
   

   

 

 

『セガコラボカフェ Fate/Grand Order Arcade』開催のお知らせ 
実施期間：2019年1月19日（土）～2019年3月10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、4 号館、セガコラボカフェなんば千日前にてアーケードゲーム

『Fate/Grand Order Arcade』とコラボレーションしたカフェ「セガコラボカフェ Fate/Grand Order Arcade」を2019 年1月19 日

（土）より3 店舗同時開催します。 

期間中は、『Fate/Grand Order Arcade』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。 

コラボカフェオリジナルメニューのご注文で限定ノベルティがもらえます。 

同フロア併設の「アイテムショップ」では、ここでしか手に入らない『Fate/Grand Order Arcade』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 Fate/Grand Order Arcade 

■期 間：2019 年1月19 日（土）～ 2019 年3月10 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） 

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 

※3 店舗同時開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【コラボカフェ オリジナルメニュー】 

 

■ドリンクメニュー（全10 種）  各600 円（税込） 

＜第1 弾：2019年1月19日（土） 

           ～ 2019 年2 月15 日（金）＞ 

 

・アルトリア・ペンドラゴン 

・エリザベート・バートリー 

・マシュ・キリエライト 

・エミヤ 

・クー・フーリン 

・ヘラクレス 

・アタランテ 

・諸葛孔明〔エルメロイⅡ世〕 

・レオナルド・ダ・ヴィンチ 

・COMING SOON 

 

・コーヒー（アイス／ホット） ・ホットココア 

2018年12月25日 

株式会社セガ エンタテインメント 
-INFORMATION -  

▲第1弾 オリジナルドリンク 

2019年1月19日（土） 

～ 2019年2月15日（金） 

■ドリンクメニュー（全10 種）  各600 円（税込） 

＜第2 弾：2019年2月16日（土） 

           ～ 2019 年3 月10 日（日）＞ 

 

・マルタ 

・ジークフリート 

・ヴラド三世 

・カーミラ 

・清姫 

・ギルガメッシュ 

・アルトリア・ペンドラゴン〔オルタ〕 

・ジャンヌ・ダルク 

・ジャンヌ・ダルク〔オルタ〕 

・COMING SOON 

 

・コーヒー（アイス／ホット） ・ホットココア 

▲第2弾 オリジナルドリンク 

2019年2月16日（土） 

～ 2019年3月10日（日） 



   

■フードメニュー  各1,200 円（税込） 

＜第１弾：2019 年1月19日（土） 

                 ～ 2019 年2 月15 日（金）＞ 

・レオナルド・ダ・ヴィンチのサンドウィッチプレート  

・COMING SOON  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

■デザートメニュー  各1,000 円（税込） 

＜通期：2019 年1 月19日（土）～ 2019 年3月10日（日）＞ 

・ARTS CHAINパフェ 

・QUICK CHAINパフェ 

・BUSTER CHAINパフェ 

・聖晶粒パフェ 

 

 

 

 

 

※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。 

※おひとり様につきドリンクは10杯まで、パフェは各種1つまでご注文いただけます。 

※ドリンク・パフェはグラス交換制です。グラスが空になりましたら追加のご注文をお受けいたします。 

 

 

【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10 種）2019 年1月19 日（土）～ 2019 年2月15 日（金）＞ 

＜第2 弾：（全10 種）2019 年2月16 日（土）～ 2019 年3月10 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1 種）2019 年1月19 日（土）～ 2019 年2月15 日（金）＞ 

＜第2 弾：（全1 種）2019 年2月16 日（土）～ 2019 年3月10 日（日）＞ 

 

 

■デザートメニュー特典 

パフェを1 品ご注文につき「デザートコースター（全4 種）」の中から 1 枚プレゼントします。 

＜第1 弾：（全4 種）2019 年1月19 日（土）～ 2019 年2月15 日（金）＞ 

＜第2 弾：（全4 種）2019 年2月16 日（土）～ 2019 年3月10 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。 

 

