
   

 

        

 

『セガコラボカフェ  ラブライブ！ 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』開催のお知らせ 
開催期間：2018年11月3日（土・祝）～2018年12月2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 2号館（セガ秋葉原2号館6F）にて「ラブライブ！ 虹ヶ咲学園スクールアイ

ドル同好会」とコラボレーションしたカフェ「セガコラボカフェ ラブライブ！ 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」を 11 月3 日（土・祝）より開

催します。 

期間中は、「ラブライブ！ 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」のメンバ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、7Fの「アイテムショップ」では、様々なグッズやセガ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。 

また、2,000 円以上(税込)購入ごとに、限定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 & アイテムショップ 概要】 

■店 名：セガコラボカフェ ラブライブ！ 

 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 

■期 間：2018 年11月3 日（土・祝） 

～ 2018 年12月2日（日） 

■開 催 店 舗：セガコラボカフェ秋葉原 2号館 

（セガ秋葉原2号館 6F／受付7F） 

 

※期間に合わせて、コラボカフェオリジナルメニューやノベルティの変更を予定しております。 

※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。 

 

【スケジュール】 

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

<第2 弾> 2018 年11 月17 日（土）～2018 年12月2 日（日） 

 

 

【コラボカフェ オリジナルメニュー】 

 

<通期> 2018 年11月3日（土・祝）～2018 年12月2 日（日） 

■オリジナルドリンクメニュー  全９種 各600 円（税込） 

 

・上原 歩夢 

・中須 かすみ 

・桜坂 しずく 

・朝香 果林 

・宮下 愛 

・近江 彼方 

・優木 せつ菜 

・エマ・ヴェルデ 

・天王寺 璃奈 

 

・コーヒー（ホット／アイス） 

・ホットココア 

 

2018年10月25日 

株式会社セガ エンタテインメント 

-INFORMATION -  



   

■デザートメニュー  各1,000 円（税込） 

・ラブライブ！ 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会パフェ(1 年生) 

・ラブライブ！ 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会パフェ(2 年生) 

・ラブライブ！ 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会パフェ(3 年生) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

■フードメニュー  各1, 200 円（税込） 

・TOKIMEKI Runners クリームパスタ 

・1 年生特製担々麺 

 

 

 

 

 

 

 

※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。 

 

♪♪♪第2 弾で2 年生、3年生のメニューも登場予定！♪♪♪ 

 

 

【メニュー特典】 

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

■ドリンクメニュー特典（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が１枚もらえます。 

※絵柄はお選びいただけません。 

 

■デザートメニュー特典（全3種） 

デザートメニューを1 品ご注文につきパフェコースターが 1 枚もらえます。 

 

■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が 1 枚もらえます。 

 

※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。 

 

 

【バースデーカード】 

期間中、誕生日を迎えるメンバー天王寺 璃奈のバースデーカードを、コラボカフェご利用の方に 

プレゼントします。 

配布期間：11月13 日（火）～ 

 

※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。 

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。 

▲TOKIMEKI Runnersクリームパスタ 

▲ドリンクコースター（全9種・ランダム） 

▲1年生特製担々麺 

▲ラブライブ！ 虹ヶ咲学園 

スクールアイドル同好会パフェ 

(1年生) 

▲ラブライブ！ 虹ヶ咲学園 

スクールアイドル同好会パフェ 

(2年生) 

▲ラブライブ！ 虹ヶ咲学園 

スクールアイドル同好会パフェ 

(3年生) 

▲パフェコースター（全3種） ▲フードコースター（全1種） 



   

 

【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「ラブライブ！ 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」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 ラブライブ！ 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 アクリルバッジ Vol.1（全9 種） 540 円（税込） 

※絵柄はお選びいただけません。 

※メンバーにより、サイズが異なります。 

・セガコラボカフェ ラブライブ！ 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 マイクロファイバータオル（全10 種） 600 円（税込） 

※絵柄はお選びいただけません。 

・セガコラボカフェ ラブライブ！ 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 クリアファイル 3 枚セット（全3 種・学年別） 各1200 円（税込） 

・セガコラボカフェ ラブライブ！ 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 コースターホルダー（全3 種） 各1,000 円（税込） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※セガコラボカフェ秋葉原2号館のアイテムショップは7階にございます。 

※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。 

※グッズ詳細やその他のお取り扱い商品については、セガコラボカフェ公式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。 

 

 

■購入者特典 

アイテムショップで 2,000 円（税込）購入ごとに、「お好きなクリアブロマイド（全9 種）」を 

1 枚ずつプレゼントいたします。 

 

 

 

※購入者特典はなくなり次第、配布終了となります。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。 

 

 

▲セガコラボカフェ ラブライブ！ 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 

クリアファイル3枚セット (全3種) 【サイズ】A4 

▲セガコラボカフェ ラブライブ！ 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 

アクリルバッジVol.1（全9種・ランダム） 

【サイズ】H約70mm×W約70mm 

▲セガコラボカフェ ラブライブ！ 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 

マイクロファイバータオル（全10種・ランダム） 

【サイズ】H約200mm×W約200mm 

▲セガコラボカフェ ラブライブ！ 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 

コースターホルダー (全3種)  

【サイズ】W約120mm×H約210mm 



   

【セガコラボカフェ ラブライブ！ サンシャイン!! feat.サクラ大戦との連動施策】 

 

セガ秋葉原2号館開催「セガコラボカフェ ラブライブ！ 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好

会」 

セガ秋葉原3号館開催「セガコラボカフェ ラブライブ！ サンシャイン!! feat.サクラ大戦」 

 

上記2店舗の物販商品1,000円以上のお買い上げレシートをそれぞれ1枚ずつ持って 

セガ秋葉原2号館「セガコラボカフェ ラブライブ！ 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」の 

アイテムショップにお持ちいただくと、お好きなポストカードを1枚差し上げます。 

 

実施期間：2018年11月3日（土・祝）～2018年12月2日（日） 

 

※レシートの合算は行っておりません。 

※レシート1セットに対して、ポストカード1枚のお渡しとなります。また、レシートに印をつけさせて頂きます。 

※フード・ドリンク・パフェなどカフェメニューのご購入レシートは対象外です。 

※お受取りはセガ秋葉原2号館「セガコラボカフェ ラブライブ！ 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」のアイテムショップのみになります。 

※なくなり次第、配布終了となります。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。 

 

≪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：©2013 PL! ©2017 PL!S ©KlabGames ©S ©BuSHI ©SEGA 

 

・セガコラボカフェ ラブライブ！ 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 

公式HP ⇒ http://sega-collabocafe.com/nijigasaki01.html 

・ラブライブ！ 虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 公式サイト 

公式HP→http://www.lovelive-anime.jp/nijigasaki/ 

・ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル ALL STARS（スクスタ）公式サイト 

公式HP→https://lovelive-as.bushimo.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）  
【開設期間】2018 年10 月25 日（木）～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・祝日は除く）  
【開設期間】2018 年10 月25 日（木）～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 ラブライブ！  

虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 

公式HP 

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

