-INFORMATION 2022年7月6日
株式会社GENDA GiGO Entertainment

GiGO コラボカフェ ゴラクバ！
開催のお知らせ
開催期間：2022年7月16日(土) ～ 8月28日(日)
株式会社GENDA GiGO Entertainmentでは、ゲーム実況者「ゴラクバ！」とコラボレーションしたカフェを
2022年7月16日(土)より、GiGO コラボカフェ秋葉原4号館・セガコラボカフェなんば千日前にて開催いたしま
す。
期間中、「ゴラクバ！」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。
また、オリジナルメニューを注文すると「オリジナルコースター」をお渡しします。
同フロアに併設のアイテムショップでは、GiGO コラボカフェ限定のオリジナルグッズもお求めいただけます。

【GiGOコラボカフェ & アイテムショップ 概要】
■店
名：GiGO コラボカフェ ゴラクバ！
■期
間：2022年7月16日(土)～8月28日(日)
■開催店舗：GiGO コラボカフェ秋葉原4号館
セガコラボカフェなんば千日前
【スケジュール】
第1弾：2022年7月16日(土) ～ 8月5日(金)
第2弾：2022年8月6日(土) ～ 8月28日(日)
※入場は全期事前予約制となります。
※期間によってメニュー内容・コースターデザインの変更を予定しております。
※詳しくは、GiGO コラボカフェ公式HPにて随時公開いたします。

【GiGO コラボカフェ オリジナルメニュー】
■ドリンクメニュー 各660円 (税込)
＜全期共通／2022年7月16日(土)～8月28日(日)＞
・いぬたぬき
・ぺんと
・えんちょう。
・ホットコーヒー
・ホットココア
・アイスウーロン茶
※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

■フードメニュー 各1,430円(税込)
＜第1弾＞2022年7月16日(土) ～ 8月5日(金)
・いぬたぬきの絶品ホットドッグ
・ぺんとの健康グリーンカレー

▲いぬたぬきの
絶品ホットドッグ

▲ぺんとの
健康グリーンカレー

＜第2弾＞2022年8月6日（土）～8月28日(日)
・いぬたぬきのかき揚げたぬきそば
・ぺんとの白樺風からあげライス

▲いぬたぬきの
かき揚げたぬきそば

▲ぺんとの
白樺風からあげライス

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。
※フードメニューは、ファーストオーダー時におひとり様いずれか1品のみご注文いただけます。

■デザートメニュー
＜通期＞2022年7月16日(土) ～ 8月28日(日)
・えんちょう。のブラッディサイコパスケーキ 1,430円（税込）
・えんちょう。のあまあまピンクパラダイスパフェ 1,100円（税込）

▲えんちょう。の
ブラッディサイコパスケーキ

▲えんちょう。の
あまあまピンクパラダイスパフェ

※「えんちょう。のブラッディサイコパスケーキ」は、ファーストオーダー時におひとり様1品のみご注文いただけます。
※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。
※アレルギーや持病をお持ちのお客さまで不安な点などございましたら、スタッフまでお問い合わせください。

■メニュー特典
ドリンク・フード・デザートを1品ご注文につきいずれかのオリジナルコースターが1枚もらえます。
＜第1弾／2022年7月16日(土) ～ 8月5日(金)＞

▲オリジナルコースター （全 6 種・各ランダム）

＜第2弾／2022年8月6日(土)～ 8月28日(日)＞

▲オリジナルコースター （全 6 種・各ランダム）

※無くなり次第、配布終了となります。あらかじめご了承ください。
※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

■GiGO コラボカフェ限定オリジナルグッズ
＜GiGO MALLにて通信販売を実施いたします。
通信販売受付期間：2022年7月6日(水)10:00～2022年7月15日(金)23:59迄＞
＜2022年7月16日(土)発売予定＞
・GiGO コラボカフェ ゴラクバ！ ビッグアクリルスタンド (全3種)各1,540円(税込)
※お好きなキャラクターがお選びいただけます。※1回のお会計で、おひとり様につき各２点までご購入いただけます。

・GiGO コラボカフェ ゴラクバ！ バストアップアクリルスタンド (全3種)各1,540円(税込)

※お好きなキャラクターがお選びいただけます。※1回のお会計で、おひとり様につき各２点までご購入いただけます。

・GiGO コラボカフェ ゴラクバ！ ボールペン (全3種)各770円(税込)

※お好きな絵柄がお選びいただけます。※1回のお会計で、おひとり様につき各２点までご購入いただけます。

・GiGO コラボカフェ ゴラクバ！ 缶バッジ(全6種・ランダム)440円(税込)

※絵柄はお選びいただけません。※1回のお会計で、おひとり様につき10点までご購入いただけます。

・GiGO コラボカフェ ゴラクバ！ デフォルメ缶バッジ(全6種・ランダム)440円(税込)

