-INFORMATION -

2016 年 4 月 12 日
株式会社セガ エンタテインメント

『セガコラボカフェ ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル』
開催のお知らせ
－ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル×セガコラボカフェ－
－ カフェ実施期間：2016 年4 月23 日（土）～2016 年5 月31 日（火）－
－ 購買部実施期間：2016 年4 月23 日（土）～2016 年5 月31 日（火）－

株式会社セガ エンタテインメントではクラブセガ秋葉原 新館におきまして、
『セガコラボカフェ第 2 弾 』を OPEN します。今回は、大人気スマートフォン向けアプリ
『ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル』(以下、
『スクフェス』)とコラボレーションします。
期間中、μ’s メンバーや楽曲をイメージしたオリジナルのフードやデザート、ドリンクなどが楽しめます。
オリジナルメニューを注文すると「特製ビッグコースター」や「特製コースター」がもらえます。
同フロアに併設の「スクフェス購買部」では、
『スクフェス』のグッズが購入でき、3,000 円（税込）以上ご購入ごとに、
「特製ブロマイド」が 1 枚もらえます。
また、購買部スペースでは、
『スクフェス』が大画面でプレイできる『ぺたフェス』を設置！『ぺたフェス』は無料で
プレイできます。
更に、セガコラボカフェ内で、
『スクフェス』の「ホーム画面」をスタッフに提示いただくとオリジナルポストカードを
プレゼントいたします。

【セガコラボカフェ＆購買部概要】
●店
名：セガコラボカフェ ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル
●期
間：2016 年 4 月 23 日（土）～2016 年 5 月 31 日（火）
●開 催 店 舗：クラブセガ秋葉原 新館 ７F
【特典】
■フードメニュー特典（全 2 種）
フードメニューを 1 品ご注文につき、前半（4/23～5/6 まで）は「特製ビッグコースター（フード 前半用）
」を 1 枚、
後半（5/7～5/31 まで）は「特製ビッグコースター（フード 後半用）
」を 1 枚プレゼントします。
■デザートメニュー特典（全 4 種）
パフェを 1 品ご注文につき「特製コースター（パフェ用 スマイル、ピュア、クール）
」を 1 枚プレゼントします。
また、後半から追加予定のカップケーキを 1 品ご注文につき「特製ビッグコースター（カップケーキ 後半用）
」を
1 枚プレゼントします。
■ドリンクメニュー特典（全 19 種）
μ’s メンバーコラボドリンクメニューを 1 品ご注文につき、前半（4/23～5/6 まで）は「特製コースター9 種（ドリンク
前半用）
」の中から 1 枚を、後半（5/7～5/31 まで）は「特製コースター9 種（ドリンク 後半用）
」の中から 1 枚プレゼント
します。
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▲特製ビッグコースター（フード 前半用）

▲特製コースター（パフェ用 通期）
スマイル、ピュア、クール

▲特製コースター 全9 種（ドリンク 前半用）

▲特製ビッグコースター（フード 後半用）

▲特製ビッグコースター（カップケーキ 後半用）

▲特製コースター 全9 種（ドリンク 後半用）

▲特製コースター（ホットコーヒー用 通期）
セガコラボカフェロゴ

※メニュー特典はなくなり次第終了いたします。ご了承ください。
※ドリンクメニュー特典の種類は選べません。
※デザインはイメージです。実物とは色や形が異なる場合がございます。予めご了承ください。
【コラボカフェ オリジナルメニュー】
■フードメニュー
＜前半：4 月 23 日（土）～5 月 6 日（金）まで＞
・メドレーフェスカレー 1,200 円（税込）
・スクフェス スマホサンド 1,200 円（税込）
＜後半：5 月 7 日（土）～5 月 31 日（火）まで＞
・メドレーフェスカレー 1,200 円（税込）
・HEART to HEART！パスタ 1,200 円（税込）

