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ナムコ、キャラクターテーマ型飲食施設２号店を出店 

カフェ＆バー CHARACRO(キャラクロ) feat. 

劇場版 TIGER & BUNNY –The Rising- 
9月 11日（木） 東京・秋葉原にオープン！ 

 

株式会社ナムコは、新規事業として展開するキャラクターテーマ型の飲食施設「カフェ＆バー CHARACRO（キャ

ラクロ）」の２号店を、池袋に続き、東京・秋葉原に 2014 年 9 月 11 日（木）、オープンいたします。 

 

 

オープニングのテーマ作品は、池袋店で抽選予約倍率が平均 10 倍と好評を博した「劇場版 TIGER & BUNNY  

–The Rising-」です。今回は「カフェ＆バー CHARACRO feat. 劇場版 TIGER & BUNNY -The Rising-」の“完全版”

をコンセプトに、池袋店よりもさらに『劇場版 TIGER & BUNNY -The Rising-』の要素を強く取り入れた新メニ

ュー、新グッズ、新規映像演出をご用意。池袋店を体験済みのお客様にもお楽しみいただける内容です。 

 

ナムコでは、今後も「カフェ＆バー CHARACRO（キャラクロ）」の多店舗化、テーマラインアップの拡充によ

り、ＩＰ(Intellectual Property=キャラクターなどの知的財産)と飲食を融合させた、新たなエンターテインメント

事業の強化を図ってまいります。 

 

施設概要 

施設名称 カフェ＆バー CHARACRO（キャラクロ） feat. 劇場版 TIGER & BUNNY -The Rising- 

所在地 〒100-8111 東京都千代田区外神田２丁目５−１２ タカラビル１Ｆ 

オープン 2014 年 9 月 11 日（木） 

営業時間 11:00～22:30 ※完全入替制（100 分間） ※Web 事前予約制（応募多数の場合は抽選） 

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

※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。 
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画像は開発中のイメージです。 

http://www.namco.co.jp/characro/tigerandbunny/


カフェ&バー CHARACRO feat. 劇場版 TIGER & BUNNY –The Rising- 資料（1/4） 

■キャラクロとは 
キャラクロとは「現実世界と作品世界のクロスオーバー空間」をコンセプトにした、キャラクターエンターテ

インメントカフェ＆バーです。テーマ作品の世界観を再現した店内にお酒やお食事、物販グッズの販売に加え、

キャラクロでしか楽しめない、さまざまな遊びや演出、エンターテインメントをご用意。従来のキャラクターカ

フェに比べ、作品世界への没入感、作品ファン同士の一体感を、より楽しめる空間になっています。 

 

■テーマ作品 
『劇場版 TIGER & BUNNY –The Rising-』 
都市シュテルンビルトを舞台に、「NEXT」と呼ばれる特殊能力者達が、所属

する会社のためにスポンサーを背負い、ヒーローとして奔走する姿を描く TV

アニメ「TIGER & BUNNY」の最新劇場版作品。TV シリーズのその後を描いた

完全新作。 

 

<あらすじ> 

ヒーローに復帰したワイルドタイガーこと鏑木・T・虎徹とバーナビー・ブル

ックス Jr.。二人は 2 部リーグのヒーローとして相変わらず言い合いをしなが

らも、街の事件の解決に取り組んでいた。そんな中、シュテルンビルトでは

奇妙な事件が連続する。伝説の女神がシュテルンビルトに下した天罰を思わ

せるその事件は、街の滅亡を暗示するのか……。その事件の影にうごめく３

人の NEXT。事件の真の目的とは何か。女神伝説を祝うジャスティスデーが迫

る中、謎に翻弄されるヒーローたちにさらなる危機が襲いかかる!! 

