
   

 
  

                    

 

『セガコラボカフェ ぴえろ 40 周年記念』開催のお知らせ 
実施期間：2019年6月29日（土）～2019年9月1日（日） 

 
株式会社セガ エンタテインメントでは、セガ秋葉原 2 号館 6F にて「ぴえろ 40 周年記念」とコラボレーションしたカフェを 2019 年 6 月 29

日（土）より開催します。 

期間中、「ぴえろ 40 周年記念」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。 

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がお求めいただけます。 

 

 

【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 ぴえろ40 周年記念 

■期       間：2019 年6 月29日（土）～2019 年9 月1 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） 

 

【スケジュール】 

メニュー第1 弾：2019 年6月29 日（土）～2019年7月19 日（金） 

メニュー第2 弾：2019 年7月20 日（土）～2019年8月9 日（金） 

メニュー第3 弾：2019 年8月10 日（土）～2019年9月1 日（日） 

 

 

※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600 円 （税込）  

・浦飯幽助 

・桑原和真 

・蔵馬 

・飛影 

・進藤 ヒカル 

・塔矢 アキラ 

・伊角 慎一郎 

・黒崎一護 

・朽木ルキア 

・日番谷冬獅郎 

・うずまきナルト 

・うちはサスケ 

・うずまきボルト 

・うちはサラダ 

・ミツキ 

・アスタ 

・ユノ 

 

2019 年5月20 日 

株式会社セガ エンタテインメント 

-INFORMATION -  

https://bleach-bravesouls.gamerch.com/%E9%BB%92%E5%B4%8E%E4%B8%80%E8%AD%B7
https://bleach-bravesouls.gamerch.com/%E6%9C%BD%E6%9C%A8%E3%83%AB%E3%82%AD%E3%82%A2
https://bleach-bravesouls.gamerch.com/%E6%97%A5%E7%95%AA%E8%B0%B7%E5%86%AC%E7%8D%85%E9%83%8E


   

・コーヒー（ホット／アイス） 

・ホットココア 

 

※画像はイメージです。実物とは異なる場合がございます。 

 

 

＜第1 弾：2019年6月29日（土）～2019 年7月19日（金）＞ 

■フードメニュー  各1,200円（税込） 

・幽助の屋台ラーメン 

・碁盤ミルフィーユ寿司 

 

＜第2 弾：2019年7月20日（土）～2019 年8月9日（金）＞ 

■フードメニュー  各1,200円（税込） 

・ナルトとサスケの特製つけ麺 

・魔導書（グリモワール）サンドイッチ 

 

＜第3 弾：2019年8月10日（土）～2019 年9月1日（日）＞ 

■フードメニュー  各1,200円（税込） 

・BLEACH コラボメニュー 

・BORUTO コラボメニュー 

 

※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。 

 

＜通期：2019 年6 月29日（土）～2019 年9月1 日（日）＞ 

■サイドメニュー  各600 円（税込） 

・スナックプチプレート フライドポテト＆唐揚げ 

・スイーツプチプレート プチシュー＆チーズケーキ 

 

＜通期：2019 年6 月29日（土）～2019 年9月1 日（日）＞ 

■デザートメニュー  900 円（税込） 

・ぴえろ 40 周年パフェ 

 

※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。 

※フードの情報は追ってHP でお知らせいたします。 

 

【メニュー特典】 

＜第1 弾：2019年6月29日（土）～2019 年7月19日（金）＞ 

＜第2 弾：2019年7月20日（土）～2019 年8月9日（金）＞ 

＜第3 弾：2019年8月10日（土）～2019 年9月1日（日）＞ 

 

■ドリンク・サイドメニュー・デザートメニュー特典 

（第1 弾：全18 種・ランダム、第2 弾：全16 種・ランダム、第3 弾：全16 種・ランダム）  

ドリンク・サイドメニュー・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 1枚もらえます。 

 

■フードメニュー特典（第1弾：全2 種、第2 弾：全2 種、第3 弾：全2 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。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。 

 

