
   

 
  

                    

 

「セガコラボカフェ Readyyy!」開催のお知らせ 
開催期間：2018年11月7日（水）～2018年12月2日（日） 

 
株式会社セガ エンタテインメントは、スマートフォンゲームアプリ「Readyyy!」とコラボレーシ

ョンしたカフェを、11月7日(水)よりセガコラボカフェ池袋GiGOにて期間限定でオープンし

ます。事前登録は本日より受付中です。 

期間中は、キャラクターをイメージしたオリジナルのフードやデザート・ドリンクが楽しめる他、

オリジナルメニューのご注文で、限定のノベルティをプレゼントします。 

また、セガコラボカフェ限定のオリジナルグッズも多数登場予定です。 

カフェ内では各キャラクターによる店内放送が楽しめたり、店内モニターでは 

「摩天ロケットのＭＶ（フル ver.）」を一足早く視聴できます。 

 

※カフェへの入場は事前予約制（抽選予約＋先着予約）となります。 

※詳しくは、セガコラボカフェ公式HPにて随時公開いたします。 

 

【『Readyyy!』とは？】 

『Readyyy!』は、“トップアイドル”という夢を目指す18人の男子高校生たちを生き生きと描く、アイドル育成スマホゲームです。 

主人公(あなた)は、新たにアイドル業界参入を決めた芸能事務所『ディア・プロダクション』の新人プロデューサー。デビュー前のアイドルである

18人の少年たちが暮らす一軒のシェアハウス“Shirasu House”の寮長も兼任しながら、彼らを5つのユニットとしてデビューさせ、トップアイドルに

するという仕事を任されます。 

“成長に関わる楽しさと切なさ”をテーマに、つまずきながらも懸命に夢を追う彼らに寄り添う、あなたと18人の眩しい季節が、今はじまります。 

 

【セガコラボカフェ概要】 

■店 名：セガコラボカフェ Readyyy! 

■期 間：2018 年11月7 日（水）～2018 年12月2 日（日） 

■開催場所：セガコラボカフェ池袋GiGO 地下2 階 

 

【スケジュール】 

第1 弾：2018年11月7日（水）～ 2018 年11月22 日（木）  

第2 弾：2018年11月23日（金・祝）～ 2018 年12月2 日（日）  

※期間に合わせて、ノベルティの変更を予定しております。 

 

 【店内放送スケジュール】 

●11 月7 日（水）～11 月12 日（月） 6 日間 / RayGlanZ （十夜誕生日放送） 

●11 月13 日（火）～11月18 日（日） 6 日間 /  摩天ロケット（淳之介誕生日放送） 

●11 月19 日（月）～11月23 日（金・祝） 5 日間 / La-Veritta  

●11 月24 日（土）～11月27 日（火） 4 日間 / Just 4U 

●11 月28 日（水）～12月2 日（日） 5 日間 / SP!CA 

 

【コラボカフェ オリジナルメニュー】 

＜通期：2018 年11 月7日（水）～ 2018 年12月2日（日）＞ 

■ドリンクメニュー 全6 種 各600 円（税込） 

・SP!CA 

・摩天ロケット 

・Just 4U 
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・RayGlanZ 

・La-Veritta 

・ディア・プロダクション 

 

・コーヒー（ホット／アイス） 

・ホットココア 

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。 

 

■ラテアート 全18 種 各700 円（税込） 

＜2018 年11月7 日（水）～ 2018 年12月2日（日）＞ 

コーヒーorココア 

 

 

 

 

※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 

＜通期：2018 年11 月7日（水）～ 2018 年12月2日（日）＞ 

・煌めく SP!CA のロコモコ丼 1,200 円（税込） 

・RayGlanZ の漆黒の光パスタ 1,200 円（税込） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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：2018 年11 月7日（水）～ 2018 年12月2日（日）＞ 

・摩天ロケットのロケットパフェ 900 円（税込） 

・Just 4U の陽だまりパフェ 900 円（税込） 

・La-Veritta のデュオデザートプレート 1,200 円（税込） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※「La-Verittaのデュオデザートプレート」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。 

 

 

【メニュー特典】 

■ドリンクメニュー特典 

▲煌めくSP!CAのロコモコ丼 ▲RayGlanZの漆黒の光パスタ 

▲摩天ロケットのロケットパフェ ▲Just 4Uの陽だまりパフェ ▲La-Verittaのデュオデザートプレート 



   

ドリンクメニューを1品ご注文につき「ドリンクコースター（第1弾：全18種・ランダム／第2弾：全18種・ランダム）」の中から 1枚プレ

ゼントします。 

※コーヒー（ホット／アイス）、ホットココアも対象となります。 

※絵柄はお選びいただけません。 

 

