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羽田空港に人気アニメとのコラボカフェ「OTA★ラボ CAFE」オープン！ 

第 1 弾は、世界累計発行部数 1400 万部突破で話題の『炎炎ノ消防隊』 

〜3 月 10 日より羽田空港第 1 ターミナル店にて 

国内外をつなぐ空の玄関口から、日本のアニメ文化を発信〜 

 

株式会社羽田未来総合研究所（代表取締役社長執行役員：大西洋、以下「羽田未来総研」）は、シー

レ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：鎌田由佳、以下「シーレ」）が運営する日本のアニメ

コンテンツを中心としたコラボカフェ「OTA★ラボ CAFE」を羽田空港第 1 ターミナルに新規オープ

ンすることをお知らせいたします。羽田未来総研がもつ、「地方創生ノウハウ」や「ヒト・モノ・情

報をつなぐ羽田空港のハブ機能（プラットフォーム）」を活かしながら、国内外をつなぐ空の玄関口

として、日本のアニメ文化の発信を担います。 
 

第 1 弾として、TV アニメ『炎炎ノ消防隊』とのコラボカフェを 3 月 10 日(水)〜3 月 30 日(火)に開

催いたします。 

 

■「OTA★ラボ CAFE」について 

日本のアニメコンテンツを中心としたコラボカフェです。オリジナルフードはもちろん、OTA★ラボ

CAFE 限定の描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズなど、OTA★ラボ CAFE でしか見られ

ないキャラクターの姿に出会えます。 

 

「OTA★ラボ CAFE」公式サイト：https://otalabo.jp/ 

「OTA★ラボ CAFE」公式 Twitter：https://twitter.com/otalabnews ※最新情報は公式 Twitter で

CHECK！ 

『炎炎ノ消防隊 弐ノ章』公式サイト：http://fireforce-anime.jp/    
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■『炎炎ノ消防隊』コラボカフェ 店内メニュー 

 

     
左：鎮魂！！焔ビトローストビーフ  1,500 円（税抜） 

中：アザラシオムライス   1,200 円（税抜） 

右：弐つノ炎ノカレー   1,200 円（税抜） 

 
左：アーサーの玉ねぎ頭スープ  900 円（税抜） 

右：「浅草ノ破壊王」ノかき揚げ丼 1,200 円（税抜） 

 
左：悪魔ノ足跡ブリュレ     1,200 円（税抜） 

中：タマキのネコマタフォンダンショコラ   1,200 円（税抜） 

右：パフェみてぇなパフェかよパフェが（チョコミント味） 900 円（税抜） 

 
左：火の用心ラテ     650 円（税抜） 

中：ヒーローのアセロラべリージュース   650 円（税抜） 

右：エクスカリバースカッシュ    650 円（税抜） 

 
左：ラッキースケベられラテ    650 円（税抜） 
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中：第七消防隊ノ浅草お茶セット    700 円（税抜） 

右：熱音響冷却ソーダ     650 円（税抜） 

 

 

 
 

 

 

■『炎炎ノ消防隊』コラボカフェ テイクアウトメニュー 

テイクアウト限定！COLD ドリンクにはキャラ毎のストロータグ、HOT ドリンクにはキャラ毎の下

げ札がセット。フード・デザートには下げ札がセットになります。 

 
左：ヒーローのアセロラべリージュース  700 円（税抜） 

中：エクスカリバースカッシュ   700 円（税抜） 

右：ラッキースケベられラテ   750 円（税抜） 

 

 
左：火の用心ラテ    700 円（税抜） 

中：第七消防隊ノ浅草抹茶ラテ   700 円（税抜） 

右：熱音響冷却ソーダ    700 円（税抜） 

 

 
左：火の用心テイクアウトプリン    700 円（税抜） 

右：火の用心テイクアウトプリン 5 種セット   3,500 円（税抜） 
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左：テイクアウトコッペパンサンド〜シンラの唐揚げサンド〜  800 円（税抜） 

中：テイクアウトコッペパンサンド〜アーサーのオニオンたまごサンド〜 800 円（税抜） 

右：テイクアウトコッペパンサンド〜タマキの W クリームいちごサンド〜 800 円（税抜） 

 

