
   

 
  

                    

 

『セガコラボカフェ ガールズ＆パンツァー 最終章』開催のお知らせ 
実施期間：2019年6月1日（土）～2019年7月15日（月・祝） 

 
株式会社セガ エンタテインメントでは、セガ秋葉原4 号館 5Fにて劇場アニメ「ガールズ＆パンツァー 最終章」とコラボレーションしたカフェを

2019 年6月1 日（土）より開催します。 

期間中、「ガールズ＆パンツァー 最終章」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、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、アイテムショップで 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 ガールズ＆パンツァー 最終章 

■期       間：2019年6月1日（土）～2019年7月15日（月・祝） 

■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） 

 

 

【スケジュール】 

メニュー第1 弾：2019 年6月1 日（土）～2019年6月14 日（金） 

メニュー第2 弾：2019 年6月15 日（土）～2019年6月28 日（金） 

メニュー第3 弾：2019 年6月29 日（土）～2019年7月15 日（月・祝） 

 

 

※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）  

・大洗女子学園 

・サンダース大学付属高校 

・アンツィオ高校 

・プラウダ高校 

・聖グロリアーナ女学院 

・黒森峰女学園 

・知波単学園 

・継続高校 

・大学選抜 

・BC自由学園 

 

・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。 

 

 

 

2019 年5月15 日 

株式会社セガ エンタテインメント 

-INFORMATION -  



   

＜第1 弾：2019年6月1日（土） 

～2019 年6月14 日（金）＞ 

■フードメニュー  各1,200円（税込） 

・白黒雪姫の絵本サンドイッチ 

・大洗女子学園サメさんチームラーメン 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

■デザートメニュー（通期）  各1,000 円（税込） 

・プリンセスパフェ ブルーベリー味  

・プリンセスパフェ ストロベリー味  

・BC自由学園パフェ キャラメル味 

 

※フードメニューはファーストオーダー時におひとり様どちらか1品のみ

お選びいただけます。 

※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】 

＜第1 弾：2019年6月1日（土）～2019 年6月14日（金）＞ 

＜第2 弾：2019年6月15日（土）～2019 年6月28日（金）＞ 

＜第3 弾：2019年6月29日（土）～2019 年7月15日（月・祝）＞ 

 

■ドリンクメニュー特典（第1弾：全12 種・ランダム／第2弾：全12 種・ランダム／第3弾：全12 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。 

 

■フードメニュー特典（第1弾：全1 種／第2 弾：全1 種／第3 弾：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。 

 

■デザートメニュー特典（第1弾：全3 種／第2 弾：全3種／第3 弾：全3 種） 

デザートメニューを1 品ご注文につきデザートコースターが 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】 

 

▲フードコースター 

＜第1弾（全1種）： 

2019年6月1日（土）～2019年6月14日（金）＞ 

▲ドリンクコースター 

＜第1弾（全12種 ・ランダム）：2019年6月1日（土）～2019年6月14日（金）＞ 

絵柄はお選びいただけません。 

▲白黒雪姫の絵本サンドイッチ ▲大洗女子学園サメさんチームラーメン 

▲デザートコースター 

＜第1弾（全3種）： 

2019年6月1日（土）～2019年6月14日（金）＞ 

▲プリンセスパフェ 
ブルーベリー味 

▲プリンセスパフェ 
ストロベリー味 

▲BC自由学園パフェ 

キャラメル味 

＜第2 弾：2019年6月15日（土） 

～2019年6月28日（金）＞ 

■フードメニュー  各1,200円（税込） 

・白黒雪姫の絵本サンドイッチ 

・アリス＆ボコカレー 

▲アリス＆ボコカレー ▲あんこうチームの鶏スープつけ麺 

＜第3 弾：2019年6月29日（土） 

～2019 年7月15 日（月・祝）＞ 

■フードメニュー  各1,200円（税込） 

・アリス＆ボコカレー 

・あんこうチームの鶏スープつけ麺 



   

■セガコラボカフェ限定オリジナルグッズ 

＜2019 年6月1 日（土）発売予定＞ 

・セガコラボカフェ ガールズ＆パンツァー 最終章 缶バッジA～童話ver.～ 

（全9 種） 500 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 ガールズ＆パンツァー 最終章 クリアファイルセットA～童話ver.～ 

（5 枚1 セット） 2,000 円（税込） 

・セガコラボカフェ ガールズ＆パンツァー 最終章 クリアファイルセット B～童話ver.～ 

（4 枚1 セット） 1,600 円（税込）  

・セガコラボカフェ ガールズ＆パンツァー 最終章 クリアファイルセット C～童話ver.～ 

（5 枚1 セット） 2,000 円（税込） 

・セガコラボカフェ ガールズ＆パンツァー 最終章 クリアファイルセット D～童話ver.～ 

（4 枚1 セット） 1,600 円（税込）  

※お好きなセットを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。 

・セガコラボカフェ ガールズ＆パンツァー 最終章 スタンド付きビッグアクリルキーホル

ダー ～童話ver.～（全18種） 各1,200 円（税込） 

※お好きなキャラクターを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。 

・セガコラボカフェ ガールズ＆パンツァー 最終章 ウッドキーホルダー ～童話ver.～ 

（全18 種） 各1,000 円(税込)  

