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大好評だったタワレコとのコラボカフェが再び！ 

『ファイナルファンタジー エオルゼアカフェ 札幌出張店』 

6/1（土）～7/7（日）期間限定開催 

タワーレコード株式会社（本店所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：嶺脇育夫）は TOWER 

RECORDS CAFE 札幌ピヴォ店にて、コラボレーションコンセプトカフェ「ファイナルファンタジー 

エオルゼアカフェ 札幌出張店（以下「エオルゼアカフェ 札幌出張店」）」を 6 月 1 日（土）から 7 月

7 日（日）の期間限定でオープンします。 

「ファイナルファンタジー エオルゼアカフェ」は株式会社スクウェア・エニックス（本社所在地：

東京都新宿区、代表取締役社長：松田洋祐）が開発・運営するオンライン RPG「ファイナルファンタ

ジーXIV」の世界観を表現したコンセプトカフェで、現在は東京（秋葉原店）と大阪（大阪 なんば道

頓堀店）に常設店を設けています。 

今回タワーレコードが運営する「エオルゼアカフェ 札幌出張店」は「ファイナルファンタジーXIV」

との 2 度目のコラボレーション開催。2018 年 11 月に初開催し、大好評だったコラボカフェをさらに

バージョンアップしました。「ファイナルファンタジーXIV」に登場する北方の皇都「イシュガルド」

をテーマに装飾した店内で、ゲームの世界観やキャラクターにちなんだメニューを提供します。 

フードやドリンクは常設店で人気の定番ものに加え、「エオルゼアカフェ 札幌出張店」でしか味わ

えない限定メニューも登場。さらに 7 月 2 日（火）の最新拡張パッケージ「ファイナルファンタジー

XIV: 漆黒のヴィランズ」発売を記念して、新メニューや入店者全員がもらえる特典の特製ランチョン

マットも制作しました。また、常設店同様にご注文数に応じて貯まるスタンプラリーも実施し、店内

ではグッズや CD も販売します。 

最新情報はこちら：https://tower.jp/article/news/2019/04/25/n101 

 

https://tower.jp/article/news/2019/04/25/n101
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■「ファイナルファンタジー エオルゼアカフェ 札幌出張店」概要 

開催期間：6 月 1 日（土）～7 月 7 日（日）※6 月 19 日（水）は改装のため休業。 

第 1 弾：6 月 1 日（土）～6 月 18 日（火）第 2 弾：6 月 20 日（木）～7 月 7 日（日） 

※第 1 弾・第 2 弾でメニューが一部変更となります。特典に変更はございません。 

開催場所：TOWER RECORDS CAFE 札幌ピヴォ店（北海道札幌市中央区南 2 条西 4 丁目ピヴォ 5F） 

https://tower.jp/restaurants/cafe/sapporopivot 

営業時間：10:30～20:00 

 

■メニュー 

メニューや内装は秋葉原・大阪の「ファイナルファンタジー エオルゼアカフェ」常設店を運営するパ

セラリゾーツとファイナルファンタジーXIV 開発・運営チームが完全監修しました。 

※価格は全て税込です。※1 ギル＝1 円。 

 

【通期】6 月 1 日（土）～7 月 7 日（日） 

＜FOOD＞ 

[札幌限定] でぶチョコボのメテオハンバーグ 

プレート <デラックス> 1480 ギル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニーズヘッグの右眼ンチと左眼ンチ 1280 ギル 

竜の眼をモチーフとしたメンチボールです。 

 

 

光の戦士たちのお腹を満たす、ハンバーグ＆ラ

イスプレート。美味しさはメテオ級！昨年のプ

レートに目玉焼きのでぶチョコボが加わったデ

ラックス仕様！ 

 

騎士オルシュファンのとってもイイ・・・！鍋 

1580 ギル 

第七霊災後、吹雪に閉ざされたクルザス。凍え

たからだを芯から温めるには……そう、鍋！屈

強な冒険者と共に囲む鍋……イイ！実にイイ！ 

 

https://tower.jp/restaurants/cafe/sapporopivot
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＜SWEETS＞ 

[新メニュー] モーグリパンケーキ 950 ギル 

「ファンフェスティバル 2019 in 東京」の出張店で 

人気を博したメニューがここでも味わえます！ 

 

 

 

 

 

  

 

ミニオンプリン ～ポチャチョコボ～ 650 ギル 

まんまるかわいい、ポチャチョコボの 

ミニオンをイメージしたプリン！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜DRINK＞ 

[新メニュー] 漆黒のヴィランズ 690 ギル 

闇を纏った光の戦士をイメージ。 

そこに待つのは、破滅の運命か、それとも漆黒の希望か──。 

※プラカップでのご提供となります。 

 

