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TOWER RECORDS CAFE INFORMATION 
 （18145）2019/1/9  TOWER RECORDS JAPAN INC. Public Relations Office 

1月 24日より開催のコラボカフェ メニュー、グッズなどの詳細を発表 

『ソードアート・オンライン アリシゼーション × TOWER RECORDS CAFE』 

札幌、渋谷、梅田の 3店舗で同時開催。描き下ろしキャラを追加解禁。 
 

タワーレコードが運営するコラボ＆エンタメ・カフェ TOWER RECORDS CAFEでは、アニメ「ソード

アート・オンライン アリシゼーション」とのコラボカフェ『ソードアート・オンライン アリシゼーション 

× TOWER RECORDS CAFE』を 2019年 1月 24 日（木）～3月 3 日（日）の間、TOWER RECORDS 

CAFE札幌ピヴォ店、渋谷店、梅田 NU茶屋町店の 3 店舗で開催。その詳細を発表します。 

「ソードアート・オンライン アリシゼーション」は 2012 年より開始したアニメシリーズの第 3 期で、

2018 年 10 月より TOKYO MX 系列他にて放送中。同シリーズは川原礫による小説が原作となっており、

そのコミック版やゲーム、テレビアニメ、劇場版アニメなどの関連作品が世界的に人気を博しています。 

今回のコラボカフェでは、主人公キリトをはじめ様々な登場人物をモチーフとしたオリジナルのコラボメ

ニューをお楽しみいただけます。また、店内を彩るキャラクターは今回のコラボレーションのための完全描

き下ろしで、それらを使用したオリジナルグッズや特典はここでしか手に入らない限定品です。既に解禁し

ていたコラボカフェのキャラクターに併せて、タワーレコード店員に扮した「アリス」と「明日奈」の描き

下ろしヴィジュアルも完成しました。 

 

カフェ開催期間：2019年 1 月 24 日（木）～３月３日（日） 

第一弾…1 月 24日（木）～2月 12日（火） 

第二弾…2 月 13日（水）～３月３日（日） 

 

最新情報は下記 URL をチェック 

https://tower.jp/article/news/2019/01/09/c101 

 

※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。  

(c)2017 川原 礫／ＫＡＤＯＫＡＷＡ アスキー・メディアワークス／SAO-A Project 

https://tower.jp/article/news/2019/01/09/c101
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『ソードアート・オンライン アリシゼーション × TOWER RECORDS CAFE』 詳細 

 

◆開催店舗情報◆ 

札幌 

■TOWER RECORDS CAFE 札幌ピヴォ店 

[営業時間] 10 時～20 時（ラストオーダー19 時） 

[住所] 北海道札幌市中央区南 2 条西 4 丁目ピヴォ 5F 

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

[Twitter] @trc_sapporopv 

[TEL] 011-241-2344 

 

東京  

■TOWER RECORDS CAFE 渋谷店 

[営業時間] 10～22 時（ラストオーダー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 

[TEL] 03-3496-3672 

 

大阪  

■TOWER RECORDS CAFE 梅田 NU 茶屋町店 

[営業時間] 11 時～22 時（ラストオーダー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 

[TEL] 06-6373-2951 

 

 

注意事項  

※混雑時は時間制限（80 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。  

 整理券配布状況は各店舗のツイッターにてご確認ください。  

※開催期間中のご予約は承っておりません。 

 

 

http://tower.jp/restaurants/cafe/sapporopivot
https://twitter.com/trc_sapporopv
http://tower.jp/restaurants/cafe/shibuya
https://twitter.com/TRC_Shibuya
http://tower.jp/restaurants/cafe/umedanuchayamachi
https://twitter.com/TRC_NUchaya
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◆描き下ろしヴィジュアル◆ 

『ソードアート・オンライン アリシゼーション×TOWER RECORDS CAFE』のための、完全描き下ろしの

キャラクターと SD キャラクターを展開します。 

 

■描き下ろしキャラクター 

左から…キリト、ユージオ、ティーゼ、ロニエ、ア

スナ、アリス 

 

 

 

 

 

■描き下ろし SD キャラクター 

上段左から…シノン、リーファ、アリス、ユウキ、ア

スナ 

 

下段左から…キリト、ユージオ、ロニエ、ソルティリ

ーナ、ティーゼ 

 

