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「セガコラボカフェ おそ松さん×しろくまカフェ」開催のお知らせ 
開催期間：2021年7月10日（土） ～ 9月12日（日） 

 
株式会社GENDA SEGA Entertainmentは、ＴＶアニメ「おそ松さん」、「しろくまカフェ」とコラボレーションしたカフェを、7月10日(土)より
セガコラボカフェ池袋GiGO、セガコラボカフェなんば千日前にて期間限定でオープンします。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。 

 
※セガコラボカフェ 池袋GiGOへの入場は事前予約制（抽選予約＋先着予約）となります。 

※セガコラボカフェ なんば千日前への入場はフリー入場制（一部日程事前予約制）となります。 

※プレミアムペアシートはセガコラボカフェ池袋GiGOのみの展開となります。 

なんば千日前でのご提供はありません。 

※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。 
 
【セガコラボカフェ概要】 
■店 名：セガコラボカフェ おそ松さん×しろくまカフェ 
■期 間：2021年7月10日（土） ～ 9月12日（日） 
■開 催 場 所：セガ 池袋GiGO 地下2階・セガコラボカフェ なんば千日前 
 
 
【スケジュール】 
第1弾：2021年7月10日（土）～ 7月30日（金）  
第2弾：2021年7月31日（土）～ 8月20日（金） 
第3弾：2021年8月21日（土）～ 9月12日（日）  
※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。 

 
 
【コラボカフェ オリジナルメニュー】 
＜通期：2021年7月10日（土） ～ 9月12日（日）＞ 
■ドリンクメニュー 全12種 各660円（税込） 
・おそ松 
・カラ松 
・チョロ松 
・一松 
・十四松 
・トド松 
・シロクマくん 
・グリズリーさん 
・ペンギンさん 
・パンダくん 
・ラマさん 
・カピバラキッズ 
 
・ホットコーヒー 
・ホットココア 
・アイスウーロン茶 
 

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。 

※ドリンクタグはなくなり次第、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。 
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■フードメニュー 各1,320円（税込） 
＜第１弾：2021年7月10日（土）～ 7月30日（金）＞ 
・おそ松＆シロクマくんのカレーライス with フランクフルト 
・おそ松さん シャケとウメ直伝！おいしいやきそば 
 
 
 
 
 
 
＜第2弾：2021年7月31日（土）～ 8月20日（金）＞ 
・カラ松＆グリズリーさんのオムそばと飯 
・トド松＆カピバラキッズのしおら～めん 
 
 
 
 
 
 
＜第3弾：2021年8月21日（土）～ 9月12日（日）＞ 
・一松＆パンダくんの海で食べるならこのピザ 
・しろくまカフェ まぐろの南蛮漬け風どんぶり 
 
 
 
 
 
 
 
※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 
＜第１弾：2021年7月10日（土）～ 7月30日（金）＞ 
・おそ松さん × しろくまカフェ 南国気分のデザートプレート 

1,320円（税込） 
・チョロ松＆ペンギンさんの スイカっぽいパフェ 990円（税込） 
 

 

 

 

 

＜第2弾：2021年7月31日（土）～ 8月20日（金）＞ 
・おそ松さん × しろくまカフェ 南国気分のデザートプレート 

1,320円（税込） 
・シロクマくん＆グリズリーさんのさたぱんびんパフェ 

990円（税込） 
 

 

 

＜第3弾：2021年8月21日（土）～ 9月12日（日）＞ 
・おそ松さん × しろくまカフェ 南国気分のデザートプレート 

1,320円（税込） 
・十四松＆ラマさんのしあわせを呼ぶマンゴーパフェ 

990円（税込） 
 

 

 

 

 

 

※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。 

※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。 
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【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、ドリンクコースターの中から1枚プレゼントします。 
第1弾：全12種・ランダム／第2弾：全12種・ランダム／第3弾：全9種・ランダム 
※ホットコーヒー、ホットココア、アイスウーロン茶も対象となります。※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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■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、フードブロマイドを1枚プレゼントします。 
前半 配布期間：2021年7月10日（土）～ 8月20日（金）／全12種・ランダム 
後半 配布期間：2021年8月21日（土）～ 9月12日（日）／全6種・ランダム 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
※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。 

