
11月26日に公開される『劇場版 艦これ』とのコラボカフェが 
池袋パルコ 本館７Ｆ THE GUESTcafe＆dinerに期間限定オープン！ 

 

11月26日に公開される『劇場版 艦これ』との 

コラボレーションカフェ限定の描き下ろしイラストも登場！ 

カフェ店内では、艦娘達をイメージしたここだけでしか食べられない限定オリジナルメニューが 

登場するほか、艦これカフェ限定オリジナルグッズも発売いたします。 
 

報道資料 2016年10月吉日 

  キキ＆ララカフェ 
 

 会  場 ： 名古屋パルコ 西館８Ｆ・キャッツガーデン 

 開店日程 ： 2015年5月2日（土）オープン 

 （カフェ⇒OPEN 10:00 / フードL.O. 22:00 / ドリンクL.O. 22:00） 

  （グッズショップ⇒OPEN 10:00 / CLOSE 21:00） 
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 劇場公開記念「艦これカフェ」  
  

 会   場 ： THE GUEST cafe & diner 
            （池袋パルコ 本館・７Ｆ） 
   

 開催期間 ： 2016年 10月26日（水）  
           ～11月28日（月） 
 営業時間 ： 10:00 ー 22:00 
                     （フードL.O. 21:00 / ドリンクL.O. 21:30） 

 ※最終日のみ19:00閉店 （フードL.O. 18:00/ドリンクL.O 18:30） 

 

公式Instagram 

公式Twitter 

公式Facebook 

オフィシャルサイト 

https://instagram.com/theguestcafe/ 

https://www.facebook.com/theguestcafe 

『劇場版 艦これ』公開記念 “艦これカフェ”OPEN！ 

カフェのご利用には「入場整理券」が必要となります。 
  

入場整理券お持ちでないお客様は、カフェへはご入店 

いただけません。事前に下記、ローソンチケットWEB 

サイト、または店頭のLoppiにてご購入ください。 
 

なお、物販コーナーはカフェ入場整理券がなくてもご利用頂けます。 
 

★10月15 日（土）ＡＭ10:00 ローソンチケットにて発売 

ローソンチケット 前売整理券 販売サイト 
 
 

※ローソン・ミニストップ（店内Loppi） でも 
直接購入いただけます。 

Lコード（10/26～10/31）：37682／（11/1～11/15）：37683 
Lコード（11/16 ～11/28）：37684 

 

 

http://l-tike.com/kancollecafe/ 

https://twitter.com/THEGUESTcafe 

http://the-guest.com/kancolle_ikebukuro/ 

https://instagram.com/theguestcafe/
https://www.facebook.com/theguestcafe
https://instagram.com/theguestcafe/
https://instagram.com/theguestcafe/


☆ステッカーは来店時にチケットと交換  

☆コースターはオリジナルドリンクをご注文で1枚ランダムプレゼント 

☆ランチョンマットはオリジナルフードをご注文の方にプレゼント 

 ＊画像はイメージです 

劇場公開記念「艦これカフェ」 ノベルティ 

＜コースター＞ 

＜ランチョンマット＞ 

＜ステッカー＞ 

※デザインは予告なく変更となる可能性がございます。 

KanColleKanColle
Fleet Girls Collection
Movie Sequence

NOT FOR SALE

□ サイズ： A3

「  艦これカフェ  」　 ランチョ ンマッ ト
イメ ージデザイン
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＊写真はイメージです 

＊表記価格は税抜金額です 

劇場公開記念「艦これカフェ」 オリジナルコラボレーションメニュー 

カフェ限定 
オリジナルメニューをご紹介！ 

カフェご利用のお客様には 
艦これカフェ限定 

ペーパーランチョンマットをプレゼント 

FOOD MENU 

赤城と加賀の一航戦プレート（大盛） ¥1,980 
ハンバーグ、お肉、ソーセージにご飯と 

ボリューム満点のプレート。 
沢山食べて補給、その後は抜錨です！ 

「あの、大変言いにくいのですが、お腹が空きました。」 
大和おもてなし肉じゃが ¥780 

小腹が空いた時にぴったりのメニュー。 

大和型戦艦クラスの盛り付けでどうぞ！ 
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睦月のパスタ、張り切って食べましょー！￥1,380 
睦月の制服の緑をイメージした、ジェノベーゼパスタ。 

パンとスープも付いて大満足！ 

提督のために、気合、入れて、作りました！ 

 比叡の手作りカレー¥1,180 

提督のために作った、比叡特製カレー。 

見た目はともかく、味はバツグン！ 



＊写真はイメージです 

＊表記価格は税抜金額です 
カフェ限定 
オリジナルメニューをご紹介！ 

SWEETS MENU 
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ぽぉい～、舌がとろけるっぽい！ 