【アイテムショップ】 

■セガコラボカフェ限定オリジナルグッズ 

＜2019 年6月29 日（土）発売予定＞ 

・セガコラボカフェ ぴえろ40 周年記念 缶バッジ 幽遊白書（全10 種）400円（税込）  

・セガコラボカフェ ぴえろ40 周年記念 缶バッジ ヒカルの碁（全8 種）400円（税込）  

・セガコラボカフェ ぴえろ40 周年記念 缶バッジ BLEACH（全8 種）400円（税込）  

・セガコラボカフェ ぴえろ40 周年記念 缶バッジ NARUTO（全10 種）400円（税込）  

・セガコラボカフェ ぴえろ40 周年記念 缶バッジ BORUTO（全8 種）400円（税込）  

・セガコラボカフェ ぴえろ40 周年記念 缶バッジ ブラッククローバー（全6 種）400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10点までご購入いただけます。 

・セガコラボカフェ ぴえろ 40 周年記念 スタンド付きデフォルメアクリルチャーム 幽遊白書（全6 種）700 円（税込） 

・セガコラボカフェ ぴえろ 40 周年記念 スタンド付きデフォルメアクリルチャーム ヒカルの碁（全5 種）700 円（税込） 

・セガコラボカフェ ぴえろ 40 周年記念 スタンド付きデフォルメアクリルチャーム BLEACH（全5 種）700 円（税込） 

・セガコラボカフェ ぴえろ 40 周年記念 スタンド付きデフォルメアクリルチャーム NARUTO（全10種）700 円（税込） 

・セガコラボカフェ ぴえろ 40 周年記念 スタンド付きデフォルメアクリルチャーム BORUTO（全3 種）700 円（税込） 

・セガコラボカフェ ぴえろ 40 周年記念 スタンド付きデフォルメアクリルチャーム ブラッククローバー（全4 種）700円（税込） 

※キャラクターによりサイズが異なります。※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 ぴえろ40 周年記念 クリアファイルセット 幽遊白書  (4 枚1 セット) 1,600 円（税込） 

・セガコラボカフェ ぴえろ40 周年記念 クリアファイルセット ヒカルの碁  (3 枚1 セット) 1,200 円（税込） 

・セガコラボカフェ ぴえろ40 周年記念 クリアファイルセット BLEACH  (3 枚1 セット) 1,200 円（税込） 

・セガコラボカフェ ぴえろ40 周年記念 クリアファイルセット BORUTO  (5 枚1 セット)  2,000 円（税込） 

・セガコラボカフェ ぴえろ40 周年記念 クリアファイルセット ブラッククローバー  (2 枚1 セット) 800 円（税込） 

※お好きなセット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2点までご購入いただけます。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲フードコースター（全2種） 

＜第1弾：2019年6月29日（土）～2019年7月19日（金）

＞ 

幽遊白書 

▲セガコラボカフェ ぴえろ40周年記念 

缶バッジ (全10種) 【サイズ】直径約57mm 

▲オリジナルコースター（全18種 ・ランダム） 

＜第1弾：2019年6月29日（土）～2019年7月19日（金）＞ 

絵柄はお選びいただけません。 

ヒカルの碁 

▲セガコラボカフェ ぴえろ40周年記念 

缶バッジ (全8種) 【サイズ】直径約57mm 

BLEACH 

▲セガコラボカフェ ぴえろ40周年記念 

缶バッジ (全8種) 【サイズ】直径約57mm 

NARUTO 

▲セガコラボカフェ ぴえろ40周年記念 

缶バッジ (全10種) 【サイズ】直径約57mm 

BORUTO 

▲セガコラボカフェ ぴえろ40周年記念 

缶バッジ (全8種) 【サイズ】直径約57mm 

ブラッククローバー 

▲セガコラボカフェ ぴえろ40周年記念 

缶バッジ (全6種) 【サイズ】直径約57mm 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜2019 年7月20 日（土）発売予定＞ 

・セガコラボカフェ ぴえろ40 周年記念 スタンド付きビッグアクリルキーホルダー 幽遊白書（全4 種）各1,200円（税込） 

・セガコラボカフェ ぴえろ40 周年記念 スタンド付きビッグアクリルキーホルダー ヒカルの碁（全3 種）各1,200円（税込） 

・セガコラボカフェ ぴえろ40 周年記念 スタンド付きビッグアクリルキーホルダー BLEACH（全3 種）各1,200円（税込） 

・セガコラボカフェ ぴえろ40 周年記念 スタンド付きビッグアクリルキーホルダー BORUTO（全5 種）各1,200 円（税込） 

・セガコラボカフェ ぴえろ40 周年記念 スタンド付きビッグアクリルキーホルダー ブラッククローバー（全2 種）各1,200 円（税込） 

※キャラクターによりサイズが異なります。※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2点までご購入いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 幽遊白書 

