
「ヴュー アイスコーヒーセット」（数量限定）
価格： 本体価格 3,000 円、税込価格 3,300 円
アイスコーヒーレシピにおすすめのレシピグラス 2 個、
レシピスプーン 2 本、シリコーンゴム製・製氷皿※のセット。
※約 30g の氷を 9 つ作ることができます。

「シロップ 3 種セット」（数量限定）
価格： 本体価格 1,000 円、税込価格 1,080 円
アイスコーヒーレシピに新たな味わいをプラスする、
3 種類のフレーバーシロップ。
ソルテッド・キャラメル、ホワイトピーチ、カシス 各 50ml 入り
※2020 年 7 月発売予定

「ヴァーチュオ アルトマグカップ」のセット
価格： 本体価格 3,500 円、税込価格 3,850 円
アルトサイズのコーヒーやたっぷりのアイスコーヒーレシピを楽しむための
アルトマグカップ（満水容量約 590ml）2 個とスプーン 2 本のセット。
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参考：「バリスタ・クリエーションズ」シリーズ
世界中の優秀なバリスタたちの熟練の技とクリエイティビティにインスピレーションを受け、バリスタが淹れたような本
格的なコーヒーを、ご家庭で手軽にお楽しみいただけるよう開発されたシリーズです。
参考：新コーヒーシステム「ヴァーチュオ」プレスリリース（2020 年 1 月 16 日発行）：
https://www.nestle.co.jp/media/pressreleases/allpressreleases/documents/20200116_nespresso_1

ネスレネスプレッソ社について https://www.nespresso.com
コーヒーチェリーから至福の一杯まで、情熱を込めて
ネスプレッソは、1986 年に発売を開始して以降、カプセル式コーヒー市場のパイオニアとして、常に革新を起こし、
世界中の人々のコーヒーの楽しみ方に変化をもたらしてきました。
味わい豊かなコーヒーは、上質なコーヒー豆からつくられます。ネスプレッソでは、世界中を旅する専門家が、
テロワールといわれる標高、気候、土壌の厳しい条件を満たしたごくわずかな生産地を選択して栽培。さらに、
コーヒー豆一粒一粒を大切に、ダイヤモンドを扱うように、収穫や精製、選別を行っています。
また、上質なコーヒー豆を安定的に調達し、生産者に対して経済的・環境的・社会的にポジティブな影響を与えることを目
的とした独自の「AAA サステイナブル・クオリティ（持続可能品質）™プログラム」からコーヒー豆を入手しているのも特徴で
す。焙煎やブレンドなどの各工程におけるスイスの専門家たちが作り出したコーヒーは、鮮度を守るアルミニウム製カプセ
ルに包まれ、コーヒースペシャリストの手から、お客様の手に渡ります。
コーヒーチェリーの栽培から、コーヒーを味わっていただく瞬間まで、ネスプレッソは情熱を込めて至福の一杯をお届けし
ています。
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