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News Release 
 

株式会社鉄人化計画   

 

2021 年 10 月 22 日から開催！ 

「グランブルーファンタジー」×「カラオケの鉄人」 

コラボレーションキャンペーンのお知らせ 
 

株式会社鉄人化計画（所在地：東京都目黒区 代表取締役社長：根来 拓也）は、当社が運営する「カラ

オケの鉄人」の首都圏 5 店舗において、株式会社 Cygames（所在地：東京都渋谷区 代表取締役社長：渡

邊 耕一）のアプリゲーム「グランブルーファンタジー」とのコラボレーションキャンペーン（以下「コ

ラボ」）を、2021 年 10 月 22 日（金）より開催します。 

コラボ実施店舗で、キャラクターソングをイメージしたオリジナルコラボドリンクを販売するほか、池

袋東口店、秋葉原昭和通り口店では、オリジナルコラボグッズを販売、カラオケをもっと楽しんでいただ

くためのパックプランの提供、また、楽曲の世界観を表現したコンセプトルームを展開します。 

 
●キャンペーン内容の紹介 

【コラボドリンクの販売】 

 「グランブルーファンタジー」を彩る個性的なキャラクター達が歌う、キャラクターソングを冠したオ

リジナルコラボドリンクを、各 612 円（税抜）[673 円（税込）]で販売します。 

ノベルティとして、コラボドリンク 1 杯の購入につき 1 枚のコースターをプレゼントします。 

※絵柄はランダムでのお渡しとなります。 

 

 コラボドリンクのラインナップは以下の通りで、いずれもテイクアウト可能です。コラボ期間中、前半

と後半でメニュー内容や、ノベルティデザインが切り替わります。 
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＜前半 11 月 16 日（火）まで＞ 

 

「キミとボクのミライ」 

「ソラのミチシルベ」 

「三羽烏漢唄」 

「ヨゾラのシズク」 

「Never Ending Fantasy」 

「マホウのノート」 

「７日間かけて世界を創るより可愛い女の子１人

創った方がいい」 

「The Dragon Knights」 

「カフェ de パーリナイ」 

「蒼紅華之舞」 

 

 

 

 

 

 

 

＜後半 11 月 17 日（水）から＞ 

 

「メリーラァヴ」 

「OVER THE SKY」 

「泡沫夢幻・胡蝶刃」 

「アナザースカイ」 

「PRIDE」 

「Ain Soph Aur」 

「Happy New Genesis」 

「彩花の契り」 

「Unfinished Melody」 

「ロボミの歌」 

「死ニ至ル恋」 
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 コラボドリンクのラインナップとコースターのデザインは、11 月 17 日（水）から、入れ替えを予定し

ています。 

 

【パックプラン実施】 

 カラオケ室料 2 時間分に、コラボドリンク 1 杯、パックプラン限定ノベルティの「再生画面風クリア

カード」1 枚と、「課題曲チャレンジ」権がセットになった「グラブルキャラソン祭 in カラ鉄プラン」を

お一人につき会員利用は 2,682 円（税抜）[2,950 円（税込）]、一般利用は 3,137 円（税抜）[3,450 円（税

込）]で提供します。 

「再生画面風クリアカード」は、全 24 種からランダムで 1 枚をお渡しします。 

「課題曲チャレンジ」では、作品を彩るキャラクターソングから課題曲として指定された楽曲を採点モー

ドで歌唱いただくと、獲得点数に応じてミニ色紙をおひとつ、全 19 種からランダムでプレゼントします。 
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【コラボグッズ販売】 

 オリジナルコラボグッズを販売します。コラボグッズのラインナップは以下の通りです。 

トレーディング缶バッジ 10 種 400 円（税抜）[440 円（税込）] 

連結アクリルキーホルダー22 種 637 円（税抜）[700 円（税込）] 

アクリルスタンド 10 種 各 1,819 円（税抜）[2,000 円（税込）] 

キャンバスアートボード 11 種 各 3,182 円（税抜）[3,500 円（税込）] 

なお、缶バッジと連結アクリルキーホルダーはランダムでお渡しします。 

 

