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TOWER RECORDS CAFE INFORMATION 
 （18070）2018/7/19  TOWER RECORDS JAPAN INC. Public Relations Office 

 

グランブルーファンタジー × TOWER RECORDS CAFE 
東京・大阪で 7月 31日よりコラボカフェ開催が決定！ 

グラブルの世界観を多彩なメニューと映像で表現 

一期一会のコラボグッズも発売決定！ 
 

TOWER RECORDS CAFE では、大人気ソーシャルゲーム「グランブルーファンタジー（以下、グラブル）」

とのコラボカフェを 7 月 31 日（火）より、TOWER RECORDS CAFE 渋谷店・梅田 NU 茶屋町店の２店

舗で開催することが決定しました。 

大人気ソーシャルゲーム「グラブル」は、株式会社 Cygames が運営するソーシャルゲームで、「君と紡

ぐ、空の物語」をキャッチフレーズに、そのファンタジーとアドベンチャーの世界観がゲームの枠組みを超

え、多くのファンを生み出しました。 

今回のコラボカフェでは、期間中、その世界観が存分に楽しめるコラボメニューを提供。コラボグッズの

販売、大型スクリーンでの映像放送などで、TOWER RECORDS CAFE をグラブル一色に染め上げます。 

店内には、写真スポットとして限定描きおろしイラストの４キャラクターの等身大パネルも展示。さらに

コラボカフェをご利用の方にはランチョンマットやポストカードなどの限定特典を先着で差し上げます。 

一方、TOWER RECORDS CAFE 福岡天神店、TOWER RECORDS CAFE 札幌ピヴォ店の 2 店では、期

間中、コラボドリンクの一部をテイクアウトメニューとして提供します。 

 

なおコラボグッズの販売は、上記 TOWER RECORDS CAFE２店舗に加え、タワーレコードの一部店舗と

タワーレコード オンラインで限定での販売となります。 

『グランブルーファンタジー』公式ページ http://granbluefantasy.jp/ 

『グランブルーファンタジー×TOWER RECORDS CAFE』コラボカフェ http://tower.jp/gbfcafe 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 『グランブルーファンタジー×TOWER RECORDS CAFE』限定描きおろし４キャラクター 

ⓒ Cygames，Inc. 

http://granbluefantasy.jp/
http://tower.jp/gbfcafe
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『グランブルーファンタジー×TOWER RECORDS CAFE』 

＜開催期間＞ 

7 月 31 日（火）～9 月 2 日（日） 

【第 1 弾】7 月 31 日（火）～8 月 16 日（木） 

【第 2 弾】8 月 17 日（金）～9 月 2 日（日） 

 

 

＜開催店舗＞ 

 

東京 

■TOWER RECORDS CAFE 渋谷店 

[営業時間] 10 時～22 時（L.O.21 時） 

[住所] 東京都渋谷区神南 1-22-14 タワーレコード渋谷店 2F 

[HP] http://tower.jp/restaurants//cafe/shibuya 

[Twitter] https://twitter.com/trc_shibuya  

大阪 

■TOWER RECORDS CAFE 梅田 NU 茶屋町店 

[営業時間] 11 時～22 時（L.O.21 時） 

[住所] 大阪府大阪市北区茶屋町 10-12 NU chayamachi 6F 

[HP] http://tower.jp/restaurants/cafe/umedanuchayamachi 

[Twitter] https://twitter.com/trc_nuchaya 

TOWER RECORDS CAFE オフィシャルサイト（http://tower.jp/restaurants/top）にてご確認ください。 

 

＜テイクアウト・コラボドリンク開催店舗＞ 

テイクアウトのドリンクメニューをご提供します。 

 

■TOWER RECORDS CAFE 福岡天神店★ 

[営業時間]10 時～22 時（L.O.21 時） 

[住所] 福岡県福岡市中央区天神 2 丁目 11-3 ソラリアステージ 1F 

[HP] http://tower.jp/restaurants/cafe/fukuokatenjin  

[Twitter] https://twitter.com/trc_fukuoka  

 

■TOWER RECORDS CAFE 札幌ピヴォ店★ 

[営業時間] 10 時～20 時（L.O.19 時） 

[住所] 北海道札幌市中央区南 2 条西 4 丁目ピヴォ 5F 

[HP] http://tower.jp/restaurants/cafe/sapporopivot 

[Twitter] https://twitter.com/trc_sapporopv  

 

 
 

ⓒ Cygames，Inc. 

http://tower.jp/restaurants/cafe/shibuya
https://twitter.com/trc_shibuya
http://tower.jp/restaurants/cafe/umedanuchayamachi
https://twitter.com/trc_nuchaya
http://tower.jp/restaurants/top
http://tower.jp/restaurants/cafe/fukuokatenjin
https://twitter.com/trc_fukuoka
http://tower.jp/restaurants/cafe/sapporopivot
https://twitter.com/trc_sapporopv
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■コラボメニュー■ 
 
■通期メニュー 
 
【FOOD】 
サンダルフォンのアイン・ソフ・オウル：1,500 円 
サンダルフォンの奥義「アイン・ソフ・オウル」をイメージした夏らしい
冷製パスタ。こちらを食べて「審判の鐘」を響かせよう！ 

 
 
 
 
