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新機軸“キャラクターエンターテインメントカフェ＆バー” 

カフェ＆バー CHARACRO(キャラクロ) feat. マクロス F(フロンティア) 
2014 年 7 月 27 日（日） 東京・池袋にオープン！ 

 

株式会社ナムコは、東京・池袋で運営する「カフェ＆バー CHARACRO（キャラクロ）」のタイアップ作品をリニューアルし、 

「カフェ＆バー CHARACRO feat. マクロス F（フロンティア）」を 2014 年 7 月 27 日（日）にオープンします。 

 

 

キャラクロは「現実世界と作品世界のクロスオーバー空間」をコンセプトに、お酒や食事を楽しみながら、人気アニメや 

ゲームの世界観を味わえる“キャラクターエンターテインメントカフェ＆バー”です。2013 年 10 月のオープン以来、席数を 

大きく上回るご予約希望をいただき、予約倍率は平均約 7 倍（オープン～5 月まで実績）と、大変ご好評をいただいている 

施設です。 
 

今回はマクロスシリーズ 25 周年記念作品である「マクロス F（フロンティア）」とタイアップ。作中に登場する飲食店舗を 

テーマとした世界観設定の中で、オリジナルフード、ドリンク、描き下ろしデザインのオリジナルグッズ販売を実施。また、 

作品がもつ豊富な楽曲と美しい映像素材を駆使したオリジナル編集の映像演出で、これまで以上に作品世界への没入感、

作品世界へのクロスオーバー感を、ご堪能いただける施設となっております。 

 

施設概要 

施設名称 カフェ＆バー CHARACRO（キャラクロ） feat. マクロス F（フロンティア） 

所在地 東京都豊島区東池袋 1-32-4 藤原ビル B1F 

営業時間 11:00～22:30 ※完全入替制（100 分間）※Web 事前予約制 

営業期間 2014 年 7 月 27 日（日） ～ 約半年間予定 

施設 URL http://www.namco.co.jp/characro/macrossf 

※ニュースリリースの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。 

7 月 24 日(木)に、オープン前の施設を見学、体験いただけるメディア向け内覧会を開催します。 

内覧会の詳細は、最終頁の案内をご覧ください。また、施設詳細は次頁以降の添付資料をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

©2007 ビックウエスト／マクロス F 製作委員会・MBS ©2009, 2011 ビックウエスト／劇場版マクロス F 製作委員会
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■テーマ作品 
 

キャラクロ第 2 弾となるタイアップ作品『マクロス F（フロンティア）』は、1982

年の『超時空要塞マクロス』から続く歴史あるマクロスシリーズの 25 周年記念

作品で、2008 年のテレビアニメ放映に続き、2009 年と 2011 年に劇場版が公

開されました。 

 西暦 2059 年の宇宙を舞台に、マクロスの基本要素である「メカ」「三角関係」

「歌」に加えて新たな要素を盛り込んだ「シリーズ集大成＋α」の作品となり、

大きな話題を呼びました。 

 本年 3 月にはマクロス新作 TV シリーズの制作も発表され、注目度もますま

す上がっています。 

 
■世界観設定 
 

『マクロス F』の作中に登場する老舗中華料理店「超時空飯店“娘娘（にゃんにゃん）”」が、新しくカフェ＆バーを出店した

という設定のもと、その仮想店舗「超時空カフェ＆バー 娘娘」をキャラクロ店内で再現。作品のもつ豊富な楽曲と美しい映

像を駆使した世界観演出で、マクロス世界とのクロスオーバー感をご堪能いただけます。 

 

○超時空カフェ＆バー 娘娘（にゃんにゃん） 

 
 

■ご来店特典 
 

ご来店のお客さまにもれなく、「カフェ＆バー CHARACRO feat. マクロス F」オリジナルステッカーをプレゼントいたします。 

 

○来店特典オリジナルステッカー 

 

・ こちらのステッカーは全６種を集める

ことで、１枚のデザインになります。 

 

・ 配布はランダムとなり、希望絵柄を 

指定する事はできません。 
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■フードメニュー 
「マクロス F」をテーマとした、オリジナルフードを１5 品ラインナップ。オープン以降も随時、新メニューを追加していきます。 

※一般カフェ＆バーフード（17 品）もご提供いたします。 

 

○オープニングフードメニュー集合写真 （オリジナル 15 品中 10 品の抜粋）  

 
 

○オープニングフードメニュー詳細（オリジナル 15 品中 10 品の抜粋） 

娘々♪娘々♪ 

マグロまん炒飯 

 

1,100 円（税込） 

スピード!!ミラクル!! 