 

 

 

 

 

◆メニュー◆ ※価格は全て税込みです。※写真はイメージです。 

■通期メニュー 

★DRINK★ 各 700 円（税込） 

・キリトのイメージドリンク ・ユージオのイメージドリンク
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■第一弾メニュー 

★FOOD★ 各 1400 円（税込）

・アリスの差し入れサンドイッチ 

アニメに登場するアリスのサンドイッチです。 

キリトとユージオの疲れを癒した味を再現しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

★SWEETS★ 各 1300 円（税込）

・蜂蜜パイ 

北セントリア六区東三番通りにある”跳ね鹿亭”

のはちみつパイに、レモンピールをのせた美味しい

バニラアイスを添えました。 

 

 

 

・キリト＆ユージオ 横たえたギガスシダーケーキ 

キリトとユージオが切り倒したギガスシダーの

ケーキです。鉄の様に固いギガスシダーをフワフワ

に仕上げました。 

 

 

 

 

 

★DRINK★ 各 700 円（税込） 

・ロニエのイメージドリンク 

 

 

 

 

 

 

 

・アリスのイメージドリンク 

・キリト＆ソルティリーナのパスタプレート 

キリトをイメージした「イカスミスパゲティー」と、

ソルティリーナをイメージした「トマトペンネ」のパ

スタプレートです。修剣学院の食堂をイメージしたサ

イドメニューと一緒にお召し上がりください。 
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・ティーゼのイメージドリンク 

 

 

 

 

 

 

■第二弾メニュー…後日発表します。 

 

◆特典◆ ※ランダムでの配布となります。※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。  

■ポストカード 

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

【全 10 種】通期……キリト、ユージオ 

第一弾…ロニエ、ティーゼ、ソルティリーナ、アリス 

第二弾…リーファ、シノン、ユウキ、アスナ 

■AR付きステッカー 

「フード+スイーツ+ドリンク」の 3 点をあわせてご注文の方には、スマホをかざすとキャラが飛び出す

AR 付きステッカーをランダムで 1 枚差し上げます。【全６種】通期 

※AR 付きステッカーは、単品でご注文の際に

お渡しする特典のポストカードに追加して

差し上げます。 

例）フード１品、スイーツ１品、ドリンク２品

を同時に頼んだ場合。 

→ ポストカード計４枚（ランダム） 

+ AR つきステッカー１枚を特典としてお渡し。 

◆キリトがカフェ店内でアナウンス◆ 

コラボカフェ開催店舗の店内で流れるアナウンスをキリトが担当します。※放送時間は不定期。 

・ソルティリーナのイメージドリンク 
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『ソードアート・オンライン アリシゼーション × TOWER RECORDS コラボグッズ』詳細 

下記取扱い店舗にて「ソードアート・オンライン アリシゼーション」とのコラボグッズを販売します。 

取扱い店舗：タワーレコード渋谷店、新宿店、札幌ピヴォ店、川崎店、浦和店、名古屋近鉄パッセ店、梅田

NU 茶屋町店、京都店、タワーレコードオンライン 

コラボグッズ特設ページ：https://tower.jp/saoa 

予約受付開始日時：2019年 1月 11 日（金）正午 

発売日：2019年 1 月 24 日（木） 

■アクリルスタンド（全 6 種）                  1,000 円＋税 

■缶バッジ（全 6 種）                            550 円＋税 

■A4 クリアファイル（全 7 種）                   400 円＋税 

■B2 タペストリー（全 2 種）                   3,000 円＋税 

■トレーディングアクリルキーホルダー（全 10 種） 600 円＋税  ※お一人様 1 回の会計につき 20 個まで 

■トレーディング缶バッジ（全 10 種）             400 円＋税  ※お一人様 1 回の会計につき 20 個まで 

■Ｔシャツ（S／M／L）                        3,000 円＋税 

■マグカップ                                  1,500 円＋税 

 

上段左から、アクリルスタンド（全 6 種）、缶バッジ（全 6 種）、A4 クリアファイル（全 7 種）。 

下段左から、B2 タペストリー（全 2 種）、トレーディングアクリルキーホルダー（全 10 種）、トレーディ

ング缶バッジ（全 10 種）、Ｔシャツ、マグカップ。 

 

https://tower.jp/saoa