■デザートメニュー
＜前半：4 月 23 日（土）～5 月 6 日（金）まで＞
・スクールアイドルパフェ スマイル 1,000 円（税込）
・スクールアイドルパフェ ピュア 1,000 円（税込）
・スクールアイドルパフェ クール 1,000 円（税込）
＜後半：5 月 7 日（土）～5 月 31 日（火）まで＞
・スクールアイドルパフェ スマイル 1,000 円（税込）
・スクールアイドルパフェ ピュア 1,000 円（税込）
・スクールアイドルパフェ クール 1,000 円（税込）
・タカラモノズカップケーキ 1,200 円（税込）
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■ドリンクメニュー 600 円（税込） ※ホットコーヒー500 円（税込）
・高坂穂乃果
・絢瀬絵里
・南ことり
・園田海未
・星空 凛
・西木野真姫
・東條 希
・小泉花陽
・矢澤にこ
・ホットコーヒー

【コラボカフェ購買部販売グッズ一覧】
■ラブライブ！ デスクデコレーションシート（全 9 種） 各 800 円（税込）
■ラブライブ！ T シャツコレクション Ver.1（全 9 種） 各 3,000 円（税込） ※M 、L サイズ
■ラブライブ！ B2 タペストリー（全 9 種） 各 3,000 円（税込）
■ラブライブ！ ギャルソンエプロン（全 9 種） 各 4,000 円（税込）
■ラブライブ！ iPad スタンド 2,000 円（税込）
■ラブライブ！ サテン地シール（全 9 種） 各 1,000 円（税込）
■ラブライブ！ ラブライブ！ トランプ（全 3 種） 各 2,000 円（税込）
■ラブライブ！ スクエアバッジ Ver.2（全 9 種） 各 500 円（税込）
■ラブライブ！ スクエアバッジ Ver.3（全 9 種） 各 500 円（税込）
■ラブライブ！ トレーディングミニ色紙【BOX】 6,000 円（税込）
■ラブライブ！ トレーディングミニ色紙 Vol.2【BOX】 6,000 円（税込）
■ラブライブ！ トレーディングミニ色紙 Vol.3【BOX】 6,000 円（税込）
■ラブライブ！ ルームデコレーションセット 6,000 円（税込）
■ラブライブ！ ポロシャツ ver2 各 4,500 円（税込） ※S 、M 、L 、XL サイズ

＜セガコラボカフェ＆購買部に関する注意事項＞
・カフェへの入場は事前抽選予約制となります。
・予約入場申し込みやその他の詳しい注意事項に関しましては、公式 HP をご確認ください。

■セガコラボカフェ通信販売
セガコラボカフェ第 1 弾の「セガコラボカフェ ラブライブ！」で販売した限定商品が、大好評につき「セガストア」でも
販売中。販売期間は 4 月 30 日（土）までです。
セガストア URL：http://ebten.jp/sega/
■キャンペーンも実施中！
2016 年 4 月 23 日（土）～2016 年 5 月 22 日（日）の期間中、全国のセガ・AG スクエア各店舗におきまして、
大人気スマートフォン向けアプリ『ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル』(以下、
『スクフェス』)と
コラボレーションした『スクフェス感謝祭 2016 もっとエンジョイ♪キャンペーン』を実施いたします。
キャンペーン詳細は、下記 URL よりご確認ください。
キャンペーン URL： http://sega-sif-cp.com
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●著作権表記： © 2013 プロジェクトラブライブ！

© KLabGames © bushiroad All Rights Reserved. ©SEGA

●公式 HP
『セガコラボカフェ ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル』
公式 HP： http://sega-collabocafe.com/
『ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル 公式サイト』
公式 HP： https://lovelive.bushimo.jp/
『ラブライブ！Official Web Site』
公式 HP： http://www.lovelive-anime.jp/
●一般のお客さまのお問い合せ先：
『セガコラボカフェ』事務局
TEL：0120-101-118 受付時間：10:00～17:00 （土・日・祝日は除く）
開設期間：2016 年 4 月 8 日（金）～2016 年 5 月 31 日（火）

－報道関係からのお問合せ先－
株式会社セガ エンタテインメント
担当：吉野
TEL：03-6871-7634 / FAX：03-6871-7661

http://www.sega-entertainment.jp/

□記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

