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ダイドードリンコ株式会社は、2020 年春夏の新商品として、「ダイドーブレンド アメリカンアイスコー

ヒー」「ダイドーブレンド アメリカンカフェオレ」を 2 月 24 日（月）より、「ダイドーブレンド ダイドー

ブレンドコーヒー ギンレイ」を 3月 2日（月）より、「ダイドーブレンド 微糖 世界一のバリスタ※1監修」

「ダイドーブレンド ブラック 世界一のバリスタ監修」を 3月 9日（月）よりそれぞれ発売いたします。 

※1 世界一のバリスタ：ワールドバリスタチャンピオンシップ 第 14 代チャンピオン ピート・リカータ氏 

 

●商品特長 

ダイドーブレンド アメリカンアイスコーヒー 

深煎り豆の水出しコーヒーを使用し※2、春夏にぴったりな爽やかで飲みやすい苦み

を実現。340g のビッグサイズで、コクがありながらもゴクゴクと飲んでいただける

アイスコーヒーです。※3 

※2 コーヒー原料に占める重量割合として 3％ 

※3 砂糖ミルク入り 

 

ダイドーブレンド アメリカンカフェオレ 

エスプレッソ仕立てのコーヒーにミルクを加えることで、春夏にぴったりなすっき

りとしたカフェオレに仕上げました。340g のビッグサイズで、コクがありながらも

ゴクゴクと飲んでいただけます。 

 

 

ダイドーブレンド ダイドーブレンドコーヒー ギンレイ 

雑味渋味を取り除いた磨き豆※4を 100％使用。浅煎りからじっくりと焙煎した深煎り

まで幅広い豆を使用することで、浅煎りの華やかな香りと深煎りのコクを生かした

風味を実現。雑味の無い豆本来のクリアなコクが楽しめる、仕事の合間の短時間リ

フレッシュにぴったりな味わいに仕上げました。 

 

「ブレンド」と「香料無添加」へのこだわりで充実のラインアップ 

「ダイドーブレンド」ブランドから春夏商品を新発売 

 

※4 焙煎直前に豆と豆をこすりあわせ渋味の原因とされる種皮を取り除いた豆 



ダイドーブレンド 微糖 世界一のバリスタ監修 

ミルクとの相性が良く香りに厚みをもたらすブラジル産高級豆を中心にこだわりの

20 種焙煎豆をブレンドし※5、そこにスペシャルティーコーヒー由来のアロマエキス

を加えることで、コーヒーの持つ豊かな香りを引き上げました※6。香料無添加に加

え、豆を収穫地と国内で“2段階研磨”することにより雑味を抑えたことで、時間を

かけて飲んでも最後までコーヒーの香りと味わいをお楽しみいただけます。 

 

 

 

ダイドーブレンド ブラック 世界一のバリスタ監修 

コロンビア産高級豆を中心にブレンドし※7、そこに香りをギュッと詰め込んだアロ

マエキスを追加することで、これまで以上にコーヒーの華やかで豊かな香りと重厚

なコクを強化しました※8。香料無添加にもこだわった、リラックスタイムにぴった

りなブラックコーヒーです。 

 

 

 

 

 

 

●商品概要 

 商品名 ダイドーブレンド アメリカンアイスコーヒー 

発売日 2020 年 2 月 24 日（月） 

容量 340g 缶 

希望小売価格 115 円（税抜き） 

販売チャネル 自動販売機等 

 商品名 ダイドーブレンド アメリカンカフェオレ 

発売日 2020 年 2 月 24 日（月） 

容量 340g 缶 

希望小売価格 115 円（税抜き） 

販売チャネル 自動販売機等 

 商品名 ダイドーブレンド ダイドーブレンドコーヒー ギンレイ 

発売日 2020 年 3 月 2 日（月） 

容量 210g 缶 

希望小売価格 115 円（税抜き） 

販売チャネル 自動販売機等 

 商品名 ダイドーブレンド 微糖 世界一のバリスタ監修 

発売日 2020 年 3 月 9 日（月） 

容量 260g 缶 

希望小売価格 130 円（税抜き） 

販売チャネル 自動販売機・量販店等 

※5 ブラジル産高級豆 26％使用 

※6 高級豆 60％使用（ブラジル産高級豆含む） 

※7 コロンビア産高級豆 56％使用 

※8 高級豆 85％使用（コロンビア産高級豆含む） 



 商品名 ダイドーブレンド ブラック 世界一のバリスタ監修 

発売日 2020 年 3 月 9 日（月） 

容量 275g 

希望小売価格 124 円（税抜き） 

販売チャネル 自動販売機・量販店等 

 