 
■世界観設定 
「カフェ＆バー CHARACRO（キャラクロ） feat. 劇場版 TIGER & BUNNY -The Rising-」では、作中に登場する

「HERO’S BAR（ヒーローズバー）」をイメージした世界観設定にて営業いたします。 

 
HERO’S BAR（ヒーローズバー） 
「TIGER & BUNNY」シリーズに登場する、シュテルンビルト市民に人気のバー。ヒーロー達の活躍を中継する

「HERO TV」が店内で放送され、人々は彼らの活躍を観戦しながら、お酒や食事を楽しんでいる。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■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. 劇場版 TIGER & BUNNY –The Rising-」 

オリジナルステッカーをプレゼントいたします。 

画像は開発中のイメージです。 



カフェ&バー CHARACRO feat. 劇場版 TIGER & BUNNY –The Rising- 資料（2/4） 

 

■フード・ドリンクメニュー 
「劇場版 TIGER & BUNNY –The Rising-」をテーマとした、オリジナルフード 15 品、オリジナルドリンク 14 品を

ラインアップ。オープン以降も随時、新メニューを追加予定です。※一般フード 17 品、一般ドリンク 19 品もご提供い

たします。 

秋葉原店 新フードメニュー紹介 

 
 

アポロントリオのつけ麺プレート 
980 円（税込） 

重力王子のパングラタン 
1,200 円（税込） 

 
  

折紙ロックハイの三色ピザ 
1,300 円（税込） 

虎徹の差し入れホットドッグ 
680 円（税込） 

女神の使途・青い蟹 
1,400 円（税込） 

 
 

乙女☆クラブのスイーツプレート 
1,400 円（税込） 

ライアン＆バーナビー ダブルチェイサー 
1,400 円（税込） 

秋葉原店 新ドリンクメニュー紹介 

 
 

 
  

さすらいの重力王子 

【Style.2】 
680 円（税込） 

風の魔術師 

【Style2】 
680 円（税込） 

俺の心は相当ロック！ 

お前の悪事を完全ロッ

ク！      680 円

（税込） 

アニエスの 

ブロッサムカクテル 
680 円（税込） 

クールな有能秘書 

ヴィルギル 
680 円（税込） 



カフェ&バー CHARACRO feat. 劇場版 TIGER & BUNNY –The Rising- 資料（3/4） 

■オリジナルグッズ 
秋葉原店用新規描きおろしデザインのグッズが続々登場。オープン以降も随時、新アイテムを追加予定です。 

 

秋葉原店 新規描きおろしデザイングッズ紹介 

 

キャラクロ秋葉原店オープン記念ステッカー （全 3 種） 

各 980 円（税込） 

 

■エンターテインメントコンテンツ 
「カフェ＆バー CHARACRO feat. 劇場版 TIGER & BUNNY –The Rising-」 ならではエンターテインメントコン

テンツをご用意。お酒や食事を楽しみながら、「劇場版 TIGER & BUNNY –The Rising-」の世界観を存分にご堪能

いただけます。 

秋葉原店 新コンテンツ紹介 

 

【映像演出】 

「劇場版 TIGER & BUNNY –The Rising-」の新キャラクター「ゴールデンライアン」の演出映像を新規に追加。 

既存映像も劇場版要素を取り入れリニューアルいたします。 

【新ランクアップサービス】 
シュテルンビルトに存在する、３つの階層をイメージしたランクアップカードをご来店時に差し上げます。 

来店ごとにポイントがたまり、お客様の階層ランクがアップしていきます。ゴールドステージまで到達すると

…？？？ 
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■店舗平面図 
最大 50 席 （客席面積 68 ㎡ / 20.5 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。応募多数の場合は抽選で確定） 

●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. 劇場版 TIGER & BUNNY -The Rising- 

テーマ作品 劇場版 TIGER & BUNNY –The Rising- 

所在地 
〒100-8111 東京都千代田区外神田２丁目５−１２ タカラビル１Ｆ 
（JR 秋葉原駅電気街口より徒歩約 6 分） 

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 9 月 11 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） 

・テーブルチャージ お一人様 300 円 

世界観設定 「TIGER & BUNNY」シリーズに登場する「HERO’S BAR（ヒーローズバー）」 

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]14 品 [一般]19 品 

物販グッズ オリジナルアイテム 20 品程度予定 

定休日 毎月第３水曜日 

施設面積 客席面積 68 ㎡ 

席数 最大 50 席 

電話 03-3525-8928 （9 月 11 日より） 

公式サイト http://www.namco.co.jp/characro/tigerandbunny/ 
 


