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ミリシタ 1 周年記念を秋葉原でお祝いしよう♪ 

『アイドルマスター ミリオンライブ！ シアターデイズ アニON劇場(シアター)カフェ』 

2018年 6月 29日(金)スタート‼ 

 

株式会社バンダイナムコアミューズメントが運営する『アニ ON STATION AKIHABARA 本店』は、スマートフォンゲームアプリ『アイド

ルマスター ミリオンライブ！ シアターデイズ』（通称：ミリシタ）のサービス開始 1 周年を記念して秋葉原で開催される『アイドルマスタ

ー ミリオンライブ！ シアターデイズ 1st anniversary in AKIHABARA 』に合わせて、『アイドルマスター ミリオンライブ！ シアターデ

イズ アニ ON 劇場(シアター)カフェ』を 2018 年 6 月 29 日(金)から 8 月 19 日(日)まで開催します。 

本イベントでは、“プロデューサーさん”と呼ばれるユーザーの皆さまからよせられた楽曲リクエストと熱いメッセージを MC がお届けするア

ニ ON STATION オリジナル番組「JUKE BOX ROCK ON!!」や、アニ ON STATION の担当ユニットである“トゥインクルリズム”をは

じめとするアイドルや楽曲等をモチーフにしたドリンクとフードが楽しめます。 

さらに、7 月 14 日(土)、15 日(日)はスペシャルトークショーを開催します。 

“プロデューサーさん”達が秋葉原のアニ ON STATION でつながり、共感し、ミリシタ 1 周年を祝い、楽しめるコラボカフェです。 

【詳細は次ページをご覧ください】 
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※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。 

※株式会社ナムコと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部門は 2018 年 4 月 1 日より株式会社バンダイナムコアミューズメントと

してスタートしました。 
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リクエストチケットで作品への熱い思いを語り、“プロデューサーさん”同士で交流！ 

「JUKE BOX ROCK ON!!」は、リクエストチケットでリクエストしたい楽曲をコメントと共に記入してリクエスト BOX へ投函！ 

“プロデューサーさん”の熱い思いが MC を通じて、店内のみんなに語られます。リクエストチケットの半券部分はアイドルたちが描かれてお

り、来店記念にコレクションしたり、店内の“プロデューサーさん”たちと交換して交流することもできます。 

※詳細は、イベント特設 WEB ページにて公開します。 

トークショーを 2 日間にわたり開催します。ニコニコ生放送でも一部放送予定です。 

詳細については、後日イベント特設 WEB ページにて公開します。 

★スケジュール 

≪2018年 7月 14日(土)≫ 

14:00 開演 トークショー（約60 分予定） 

17:00 開演 トークショー（約60 分予定） 

≪2018年 7月 15日(日)≫ 

14:00 開演 トークショー（約60 分予定） 

17:00 開演 トークショー（約60 分予定） 

★チケット 

料金／席種：3,500 円（ノンアルコール 1 ドリンク付き）／オールスタンディング 
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※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。※価格は全て税込です。 

※画像はイメージです。※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。 
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スペシャルイベントを開催！ 

「アイドルマスター ミリオンライブ！シアターデイズ アニ ON劇場(シアター)カフェ」概要 

開催期間 入場料金 ご利用について 

2018 年 6 月 29 日(金)～8 月 19 日(日) 500 円(ワンオーダー制) 事前予約制※期間中に変更する場合があります。 

開催店舗 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 

イベント特設WEB ページ https://bandainamco-am.co.jp/cafe_and_bar/anionstation/special/millionlive_theaterdays/ 

アニ ON STATION公式サイト https://bandainamco-am.co.jp/cafe_and_bar/anionstation/ 

アニ ON STATION公式 Twitter https://twitter.com/namco_anion 

リクエストチケットとは… 

ご入場時、およびコラボドリンクまたはフード 1 品ご注文につき、 

リクエストチケット(全 52 種)をランダムで 1 枚プレゼントします。 

楽曲やライブ映像の一部をセレクトしていただけます。 

≪コラボメニュー 一例≫ 

1 品ご注文につき、コラボドリンクにはコースター、コラボフードには B5 ランチョンマ

ットを 1 枚プレゼントします。 

≪オリジナルグッズ 一例≫ 

▲クリアストラップ（全 3 種） 

リクエストチケット 一例▶ 

▲ZETTAI × BREAK‼パンケーキ 

※B5 ランチョンマットはランダムで 1 枚プレゼント 

 

▲トゥインクルリズムのスタージンジャエール 

※こちらのドリンクは 3 種からランダムで 1 枚プレゼント 

https://bandainamco-am.co.jp/cafe_and_bar/anionstation/special/millionlive_theaterdays/
https://bandainamco-am.co.jp/cafe_and_bar/anionstation/
https://twitter.com/namco_anion
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『アイドルマスター ミリオンライブ！ シアターデイズ 1st anniversary in AKIHABARA 』とは 

スマートフォンゲームアプリ『アイドルマスター ミリオンライブ！ シアターデイズ』が 2018 年 6 月 29 日(金)にサービス開始 1 周年を

迎えることを記念して、2018 年 6 月 29 日(金)～7 月 16 日(月・祝)まで秋葉原で行われる 1 周年記念フェスティバルです。 

「アトレ秋葉原」、「アイドルマスターオフィシャルショップ  アトレ秋葉原店（アトレ秋葉原館内）」、「アニ ON STATION 

AKIHABARA 本店」、「アニメイト秋葉原」、「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」、「コトブキヤ秋葉原館」、「アキバ CO ギャラリー」

の各施設で作品関連展示、グッズ販売、施設のご利用ごとにもらえる購入特典の配布や、スタンプラリーを実施します。 

アイドルマスターオフィシャルショップが常設されている「アトレ秋葉原」は、7 月 15 日(日)まで館内外が「ミリシタ」仕様になる“館
やかた

ジ

ャック”が行われ、「アキバ CO ギャラリー」は七夕にちなんだ企画など各施設で注目の催しが盛りだくさんです。 

「アイドルマスターオフィシャルショップ」では、6 月 29 日(金)より「アイドルマスター ミリオンライブ！」の抽選くじ（1 回 500 円／4

等級はずれなし）がリニューアルして登場予定です。 

特設ページ：http://www.gift-gift.jp/event/201806_theaterdays_1st.html 

http://www.gift-gift.jp/event/201806_theaterdays_1st.html

