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「バンやろ」のスペシャル映像や楽曲が楽しめるカフェ 

「バンドやろうぜ！GIG CAFE」期間限定オープン！ 

2018 年 12 月 13 日(木)～2019 年１月 27 日(日) 

株式会社バンダイナムコアミューズメントが運営する次世代キャラクターカフェ「アニ ON STATION」は、リズムゲームアプリ『バンドやろ

うぜ！』（以下、バンやろ）とのコラボカフェ「バンドやろうぜ！GIG CAFE」を東京・秋葉原の AKIHABARA 本店で 2018 年 12 月

13 日(木)～2019 年１月 27 日(日)まで期間限定でオープンします。 

 本カフェでは、アニ ON の良質な音響システムで「バンやろ」のアツい楽曲をライブハウスさながらの迫力で楽しめ、店内番組「JUKE 

BOX ROCK ON」ではお客さまのメッセージ付き楽曲リクエストを番組MCが軽快なトークで紹介します。イベント期間中の土日および

祝日は、過去に開催された音楽ライブイベント「バンドやろうぜ！1st Anniversary DUEL GIG」、「『バンドやろうぜ！』ドリームマッチ 

デュエル・ギグ 2018 春∞宴[炎] SHUN-EN」の模様を特別編集したスペシャル映像(全 4 種)を鑑賞できる「バンドやろうぜ！ GIG 

CAFE 映像鑑賞会」を開催します。 

 また、作中に登場するバンド「BLAST」「OSIRIS」「Fairy April」「Cure²Tron」をモチーフにしたコラボフードやコラボドリンクがカフェ

メニューとして登場し、オリジナルグッズ(全 3 種)も販売します。さらに、本イベントを記念して、豪華ゲストが登場するスペシャルイベント

(全 2 回)を開催。12 月 30 日(日)は「バンドやろうぜ！」作品関係者の皆様をゲストに迎え、「バンやろ」の音楽映像が堪能できるオ

ールナイトイベントを開催します。 

【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。 

 

 

 

 

 

 



 

 

お気に入りの楽曲をリクエストしよう！店内番組「JUKE BOX ROCK ON」 

「JUKE BOX ROCK ON」は、リクエストチケットを使ってお気に入りの楽曲のリクエストやメッセージを投稿できる店内番組です。 

リクエストチケットに「バンやろ」のお気に入りの楽曲とメッセージを記入して店内のリクエスト BOX に投函すると、お客さまの「バンやろ」へ

の熱い思いが番組MCを通じて紹介され、店内の大型モニターから流れる映像や高品質のスピーカーを使ったライブハウスさながらの大

音量の音楽で「バンやろ」の世界に浸り、楽しむことができます。 

 

土日祝日限定！音楽ライブの模様を特別編集したスペシャル映像を鑑賞できるプログラム 

イベント期間中の土日および祝日限定で、2017 年 11 月に開催された「バンドやろうぜ！1st Anniversary DUEL GIG」、2018

年 4 月に開催された「『バンドやろうぜ！』ドリームマッチ デュエル・ギグ 2018 春∞宴[炎] SHUN-EN」の両ライブの模様を特別編集

したスペシャル映像を鑑賞できるプログラム「バンドやろうぜ！ GIG CAFE 映像鑑賞会」を開催します。 
 

 

バンドやろうぜ！ GIG CAFE 映像鑑賞会 

・プログラムは各回 150分の完全入れ替え制です。 

・150分のうち、スペシャル映像鑑賞タイムは大ボリュームの 60分！ 

・その他、楽曲リクエスト可能な「JUKE BOX ROCK ON」タイムや、フリータイム、お楽しみ企画などもりだくさん！ 

※「バンドやろうぜ！1st Anniversary DUEL GIG」2 種、「『バンドやろうぜ！』ドリームマッチ デュエル・ギグ 2018 春∞宴[炎] 

SHUN-EN」2 種の全 4 種のうち、1 回のプログラムで 1 種が流れます。 

※「バンドやろうぜ！1st Anniversary DUEL GIG」の映像での公開は初となります。 

※プログラムの参加には事前予約が必要です。 
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≪リクエストチケットとは≫ 

