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出版 50 周年記念！チェブラーシカ カフェオリジナルグッズ 
先行受注スタート！ 

～BOOSTER で目標金額 518％を達成したチェブラーシカ カフェが期間限定オープン～ 
 

 

 株式会社パルコ（本部 東京都渋谷区、代表執行役社長 牧山浩三、以下パルコ）が運営するクラウド    

ファンディング「BOOSTER（ブースター）」では、【出版 50 周年記念！チェブラーシカ カフェ期間限定オープンプ

ロジェクト】が目標金額 518％を達成しました。今回、カフェが 5 月 2 日から開店することを記念し、    

「チェブラーシカ カフェオリジナルグッズ先行受注」を 4 月 26 日（水）からスタートいたします。 

 カフェオリジナルグッズでは「コック姿のチェブラーシカのぬいぐるみ」やもにもに・ぷにぷにのさわり心地の  

チェブラーシカの「もにまるず」の他、おうちでカフェ気分を味わうことができるクリアボトルやマグカップ、    

お出かけに便利なトートバッグやスマホケースなど全 8 種が新登場いたします。 

チェブラーシカ カフェでは、ここでしか食べられない限定コラボ料理やスイーツ・ドリンクをはじめ、    

「チェブラーシカ 動物園へ行く」の撮影で実際に使用された貴重なパペットの特別展示も行われます。 

 

 

【概要】 

１）プロジェクト名： 

「チェブラーシカ カフェオリジナルグッズの先行予約受付スタート！ 

お店に来れなくてもカフェ気分を味わおう！ 

２）日程：2017 年 4 月 26 日（水）～2017 年 5 月 31 日（水） 

３）プロジェクトオーナー：チェブカフェ実行委員会 

４）専用 URL：https://www.booster-parco.com/project/215 

５）内容：  

出版 50 周年記念！チェブラーシカ カフェ期間限定オープンプロジェクトで目標金額 518％を達成し    

5 月 2 日から開業することを記念した「チェブラーシカ カフェオリジナルグッズ先行受注」を 4 月 26 日（水）

からスタート！ 

  カフェオリジナルグッズでは「コック姿のチェブラーシカのぬいぐるみ」やもにもに・ぷにぷにのさわり心地の

チェブラーシカの「もにまるず」の他、おうちでカフェ気分を味わうことができるクリアボトルやマグカップ、       

お出かけに便利なトートバッグやスマホケースなど全 8 種が新登場いたします。 

６）チェブラーシカ公式ツイッター：https://twitter.com/cheburashka_pr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【本件のお問い合わせ先】株式会社パルコ  

新規プランニング部 CF 事業担当／担当：梅沢  TEL：03－3477－5985 E-mail：ume-taka@parco.jp 

    広報・ＩＲ室／          担当：小野  TEL：03－3477－5710 E-mail：ono-jun@parco.jp 
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●【A】おうちでカフェ気分セット 5,380 円（税込・送料込） 

   （内容）・マグカップ(250ml) ・クリアボトル(500ml) ・アクリルマドラー ・特典のポストカード(1 枚) 

●【B】コラボカフェ OPEN 記念 触って楽しむチェブセット 7,000 円（税込・送料込） 

   （内容）・チェブカフェ オリジナルぬいぐるみ  ・もにまるず(茶/白)  ・特典のポストカード(1 枚) 

●【C】おでかけセット 7,110 円（税込・送料込） 

    （内容）・トートバッグ(W340×H210×D160mm)  

・スマホケース(最大収容サイズは W75×H140×D10mm、画面サイズは 5.0 インチ)  

・ミニハンドタオル 2 枚セット(各 200×200mm)  

・特典のポストカード(1 枚) 

●【D】チェブラーシカとティータイムセット 11,540 円（税込・送料込） 

    （内容）・チェブカフェ オリジナルぬいぐるみ  ・もにまるず(茶/白)  ・マグカップ(250ml)  

・クリアボトル(500ml) ・アクリルマドラー ・特典のポストカード(1 枚) 

   

 

 

●チェブラーシカ カフェオリジナルグッズ先行受注！ 
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  ●【E】チェブ生活セット 11,650 円（税込・送料込） 

    （内容）・マグカップ(250ml) ・クリアボトル(500ml) ・アクリルマドラー  

・トートバッグ(W340×H210×D160mm)  

・スマホケース(最大収容サイズは W75×H140×D10mm、画面サイズは 5.0 インチ)  