 カラオケの鉄人店舗限定で、「グランブルーファンタジー」オリジナルコラボグッズを 1 会計につき

3,000 円(税込)以上をご購入ごとに、「ビィくんステッカー」をおひとつプレゼントします。（準備数を終

了次第、配布終了します。） 

また、11 月 17 日(水)から「アニメイト通販」でのオンライン販売も実施します。詳細は、コラボ特設

ページをご確認ください。 
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【コンセプトルーム展開】 

 池袋東口店では「The Dragon Knights」、秋葉原昭和通り口店では「ソラのミチシルベ」の世界観を表

現したコンセプトルームを展開します。 

ご利用料金は、お一人 2 時間につき 1,350 円（税抜）[1,485 円（税込）]です。（※別途ドリンク 1 杯の

ご注文をいただきます。) 

 

●コラボ概要 

実施企画：コラボドリンク販売、パックプラン実施、コラボグッズ販売、コンセプトルーム展開（※コラ

ボグッズ販売とパックプラン実施、コンセプトルーム展開は池袋東口店、秋葉原昭和通り口店

でのみ実施します） 

実施期間：2021 年 10 月 22 日（金）～2021 年 12 月 12 日（日） 

実施店舗：「カラオケの鉄人」の右記店舗：池袋東口店、渋谷道玄坂店、秋葉原昭和通り口店、桜木町店、

船橋店 

コラボ特設サイト：https://www.karatetsu.com/animegame/granbluefantasy.shtml 

 

●作品について 

タイトル  ：「グランブルーファンタジー」 

作品紹介     ： 

空の彼方、約束の地へ 

−想像を超えるクオリティではじまる本格 RPG 

サウンドディレクター：植松伸夫 

キャラクターデザイン：皆葉英夫 

壮大な音楽と豪華なボイスで繰り広げられる冒険に今旅立とう。 

運営元      ：株式会社 Cygames 

入手方法     ：App Store または Google Play からダウンロード 

対応 OS      ：iOS 8.0 以降対応 

公式サイト    ：https://granbluefantasy.jp/ 

著作権利表記   ：© Cygames, Inc. 

 

●「カラオケの鉄人」について 

都内繁華街を中心に、東京都・神奈川県・千葉県にカラオケ店舗を展開。独自の「鉄人システム」によ

り、「カラオケの鉄人」限定のオリジナル配信楽曲が楽しめるほか、1 ルームで全カラオケ機種の曲が歌

えることを大きな特長とします。 

豊富なオリジナル配信楽曲やアニメ等とのコラボレーションキャンペーン、歌った曲リストを持ち帰

れる 『採点レシート』、2018 年 5 月開始のサブスクリプションサービス『カラ鉄ホーダイ』 など、ユニ

ークなコンテンツの企画・開発に注力しています。 

「カラオケの鉄人」公式サイト URL：https://www.karatetsu.com 

 

＜会社概要＞ 

https://granbluefantasy.jp/
https://www.karatetsu.com/
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名称 ：株式会社鉄人化計画 

設立年月：1999 年 12 月 14 日 

代表者 ：根来 拓也 

所在地 ：〒152-0003 東京都目黒区碑文谷五丁目 15 番 1 号 

TEL ：03−3793−5111 

事業内容：「カラオケの鉄人」ブランドをはじめとした空間提供型アミューズメント施設の運営 

URL ：http://www.tetsujin.ne.jp  

 

＜本件に関するお問合せ先＞ 

株式会社鉄人化計画 事業統括本部 アライアンス事業部 

TEL ：03−3793−5115 

FAX ：03−3793−5128 

E-Mail ：alliance@tetsujinka.com 

 

＜「カラオケの鉄人」へのコラボ企画ご相談窓口＞ 

https://www.karatetsu.com/contact/collabo/ 

 

App Store は Apple Inc.のサービスマークです。 

Google Play は、Google LLC の商標または登録商標です。 

 

http://www.tetsujin.ne.jp/
mailto:alliance@tetsujinka.com
https://www.karatetsu.com/contact/collabo/

