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ダイドードリンコ株式会社は、2021 年春夏の新商品として、「ダイドーブレンド 微糖 おいしくポリ

フェノール 世界一のバリスタ監修」を 3月 1日（月）より、「ダイドーブレンド ブラック 世界一のバ

リスタ監修」、「ダイドーブレンド 微糖 世界一のバリスタ監修」、「ダイドーブレンド クラフト ブラッ

ク 世界一のバリスタ監修」、「ダイドーブレンド クラフト ラテ 世界一のバリスタ監修」を 3月 8日（月）

よりそれぞれ発売いたします。 

また、新商品の発売を記念して、対象商品※3に記載の QR コード※4をスマートフォンで読み込むと音

楽配信サービス‟Spotify”上で公開する本キャンペーンオリジナルの気持ちきりかえプレイリストが

聴けたり、抽選で 1,000 名様に Spotify Premium※5ギフトカード 3ヶ月分が当たる「音楽とコーヒーで、

きりかえて、いこう。MUSIC BARISTA キャンペーン」を 3月 8日（月）より実施いたします。 

※1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・リカータ氏監修 

※2 世界中のアーティストによる 6,000 万曲以上の音楽やポッドキャストを楽しめるオーディオストリーミングサービ 

ス https://www.spotify.com/jp/ 

 ※3「ダイドーブレンド ブラック 世界一のバリスタ監修」、「ダイドーブレンド 微糖 世界一のバリスタ監修」、「ダイド

ーブレンド クラフト ブラック 世界一のバリスタ監修」、「ダイドーブレンド クラフト ラテ 世界一のバリスタ監 

修」、「ダイドーブレンド 微糖 おいしくポリフェノール 世界一のバリスタ監修」 

 ※4 QR コードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。 

 ※5 Spotify Premium は月額 980 円（税込）で、Spotify が提供する 6,000 万曲以上を高音質に聴くことができる有料サ

ービス です。楽曲のダウンロードや高音質なども楽しむことができます。 

 

●開発背景 

昨今の在宅勤務の増加など生活様式の変化により、家庭内の時間が拡大し、コーヒーにはストレス発

散や気分転換などのオン・オフのスイッチとしての役割が増えてきていると当社では考えております。 

そこで今回、香料無添加とブレンドにこだわる「ダイドーブレンド」ブランドより様々なニーズに対

応した商品を投入し、更なる市場の活性化を図ってまいります。 

世界一のバリスタ※1 が監修したニーズに合わせた充実ラインアップ 

「ダイドーブレンド」ブランドからコーヒー５品を新発売 

3 月 8 日（月）より Spotify※2 とのコラボキャンペーンも実施！ 

 



●商品特長 

「ダイドーブレンド」ブランドについて 

ダイドーブレンドは、香料無添加とブレンドにこだわりコーヒー本来の美味しさを追求し続けるブラ

ンドです。 

 

ダイドーブレンド ブラック 世界一のバリスタ監修 

シリーズ史上最高の高級豆比率※6 でコロンビア・ブラジル産の最高等級豆を中心に

ブレンドし、更なる豆本来の華やかな香り、広がりを強化した気付けのシーンにぴ

ったりなブラックコーヒーに仕上げました。 

 

 

ダイドーブレンド 微糖 世界一のバリスタ監修 

シリーズ史上最高の高級豆比率※7 でブラジル・コロンビア産の最高等級豆を中心に

こだわりの 20 種焙煎豆をブレンドすることで生み出された豊かな香るコクにより、

リラックスやリフレッシュにぴったりな微糖コーヒーに仕上げました。 

 

 

 

ダイドーブレンド クラフト ブラック 世界一のバリスタ監修 

コーヒーの美味しさをいいとこどりする絹磨き製法※8 で雑味を取り除いた高級豆を

ベースにブレンド。素材の美味しさが際立つ香料無添加で、コーヒーのやわらかな

香りと軽快な飲み口を実現したブラックコーヒーに仕上げました。 

 

 

