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ゆるいお寿司の漫画“おしゅし”とタワレコがコラボ！ 

OSHUSHI CAFE in TOWER RECORDS 
コラボカフェやコラボグッズ発売スペシャル企画もりだくさん 

 

タワーレコードでは、漫画や LINE スタンプが世界中で大人気の“おしゅし”とコラボレーションし、『OSHUSH

I CAFE in TOWER RECORDS』と題して、TOWER RECORDS CAFE 札幌ピヴォ店、渋谷店、梅田 NU 茶屋町店でのコラ

ボカフェ開催や、限定店舗でのコラボグッズ発売などの企画を展開します。 
 

 
 

おしゅしの生みの親『やばいちゃん』が今回のコラボのために描き下ろしたイラストを使ったディスプレイやぬ

いぐるみたちが設置された店内で、やばいちゃん考案のコラボメニューをお楽しみいただけます。 
 

＜開催店舗・期間＞ 

TOWER RECORDS CAFE 札幌ピヴォ店 

4 月 11 日（火）～26 日（水） 

10 時～20 時（ラストオーダー：19 時） 
 

TOWER RECORDS CAFE 渋谷店 

4 月 11 日（火）～23 日（日） 

10 時～23 時（ラストオーダー：22 時） 
 

TOWER RECORDS CAFE 梅田 NU 茶屋町店 

4 月 11 日（火）～26 日（水） 

11 時～22 時（ラストオーダー：21 時） 
 

※混雑時は時間制限（90 分制）および整理券制とさせていただく場合が 

ございます。 

※開催期間中のご予約は承っておりません。 

※本リリースに記載の内容は、変更・追加される場合がありますので、    

あらかじめご了承ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

オリジナルコレクションカード（4 種）                           タワ写（全 5種）         ©yabaichan 
 

☆コラボメニューご注文特典 

期間中、コラボフードメニューを 1 品ご注文ごとに 1 枚＜オリジナルしおり＞を、コラボスイーツメニューを 1

品ご注文ごとに 1枚＜オリジナルコレクションカード＞を先着でプレゼントします。 

オリジナルしおりはやばいちゃん描き下ろしの 4コマ漫画です。絵柄は手元に届いてからのお楽しみ！ 
※絵柄はランダムでのお渡しとなり、選べません。 
 

☆店内装飾パネルプレゼント 

TOWER RECORDS CAFE 札幌ピヴォ店、渋谷店、梅田 NU 茶屋町店各店のコラボカフェ開催期間中のご飲食代 2,000

円ごとに差し上げる応募用紙にてご応募いただいた方の中から抽選で、店内装飾で使用しているパネルをプレゼ

ントします。 
※パネルの種類はお選びいただけます。 

※パネルは店内装飾で使用のため、折れ、ヘコミなど多少の汚れがある場合がございます。 

※当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。  
 

☆タワ写（渋谷店、梅田 NU 茶屋町店限定） 

お好きなキャラクターと一緒に写真が撮れます。（全 5種/1 枚 500 円） 
 

☆ブロマイド販売（渋谷店限定） 

お好きなキャラクターの写真をプリントできます。（全 20 種/1 枚 300 円）  
 

 

本件に関する報道関係各位からのお問合せ先 

タワーレコード株式会社広報室 谷河、伊早坂、松本 TEL：03-4332-0705  Email：press@tower.co.jp 

コラボカフェ『OSHUSHI CAFE in TOWER RECORDS』 

     2017 年 3 月 29 日

タワーレコード株式会社



 
2

☆コラボメニュー（価格はすべて税込） ※画像内のぬいぐるみは含まれません。 
 
 

 

 

 

 

 
 

左から、おしゅしとくせい ねぎとりょ丼、いなりのなかみをみたな…しゃんどいっち（協力：しゃけとたまご）、 

おちゃケーキ、はもちゃんの京のよそおいかんみせっと 
 

[FOOD] 

・おしゅしとくせい ねぎとりょ丼 価格：1,100円 

おしゅしが特別にねぎとろ丼としてばいとしたよ。しょゆかけてみんなでしょぺ！ 
 

・いなりのなかみをみたな…しゃんどいっち（協力：しゃけとたまご） 価格：1,200円 

いなりをモチーフにした『しゃんどいっち』いなりのなかみ…みたな。※しゃけふらいとあつやきたまごだよ 
 

[SWEETS] 

・おちゃケーキ 価格：980円 

おちゃがかわいいケキーッになったよ。おあじはおちゃあこがれのおまっちゃあじ 
 

・はもちゃんの京のよそおいかんみせっと 価格：980円 

京うまれのはもちゃんとくせいふぉとじぇにっくなおだんごとみつまめのせっとだよ。 
 

[DRINK] 
※PUTITTOつきはコールドドリンクのみとなります。（ビールは対象外です） 

※PUTITTOはシークレットを含む全6種。箱のままランダムでのお渡しとなります。 

 

 

 

 

 

 

 
 