■フード・デザートメニュー特典 

フードまたはデザートメニューを1 品ご注文につき「オリジナルブロマイド（通期：全18種・ランダム）の中から 1 枚プレゼントします。 

※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】 

期間中、バースデーカードをご来店された方にプレゼントします。 

・宗像十夜バースデーカード  ：配布期間：11月7 日（水）～ 

・真田淳之介バースデーカード  ：配布期間：11月15日（木）～ 

 

illustration by えびら 

 

※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。実物とは異なる場合がございます。 

※カフェご利用後のお会計の際に、おひとり様につき1枚プレゼントいたします。（2名さまのご来店で2枚のお渡しになります。） 

▲フード・デザートメニュー特典 オリジナルブロマイド 
（通期：全18種・ランダム） 

▲ドリンクメニュー特典 ドリンクコースター 

（全18種・ランダム） 

第１弾 配布期間：2018年11月7日（水） 

～ 2018年11月2２日（木） 

▲ドリンクメニュー特典 ドリンクコースター 

（全18種・ランダム） 

第2弾 配布期間：2018年11月2３日（金・祝） 

～ 2018年12月2日（日） 



   

 

【事前登録画面特典】 

＜通期：2018 年11 月7日（水）～ 2018 年12月2日（日）＞ 

お会計時に事前登録画面をご提示でオリジナルカードを1 枚プレゼント！ 

 

※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。 

 

 

 

 

【Twitterツイート特典】 

＜通期：2018 年11 月7日（水）～ 2018 年12月2日（金）＞ 

セガコラボカフェ内の撮影画像に「＃レディ」を付けてツイート！ 

お会計時にツイート画面をご提示でオリジナルカード（全5 種）を1 枚プレゼント！ 

 

※おひとり様につき、1枚のお渡しとなります。 

※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。実物とは異なる場合がございます。 

 

 

【アイテムショップ】 

＜通期：2018 年11 月7日（水）～ 2018 年12月2日（金）＞ 

11 月7日（水）～11 月11 日（日）の期間はおひとり様につき、1 会計とさせていただきます。 

※物販商品につきましては後日通販を予定しております。 

 

・セガコラボカフェ Readyyy! ミニキャラ缶バッジ（全18 種） 400 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。 

※1回のお会計で、おひとり様につき20点までご購入いただけます。 

・セガコラボカフェ Readyyy!  スタンド付きミニキャラアクリルストラップ A（全18 種） 700 円（税込） 

※キャラクターにより、サイズが異なります。 

※商品はランダムです。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20点までご購入いただけます。 

・セガコラボカフェ Readyyy!  スタンド付きミニキャラアクリルストラップ B（全18 種）700 円（税込） 

※キャラクターにより、サイズが異なります。 

※商品はランダムです。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20点までご購入いただけます。 

・セガコラボカフェ Readyyy!  ハート型缶バッジ（全18 種）400 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。 

※1回のお会計で、おひとり様につき20点までご購入いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
▲セガコラボカフェ Readyyy! 

ミニキャラ缶バッジ 
（全18種）【サイズ】直径約56㎜ 

▲・セガコラボカフェ Readyyy! 
スタンド付きミニキャラアクリルストラップA 

（全18種）【サイズ】H約80mm×W約50mm 

▲・セガコラボカフェ Readyyy! 
スタンド付きミニキャラアクリルストラップB 

（全18種）【サイズ】H約80mm×W約50mm 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ご好評につき、一部アイテムが完売になっている場合がございます。あらかじめご了承ください。 

 
 
・著作権表記： (C)SEGA 

 
・セガコラボカフェ Readyyy! 公式HP  

ご予約受付はこちらから！URL ⇒ http://sega-collabocafe.com/ready.html 
 

・セガコラボカフェ池袋GiGO ツイッター公式 
アカウント ⇒ @sccsega3 

 
・スマートフォンゲームアプリ「Readyyy!」公式サイト 

URL ⇒https://ready.sega.jp/ 
 
【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）  
※事務局開設期間：2018年10 月23 日（火）～2018 年12月3 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・年末年始は除く）  
※事務局開設期間：2018年10 月23 日（火）～2019 年1月31 日（木） 

 
 

－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 

e-mail:se-pub@sega.com 
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 Readyyy! 公式HP 

▲セガコラボカフェ Readyyy!  ハート型缶バッジ 
（全18種）【サイズ】H約45mm×W約50mm 

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

