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「セガコラボカフェ 新テニスの王子様」開催のお知らせ 
開催期間：2021年11月20日（土）～ 2022年1月30日（日） 

 
株式会社GENDA SEGA Entertainmentでは、セガコラボカフェ秋葉原 4号館・セガコラボカフェなんば千日前にてTVアニメ「新テニスの

王子様」とコラボレーションしたカフェを2021年11月20日（土）より開催します。 

期間中、「新テニスの王子様」をイメージしたオリジナルのフードやデザート、ドリンクなどが楽しめます。また、オリジナルメニューを注文すると「オ

リジナルコースター」がもらえます。 

同フロアに併設のアイテムショップでは、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 & アイテムショップ 概要】 

■店 名：セガコラボカフェ 新テニスの王子様 

■期 間：2021年11月20日（土） ～ 2022年1月30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） 

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11月20日（土）～ 12月3日（金） 

第2弾：2021年12月4日（土）～12月17日（金） 

第3弾：2021年12月18日（土）～12月31日（金） 

第4弾：2022年1月1日（土・祝）～1月14日（金） 

第5弾：2022年1月15日（土）～1月30日（日） 

 

※セガコラボカフェ秋葉原 4号館の入場は一部事前予約制、それ以外の日程に関しては 

フリー入場制となります。 

※セガコラボカフェなんば千日前の入場は全日フリー入場制となります。 

※混雑状況に応じて整理券の配布、ご利用時間の制限をさせていただく可能性がございます。 

あらかじめご了承ください。 

※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。 

※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 オリジナルメニュー】 

 

■ドリンクメニュー（通期）  各660円 （税込）  

・青学（せいがく） 

・氷帝 

・立海 

・比嘉 

・四天宝寺 

・不動峰 

・六角 

・山吹 

・聖ルドルフ 

・U-17（アンダーセブンティーン） 

 

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。 

 

2021 年11月10日 
株式会社GENDA SEGA Entertainment 



 

   

■フードメニュー  各1,320円（税込） 

＜第1 弾：2021年11月20 日（土） 

～ 12 月3 日（金）＞ 

・遠山の天真爛漫たこ焼き定食 

・葵の 1 度で２度美味しい！焼肉丼のスープセット 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第3 弾：2021年12月18 日（土） 

～12 月31 日（金）＞ 

・桃城のボリュームたっぷり！豪快エビカツバーガー 

・千石のラッキーフードで今日もカツ（勝つ）丼 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第5 弾：2022年1月15日（土）～1 月30日（日）＞ 

・木手のゴーヤチャンプルー炒飯 

・徳川の体力と空間を削る ブラックホールカレー 

 

 

 

 

 

 

 

 

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。 

※予約の日程においてフードメニューは、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：2021年11月20日（土） ～ 2022年1月30日（日）＞ 

・20th ANNIVERSARY パンケーキプレート 1,320 円（税込） 

＜第1 弾：2021年11月20 日（土）～ 12 月3日（金）＞ 

・四天宝寺＆六角パフェ 990 円（税込） 

＜第2 弾：2021年12月4日（土）～12 月17 日（金）＞ 

・立海＆聖ルドルフパフェ 990円（税込） 

＜第3 弾：2021年12月18 日（土）～12 月31 日（金）＞ 

・青学（せいがく）＆山吹パフェ 990 円（税込） 

＜第4 弾：2022年1月1日（土・祝）～1 月14 日（金）＞ 

・氷帝＆不動峰パフェ 990 円（税込） 

＜第5 弾：2022年1月15日（土）～1 月30日（日）＞ 

・比嘉＆U-17（アンダーセブンティーン）パフェ 990 円（税込） 

▲遠山の天真爛漫たこ焼き定食 ▲葵の1度で２度美味しい！ 
焼肉丼のスープセット 

＜第2 弾：2021年12月4日（土） 

～12 月17 日（金）＞ 

・真田の炭火焼き鶏丼 陰の如く… 
・観月のビシソワーズ風パスタ 

▲真田の炭火焼き鶏丼 陰の如く… ▲観月のビシソワーズ風パスタ 

▲桃城のボリュームたっぷり！ 
豪快エビカツバーガー 

▲千石のラッキーフードで 
今日もカツ（勝つ）丼 

＜第4 弾：2022年1月1日（土・祝） 

～1 月14 日（金）＞ 

・侑士の気配が見えない…！？〇〇〇の△△焼き丼 
・橘のあばれ玉風 明石焼き入りスープつけ麺 

▲侑士の気配が見えない…！？ 
〇〇〇の△△焼き丼 

▲橘のあばれ玉風 
明石焼き入りスープつけ麺 

▲木手のゴーヤチャンプルー炒飯 ▲徳川の体力と空間を削る 

ブラックホールカレー 

▲通期 
20th ANNIVERSARYパンケーキプレート 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。 

※予約の日程において20th ANNIVERSARYパンケーキプレートは、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。 

 

【メニュー特典】 

ドリンク・フード・デザートメニューを1 品ご注文につき 

いずれかのオリジナルコースターが各1 枚もらえます。 

第1 弾：2021 年11 月20日（土）～ 12月3 日（金）全13 種・ランダム 

第2 弾：2021 年12 月4 日（土）～12月17日（金）全11 種・ランダム 

第3 弾：2021 年12 月18日（土）～12 月31 日（金）全11 種・ランダム 

第4 弾：2022 年1 月1 日（土・祝）～1 月14日（金）全12 種・ランダム 

第5 弾：2022 年1 月15 日（土）～1月30 日（日）全8 種・ランダム 

 