左から、おしゅしたちのクキーッつきまっちゃみるく、おしゅしのまっかっかソーダ（協力：いくら）、 

はもちゃんが好きなメロンソーダ、おちゃあこがれのフルーツパンチティー、オリジナルビール、PUTTITO（全6種） 
 

・おしゅしたちのクキーッつきまっちゃみるく 価格：700円 

はるにぴったりのおまっちゃみるくにりゃんだむでクキーッ（おしゅし、めねぎ、はもちゃん、いなり）がつい

てくるよ 
 

・おしゅしのまっかっかソーダ（協力：いくら） PUTITTOつき：950円 ドリンクのみ：700円  

おしゃれなラズベリーソーダにいくらみたいなイチゴ味のジュースがはいっているよ 
 

・はもちゃんが好きなメロンソーダ PUTITTOつき：950円 ドリンクのみ：700円 

はもちゃんがだいすきな、おもむきのあるなつかしいあじのめろんカルピスソーダだよ 
 

・おちゃあこがれのフルーツパンチティー PUTITTOつき：950円 ドリンクのみ：700円 

ひそかにおちゃがあこがれている、あまいおしゃれなフルーツティーだよ 
 

・『OSHUSHI CAFE in TOWER RECORDS』オリジナルビール（数量限定） 価格：850 円 

やばいちゃん描き下ろしによるオリジナルラベルの完全限定コラボビール。ゴクゴクとテンポ良く飲めるおかわ

り率 No.1 のビール、サンクトガーレンゴールデンエールを使用しています。 

※渋谷店は店内オーダーとテイクアウト（開栓無し）も可。札幌ピヴォ店、梅田 NU 茶屋町店もお持ち帰りいただけますが、栓を抜いての販

売となります。 
 

[開催店舗（TOWER RECORDS CAFE 札幌ピヴォ店、渋谷店、梅田NU茶屋町店）限定グッズ] 
 

 

 

 

 

 

 
 

スティックキャンデー            バターくきーっ！ 
 

・おしゅし × TOWER RECORDS スティックキャンディー（おしゅし、めねぎ、はもちゃん、いなり）各378円 

・おしゅし × TOWER RECORDS バターくきーっ！（6 枚入り） 価格：1,026 円 
©yabaichan 
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＜予約受付＞4月 4日（火）正午より予約開始 

＜発売日＞4月 11 日（火）より順次発売 

＜取扱店舗＞ 

タワーレコード：札幌ピヴォ店、苫小牧店、アリオ札幌店、仙台パルコ店、郡山店、渋谷店、池袋店、新宿店、

アリオ亀有店、錦糸町店、リヴィン光が丘店、ららぽーと立川立飛店、町田店、グランツリー武蔵小杉店、アリ

オ橋本店、西武東戸塚店、横浜ビブレ店、イオンレイクタウン店、浦和店、アリオ川口店、アリオ鷲宮店、アリ

オ上尾店、セブンパーク アリオ柏店、アリオモール蘇我店、ららぽーと TOKYO-BAY 店、静岡店、ららぽーと磐

田店、名古屋近鉄パッセ店、東浦店、大高店、モレラ岐阜店、難波店、北花田店、梅田 NU 茶屋町店、あべの Hoop

店、大津店、神戸店、イオンモール倉敷店、アリオ倉敷店、広島店、福岡パルコ店、アミュプラザ鹿児島店、那

覇リウボウ店 

TOWERmini：東京駅八重洲口店、汐留店、ダイバーシティ東京 プラザ店、アリオ松本店、くずはモール店 

タワーレコード オンライン（特設サイト：http://tower.jp/oshushi） 
※アートキャンバスと T シャツは、札幌ピヴォ店、渋谷店、梅田 NU 茶屋町店、タワーレコード オンライン限定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©yabaichan 
 

1段目左から、アクリルキーホルダー、缶バッジ、クリアファイル（A・B）、スリムパスケース、モバイルケース 

2段目左から、フェイスタオル、ちりめんポーチ、レコードコースター（A・B）、ちりめんがま口、ハンカチタオル 

3段目左から、ちりめんミラー、湯呑み、ランチトート、手ぬぐい（A・B） 

4段目左から、アートキャンバス、Tシャツ（ホワイト、ベビーピンク、インディゴ） 
 

・おしゅし × TOWER RECORDS アクリルキーホルダー（めねぎ・おしゅし・はもちゃん・いなり） 

[価格]各 600 円+税 

・おしゅし × TOWER RECORDS 缶バッジ（めねぎ・おしゅし・はもちゃん・いなり）[価格]各 350 円+税 

・おしゅし × TOWER RECORDS フェイスタオル [価格]1,600 円+税 

・おしゅし × TOWER RECORDS ハンカチタオル [価格]700 円+税 

・おしゅし × TOWER RECORDS 手ぬぐい（A・B） [価格]各 1,200 円+税 

・おしゅし × TOWER RECORDS クリアファイル（A・B） [価格]各 380 円+税 

・おしゅし × TOWER RECORDS ちりめんポーチ [価格]1,200 円+税 

・おしゅし × TOWER RECORDS ちりめんミラー [価格]1,000 円+税 

・おしゅし × TOWER RECORDS ちりめんがま口  [価格]1,600 円+税 

・おしゅし × TOWER RECORDS アートキャンバス [価格]2,800 円+税 

・おしゅし × TOWER RECORDS ランチトート [価格]2,000 円+税 

・おしゅし × TOWER RECORDS スリムパスケース [価格]800 円+税 

・おしゅし × TOWER RECORDS レコードコースター（A・B） [価格]各 680 円+税 

・おしゅし × TOWER RECORDS モバイルケース [価格]3,600 円+税 

・おしゅし × TOWER RECORDS 湯呑み（フェイス柄） [価格]1,350 円+税 

・おしゅし × TOWER RECORDS T シャツ 

[カラー]ホワイト、ベビーピンク、インディゴ [サイズ]S、M、L、XL [価格]各 3,000 円+税 

おしゅし × TOWER RECORDS コラボグッズ 


