報道関係各位

2020年 9月10日
株式会社パルコ

待望のアニメ化！いよいよ10月から放映開始となる
『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima とのコラボカフェが
東京・大阪・名古屋の４会場にて期間限定オープン！

3周年を迎えてますます盛り上がりをみせる 音楽原作キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』。
大人気プロジェクト待望のアニメ化を記念し、TVアニメ『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Animaとの
コラボレーションカフェが、PARCOが手掛けるカフェ４店舗で期間限定オープン！
登場するキャラクターをイメージした美味しい本格メニューや、今回のカフェオリジナルSDアートを使用したオリジナルグッズを展開いたします。
また、全国のパルコ７店舗でも、オリジナルグッズを販売するPOP-UP SHOPを巡回開催いたします。

『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima CAFE&DINER by PARCO
会場

会期

＜東京＞渋谷 TOKYO PARADE goods&cafe

2020/10/10（土）
～ 11/30（月）

（ 渋谷PARCO 6F ）

営業時間

＜大阪＞心斎橋 THE GUEST cafe&diner

2020年11月下旬スタート予定

＜愛知＞名古屋 THE GUEST cafe&diner

2020年12月上旬スタート予定

＜東京＞池袋 THE GUEST cafe&diner

2020年12月上旬スタート予定

OPEN 11:00 ー CLOSE 21:00
（ラストオーダー FOOD 20:00 / DRINK 20:30）
※営業時間は渋谷パルコに準じて、変更になる可能性がございま
す。カフェオフィシャルサイトにてご確認の上ご来場ください。

※心斎橋・名古屋・池袋会場の詳細は
後日アナウンスいたします

全日程、事前予約制となっております。カフェのご利用には入店整理券【電子チケット】が必要です。
ローソンチケットにて「お食事券付き入店整理券」 1,000円（税込）を事前にお買い求めの上、ご来場ください。
TOKYO PARADE goods&cafe 公式サイト

https://cafe.parco.jp/parade/

TOKYO PARADE goods&cafe 公式Twitter

https://twitter.com/TOKYO_PARADE_

『ヒプノシスマイク-DRB-』Rhyme Anima 公式サイト

https://hypnosismic-anime.com/
© 『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima製作委員会

オリジナルコラボレーションメニュー

＊写真はイメージです。実際に提供する際とは
異なる場合がございます。
＊記載価格は税抜予価です。

下記のメニューは、期間中全日程 提供いたします。
＜オーダー制限について＞
１名様につき、フード・スイーツメニューからあわせて最大３品
ドリンクメニューから最大５品までご注文いただけます。

Mr.Hcのポークサンドウィッチ

MC.B.Bのイチゴミルフィーユ

￥ 1,590 （税別）

￥ 1,390 （税別）
カスタードクリームにイチゴなど様々なベリーを散らしたミルフィー
ユ仕立てのデザート。パイ生地を崩しながらお召し上がりください。

スモークオイルとサワークリームが効いたポークサンドウィッチ。
サラダとビシソワーズを添えて。

MC.M.Bの豚骨醤油ラーメン

45 Rabbitのビターチョコレートスムージー
￥ 1,390 （税別）

￥ 990 （税別）

太麺に、豚骨ベースの醤油味のスープ、多めの野菜とから揚げが
アクセントに乗った箸が止まらないラーメン。
お好みで、にんにくと食べるラー油を加えて味変も楽しめます。

ビターなチョコアイスと甘さ控えめのチョコレートスムージーに
ベリーのソースがアクセント。大人味なドリンク。

MC.L.Bのジンジャーエールフロート

Crazy Mのコーヒーパフェ

￥ 890 （税別）
爽やかなジンジャーエールに、スパイスのきいたジンジャーシャーベ
ットを乗せたすっきり甘いドリンク。。

￥ 1,390 （税別）
カップで重なる層が口の中でとろけるコーヒー風味のパフェ。
グラノーラと一緒にサクサクした食感も楽しんで。

オリジナルコラボレーションメニュー

＊写真はイメージです。実際に提供する際とは
異なる場合がございます。
＊表記価格は税抜予価です。

下記のメニューは、期間中全日程 提供いたします。
＜オーダー制限について＞
１名様につき、フード・スイーツメニューからあわせて最大３品
ドリンクメニューから最大５品までご注文いただけます。

