
2006年7月『時をかける少女』の劇場公開から１０年
細田守監督のスタジオ地図との初のコラボカフェ「時をかける少女カフェ」（時かけカフェ）
がこの夏渋谷パルコにオープンいたします。

今や、夏に子どもと大人が一緒に楽しめるアニメーション映画の代名詞となった細田作品。
その歴史は2006年7月の『時をかける少女』から始まったのでした。
本年はその『時をかける少女』公開から10年というアニバーサリーイヤーとなります。

「時かけカフェ」には、『時をかける少女』をはじめ、『サマーウォーズ』や『おおかみこどもの雨と雪』
また昨年夏に公開された『バケモノの子』に登場する料理や、キャラクターたちをモチーフにしたオリジナ
ルメニューが盛りだくさん。またカフェ店内の装飾は、まるで『時をかける少女』の世界に足を踏み入れた
ようなデザインとなっており、鉛筆と絵筆で描かれた原画や背景美術なども展示されています。

さらにオフィシャルグッズを取り扱う“スタジオ地図SHOP”も併設。ここでしか買えない限定グッズも登場
します。

細田作品と同様に、子どもと大人が一緒に楽しめる「時かけカフェ」。
是非、あの青空と入道雲の下で、お食事をしながら大切な方々との会話を楽しんで頂けたらと思います。
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今年もまたあの夏がやってくる
細田守監督の“スタジオ地図”と初のコラボレーションカフェ

この夏、渋谷パルコに期間限定オープン！
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THE GUEST cafe & diner

時をかける少女カフェ
会 場 ： 渋谷パルコ PART1 ・ 7F
開催期間 ： 2016年7月7日（木）～8月7日(日)
⇒OPEN 11:00 / フードL.O.22:00/ドリンクL.O.22：30
※8月7日（日）は渋谷パルコ一時休業に伴い、フードL.O. 20:00 / ドリンクL.O. 20:30

21:00 CLOSEとさせて頂きます

オフィシャルサイト http://www.parco-art.com/web/other/exhibition.php?id=945

公式Instagram https://instagram.com/theguestcafe/

公式Twitter https://twitter.com/THEGUESTcafe

公式Facebook https://www.facebook.com/theguestcafe



限定コースター付

＊写真はイメージです。
＊表記価格は税抜金額です。

「時をかける少女」オリジナルコラボレーションメニュー

各作品のオリジナルフードご注文で
時かけカフェ限定

ペーパーランチョンマットを
プレゼント！

■真琴が届けてくれた桃をふんだんに使った
桃とトマトの冷製パスタ 時かけカフェ限定サラダボウル付

￥1,680
オイルと塩でマリネした桃の甘味と、細かくカットされたトマト
の酸味のバランスが絶妙なパスタ。
サラダにはビネグレースソースで和えたプロシュートと胡瓜
黒板風のモナカにはあの文字が！？

■真琴のタイムリープ・ラテ（ＩＣＥ・ＨＯＴ） ￥680

タイムリープ文字が浮かぶカフェラテ。
数字はランダムでご提供いたします。
特別な日にはいつもと違う文字が見られるかも・・？！
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■タイムリープ！？ プリン・アラモード
食後に何かが起こる！？ ￥1,380

真琴が妹に食べられちゃったプリンをタイムリープして取り戻してみよう♪
またタイムリープすればもう１回食べられるはず！！

＊ランチョンマットの
デザインは１種類となります



＊写真はイメージです。
＊表記価格は税抜金額です。

「サマーウォーズ」オリジナルコラボレーションメニュー

■栄おばあちゃんの和風ケーキセットに舌鼓！
～栄おばあちゃんに励ましてもらえる名言お守り付～

￥1,280
ホッと一休みしたいときにぴったりなモンブランと抹茶のセット。
栄おばあちゃんの励ましの言葉が書かれたお守り付き。
きっとこのお守りがあなたの背中をほんの少しだけ押してくれ
るはず！

■仮ケンジが汗をかく！？
マンゴースムージー 畑のミント、ぶどう、梨添え

キング・カズマ アクリルチャーム付 ￥1,080

パッションフルーツのシロップに、マンゴー、牛乳、氷を混ぜて作っ
た暑い季節にぴったりなマンゴースムージー。
ぶどうと梨は、栄おばあちゃんが侘助のために用意していたもの
をおすそ分け。

■肉汁たっぷり！ボリューム満点！
仮ケンジとキング・カズマのバーガープレート

陣内家のおかず添え ￥1,480
肉厚なパテにテリヤキソースがかかったボリューム満点の
バ-ガー。
おかずには陣内家の食卓に並んでいた料理の中から里芋の
フライ、小松菜と油揚げのお浸しをチョイス。
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限定コースター付



＊写真はイメージです。
＊表記価格は税抜金額です。

「おおかみこどもの雨と雪」
オリジナルコラボレーションメニュー

■やってみたかった！
花の追いダレ串焼き と 韮崎のおじいちゃん直伝ジャガイモを使った

ポテトサラダのプレート ￥1,380
花の作った串焼きを再現しました。
映画と同じように串焼きをグラスに入ったタレに浸けてお召し上がり
ください。韮崎のおじいちゃん直伝のジャガイモを使ったポテトサラダに、
里の人たちにもらった大根で作った水菜のサラダも。