▲聖晶粒パフェ 

▲レオナルド・ダ・ヴィンチのサンドウィッチプレート 

 

▲ARTS CHAINパフェ 

▲ドリンクメニュー特典 ドリンクコースター 

▲COMING SOON 

▲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 デザートコースター 

■フードメニュー  各1,200 円（税込） 

＜第2 弾：2019年2月16日（土） 

               ～ 2019 年3月10 日（日）＞ 

・ギルガメッシュの野菜宝物庫カレー  

・COMING SOON 

▲ギルガメッシュの野菜宝物庫カレー 

 

▲COMING SOON 

▲BUSTER CHAINパフェ ▲QUICK CHAINパフェ 



   

【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『Fate/Grand Order Arcade』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：2019年1月19日（土）～ 2019 年2 月15 日（金）＞ 

 

・セガコラボカフェ Fate/Grand Order Arcade クリアファイルA （全10 種） 400円（税込） 

※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。 

※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 Fate/Grand Order Arcade チェンジング缶バッジA （全5 種） 650円（税込） 

※1回のお会計で、おひとり様につき5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 Fate/Grand Order Arcade アクションカットインアクリルキーホルダー（全10 種） 各800 円（税込） 

アルトリア・ペンドラゴン、エリザベート・バートリー、マシュ・キリエライト、エミヤ、クー・フーリン、ヘラクレス、マルタ、ギルガメッシュ、 

諸葛孔明〔エルメロイⅡ世〕、レオナルド・ダ・ヴィンチ 

※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。 

※お好きな絵柄がお選びいただけます。 

・セガコラボカフェ Fate/Grand Order Arcade コースターホルダーA・B・C・D（全4 種）各 1,000 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。 

※お好きな絵柄がお選びいただけます。 

・セガコラボカフェ Fate/Grand Order Arcade デフォルメ缶バッジA・B （各全10種） 400 円（税込） 

※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。 

※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 Fate/Grand Order Arcade スタンド付きデフォルメアクリルキーホルダーA・B （各全10 種） 700 円（税込） 

※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。 

※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 Fate/Grand Order Arcade 

チェンジング缶バッジA （全5種） 

【サイズ】直径約56㎜ 

▲セガコラボカフェ Fate/Grand Order Arcade 

アクションカットインアクリルキーホルダー （全10種） 

【サイズ】H約60mm×W約80mm 

▲セガコラボカフェ Fate/Grand Order Arcade 

クリアファイルA （全10種）【サイズ】A4 

▲セガコラボカフェ Fate/Grand Order Arcade 

デフォルメ缶バッジA （全10種） 

【サイズ】直径約56㎜ 

▲セガコラボカフェ Fate/Grand Order Arcade 

デフォルメ缶バッジB （全10種） 

【サイズ】直径約56㎜ 

▲セガコラボカフェ Fate/Grand Order Arcade 

コースターホルダーA・B・C・D（全4種） 

【サイズ】H約210mm×W約120mm×D約50

㎜ 

A B 

C D 

▲セガコラボカフェ Fate/Grand Order Arcade 

スタンド付きデフォルメアクリルキーホルダーB （全10種） 

【サイズ】H約70mm以内×W約60mm以内 

※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 Fate/Grand Order Arcade 

スタンド付きデフォルメアクリルキーホルダーA （全10種） 

【サイズ】H約70mm以内×W約60mm以内 

※キャラクターによりサイズが異なります。 



   

＜第2 弾：2019年2月16日（土）～ 2019 年3 月10 日（日）＞ 

 

セガコラボカフェ Fate/Grand Order Arcade クリアファイル B（全10種） 400 円（税込） 

※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。 

※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 Fate/Grand Order Arcade チェンジング缶バッジ B（全5 種） 650円（税込） 

※1回のお会計で、おひとり様につき5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 Fate/Grand Order Arcade アクションカットインアクリルキーホルダー（全10 種） 各800 円（税込） 

