
   

 

                    

『セガコラボカフェ ガールズ＆パンツァー 戦車道大作戦！』 
開催のお知らせ 

実施期間：2018年7月7日（土）～2018年8月19日（日） 

 

株式会社セガ エンタテインメントは、セガコラボカフェ秋葉原 4号館にて 

スマホアプリ「ガールズ＆パンツァー 戦車道大作戦！」とコラボレーションしたカフェ 

「セガコラボカフェ ガールズ＆パンツァー 戦車道大作戦！」を7月7日（土）より 

開催します。 

期間中は、「ガールズ＆パンツァー 戦車道大作戦！」の登場キャラクターや世界観を 

イメージしたオリジナルのフード、デザート、ドリンクなどが楽しめます。 

また、コラボカフェオリジナルメニューを注文すると、限定ノベルティがもらえます。 

 

さらに、同フロアに併設の「アイテムショップ」では、ここでしか手に入らない「ガールズ＆パンツァー

戦車道大作戦！」グッズが購入できます。 

また、アイテムショップで2,000円以上（税込）ご購入ごとに、お好きなクリアブロマイドを1

枚ずつプレゼントいたします。 

 

【セガコラボカフェ 概要】 

■店       名 ：セガコラボカフェ ガールズ＆パンツァー 戦車道大作戦！ 

■期       間 ：2018年7月7日（土）～ 2018年8月19日（日） 

■開 催 店 舗：セガコラボカフェ秋葉原 4号館（セガ秋葉原 4号館 5F） 

 

【スケジュール】 

<メニュー第1弾> 2018年7月7日（土）～2018年7月20日（金） 

<メニュー第2弾> 2018年7月21日（土）～2018年8月3日（金） 

<メニュー第3弾> 2018年8月4日（土）～2018年8月19日（日） 

 

【コラボカフェ オリジナルメニュー】 

＜メニュー第1弾：2018年7月7日（土）～ 2018年7月20日（金）＞ 

■ドリンクメニュー  各600円（税込） 

・大洗女子学園（ピンクレモネード+青りんごゼリー） 

・アンツィオ高校（オレンジジュース+レモンゼリー） 

・プラウダ高校（乳酸飲料+イチゴゼリー） 

・サンダース大学付属高校（コーラ+ナタデココ） 

・継続高校（乳酸飲料+ヨーグルトゼリー） 

・知波単学園（炭酸飲料+迷彩ゼリー（青りんごゼリー＋紅茶ゼリー）） 

・大学選抜（乳酸飲料+ライチゼリー） 

・聖グロリアーナ女学院（ダージリンティー） 

・黒森峰女学園（ブラックコーヒー） 

・アイスコーヒー 

・ホットココア 

 

■フードメニュー  各1,200円（税込） 

・大洗女子学園勝利のパーコー麺[改] 

・激戦！バトルフィールドドリア 
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■デザートメニュー  各1,000円（税込） 

・あんこうチームパフェ 

・聖グロリアーナ女学院パフェ 

・ボコのスキルUPパフェ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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。 

※ドリンクメニューは第1弾からの変更はございません。ドリンクコースターのみ変更となります。 

※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。 

※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】 

＜メニュー第1弾：2018年7月7日（土）～ 2018年7月20日（金）＞ 

■ドリンクメニュー特典（全10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を1枚プレゼントいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※絵柄はお選びいただけません。  ※なくなり次第、配布終了となります。  ※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

▲大洗女子学園勝利のパーコー麺[改] ▲激戦！バトルフィールドドリア 

▲あんこうチームパフェ ▲聖グロリアーナ女学院パフェ ▲ボコのスキルUPパフェ 

▲ドリンク（コラボドリンク9種+アイスコーヒー＋ホットココア） 

▲継続高校 ▲黒森峰女学園 

 
▲大洗女子学園 ▲アンツィオ高校 

 

▲プラウダ高校 

 

▲サンダース大学 

付属高校 

 

▲知波単学園 

 

▲大学選抜 

 

▲聖グロリアーナ女学院 

 

▲ドリンク用 特製コースター（全10種） 



   

■フードメニュー特典（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を1枚プレゼントいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■デザートメニュー特典（全3種） 

パフェを1品ご注文につき「特製コースター（全3種）」の中から1枚プレゼントします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※期間によってコースターのデザインの変更を予定しております。 

※なくなり次第、配布終了となります。 

※ドリンクメニュー特典の種類はお選びいただけません。 

※デザートメニュー特典の種類はお選びいただけません。それぞれ、専用コースターのお渡しとなります。 

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

 

【バースデーカード】 

期間中、誕生日を迎えるキャラクターのバースデーカードを配布します。 

※カフェ、アイテムショップをご利用のお客様おひとりに１枚のみ配布いたします。 

カフェ、アイテムショップともにお会計の際にお渡しいたします。 

※なくなり次第、配布終了となります。 

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

 

オレンジペコ バースデーカード 配布期間：7月10日（火）～ 

 

【オリジナルポストカード】 

アプリ『ガールズ＆パンツァー 戦車道大作戦！』にログイン済みの画面をお会計時にご提示いただくと、 

アプリ『ガールズ＆パンツァー 戦車道大作戦！』オリジナルポストカードを1枚プレゼントいたします。 

ゲームで使用できる新規描きおろしイラストをゲットできるシリアルコード入りです。 

-----------------------------------------------  

アイテム名：★5 西住みほ[セガコラボカフェ] 

有効期限：2018年7月7日（土）～2018年8月31日（金） 

使用回数：1アカウント1回のみ（ポストカードを複数入手しましても1回限りの交換となります） 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲パフェ用 特製コースター（全3種） 

