-INFORMATION 2022 年８月 31 日
株式会社 GENDA GiGO Entertainment

GiGO コラボカフェ ラブライブ！スーパースター!!
開催のお知らせ
開催期間：2022 年 9 月 10 日(土)～11 月 27 日(日)
株式会社GENDA GiGO Entertainmentでは、「ラブライブ！スーパースター!!」とコラボレーションしたカフェを
2022年9月10日(土)より、GiGO コラボカフェ秋葉原3号館、コラボカフェスタンド／秋葉原4号館・なんば千
日前・仙台・岡山・福岡天神・ささしま・くまもとにて開催いたします。
期間中、「ラブライブ！スーパースター!!」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。
同フロアに併設のお土産屋では、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。
お土産屋で2,000円(税込)購入ごとに、コラボカフェ限定のクリアブロマイドを1枚プレゼントいたします。

【GiGO コラボカフェ & お土産屋 概要】
■店
名：GiGO コラボカフェ ラブライブ！スーパースター!!
■期
間：2022年9月10日(土)～11月27日(日)
■開催店舗：GiGO コラボカフェ秋葉原3号館
コラボカフェスタンド／秋葉原4号館・
なんば千日前・仙台・岡山・福岡天神・ささしま・
くまもと
※コラボカフェスタンド 秋葉原4号館は9月25日
（日）までとなります。
【スケジュール】
第1弾：2022年9月10日(土)～9月30日(金)
第2弾：2022年10月1日(土)～10月21日(金)
第3弾：2022年10月22日(土)～11月11日(金)
第4弾：2022年11月12日(土)～11月27日(日)
※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。
※カフェスタンドは全日フリー入場制となります。ただし、お客さまの来店状況により入場整理券等の配布となる場合がございます。
※カフェスタンドではドリンクのご提供と物販を行います。フード、デザートのご提供及び物販購入特典の配布はございません。
※コラボカフェスタンド 秋葉原4号館では物販の取り扱いはございません。

【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9月10日(土)～11月27日(日)＞
・澁谷 かのん
・唐 可可
・嵐 千砂都
・平安名 すみれ
・葉月 恋
・桜小路 きな子
・米女 メイ
・若菜 四季
・鬼塚 夏美
・ホットコーヒー
・ホットココア

・アイスウーロン茶
※カフェスタンドでは、クッキー、およびドリンクタグは付きません。あらかじめ、ご了承ください。
※カフェスタンドではアイスウーロン茶ではなく、アイスコーヒーのご提供となります。
※「ラブライブ！シリーズ」メンバーのバースデーにあわせたドリンクを期間限定でご提供いたします。

■フードメニュー 各1,430円(税込)
＜第1弾＞
2022年9月10日(土)～9月30日(金)
・Liella!のプルドポークライス
・Liella!のシカゴ風ピザ

▲Liella!のプルドポークライス

▲Liella!のシカゴ風ピザ

■パフェメニュー 各1,210円(税込)
＜全期共通＞
2022年9月10日(土)～11月27日(日)
・Liella!のグレープパフェ
・Liella!のアメリカンダイナーパフェ

▲Liella!の
グレープパフェ

▲Liella!の
アメリカンダイナーパフェ

※期間によってメニュー内容の変更を予定しております。
※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。
※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

【メニュー特典】
■ドリンクメニュー特典＜第1弾／全9種・ランダム＞
ドリンクメニューを1品ご注文につきいずれかのドリンクコースター1枚をお渡しします。
■フードメニュー特典＜第1弾／全１種＞
フードメニューを1品ご注文につきフードコースター1枚をお渡しします。
■パフェメニュー特典＜第1弾／全2種＞
パフェメニューを1品ご注文につきパフェコースター1枚をお渡しします。
※Liella!のグレープパフェには2期生のコースター、Liella!のアメリカンダイナーパフェには1期生のコースターをお渡しします。

