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渋谷パルコに「マイメロディ カフェ」が期間限定オープン！

マイメロディ カフェ

会 場 ： THE GUEST cafe & diner
（渋谷パルコ パート１・７F）

開催期間 ： 2014年 7月18日（金）～8月31日（日）
（OPEN 11:00 / フードL.O. 22:00 / ドリンクL.O. 22:30）

オフィシャルサイト

http://www.parco-art.com/web/other/exhibition.php?id=670

様々なエンタテインメントコンテンツとのコラボレーションカフェを展開する
渋谷パルコ“THE GUEST cafe＆diner”では、連日３時間待ちの大好評「キキ＆ララカフェ」に続き、

第２弾のコラボレーション企画として「マイメロディ カフェ」を期間限定OPENいたします。

カフェ店内では、サンリオキャラクター『マイメロディ』をモチーフとしたワクワクして楽しくなるような空間と
オリジナルメニューをご用意。店頭には、マイメロディに変身できちゃうフォトスポットも登場！
併設するショップでは、ここでしか買えないカフェ限定グッズをはじめ、マイメロディ関連商品を販売いたします。
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公式Twitter

公式Facebook https://www.facebook.com/theguestcafe

https://twitter.com/THEGUESTcafe



「マイメロディ カフェ」オリジナルコラボレーションメニュー

オリジナルフードご注文で
マイメロディ カフェ限定
ペーパーランチョンマットを

プレゼント！

FOOD MENU 

マイメロディのココナッツレッドカレー
～レンズ豆のサラダ添え～ ￥1,380

焼き上がりふわふわのナンとごはんが同時に楽しめる
本格的なタイカレー。ココナッツミルクがアクセントに♡

レンズ豆のサラダには美容に良いビタミンがたっぷり！
可愛すぎて食べられないかも…!?

