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『DOUBLE DECKER! ダグ＆キリル』の世界に浸る 90 分！  

「Derick’s Bar(デリックズバー) in アニON STATION」1月23日(水)よりスタート 

刑事たちが集う「あの店」の打ち上げパーティーで乾杯！ 

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、オリジナルアニメ『DOUBLE 

DECKER! ダグ＆キリル』との期間限定コラボイベント「Derick’s Bar(デリックズバー)in アニ ON STATION」を 2019 年 1 月 23

日(水)から東京・秋葉原、2 月 1 日(金)より名古屋、大阪で開催します。  

 

本イベントのコンセプトは、作中で SEVEN-O 特殊犯捜査係の刑事たちが集う店『Derick’s Bar(デリックズバー)』で事件解決後

に行われる「打ち上げパーティー」です。パーティーは主人公のダグとキリルの録りおろし乾杯メッセージから始まり、作品のプロモーション

映像や音楽が流れる中、オリジナルドリンク(全６種)や作中に登場したフードの再現メニューもあるオリジナルフード(全7種)などが楽し

めるほか、イベント限定イラストを使用したここでしか手に入らないオリジナルグッズも販売します。 

『Derick’s Bar』をイメージした空間に作品ファンが集い、まるでお客さま自身が“都市国家リスヴァレッタ”の市民となり、刑事たちの

打ち上げパーティーに紛れ込んだような気分で作品の世界に浸ることができるスペシャルイベントです。 

なお、本イベントの事前予約は特設サイトで 1 月 12 日(土)12:00 より受け付け、当日空席がある場合は店頭で受け付けをして

ご参加いただけます。 
 

イベント特設サイト：https://bandainamco-am.co.jp/cafe_and_bar/anionstation/special/dabudeka/ 

【詳細は次ページ以降をご覧ください】 
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ダグ＆キリルとの乾杯からスタート！音と映像で作品の世界に浸る 90分のプログラム！ 

刑事たちの「打ち上げパーティー」をコンセプトにしたオリジナルプログラムはたっぷり 90 分。アニＯＮだけの「録りおろし乾杯メッセージ」か

ら始まります。作品のプロモーション映像が大型モニターに流れる店内では、聴きたい楽曲をリクエストできる「リクエストの時間だ」、お客

さま参加型イベントで刑事たちの名シーン映像を選抜する「余興の時間だ」など、エンターテインメントをご用意しております。 

プログラム進行は、MCスタッフがラジオ番組さながらにナビゲート！リクエストチケットにご記入いただいた作品へのアツいメッセージのご紹

介なども行い、店内を盛り上げます。 
 

作中の「あのメニュー」や「SEVEN-Oの刑事たち」をイメージしたフード＆ドリンク！ 

『Derick’ｓ Bar』の店長デリックがふるまう「デリックスペシャル」など、作中に登場したメニューをはじめ、バーのメニューやおつまみをモチ

ーフにした各種フードを販売します。 

■オリジナルフード（全７種）※メインメニュー(4品)・サイドメニュー(3品) 

ノベルティ：オリジナルフードご注文につき、リクエストチケット(全 11 種)をランダムで 1 枚プレゼント 

≪メインメニュー 一例≫ ≪サイドメニュー 一例≫ 
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≪ リクエストチケット 一例 ≫ 

「リクエストの時間だ」 

オリジナルフード 1 品ご注文につき、リクエストチケット(全 11 種)をランダムで 1

枚プレゼントします。聴きたい楽曲をリストから選んでチケットに記入、専用

BOX へ投函しリクエストできます。半券部分は、来店記念にコレクションしてお

楽しみいただけます。 

 
「余興(よきょう)の時間だ」 

パーティーの余興としてお客さま参加型の「じゃんけん大会」を開催。勝ち残っ

たお客さまにくじを引いていただき、選ばれた刑事たちの名シーン映像が会場に

流れます。 

『キリルの誕生日(１月 23日)』を祝うアレンジメニューも登場！  

主人公の一人『キリル・ヴルーベリ』の誕生日(1 月 23 日)をお祝いして、

AKIHABARA 本店限定で 1 月 23 日(水)～1 月 31 日(木)の期間、

オリジナルフード「スイーツの盛り合わせ」にキリルのイラストがプリントされた

誕生日お祝いモナカを添えて販売します。 

デリックスペシャル 

1,100 円 

ナチョチップス 

600 円 
目玉焼きのせ W パンケーキ 

1,000 円 

※名シーン映像イメージ 

 