 

 
左：テイクアウトコッペパンサンド〜紅丸の小倉バターサンド〜   800 円（税抜） 

右：テイクアウトコッペパンサンド〜カリムのブルーベリー&クリームサンド〜  800 円（税抜） 

 

 
 

 

 

 

■『炎炎ノ消防隊』コラボカフェ オリジナルグッズ（一部抜粋） 

 
トレーディング缶バッジ 10 種 各 450 円（税抜） 
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■『炎炎ノ消防隊』コラボカフェ ノベルティ 

来店特典：ランチョンマット全 5 種（ランダムで 1 つプレゼント） 

 
 

 

 

 

飲食特典：コースター全 15 種（ランダムで 1 枚プレゼント） 

    レアコースターはメタリック加工の一味違ったデザイン！ 
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羽田空港第 1 ターミナル店限定デザイン 

 

 

■スタンプ特典 

スタンプ 3 つ集めてステッカーシート 2 種セットをプレゼント。 

※カフェ 1 回ご利用毎に 1 スタンプとなります。 
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■RT＆フォロー特典 

指定のツイートを RT＆Twitter アカウント「OTA★ラボ CAFE」をフォローでキービジュアルカード

を 1 枚プレゼント。 

 

 
 

■『炎炎ノ消防隊』コラボカフェ実施概要 

開催期間：2021 年 3 月 10 日(水)〜3 月 30 日(火) 

開催枠：①11:30〜13:00 ②13:30〜15:00 ③15:30〜17:00 ④17:30〜19:00 ⑤19:30〜21:00 

備考：フード・デザートよりお一人様 1 品以上のオーダーをお願いいたします。（ドリンクのみは不

可） 

予約サイト：https://collabocafe.otalabo.jp/events/35 ※2 月 27 日(土)19:00 予約開始 

※当カフェは各回 90 分制でございます。 

※ラストオーダーは各回終了 30 分前とさせていただきます。 

※状況により開催日程・営業時間の急な変更や、店舗が臨時休業する可能性がございます。 

※各回空席がある場合、フリー入場も受け付けております。 

 

■「OTA★ラボ CAFE 羽田空港第 1 ターミナル店」店舗概要 

店名：OTA★ラボ CAFE 羽田空港第 1 ターミナル店 

住所：〒144-0041 東京都大田区羽田空港 3 丁目 3-2 羽田空港第一ターミナルビル 5 階 

営業時間：11:30〜21:00 

最大席数：48 席 

オープン日：2021 年 3 月 10 日(水) 
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＜新型コロナウイルス対策について＞ 

OTA★ラボ CAFE では、お客さまに安心してご来店いただくために、感染予防・拡散防止対策に取り

組んでおります。ご来店されるお客様におかれましても感染予防へご協力をお願い申し上げます。 

詳細：https://otalabo.jp/news/otalabocafeinfo001/ 

 

【株式会社羽田未来総合研究所 会社概要】 

株式会社羽田未来総合研究所は、羽田空港の国内線ターミナルビルの建設・管理運営を担う日本空港

ビルデング株式会社のグループ会社です。「地方創生」「文化とアートの発信」「人財とマーケティ

ング」を柱に、HANEDA のナレッジとポテンシャルを活かし、新たなビジネス・価値、未来を創造

します。 
 

会社名  ： 株式会社羽田未来総合研究所 

代表者  ： 代表取締役社長執行役員 大西 洋 

設立  ： 2018 年 7 月 

URL  ： https://www.haneda-the-future.com/ 

所在地  ： 東京都大田区羽田空港 3-3-2 第 1 旅客ターミナルビル 

事業内容  ： 地方創生事業、アート＆カルチャー事業、情報戦略・事業開発 

 

【シーレ株式会社 会社概要】 

会社名  ：シーレ株式会社 

代表者       ：代表取締役 鎌田由佳 

資本金  ：4800 万円 

設立   ：2018 年 5 月 

事業内容 ：飲食業 

本店   ：東京都港区麻布十番 2 丁目 10 番 3 号マイスクエアビル 

URL   ：http://www.cele.jp/ 
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