スパイシー!! 

バルキリーオムライス 

1,250 円（税込） 

Sheryl On Stage!! 

パスタプレート 

 

1,300 円（税込）

トライアングラーピザ 

 

 

1,300 円（税込） 

アルトのエビマヨが 

俺の翼だ！ 

850 円（税込）

ミシェルの 

スコープグラタン 

900 円（税込） 

クラン・クランの 

スコッチエッグ 

900 円（税込） 

オズマの 

ボンバーアヒージョ 

850 円（税込）

ブレラの 

ガトーショコラ 

900 円（税込） 

アイくんアイス 

 

700 円（税込）
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■ドリンクメニュー（アルコール/ノンアルコール選択可） 

「マクロス F」をテーマとした、オリジナルドリンクを１2 品ラインナップ。オープン以降も随時、新メニューを追加していきます。 

※一般カフェ＆バードリンク（19 品）もご提供いたします。 

 

○オープニングドリンクメニュー紹介（12 品中 6 品の抜粋）    

 
銀河の妖精 

（シェリル・ノーム）     

680 円（税込） 

超時空シンデレラ 

（ランカ・リー） 

680 円（税込）

憧憬のパイロット 

（早乙女アルト）      

680 円（税込）

 
一発必中！ハートスナイパー 

（ミハエル・ブラン） 

680 円（税込） 

気高きゼントラーディ 

（クラン・クラン）  

680 円（税込）

バルキリーのエンジンオイル  

680 円（税込）

 

○オリジナルドリンク付属 ノベルティコースター 

各オリジナルドリンクには、それぞれ指定のノベルティコースターが付属します。 
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■オリジナルグッズ 
「カフェ＆バー CHARACRO feat. マクロス F」描き下ろしデザインのオリジナルグッズを 5～10 アイテムご用意（予定）。 

オープン以降も随時、新アイテムを追加していきます。 

 

○オープニングアイテム紹介（4 アイテム抜粋） 

  

コースターセット（全 1 種 8 枚入） 650 円（税込） キャラクタータオル（全 4 種） 各 980 円（税込） 

 
ジャンボうちわ（全 3 種） 各 650 円（税込） ミニクッション（全 5 種） 各 1,520 円（税込） 

 

○「カフェ＆バー CHARACRO feat. マクロス F」描き下ろしデザイン（主要 7 キャラクター） 

オープン以降も、描き下ろしデザインのキャラクターを使ったオリジナルグッズを、随時追加予定です。 
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■エンターテインメントコンテンツ 
「カフェ＆バー CHARACRO feat. マクロス F」 ならではエンターテインメントコンテンツをご用意。 

お酒やお食事を楽しみながら、マクロス F の世界観を存分にご堪能いただけます。 

 

 

【世界観/映像演出】 
マクロス F の世界観を演出した店内に、大型スクリーン（183inch）とモニター（9 台）を設置。 

キャラクロオリジナル編集の、マクロス F 特別映像をお楽しみいただけます。 

【ランクアップサービス】 
ご来店のお客様に「超時空カフェ＆バー 娘娘」特製の 

“なりきり S.M.S 隊員証”をプレゼント！ 

ご来店回数に応じて、階級がアップしていきます。 

【ランキング投票マシン】 
毎月テーマが変わる、マクロスコンテストを実施。 

オリジナルメニュー１品（ドリンク/フードとも）ごとに 

１枚ついてくる投票コインで、ご投票いただけます。 

 

 

 

 

 

画像は開発中のイメージです 画像は開発中のイメージです

画像は開発中のイメージです
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■ゾーニング図 
○54 席（ 大） ※138.84 ㎡ / 42 坪 

 
 

