2021 年 2 月 2 日
ネスレ日本株式会社

サクラシーズンの訪れを祝う、華やかな味わい

新フレーバー「サクラ ストロベリー ラテ」と
春季限定コーヒー「スターバックス® スプリング ブレンド」 製品
2 月 15 日(月)より発売開始
ネスレ日本株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役 社長 兼 CEO：深谷 龍彦）は、家庭用コーヒー製品として
初めて発売する新フレーバー「サクラ ストロベリー ラテ」2 製品と、春季限定コーヒー「スターバックス ® スプリング
ブレンド」4 製品の販売を、2 月 15 日（月）より開始します。

■カフェ ラテ タイプの新フレーバー「サクラ ストロベリー ラテ」を期間限定で発売
スターバックスの店舗では、日本文化への敬意を込めて、象徴的な「桜」をモチーフとし、「スターバックスのサクラ
シーズン」として満喫していただける商品を毎年春に展開しています。家庭用コーヒー製品として初めて発売する
新フレーバー「サクラ ストロベリー ラテ」は、サクラとストロベリーの華やかで甘みのある味わいが特長です。コーヒーは
スターバックスのお店と同じアラビカ豆を 100％使用し、やわらかな泡とともに豊かな風味が楽しめます。サクラシーズン
向けの新製品として、お湯を注ぐだけで手軽に 本格的な味わいが楽しめるスティックタイプの「スターバックス ®
プレミアム ミックス」と、カプセル式本格カフェシステム「ネスカフェ ドルチェ グスト」専用カプセルの 2 製品を発売します。

画像：
スターバックス® プレミアム ミックス
サクラ ストロベリー ラテ 4 本

画像：
スターバックス® サクラ ストロベリー ラテ
ネスカフェ ドルチェ グスト 専用カプセル 12P (6 杯分)

■春季限定の味わいを楽しめる「スターバックス® スプリング ブレンド」製品が今年も登場
「スターバックス® スプリング ブレンド」は、春の訪れを告げる華やかな味わいのコーヒーを、スターバックスのお店以
外のスーパーマーケットやオンラインショップなどでも手にしていただくために開発された春季限定の製品です。
ラテンアメリカ産と東アフリカ産のコーヒーをブレンドし、ミルクチョコレートとスイートオレンジのような上品な風味と、
バランスのよいコクが特徴で、１年に一度きりの新しい季節の始まりに寄り添うコーヒーです。
自宅やオフィスで手軽に楽しめる家庭用製品として「スターバックス オリガミ ® パーソナルドリップ ® コーヒー」と
「レギュラーコーヒー（粉）」の 2 タイプを発売するとともに、「スターバックス オリガミ ® パーソナルドリップ ® コーヒー
スターバックス ® スプリング ブレンド」1 袋と「スターバックス ® オリジナル リユーザブル カップ」がセットになった
「リユーザブル カップつき」製品も発売します。スターバックスの緑のサイレンロゴを配し、サクラを散らした春らしい色合
いが特徴のリユーザブル カップは、繰り返し使用でき、手軽に持ち歩くことができます。

■限定オリジナルグッズ付き製品も発売
また、2020 年冬季に好評だった「スターバックス ® シーズナル コレクション」からは、「スターバックス オリガミ ®
パーソナルドリップ® コーヒー スターバックス® スプリング ブレンド」4 袋と「スターバックス® オリジナル リユーザブル
カップ」に加え、ピクニックシートやテーブルクロスとして活用できる「スターバックス さくらクロス」の 3 点がセットになった
「スターバックス® シーズナル コレクション スプリング」が発売されます。「スターバックス さくらクロス」は、この製品でし
か手に入らない、限定オリジナルグッズです。

なお、「スターバックス® スプリング ブレンド リユーザブル カップつき」と「スターバックス® シーズナル コレクション
スプリング」は、2 月 2 日（火）より以下のサイトで先行予約受付を行います。
●「スターバックス® スプリング ブレンド リユーザブル カップつき」
ネスレ通販オンラインショップ
https://shop.nestle.jp/front/contents/sbx/season/spring/
Amazon
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B08T9FX7PX
●「スターバックス® シーズナル コレクション スプリング」
ネスレ通販オンラインショップ
https://shop.nestle.jp/front/contents/sbx/season/spring/
Amazon
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B08T65335J

■製品概要
希望小売価格

製品名

(税抜)

スターバックス® プレミアム ミックス サクラ ストロベリー ラテ
4本
スターバックス® サクラ ストロベリー ラテ
ネスカフェ ドルチェ グスト 専用カプセル 12P (6 杯分)
®

スターバックス オリガミ

発売日

￥398
￥908

全国の主要スーパー

®

パーソナルドリップ コーヒー

®

スターバックス スプリング ブレンド 4 袋
スターバックス コーヒー
®

スターバックス スプリング ブレンド 140g （粉）
スターバックス オリガミ® パーソナルドリップ® コーヒー
スターバックス® スプリング ブレンド リユーザブル カップつき
スターバックス® シーズナル コレクション スプリング

販売チャネル

￥475
￥665

マーケット等*、
2 月 15 日

ネスレ通販

（月）

オンラインショップ

￥598
￥4,000

ネスレ通販
オンラインショップ等**

* 一部取扱のない店舗もあります。スターバックス店舗では販売しません。
** 「スターバックス® スプリング ブレンド リユーザブル カップつき」と「スターバックス® シーズナル コレクション スプリング」は、2 月 2 日
(火)からネスレ通販オンラインショップ・Amazon で先行予約受付を行います。

画像(上段左より)：
「スターバックス® プレミアム ミックス サクラ ストロベリー ラテ 4 本」
「スターバックス® サクラ ストロベリー ラテ ネスカフェ ドルチェ グスト 専用カプセル 12P (6 杯分)」
「スターバックス® シーズナル コレクション スプリング」
「スターバックス オリガミ® パーソナルドリップ® コーヒー スプリング ブレンド 4 袋」
「スターバックス コーヒー スターバックス® スプリング ブレンド 140g （粉）」
「スターバックス オリガミ® パーソナルドリップ® コーヒー スターバックス® スプリング ブレンド リユーザブル カップつき」

以上