※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。 

 

 

【セガコラボカフェ限定オリジナルグッズ】＜後日セガモールオンラインにて通信販売を予定しております＞ 

＜2021 年11 月20 日（土）発売予定＞ 

・セガコラボカフェ 新テニスの王子様 

デフォルメ缶バッジ～四天宝寺・六角ver.～（全13 種）440円（税込）  

※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15点までご購入いただけます。 

・セガコラボカフェ 新テニスの王子様 

スタンド付きデフォルメアクリルキーホルダー～四天宝寺・六角ver.～（全13 種）770 円（税込）  

※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15点までご購入いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第2弾以降展開予定の物販はセガコラボカフェ公式HPにて随時公開いたします＞ 

＜2021 年12 月4日（土）発売予定＞ 

・セガコラボカフェ 新テニスの王子様 

デフォルメ缶バッジ～立海・聖ルドルフver.～（全11 種）440 円（税込）  

※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15点までご購入いただけます。 

・セガコラボカフェ 新テニスの王子様 

スタンド付きデフォルメアクリルキーホルダー～立海・聖ルドルフ ver.～（全11 種）770 円（税込）  

※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15点までご購入いただけます。 

▲第1弾：オリジナルコースター 
（全13種 ・ランダム） 

絵柄はお選びいただけません。 

▲セガコラボカフェ 新テニスの王子様 

デフォルメ缶バッジ～四天宝寺・六角ver.～（全13種） 

【サイズ】直径約57mm 

▲セガコラボカフェ 新テニスの王子様 

スタンド付きデフォルメアクリルキーホルダー～四天宝寺・六角ver.～（全13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。 

▲第1弾 
四天宝寺＆六角パフェ 

▲第2弾 
立海＆聖ルドルフパフェ 

▲第3弾 
青学（せいがく）＆山吹パフェ 

▲第4弾 
氷帝＆不動峰パフェ 

▲第5弾 
比嘉＆U-17（アンダーセブンティーン）

パフェ 

▲COMINGSOON 

 



 

   

＜2021 年12 月18 日（土）発売予定＞ 

・セガコラボカフェ 新テニスの王子様 

デフォルメ缶バッジ～青学（せいがく）・山吹ver.～（全11種）440 円（税込）  

※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15点までご購入いただけます。 

・セガコラボカフェ 新テニスの王子様 

スタンド付きデフォルメアクリルキーホルダー～青学（せいがく）・山吹ver.～（全11 種）770円（税込）  

※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15点までご購入いただけます。 

 

＜2022 年1 月1日（土）発売予定＞ 

・セガコラボカフェ 新テニスの王子様 

デフォルメ缶バッジ～氷帝・不動峰ver.～（全12 種）440 円（税込）  

※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15点までご購入いただけます。 

・セガコラボカフェ 新テニスの王子様 

スタンド付きデフォルメアクリルキーホルダー～氷帝・不動峰ver.～（全12種）770円（税込）  

※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15点までご購入いただけます。 

 

＜2022 年1 月15日（土）発売予定＞ 

・セガコラボカフェ 新テニスの王子様 

デフォルメ缶バッジ～比嘉・U-17（アンダーセブンティーン）ver.～（全8種）440円（税込）  

※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15点までご購入いただけます。 

・セガコラボカフェ 新テニスの王子様 

スタンド付きデフォルメアクリルキーホルダー～比嘉・U-17（アンダーセブンティーン）ver.～ 

（全8 種）770 円（税込）  

※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15点までご購入いただけます。 

 

※発売開始時期は、変更となる場合がございます。ご了承ください。 

※取り扱い商品の詳細については、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。 

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。 

 

 

【セガ限定オリジナルプライズ】  
2021年12月25日（土）より、一部店舗にクレーンゲーム用景品が登場！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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≫ 

・セガコラボカフェ秋葉原 4号館のカフェへの入場は一部日程において事前予約制、それ以外の日程に関してはフリー入場制となります。 

・セガコラボカフェなんば千日前のカフェへの入場は全日フリー入場制となります。 

・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、営業を再開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。 

 

▲COMINGSOON 

 

▲COMINGSOON 

 

▲COMINGSOON 

 



 

   

 

■著作権表記： 

 

 ©許斐 剛／集英社・ＮＡＳ・新テニスの王子様プロジェクト 

©GENDA SEGA Entertainment Inc. 

 

・セガコラボカフェ 新テニスの王子様 

公式HP ⇒ https://sega-collabocafe.com/top/tenipuri-anv20.html 

 

・「新テニスの王子様」公式サイト 

公式HP ⇒ http://tenipuri.jp/ 
 
 
■お問合せ先 TEL：0120-225-725 

 

『セガコラボカフェ』事務局 

【受付時間】10:00～17:00（土・日・祝日・年末年始を除く）  

【開設期間】2021 年11 月10日（水）～2022 年12 月28 日（水） 
 
 

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

担当：鶴 
TEL：03-6404-8588 / FAX：03-6404-8590 

e-mail:gse-pub@gendasega.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 新テニスの王子様 HP 