氷神シヴァのアイシクルインパクトダンジュ 

650 ギル 

氷神シヴァの技「アイシクルインパクト」をイ

メージしました。唯一回避できるはずのステー

ジ（お皿）の隅になぜか例の雪だるまが……？ 

[札幌限定] イシュガルド名物スイーツセット 

900 ギル 

澄みわたった空と壮麗な建物―イシュガルドの

記憶をイメージしたデザート。ケーキにはフォ

ルタン家の家紋をあしらいました。 
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[新メニュー] ガンブレイカー 690 ギル 

新しいジョブ「ガンブレイカー」をイメージ。シリンダーに込められた魔力が解放される！ 

※イメージ画像は後日公開。 

 

[新メニュー] 踊り子 690 ギル 

新しいジョブ「踊り子」をイメージ。投擲武器を華麗に操り、立ちふさがる者を討ち倒す！ 

※プラカップでのご提供となります。※イメージ画像は後日公開。 

 

モーグリのぷかぷかミルクティー 850 ギル 

モグがぷかぷか浮かんでいる、 

温かいみるくてぃークポ！ 

 

 

 

 

 

 

暗黒騎士 850 ギル 

暗黒騎士の象徴である、大剣を突き刺したドリンク 

※プラカップでのご提供となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モーグリのぷかぷかミルクティー 850 ギル 

モグがぷかぷか浮かんでいる、 

冷たいみるくてぃークポ！ 

[札幌限定] クルルのチョコバナナミルク 750 ギル 

「お久しぶりね、アルフィノくん！ちょっと見ない

間に、背が伸びたんじゃない？」 

※プラカップでのご提供となります。 
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【第 1 弾限定メニュー】6 月 1 日（土）～6 月 18 日（火） 

＜FOOD＞ 

[新メニュー] 

でぶチョコボのよくばりサンドイッチ 1280 ギル 

バター風味のブリオッシュにガーリックバターを塗ってベ

ーコン・トマト・目玉焼き・野菜を挟んだよくばりサンド

イッチ。美味しすぎても食べ過ぎ注意！ 

 

 

マヒマヒのフィッシュアンドチップス 

～3 種のアタッチメントソースを添えて～ 730 ギル 

釣り上げてすぐの新鮮なマヒマヒをつかって、揚げ焼き 

ではなくフィッシュ＆チップスに挑戦してみました！ 

厳選した３種のソースでお召し上がり下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜DRINK＞ 

ナイツ・オブ・ラウンド 750 ギル 

騎神トールダンの技「アルティメットエンド」を再現したノンアルコールカクテル。

グラスの中には十二騎士（フルーツカクテル）たちも控えております。 

※ノンアルコール飲料 

 

 

 

 

ダイヤモンドダストサラダ 680 ギル 

氷神シヴァをイメージして、 

さわやかな青いドレッシングをかけたサラダ！ 



 

 6 

 

【第 2 弾限定メニュー】6 月 20 日（木）～7 月 7 日（日） 

＜FOOD＞ 

[新メニュー] グレムリンのオムライス 1380 ギル 

冒険だけじゃ飽き足らず、お食事にもついてきちゃいました！ 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

イゼルさん家のシヴァ漬け 530 ギル 

イゼルさん家に代々伝わる漬物。 

じっくりと氷温熟成させたお漬物は 

青みがかかっているのが特徴。 

味はもちろんのこと、歯ごたえも抜群。 

 

 

 

＜DRINK＞ 

オルシュファンの温まるとイイジンジャーティー 650 ギル 

オルシュファンが光の戦士、タタル、アルフィノに 

ふるまったホットドリンクをイメージ。 

 

 

※画像はすべてイメージです。実際とは異なる場合があります。 

※食器は画像と異なりますので予めご了承下さい。 

 

 

ドードーのから揚げ 650 ギル 

まるまるとしたドードーの 

から揚げをレモンで爽やかに。 
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■メニューご注文特典 

特製コースター（全 35 種）を、コラボメニューを 1 品ご注文につきランダムで 1 枚お渡しします。 

※画像は 35 種のうち、今回新しくデザインされたコースター（22 種）のイメージです。 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

■入店方法と入店特典 

ご入店は後述の予約チケット購入者優先となりますが、当日空席があった場合にはご予約なしのお客

様をご案内します。下記入店スケジュールに従い、各回の開始 15 分前に当日入場券を先着で配布しま

す。ご予約の有無に関わらず、お席は 120 分の入れ替え制です。 

 

＜入店スケジュール＞※オーダー上限なし。 

①10:30～12:30（ラストオーダー11:30） 

②13:00～15:00（ラストオーダー14:00） 

③15:30～17:30（ラストオーダー16:30） 

④18:00～20:00（ラストオーダー19:00） 

 