森のキノコハーブクリームパスタ
～トリュフの香り～ ￥1,280

ピンクのパスタにたっぷりのハーブとキノコをトッピング。
ほんのりトリュフの香りが贅沢な一皿。
ハートのマイメロディが覗いているよ♪

生ハムとハーブのお花畑フライドポテト
～マイメロディソース添え～ ￥980

フライドポテトと生ハムの相性が抜群。
お花もハーブもたっぷり♪

シーザードレッシング味のマイメロディソースで召し上がれ。

サンライズエッグベネディクト
～ビシソワーズ付き～ ￥1,580

スモーキーなベーコンとホクホクのフィッシュフライの
2種類が楽しめるエッグベネディクト。

ビシソワーズもついて大満足。
お花畑で蝶々と遊んでいるマイメロディがとてもキュート♪

※マグカップは未使用のものをお渡しします

マイメロディのマグカップ
プレゼント付メニュー

＊写真はイメージです
＊表記価格は税抜金額です



「マイメロディ カフェ」オリジナルコラボレーションメニュー

マイメロディの
マグカップ
プレゼント付

FOOD MENU 

森のマイメロディクレープ
～オオカミが狙ってるよ！？～

￥1,580
花束を持って、お見舞いに行くマイメロディを

オオカミが狙っているよ！
クレープの中にはたっぷりの生クリームとバナナ。

さらにサプライズも…？！
フルーツたっぷりのさわやかソースをかけて♪
※マグカップは未使用のものをお渡しします

花咲く森のポップコーンストロベリーパフェ
￥980

お花のようなピンクのポップコーンの中には
イチゴとバニラのアイスと杏仁豆腐・イチゴゼリー！！

マイメロディと一緒にお花を摘んでいるみたいね♪

マイメロディのマグカップ
プレゼント付メニュー

マイメロディが大好きな
真っ赤なアーモンドパウンドケーキ

￥1,280
NYで人気のレッドベルベットケーキを

マイメロディが大好きなアーモンドパウンドケーキにアレンジ♪
我慢できずにちょっとだけかじっちゃたのはだれ？

マイメロディの赤ずきんロールケーキ
～ストーリー仕立て～

￥980
お母さんが見送る中、マイメロディがお出かけしています。

そんなストーリーを一皿で表現した
イチゴクリームのふわふわロールケーキ。



「マイメロディ カフェ」オリジナルコラボレーションメニュー

DRINK MENU

オリジナルドリンク
ご注文でランダムで１枚、
マイメロディカフェ限定

コースター(全５種)をプレゼント！

森の果実たっぷりピンクサングリア
♡ノンアルコール♡ ￥980

マリーランドの森で摘んだ、
赤い果実を使ったサングリア。

オリジナルラベルのシードルをお席でサーブ！！

マイメロディ カフェ
オリジナルラベルの

シードルは
併設ショップにて
ご購入いただけます

お席でスタッフが
サーブいたします

マイメロディのラズベリーレモネード
￥980

甘酸っぱいレモンとピンクのソーダが夏にぴったり！
クッキーでできた赤いお耳がのぞいているよ♡

＊写真はイメージです
＊表記価格は税抜金額です



「マイメロディ カフェ」 オリジナルコラボレーションメニュー

DRINK
MENU

マイメロディラテ（HOT）
￥650

ピンクのミルクが可愛い、
ほろ苦いホットラテでひと休み…☆

お花やハートのチョコを溶かして楽しんでね！

ほんのりピンクのフレッシュハーブティー
～ラズベリーシロップ添え～

￥880
森で摘んだ果実やハーブを爽やかなハーブティーに！

お好みで、フランボワーズシロップを♡

マイメロディストロベリーミルク（HOT）
￥780

マリーランドのピンクの森を
イメージしたストロベリーミルク。

お花やハートのチョコを
溶かして楽しんでね！

マイメロディラテ（ICE）
￥650

ピンクホイップが可愛い、
ほろ苦いアイスラテでリラックス♪

お花やハートのチョコで
デコってね!!

マイメロディストロベリーミルク（ICE）
￥780

マリーランドのピンクの森をイメージした、
ピンクホイップのアイスストロベリーミルク。

イチゴの果実入り♪お花やハートのチョコでデコってね!!



「マイメロディ カフェ」限定グッズ＆オフィシャルグッズ販売

カフェにはショップも併設しており、マイメロディのオフィシャルグッズを多数取り揃え販売いたします。
さらに今回のマイメロディ カフェ限定グッズも登場！いずれも限定数での販売となりますのでお早めにご利用ください。
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マイメロディ カフェ限定グッズ

■ マイメロディ カフェ ぬいぐるみ ￥2,000
■ マイメロディ カフェ マスコットキーホルダー ￥1,000
■ マイメロディ カフェ Ｔシャツ ￥3,000
■ マイメロディ カフェ コットントート ￥ 500
■ マイメロディ カフェ クリアファイル（２枚セット） ￥ 600 
■ マイメロディ カフェ ペロペロミラー ￥ 800
■ マイメロディ カフェ クロスハンカチ ￥ 800
■ マイメロディ カフェ ハンドタオル ￥ 850
■ マイメロディ カフェ トートバッグ ￥1,600
■ マイメロディ カフェ タンブラー ￥1,900
■ マイメロディ カフェ ガチャガチャ缶バッヂ ￥ 300（税込）

■ マイメロディ カフェ ガチャガチャキーホルダー ￥ 400（税込）

■ マイメロディ カフェ ネームシール ￥ 300（税込）

※記載価格は税抜価格です。
※商品デザインは変更になる場合がございます。

予めご了承ください。

クリアファイル（２枚セット）￥600

ぬいぐるみ ￥2,000

マスコットキーホルダー
￥1,000

Tシャツ ￥3,000

＊イメージ

コットントート
￥500

ペロペロミラー
￥800



人気ブランド＆イラストレーターと
マイメロディのコラボギズモビーズが

渋谷パルコ「マイメロディ カフェ」で先行発売決定！

ラスベガス生まれのiPhoneプロテクター・Gizmobies（ギズモ
ビーズ）が、人気ブランド＆イラストレーターとマイメロディの
コラボレーションモデル７デザインを発表。渋谷パルコ内の
「マイメロディ カフェ」にて先行発売します。

タンブラー ￥1,900

ハンドタオル
￥850

ガチャガチャ缶バッジ ￥300（税込）

ガチャガチャ
アクリルキーホルダー ￥400（税込）

トートバッグ
￥1,600

クロスハンカチ
￥800

マイメロディ コラボレーションモデル
各￥4,000 （税抜）
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独特の世界観が魅力のmonikotoといった人気ブランドと、様々な
アパレルブランドともコラボレーションを行っているFOXY illustration、
せきやゆりえがGizmobiesをキャンバスとし、マイメロディの新しい
魅力を引き出すデザインやイラストを展開。

【取材・掲載に関するお問い合わせ】

株式会社パルコ エンタテインメント事業部 手 塚
Mail:  tedu-tihi@parco.jp 電話 ０３-３４７７-７９２１ FAX   ０３-３４６３-８６９５

monikoto

YURIE SEKIYA FOXY illustration ※8月上旬入荷予定

K.W.H ※8月上旬入荷予定K.W.H

gonoturn ※8月上旬入荷予定


