
   

 

                    

 
『セガコラボカフェ ペルソナQ2』開催のお知らせ 

実施期間：2018年11月3日（土・祝）～2018年12月16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 号館にて任天堂3DS ソフト「ペルソナQ2 ニュー シネマ ラビリンス」とコラボ

レーションしたカフェ「セガコラボカフェ ペルソナQ2」を11 月3日（土）より開催します。 

期間中は、「ペルソナQ2」の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「ペルソナQ2」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 ペルソナQ2 

■期 間：2018 年11月3 日（土・祝）～ 2018 年12 月16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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【コラボカフェ オリジナルメニュー】 

※第2 弾以降のメニューはセガコラボカフェ公式HP をご確認ください。 

 

■ドリンクメニュー（全12 種）  各600 円（税込） 

＜第1 弾：2018年11月3日（土・祝）～ 2018 年11月16 日（金）＞ 

・P5 主人公   

・佐倉双 葉 

・奥村春   

・岳羽ゆかり   

・荒垣真次郎   

・花村陽介 

・クマ   

・天城雪子 

・白鐘直斗   

・マーガレット   

・マリー   

・ナギ 

・コーヒー（アイス／ホット） ・ホットココア 

 

 

 

2018年10月24日 

株式会社セガ エンタテインメント 

-INFORMATION -  

▲第1弾 コラボドリンク12種 



   

■フードメニュー  各1,200 円（税込） 

＜第1 弾：2018年11月3日（土・祝）～ 2018 年11月16 日（金）＞ 

・２つの雷光カレー 

・トリプルサポートサンドイッチ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■デザートメニュー  各1,000 円（税込） 

＜第1 弾：2018年11月3日（土・祝）～ 2018 年11月16 日（金）＞ 

・漢式・髑髏特攻撃パフェ  

・会長連撃剣パフェ 

・アニマル狂想曲パフェ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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】 

■ドリンクメニュー特典 

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。 

＜第1 弾：（全12 種）2018 年11月3 日（土・祝）～ 2018 年11月16日（金）＞ 

＜第2 弾：（全12 種）2018 年11月17 日（土）～ 2018 年11月30日（金）＞ 

＜第3 弾：（全12 種）2018 年12月1 日（土）～ 2018 年12月16 日（日）＞ 

※絵柄はお選びいただけません。 

※コーヒー（ホット／アイス）、ホットココアも対象となります。 

 

■フードメニュー特典 

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。 

＜第1 弾：（全2 種）2018 年11月3 日（土・祝）～ 2018 年11 月16 日（金）＞ 

＜第2 弾：（全2 種）2018 年11月17 日（土）～ 2018 年11月30 日（金）＞ 

＜第3 弾：（全2 種）2018 年12月1 日（土）～ 2018 年12月16 日（日）＞ 

 

■デザートメニュー特典 

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

＜第1 弾：（全3 種）2018 年11月3 日（土・祝）～ 2018 年11 月16 日（金）＞ 

＜第2 弾：（全3 種）2018 年11月17 日（土）～ 2018 年11月30 日（金）＞ 

＜第3 弾：（全3 種）2018 年12月1 日（土）～ 2018 年12月16 日（日）＞ 

 

※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。 

▲２つの雷光カレー 

▲漢式・髑髏特攻撃パフェ ▲会長連撃剣パフェ 

▲ドリンクメニュー特典 ドリンクコースター 

▲トリプルサポートサンドイッチ 

▲アニマル狂想曲パフェ 

▲フードメニュー特典 フードコースター 

▲デザートメニュー特典 パフェコースター 



   

【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「ペルソナQ2」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 

＜第1 弾：2018年11月3日（土・祝）～ 2018 年11月16 日（金）＞ 

 

・セガコラボカフェ ペルソナQ2 スクエアホロ缶バッジA（12 種）、B（12 種）、C（12 種）：（全36 種） 500 円（税込） 

※1回のお会計で、おひとり様につき12点までご購入いただけます。 

※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 ペルソナQ2 マイクロファイバータオル A（12種）、B（12 種）、C（12 種）：（全36 種） 600 円（税込） 

※1回のお会計で、おひとり様につき12点までご購入いただけます。 

※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 ペルソナQ2 巾着A、B、C（全3 種） 各700 円（税込） 

※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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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。あらかじめご了承ください。 

※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。 

 

■セガコラボカフェくじ ペルソナQ2 

セガコラボカフェ ペルソナ Q2 開催を記念してカフェくじが登場！ハズレなしでセガコラボカフェオリジナルグッズが当たります。 

＜開催期間：2018年11月17 日（土）～ 2018 年12月16 日（日）1回 700 円＞ 

 

・セガコラボカフェくじ ペルソナQ2 A 賞 カフェエプロン 

・セガコラボカフェくじ ペルソナQ2 B ~D 賞 ランチトート 

・セガコラボカフェくじ ペルソナQ2 E賞 クリアタグ 

※商品はランダムです。絵柄はお選びいただけません。 

・セガコラボカフェくじ ペルソナQ2 F賞 ポストカード 3 枚セット 

※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 ペルソナQ2 巾着 

【サイズ】H約180mm×W約

160mm 

▲セガコラボカフェくじ ペルソナQ2  

A賞 カフェエプロン 

【サイズ】H約63cm×W約87cm 

紐の長さ約245cm 

▲セガコラボカフェくじ ペルソナQ2  

B~D賞 ランチトート 

【サイズ】W約280mm×D約90㎜×H約185㎜ 

▲セガコラボカフェ ペルソナQ2 

スクエアホロ缶バッジ 

【サイズ】H約52mm×W約52mm 

▲セガコラボカフェ ペルソナQ2 

マイクロファイバータオル 

【サイズ】H約200mm×W約

200mm 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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。 

