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Press Release

PARCOプロデュースのコラボカフェ企画を海外初展開！

「ポケモンカフェ」シンガポールに期間限定オープン
シンガポールオリジナルのメニューやグッズも登場

PARCO (Singapore)Pte Ltd(パルコシンガポール社）は、東南アジア初となる「ポケモンカフェ」をシンガポール
に期間限定オープンいたします。シンガポールでは、現地の飲食オペレーター EWF(Everything With Fries）との
コラボレーションによる展開となります。
今回展開する「ポケモンカフェ」は、株式会社パルコがコンテンツ開発事業として渋谷・名古屋・大阪・福岡で展開中のコ
ラボカフェ「THE GUEST cafe&diner」で大人気を博した企画であり、「THE GUEST cafe&diner」としての海外初
進出ともなります。
2015年1~3月、渋谷パルコにて開催した「ポケモンカフェ Ωルビー＆αサファイア」の世界観やメニューを、そのままシンガ
ポールにて再現するだけでなく、新たにシンガポールオリジナルのメニューやポケモンカフェグッズも登場いたします。
また、期間中には、現地に進出している日系企業様とのコラボレーション企画なども計画しております。
2か月間にわたり、カフェを中心に、PARCOならではのバラエティ豊かなポケモンワールドを、シンガポールで展開いたします。
㈱パルコ 及び パルコシンガポール社は、本企画を皮切りとして、国内で作り上げたソフトコンテンツの海外展開に積極
的に取り組んでいく予定でおります。

Pokémon cafe

@ EwF - a concept by Parco
会場 ： Bugis Junction（ブギスジャンクション）, 4F
開催期間 ： 2016年5月27日 (金) – 7月31日（日）
（オープン11:00am / ラストオーダー9:30pm ）
□ たくさんのポケモンたちの中から、今回は特にピカチュウをメインキャラクターとしたオリジ
ナルフード＆ドリンクメニューをご提供します。ポケモンと一緒に写真が撮れるフォトブース
もご用意しています。
□ ポケモンカフェのオリジナルグッズも、シンガポールにて初登場の商品を含めラインナップ。
ポケモンセンターグッズも取り揃えたグッズコーナーも要チェック！

Official Facebook Page
https://www.facebook.com/pokemoncafeinsg/
Official Instagram Account
pokemoncafeinsg

ポケモンカフェ 東南アジア初上陸記念

ポケモンカフェ
オリジナルの「ピカチュウ」をプレゼント！
for Nintendo 3DS/3DS XL/2DS
Pokémon Omega Ruby & Alpha Sapphire

親名 : P - Cafe
レベル : 10
タイプ : Electric
もちもの : Sweet Heart
わざ
: Play Nice
Charm
Nuzzle
Sweet Kiss

重要なお知らせ:
ポケモンカフェのレシートをお持ちのお客様
(カフェ・グッズショップどちらでも可)に、1回のみ
ピカチュウを受け取れるシリアルコードを差し上げ
ます。
※１ソフトウェアにつき、１回のみお受け取りいただけます。

*オリジナルピカチュウプレゼントは、MAXSOFTのご協力により運営します.
お受け取りの方法については、こちらをご覧下さい: http://maxsoftonline.com/what-s-new/events.html（英語となります)

ピカチュウがカフェに登場！
会期中、カフェにピカチュウが遊びにやってくる！
一緒に写真を撮れるチャンス！

カフェ限定！先行発売！
“POKÉMON ADVENTURES X•Y
Vol.3”!
(5/27(金)～6/3(木))

(遊びに来る日は、後日発表致します)

ポケモン最新刊を
ポケモンカフェにて先行発売！
S$9.90(税込)

現地での取材・お問合せ
PARCO (SINGAPORE) PTE LTD
Ms. Lai Sau Kuen
+65-6595-9102(英語対応のみ）
sklai@parco.sg

日本での本企画に関するお問合せ
株式会社パルコ 海外事業部
中田・廣瀬
03-3477-8781
naka-yoko@parco.jp hiro-dai@parco.jp

ポケモンカフェ オリジナルメニュー
換算ご参考：1S$=80円

全てのメニューに、ポケモンカフェオリジナルの
ランチョンマットをプレゼントいたします。

FOOD MENU
＊ビジュアルはイメージです。
＊10% サービスチャージと7% GST(税)が別途かかります。

オリジナルマグ付メニュー
マグは、なくなり次第終了

ピカチュウも笑顔になっちゃうオムライス マグマソース付 S$ 25.00
みんなが大好きオムライス！大きなピカチュウの顔はサフランライス、
耳はオムレツでできているよ。
マグカップに入っているソースはゲンシグラードンをイメージした、赤い
ソース。
※ マグカップは未使用のものをお渡しします。

ピカチュウも大好きハンバーグ！サラダにはポロック!?
ふしぎなアメでレベルアップ
S$ 20.00
ハンバーグ、マッシュポテトをクレープで包んで、耳にはモナカでかわ
いいピカチュウ！
サラダにはポロックをイメージした野菜が、「ふしぎなアメ」をイメージした
キャンディの中にはなにが入っているかな？

シンガポール
オリジナル
メニュー

決め技“だいもんじ”！ゲンシグラードンのボロネーゼ
S$ 20.00
ゲンシグラードンがいるマグマに囲まれたモンスターボール！
ピカチュウは、グラードン「だいもんじ」から逃げ出せるか!?