■営業システム 
○完全入替制 （100 分間）（１日 5 回入替） 

A 11:00-12:40 B 13:20-15:00 C 15:40-17:20 D 18:30-20:10 E 20:50-22:30 

 

○事前予約制 （Web サイトより予約）（応募多数の場合は抽選で確定） ※7/11（金）より受付開始予定 

○テーブルチャージ お一人様 300 円 

 

■施設概要 

施設名称 「カフェ＆バー CHARACRO（キャラクロ） feat. マクロス F（フロンティア）」 

テーマ作品 
「マクロス F（フロンティア）」 

「劇場版マクロス F～イツワリノウタヒメ～」 「劇場版マクロス F～サヨナラノツバサ～」 

所在地 東京都豊島区東池袋１-32-4 B1F （池袋駅東口北より徒歩約 7 分 / 豊島区役所北東側すぐ） 

営業時間 
11:00～22:30 （５回入替制） 

入替時間 【A】11:00-12:40 【B】13:20-15:00 【C】15:40-17:20 【D】18:30-20:10 【E】20:50-22:30 

営業期間  2014 年 7 月 27 日(木) ～ 約半年間予定 

営業システム 

・完全入替制 （100 分間）（１日 5 回入替） 

・事前予約制 （Web サイトより予約）（応募多数の場合は抽選で確定） 

※7/11（金）より受付開始予定 

・テーブルチャージ お一人様 300 円 

世界観設定 作中に登場する「超時空飯店 娘娘」が、新規事業として出店した「超時空カフェ＆バー 娘娘」 

メニュー 
・フード  ＜オリジナル＞15 品 ＜一般＞17 品 

・ドリンク ＜オリジナル＞12 品 ＜一般＞19 品 

物販グッズ オリジナルアイテム 5～10 品（予定） 

定休日 毎月第３水曜日 

施設面積 138.84 ㎡ 

席数 大 54 席 

問い合わせ先 03-6907-3836 

公式サイト http://www.namco.co.jp/characro/macrossf 
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■オープニングイベント 
「カフェ＆バー CHARACRO feat. マクロス F」 のオープン日である 7 月 27 日は、マクロス F の主人公「早乙女アルト」の 

誕生日となります。キャラクロでは彼の誕生日を記念しオープンニングキャンペーンを実施します。 

 

○「早乙女アルト誕生祭」 

・ 開催期間：2014 年 7 月 27 日（日）～8 月 10 日（日） 

・ 内容①：ご来場のお客様にもれなく、期間限定コースターをプレゼント 

・ 内容②：期間限定メニュー「アルトのバースデーケーキ」を販売 

キャンペーン内容① 期間限定コースターをプレゼント キャンペーン内容② 期間限定メニューを販売 

  

「早乙女アルト誕生祭」限定コースター アルトのバースデーケーキ 1,000 円（税込） 

 

■先行体験会 
7 月 24 日（木）に、「カフェ＆バー CHARACRO feat. マクロス F」の、お客さま向け先行体験会を実施いたします。 

只今、公式サイト（http://www.namco.co.jp/characro/macrossf/）にて、ご招待キャンペーンを開催中です。 

 
 

○カフェ＆バー CHARACRO feat. マクロス F 先行体験会 

・ 開催日時 ： 2014 年 7 月 24 日（木） 19:00～21:00（18:30 受付開始） 

・ 開催場所 ： 東京都豊島区東池袋１-32-4 B1F 「カフェ＆バー CHARACRO feat. マクロス F」店内 

・ 入場方法 ： 招待制（参加ご希望の方から抽選で 15 組 30 名様をご招待） 

・ 内容 ① ： フード＆ドリンク先行体験 

        無料チケットで指定品数（フード２品、ドリンク２品、デザート１品）まで無料でお楽しみいただけます 

・ 内容 ② ： オリジナルグッズ先行販売 

        描き下ろしデザインの物販グッズを一部先行販売いたします 

・ 内容 ③ ： エンターテインメントコンテンツ先行体験 

        オリジナル編集の特別映像や、ランキング投票マシンなど、キャラクロならではの 

        エンターテインメント体験をお楽しみいただけます 