easy Rのロリポップムース

ill-DOCのサムゲタン風 薬膳雑炊
￥ 1,390 （税別）

棒付きキャンディのような見た目のムースはイチゴとチョコ味。
カラフルなソースやラムネと一緒に楽しんで。

￥ 1,490 （税別）
薬膳素材の入った、優しい味わいのサムゲタン風雑炊は
うまみがたっぷり。紫キャベツのラぺも食が進みます。

GIGOLOのノンアルコールスパークリング

Phantomの二色つゆ冷製うどん

￥ 990 （税別）

￥ 1,390 （税別）
めんつゆと豆乳白ごまダレ、2つの味を楽しめる冷製うどん。
付け合わせには大根おろしや肉みそ、わさび、漬物をご用意。

シャンパンボトル風のノンアルコールスパークリングドリンク。
※蓋を開けてのご提供となります。

Dead or Aliveのライムソーダ

DOPPOの白黒ミルクレープ
￥ 890 （税別）

ライム風味の爽やかで弾けるドリンクは、綿あめを炭酸水で
溶かしてみると・・・！？

￥ 1,390 （税別）
ミルクレープには黒ゴマのマーブルソースを添えて。
紫芋とバナナのアイスをトッピング。

オリジナルコラボレーションメニュー

提供期間限定 ディビジョンMENU

＊写真はイメージです。実際に提供する際とは
異なる場合がございます。
＊表記価格は税抜予価です。

こちらのメニューは、２品ごとに
提供期間が異なります。

＜オーダー制限について＞
１名様につき、フード・スイーツメニューからあわせて最大３品
ドリンクメニューから最大５品までご注文いただけます。

提供期間：

渋谷パルコ TOKYO PARADE

10/10（土）～ 11/4（水）

Buster Bros!!!のモーニングプレート

MAD TRIGGER CREWのカレースープパスタ
¥ 1,490（税別）

¥ 1,590（税別）
メープルパンケーキに、ウインナー、ベーコン、
スクランブルエッグとフルーツたっぷりの
ヨーグルトのモーニング風プレート。

海軍カレーをベースにしたスパイシースープカレーに
付けて食べる、新感覚パスタ。具材にはシーフードと
変わった色のキノコが…？

提供期間：

渋谷パルコ TOKYO PARADE

11/5（木）～ 11/30（月）

Fling Posse のデザートプレート
¥ 1,490（税別）
3人のイメージカラーの中央に黄色にかがやく
マンゴー味のムースと、カラフルなゼリーの
デザートプレート 。

麻天狼の魚介トマトスープ
¥ 1,590（税別）
具だくさんシーフードのうまみたっぷりトマトスープ。
付け合わせのパンと一緒に楽しんで。

オリジナルコラボレーションメニュー

＊写真はイメージです。実際に提供する際とは
異なる場合がございます。
＊表記価格は税抜予価です。

下記のメニューは、期間中全日程 提供いたします。

ディビジョン DRINK

＜オーダー制限について＞
１名様につき、フード・スイーツメニューからあわせて最大３品
ドリンクメニューから最大５品までご注文いただけます。

ディビジョン・ドリンク
Buster Bros!!!
￥ 790 （税別）

ディビジョン・ドリンク
MAD TRIGGER CREW
￥ 790 （税別）

ディビジョン・ドリンク
Fling Posse
￥ 790 （税別）

ディビジョン・ドリンク
麻天狼
￥ 790 （税別）

カシスベースでビネガー風味の
すっきりとしたドリンク。

ブルーキュラソーを使用したスポ
ーツドリンクのような爽やかなド
リンク。

トロピカルミックスで南国テイス
トなビネガー風味のドリンク。

豆乳ベースで黒ゴマ風味のまろや
かな和風ドリンク。

『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima CAFE&DINER by PARCO
ノベルティコースター（全24種）を、メニューご注文でランダムでプレゼント！
※ノベルティコースターは、【アニメビジュアル（全12種）】と【カフェSDキャラ（全12種）】の２つのバージョンがございます。
※コースターは、ご注文のメニュー（フード・スイーツ・ドリンク）１品につき１枚、ランダムでプレゼントいたします。
※コースターの【アニメビジュアル 】と【カフェSDキャラ】は、メニューに関わらずご希望のバージョンを指定していただけます。
※複数メニューご注文の場合、 【アニメビジュアル 】と【カフェSDキャラ】 両方お選びいただくことも可能です。
例）４品ご注文の場合 → 【アニメビジュアル 】から２枚＋ 【カフェSDキャラ】から２枚＝４枚 もOK
※コースターの絵柄はランダムでのお渡しとなり、ご指定いただけませんので予めご了承ください。

アニメビジュアル （全12種）

カフェSDキャラ （全12種）

『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima
CAFE&DINER by PARCO

限定販売グッズ

カフェにはグッズショップも併設しており、カフェオリジナルイラスト等を使用した限定グッズを販売します。
さらに全国のパルコ対象店舗でもPOP-UP SHOPが開催決定！カフェ限定グッズを展開します。
また、ECでの受注販売も行いますのでぜひご利用ください。詳細は後日ご案内いたします。
※価格はすべて税抜予価です。 ※商品の価格・内容は変更になる場合がございます。予めご了承ください。