また、ご入店のお客様全員に特製ランチョンマットをお一人様につき一枚お渡しします。 

▽特製ランチョンマット（全 1 種） 

 

 

 

 

 

 

 

 

※予約チケットが完売した場合、当日入場券は配

布しません。 

※当日入場券の有無は店舗の Twitter をご確認く

ださい。TOWER RECORDS CAFE 札幌ピヴォ店

公式 Twitter：@trc_sapporopv 

 

https://twitter.com/trc_sapporopv
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■予約チケットについて 

5 月 8 日（水）午前 10:00 よりチケットぴあ（http://w.pia.jp/t/ff-eorzea/）にて予約チケットを

販売します。ご予約いただいた方は、各回の開始 15 分前までに TOWER RECORDS CAFE 札幌ピヴ

ォ店入り口前にお越しください。 

・チケット価格：1,000 円（税込） 

・内容：お席の確保、1,000 円（税込）分のお食事の提供、お好きな絵柄の特製ジョブコースターを 1

枚、特製ランチョンマットを 1 枚（ご予約なしのお客様と共通） 

▽特製ジョブコースター（全 16 種） 

 

※メニューご注文特典とは全て異なるデザインです。 

※画像は 16 種のうち、今回新しくデザインされた 

コースター（1 種）のイメージです。 

 

 

■予約チケットの購入方法 

5 月 8 日（水）午前 10:00～各日前日の 23:59 まで「チケットぴあ」の予約専用ページ

（http://w.pia.jp/t/ff-eorzea/）にて先着販売。ページよりご希望の日時を指定してご購入ください。 

※「チケットぴあ」予約専用ページにてチケットを購入するにはチケットぴあ会員登録が必要です。

詳細はチケットぴあ『会員登録について』をご確認ください。http://t.pia.jp/guide/registration.jsp 

食事券付予約チケット券種（すべて税込） 

・1 名席 1,000 円（1,000 円食事券+予約者限定 特製コースター1 枚つき） 

・2 名席 2,000 円（2,000 円食事券+予約者限定 特製コースター2 枚つき） 

・4 名席 4,000 円（4,000 円食事券+予約者限定 特製コースター4 枚つき） 

※別々にご購入いただいたチケットのお席をつなげることはできません。（例：1 名席+4 名席の場合、席をつな

げて 5 名席などにはご対応しかねます。）※3 歳以上のお客様についてはご予約が必要となります。3 歳未満でも

お席が必要な場合は 1 席分ご予約いただくようお願いします。※各券種、お食事券付となっておりますが、ご注

文金額がお食事券より少額であった際の残額のご返金、お釣りのお渡しはできません。※各メニューご提供可能

数に限りがあるため、品切れになる場合がございます。※お席の場所はご指定いただけません。※ご予約が完了

されたお客様は、いかなる場合も日時の変更はできません。※食事券付予約チケットの譲渡、交換、また営利目

的とした転売、ネットオークション等への出品は固くお断りしております。また、これらに関するトラブルにお

きまして、当社では一切の責任を負いかねます。※ご入場には、チケットを購入された御本人様がいらっしゃる

ことが必須となります。※チケットを紛失された場合は、いかなる場合も再発行いたしかねます。※天災や災害、

トラブル等により､営業時間変更や休業をさせていただく場合がございます。 

http://w.pia.jp/t/ff-eorzea/
http://w.pia.jp/t/ff-eorzea/
http://t.pia.jp/guide/registration.jsp
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■グッズ販売 

TOWER RECORDS CAFE 札幌ピヴォ店にて「ファイナルファンタジーXIV」オフィシャルグッズも

同時に販売します。 

【販売期間】2019 年 6 月 1 日（土）～7 月 7 日（日）※カフェをご利用の方のみ購入可能。 

 

＜ファイナルファンタジーXIV＞ 

ファイナルファンタジーXIV は、壮大な「エオルゼア」という世界を舞台に、ネットワークを通じて、

世界中のプレイヤーと共に冒険ができる、オンラインゲームです。冒険は戦いだけではなく、アイテ

ムの製作や、チョコボの育成など様々にあり、その遊び方は冒険者であるあなた次第！お馴染みの召

喚獣やモーグリ、飛空艇……そして仲間たちが待つ、新たな FF の世界に、さあ旅立ちましょう！ 

【ファイナルファンタジーXIV 公式サイト】 

ファイナルファンタジーXIV プロモーションサイト https://jp.finalfantasyxiv.com/ 

【商品概要】 

タイトル：「ファイナルファンタジーXIV」 ジャンル：MMORPG（オンラインゲーム） 

© 2010 - 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

LOGO ILLUSTRATION: © 2018 YOSHITAKA AMANO 

https://jp.finalfantasyxiv.com/

