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思い出を振り返ろう！選ばれし子どもたちがあなたをパーティーにご招待！  

『デジモンアドベンチャー tri.』 MUSIC CAFE  

in アニ ON STATION Final Party! 
2018年 4月 18日(水)より、秋葉原、名古屋、大阪、札幌、博多で開催決定！ 

 

株式会社ナムコは、次世代キャラクターカフェ『アニ ON STATION』にて、ついに最終章を迎える“デジモンア

ドベンチャーtri. 第 6 章「ぼくらの未来」”（5 月 5 日(土)より劇場上映）とのコラボレーションカフェ「『デジモン

アドベンチャー tri.』 MUSIC CAFE in アニ ON STATION Final Party!」を全国 5 か所にて開催します。 

 

本イベントは、作中の選ばれし子どもたちがファンを招いて開催したパーティーをコンセプトに、今までの彼ら

の活躍や思い出を映像や音楽で振り返りながら、選ばれし子どもたちとパートナーデジモンをそれぞれイメージし

たコラボドリンク、劇中シーンや主題歌「Butter-Fly～tri.Version～」をモチーフにしたコラボフードが楽しめます。

また、パーティーに合わせ”おめかし”した各キャラクターの描き下ろしイラストを使用したフォトスポットが登

場し、オリジナルグッズも販売します。 

選ばれし子どもたちとパートナーデジモンの素敵なパーティーに参加し、デジモンファンの憩いの場として楽し

めるイベントです。 

イベントの詳細は 2 枚目以降をご覧ください。 

 

 

※ニュースリリースの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。 

※弊社は 2018 年 4 月 1 日より、株式会社バンダイナムコエンターテインメントのアミューズメント機器事業を統合した「株式会社バン

ダイナムコアミューズメント」に変わります。 
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思い出を振り返る特別プログラム！ 

イベントでは 2 つのプラン「カフェタイム」と「パーティータイム」をご用意！ 

「カフェタイム」では、店内に流れる『デジモンアドベンチャー tri.』の音楽を聴きながら、ゆっくりとコラボメ

ニューを楽しめます。 

「パーティータイム」では、“アニ ON STATION 特別プログラム”としてオリジナル番

組をお送りします。番組では、MC による進行でキャラクターボイスによるパーティー

開催のあいさつやこれまでのエピソードを振り返るクイズコーナー、デジモンたちの進

化シーンをまとめた映像の公開など、ファンが一体となって楽しめます。 

また、入場セットにはキャラクターがデザインされた「ウェルカムカード(全 1 種)」が

1 枚付いてきます。パーティータイムには入場時にウェルカムドリンクがふるまわれ、 

キャラクターの掛け声と共にみんなで乾杯を楽しむことができます。 
※札幌エスタ店、博多バスターミナル店はパーティータイムのみとなります。 

 

キャラクターや劇中シーンなどをイメージしたコラボメニュー！ 
 

★コラボドリンク（全 9 種） 

コラボドリンク 1 品ご注文につき、各ドリンクのモチーフとなった選ばれし子供たち＆パートナーデジモンをデザ

インしたデジヴァイス型コースターを 1 枚プレゼントします。 
※1 期と 2 期でメニューが入れ替わります。店舗により期間が異なります。詳しくは添付資料 3 枚目をご覧ください。 
 

＜メニュー（全 9 種）＞ 

【1 期・2 期】 【2 期】 【1 期】 

太一とアグモンのマンゴーソーダ 

価格：700 円 

ヤマトとガブモンのラムネソーダ 

価格：700 円 

空とピヨモンの 

ストロベリードリンク 

価格：700 円 

【2 期】 【1 期】 【1 期】 

光子郎とテントモンの 

バイオレットソーダ 

価格：700 円 

タケルとパタモンのレモネード 

価格：700 円 

ミミとパルモンの青りんごソーダ 

価格：700 円 

【1 期】 【2 期】 【2 期】 

丈とゴマモンのグレフル＆ベリー 

価格：700 円 

ヒカリとテイルモンの 

ピンクグレープフルーツ 

価格：700 円 

芽心とメイクーモンの 

オレンジティー 

価格：700 円 

 

※商品、特典は数に限りがございますので品切れの際はご容赦ください。※価格は全て税込です。※画像はイメージです。 

※ニュースリリースの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
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★コラボフード 

コラボフード 1 品ご注文につき、描き下ろしイラストをデザインしたクリアブロマイド（全 9 種）をランダムで 1

枚プレゼントします。 
※2 期からスペシャルメニューを追加します。詳細については、アニ ON STATION 公式サイトで後日お知らせします。 
 

＜メニュー 一例＞ 

  

選ばれしこどもたち 

価格：1,000 円 

Butter-Fly 

価格：1,000 円 

 ＜クリアブロマイド一例（全 9 種）＞ 

デジタルワールド 

価格：1,000 円 

 