スイーツの盛り合わせ 900 円 



 

 

■オリジナルドリンク (全６種)  

ノベルティ：オリジナルドリンクご注文につき、オリジナルコースター(全 12 種)をランダムで 1 枚プレゼント 

 

 

≪ノベルティ 一例≫ 

 

 

乾杯をテーマにしたキャラクターの描きおこしイラストを使用したグッズ！ 

「打ち上げパーティー」を楽しんでいるSEVEN-Oの「刑事たち6人の描きおこしイラスト」を使用したオリジナルグッズのほか、池袋にある

テーマパーク「ナンジャタウン」でのコラボイベント『DOUBLE DECKER! ダグ＆キリル in ナンジャタウン』のグッズも販売します。 
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≪オリジナルグッズ 一例≫ 

 

※すべてノンアルコールドリンクです 

ピンク＆ルーキー 

700 円 

ボクサー＆ロボット 

700 円 

ベテラン＆カリアゲ 

700 円 

≪オリジナルドリンク 一例≫ 

 

アクリルミニチャームコレクション 

（全 6 種）※ランダム封入 

1 個 540 円 

マグバッジ 

（全３種） 

各 600 円 

アクリルジオラマスタンド（ミニキャラクター） 

（全３種） 

各 1,500 円 



 

 

来店特典をゲット！3回来店するとさらにスペシャルな特典が！ 

ご来店特典として、“都市国家リスヴァレッタ”の名所が描かれたリスヴァレッタ絵葉書(全 15 種)をランダムで 1 枚プレゼントします。 

さらに、初回ご来店時にお渡しするポイントカードにご来店ごとに押印するスタンプを３つ集めると、作中でデリックやミラがつけているスカ

ーフ留めをイメージしたアクリルバッジ(全 1 種)をプレゼントします。 

 
 

作品紹介：『DOUBLE DECKER! ダグ＆キリル』とは 

桂正和×サンライズが手掛けるオリジナルアニメーションで、2018 年 9 月 30 日(日)より TOKYO MX・BS11・MBS ほか配信サービ

スで放送された。また、本編の中で描かれることのなかった物語が『「DOUBLE DECKER! ダグ＆キリル」 EXTRA』として全３話制

作され、2019 年 2 月より順次配信される事が決定した。 
 

【ストーリー】 

都市国家リスヴァレッタ。二つの太陽が昇るこの街には、人々が平穏な生活を営むその影で、犯罪や違法薬物がはびこっている。中

でも致死率の高い危険な薬物「アンセム」は街に暗い影を落としていた。SEVEN-O 特殊犯捜査係──「アンセム」を専門に取り締

まるこの捜査機関は、二人一組のバディで行動する捜査体制「ダブルデッカーシステム」を敷き、その対応に当たっていた。 

経験豊富な捜査員ダグ・ビリンガム、そして彼の元へとやってきた実力未知数の捜査員キリル・ヴルーベリ。飄々とした掴みどころのな

いベテラン刑事と、やる気だけが空回りする新米刑事。 

型破りな二人の刑事の物語が今はじまる。 

「Derick’s Bar in アニ ON STATION」概要 

開催期間 開催店舗／所在地 

1 月 23 日(水)～３月 10 日(日) 

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 

※2/2(土)は、店舗都合により 20:30～22:00 の回のみ営業となります。 

2 月１日(金)～３月 10 日(日) 
アニ ON STATION 名古屋ビーカム栄店 

愛知県名古屋市中区栄 3-32-6 BECOME SAKAE 7F なぞともカフェ内 

2 月１日(金)～３月 10 日(日) 

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 

※2/18(月)・2/19(火)は、なんばパークス休館日のため、お休みとなります。 

入場料金 ご利用について 

600 円／ワンドリンクオーダー制 事前予約制 ※当日空席がある場合は店頭で受付可能 

イベント特設サイト https://bandainamco-am.co.jp/cafe_and_bar/anionstation/special/dabudeka/ 

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 

©SUNRISE/DD PARTNERS 

※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。 

『DOUBLE DECKER! ダグ＆キリル』の世界に浸る 90 分！  

「Derick’s Bar(デリックズバー) in アニ ON STATION」1 月 23 日(水)よりスタート 
添付資料(3/3) 

 ご来店特典：リスヴァレッタ絵葉書 
≪デザイン 一例≫ 

 

3回ご来店特典：アクリルバッジ 

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