夕立っぽいパンケーキ ¥1,280 

ミニパンケーキに、生クリーム、フルーツを乗せ、 

ソースをかければお口にぽいぽい入れたくなる美味しさ！ 

「とろけるっぽい！」 

速きこと、島風の如し！ 

連装砲ちゃんが一瞬で消えちゃう！？ 

 島風のアフォガート ¥1,280 

綿菓子で出来た連装砲ちゃんの上から 

エスプレッソをかけると、一瞬で消えちゃった！？ 

「私には誰も追いつけないよー」 
浮き輪ドーナッツ付き。 

劇場公開記念「艦これカフェ」 オリジナルコラボレーションメニュー 

間宮名物 特製あんみつ ¥1,280 

甘味処「間宮」で艦娘たちが食べている、あの、あんみつをイメージ！ 

ボリュームたっぷりで、これなら補給が沢山必要な人も満足！ 

さらに抹茶もついています。 

金剛のTea Timeスコーン 紅茶付き ¥1,380 

Tea Time の際に食べるのにぴったりなスコーン。 

つけて食べるソースは四姉妹に合わせて４種類、 

ベリー、マンゴー、クロテッドクリーム、蜂蜜。 

クロテッドクリームはバターのように 

スコーンにつけて食べるのが英国風です。 



＊写真はイメージです 

＊表記価格は税抜金額です 

カフェ限定 
オリジナルメニューをご紹介！ 

DRINK MENUをご注文のお客様には 
艦これカフェ限定 

コースターをプレゼント 

DRINK MENU 
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提督専用 HOTラテ ¥680 

あったかいラテを飲んで、忙しい提督も一息つきませんか？ 

（※ 全４種の中からお選びいただけます。） 

「ラムネでもどうですか？」（大和）￥680 

冷えて美味しい！大和特製ラムネ。 

劇場公開記念「艦これカフェ」 オリジナルコラボレーションメニュー 

「修復」してくれるソーダ ￥780 

劇場公開記念、高速修復ドリンク！ 

中身はキウイシロップ、炭酸水、ゼリー。 



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。 ※価格は税抜予価です。 

※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。 

劇場公開記念「艦これカフェ」限定グッズ  

劇場公開記念「艦これカフェ」限定グッズ 

■タペストリー   ¥3,000  ■クリアファイル    各¥400 
 
■TシャツMサイズ 各¥4,000  ■TシャツLサイズ 各¥4,000 
 
 
■アクリルキーホルダー ¥500  
 
■ICステッカー  各¥600  ■缶バッジ（ブラインドパッケージ入り）     各¥370 
          
■マフラータオル   各¥2,800 11月5日発売予定 

クリアファイル 各￥400 

タペストリー ￥3,000 
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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。 ※価格は税抜予価です。 

※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。 

劇場公開記念「艦これカフェ」限定グッズ  

アクリルキーホルダー ￥500 
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Tシャツ Mサイズ・Lサイズ 各￥4000 

ICカードステッカー 各￥600 缶バッジ（ブラインドパッケージ入り）  ￥370 

マフラータオル 各￥2,800 

※11月5日発売予定 

裏面デザイン共通 



入場整理券のお申し込みに関する問合せ 

ローソンチケット ℡：0570-000-777（10:00～18:00） 

池袋パルコ 劇場公開記念「艦これカフェ」のご利用には、入場整理券が必要となります。 
あらかじめ、下記プレイガイドにてカフェ入場整理券をご購入のうえご来店ください。 

 カフェ開催期間＝2016年10月26日(水)～11月28日(月)  
                              OPEN 10:00 – CLOSE 22:00 (フードL.O 21:00 / ドリンクL.O 21:30) 

               ※最終日のみCLOSE 19:00 （フードL.O. 18:00/ドリンクL.O 18:30） 

 ◎各日の整理券時間帯  

   10:00 / 10:30 / 11:00 / 11:30 / 12:00 / 12:30 / 13:00 / 13:30 / 14:00 / 14:30 / 

    15:00 / 15:30 / 16:00 / 16:30 / 17:00 / 17:30 / 18:00 / 18:30 / 19:00 / 19:30 / 20:00  

    ※最終日11月28日（金）は、18:30 / 19:00 / 19:30 / 20:00 の回の整理券は販売いたしません。 

 
 

※本カフェは入れ替え制ではございません。ただしお席のご利用時間はご入店より６０分間とさせていただきます。 

 

【ご注意】 
入場整理券は、あくまでもカフェ入場列にお並びいただく為の整理券となります。 

記載されている集合時間に必ずしもご入店いただけるものではございません。混雑時には1時間～2時間程度
お待ちいただく場合もございます。あらかじめご了承のうえ、入場整理券をお買い求めください。 
 

会  場＝池袋パルコ THE GUEST cafe＆diner 
※入場整理券をお持ちでないお客様は、カフェをご利用いただけません。 

  尚、ショップコーナーは、入場整理券をお持ちでなくともご利用可能です。 

  

料  金＝カフェ入場整理券 324円（税込）  
※小学生以上有料 ※未就学児童、保護者同伴に限り入場可 

※入場整理券は、当日のみ有効。 

★ご来店時オリジナルステッカーと交換いたします。 
 

前売開始＝2016年10月15 日（土） AM10:00 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【入場整理券について】 
入場整理券をご購入いただきましたお客様は記載されております集合時間に 

池袋パルコ 本館７Ｆ THE GUEST cafe＆diner 「艦これカフェ」前にお集まりください。係員の指示に従い整理番号順にお並びいた
だきます。 

早い集合時間のお客様の入場列が出来ている場合にはその最後尾にお並びいただきます。尚、カフェへのご入店については店内の
状況により順次ご案内させていただきます。 

※入場整理券に記載された集合時間にお集まりいただけない場合には整理番号を無効とさせていただき、入場列の最後尾にお並び
いただきます。  

 

【注意事項】 
・入場整理券の申込みは、お1人様1回の申込みにつき4枚までとなります。 

・入場整理券の申込みは先着順になります。 

・お電話での申込みはございません。 

・入場整理券を紛失した場合は無効とさせていただき再発行は一切いたしません。 

・入場整理券は記載されている当日のみ有効となります。 

・店内は全席禁煙とさせていただきます。 

・入場整理券は入場時、オリジナルステッカーとお引き換えいたします。 
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10月15日（土）AM10:00より、 下記プレイガイドにて販売開始 
 

■ ローソンチケットWEBサイト http://l-tike.com/kancollecafe/ 
■ ローソン・ミニストップ店内Loppi  ※要Lコード入力 ※会期によって異なります 

   Lコード（10/26～10/31）：37682／ （11/1～11/15）：37683 
   Lコード（11/16 ～11/28）：37684 


