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8月 7日（金）オープンのキャラクターエンターテインメント飲食施設 

カフェ＆バー CHARACRO(キャラクロ) feat. 銀魂(ぎんたま) 
フード＆ドリンク、グッズやイベントなどの全貌を公開！ 

 

 全国で約 200 店舗のアミューズメント施設を運営する株式会社ナムコは、人気 TV アニメ『銀魂(ぎんたま)』の世界観の中でお

食事やエンターテインメントを楽しめる飲食施設「カフェ&バー CHARACRO(キャラクロ)  feat. 銀魂」を 2015 年 8 月 7 日(金)、

東京・池袋にオープンいたします。今回、オープニングメニュー等の詳細が決定しましたのでお知らせいたします。 

 

 

「カフェ&バー CHARACRO feat. 銀魂」は、『銀魂』の主人公「坂田銀時」率いる"万事屋"の面々が借金返済のため出店したと
いう設定の店舗「かふぇあんどばー 万事屋銀ちゃん」をイメージした施設です。店内の内装や、大型スクリーンとモニターに放

映される映像などで、銀魂の世界観を演出します。 

また、登場人物をモチーフにしたフード＆ドリンクの提供、オリジナルグッズの販売に加え、お客様参加型イベントなどの 

エンターテインメント要素もご用意。お客様は作品の舞台である"江戸"の住人になった気分で、作品世界への没入感とファン同

士の一体感をお楽しみいただけます。 
©空知英秋／集英社・テレビ東京・電通・BNP・アニプレックス 

 

施設概要 

施設名称 カフェ＆バー CHARACRO（キャラクロ） feat. 銀魂（ぎんたま） 

テーマ作品 ＴＶアニメ『銀魂』シリーズ 

所在地 〒170-0013 東京都豊島区東池袋１-32-4 藤原ビル B1F 

営業時間 11:30 ～ 22:30 （詳細は公式サイトをご覧ください） 

オープン日 2015 年 8 月 7 日（金）より 

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

※記載価格は全て税込み価格です。※掲載画像は全て開発中のイメージです。 

※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。 

http://www.namco.co.jp/
http://www.namco.co.jp/characro/gintama/
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テーマ作品  

 

「銀魂」は、2003 年週刊少年ジャンプ(集英社)で連載がスタート、現在も同誌にて連載中 

の大人気作品です。2006 年に TV アニメ「銀魂」の放送が開始され、2010 年・2013 年の 

劇場版公開を経て 2015 年 4 月より新 TV アニメシリーズ「銀魂」がテレビ東京系にて好評放送中

です。 

主人公「坂田銀時」や真選組隊士をはじめとする個性豊かな登場人物が繰り広げる、 

ギャグあり、シリアスありのストーリーが、男女問わず幅広い年代に支持されています。 

 

世界観設定  

「現実世界と作品世界とのクロスオーバー空間」をコンセプトとするキャラクロでは、テーマ作品の世界観にあわせた店舗設定

を行います。今回は『銀魂』の主人公「坂田銀時」率いる"万事屋"の面々が、借金返済のためカフェ＆バーを出店したという

設定のもと、その架空店舗「かふぇあんどばー 万事屋銀ちゃん」を現実世界に再現しました。 

 

◯店内内装 
「かふぇあんどばー 万事屋銀ちゃん」を再現するため、店内内装にも、各所に銀魂らしい演出を施しました。 

『銀魂』の舞台である“江戸”の世界に入り込んだ気分でお食事やエンターテインメントをお楽しみいただけます。 

 
 

◯テーマストーリー 
 

そよ姫に呼ばれた神楽にくっついて将軍家に遊びに来た万事屋メンバーは不注意で 

将軍家家宝の壷を割ってしまう。 

打ち首か弁償かを迫られた万事屋の３人は、お妙の助言により借金を返すため巷で 
大流行しているという『かふぇあんどばー』を開く事を決意する。 

 もちろん、そんな店を作る土地も金もない 3 人は、お登勢が旅行中に『スナックお登勢』を 
無断で改装！ 

 派手な宣伝とやりたい放題の演出で、『かふぇあんどばー 万事屋銀ちゃん』はカモを待つ！ 

 

 

○「かふぇあんどばー 万事屋銀ちゃん」来店すたんぷカード 
「かふぇあんどばー 万事屋銀ちゃん」へのご来店回数に応じて階級がアップします。 

一定の階級まで到達されたお客様には、特典としてオリジナルのノベルティグッズを差し上げます。 

 

 



8月 7日（金）オープンのキャラクターエンターテインメント飲食施設 カフェ＆バー CHARACRO 

(キャラクロ) feat. 銀魂(ぎんたま) フード＆ドリンク、グッズやイベントなどの全貌を公開！ 
添付資料(2/7) 

 

フードメニュー 

オープン時には、作品をモチーフとしたオリジナルフード 13 品をご提供。オープン以降も随時、新メニューを追加します。 

 

○オリジナルフード 

 
上段左から「お前らいい加減にしろよサラダ」 850 円  「服部全蔵＆さっちゃんの忍々PIZZA」 1,200 円 

「沖田 vs 信女の激闘 2 色シチュー」 1,250 円 

中段左から「新八＆神楽のコンビナチョス」 800 円（税込） 「たまと万事屋のクエストアヒージョ」 950 円 

下段左から「マヨラーvs ケチャラー プレート」 1,200 円 「銀さんの宇治銀時丼パフェ 」850 円 

「永遠のライバルアイスプレート」 1,300 円 

 

  