●カフェ併設のショップは、カフェをご利用のお客様のみ、お一人様と当日１回限りご利用可能です
●アイテムにより、グッズの購入可能数に上限を設けさせていただきます

● スタンド付きアクリルキーホルダー（ブラインド全12種）

1回 600円

※お一人様 最大20個まで

● ホログラム缶バッジ（ブラインド全12種）

1回 500円

※お一人様 最大20個まで

● コースターケース（ブラインド全12種）

1回 400円

※お一人様 最大20個まで

● 4ディビジョン アクリルスタンド（4種）

各 1,650円

※お一人様 １種につき最大3個まで

● クランチチョコボトル（4種）

各 1,200円

※お一人様 １種につき最大3個まで

● コンテナタッパーセット（4種）

各 1,000円

※お一人様 １種につき最大3個まで

● コットントートバッグ（4種）

各 500円

※お一人様 １種につき最大3個まで

● ダイカットステッカー（12種）

各 350円

※お一人様 １種につき最大3個まで

４ディビジョン アクリルスタンド（４種）

ホログラム缶バッジ（ブラインド 全12種）

各￥1,650

スタンド付きアクリルキーホルダー（ブラインド 全12種）

今回のカフェ限定
ＳＤキャラクターを
デザインしたグッズが
多数登場！

1回￥500

1回￥600

『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima POP-UP SHOP by PARCO 開催決定！
全国のパルコ対象店舗で開催されるPOP-UP SHOPでも、カフェ限定グッズが手に入る！

【 POP-UP SHOP 開催店舗 】
● 札幌PARCO

● 静岡PARCO

● 仙台PARCO

● 広島PARCO

● 松本PARCO

● 福岡PARCO

● サンエー浦添西海岸 PARCO CITY

2020年10月上旬～11月下旬にかけて
左記の各地パルコを巡回開催予定！
さらに…カフェ限定グッズは
WEB通販でも
受注販売を行います!

詳細は後日発表！

カフェは全日程、事前予約制となっております。ご利用には入店整理券【電子チケット】が必要です。
ローソンチケットにて「お食事券付き入店整理券」 1,000円（税込）を事前にお買い求めの上、ご来場ください。
●「お食事券付き入店整理券」は、会場、期間により、入店整理券の販売日時が異なります。カフェオフィシャルサイトをご一読の上、
お間違いのない様にお買い求めください。
●お食事券付き入店整理券は、お一人様につき１枚必要です。カフェに入店される人数分の入店整理券をご用意ください。
●お食事券付き入店整理券は、カフェのお会計の際 1,000円分のお食事券としてご利用いただけます。 ショップのお会計には使えません。
●一般発売に先駆け、お食事券付き入店整理券の抽選先行販売（プレリクエスト先行）を行います。なお、先行抽選販売で規定枚数を
終了した場合、一般発売はございません。
●カフェは入れ替え制ではございませんが、お席のご利用時間は最大60分間程度とさせていただきます。あらかじめご了承ください。
●各メニュー、ご注文可能なオーダー数に上限を設けさせていただきます。
●併設のショップは、カフェをご利用のお客様のみ、当日お一人様１回限りご利用可能です。
●アイテムにより、グッズの購入可能数に上限を設けさせていただきます。
※情勢によってやむを得ず、イベント内容を変更・中止とさせて頂く場合がございます。予めご了承ください。
先行販売
抽選エントリー期間

抽選結果 当落発表・
チケット引換期間

一般発売
（先着順）

お食事券付き
入店整理券
1,000円（税込）

9/10 (木) 18:00～

9/26(土) 15:00～

10/3(土)12:00

9/17 (木) 23:59

9/29(火) 23:00

～ 各2日前まで

お食事券付き
入店整理券
1,000円（税込）

10/3 (土) 12:00～

10/23(金) 15:00～

10/15 (木) 23:59

10/26(月) 23:00

対象日程

券種

10/10 (土) ～
11/4 (水)
11/5 (木) ～
11/30 (月)

10/31(土)12:00
～ 各2日前まで

入店整理券の詳細は、カフェオフィシャルサイトにてご案内しております
TOKYO PARADE goods&cafe オフィシャルサイト ≫≫

https://cafe.parco.jp/parade/

『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』
Rhyme Anima
2020年10月2日よりTOKYO MXほかにて
毎週金曜24:00から放送開始
ABEMAにて地上波同時配信 ほか各種配信プラットフォームにて配信
■スタッフ
原作・音楽制作：EVIL LINE RECORDS
監督：小野勝巳
シリーズ構成：吉田 伸
キャラクターデザイン：芝 美奈子
アニメーション制作：A-1 Pictures
■公式サイト
https://hypnosismic-anime.com/
■公式Twitter（@hypnopsismic_RA）
https://twitter.com/hypnosismic_RA
© 『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rhyme Anima製作委員会

【取材・掲載に関するお問い合わせ】

株式会社パルコ エンタテインメント事業部 増崎（マスザキ）
Mail: masu-yuri@parco.jp
TEL. 03-3477-7921

