
報道関係各位 

NNeewwss  RReelleeaassee 
 

2018 年 9 月 4 日 

№14-P-056 

 

https://bandainamco-am.co.jp 
 

1,000 タイトル以上の初音ミク楽曲から、気分に合わせてセレクト！ 

新しい音楽との出会いを楽しめるミュージックカフェが期間限定オープン！ 

「初音ミク MUSIC CAFE」 

株式会社バンダイナムコアミューズメントが運営するエンターテインメント施設「アニ ON STATION」は、『初音ミク』の個性豊かで豊

富な楽曲を楽しめるミュージックカフェ「初音ミク MUSIC CAFE」を、東京・秋葉原で 2018 年 9 月 7 日(金)～10 月 21 日(日)の

期間限定でオープンします。 

本カフェでは、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開する『初音ミク』をはじめとするピアプロキャラクターズ※1 の楽曲を、防

音に優れた店内で高品質のスピーカーや大型モニターから流れるミュージックビデオで楽しめます。また、「初音ミク MUSIC CAFE」の

ために制作されたテーマソング「センシティブサマー / ZLMS feat.初音ミク」（作詞・作曲 ZLMS）をはじめ1,000タイトル以上の豊

富な楽曲は、店内の棚に LP レコードジャケット型にデザインされたパネルでご用意。ジャケットデザインからお客さまが気分に合わせてセ

レクトし、リクエストできるので、新しい楽曲との出会いも楽しめます。カフェメニューにはピアプロキャラクターズをモチーフにしたオリジナルド

リンクやフードが登場し、『初音ミク』の世界を堪能できます。 

さらに、イラストレーター如月憂さん描き下ろしのスポーツカジュアルファッションを身に纏ったピアプロキャラクターズのキービジュアルを使

用したオリジナルグッズも販売します。 

9 月 8 日(土)、9 日(日)はミュージックカフェのオープンを記念して、DJ の DJ'TEKINA//SOMETHING や八王子 P、雄之助など

クリエイターによるオープニングイベントを開催します。 

【詳細は次ページ以降をご覧ください】 
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※1 「初音ミク」「鏡音リン」「鏡音レン」「巡音ルカ」「MEIKO」「KAITO」の総称です。クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が手がけたバーチャル・シンガーソフトウ

ェアのキャラクターです。 

※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。 

※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。 

 

 

 

 

 



 

 

1,000 タイトル以上の楽曲から気分に合わせてセレクト！ 

店内では、「初音ミク MUSIC CAFE」のテーマソング「センシティブサマー / ZLMS feat.初音ミク」（作詞・作曲 ZLMS）をはじめ、

ボカロ楽曲レーベル『KARENT（カレント）』を中心とした 1,000 タイトル以上の楽曲からリクエストができ、大型モニターで一部の楽

曲のミュージックビデオも流れます。 

レコード店のレコード棚をイメージした店内の棚から自由に選んでリクエストできる、LP レコードジャケット型にデザインされた楽曲のパネ

ルをご用意。お気に入りの楽曲はもちろん、ジャケットデザインから気分に合わせてセレクトできるので、新たな楽曲との出会いも楽しめ

ます。 

センシティブサマー(feat. 初音ミク) / ZLMS ロミオとシンデレラ (feat. 初音ミク) / doriko 千本桜 (feat. 初音ミク) / WHITEFLAME 

ピアプロキャラクターズをモチーフにしたオリジナルカフェメニュー 

★オリジナルフード（全 5種） 

ノベルティ：ミニアクリルスタンド 1 つ（全 6 種ランダム配付） 

★オリジナルドリンク（全 6種） 

価格：各 750 円 ノベルティ：コルクコースター 1 つ（全 6 種）※ネギブラウンラテには付きません 
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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。 
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新しい音楽との出会いを楽しめるミュージックカフェが期間限定オープン！「初音ミク MUSIC CAFE」 
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≪メニュー 一例≫ 

≪メニュー 一例≫ 

ミクとルカの ちょっと一休み  
抹茶と桜の和風パフェ 

価格：800 円 

リンとレンの 今日はのんびり  
カルボナーラセット 
価格：1,000 円 

MEIKO のレッドベリーソーダ KAITO のブルーキュラソーソーダ 



 

 

スポーツカジュアルファッション姿の描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズ 

イラストレーター如月憂さん描き下ろしのキービジュアルイラストを使用したオリジナルグッズ（全 9 種）を販売します。 

 

クリエイターや DJ によるオープニングイベントを開催 

開 催 日：2018 年 9 月 8 日(土)、9 月 9 日(日) 12:00 開場／13:00 開演予定 

※公演時間は 5 時間前後を予定しています。 

会 場：アニ ON STATION AKIHABARA 本店 

料 金 /席 種：4,000 円/オールスタンディング ※別途１ドリンク代をいただきます。 

チケット販 売：LivePocket-Ticket-にて一般発売中（https://t.livepocket.jp/e/miku_dj） 

出 演 者：

≪2018 年 9 月 8 日(土)≫ 

 

 

 

 

 

 

and more... 

≪2018 年 9 月 9 日(日)≫ 

 

 

 

 

 

 

and more... 
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新しい音楽との出会いを楽しめるミュージックカフェが期間限定オープン！「初音ミク MUSIC CAFE」 
添付資料(2/3) 

≪オリジナルグッズ 一例≫ 

オリジナルシャープペン（全 6 種） 

価格：各 600 円 

アクリルキーホルダー（全 6 種） 

価格：各 1,000 円 

オリジナルボックスポーチ（全 1 種） 

価格：2,480 円 

DJ'TEKINA//SOMETHING さつき が てんこもり 鬱 P KAN TAKAHIKO GuySaaN 

八王子 P 雄之助 ATOLS Batsu Taahii 

DECO*27 

めろちん 

https://t.livepocket.jp/e/miku_dj


 

 

◆初音ミクとは 

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。

大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注

目を集め、今ではバーチャル・シンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。 

「初音ミク」をはじめとする「ピアプロキャラクターズ」のポータルサイト piapro.net（ピアプロドットネット）：http://piapro.net 

◆KARENT（カレント）とは 

KARENT はボーカロイド楽曲を専門に取り扱っているクリプトン・フューチャー・メディア運営のレーベル

で、iTunes Store や Amazon Music、Spotify をはじめとする配信ストアで、音楽ダウンロード販

売やストリーミング配信を行っています。 

気になった楽曲はアルバムページの「配信サイト一覧」から、お気に入りの配信サイトを選択してすぐに

購入できます。 

アニ ON STATION でリクエスト可能な楽曲はすべて、KARENT で配信中のアルバム！ 

お気に入りの一曲と出会ったら、KARENT にアクセスしてゲットしよう！ 

世界最大規模のボカロ楽曲レーベル『KARENT』公式サイト：https://karent.jp/ 

 

illustration by otomika  
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「初音ミク MUSIC CAFE」概要 

開催期間 入場料金 ご利用について 

2018 年 9 月 7 日(金)～10 月 21 日(日) 500 円 フリー入場制 

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/miku_cafe/ 

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 

http://piapro.net/
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