
1 

 

 

『コナンカフェ/Detective CONAN CAFE @ TOWER RECORDS CAFE』 

期間限定メニュー＆コラボグッズ＆催事の詳細決定！ 
 

 

タワーレコード渋谷店 2F「TOWER RECORDS CAFE渋谷店」で、4月 18日（土）からの劇場版最新作『名探偵コ

ナン 業火の向日葵』公開に先駆けて 3 月 28 日（土）～5 月 10 日（日）の期間オープン※する“コナンカフェ

/Detective CONAN CAFE @ TOWER RECORDS CAFE”で提供するメニュー、コラボグッズ、ご来店スペシャル特典、

さらに、タワーレコード渋谷店 8F「SpaceHACHIKAI」にて同期間中オープンする“コナンカフェオフィシャルシ

ョップ”の詳細が決定！ 

 

詳しくは 2ページ目以降をご覧ください。 

 
※ TOWER RECORDS CAFE表参道店では実施いたしません。 

 

『コナンカフェ/Detective CONAN CAFE @ TOWER RECORDS CAFE』メインビジュアル 

 
©青山剛昌/       レビ TMS 1996  

■コナンカフェ公式サイト 

http://www.conancafe.jp/ 
※コナンカフェ公式 google+、コナンカフ公式 Facebookへも公式サイトよりご訪問いただけます。 
 

■コナンカフェ公式 Twitter 

@CONANcafe_t  
 

■TOWER RECORDS CAFE 渋谷店オフィシャルサイト 

http://tower.jp/restaurants/cafe/shibuya 
 

 

本件に関するお問合せ 

タワーレコード株式会社広報室 谷河（やがわ）、伊早坂、松本 

 TEL：03-4332-0705 Email：press@tower.co.jp 

 

     2015年 3月 25日 

タワーレコード株式会社 
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 コナンカフェ/Detective CONAN CAFE @ TOWER RECORDS CAFE 詳細  
 

開催店舗：TOWER RECORDS CAFE渋谷店（タワーレコード渋谷店 2F TEL：03-3496-3672） 

開催期間：3月 28日（土）～5月 10日（日） 

営業時間：10時～22時 ラストオーダー21時 ※3月 28日のみ、11時オープンとなります。※混雑時は 60分制 
 

☆コナンカフェご来店 スペシャル特典☆ 

 

 

 

 

 

 

 
 

          コナンカフェ限定 2.5次元フィギュア コレクション     特大コナンぬいぐるみ 

[その 1]FOODメニューご注文で“コナンカフェ限定 2.5次元フィギュア コレクション”をプレゼント！ 

FOODメニューのいずれかをご注文いただくと、コナンカフェオリジナルイラストを使用した、コナン＆怪盗キッ

ドを含む 8人の“コナンカフェ限定 2.5次元フィギュア コレクション”をプレゼント！（フィギュアはランダ

ムでのお渡しとなり、お選びいただくことはできません） 
 

[その 2]コナンカフェ限定特大コナン＆怪盗キッドと一緒に撮影できる！ 

特別に作られた特大コナン＆怪盗キッドのぬいぐるみをだっこして撮影することができます。 

 
 

メニュー：※すべて数量限定のため、予定数に達し次第終了となります。  

＜FOOD＞※コナンカフェ限定 2.5次元フィギュア コレクションはランダムでのお渡しとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

写真左：喫茶ポアロの懐かしいナポリタン～コナンパン添え 

写真中：ダニーズ特製“チキンカレー”と灰原&歩美の手作り“ブラックカレー”にボリュームたっぷりなトロトロ卵のオムライス カレー

～リボンパスタ添え 

写真右：コナン＆怪盗キッドの“特製BLTサンド＆チーズバーガーフライドポ ト添え” 
 

喫茶ポアロの懐かしいナポリタン〜コナンパン添え（コナンカフェ限定 2.5次元フィギュア コレクション付） 

1,790円+税 ☆4月 17日（金）までの期間限定、4月 18日（土）からは第 2弾メニューが登場！ 

毛利探偵事務所の下にある喫茶ポアロの人気メニューの“ナポリタン”！国産たまねぎと熟成トマトをベースに、

味に深みを加えた贅沢なナポリタンソースを再現！ 
 

ダニーズ特製“チキンカレー”と灰原&歩美の手作り“ブラックカレー”にボリュームたっぷりなトロトロ卵の

オムライス カレー～リボンパスタ添え（コナンカフェ限定2.5次元フィギュア コレクション付）1,890円+税 

“コナン vs 平次東西探偵推理勝負”に出てきたレストラン“ダニーズ”の人気カレーを、国産の鶏肉を贅沢に

使用し、野菜がゴロゴロと入ったスペシャルカレーで再現。“灰原＆歩美の手作りブラックカレー”は、天然由

来の竹炭パウダー（人工着色料、保存料は一切使用していません）で色目をつけ、国産牛スジをじっくり煮込ん

だコラーゲンたっぷりのカレーに再現。 
 

コナン＆怪盗キッドの“特製 BLTサンド＆チーズバーガーとフライドポ ト添え”（コナンカフェ限定 2.5次元

フィギュア コレクション付） 2,150円+税 

創業 60 年の老舗ベーカリー“堀口ベーカリー”から毎日焼き立てが届く、やさしい甘さが残る味のオリジナル

バンズにジューシーなハンバーグを挟んだチーズバーガーと、“怪盗キッド”をイメージしたホワイトバンズに

厚切りベーコンを挟んだボリューム満点の BLTサンドをワンプレートで提供。 
※バンズは、保存料、添加物などは一切使用しておりません。 
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＜SWEETS＞※保存料、添加物などは一切使用しておりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真左から：ポップオーバー コナン プリンアラモード、ポップオーバー 怪盗キッド プリンアラモード、新一の好きな手作りレモン