■雨と雪が大自然を駆けめぐる！
大雪山かき氷 ￥1,180

雪山を再現したかき氷。
表面はなめらか、中はふわっふわで食感がとても楽しい！さ
らに中にはバニラアイスとストロベリーアイスに、杏仁豆腐、
フルーツミックスも入った、贅沢！大満足！な一品。

■雪と雨のキュートなアイスティーラテ
あなたは雪ちゃん？雨くん？それともふたり一緒に？ ￥680

雪と雨のお顔が可愛いアイスティーラテ。表面のクリームの上に
パウダーで描かれています。雪と雨の可愛いお顔を崩さず飲み
たい！
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限定コースター付



＊写真はイメージです。
＊表記価格は税抜金額です。

「バケモノの子」
オリジナルコラボレーションメニュー

■九太の大好物！
いつも九太を見守るお母さんのハム入りオムレツライス￥1,380

お母さんがよく作ってくれたハム入りオムレツをオムライスにアレ
ンジ！デミグラスソースが食欲をそそります。チコに見立てた
マッシュポテトにもご注目！

■九太もツバを飲む！二郎丸のフレッシュフルーツパフェ ￥1,180

二郎丸のフルーツパフェを再現。
パフェを持った愛らしい二郎丸が目に浮かびます。九太も食べたそうにして
いたパフェを思う存分召し上がれ！

■九太が修行で使ったスイカをフレッシュジュースに。
熊徹の大太刀ストローで飲み干そう！チコも居るよ！￥980

熊徹と九太が修行の合間に食べていたスイカをジュースにしました。
熊徹の大太刀風ストローでお召し上がりください。
グラスのフチに添えられたソルトと一緒に飲めば、あの夏の味が楽しめます。
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限定コースター付



マグカップ
￥1.200

カフェにはオフィシャルグッズを取り扱う“スタジオ地図SHOP”が併設。人気の定番商品をはじめ、
今回のカフェ限定のオリジナルグッズも登場！限定数での販売となりますので、お早めにご利用ください。

「時をかける少女カフェ」限定グッズ

カフェ限定プリン オリジナルチャーム付 ￥680
【テイクアウトのみ】

＊画像はイメージです。＊表記価格は税抜予価です。※価格及びデザインは変更になる場合がございます。

「時をかける少女カフェ」限定発売商品
・時かけカフェ限定プリン（テイクアウトのみ） ￥680
・ミニクリアフォルダ ￥350
・缶バッジコレクション全１０種 ￥400
・黒板 ￥2,300
・グラス （時をかける少女／サマーウォーズ／おおかみこどもの雨と雪／バケモノの子） 各￥1,000
・メイソンジャー ￥1,200
・アクリルパスケース ￥1,200

【時をかける少女10周年記念 青地図×大図まこと】
クロスステッチハンカチ 放課後（ストライプ）・帰り道（ブルー）・Ｙ字路（チェック） 各￥1,350
こちらの商品はWEBshopでも発売致します

・シークレットアクリルキーホルダー 全10種 ￥500
・ポロシャツ（S)（M) 各￥3,000
・スマートフォンケース ￥2,000
・マグカップ ￥1,200

・携帯ミラー ￥800

シークレットアクリルキーホルダー
全１０種 ￥500

缶バッジコレクション
全１０種 ￥400

スマートフォンケース
￥2,000

ポロシャツ（Ｓ）（Ｍ）各￥3,000

ミニクリアフォルダ ￥350 黒板 ￥2,300

グラス（全4種）
各￥1,000

クロスステッチハンカチ
（全3種）各￥1,350

アクリルパスケース ￥1,200

携帯ミラー ￥800
メイソンジャー ￥1,200

http://theminthouse.shop-pro.jp/
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マスコミ内覧会のお知らせ

03-6417-4571

※内覧会実施時間内に直接会場へお越しください。

日 時：2016年7月6日（水） 16:00～17:30

会 場：渋谷パルコ PART1・7F THEGUEST cafe&diner

住 所：東京都渋谷区宇田川15-1

御出席 御欠席

※個人情報の使用目的は、本内覧会の円滑で安全な運営及び今後のプレスリリース等の資料送付に使用させていただくためのもので
あり、第三者に提供することはございません。個人情報は、当社が責任を持って安全に管理いたします。

恐縮ではございますが 6月30日(木) 迄に上記FAXへご返送くださいますと幸いです。

貴 社 名

媒 体 名

ご 芳 名

ご同伴者名

ご 連 絡 先 TEL

E-mail

ムービー ・ スチール
(どちらかに◯をご記入下さい)

「時をかける少女カフェ」のオープンに先立ち
媒体者様・関係者様限定の内覧会を実施致します。

内覧会への参加をご希望の方は、以下の項目にご記入いただき、FAXにてご返送ください。

【FAX返送先】 株式会社DCP 山口・伊藤行

【取材・掲載に関するお問い合わせ】

株式会社 ダブルカルチャーパートナーズ
山口 080-4154-2102 Mail：ryo.yamaguchi@dc-p.co.jp
伊藤 080-1308-7783 Mail：keiichiro.ito@dc-p.co.jp

FAX 03-6417-4571

時をかける少女カフェマスコミ向け内覧会


