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（17104） 

     2017 年 9 月 14 日 

タワーレコード株式会社 

PRESS RELEASE 

本件に関するお問合せ先 

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 

B-PROJECT 2nd Anniversary×TOWER RECORDS CAFE  

2 周年を記念して 9 月 27 日よりコラボカフェ開催＆グッズ販売決定！ 

  

 

『TOWER RECORDS CAFE』が『B-PROJECT』と東京、大阪で 9 月 27 日（水）よりコラボレーションカフェ

『B-PROJECT 2nd Anniversary』 × TOWER RECORDS CAFE を開催することが決定しました。 

今回、コラボカフェ開催が決定した２店舗、TOWER 

RECORDS CAFE 渋谷店、梅田NU茶屋町店では、9月

27日（水）～10月31日(火）の期間、作品の2周年を

お祝いしたディスプレイやここでしか食べられないコ

ラボメニューをお楽しみいただけるほか、カフェ限定

コラボグッズの販売も行います。 

また一部グッズは TOWERanime 店頭(新宿店・名

古屋近鉄パッセ店・京都店・川崎店・浦和店・札幌ピ

ヴォ店)  

タワーレコード オンラインでの販売も行います。 

＜『B-PROJECT 2nd Anniversary』 × TOWER RECORDS CAFE 概要＞ 

■開催店舗 

TOWER RECORDS CAFE 渋谷店 

営業時間：10 時～22 時（LO：21 時） 

TOWER RECORDS CAFE 梅田 NU 茶屋町店 

営業時間：11 時～22 時（LO：21 時） 

ご来店時の注意事項について 

※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。 

整理券配布状況はツイッター（渋谷店：@TOWER_Shibuya、梅田 NU 茶屋町店：@TRC_NUchaya） 

にてご確認ください。 

※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。 

■開催期間 

9 月 27 日（水）～10 月 31 日（火） 

[第 1 弾] 9 月 27 日（水）～10 月 12 日（木） 

[第 2 弾] 10 月 13 日（金）～10 月 31 日（火） 

☆ハロウィンウィーク 10 月 27 日（金）～10 月 31 日（火） 

■内容 

・コラボメニューの提供 

 ※第１弾、第２弾で、ご提供するメニューが異なります。 

・コラボグッズの販売 

 ※コラボグッズは、カフェ限定２種と TOWERanime 限定２種の計４種を販売。 

 ※詳細は次頁をご参照ください。 
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＜『B-PROJECT 2nd Anniversary』 × TOWER RECORDS CAFE メニュー＞ 

[第 1 弾] 

●フード 

○THRIVE ハンバーガーセット 1,500 円 

THRIVE をイメージした野菜もたっぷり入ったハンバーガーと、 

スパイシーなポテトのセット。 

 

 

○MooNs 特製オムライス 1,400 円 

MooNs をイメージしたデミグラスソースのオムライス。 

 

 

 

●スイーツ 

○キタコレ紅茶シフォンケーキ 1,100 円 

キタコレをイメージした紅茶シフォンケーキ。 

 

 

 

○うさぎちゃんパフェ 950 円 

MooNs をイメージしたうさ耳がキュートな 

ストロベリーケーキパフェ。 

 

 

●ドリンク 

○２nd アニバーサリーラテ 750 円 

２nd アニバーサリーのロゴがデザインされた可愛いラテ♪ 

 

○dreaming time 【ﾌﾞﾙｰｷｭﾗｿｰｶﾙﾋﾟｽ】 750 円 

dreaming time をイメージしたブルーキュラソー。 

カルピスの爽やかでクールなドリンク。 

 

○キラキラスマイル 【ﾍﾞﾘｰﾐｯｸｽ入りﾚﾓﾝｿｰﾀﾞ】 750 円 

KiLLER KiNG をイメージしたベリーミックス入りのレモンソーダ。 

タイトルの通り飲むと思わずキラキラスマイルになれます。 

 

＜第 1 弾、2 弾共通 特典＞ 

① オリジナルコースター（全 14 種） 

コラボメニューを一品（ドリンクもフードも含む）注文毎に 

オリジナルコースターを 1 枚お渡しいたします。 

※数に限りがありますので無くなり次第終了となります。 

※ランダムでのお渡しとなり選べません。 

 

② ランチョンマット 

ご来店いただいたお客様に先着で、お一人様につき 1 枚、 

ランチョンマットを差し上げます。 

※ランチョンマットはテーブルにセットさせていただいております。 
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[第 2 弾] 

●フード 

○キタコレ特製パスタ バゲットつき 1,600 円 

キタコレをイメージしたジェノベーゼパスタとバゲット。 

 

 

 

○KiLLER KiNG の究極ハンバーグプレート 1,600 円 

KiLLER KiNG をイメージした 

野菜たっぷりのトマトソースが抜群のハンバーグプレート。 

 

 

●スイーツ 

○THRIVE レインボープリン 850 円 

THRIVE をイメージしたレインボーマシュマロと 

カラフルコンペイトウのプリン。 

  

○クイーンのアフタヌーンスイーツ 900 円 

KiLLER KiNG をイメージしたイギリスお菓子のスコーン 

にストロベリーソースをお好みでかけてお召し上がり 

ください。 

 

 

●ドリンク 

○２nd アニバーサリーラテ 750 円（第１弾と共通） 

２nd アニバーサリーのロゴがデザインされた可愛いラテ♪ 

 

○恋セヨ乙女 【ﾛｰｽﾞﾋﾟｰﾁｿｰﾀﾞに花を添えて】 750 円 

恋セヨ乙女をイメージしたピーチとローズのフィーリングソーダ。 

 

○Glory Upper 【ﾊﾟｯｼｮﾝｵﾚﾝｼﾞｼﾞｭｰｽと満月のようなオレンジ添え】750 円 

Glory Upper をイメージした星形のナタデココ入りパッション 

オレンジジュース。 

 

 

 

 

 

 

[ハロウィンウイーク限定メニュー] 

※10 月 27 日（金）～10 月 31 日（火） 

○ハロウィンプレート 1,100 円 

ハロウィン WEEK 限定。かぼちゃとミントクリームのスペシャル 

B-PROJECT プレート。 
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＜B-PROJECT × TOWER RECORDS コラボグッズ 詳細＞ 

 

■発売日 ９月 27 日（水）予約受付はございません。(各店の開店時間より販売開始) 

■限定店舗取扱い商品 タワーレコード渋谷店、梅田 NU茶屋町店 限定 

・B-PROJECT × TOWER RECORDS トレーディングアクリルキーホルダー（全 14 種）価格 各 600 円＋税  

※ お一人様、14 個までのご購入とさせていただきます。 

・B-PROJECT × TOWER RECORDS モバイルバッテリー 価格 3,500 円＋税 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■発売日 ９月 27 日（水） 

予約受付はございません。(各店の開店時間より販売開始、オンラインは午前 10 時より販売開始) 

■TOWERamime 店頭 限定店舗取扱い商品 

タワーレコード渋谷店、新宿店、川崎店、浦和店、札幌ピヴォ店、名古屋近鉄パッセ店、京都店、梅田 NU 茶屋町店、

タワーレコード オンライン（http://tower.jp/） 

・B-PROJECT × TOWER RECORDS A4 クリアファイル 価格 350 円＋税 

・B-PROJECT × TOWER RECORDS 缶バッジカバーキーホルダー4 種 

THRIVE、キタコレ、MooNs、 KiLLER KiNG 価格 各 850 円＋税 

 

 