▲セガコラボカフェ ぴえろ40周年記念 

スタンド付きビッグアクリルキーホルダー（全4種） 

【サイズ】最大H約150mm 

幽遊白書 

▲セガコラボカフェ ぴえろ40周年記念 

スタンド付きデフォルメアクリルチャーム (全6種) 

【サイズ】最大 H約70mm 

NARUTO 

▲セガコラボカフェ ぴえろ40周年記念 

スタンド付きデフォルメアクリルチャーム (全10種) 

【サイズ】最大 H約70mm 

ヒカルの碁 

▲セガコラボカフェ ぴえろ40周年記念 

スタンド付きデフォルメアクリルチャーム (全5種) 

【サイズ】最大 H約70mm 

BLEACH 

▲セガコラボカフェ ぴえろ40周年記念 

スタンド付きデフォルメアクリルチャーム (全5種) 

【サイズ】最大 H約70mm 

BORUTO 

▲セガコラボカフェ ぴえろ40周年記念 

スタンド付きデフォルメアクリルチャーム (全3種) 

【サイズ】最大 H約70mm 

ブラッククローバー 

▲セガコラボカフェ ぴえろ40周年記念 

スタンド付きデフォルメアクリルチャーム (全4種) 

【サイズ】最大 H約70mm 

ヒカルの碁 

▲セガコラボカフェ ぴえろ40周年記念 

スタンド付きビッグアクリルキーホルダー（全3種） 

【サイズ】最大H約150mm 

BLEACH 

▲セガコラボカフェ ぴえろ40周年記念 

スタンド付きビッグアクリルキーホルダー（全3種） 

【サイズ】最大H約150mm 

▲セガコラボカフェ ぴえろ40周年記念 

クリアファイルセット 幽遊白書 (4枚1セット)  

【サイズ】A4 

▲セガコラボカフェ ぴえろ40周年記念 

クリアファイルセット ヒカルの碁 (3枚1セット)  

【サイズ】A4 

▲セガコラボカフェ ぴえろ40周年記念 

クリアファイルセットBLEACH (3枚1セット)  

【サイズ】A4 

▲セガコラボカフェ ぴえろ40周年記念 

クリアファイルセット BORUTO (5枚1セット) 

 【サイズ】A4 

▲セガコラボカフェ ぴえろ40周年記念 

クリアファイルセット ブラッククローバー (2枚1セット) 

 【サイズ】A4 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※カフェをご利用のお客さまでなくとも、アイテムショップはご利用いただけます。 

※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。※通販を予定しています。 

※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： 

 原作／冨樫義博「幽☆遊☆白書」（集英社「ジャンプコミックス」刊） ©Yoshihiro Togashi 1990 年－1994 年 ©ぴえろ／集

英社 ©ほったゆみ・HMC・小畑健・ノエル／集英社・テレビ東京・電通・ぴえろ ©久保帯人／集英社・テレビ東京・dentsu・ぴえろ 

©岸本斉史 スコット／集英社・テレビ東京・ぴえろ ©田畠裕基／集英社・テレビ東京・ブラッククローバー製作委員会 ©SEGA 

 

・セガコラボカフェ ぴえろ40 周年記念 

公式HP ⇒ http://sega-collabocafe.com/akihabara2nd/pierrot-40th.html 

 

・「ぴえろ 40 周年記念」公式サイト 

公式HP ⇒ http://pierrot.jp/40th 

 

■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）  

※事務局開設期間：2019 年5 月20 日（月）～2019 年9 月2 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）  

※事務局開設期間：2019 年5 月20 日（月）～2020 年5 月29 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：栢野 / 龍川 
TEL：03-6404-8581 / 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。 

▲セガコラボカフェ 
ぴえろ40周年記念 HP 

ブラッククローバー 

▲セガコラボカフェ ぴえろ40周年記念 

スタンド付きビッグアクリルキーホルダー（全2種） 

【サイズ】最大H約150mm 

BORUTO 

▲セガコラボカフェ ぴえろ40周年記念 

スタンド付きビッグアクリルキーホルダー（全3種） 

【サイズ】最大H約150mm 

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