入場時に 1 枚、CD ジャケットデザインのリクエストチケット(全 12 種)をプレゼントし、追加は 1 枚 200 円で販売します。(※チケット

の絵柄はランダムです)半券は来店記念にコレクションしたり、お客さま同士で交換するなどして楽しめます。 

≪リクエストチケット 一例≫ 

＜参加方法＞ 

「バンドやろうぜ！ GIG CAFE 映像鑑賞会」の参加は事前予約が必要となり、参加予約抽選の申込をイベント特設ページにて

受付けます。 

回によって流れるスペシャル映像が異なりますので、イベント特設ページ内スケジュールをご確認の上、お申し込みください。 
 

チケット料金：3,000 円（リクエストチケット 5 枚付き） 

参加予約抽選の申込期間：2018 年 11 月 29 日(木)22 時～12 月 5 日(水)18 時 

当選発表：2018 年 12 月 5 日(水)20 時予定 

入金期間：12 月 5 日(水)20 時～12 月 8 日(土)23 時 59 分 

一般販売：12 月 9 日(日)12 時～ 

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

https://bandainamco-am.co.jp/cafe_and_bar/anionstation/special/banyaro_cafe/


 

 

豪華ゲスト出演のスペシャルイベントを開催！ 

12 月 10 日(月)、30 日(日)に、豪華ゲストが出演するスペシャルイベントを開催。トークを中心としたさまざまな企画を予定しており、

12 月 30 日(日)は「バンドやろうぜ！」総合プロデューサーの足立氏や作品関係者をゲストに迎え、「バンやろ」の音楽映像が堪能で

きるオールナイトイベントを開催します。 

参加方法などの詳細は、イベント特設ページにてお知らせします。 

※12 月 10 日(月)は、コラボフード＆ドリンクのご提供はありません。あらかじめご了承ください。 
 

作中に登場する４バンドをモチーフにしたコラボフード＆ドリンク 

★オリジナルフード（全４種）各 1,000円 

１品ご注文につき、アクリル製ネームプレート（全 16 種）をランダムで１つプレゼントします。 

 

★オリジナルドリンク（全 4種） 各 700円 

ドリンク１品ご注文につき、オリジナルコースター（全 16 種）をランダムで１枚プレゼントします。 
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【BLAST】 
いつだって青春したいバーガー 

【OSIRIS】 
メジェドカレー 

≪ノベルティ 一例≫ ≪メニュー 一例≫ 

 
≪メニュー 一例≫ 

【Fairy April】 
Fairy GO! ドリンク 

【Cure² tron】 
ぐるぐるドリンク 

≪ノベルティ 一例≫ 



 

 

オリジナルグッズを販売！ 

アニ ON オリジナルグッズ(全 3 種)のほか、ドリンクマーカーセットなどキャラポップストア※1 のオリジナルグッズの一部を販売します。 

 

※1キャラポップストアとは… 

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メやゲームの世界観をお楽しみいただけるイベントショップです。 

キャラポップストア公式サイト：https://bandainamco-am.co.jp/chara_shop/ 
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「バンドやろうぜ！GIG CAFE」 概要 

開催期間 

2018 年 12 月 13 日(木)～2019 年１月 27 日(日)  ※1 月 1 日、1 月 2 日は店休日 

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 

＜カフェ営業＞ 

入場料 ご利用について 

500 円 

ワンオーダー制/リクエストチケット 1 枚付 
フリー入場※混雑時は時間制限有(90 分) 

＜映像鑑賞会＞ 

入場料 ご利用について 

3,000 円 

リクエストチケット 5 枚付 
事前予約制 

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

＜オリジナルグッズ 一例＞ 

カットイン缶バッジコレクション(全 16 種) 
※ランダム封入 

価格：1 個 500 円 

インスタントフォト風カードコレクション(全 32 種) 
※ランダム封入 

価格：1 枚 500 円 

https://bandainamco-am.co.jp/cafe_and_bar/anionstation/special/banyaro_cafe/
https://bandainamco-am.co.jp/cafe_and_bar/anionstation/
https://twitter.com/namco_anion