 
 
 
 
レオナ特製カインへのモーニングベーグルプレート：1,500 円 
毎朝カインを起こすレオナが朝食に作りそうなベーグルプレート。お姉ちゃんの

弟愛が詰まった一品です。 
 
 
 
 
 
 
キングのおやつ：1,300 円 
部下から「キング」と呼ばれている「ラインハルザのおやつ」 
をイメージしたがっつりメニュー。おやつの時間にいかがで 
すか。 

 
 
 
 
 
【DRINK】 
サンダルフォンが丁寧に淹れたコーヒー：700 円 
珈琲好きのサンダルフォンをイメージしたラテです。 
「六枚羽」の１枚羽をイメージしたシルエットにもご注目くだ 
さい！ 

 
 
 
レオナのトロピカルドリンク：700 円 
料理が趣味のレオナがカイン（義弟）のために作りそうな優しいイメージのドリ
ンク。 
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カインの抹茶ミルク：700 円 
カインの衣装をイメージした甘いドリンク。 
手のかかる弟好きな方にぴったりの抹茶ミルクです。 

 
 
 
 
 
飲め！命の闘気！：700 円 
実は甘いものが好きなラインハルザをイメージしたドリンク。 
商品名とドリンクの味のギャップをお楽しみください。 

 
 
 
 
 
■第 1 弾メニュー 
【SIDE MENU】 
ラカムとオイゲンのおつまみガレット：1,500 円 
ラカムの葉巻とオイゲンの眼帯をイメージした。 
濃いめの味のガレット。大人の男性の味をご賞味あれ。 

 
 
 
【SWEETS】 
蒼の少女と蒼の守護者の蒼天パフェ：1,200 円 
グラブルの顔とも言える蒼の二人をイメージしたパフェ。 
パフェの上部にはルリアを守るように、カタリナをイメ 
ージした剣が刺さっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
イオ&ロゼッタのフラワープレート：1,200 円 
イオのサマーバージョン武器「サンフラワーワンド」とローズクイーンの 
ロゼッタ をイメージした女子スイーツです。 
あなたはどちらがお好みですか？ 

 
 
 
 
 
■第 2 弾メニュー 
詳細は後日、各店の Twitter にて発表します。 
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＜特典＞ 
 
【ランチョンマット】 
フード 1 品ご注文につき、ランダムで 1 枚お渡し致します。（全 4 種類） 
キャラ：カイン/レオナ/ラインハルザ/サンダルフォン 
※第 1 弾・第 2 弾共通になり、ランダムでの配布となります。 
※無くなり次第終了となりますのであらかじめご了承ください。 
※特典の画像は後日公開いたします。 
 
【ポストカード①】 
サイドメニュー・スイーツ 1 品ご注文につき、ランダムで 1 枚お渡し致します。（全 14 種類） 
キャラ：第 1 弾≪ルリア＆グラン/ビィ＆ジータ/カタリナ/ラカム/オイゲン/ロゼッタ/イオ≫ 
    第 2 弾≪ルシフェル/ベリアル/ハールート・マールート/ラファエル/ミカエル/ガブリエル 

/ウリエル≫ 
 
※第 1 弾 7 種、第 2 弾 7 種をランダムでの配布となります。 
※無くなり次第終了となりますのであらかじめご了承ください。 
※特典の画像は後日公開いたします。 
 
【ポストカード②】 
ドリンク 1 品ご注文につき、ランダムで 1 枚お渡し致します。（全 4 種類） 
キャラ：カイン/レオナ/ラインハルザ/サンダルフォン 
※第 1 弾・第 2 弾共通になり、ランダムでの配布となります。 
※無くなり次第終了となりますのであらかじめご了承ください。 
※特典の画像は後日公開いたします。 
 
【クリアカード】 
3 点セット（お好きなコラボフード・コラボスイーツ・コラボドリンク）をご注文につき、ランダムで 1
枚お渡し致します。（全 4 種類） 
キャラ：カイン/レオナ/ラインハルザ/サンダルフォン 
※第 1 弾・第 2 弾共通になり、ランダムでの配布となります。 
※無くなり次第終了となりますのであらかじめご了承ください。 
※特典の画像は後日公開いたします。 
 
■注意事項 
※混雑時は時間制限（75 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。 整理券の配布状況は
各店舗のツイッターにてご確認ください。 
 
TOWER RECORDS CAFE 渋谷店：https://twitter.com/trc_shibuya 
TOWER RECORDS CAFE 梅田 NU 茶屋町店：https://twitter.com/trc_nuchaya 
 
※本ページに記載の内容は予告なく変更・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。 
 

■コラボグッズ■ 
 
■詳細は後日、下記 URL コラボグッズ専用ページにて発表します。 
 
 コラボグッズ専用ページ：http://tower.jp/gbfgoods 
 
■コラボグッズ発売日・取扱い店舗 
7 月 31 日（火）：タワーレコード渋谷店/梅田 NU 茶屋町店/札幌ピヴォ店/川崎店/名古屋パッセ店/新宿店 

/秋葉原店/TOWER RECORDS CAFE 福岡天神店/タワーレコード オンライン 

https://twitter.com/trc_shibuya
https://twitter.com/trc_nuchaya
http://tower.jp/gbfgoods

