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モ カ

」 8／１８（土）銀座初出店 

漫画「猫ピッチャー」５周年連動イベント ８／１８（土）～９／１７（月・祝） 

『銀座ニャンタスティック・ワールド』開催 

8 月 17 日（金）メディア内覧会のご案内 
 

 

2018 年 8月 1８日（土）、「マロニエゲート銀座 2」4階（（株）マロニエゲート／本社：東京都中央

区銀座）に猫カフェ「CAT CAFE MOCHA（キャットカフェモカ）」（運営：（株）ケイアイコーポレーシ

ョン／本社：東京都港区赤坂、代表取締役社長：岩崎康二、以下MOCHA）がオープンします。銀座の百

貨店としては、猫カフェは初出店です。“モノ”に限らず“コト”も提案できる商業施設を目指します。※

CAT CAFE MOCHAについては資料①をご参照ください。 

 MOCHAオープンを記念して、８月１８日（土）～９月１７日（月・祝）、読売新聞日曜版で人気の 23

コマ漫画「猫ピッチャー」の連載５周年と連動した全館イベント「銀座ニャンタスティック・ワールド」

を開催します。オープン前日８月１７日（金）にプレスの皆様に向けて内覧会を催しますので、ご多用の

折とは存じますが、是非ともご取材賜りますようお願いいたします。 

 

《 銀座ニャンタスティック・ワールド ～MOCHA オープン×猫ピッチャー５周年記念～ 》 

 ■開催趣旨・概要 

銀座の百貨店初の猫カフェオープンと、漫画「猫ピッチャー」５周年をお祝いするコラボレーション企

画です。マロニエゲート銀座 2は、正面口や西銀座通り（外堀通り）沿いウィンドウから、館内は化

粧室まで猫の装飾で溢れ、猫をモチーフにした期間限定フーズやグッズ・書籍の販売、デジタルネイル

プリントのサービスなどをお楽しみいただけます。     

  ・主 催：株式会社マロニエゲート 

  ・共 催：読売新聞社、中央公論新社 

  ・期 間：２０１８年８月１８日（土）～９月１７日（月・祝） 

  ・会 場：マロニエゲート銀座 2（東京都中央区銀座３-２-１）  

※特設会場（パネル展、グッズ・書籍販売）は４階、フーズ各店は２階と地下２階です。 

 

 ■イベント内容／詳細は資料②をご参照ください。 

  ・特設会場で「猫ピッチャー」パネル展（約５０枚）とグッズ・書籍販売 

   ☆９月１６日（日）午後、「猫ピッチャー」作者そにしけんじ氏のサイン会を開催予定です。 

  ・期間限定フードメニューは、人気の「アンジェリーナ」のモンブランをはじめ各種ご用意 

 

 ◆内覧会の詳細は別紙の「メディア内覧会 参加申込書」をご参照ください。 

  日 時：２０１８年８月１７日（金）午後１時～午後５時 

  内 容：オープニングセレモニー／テープカット …「猫ピッチャー」主人公ミー太郎が出席予定 

      CAT CAFE MOCHA 銀座店施設紹介、「猫ピッチャー」パネル展観覧（ストア利用可能） 

期間限定のフードメニューやデジタルネイルをお試しいただけます。 
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資料① 猫カフェ「CAT
キ ャ ッ ト

 CAFE
カ フ ェ

 MOCHA
モ カ

」 
 

おしゃれで清潔な空間で、人にも猫にもゆったりとした癒しの時間をご提供することをコンセプトに、

全国で１３店舗を展開しています。おしゃれな猫カフェとして、国内に限らず海外でも話題です。 

MOCHA は猫カフェが初めての方でも安心して楽しめる空間として、“猫になったような気持ち”でのん

びりと、ゆったりとお過ごしいただけます。 

 ※１３店舗（２０１８年７月２４日現在）： 池袋西口店、渋谷店、原宿店、秋葉原店、 

原宿竹下通り店、立川店、イオンレイクタウン店、大阪心斎橋店、京都河原町店、名古屋店、 

モカラウンジ池袋東口店、モカラウンジ新宿店、モカラウンジ横浜店 

 