 

 

【プレミアムペアシート：2名さま 4,400円（税込）】 2名さまでご利用いただける「プレミアムペアシート」をご用意。 
 
■特典1：大きめの席でゆったり！プレミアムペアシート 
 

■特典2：プレミアムペアシート限定缶バッジ～おそ松さん ver.～（全6種） 
プレミアムペアシート限定缶バッジ～しろくまカフェ ver.～（全6種） 
※2名さま分のお渡しです。※お好きな絵柄をお選びいただけます。 

※各絵柄なくなり次第、終了となります。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■特典3：お好きなラテアートが選べる！ 
 おそ松さんデフォルメイラスト～海の家 ver.～（全6種） 

しろくまカフェ（全6種） 
※2名さま分のご提供です。 

※コーヒー・ココア・カフェモカのいずれかより、お選びいただけます。 

 ▲ラテアート 
おそ松さんデフォルメイラスト～海の家 ver.～（全6種） 

しろくまカフェ（全6種） 

▲第1弾：ドリンクメニュー特典 
ドリンクコースター 

（全12種・ランダム） 

2021年7月10日（土）～ 7月30日（金） 

▲プレミアムペアシート限定缶バッジ 

～おそ松さん ver.～（全6種） 

【サイズ】直径約76mm 

▲プレミアムペアシート限定缶バッジ 

～しろくまカフェ ver.～（全6種） 

【サイズ】直径約76mm 

 

▲前半 フード・デザートメニュー特典 
フードブロマイド（全12種・ランダム） 

▲第2弾：ドリンクメニュー特典 
ドリンクコースター 

（全12種・ランダム） 
2021年7月31日（土）～ 8月20日（金） 

▲第3弾：ドリンクメニュー特典 
ドリンクコースター 

（全9種・ランダム） 

2021年8月21日（土）～ 9月12日（日） 

▲後半 フード・デザートメニュー特典 
フードブロマイド（全6種・ランダム） 



   

 

■特典4：おひとり様につき1枚ドリンクコースターをお渡しします。 

※ドリンクメニューご注文でもらえる特典と同じものとなります。 

※絵柄はお選びいただけません。 

 
※ラテアートは、プレミアムペアシートの特典となります。別途、ご注文いただくことはできません。 

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。※ご利用料金とは別に、ご飲食代を別途頂戴いたします。 

※ご利用のお客さまおひとりにつき、いずれかのメニューより1品以上のご注文をいただいております。 

※おひとり様でのご利用が可能ですが、ご利用料金は2名さま分（税込4,400円）となりますので、ご注意ください。また、ご利用特典のプレミアムペアシート限定

缶バッジ～おそ松さん ver.～・プレミアムペアシート限定缶バッジ～しろくまカフェ ver.～・ラテアートは、それぞれ2名さま分のお渡しとなります。 

※プレミアムペアシート限定缶バッジ～おそ松さん ver.～、プレミアムペアシート限定缶バッジ～しろくまカフェ ver.～はお好きな絵柄をお選びいただけますが、各絵柄

なくなり次第、終了となります。 

 

 

【アイテムショップ】  
＜セガモールオンラインにて事前物販を予定しております。 
事前物販受付期間：2021年6月23日（水）12:00～7月6日（火）23:59迄＞ 
 
2021年7月10日（土）発売予定 
・セガコラボカフェ おそ松さん×しろくまカフェ ホログラム缶バッジ～海の家 ver.～（全12種） 660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10点までご購入いただけます。 

・セガコラボカフェ おそ松さん×しろくまカフェ ビッグアクリルスタンド～海の家 ver.～（全12種） 各1,320円（税込） 
※お好きなキャラクターがお選びいただけます。※1回のお会計で、おひとり様につき各1点までご購入いただけます。 