シビレ生肉  1,100 円 チューパット（全 6 種類） 各 200 円 

   
【期間限定】 

高杉の紫蕎麦 1,200 円 

【期間限定】 

高杉晋助のバースデープレート  1,100 円 

【期間限定】 

志村新八のバースデープレート  1,100 円 
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ドリンクメニュー 

オープン時には、作品をモチーフとしたオリジナルドリンク 11 品をご提供。オープン以降も随時、新メニューを追加します。 

 

○オリジナルドリンク   

 
上段左から「フツーツポンチ侍じゃない、桂だ！（桂）」「ドンペリのドンペリ割りは如何ですか？（お妙）」 

「このドリンクをもって初めて俺の魂は潤う（神威）」 

中段左から「コーヒー土方スペシャルおまちどう！（土方）」「俺のドリンクはノめねーか（高杉）」 

「私はあなたの愛のド・レ・イだゾ（さっちゃん）」「じゃあコレ鼻から飲んでくだせェ（沖田）」 

下段左から「こちとら根っからのシティ派ネ！（神楽）」「糖分王に俺はなる！！！（銀時）」「新八の八は八位の八！！（新八）」 

※価格は全て 680 円 

 

 

僕はね、花になりたいんです（屁怒絽） 

680 円 

 全てのオリジナルドリンクに、各キャラクターのコースターが付属します 
 

 



8月 7日（金）オープンのキャラクターエンターテインメント飲食施設 カフェ＆バー CHARACRO 

(キャラクロ) feat. 銀魂(ぎんたま) フード＆ドリンク、グッズやイベントなどの全貌を公開！ 
添付資料(4/7) 

 

グッズアイテム 

「カフェ＆バー CHARACRO feat. 銀魂」オリジナルグッズを販売します。オープン以降も随時新アイテムを追加します。 

 

 
コースターセット (12 枚セット) 780 円 

 

オープン記念ステッカー 800 円 コースターアルバム 1,700 円 

 

 

ネックストラップ  1,580 円 ミニポーチ（アクリルチャーム付 / 全 4 種） 各 1,800 円 

 

クリアファイル 3 枚セット （全 2 種） 各 1,050 円 
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エンターテインメント 

『銀魂』をテーマとしたエンターテインメントコンテンツをご用意。 

 

◯大型スクリーンとモニター10 台による映像演出 

大型スクリーン（183inch）と大型モニター10 台を店内に設置。『銀魂』の世界観を楽しめる特別映像を常時放映します。 

 

 

○キャラクター人気ランキング投票マシン 

「かふぇあんどばー 万事屋銀ちゃん版 チキチキ キャラクター人気投票！！」と題した投票アトラクションを設置。店内

独自の人気ランキング投票を実施します。オリジナルメニュー１品につき１枚付属する投票コインで投票が可能です。投票

テーマは 2 週間に 1 回変更。結果は後日、キャラクロ公式サイトで公開されます 
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オープニングイベント 

オープンの 8 月 7 日(金)より、高杉晋助(8 月 10 日生まれ)と志村新八(8 月 12 日生まれ)の誕生日を記念したイベント 

「高杉晋助 & 志村新八 誕生祭」を開催します。 
 

◯高杉晋助 & 志村新八 誕生祭 

開催期間：2015 年 8 月 7 日（金）～2015 年 8 月 23 日（日） 

 

 期間中ご来店のお客様にもれなく、記念コースターをプレゼント 

 期間限定「高杉晋助のバースデープレート」、 

「志村新八のバースデープレート」を販売します 

 期間限定「高杉晋助誕生祭記念 スタンド缶バッジ」 

「志村新八誕生祭記念 スタンド缶バッジ」を販売します 

 高杉晋助イメージメニュー「高杉の紫蕎麦」の販売を開始します 

 

 

 

 
 

 

  

【期間限定】 

高杉晋助のバースデープレート 1,100 円 

【期間限定】 

志村新八のバースデープレート 1,100 円 

 

   

【期間限定】 

高杉の紫蕎麦 1,200 円 

【期間限定】 

高杉晋助 誕生祭記念スタンド缶バッジ 

志村新八 誕生祭記念スタンド缶バッジ  各 870 円 
 

 

「高杉晋助&志村新八誕生祭」記念コースター 
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ゾーニング図 

○54 席（最大） 

 

 

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。応募多数の場合は抽選で確定） 

○チャージ料 お一人様 500 円 

○ご来店のお客様には、もれなくコレクタブルステッカーをプレゼント （配布はランダムとなります） 

 

 

営業システム 

 

施設名称 カフェ＆バー CHARACRO（キャラクロ） feat. 銀魂（ぎんたま） 

テーマ作品 TV アニメ『銀魂』シリーズ 

所在地 
〒170-0013 

東京都豊島区東池袋１-32-4 藤原ビル B1F （池袋駅東口北より徒歩約 7 分） 

営業時間 
11:30～22:30 （5 回入替制） 

【A】11:30-13:10 【B】13:50-15:30 【C】16:10-17:50 【D】18:30-20:10 【E】20:50-22:30 

営業期間  2015 年 8 月 7 日（金） ～  （毎月第 3 水曜日定休日） 

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） 

・チャージ お一人様 500 円 

世界観設定 "万事屋"の面々がスナックお登勢を勝手に改装した 「かふぇあんどばー 万事屋銀ちゃん」 

メニュー 
・オリジナルフード 13 品 他  ※随時追加予定 

・オリジナルドリンク 11 品 他  ※以降随時追加予定 

グッズ ・オリジナルアイテム 8 品 ※以降随時追加予定 

席数 最大 54 席 

問い合わせ先  03-6907-3836 

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

 