●キャンペーン情報 

＜おいしさつづく 新・世界一のバリスタ監修 6 缶セット プレゼントキャンペーン＞ 

「ダイドーブレンド 世界一のバリスタ監修」シリーズの新商品発売を記念して、ダイドーブレンド公式

Twitter アカウントをフォローしてキャンペーン対象ツイートをリツイートすると、「ダイドーブレンド 微

糖 世界一のバリスタ監修」がその場で当たる「おいしさつづく 新・世界一のバリスタ監修 6 缶セット プ

レゼントキャンペーン」を 2月 20 日（木）より実施いたします。 

当選者には、3月 9日（月）発売日に賞品をお届けします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

キャンペーン概要 

■名   称 おいしさつづく 新・世界一のバリスタ監修 6缶セット プレゼントキャンペーン 

■応募期間 2020 年 2 月 20 日（木）午後 3時 00 分 

～2020 年 2 月 25 日（火)午前 9 時 59 分まで 

■応募方法 ダイドーブレンド公式 Twitter アカウント(@dydoblend_jp)をフォローして、キャン

ペーン対象の投稿（ハッシュタグ「#世界一のバリスタ監修新発売」)が付いた投稿)

をリツイートしてください。  

＊コメント付きリツイートでは参加できません。 

＊１つのツイートに対して、リツイートは 1回のみ可能です。 

■賞品 「ダイドーブレンド 微糖 世界一のバリスタ監修×6缶」 

■当選者数 300 名様 

キャンペーンの詳細につきましては、2 月 20 日（木）午後 3 時に当社ウェブサイトに開設いたしますキ

ャンペーンサイトをご確認ください。 

（ダイドーブレンドサイト URL：https://blend.dydo.co.jp/） 

 



＜ダイドーブレンドツアーズ あなたはどっち派?!キャンペーン＞ 

「ダイドーブレンド 世界一のバリスタ監修」シリーズ、「ダイドーブレンド ダイドーブレンドコーヒー

ギンレイ」の新商品発売を記念して、それぞれの商品コンセプトをイメージした豪華海外旅行が当たる「ダ

イドーブレンドツアーズ あなたはどっち派?!キャンペーン」を 3月 9日（月）より実施いたします。 

 

キャンペーン概要 

■名 称 ダイドーブレンドツアーズ あなたはどっち派?!キャンペーン 

■応募期間 
2020 年 3 月 9 日（月）午前 10 時 00 分  

～2020 年 5 月 29 日（金）午前 9時 59 分まで 

■応募方法 

①「ダイドーブレンドツアーズ あなたはどっち派?!キャンペーン」サイト内の応募要

項・規約をご確認の上、クイズの回答を記入。下記 2 つの旅行プランの中から、希望

のプランを選び、キャンペーンサイト、または Twitter のいずれかから応募。 

■賞品・当選者数 

A コース：「ダイドーブレンド 微糖 世界一のバリスタ監修」をイメージした 

“いい時間つづく、ロングバケーション”コース 

『ニューカレドニア、ゆったり最大 10 日間』 

B コース：「ダイドーブレンド ダイドーブレンドコーヒー ギンレイ」をイメージした 

“気分すっきり、ショートトリップ”コース 

      『ラスベガス、弾丸 3日間』 

■当選者数 各コース 1組 2名様 

キャンペーンの詳細につきましては、3 月 9 日（月）午前 10 時に当社ウェブサイトに開設いたしますキ

ャンペーンサイトをご確認ください。 

（ダイドーブレンドサイト URL：https://blend.dydo.co.jp/） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D y D o グループは、「こころとからだに、おいしいものを。」をスローガンに、高い品質に 

いつもサプライズを添えて、「オンリーDy D o」のおいしさと健康をお客様にお届けします。 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊＊本報道資料に関するお問い合わせ先＊＊＊ 

ダイドードリンコ株式会社 コーポレートコミュニケーション部 担当：正本/中川 

TEL：06-6222-2621  FAX：06-6222-2623 

＊＊＊本商品に関する一般の方からのお問い合わせ先＊＊＊ 

ダイドードリンコお客様相談室  フリーダイヤル：0120-559-552 