＜第1弾／2022年9月10日(土)～9月30日(金)＞

▲ドリンクコースター
第 1 弾／全 9 種・ランダム

▲フードコースター
第 1 弾／全 1 種

※期間によってデザインの変更を予定しております。
※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。

▲パフェコースター
第 1 弾／全 2 種

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

【バースデーカードプレゼント！】
カフェ開催期間中にバースデーを迎える、
「ラブライブ！シリーズ」メンバーのバースデーカードをプレゼントします。
南 ことり
桜内 梨子
黒澤 ルビィ
平安名 すみれ
三船 栞子
絢瀬 絵里
米女 メイ
星空 凛
天王寺 璃奈
葉月 恋

2022年9月12日(月)～無くなり次第終了
2022年9月19日(月・祝)～無くなり次第終了
2022年9月21日(水)～無くなり次第終了
2022年9月28日(水)～無くなり次第終了
2022年10月5日(水)～無くなり次第終了
2022年10月21日(金)～無くなり次第終了
2022年10月29日(土)～無くなり次第終了
2022年11月1日(火)～無くなり次第終了
2022年11月13日(日)～無くなり次第終了
2022年11月24日(木)～無くなり次第終了

▲南 ことり

▲桜内 梨子

▲黒澤 ルビィ

▲平安名 すみれ

▲三船 栞子

▲絢瀬 絵里

▲米女 メイ

▲星空 凛

▲天王寺 璃奈

▲葉月 恋

※期間中、カフェをご利用されたお客さまおひとり様につき、
お会計時に1枚お渡しいたします。
※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

【お土産屋】
■GiGO コラボカフェ限定オリジナルグッズ
＜2022年9月10日(土)発売予定＞
・ビッグアクリルスタンド(Liella! アメリカンダイナー) (全9種)各1,540円(税込)
・アートパネル(Liella! アメリカンダイナー) (全9種・ランダム)660円(税込)
・アートパネル(ニジガク TOKIMEKIア・ラ・モード！) (全12種・ランダム)660円(税込)

▲アートパネル(Liella! アメリカンダイナー)(全 9 種・ランダム)
【サイズ】H 約 140mm×W 約 125mm

▲ビッグアクリルスタンド(Liella! アメリカンダイナー)(全 9 種)
【サイズ】最大 H 約 160mm
※メンバーによりサイズが異なります。
※お好きなメンバーがお選びいただけます。

▲アートパネル(ニジガク TOKIMEKI ア・ラ・モード！)
(全 12 種・ランダム)
【サイズ】H 約 140mm×W 約 125mm

※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。
※第2弾以降の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。
※コラボカフェスタンド 秋葉原4号館では物販の取り扱いはございません。

■購入特典
お土産屋にて商品のお会計2,000円(税込)ごとに限定クリアブロマイドを1枚プレゼントいたします。

▲全期共通 限定クリアブロマイド
2022 年 9 月 10 日(土)～11 月 27 日(日)

▲第 1 弾 限定クリアブロマイド
2022 年 9 月 10 日(土)～9 月 30 日(金)

※期間によってデザインの変更を予定しております。
※カフェスタンドでは購入特典の配布はございません。
※お好きな絵柄をお選びいただけます。
※なくなり次第、配布終了となります。
※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。

≪GiGO コラボカフェ & お土産屋に関する注意事項≫
・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。
■コラボカフェスタンドも同時開催！
・コラボカフェスタンド／秋葉原4号館・なんば千日前・仙台・岡山・福岡天神・ささしま・くまもとでも開催します。
詳細は、下記GiGO コラボカフェ公式HPよりご確認ください。
※混雑の状況により整理券を配布する場合がございます。
※コラボカフェスタンド 秋葉原4号館では物販の取り扱いはございません。

■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：
©2013 プロジェクトラブライブ！

©2017 プロジェクトラブライブ！サンシャイン!!
©2022 プロジェクトラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会
©2022 プロジェクトラブライブ！スーパースター!!
© GENDA GiGO Entertainment Inc, All rights reserved.

・GiGO コラボカフェ 「ラブライブ！スーパースター!!」
公式HP ⇒ https://cafe.gge-collabo.com/top/superstar03.html
・「ラブライブ！スーパースター!!」
公式HP ⇒ https://www.lovelive-anime.jp/yuigaoka/

▲GiGO コラボカフェ
ラブライブ！
スーパースター!!

■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)
【開設期間】2022年8月31日(水)～2023年10月31日(火)

－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