※お並び直し頂ければ、何度でもご購入可能です。 

※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。 

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。 

 

 

■ご購入特典 

＜第1 弾：（全3 種）2018 年11月3 日（土・祝）～ 2018 年11 月16 日（金）＞ 

＜第2 弾：（全3 種）2018 年11月17 日（土）～ 2018 年11月30 日（金）＞ 

＜第3 弾：（全3 種）2018 年12月1 日（土）～ 2018 年12月16 日（日）＞ 

アイテムショップにて商品のお会計2,000 円以上（税込）ごとに、クリアブロマイドを1 枚プレゼントいたします。 

☆お好きな絵柄をお選びいただけます。（例：4,000 円（税込）なら 2 枚、6,000 円（税込）なら 3 枚） 

 

 

※なくなり次第、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。 

 

 

■バースデーカード 

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。 

・高巻杏バースデーカード  ：配布期間：11月12 日（月）～ 

・奥村春バースデーカード  ：配布期間：12月5 日（水）～ 

・天城雪子バースデーカード：配布期間：12月8 日（土）～ 

 

※カフェ、アイテムショップの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枚のお渡しとなります。） 

※なくなり次第、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。 

 

≪ペルソナＱ２ ニュー シネマ ラビリンス パッケージ情報≫ 

大人気RPG『ペルソナ３』と『ペルソナ４』の魅力的なキャラクターが集合し、ペルソナシリーズならではの奥深いストーリーに『世界樹の

迷宮』シリーズの遊びも取り入れたゲーム性で好評を博したペルソナＱの最新作が満を持して登場！今度のペルソナＱは『ペルソナ５』

のキャラクターを主体とした全く新しい物語が展開され、ペルソナ３，４，５の夢の共演が実現します！ 

『ペルソナ３ ポータブル』に登場したペルソナ３女性主人公も参戦し、ペルソナ使いは総勢28人に！ 

タイトルの垣根を越え自由にパーティを組むことが可能です。キャラクター同士の掛け合いにも必見！ 

弱点を突くことで戦いを有利に進める事ができたり、キャラクターたちの総攻撃で一気に畳みかけたりなど『ペルソナ』シリーズお馴染みの

▲ご購入特典 クリアブロマイド 

▲セガコラボカフェくじ ペルソナQ2  

F賞 ポストカード3枚セット 

▲セガコラボカフェくじ ペルソナQ2  

E賞 クリアタグ 

【サイズ】H約100×W約70mm以内※キャラクター

により、サイズが異なります。 

▲高巻杏 

バースデーカード 

▲奥村春 

バースデーカード 

▲天城雪子 

バースデーカード 



   

バトルシステムと、『世界樹の迷宮』シリーズでも好評のタッチペンを使った手書きマップシステムは今作も健在！さらに、戦略性が求めら

れる新システムも搭載！ペルソナファンだけでなくすべてのゲームファンが楽しめる極上の RPGになっております！ 

 

■タイトル名： ペルソナＱ２ ニュー シネマ ラビリンス 

■ジャンル ：  3D ダンジョン RPG 

■対応機種 ：  ニンテンドー3DS 

■プレイ人数 ： １人 

■発売日 ：  2018 年 11 月 29 日（木）予定 

■価格 ：  6,980 円（税別）   

■CERO 年齢区分 ： 「B」 

■先着購入特典:有り 

 

★先着購入特典詳細-------------------------------- 

１．DLC「ペルソナ３,４,５ バトル BGM セット」 

ゲーム中の戦闘曲がペルソナ３,４,５の楽曲（全9 曲）へと変更できるダウンロードコンテンツです。 

シリーズお馴染みの楽曲に切り替えてバトルを楽しむことができます！ 

２．「ＰＱ２・オリジナルテーマ」 

3DS のテーマを変更することが出来るコンテンツです。 

登場キャラクターが一堂に集結した、ペルソナＱ２ならではのデザインになっています。 

※特典の仕様・デザインは予告なく変更する場合がございます。 

※数量が無くなり次第終了とさせて頂きます。 

※ダウンロード番号を印刷した用紙はゲームパッケージ内に封入されております。 

※先着購入特典DLC「ペルソナ３,４,５ バトル BGMセット」「ＰＱ２・オリジナルテーマ」は後日有償配信予定です。 

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

 

≪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、10 月24 日（水）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：©ATLUS ©SEGA All rights reserved. 

 

・セガコラボカフェ ペルソナQ2 

公式HP ⇒ http://sega-collabocafe.com/pq2.html 

・「ペルソナQ2 ニューシネマラビリンス」公式サイト 

公式HP ⇒ https://pq2.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10 月24 日（水）～2018 年12 月17 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10 月24 日（水）～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 ペルソナQ2 

公式HP 

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