アタランテ、ジークフリート、ヴラド三世、カーミラ、清姫、アルトリア・ペンドラゴン〔オルタ〕、ジャンヌ・ダルク、ジャンヌ・ダルク〔オルタ〕、 

COMING SOON、COMING SOON 

※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。 

※お好きな絵柄がお選びいただけます。 

セガコラボカフェ Fate/Grand Order Arcade コースターホルダーE・F（全2 種）各 1,000 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。 

※お好きな絵柄がお選びいただけます。 

セガコラボカフェ Fate/Grand Order Arcade デフォルメ缶バッジ C・D（各全10 種） 400 円（税込） 

※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。 

※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 Fate/Grand Order Arcade スタンド付きデフォルメアクリルキーホルダーC・D（各全10 種） 700 円（税込） 

※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。 

※商品はランダムです。絵柄はお選びいただけません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。 

※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 Fate/Grand Order Arcade 

チェンジング缶バッジB （全5種） 

【サイズ】直径約56㎜ 

▲セガコラボカフェ Fate/Grand Order Arcade 

アクションカットインアクリルキーホルダー （全10種） 

【サイズ】H約60mm×W約80mm 

▲セガコラボカフェ Fate/Grand Order Arcade 

クリアファイルB （全10種）【サイズ】A4 

▲セガコラボカフェ Fate/Grand Order Arcade 

コースターホルダーE・F（全2種） 

【サイズ】H約210mm×W約120mm×D約50

㎜ 

▲セガコラボカフェ Fate/Grand Order Arcade 

スタンド付きデフォルメアクリルキーホルダーD （全10種） 

【サイズ】H約70mm以内×W約60mm以内 

※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 Fate/Grand Order Arcade 

スタンド付きデフォルメアクリルキーホルダーC （全10種） 

【サイズ】H約70mm以内×W約60mm以内 

※キャラクターによりサイズが異なります。 

E F 

▲セガコラボカフェ Fate/Grand Order Arcade 

デフォルメ缶バッジC （全10種） 

【サイズ】直径約56㎜ 

▲セガコラボカフェ Fate/Grand Order Arcade 

デフォルメ缶バッジD （全10種） 

【サイズ】直径約56㎜ 



   

■ご購入特典 

＜第1 弾：（全5 種）2019 年1月19 日（土） 

                          ～ 2019 年2月15 日（金）＞ 

＜第2 弾：（全5 種）2019 年2月16 日（土） 

                          ～ 2019 年3月10 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。 

 

 

■『Fate/Grand Order Arcade』のカード提示でオリジナルポストカードがもらえる！ 

＜第1 弾：（全1 種）2019 年1月19 日（土）～ 2019 年2月15 日（金）＞ 

＜第2 弾：（全1 種）2019 年2月16 日（土）～ 2019 年3月10 日（日）＞ 

『Fate/Grand Order Arcade』のカードをカフェのお会計時に、ご提示いただくとオリジナルポストカードをプレゼン

トします。 

※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。 

 

 

≪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、2018 年12 月25 日（火）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：©TYPE-MOON / FGO ARCADE PROJECT 

・セガコラボカフェ Fate/Grand Order Arcade  公式HP ⇒ http://sega-collabocafe.com/arcade-fate-go.html 

・『Fate/Grand Order Arcade』公式サイト 公式HP ⇒ https://arcade.fate-go.jp/ 

・セガコラボカフェ秋葉原 2 号館 公式ツイッター アカウント ⇒ @sccsega_4  

・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 

・セガコラボカフェなんば千日前 公式ツイッター アカウント ⇒ @sccsega5 

 
■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・年末年始は除く）  
【開設期間】2018 年12 月10 日（月）～2019 年3 月11 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）  
【開設期間】2019 年12 月25 日（火）～2019 年12 月27 日（金） 
 

 
－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：03-6404-8588 / FAX：03-6404-8590 

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。 

▲ご購入特典 クリアブロマイド 

▲セガコラボカフェ Fate/Grand Order Arcade 

公式HP 

▲オリジナルポストカード 

https://twitter.com/sccsega_4
http://www.sega-entertainment.jp/

