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「 オンエア！× TOWER RECORDS CAFE」～秋の大運動会～ 

 コラボカフェ詳細発表&コラボグッズ発売決定！！ 
 
 

 TOWER RECORDS CAFE渋谷店、表参道店、梅田NU茶屋町店で開催の、大人気アプリゲーム「オンエア！」とのコ

ラボレーションカフェ「『オンエア！×TOWER RECORDS CAFE』～秋の大運動会～」のメニュー等の詳細を解禁します。 

「オンエア！」は今年 8月に配信された、話題のスター声優育成アプリゲーム。名門声優学校・宝石が丘学園の個性豊

かなキャラクターと夢を追う青春ストーリーです。ゲーム内に登場する生徒たちは「Prid’s」「Hot-Blood」「Re:Fly」「エメ☆

カレ」「MAISY」「drop」の 6 つのユニットにそれぞれ所属しており、全てのユニットは各々異なる宝石をモチーフとしています。 

今回のコラボカフェ「『オンエア！×TOWER RECORDS CAFE』～秋の大運動会～」では、学園での運動会をイメージ

したオリジナルのコラボメニューを提供。ユニット別のスウィーツやドリンクも実現しました。それらコラボメニューをご注文いただい

た方には特典を差し上げます。さらにコラボカフェ開催の 3 店舖では、このコラボのために描き起こされたミニキャラを使用した、

魅力たっぷりのオリジナル・グッズの販売も行います。 

パン食い競争やリレー、お昼休みのお弁当などをイメージしたメニューで、TOWER RECORDS CAFEでしか体験できな

い、宝石が丘学園での運動会の世界観を表現します。 
 

「オンエア！× TOWER RECORDS CAFE」～秋の大運動会～ ニュースページ 

https://tower.jp/onair 
 

【開催期間】 11月 6日（火）～12月 2日（日） 

前半の部（第 1 弾）：11 月 6日（火）～11 月 18 日（日） 

後半の部（第 2 弾）：11 月 19 日（月）～12 月 2 日（日）  

「オンエア！×TOWER RECORDS CAFE」～秋の大運動会～ 
メインヴィジュアル 

©coly 
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【開催店舗】 

 東京（2店舗） 

■TOWER RECORDS CAFE渋谷店 

[営業時間] 10～22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] @TRC_Shibuya 

 

■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] @TRC_Omotesando 

 

 大阪（1店舗） 

■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] @TRC_NUchaya 

 

 

【メニュー】 

※価格はすべて税込です。  

※画像はイメージです。 

 

通期（第 1弾・第 2弾共通） 

＜DRINK＞ 

講師のひととき カプチーノ：700円 

ほっと一息つきたいときに。先生がいつも口にしている飴を添

えて。 
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前半の部（第 1弾） 

＜FOOD＞ 

宝石が丘学園学生寮食堂特製 運動会のお弁当プレ

ート：1,500円 

おむすびや卵焼き、たこさんウインナーなど運動会の定番！

お弁当風プレート。 

 

パン食い競争カレーパンセット：1,500円 

パン食い競争にカレー？！温泉卵を添えたスペシャルセッ

ト。 

 

 
＜SWEETS＞ 

Hot‐Blood：1,300円 

実力派ユニット Hot-Blood をイメージしたベリーケーキ。

 
 

Prid’s：1,300円 

TOP OF TOPユニットPrid’sをイメージした高級感のあるミルフィーユ。 

  

drop：1,300円 

癒し系ユニット drop をイメージしたミルクプリンとチョコケーキ

のパフェ。 
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＜DRINK＞ 

サファイア：700円 

ライチシロップ+ソーダに星型のナタデ

ココ入りのドリンク 

 

エメラルド：700円 

メロンシロップ+ソーダにさくらんぼ入り

のドリンク 

 

オパール：700円 

バブルガムシロップ+オレンジジュース

にオレンジスライスをトッピング 

 
 

 

 

 

後半の部（第 2弾） 

 

＜FOOD＞ 

優勝賞品！学生寮特製オムライス：1,500円 

頑張ったご褒美に寮特製のオムライスはいかが？ 

 
 

バトンをつなげ！リレープレート：1,500円 

春巻きをバトンに見立てたリレープレート。 

頑張ってゴールを目指そう！ 
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＜SWEETS＞ 

Re:Fly：1,300円 

オトナなユニット Re:Fly をイメージしたゼリーとアイス。 

 

 

 

 

 

エメ☆カレ：1,300円 

アイドル声優ユニットエメ☆カレをイメージしたケーキ。 

 

 

MAISY：1,300円 

いつも楽しい MAISY をイメージした桃のタルト。 

 

＜DRINK＞ 

ルビー：700円 

ベリーソーダにベリーの果実をトッピン

グしたドリンク 

 

ダイヤモンド：700円 

パインシロップ+グレープフルーツジュー

スでさっぱりとしたドリンク 

 

パール：700円 

チーズケーキ味のシロップ+ミルクにホ

イップを添えた甘くて濃厚なドリンク 
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【特典】 

■ポストカード 

コラボメニュー１品ご注文につき、ポストカードをランダムで 1枚差し上げます。 

＜全 30種類（第 1弾・第 2弾それぞれ 15種類ずつ）＞ 

※特典はランダムでの配布となります。 

 

 

■クリアしおり 

コラボメニュー3点セット（お好きなフード+お好きなスイーツ+お好きなドリンク）をご注文ごとに、クリアしおりをランダムで 1

枚差し上げます。 

＜全 6種類（通期）＞ 

※特典はランダムでの配布となります。 

 

※特典はいずれも先着でのお渡しにて、なくなり次第終了となります。 

※開催期間中のご予約は承っておりません。 

クリアしおり（全 6種類） 

ポストカード（全 30種類） 
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オンエア！ × TOWER RECORDS コラボグッズ 
 
■オンエア！ × TOWER RECORDS ダイヤ型トレーディング缶バッジ A (全 15 種） 
■オンエア！ × TOWER RECORDS ダイヤ型トレーディング缶バッジ B (全 15 種） 
 販売価格：各種 432 円 

 
※トレーディング仕様のブラインドパッケージのためキャラクターは選べません。 

※一回のお会計につき 15 個まで 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■オンエア！ × TOWER RECORDS CAFE ダイヤ型トレーディング缶バッジ BOX A 
■オンエア！ × TOWER RECORDS CAFE ダイヤ型トレーディング缶バッジ BOX B 
販売価格：各 6,480 円   

 ※1BOX で A・B それぞれ 15 種のコンプリートとなります。 

※一回のお会計につき 3 個まで 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■オンエア！ × TOWER RECORDS クリアファイル (全 6 種） 
販売価格：各種 432 円  
※一回のお会計につき各グループ 1 枚で合計 6 枚まで 

 

■オンエア！ × TOWER RECORDS アクリルスタンド  (全 30 種） 
販売価格：各種 1,080 円  
※一回のお会計につき各キャラクター1 個で合計 30 個まで 

 
※価格はすべて税込です。 

・コラボグッズ発売日：11 月 6 日（火） 
・取扱い店舗：TOWER RECORDS CAFE 渋谷店 

TOWER RECORDS CAFE 表参道店 
TOWER RECORDS CAFE 梅田 NU 茶屋町店 

※コラボグッズはカフェご利用者のみの販売です。 

ダイヤ型トレーディング缶バッジ A (全 15種） ダイヤ型トレーディング缶バッジ B (全 15種） 

ダイヤ型トレーディング缶バッジ BOX A ダイヤ型トレーディング缶バッジ BOX B 

クリアファイル (全 6種） 

アクリルスタンド  (全 30種） 


