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ウルトラマンシリーズ初！楽曲と映像が溢れるミュージックカフェがオープン 

「ULTRAMAN Music Café」１2 月 13 日(木)より期間限定で開催！ 

～「ウルトラセブン」「ウルトラマンゼロ」などを展示したフォトスポットも！～ 

 

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、円谷プロダクションが制作する、

国民的特撮ヒーロー作品「ウルトラマンシリーズ」との初のミュージックカフェ「ULTRAMAN Music Café」を、東京・秋葉原にある

AKIHABARA 本店にて 2018 年 12 月 13 日(木)～2019 年 1 月 27 日(日)の期間限定でオープンします。 

 

本カフェは、1966 年にテレビ放送された『ウルトラマン』から現在放送中の『ウルトラマンＲ／Ｂ（ルーブ）』まで、シリーズ作品の主

題歌や戦闘シーンなど劇中の音楽が楽しめるウルトラマンシリーズ初のミュージックカフェです。オリジナルプログラム「ULTRA TIME！」

では、お客さまのメッセージや楽曲リクエストを MC がラジオ番組さながらに軽快なトークで紹介し、音楽とともにオープニング映像や劇中

の戦闘映像が店内の大型モニターで楽しめます。 

また、キャラクターをモチーフにしたドリンク(前期 7 種・後期 7 種)やオリジナルフード(全 3 種)、オリジナルグッズも販売。さらに店内で

はキャラクターを期間ごとに展示。前期(12 月 13 日(木)～12 月 31 日(月))は、「ウルトラセブン」「ウルトラマンゼロ」などが登場しま

す。どの世代の方でも放送当時を振り返りながら音楽で「ウルトラマンシリーズ」の世界を堪能できるミュージックカフェです。 
 

特設サイト：https://bandainamco-am.co.jp/cafe_and_bar/anionstation/special/ultraman_music_cafe/ 

 

【詳細は次ページをご覧ください】 

©円谷プロ ©BANDAI NAMCO Amusement Inc. 

※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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楽曲リクエストと劇中の戦闘映像で盛り上がる！店内番組「ULTRA TIME！」 

毎日 1 時間ごとに約 20 分間実施する、オリジナルプログラム「ULTRA TIME！」は、リクエストチケットを使ってお客さまからいただいた

楽曲のリクエストやメッセージを、MC がラジオ番組さながらに軽快なトークでピックアップしてお届けする店内番組です。1966 年から放

送開始した『ウルトラマン』、翌 67 年の『ウルトラセブン』に代表されるシリーズ初期の「レジェンドヒーロー」、1996 年の『ウルトラマンティ

ガ』から始まった平成を代表する「ニューヒーロー」、そして『ウルトラマンギンガ』(2013 年)～最新作『ウルトラマンＲ／Ｂ』(2018 年)ま

での新世代、「ニュージェネレーションヒーローズ」と、全ウルトラマンシリーズの楽曲が高音質のスピーカーを通して大音量で流れ、オープ

ニング※1 や劇中の戦闘映像も店内の大型モニターで楽しめます。 

「ULTRA TIME！」のタイムスケジュールは、特設サイトをご覧ください。 
 

 

各作品や必殺技をモチーフにしたオリジナルカフェメニュー 

オリジナルドリンクは、開催期間の前期と後期でメニューが入れ替わります。後期ドリンクメニューの詳細は、特設サイトで後日お知らせ

します。 

前期：2018 年 12 月 13 日(木)～12 月 31 日(月) 

後期：2019 年 1 月 3 日(木)～1 月 27 日(日) 

★オリジナルカフェメニューを 1 品ご注文につき、ペーパースクウェアカード(全 21 種)とリクエストチケット(全 21 種)をそれぞ

れランダムで 1 枚ずつプレゼントします。 
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※1 流れるオープニング映像は前期・後期で異なります。詳しくは特設サイトをご確認ください。 

※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。 ※価格は全て税込です。 ※画像はイメージです。 
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リクエストチケットとは… 

ご入場時、およびオリジナルカフェメニュー1 品ご注文につき、リクエストチケット(全 21 種)をランダムで 1 枚プレゼントします。リクエ

スト楽曲とメッセージを記入し、店内設置のリクエストBOXへ投函してください。シリーズの場面写真があしらわれた半券部分は来

店記念にコレクションしたり、店内のお客さま同士で交換して交流することもできます。 

 リクエストチケット 一例▼ 

ドリンク（前期：全 7 種） 各 700 円 

『ウルトラマン』 

ドリンク 

『ウルトラマンゼロ』 

ドリンク 

『ウルトラマンジード』 

ドリンク 

＜メニュー 一例＞ 



 

 

 

シリーズをモチーフにしたオリジナルグッズ 6 種を販売！ 

ニューヒーローやニュージェネレーションなど歴代のシリーズ作品をモチーフとしたグッズのほか、防衛チーム・科学特捜隊やウルトラ警備隊

をモチーフにしたオリジナルグッズも販売。さりげなくファンをアピールできるアイテムも登場します。 

 

歴代キャラクターを展示！前期はウルトラセブン・ウルトラマンゼロの親子とダイナが登場！ 

店内の展示スペースでは、歴代キャラクターを展示します。展示内容は前期と後期で入れ替えとなります。 

後期の展示内容は特設サイトで後日お知らせします。 

前期(12 月 13 日(木)～31 日(月))：ウルトラセブン、ウルトラマンダイナ、ウルトラマンゼロ 
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フード（通期：全 3 種） 

 

『レジェンド』 
フード 

1,000 円 

『ニューヒーロー』 
フード 

1,200 円 

※オリジナルカフェメニュー1 品ご注文につきランダムで 1 枚プレゼントします。 

ペーパースクウェアカード (全 21 種) 

『ニュージェネレーション』 
デザート 

1,000 円 

オリジナルグッズ 一例 

科学特捜隊専用スプーン 

900 円 

ドッグタグチャーム(全 6 種)  

※ランダム封入 

各 600 円 

バッグタグ(全 6 種) 

各 1,000 円 
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「ULTRAMAN Music Café」概要 

開催期間 営業時間 

前期：2018 年 12 月 13 日(木)～12 月 31 日(月)              

後期：2019 年 1 月 3 日(木)～1 月 27 日(日)                  

※1 月 1 日(火・祝)、1 月 2 日(水)は店休日 

11:30～22:00（ラストオーダー 21:30） 

※12 月 30 日(日)、31 日(月)は、11:30～18:00 

（ラストオーダー 17:30） 

入場料金 ご利用について 

500 円(ワンオーダー制) フリー入場※混雑時は時間制限有(90 分) 

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 

特設サイト https://bandainamco-am.co.jp/cafe_and_bar/anionstation/special/ultraman_music_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 

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