・セガコラボカフェ おそ松さん×しろくまカフェ デフォルメ缶バッジ～海の家 ver.～（全9種） 440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10点までご購入いただけます。 

・セガコラボカフェ おそ松さん×しろくまカフェ スタンド付きデフォルメアクリルキーホルダー～海の家 ver.～（全9種） 770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10点までご購入いただけます。 

・セガコラボカフェ おそ松さん×しろくまカフェ アートパネル～海の家 ver.～（全12種） 660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10点までご購入いただけます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2021年7月31日（土）発売予定 
・セガコラボカフェ おそ松さん×しろくまカフェ デフォルメ缶バッジ～ソフトクリーム ver.～（全9種） 440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10点までご購入いただけます。 

・セガコラボカフェ おそ松さん×しろくまカフェ 
スタンド付きデフォルメアクリルキーホルダー～ソフトクリーム ver.～（全9種）770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10点までご購入いただけます。 

▲セガコラボカフェ おそ松さん×しろくまカフェ 
アートパネル～海の家 ver.～（全12種） 

【サイズ】H約140mm×W約125mm 

▲セガコラボカフェ おそ松さん×しろくまカフェ 

スタンド付きデフォルメアクリルキーホルダー～海の家 ver.～（全9種） 
【サイズ】最大H約70mm 

※キャラクターにより、サイズが異なります。 

▲セガコラボカフェ おそ松さん×しろくまカフェ 

デフォルメ缶バッジ～海の家 ver.～（全9種） 
【サイズ】直径約56mm 

▲セガコラボカフェ おそ松さん×しろくまカフェ 
ビッグアクリルスタンド～海の家 ver.～（全12種） 

【サイズ】最大H約150mm 
※キャラクターにより、サイズが異なります。 

▲セガコラボカフェ おそ松さん×しろくまカフェ  
ホログラム缶バッジ～海の家 ver.～（全12種） 

【サイズ】直径約75 mm 



   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※おひとり様につき、1会計とさせていただきます。※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。 

 
【セガ限定オリジナルプライズ】  
2021年8月21日（土）より、一部店舗にクレーンゲーム用景品が登場！ 

 

 

 

 

≪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。 
 

新型コロナウイルス感染症拡大防止に関して 

新型コロナウイルス感染症拡大防止の対策を行うことにより、営業をさせていただいております。 

感染拡大防止の対策を最大限配慮して行って参りますので、お客さまのご理解ご協力をお願い申し上げます。 

※詳細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 
©赤塚不二夫／おそ松さん製作委員会 ©ヒガアロハ／しろくまカフェ製作委員会 2012 

©GENDA SEGA Entertainment Inc. 
 
セガコラボカフェ おそ松さん×しろくまカフェ 公式HP 

URL ⇒ https://sega-collabocafe.com/top/osomatsusan-shirokumacafe_2.html 
TVアニメ「おそ松さん」公式サイト 

URL ⇒ https://osomatsusan.com/ 
TVアニメ「しろくまカフェ」公式サイト 

URL ⇒ https://shirokumacafe.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・年末年始を除く）  
※事務局開設期間：2021年6月23日（水） ～ 9月13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・年末年始を除く）  
※窓口開設期間：2021年6月23日（水） ～ 2022年6月30日（木） 

 
 

－報道関係からのお問合せ先－ 
株式会社GENDA SEGA Entertainment 

担当：栢野 
TEL：03-6404-8584 / FAX：03-6404-8587 

e-mail: gse-pub@gendasega.com 
https://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 

おそ松さん×しろくまカフェ 

公式HP 

▲セガコラボカフェ おそ松さん×しろくまカフェ 
スタンド付きデフォルメアクリルキーホルダー～ソフトクリーム ver.～

（全9種） 

【サイズ】最大H約70mm 
※キャラクターにより、サイズが異なります。 

▲セガコラボカフェ おそ松さん×しろくまカフェ 
デフォルメ缶バッジ～ソフトクリーム ver.～（全9種） 

【サイズ】直径約56mm 