▲あんこうチーム 

パフェコースター 

▲聖グロリアーナ女学院 

パフェコースター 

▲ボコのスキルUP 

パフェコースター 

※絵柄はお選びいただけません。 

※なくなり次第、配布終了となります。 

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

 

▲フード用 特製コースター（全1種） 

 

 

※カフェお会計時に、スタッフにアプリ『ガールズ＆パンツァー 戦車道大作戦！』のホー
ム画面をご提示いただいた方、おひとり様につき 1 枚を差し上げます。（いずれの機種でも
問題ありません。複数台お持ちの方でも、おひとりにつき1枚です） 
※なくなり次第、配布終了となります。予めご了承ください。 
※カフェご利用の方に限ります。アイテムショップのみのご利用ではお渡しできません。 
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 



   

■シリアルコード使用方法 

① プリ公式サイトのシリアルコード入力ページにてシリアルコードとフレンドコードを入力 

② レンドコードはアプリ内の「メニュー」→「フレンド」→「あなたのフレンドコード」で確認 

③アプリ内のプレゼントBOXで『★5 西住みほ[セガコラボカフェ]』を獲得 

 

『ガールズ＆パンツァー 戦車道大作戦！』公式サイト 

http://garupan-app.com/ 

----------------------------------------------- 

 

 

【アイテムショップ】 

ここでしか手に入らない、セガコラボカフェ限定オリジナルグッズをはじめ、様々な「ガールズ＆パンツァー 戦車道大作戦！」グッズが購入でき

ます。 

 

■セガコラボカフェ限定オリジナルグッズ 

＜7月7日（土）発売予定＞ 

・セガコラボカフェ ガールズ＆パンツァー 戦車道大作戦！ マイクロファイバータオルA（全10種） 600円（税込） 

※商品はランダムです。絵柄はお選びいただけません。 

・セガコラボカフェ ガールズ＆パンツァー 戦車道大作戦！ マイクロファイバータオルB（全10種） 600円（税込） 

※商品はランダムです。絵柄はお選びいただけません。 

・セガコラボカフェ ガールズ＆パンツァー 戦車道大作戦！ マイクロファイバータオルC（全10種） 600円（税込） 

※商品はランダムです。絵柄はお選びいただけません。 

・セガコラボカフェ ガールズ＆パンツァー 戦車道大作戦！ クリアファイルセットA～F  各2,000円（税込） 

※5枚1セットになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜7月21日（土）発売予定＞ 

・セガコラボカフェ ガールズ＆パンツァー 戦車道大作戦！ アクリルバッジA（全10種）  500円（税込） 

※商品はランダムです。絵柄はお選びいただけません。 

・セガコラボカフェ ガールズ＆パンツァー 戦車道大作戦！ アクリルバッジB（全10種）  500円（税込） 

※商品はランダムです。絵柄はお選びいただけません。 

▲セガコラボカフェ ガールズ＆パンツァー 戦車道大作戦！ 

マイクロファイバータオル ▲セガコラボカフェ ガールズ＆パンツァー 戦車道大作戦！ 

クリアファイルセット（5枚1セット） 

A 

B 

C 



   

・セガコラボカフェ ガールズ＆パンツァー 戦車道大作戦！ アクリルバッジC（全10種）  500円（税込） 

※商品はランダムです。絵柄はお選びいただけません。 

・ガールズ＆パンツァー 戦車道大作戦！×セガコラボカフェ 西住みほセット  2,000円（税込） 

 

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

※カフェをご利用のお客様でなくとも、アイテムショップはご利用いただけます。 

※ご好評につき、一部アイテムが完売となっている場合がございます。ご了承ください。 

※グッズ詳細や、その他のお取り扱い商品については、決定次第、セガコラボカフェ公式HPにて随時公開いたします。 

 

■ご購入特典 

アイテムショップにて2,000円以上（税込）購入ごとに、お好きなクリアブロマイドを1枚ずつプレゼントいたします。 

 

 

※期間によってクリアブロマイドのデザインの変更を予定しております。 

※なくなり次第、配布終了いたします。ご了承ください。 

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。 

 

≪セガコラボカフェ &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。予約開始は、6月27日（火）12時からです。 

・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、セガコラボカフェ公式HPをご確認ください。 

 

■著作権表記：©GIRLS und PANZER Film Projekt ©戦車道大作戦 実行委員会 ©SEGA 

 

・セガコラボカフェ ガールズ＆パンツァー 戦車道大作戦！ 

公式HP ⇒ http://sega-collabocafe.com/girls-und-panzer03.html 

・「ガールズ＆パンツァー 戦車道大作戦！」公式サイト 

公式HP ⇒ http://garupan-app.com/ 

・「ガールズ＆パンツァー 最終章」公式サイト 

公式HP ⇒http://girls-und-panzer-finale.jp/ 

・セガコラボカフェ秋葉原 4号館 公式ツイッター 

アカウント ⇒ @sccsega2 

 
■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】2018年6月27日（水）～2018年8月20日（月） 

 
『セガコラボカフェ物販品および配布ノベルティ』窓口 
TEL：0120-225-725 
【受付時間】10:00～17:00（土・日・祝日は除く）  
【開設期間】2018年6月27日（水）～2018年9月28日（金） 
 

 
 

－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：03-6404-8584   FAX ：03-6404-8587 

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。 

▲セガコラボカフェ ガールズ＆パンツァー 戦車道大作戦！ 

公式HP 

▲ご購入特典 クリアブロマイド 

第1弾 2018年7月7日（土）～2018年7月20日（金） 

http://garupan-app.com/
http://girls-und-panzer-finale.jp/
http://www.sega-entertainment.jp/

