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     2018 年 4 月 26 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）、松本  

TEL：03-4332-0705 Email：press@tower.co.jp 

「ラ・ラ・ランド」を超えオリジナル・ミュージカル歴代第 1 位！映画「グレイテスト・ショーマン」大ヒット記念 

 
『グレイテスト・ショーマン × TOWER RECORDS CAFE』 

 

TOWER RECORDS CAFE表参道店にて、5月 9日より開催決定！ 

 

タワーレコードが手掛けるエンターテイメント・カフェ TOWER RECORDS CAFE 表参道店では、5 月 9 日（水）

よりショービジネスの原点を築いた P.T.バーナムのドラマティックなサクセスストーリーを描いた大ヒット

ミュージカル映画『グレイテスト・ショーマン』のコラボレーションカフェ『グレイテスト・ショーマン × 

TOWER RECORDS CAFE』を開催します。 

映画『グレイテスト・ショーマン』は、“すべての人が輝く”をテーマに、ヒュー・ジャックマンを始めザッ

ク・エフロン、ミシェル・ウィリアムズなど豪華キャストが、迫力のダンス＆シング・パフォーマンスを繰

り広げ、ショービジネスの裏側で繰り広げられる「愛」「夢」「希望」のドラマを、躍動するスケール感で描

いた作品で、その興業収入は「ラ・ラ・ランド」を超える大ヒットを記録、全世界を感動と熱狂の渦に巻き

込みました。 

今回、TOWER RECORDS CAFE 表参道店では、店内にバーナムを始めとした登場キャラクター達の衣装

展示や、『グレイテスト・ショーマン』の世界観を表現した特製メニューが登場する他、出演者たちのリハー

サルを 360 度ビューで見られる VR 体験、曜日別の特別プロモーション映像の放映、土・日の参加型イベン

トなど盛りだくさんの企画で、この大ヒット映画『グレイテスト・ショーマン』の魅力あふれる世界をお楽

しみいただけます。 

コラボの詳細はこちら : http://tower.jp/tgscafe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
『グレイテスト・ショーマン × TOWER RECORDS CAFE』 

コラボ・キービジュアル 

グレイテスト・ショーマン 衣装展示（イメージ） 

mailto:press@tower.co.jp
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■『グレイテスト・ショーマン × TOWER RECORDS CAFE』コラボカフェ内容 
 

＜開催期間＞ 

5 月 9 日（水）～５月 27 日（日） 

 

＜開催店舗＞ 

・TOWER RECORDS CAFE 表参道店 

[営業時間]11 時～22 時（L.O.21 時） 

[住所]東京都渋谷区神宮前 6-3-9 井門原宿ビル 2F 

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

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

 

注意事項 

  ※開催期間中のご予約は承っておりません。 

  ※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。 

    整理券配布状況は店舗ツイッターにてご確認ください。 

  ・TOWER RECORDS CAFE 表参道店： @TRC_Omotesando 

 ※コラボグッズの販売はございません。 

 ※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。 

 

 

＜メニュー＆特典＞  ※すべて税込価格となります。※画像はイメージです。 

○SHOW MUST GO ON（VR体験付コース） 3,600 円 

こちらのコースをご注文のお客様のみ、VR 体験をしていただけます！ 

お好きなフード・スイーツ・ドリンクを 1 品ずつお選びいただけ、特典も付く、

お得なスペシャルメニューです。 

 

【VR体験特典】 

VR 体験付コースをご注文のお客様に、コラボメニューオーダー特典に加え、ラ

ンダムで 1 枚“キャストカード”を差し上げます。（全 6 種） 

 

【映画『グレイテスト・ショーマン』 × VR 感動の映像体験】 

※VR 体験付コースをご注文の方のみがお楽しみいただける特別映

像体験です。 

 あなたの目の前にヒュー・ジャックマンが…！ 

 世界中で熱狂的なファンを生み出している映画『グレイテスト・

ショーマン』の VR が、TOWER RECORDS CAFE 表参道店に出

現！ 

 出演者たちのリハーサルを撮影した 360 度の VR 映像で、まるで

撮影現場にいるかのような没入感を体験できる期間限定の体感イ

ベント『グレイテスト・ショーマン』VR。臨場感あふれる約 4 分

間の映像と音楽とともに、あなたを夢の世界へと誘う。 

 このレア体験ができるのは日本で TOWER RECORDS CAFE 表参 

 道店だけ！夢が、踊りだす。 

 

http://tower.jp/restaurants/cafe/omotesando
https://twitter.com/trc_omotesando
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＜ご来場特典＞ 

カフェをご利用のお客様に“バーナムサーカス入場チケット風カード”を 1

枚差し上げます。 

※なくなり次第終了となります。 

 

＜メニュー＞ 

[FOOD] 

The Greatest Show 1,600 円 

バーナムサーカスの指揮監督にふさわしい、シルクハットとステッキと赤

いジャケットをイメージした気品高いプレート。 

 

 

