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TOWER RECORDS JAPAN INC. Public Relations Office

「PSYCHO-PASS サイコパス Sinners of the System」
劇場版 3 作品連続公開記念

“GINO THE CAFE” in TOWER RECORDS CAFE
TOWER RECORDS CAFE 表参道店にて 1 月 24 日から期間限定オープン
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、映画『PSYCHO-PASS
サイコパス Sinners of the System』の 3 作品公開を記念して、
『PSYCHO-PASS サイコパス』シリーズのメイ
ンキャラクターで執行官の宜野座伸元（ぎのざのぶちか）をカフェ店長として見立てたコラボカフェ “GINO
THE CAFE”を『Case.1 罪と罰』公開前日となる 2019 年 1 月 24 日(木)より 3 月 3 日(日)の間、TOWER
RECORDS CAFE 表参道店で開催します。
“GINO THE CAFE”では、宜野座伸元の部屋をイメージした装飾や作品素材を使用した空間で、特典付きコラ
ボメニューをお楽しみいただけます。その他にも描き下ろしのデザインを使用したオリジナルグッズの販売や宜
野座の DOMINATOR（ドミネーター）の展示などを実施し、宜野座店長に雇われた優秀なスタッフがお客様を
特別な空間に誘います。
◆概要◆

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 14 日(木)
第二弾…2 月 15 日(金)～３月３日(日)
■TOWER RECORDS CAFE 表参道店
[営業時間]

11 時～22 時

※ラストオーダー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

[TEL]

03-5778-9491

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。 整理券の配布状況は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。
©PSYCHO-PASS Committee

『 “GINO THE CAFE” in TOWER RECORDS CAFE』URL

https://tower.jp/ginothecafe
◆ 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、寺浦 TEL：03-4332-0705 Email：press@tower.co.jp

◆メニュー◆
※価格はすべて税込となります。
※画像はイメージです。実際とは異なる場合がございます。
※ドリンクはアルコール飲料もございますのでご注意ください。

★第 1 弾メニュー★
【FOOD】
・ブラックミートプレート 1,350 円
＜メニュー説明＞
濁った色相、それを取り締まる厚生省公安局刑事課一係。
「PSYCHO-PASS」の世界観を表現したプレート。
＜内容＞ライス、サラダ、目玉焼き、イカ墨ミートソース

・GINO THE CAFE 特製トリッパ煮込み (ミニパン付き)

1,350 円

＜メニュー説明＞
「対象の脅威判定が更新されました。執行モード、リーサル・エリミネー
ター。慎重に照準を定め対象を排除してください。
」※牛モツです。
＜内容＞モツのトマト煮、パセリ、胚芽ロール、フランスパン、野菜

【SWEETS】
・GINO THE CAFE 特製フレンチトースト

1,250 円

＜メニュー説明＞
宜野座と征陸、二人の好物を組み合わせたチョコレートフレンチトースト。
＜内容＞フレンチトースト、チョコソース、ホイップ、ラムレーズンアイ
ス、ドライレーズン、粉糖、セルフィーユ

・ダイムのワッフルプレート

1,200 円

＜メニュー説明＞
愛犬ダイムをイメージしたデザート。セラピー犬があなたのメンタルを癒
します。
＜内容＞ワッフル、メープルシロップ、チョコソース、ミックスベリー、
ホイップ、ミント、アイス、クッキー
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【DRINK】
・GINO THE CAFE 特製ノブチーノ

750 円

＜メニュー説明＞
宜野座が丁寧に淹れたカプチーノ。
「GINO THE CAFE」のロゴと
公安マークの 2 種類からお選びいただけます。
＜内容＞カプチーノ、ココアパウダー

・宜野座のひととき、ブランデー

800 円

＜メニュー説明＞
宜野座がたしなんでいるブランデーをカフェにてご提供。
（アルコール）
＜内容＞ブランデー

・GINO THE CAFE オリジナルラベルビール

1,000 円

＜メニュー説明＞第 1 弾、第 2 弾で絵柄が変わります。

・征陸のホットチョコ

750 円

＜メニュー説明＞
ブランデーを垂らした香り豊かな大人のホットチョコレート。
（アルコール）
※ブランデー抜きも可能です。ご注文時にスタッフまでお申し付けください。
＜内容＞ホットチョコ、ホイップ、ココアパウダー、チョコソース、ブランデー

・霜月のアイスカフェモカ

750 円

＜メニュー説明＞
霜月のシュシュをイメージしたチョコホイップ付の、少しビターなアイスカフェモカ。
＜内容＞牛乳、チョコソース、エスプレッソ、チョコホイップ

・須郷のメロンボール

750 円

＜メニュー説明＞
トレードマークの緑のジャケットをイメージした
ノンアルコールカクテル。
＜内容＞メロンシロップ、グレープフルーツジュース、炭酸
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◆特典◆

※各特典は数に限りがございますので、あらかじめご了承ください。
■スーベニアグラス
お好きなコラボメニューにプラス 1,300 円（税込）でスーベニアグラスをお付けすることができます。

表

裏

■ポストカード
コラボメニューご注文１品につき、ランダムでポストカードを差し上げます。
※第 1 弾、第 2 弾で絵柄が変わります。
※絵柄は後日公開いたします。

■ランチョンマット（A3）
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）をご注文ごとにランチョ
ンマットをランダムで 1 枚差し上げます。
※第 1 弾、第 2 弾で共通の絵柄となります。
※絵柄は後日公開いたします。
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◆コラボグッズ◆
発売日

： 2019 年 1 月 24 日（木）

予約受付日

： 2019 年 1 月 10 日（木）正午

コラボグッズ取扱い店舗

： 渋谷店／京都店／川崎店／名古屋近鉄パッセ店／札幌ピヴォ店／新宿店／
梅田 NU 茶屋町店／浦和店／TOWER RECORDS CAFE 表参道店／
タワーレコードオンライン（http://tower.jp）
※TOWER RECORDS CAFE 表参道店での予約受付（WEB 予約、電話予約、
店頭予約）は承っておりません。

■コラボグッズ専用ページ：https://tower.jp/psycho

商品ラインナップ

※写真、左上より

PSYCHO-PASS サイコパス SS × TOWER RECORDS 宜野座伸元 アクリルスタンド 価格：￥1,200＋税
PSYCHO-PASS サイコパス SS × TOWER RECORDS 宜野座伸元 B2 タペストリー 価格：￥3,000＋税
PSYCHO-PASS サイコパス SS × TOWER RECORDS 宜野座伸元 A4 クリアファイル 価格：￥400＋税
PSYCHO-PASS サイコパス SS × TOWER RECORDS 宜野座伸元 缶バッジ 4 個セット 価格：￥1,200＋税
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