■CAT CAFE MOCHA 銀座店 

【基本情報】 店舗面積５８．８坪（１９４㎡）／客席数５０席予定 

【利用方法】 

料金はお一人様 200円（税別）/10分です。ドリンクバー料金 350円（税別）が別途必要です。 

※ご利用は、中学生以上の方から可能です。 

※最大料金は一般 2,400円（税別）、中高校生／平日のみ 1,200円（税別）※学生証提示 

【猫カフェ利用マナー】 

猫を抱き上げたり、追いかけたりすることは禁止です。撮影の際はフラッシュ禁止となります。 

【内装・設備】 

木のぬくもりを感じる空間に、ゆったりしたインテリア。たくさんの雑誌やマンガが読み放題で、仕事

や勉強ができるテーブルスペースは Wi-Fiや電源を完備しています。 

【イベント・見どころ】 

午前と夕方の 1日 2回、猫のごはんタイム（銀座店は 11:30と 19:00）では、猫が一列に並んで夢

中になる“もぐもぐショータイム”が人気です。おやつ（540円税込）で猫を独り占めにできます。  

  ※銀座店は約２５匹の猫がお客様をお出迎えします。約半分が仔猫（１歳未満）です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 社 情 報 

会  社  名： 株式会社ケイアイコーポレーション  

代表取締役社長： 岩崎康二  

所  在  地： 東京都港区赤坂 3-20-6 パシフィックマークス赤坂見附 4F   

設     立： ２００４年２月  

業 者 標 識： 第 1種動物取扱業者標識 

U   R  L ： http://catmocha.jp/  

もぐもぐショータイム（左）とおやつタイム（右） 

モカラウンジ新宿店 
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マロニエゲート銀座はMOCHA 銀座初出店を記念し、８月 1８日（土）～９月 1７日（月・祝）、今年

で連載５周年の漫画「猫ピッチャー」と連動して、猫でいっぱいのメニューやサービスをご提供します。 

※本イベントについては、8 月初旬、マロニエゲート銀座HP で詳報予定です。 

https://www.marronniergate.com/ 

 

■マロニエゲート銀座 2全館 

“ニャンタスティック”な館内装飾 

 正面口や西銀座通り（外堀通り）沿いウィンドウ、3階マロニエブリッジ（マロニエゲート銀座 2&3通

路）では、インスタ映えする猫たちの装飾が楽しめます。館内では MOCHA や特設会場へ、フロアの肉球

マークが誘導。イベントの詳細は、館内に点在する「猫ピッチャー」主人公ミー太郎（等身大チラシラッ

ク）がご案内します。4階の女性用化粧室の“ニャンタスティック”な模様替えにもご注目ください。 

 

レストラン・カフェ／期間限定ねこメニュー（予定） 

猫をモチーフにした可愛らしくユニークなメニューが登場します。※予価。数量限定の予定です。 

「サロン ド テ アンジェリーナ」（2階） スペシャルモンブラン ティーセット 1,99８円（税込） 

「アンジェリーナ」（ケーキショップ／1階）  ミー太郎モンブラン 648円（税込） 

「ビゴの店」（ベーカリー／地下 2階） 猫の玉手箱〈フォカッチャ〉 324円（税込） 

「ビゴの店」（ケーキショップ／地下 2階） ねこサブレ／サブレ肉球 各 238 円（税込） 

「ウィズ・グリーン」（地下 2 階） ニャンと！かつお香る和風サラダ 1,030 円（税込） 

「ベビブレ」（地下 2階）BLACK CAT〈竹炭・黒ゴマ・バナナのフレッシュジュース〉 600円（税込） 

「ルチアーノ・ビオ」（地下２階） ニャイス〈ジェラート ネッロ・ビアンカ〉451円（税込） 

 

ファッション／雑貨 

 ファッション雑貨やネイルサロンでも、猫がデザインされたアイテムでいっぱいです。 

「ザ キャットウィスカーズ」（３階）“猫のひげ”を意味するアクセサリーショップです。 

「ディナート バイ スタンプネイル」（３階） お好きな猫のデジタルネイルアート。3,240円（税込） 

 