※お好きなキャラクターを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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲セガコラボカフェ ガールズ＆パンツァー 最終章 

缶バッジA～童話ver.～  

(全9種) 【サイズ】直径約75mm 

▲セガコラボカフェ ガールズ＆パンツァー 最終章 

クリアファイルセットA～童話ver.～ (5枚1セット) 

 【サイズ】A4 

 

▲セガコラボカフェ ガールズ＆パンツァー 最終章 

クリアファイルセットB～童話ver.～ (4枚1セット) 

 【サイズ】A4 

▲セガコラボカフェ ガールズ＆パンツァー 最終章 

スタンド付きビッグアクリルキーホルダー ～童話ver.～（全18種） 

【サイズ】最大H約150mm  

▲セガコラボカフェ ガールズ＆パンツァー 最終章 ウッドキーホルダー ～童話ver.～（全18種）【サイズ】H約85mm×W約65mm×D約4mm 

▲セガコラボカフェ ガールズ＆パンツァー 最終章 

クリアファイルセットC～童話ver.～ (5枚1セット) 

 【サイズ】A4 

 

▲セガコラボカフェ ガールズ＆パンツァー 最終章 

クリアファイルセットD～童話ver.～ (4枚１セット) 

 【サイズ】A4 



   

＜2019 年6月15 日（土）発売予定＞ 

・セガコラボカフェ ガールズ＆パンツァー 最終章 缶バッジ B～童話ver.～ 

（全9 種） 500 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 ガールズ＆パンツァー 最終章 スタンド付きA4 アクリルボード ～童話ver.～（全18 種） 各4,000 円(税込)  

※お好きなキャラクターを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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ECサイトでの販売を予定しております。 

※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。 

 

■購入特典 

アイテムショップにて商品のお会計2,000 円（税込）ごとに限定クリアブロマイド（第1 弾：全4 種／第2 弾：全4 種／ 

第3 弾：全4 種）を1 枚プレゼントいたします。 

＜第1 弾：2019年6月1日（土）～2019 年6月14日（金）＞ 

＜第2 弾：2019年6月15日（土）～2019 年6月28日（金）＞ 

＜第3 弾：2019年6月29日（土）～2019 年7月15日（月・祝）＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※お好きな絵柄をお選びいただけます。 

※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。 

 

 

▲限定クリアブロマイド＜第1弾(全4種) ：2019年6月1日（土）～2019年6月14日（金）＞ 

▲セガコラボカフェ ガールズ＆パンツァー 最終章 

缶バッジB～童話ver.～  

(全9種) 【サイズ】直径約75mm 

▲セガコラボカフェ ガールズ＆パンツァー 最終章 スタンド付きA4アクリルボード ～童話ver.～ 

（全18種） 

【サイズ】H約297mm×W約210mm 



   

【バースデーカードプレゼント】  

期間中、バースデーカードをプレゼントします。 

秋山 優花里 配布開始：2019 年6月6 日（木）～なくなり次第終了 

武部 沙織 配布開始：2019 年6月22 日（土）～なくなり次第終了 

西住 まほ 配布開始：2019年7 月1 日（月）～なくなり次第終了 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※物販ご利用の方にもお渡しをしております。なお、物販のみのご利用も可能ですので、ご予約のないお客様もお気軽にお立ち寄りください。 

※カフェご利用の際に、おひとり様につき1枚プレゼントいたします。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。 

※カフェ入場中は物販のご購入はできません。 

 

 

≪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： 

 © GIRLS und PANZER Finale Projekt ©SEGA 

 

・セガコラボカフェ ガールズ＆パンツァー 最終章 

公式HP ⇒ http://sega-collabocafe.com/akihabara4th/girls-und-panzer04.html 

 

・「ガールズ＆パンツァー 最終章」公式サイト 

公式HP ⇒ http://girls-und-panzer-finale.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・年末年始は除く）  

※事務局開設期間：2019 年5 月15 日（水）～2019 年7 月16 日（火） 
 

『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15 日（水）～2020 年4 月30 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：03-6404-8588 / 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。 

▲セガコラボカフェ 
ガールズ＆パンツァー 最終章 HP 

▲秋山 優花里バースデーカード 

配布開始：2019年6月6日（木）～ 

▲武部 沙織バースデーカード 

配布開始：2019年6月22日（土）～ 

▲西住 まほバースデーカード 

配布開始：2019年7月1日（月）～ 

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