 

ダイドーブレンド クラフト ラテ 世界一のバリスタ監修 

コーヒーの美味しさをいいとこどりする絹磨き製法で雑味を取り除いた深煎り豆を

ベースにブレンド。素材の美味しさが際立つ香料無添加で、コーヒーのなめらかな

コクと軽快な飲み口を実現したラテに仕上げました。 

 

 

 

ダイドーブレンド 微糖 おいしくポリフェノール 世界一のバリスタ監修 

コーヒー由来のポリフェノール※9150mg 入りで華やかな香りが楽しめる焙煎豆と、す

っきりとした味わいを引き立たせる凍結濃縮エスプレッソエキス使用した微糖コー

ヒーです。 

 

 

 

 

 

※7高級豆 61%使用（ブラジル産、コロンビア産、タンザニア産） 

※8 焙煎前の生豆を絹で研磨する製法 

※9クロロゲン酸として 

※6高級豆 85%使用（ブラジル産、コロンビア産、グアテマラ産） 



●商品概要 

 商品名 ダイドーブレンド 微糖 おいしくポリフェノール 世界一のバリスタ監修 

発売日 2021 年 3 月 1 日（月） 

容量 280mlPET 

希望小売価格 130 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 ブラック 世界一のバリスタ監修 

発売日 2021 年 3 月 8 日（月） 

容量 260g ボトル缶 

希望小売価格 124 円（税抜き） 

販売チャネル 量販店、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 2021 年 3 月 8 日（月） 

容量 260g ボトル缶 

希望小売価格 130 円（税抜き） 

販売チャネル コンビニエンスストア、量販店、自動販売機等 

 商品名 ダイドーブレンド クラフト ブラック 世界一のバリスタ監修 

発売日 2021 年 3 月 8 日（月） 

容量 520mlPET 

希望小売価格 139 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 クラフト ラテ 世界一のバリスタ監修 

発売日 2021 年 3 月 8 日（月） 

容量 520mlPET 

希望小売価格 140 円（税抜き） 

販売チャネル 自動販売機等 

 

●キャンペーン情報 

＜音楽とコーヒーで、きりかえて、いこう。MUSIC BARISTA キャンペーン＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



キャンペーン概要 

■名  称 音楽とコーヒーで、きりかえて、いこう。MUSIC BARISTA キャンペーン 

■応募期間 2021 年 3 月 8 日（月）10 時 00 分 

～2021 年 5 月 28 日（金)14 時 59 分まで 

■応募方法 お持ちのスマートフォンの QR コードリーダーを起動し、「ダイドーブレンド 世界一のバ

リスタ監修」シリーズ対象商品に記載の QR コードを読み取り、それぞれ以下の方法にて

ご参加ください。 

 

① 本キャンペーンオリジナルプレイリストの視聴 

対象商品に記載の QR コードを読み取ると、Spotify 上で公開する本キャンペーンオリジ

ナルの気持ちきりかえプレイリストを視聴できます。 

全 6 回にわたり、各テーマに基づいた仕事中に気持ちのきりかえができる曲を紹介しま

す。 

※Spotify でアカウントをお持ちでない方はブラウザーでプレイリストに入っている各楽曲 30 秒視聴

のみ可能です。フル尺で楽しみたい方は Spotify のフリーもしくはプレミアムアカウントを作成くださ

い。 

 

② Spotify Premium ギフトカード 3ヶ月分 

対象商品から 2ポイントためて LINE 上で応募することができ、その場で当落がわかりま

す。 

※1 日に獲得できるのは 1 商品につき 1 ポイントです。対象商品が 5 品のため、最大 5 ポイント獲得で

きます。 

 

■賞  品 ①Spotify 上で公開するオリジナルプレイリストの視聴 

②Spotify Premium ギフトカード 3ヶ月分 

■当選者数 ①読み込んでいただいたすべての方 

②1,000 名様 

キャンペーンの詳細につきましては、3月 8日（月）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DyDo」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/森下 

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 