■４階特設会場  

「猫ピッチャー」パネル展 

漫画の人気場面を集めたパネル約５０枚を一挙に展示。猫として初のプロ野球投手、ミー太郎のあまり

にかわい過ぎる活躍ぶりをご紹介します。 

 

「猫ピッチャー」グッズ＆書籍販売 ※販売期間：８／１８～９／２、９／１５・１６・１７ 

「猫ピッチャー」グッズや既刊本のほか、新刊『猫ピッチャーのミラクル英会話』（中央公論新社／イラ

スト：そにしけんじ、監修：読売新聞英字新聞部）も販売予定です。 

 

そにしけんじ氏サイン会 

新刊発売に伴い、９月１６日（日）、「猫ピッチャー」作者のそにしけんじ氏がご来店します。サイン会

の詳細については、８月下旬に発表予定です。 

資料② 銀座ニャンタスティック・ワールド 

～MOCHA オープン×猫ピッチャー５周年記念～ 
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マロニエゲート銀座 2【銀座ニャンタスティック・ワールド】 
□■ メディア内覧会 参加申込書 ■□ 

 
内覧会プログラム（予定） 
■日時 2018年 8月 17日（金） 13：00～17：00 

■会場 マロニエゲート銀座 2／4階 （東京都中央区銀座３－２－１） 

■内容 12：30～ ご取材受付開始 ※４階特設会場の受付までお越しください。 

    13：00～ オープニングセレモニー／テープカット           

・株式会社ケイアイコーポレーション代表取締役社長 岩崎康二 

・株式会社マロニエゲート代表取締役社長 木村 透 

・ミー太郎（「猫ピッチャー」主人公） 

    13：10～【猫カフェ体験会】【特設会場見学（パネル展、グッズ・書籍販売）】 

          CAT CAFE MOCHA 銀座店の施設やサービスのご説明 

          期間限定フードメニューのご試食会 

           予定：「アンジェリーナ」モンブラン、「ビゴの店」サブレ 

              「ベビブレ」フレッシュジュース、「ルチアーノ・ビオ」ジェラート 

猫をモチーフにしたデジタルネイルプリントの体験会 

 予定：ネイルサロン「ディナート バイ スタンプネイル」がご希望の指１本に 

期間限定デザインをプリント 

    ※13：30より、一般のご招待客もご来店されます。 

    17：00  内覧会終了予定 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

内覧会につきまして、大変お手数ですが下記の「ご出席／ご欠席」に○をご記入の上、 

FAX またはメールにて  ８月３日（金）までにご返送ください。 
F A X： ０３⁻３５６２⁻２０４６      

MAIL： kaza561@m-gate23.com 

 ※上記締め切り以降のご連絡は、メールまたはお電話（03-3567-5649）でお願いします。 

 

８月 17日（金）メディア内覧会 【 ご出席 ・ ご欠席 】 
 
 

  

 
 

                                                     

■貴社名（メディア名）：            

■お名前・お役職： 

■ご連絡先：                                     

■人数：代表者様含め     名 

■撮影希望： （  スチール  ・  ムービー  ） 

■放送・掲載予定日： 

■個別取材のご要望  ㈱マロニエゲート社長ほか （  あり  ・  なし  ） 
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交通アクセスについて 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マロニエゲート銀座 2 
〒104-0061 

東京都中央区銀座 3丁目 2番 1号 

（営業時間 午前 11時～午後 9時） 

 

 

＜電車をご利用の方＞ 

JR山手線・京浜東北線「有楽町」駅 中央口より 徒歩 4分 

東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」駅 4番出口より 徒歩 2分 

東京メトロ丸ノ内線・銀座線・日比谷線「銀座」駅 C8出口より 徒歩 3分 

 

＜車でお越しの方＞ 

お近くのコインパーキングもしくは、当社の駐車場をご利用ください。 

ご利用代金は、ご負担いただきます。 

 

≪ 8月 17日（金）メディア受付場所 ≫ 

●マロニエゲート銀座 2 / 4F 特設会場 

●12時 30分より受付いたします。 

 

  

―取材についてのお問い合わせ― 

株式会社マロニエゲート広報担当  安齋美樹子 ・ 風穴麻衣子 

TEL：03-3567-5649   FAX：03-3562-2046 

 