パイ 
 

ポップオーバー コナン プリンアラモード、ポップオーバー 怪盗キッド プリンアラモード  

各 1,580円+税 
 

高級ブランド卵“真珠卵”をたっぷり使用したポップオーバーのモチモチした食感の生地に、2 個分のカスター

ドプリン、生クリームポイップ、フルーツ、チョコソースに加え、コナン プリンアラモードには、コナンの“蝶

ネクタイ”チョコレート、怪盗キッド プリンアラモードには、怪盗キッドの“ハット”チョコレートがトッピ

ングされたボリームたっぷりな新食感スイーツ。 
 

新一の好きな手作りレモンパイ 980円+税 

フレッシュバターをたっぷり練り込んだパイ生地に、アーモンドクリームをのせたスポンジを敷き、レモンピー

ルを散りばめて焼いた手作りレモンパイです。 
 

＜DRINK＞※店内で提供するドリンクは下記メニューのみとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
写真左から：絶妙な配合!? 灰原が作った“ミックスベリーゼリー ソーダ”、コナンラ 、[TAKE OUT]コナン濃厚カスタードプリン、怪盗

キッド真珠卵プリン 
 

絶妙な配合!? 灰原が作った“ミックスベリーゼリー ソーダ” 700円+税 

ストロベリーゼリーにミックスベリーをトッピングし、ソーダーで仕上げた、スカッと爽やかなドリンク。 
 

コナンラ 、怪盗キッドラ  各 650円+税 

ブルーベリージュース 600円+税 

コーヒー、アイスコーヒー 各 500円+税 
 

＜TAKE OUT＞10時～21時 

 コナン濃厚カスタードプリン  680円 

濃厚な味わいが楽しめる手作りカスタードプリン（保存料や添加物を一切使用していません）。コナンの“蝶ネ

クタイ”チョコレート、生ホイップクリーム、ベリーがトッピングされた、贅沢な味わいをお楽しみいただけま

す。 
 

 怪盗キッド真珠卵プリン  680円 

高級ブランド卵“真珠卵”を使用した手作りプリン（保存料や添加物を一切使用していません）。怪盗キッドの

“ハット”チョコレート、生ホイップクリーム、ベリーがトッピングされた、贅沢な味わいをお楽しみいただけ

ます。 
 

 キャラメルオレ（450 円）、アイスオレ（400 円）、アイスコーヒー、アイス ィー、オレンジジュース、グ

レープフルーツジュース（各 350円）  

 

※価格は税込です。 

※店内への持込不可。 

※数量限定のため、無くなり次第終了となります。 

※ドリンクは ICEのみと。オリジナルコラボカップ（Mサイズのみ）にて提供いたします。 
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 コナンカフェ × TOWER RECORDS CAFEコラボレーショングッズ 詳細  
 

3月 25日（水）正午予約開始、3月 27日（金）より順次発  

取扱店舗：TOWER RECORDS CAFE 渋谷店、タワーレコード オンライン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

写真上左から、A4クリアファイル、ハンドタオル、マグカップ、T-shirt（ロゴ、シルエット） 

写真中左から、メモ帳（表、中面、裏）、ポストカード、缶バッジ、ICカードス ッカー 

写真下左から、パスケース、カプセル型ケース 
 

＜3月 28日（土）発 ＞ 

 コナンカフェ × TOWER RECORDS CAFE A4クリアファイル [価格]300円+税 

 コナンカフェ × TOWER RECORDS CAFE ハンドタオル [価格]500円+税 

 コナンカフェ × TOWER RECORDS CAFE マグカップ [価格]1,200円+税 

 コナンカフェ × TOWER RECORDS CAFE プレート（ ） [価格]1,200円+税 

 コナンカフェ × TOWER RECORDS CAFE プレート（大） [価格]1,600円+税 

 コナンカフェ × TOWER RECORDS CAFE ランチトートバッグ [価格]1,000円+税 

 コナンカフェ × TOWER RECORDS CAFE コルクコースター [価格]200円+税 

 コナンカフェ × TOWER RECORDS CAFE メモ帳 [価格]500円+税 

 コナンカフェ × TOWER RECORDS CAFE T-shirt ロゴ [サイズ]S、M、L、XL [価格]3,000円+税 

 コナンカフェ × TOWER RECORDS CAFE T-shirt シルエット [サイズ]S、M、L、XL [価格]3,000円+税 
 

＜4月 3日（金）発 ＞ 

 コナンカフェ × TOWER RECORDS CAFE ポストカード 5枚組 [価格]300円+税 

 コナンカフェ × TOWER RECORDS CAFE 缶バッジ 2個セット [価格]400円+税 

 コナンカフェ × TOWER RECORDS CAFE ICカードス ッカー [価格]500円+税 

 コナンカフェ × TOWER RECORDS CAFE パスケース [価格]600円+税 
 

＜4月 10日（金）発 ＞ 

 コナンカフェ × TOWER RECORDS CAFE カプセル型ケース [価格]600円+税  
 

 コナンカフェオフィシャルショップ詳細  
 

TOWER RECORDS CAFEとのコラボグッズや“コナン カプセルトイ”などの販 を行うほか、謎解きスペースなど

も設置された期間限定ショップです。 

[開催期間]3月28日（土）～5月10日（日）11時～21時（最終入場20 時30分） 

[開催場所]タワーレコード渋谷店 8F「SpaceHACHIKAI」 [入場方法]入場無料 