ポケモンカフェにみんな集合！
ポケモンカフェのポテトフライ

S$ 12.00

キモリ、アチャモ、ミズゴロウがお出迎え！けど、あれ？ピカチュウがいな
い?? みんなで探してみよう！

ポケモンカフェオリジナルメニュー
換算ご参考：1S$=80円

DESSERT MENU

* ビジュアルはイメージです。
＊10% サービスチャージと7% GST(税) が別途かかります。

オリジナルマグ付メニュー
マグは、なくなり次第終了

ピカチュウのあま～いパンケーキ

S$ 20.00

ホットケーキの上にはピカチュウのかわいいお顔が！
耳の部分はモナカ、しっぽはクッキーでできています。
マグカップの中のメープルバターソースをかけて、
ピカチュウとの甘いひと時を過ごしてね。

※ マグカップは未使用のものをお渡しいたします。

ピカチュウの“でんきショック”パフェ

S$ 15.00

ふわふわ綿菓子を食べると口の中がパチパチ！
中には可愛いピカチュウのスポンジケーキが！
食べているうちに、みんなのほっぺも「でんきぶくろ」に!?

モンスターボール シュークリーム
モンスターボールの中から可愛いピカチュウが登場！
シュークリームと綿菓子からできています。
チョコペンで好きなコメントをクレープに書いてね！

S$ 20.00

決め技 ゛ハイドロポンプ”!
ゲンシカイオーガのデザートプレート

S$ 15.00

ゲンシカイオーガがお皿の上に登場！
ゲンシカイオーガの決め技「ハイドロポンプ」をゼリーと飴、モンスター
ボールはホワイトチョコとベリームースで表現しました。

ポケモンカフェオリジナルメニュー
換算ご参考：1S$=80円

オリジナルドリンクご注文で、
ポケモンカフェ限定コースターをプレゼント
※デザインはお選びいただけません

DRINK MENU
* ビジュアルはイメージです。
＊10% サービスチャージと7% GST(税) が別途かかります。

ビリビリしちゃう!?
“ボルテッカー” ソーダ

S$ 10.00

ピカチュウが使うことができる強力な技
「ボルテッカー」をパッションフルーツソーダと
マンゴシャーベットで再現！
飲むとビリビリパチパチ！
「ボルテッカー」の気分を味わえます。

ポケモンカフェのミックスオレ

S$ 8.00

ゲームに出てくるミックスオレをイメージ！.
甘いオレで体力回復！
ポケモンカフェのサイコソーダ

S$ 8.00

ポケモンカフェのサイコソーダをイメージ。
シュワっとした飲み口がくせになる？

ピカチュウラテ

Hot S$ 8.00 / Ice S$ 9.00

ホットラテは、ピカチュウのしっぽビスケット付。
アイスラテには、ピカチュウのかわいいお顔が！

ポケモンカフェオリジナルメニュー
換算ご参考：1S$=80円

Take-away MENU
* ビジュアルはイメージです。
＊10% サービスチャージと7% GST(税) が別途かかります。

モンスターボール シュークリーム
１個
S$ 5.90
4個ボックス S$ 20.90
モンスターボールのシュークリームって!?いった
いどんな味？？
サク サ ク シュ ー 生地 の中 に 、や わらか い
カスタードクリームがたっぷり！

シンガポール
オリジナル

ポケモンカフェオリジナルグッズ
なくなり次第終了！
■クリアファイル (2枚組)
■コットントートバッグ
■メモパッド
■Tシャツ
■ポストイット

S$ 6.90
S$18.90
S$ 5.50
S$26.90 (キッズ)
S$29.90 (アダルト)
S$ 4.90

■缶バッチ
■キーホルダー
■ステッカー

S$4.90
S$5.50
Ｓ$4.90
and more!

* ビジュアルはイメージです。
＊7% GST(税) が別途かかります。

換算ご参考：1S$=80円
メモパッド S$5.50
クリアファイル（2枚組） S$6.90

コットントートバッグ S$18.90

ポストイット S$4.90

シンガポール
オリジナル

シンガポール
オリジナル

Tシャツ（キッズ）

S$26.90

ステッカー 各S$4.90
（4種類）

シンガポール
オリジナル

Tシャツ（アダルト） S$29.90

キーホルダー: 4 デザイン+1シークレットデザイン

各S$5.50

缶バッチ: 5 デザイン ＋ 1 シークレットデザイン

*缶バッチ・キーホルダーのデザインは、お選びいただくことができません。シルバーのパックに入っています。

各S$4.90