オリジナルグッズとスペシャルなお土産グッズ！ 

描き下ろしイラストを使用したアニ ON STATION 限定のオリジナルグッズ、またパーティーをイメージしたスペシ

ャルなお土産グッズを販売します。 

さらにグッズを 1,000 円お買い上げ毎に、描き下ろしイラストをデザインしたクリアブロマイド（全 9 種）をラン

ダムで 1 枚プレゼントします。 

※グッズの詳細については、アニ ON STATION 公式サイトで後日お知らせします。 

※クリアブロマイドは、コラボフードのノベルティと同一です。 

 

フォトスポットで記念写真を撮ろう！ 

選ばれし子どもたちの等身大パネルと一緒にパーティーの記念写真が撮れるフォトスポットを設置します。 

また、パートナーデジモンの等身大ぬいぐるみも展示します。 

※札幌エスタ店、博多バスターミナル店はフォトスポットがございません。あらかじめご了承ください。 

 

 

 

※商品、特典は数に限りがございますので品切れの際はご容赦ください。※価格は全て税込です。※画像はイメージです。 

※ニュースリリースの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
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「アニ ON STATION」とは 
株式会社ナムコが運営する、アニメやゲームの映像や音楽、アニソンを楽しみながら、作品をモチーフとしたコラ

ボメニューが味わえる“次世代キャラクターカフェ”です。ご来店いただいたお客さまによる楽曲のリクエスト投

票などにより、その時しか体験できないライブ感のある空間をお客さまと一緒に創り出します。 

 

*アニ ON の“ON”は「音」と、同社がアニソンファンの心の「スイッチをＯＮ」することの 2 つを表現しています。 

「デジモンアドベンチャー tri.」とは 
「デジモンアドベンチャー」15 周年を記念して製作、初代「デジモンアドベンチャー」シリーズの続編。全 6 章で

描く最新作『デジモンアドベンチャー tri.』(配給：東映アニメーション・東映・製作：東映アニメーション)。第 5

章「共生」までの累計興行収入は 7.5 億円、動員数 48 万人を記録しヒットを続けている。最終章となる第 6 章「ぼ

くらの未来」は 2018 年 5 月 5 日(土)より劇場上映される。 
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「『デジモンアドベンチャー tri.』 MUSIC CAFE in アニ ON STATION Final Party!」開催店舗一覧 

店名 所在地 

アニ ON STATION AKIHABARA 本店 
東京都千代田区外神田 3-1-16 ダイドーリミテッドビル 1F 

開催

期間 

1 期：4 月 18 日(水)～5 月 4 日(金･祝) 

2 期：5 月 5 日(土･祝)～5 月 27 日(日) 公式 Twitter https://twitter.com/anion_akihabara 

アニ ON STATION 名古屋ビーカム栄店 
愛知県名古屋市中区栄 3 丁目 32-6 BECOME SAKAE 7F なぞともカフェ内 

開催

期間 

1 期：5 月 9 日(水)～5 月 20 日(日) 

2 期：5 月 21 日(月)～6 月 3 日(日) 公式 Twitter https://twitter.com/anion_bsakae 

アニ ON STATION なんばパークス店 
大阪府大阪市浪速区難波中 2-10-70 なんばパークス 6F なぞともカフェ内 

開催

期間 

1 期：5 月 9 日(水)～5 月 20 日(日) 

2 期：5 月 21 日(月)～6 月 3 日(日) 公式 Twitter https://twitter.com/anion_namba 

アニ ON STATION 札幌エスタ店 
北海道札幌市中央区北 5 条西 2-1-1 札幌エスタ 9F 

開催

期間 

1 期：5 月 12 日(土)～5 月 20 日(日) 

2 期：5 月 21 日(月)～6 月 3 日(日) 公式 Twitter https://twitter.com/sapporo_anion 

アニ ON STATION 博多バスターミナル店 
福岡県福岡市博多区博多駅中央街 2-1 博多バスターミナル 7F 

開催

期間 

1 期：4 月 28 日(土)～5 月 8 日(火) 

2 期：5 月 9 日(水)～5 月 20 日(日) 公式 Twitter https://twitter.com/anion_hakata 

入場料金 プログラム所要時間 「アニ ON STATION」公式 HP 

【カフェタイム】 

入場セット A：300 円 

(ワンオーダー制) 

90 分 

(完全入替・事前予約制) 
http://www.namco.co.jp/cafe_and_bar/anionstation/ 

【パーティータイム】 

入場セット B：500 円 

(ワンオーダー制) 

90 分 

(完全入替・事前予約制) 
公式 Twitter https://twitter.com/namco_anion 

 

 

※商品、特典は数に限りがございますので品切れの際はご容赦ください。※価格は全て税込です。 

※ニュースリリースの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。 
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