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今年も開催！
ウルフルズ夏の恒例イベント「ヤッサ」開催記念
ヤッサ × TOWER RECORDS CAFE 梅田 NU 茶屋町店
『BANZAI CAFE』9/12（火）～25（月）の期間限定開催決定！
TOWER RECORDS CAFE 梅田 NU 茶屋町店では、9 月 23 日（土・祝）に大阪・万博記念公園もみじ川芝生広場にて
開催される「クリアアサヒ Presents OSAKA ウルフルカーニバル ウルフルズがやって来る!ヤッサ 2017～ウルフ
ルズ 25 祭!!～」の開催を記念したコラボレーション企画『BANZAI CAFE』を 9 月 12 日（火）～25 日（月）の期
間限定で開催します。
期間中は、ウルフルズのさまざまな楽曲にちなんだコラボメニューの数々の提供や『BANZAI CAFE』限定のコ
ラボグッズの販売をはじめ、昨年も好評だった、
“出張！MEGAHERTZ35.102A”と題してサンコン Jr.が店内 BGM を
セレクトする企画も実施。さらに、関西のタワーレコード店舗（一部店舗除く）にて、パネル展、ツアーグッズ
の販売なども行い、
「ヤッサ」の開催を盛り上げます。
[クリアアサヒ Presents OSAKA ウルフルカーニバル ウルフルズがやって来る!ヤッサ 2017～ウルフルズ 25 祭!!～]
開催日時：9 月 23 日(土・祝) 開場 13 時 30 分/開演 15 時 30 分
会場：大阪・万博記念公園もみじ川芝生広場
(ピクニックエリア入場：13 時 30 分、スタンディングエリア入場：14 時）
オフィシャルサイト http://www.ulfulsspecial.com/yassa2017/

ヤッサ × TOWER RECORDS CAFE 梅田 NU 茶屋町店“BANZAI CAFE”
開催期間：9 月 12 日（火）～25 日（月）
開催店舗：TOWER RECORDS CAFE 梅田 NU 茶屋町店（TEL：06-6373-2951）
営業時間：11 時～22 時（LO：フード 21 時、ドリンク 21 時 30 分）
※コラボメニューは店内での提供のみとなります。
※混雑時は時間制限および整理券制とさせていただく場合がございます。
※天災や災害、トラブル等により、内容の変更または中止となる場合がございます。
※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。

＜ウルフルズオフィシャルサイト＞
http://www.ulfuls.com/
＜TOWER RECORDS CAFE 梅田 NU 茶屋町店 HP＞
http://tower.jp/store/kinki/TRC_Nu_Chayamachi
＜TOWER RECORDS CAFE 梅田 NU 茶屋町店ツイッター＞
@TRC_NUchaya
＜TOWER RECORDS CAFE 梅田 NU 茶屋町店 Facebook＞
https://www.facebook.com/TRC.NUchaya

■コラボレーション・スペシャル企画「出張！MEGAHERTZ35.102A」
サンコン Jr.がカフェの BGM をセレクト！店内には、サンコン Jr.からのメッセージも掲出しています。
■パネル展
コラボカフェ店内にて、歴代アーティスト写真やジャケット写真として撮影した写真の数々をパネル展示。
展示パネルは、コラボカフェをご利用いただいた方の中から応募抽選でプレゼントさせていただきます。
※パネルの絵柄はお選びいただけません。
※パネルの発送はコラボカフェ終了後となります。

本件に関する報道関係各位からのお問い合わせ先
タワーレコード株式会社 広報室 谷河、伊早坂、松本 TEL：03-4332-0705 Email：press@tower.co.jp

■コラボメニュー

※価格はすべて税込です。

上左から：ナン de ナン、カレー、とまら麺
中左から：黄身にささみ丼、人生、ラブラブ一チョコ線
下左から：どうでもよもぎ、あーだこーだソーダ！、スポー茶パー茶、濃いよ！、実験 4 号

[FOOD]
・[Café De 人生（キャフェ ドゥ ジンセイ）スペシャルメニュー]ナン de ナン

価格：700 円

ナンだけってナン de ナン カレーがついてないってナン de ナン それもこれは片思い ナンだけにはまかせられへん
カレーがついてるやん いつもいっしょやん だからカレーも頼んでね♡ こちらはナンだけです。