※絵柄はお選びいただけません。※1回のお会計で、おひとり様につき10点までご購入いただけます。

・GiGO コラボカフェ ゴラクバ！ スタンド付きデフォルメアクリルキーホルダー (全6種・ランダム)770円(税込)
※絵柄はお選びいただけません。※1回のお会計で、おひとり様につき10点までご購入いただけます。

▲GiGO コラボカフェ ゴラクバ！
ビッグアクリルスタンド (全 3 種)
【サイズ】最大約 150mm
※キャラクターによりサイズが異なります。

▲GiGO コラボカフェ ゴラクバ！

ボールペン (全 3 種)
【インク色】黒

▲GiGO コラボカフェ ゴラクバ！
バストアップアクリルスタンド (全 3 種)
【サイズ】最大約 150mm
※キャラクターによりサイズが異なります。

▲GiGO コラボカフェ ゴラクバ！
缶バッジ(全 6 種・ランダム)
【サイズ】直径約 57mm

▲GiGO コラボカフェ ゴラクバ！
デフォルメ缶バッジ(全 6 種・ランダム)
【サイズ】直径約 57mm

▲GiGO コラボカフェ ゴラクバ！
スタンド付きデフォルメアクリルキーホルダー(全 6 種・ランダム)
【サイズ】最大 H 約 70mm
※キャラクターによりサイズが異なります。

＜2022年8月6日（土）発売予定＞
・GiGO コラボカフェ ゴラクバ！ SNS風アクリルチャーム (全6種)各1,100円(税込)
※お好きな絵柄がお選びいただけます。※1回のお会計で、おひとり様につき各２点までご購入いただけます。

・GiGO コラボカフェ ゴラクバ！ 名言アクリルチャーム (全9種・ランダム)770円(税込)
※絵柄はお選びいただけません。※1回のお会計で、おひとり様につき10点までご購入いただけます。

▲GiGO コラボカフェ ゴラクバ！
SNS 風アクリルチャーム (全 6 種)
【サイズ】H 約 100mm×W 約 63mm

▲GiGO コラボカフェ ゴラクバ！
名言アクリルチャーム (全 9 種・ランダム)
【サイズ】H 約 70mm×W 約 70ｍｍ以内
※絵柄によりサイズが異なります。

■公式書籍もお買い求めいただけます。
・ゴラクバ！と楽しくマイクラ チャレンジ！ レッドストーン回路完全講座
1,430円（税込）

※発売開始時期は、変更となる場合がございます。ご了承ください。
※取り扱い商品の詳細については、決定次第、GiGO コラボカフェ公式HPにて随時公開いたします。
※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

■カフェ展示のタペストリーを抽選でプレゼント！
カフェ、または物販のご利用3,000円（税込）毎に1枚抽選券をお渡しいたします。
抽選方法の詳細につきましてはGiGO コラボカフェ公式HPにてご確認ください。
※レシートの合算はできませんのでご了承ください。
※営利を目的として第三者に転売し、または転売のために第三者に提供する事は禁止させていただきます。

【GiGO限定オリジナルプライズ】
2022年8月6日（土）より、一部店舗にクレーンゲーム用景品「B2タペストリー」が登場！

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

≪GiGO コラボカフェ & アイテムショップに関する注意事項≫
・カフェへの入場は事前予約制となります。
・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、GiGO コラボカフェ公式HPをご確認ください。
■コロナウィルス感染拡大防止について
営業中は従業員の体調管理に注力し、マスク着用、手洗い、うがい、消毒対応を励行いたします。店内では塩
化ベンザルコニウムが含まれている界面活性剤を使用して設備の除菌清掃を定期的に行っております。お客さま
に気持ちよくお過ごしいただける環境づくりに注力して参ります。
■著作権表記：
©ゴラクバ！

© GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.
・GiGO コラボカフェ ゴラクバ！
公式HP ⇒ https://cafe.gge-collabo.com/event/gorakuba.html

▲GiGO コラボカフェ
ゴラクバ！

・ゴラクバ！
YouTubeチャンネル ⇒ https://www.youtube.com/channel/UCC6NLrfzIBCkgNWZfWiF41Q
■お問合せ先

『コラボカフェ』事務局
TEL：0120-225-725 受付時間：10:00～17:00(土・日・祝日・年末年始を除く)
窓口開設期間：2022年7月6日（水）～2023年5月31日（水）

－報道関係からのお問合せ先－
株式会社 GENDA GiGO Entertainment
担当：古平・鶴
取材のお申し込み：https://www.gendagigo.jp/contact/coverage_form.html
撮影のお申込み：https://www.gendagigo.jp/location_form.html
TEL：03-6404-8581 / FAX：03-6404-8590
e-mail: gge-pub@gigo.co.jp
https://www.gendagigo.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