・ミニハンドタオル 2 枚セット(各 200×200mm) ・特典のポストカード(1 枚) 

  ●【F】チェブラーシカと一緒におでかけセット 13,270 円（税込・送料込） 

     （内容）・チェブカフェ オリジナルぬいぐるみ  ・もにまるず(茶/白)   

・トートバッグ(W340×H210×D160mm)  

・スマホケース(最大収容サイズは W75×H140×D10mm、画面サイズは 5.0 インチ)  

・ミニハンドタオル 2 枚セット(各 200×200mm) ・特典のポストカード(1 枚) 

 ●【G】まるごとチェブカフェセット 17,800 円（税込・送料込） 

     （内容）・チェブカフェ オリジナルぬいぐるみ  ・もにまるず(茶/白)  ・マグカップ(250ml)  

・クリアボトル(500ml) ・アクリルマドラー ・トートバッグ(W340×H210×D160mm)  

・スマホケース(最大収容サイズは W75×H140×D10mm、画面サイズは 5.0 インチ)  

・ミニハンドタオル 2 枚セット(各 200×200mm) ・特典のポストカード(1 枚) 

 
 
【チェブラーシカ カフェについて】 

１）カフェ名称： 

「出版 50 周年記念！ 

チェブラーシカ カフェ with サンデーブランチ」 

２）場所：吉祥寺 PARCO ４階 

３）期間：2017 年 5 月 2 日（火）～2017 年 8 月 31 日（木） 

４）営業時間：10：00～21：00 ※ラストオーダー 20：00 

５）内容： 

世界的に人気のキャラクター「チェブラーシカ 」の出版 50 周年を記念したコラボカフェ 

「チェブラーシカ カフェ with サンデーブランチ」を 2017 年 5 月 2 日（火）からオープン！ こ

こでしか食べられない限定コラボ料理やスイーツ・ドリンクをはじめ、「チェブラーシカ 動物園へ

行く」の撮影で実際に使用された貴重なパペットの特別展示も行われます。 

６）URL：http://kichijoji.parco.jp/page2/ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



2017 年 4 月 25 日 

報道関係者各位 

株式会社パルコ                     

4 
 

【メニュー内容のご紹介】 

 ●FOOD 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
上）チェブラーシカのハンバーグ 

  ￥1,480（税別） 

 

左）チェブラーシカの 

  サラダ＆フレンチトースト 

  ￥1,580（税別） 

 
上）チェブラーシカのロシアンライス 

  ￥1,280（税別） 

 

左）レフ・チャンドルの 

  ボルシチ煮込み 

  ￥1,480（税別） 

 
上）チェブラーシカのチーズフォンデュ 

  ホットケーキ 

  ￥1,880（税別） 

 

左）ワニのゲーナの 

  フルーツホットケーキ 

  ￥2,380（税別） 

※シェアがオススメ！ 
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※価格は税抜き ※メニュー・価格は変更になる場合がございます。 ※画像はイメージです。 

©2010 Cheburashka Movie Partners/Cheburashka Project 

 

パルコのクラウドファンディングサービス「BOOSTER（ブースター）」について 

「BOOSTER」は、パルコが運営する購買型クラウドファンディング・サービスです。クラウドファンディング  

“crowd funding”とは、群衆“crowd”と資金調達“funding”を組み合わせた言葉です。クラウドファンディングは、

新たな挑戦を志す人や組織がプロジェクトを始める前のタイミングで、モノやサービスなどの対価を予約販売する 

ことで、必要な資金をインターネット経由で生活者個人から調達するしくみです。 

パルコは、投資型クラウドファンディング最大手のミュージックセキュリティーズ株式会社と連携してサービスを

提供しています。「インキュベーション（＝新しい才能の発見と応援）」を掲げてきたパルコは、「BOOSTER」を

通じて、想いや才能を持った個人がチャレンジしつづける社会が実現し、イノベーションが次々に湧き起こる      

世の中を多くの人々と一緒に創りたい、と考えています。 

 
上）チェブラーシカのオレンジタルト 

  １カット￥750（税別） 

 
上）白桃 チェブラーシカタルト 

  １カット￥750（税別） 

 
上）ラリースカのチーズケーキ 

  １カット￥630（税別） 

 
上）ワニのゲーナのベリータルト 

  １カット￥750（税別） 
  

上）ドリーミング  

チェブラーシカ￥1,200（税別） 

上）オレンジ＆ハイビスカス ジュースティー  

（限定チャーム付）￥880（税別） 

●CAFE 