・カレー

価格：一つ 300 円

「ナン de ナン」のトッピングのカレーです。

・とまら麺

価格：1,100 円

トマトが好きで ローストビーフがあるだけで 箸がとまらへん～ 箸がとまらへん～
このトマトベースの冷製パスタ！一度食べたらもうとまらへん！

・黄身にささみ丼

価格：1,100 円

ジューシーなささみかつを温玉の黄身に絡めてもソースと絡めてもどちらも美味しい きみだけの『黄身にささみ丼』です！

・[Café De 人生（キャフェ ドゥ ジンセイ）スペシャルメニュー]人生

価格：600 円

ほんのり甘酸っぱい、アナタの人生の味がする！？思わず「バカヤロー！」って叫んじゃうかも。
人生のおともに、人（参）生（姜）のサラダを是非♡

[SWEETS]
・ラブラブ一チョコ線

価格：1,100 円

ホンキーマンたるもの一チョコ線 見ているだけで一チョコ線
ホンキーマンの目の先には…待ってました Baby！お気に召すままチョコを堪能してね♡チョコスイーツ。

・どうでもよもぎ

価格：1,000 円

甘いもの食べ過ぎ？太る？体重が気になる？そんなの全部どうでもヨモギ！！！ヨモギ饅頭を使ったスイーツです♡

[DRINK]
・あーだこーだソーダ！ 価格：700 円
ソーダにみかんもいいぜベイビー！うかうかしてたら夏が終わっちまう。
シャリっと冷たく、夏の終わりを噛みしめる 冷凍ミカンのあーだこーだソーダ！
※数量限定で“ウルフルズ 25th ロゴ 特製カップ”に入れての提供となります。特製カップは無くなり次第終了となります。

・スポー茶パー茶

価格：700 円

弾けるパッション飛び散るベリー Oh. Yeah コミュニケーション バイブレーション スローモーション
汗かいて喉うるおしてパー茶（ティー） 一期一会のパッションフルーツ・ウーロン茶です！
※数量限定で“ウルフルズ 25th ロゴ 特製カップ”に入れての提供となります。特製カップは無くなり次第終了となります。

・実験 4 号

価格：800 円

作って飲めば最悪の人生も最高の人生に晴れていく 自分でシロップを作って作るセルフサービス実験ドリンクです。

・[Café De 人生（キャフェ ドゥ ジンセイ）スペシャルメニュー]濃いよ！

価格：800 円

濃いよ！濃いよ！俺の甘い香りは。濃いよ！濃いよ！俺のまろやかな甘みは。
ガツンとハニーフレーバーは健在よ。甘みもアルコールも濃いめの大人のカルピス・ウィスキーカクテル！
※未成年の方、運転をする方へのアルコールのご提供はお断りしています。
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■コラボグッズ

※価格はすべて税込です。

BANZAI CAFE ケーキ T シャツ
サイズ：S、M、L 価格：3,000 円

BANZAI CAFE ケーキ トートバッグ
価格：1,200 円

BANZAI CAFE ケーキ
価格：300 円

缶バッジ

■ご来店特典：BANZAI CAFE 限定ランチョンマット＆カトラリー袋

ランチョンマット

カトラリー袋

期間中、ご来店いただいたお客様に＜BANZAI CAFE 限定ランチョンマット＆カトラリー袋＞を差し上げます。
さらに、ヤッサ開催日を含む 3 日間[9 月 22 日（金）～24 日（日）]限定で、見つけたら思わず「なんでなん！」
と言ってしまうスペシャルデザインのランチョンマットもランダムで登場。お楽しみに！
※ランチョンマット＆カトラリー袋は、テーブルにセットさせていただいております。
※スペシャルデザインのランチョンマットはランダムでの配布となり、全テーブルへのセットではありません。

■ご注文先着特典：メンバー手描きイラスト入りコースター（全 4 種/絵柄はランダムでのお渡し）

期間中、コラボメニューをご注文のお客様に先着で、コラボメニュー1 品につき 1 枚＜メンバー手描きイラスト
入りコースター＞（全 4 種/絵柄はランダムでのお渡しとなり選べません）をプレゼントします。
※数に限りがあります。無くなり次第終了となります。

＜関西限定店舗での連動施策＞
■パネル展
9 月 12 日（火）～25 日（月）の期間、タワーレコード梅田大阪マルビル店にて、ウルフルズと Yahoo!チケット
がコラボしたデビュー25 周年記念ウルフルズ特集ページと連動した秘蔵写真展を開催します。
■ツアーグッズ販売
9 月 7 日（木）～25 日（月）の期間、下記タワーレコード店舗にて、ウルフルズの全国ツアー「ウルフルズ ツ
アー2017 人生～デビュー25 周年やな！せやせや！～」のグッズの一部を販売します。
対象店舗：タワーレコード梅田大阪マルビル店、難波店、梅田 NU 茶屋町店、京都店、神戸店
※グッズは数に限りがあります。各店無くなり次第販売終了となります。※グッズのご予約・お取り置きはできません。
※TAISUKE POINT SYSTEM 対象外となります。 ※販売グッズについての詳細はウルフルズオフィシャルサイトをご確認ください。
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