This Is Me 1,500 円  

ダイナミックな歌声のレティ・ルッツからインスパイアされたパワフルな

バーガー。 

 

 

[SWEETS] 

A Million Dreams 1,500 円 

夢を叶える夫（ケーキ）と支える妻（グラスケーキ）の傍でかわいい娘たち（イ

チゴ）が寄り添うバーナム一家を一皿に再現。ケーキの上には、彼のキーアイテ

ムとなるリンゴ（チェリー）を添えて。 

 

 

Rewrite the Stars 1,700 円  

美しくロープで宙を舞うフィリップとアンの甘くて切ない恋のバラードをケー

キプレートで再現。 

 

 

[DRINK] 

P.T. バーナム（5/9～5/17 限定販売） 750 円 

彼をイメージしたカラードリンクに満月と『ウィッシングマシーン』からあふれる星

空を添えたバイオレットパインソーダ。 

 

チャリティ・バーナム（5/9～5/17 限定販売） 700 円 

満月のレモンに映えるピンクのイブニングドレスからバラがほのかに香る 

ローズクランベリーソーダ。 
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フィリップ・カーライル（5/18～５/27 限定販売） 700 円  

彼が経験する葛藤やまっすぐな愛情を苦味と甘みで表現したアイスチョコクッキーラ

テ。 

 

アン・ウィーラー（5/18～５/27 限定販売） 750 円  

バーナムサーカスショーの花形、空中ブランコのヒロインをイメージした 

ダブルベリーカルピスソーダ。 

 

The Greatest Showman＆This Is Me ラテ 各 700 円 

映画のロゴや名曲がデザインされたラテ。これを飲んであの感動をもう一度！ 

（２種のうちお好きなデザインをお選びください。） 

 

The Other Side 1,000 円（15%…8%…12%…9%…10%！引きで 900 円） 

ショットウイスキーと『殻のないピーナッツ』のセット。 

例の酒場のカウンターでバーナムとフィリップの掛け合いが聞こえてくる。 

もちろん報酬はショーの 10％。 

※アルコールドリンクとなります。 

 

From Now On 850 円 

大事なのは名誉でもお金でもなく、大切な人たちと一緒にいる時間。このビールで乾杯を 

して踊り明かして『家へ帰ろう』。 

※アルコールドリンクとなります。 

 

Never Enough （スペシャルドリンク） 1,500 円 

麗しき歌姫ジェニー・リンドの乾杯にふさわしい高貴なシャンパンに 

赤いバラを添えて。 

※アルコールドリンクとなります。 

※コース対象外となります。 

 

【コラボメニューオーダー特典】 

コラボメニューをご注文のお客様に、1 品につきランダムで 1 枚“ポスト 

カード”を差し上げます。（全 8 種） 
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＜展示＞ 

○衣装展示 

劇中に登場した衣装のレプリカを展示いたします。 

 常設    ： P.T.バーナム（ジャケットを着て記念撮影ができます。） 

 期間限定： [5月 9日（水）～5月 17日（木）] ジェニー・リンド／チャリティ・バーナム 

  [5月 18日（金）～5月 27日（日）] フィリップ・カーライル／アン・ウィーラー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○プロップ 展示 

初公開！なんと、実際に撮影に使用されたアイテムを展示いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ヒュー・ジャックマン＆キアラ・セトル 直筆サイン入りポスター展示 

開催期間中、店内に展示いたします。さらに開催終了後に、抽選で 1名様にプレゼントいたします！ 

世界に一枚だけの直筆サイン入りポスターをぜひゲットしてください！ 

※応募方法は後日発表いたします。 

 

左から、P.T.バーナム、チャリティ・バーナム、ジェニー・リンド、フィリップ・カーライル、アン・ウィーラー 
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＜映像＞ 

○常時放映 

本邦初公開 本編のミュージカル世界観を堪能できる特別プロモーション映像を放映致します。 

 

○平日限定 

超レアな映像盛りだくさん！驚異のボリュームでお届けする特別プロモーション映像で、コラボカフェご利用のお客様がお

楽しみいただけます。 

 [月・水・金] 「劇中曲メイキング」プロモーション映像 

[火・木] 「撮影現場メイキング」プロモーション映像 

 ※放映時間は ①11:00～ ②14:00～ ③17:00～ ④20:00～ の各日 4回となります。 

 

○土・日限定 

ファン参加型の特別イベントを実施！詳細は後日、Twitterなどで発表いたします。 

 

＜プレミアム施策＞ 

○初日限定特典 

 初日にご来店いただいた先着 40名様に、非売品の“プレスシート”を差し上げます。 

 ※なくなり次第終了となります。 

 

○リピーター特典 

 本コラボカフェ開催期間中の、日付の異なるレシート 3枚をレジにてご提示いただ  

いた方に、プレミアム特典“フォン・ポーチ（非売品）”を差し上げます。 

 ※フォン・ポーチは携帯に貼付けて使用できるポケット状のものです。（IC カード 

などが入るサイズです。） 

 ※なくなり次第終了となります。 

 

 


