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『初音ミク』のミュージックカフェ第２弾が 1 月 30 日(水)オープン！ 

新しい音楽に出会えるミュージックカフェ「初音ミク MUSIC CAFE 2本目」 

カフェ限定イラストを使用したオリジナルグッズも販売！ 

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、2018 年秋に開催して好評

を博した『初音ミク』の個性豊かな楽曲が楽しめるミュージックカフェの第 2 弾として「初音ミク MUSIC CAFE 2 本目」を 1 月 30 日

(水)より東京・秋葉原、3 月 14 日(木)から名古屋と大阪に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、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。今回は、「One more time * One more time...」

（作編曲・作詞 かめりあ）を当カフェのテーマソングとし、開催にあわせてオリジナルムービーを制作。このテーマソングをはじめ、2,000

曲以上におよぶ豊富な楽曲を、店内の棚のレコードジャケット型パネルからお客さまの気分に合わせて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。 

また、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メニューが楽しめるほか、イラストレーター如月憂さん描き下ろし

のカフェ限定イラストを使用したオリジナルグッズも販売します。 

2 月 2 日(土)にはミュージックカフェのオープンを記念し、楽曲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。詳細はイベント特

設ページをご覧ください。 

イベント特設ページ：https://bandainamco-am.co.jp/cafe_and_bar/anionstation/special/miku_cafe2/ 

【詳細は次ページをご覧ください】 
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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。 
 

https://bandainamco-am.co.jp/cafe_and_bar/anionstation/special/miku_cafe2/


 

 

新しい音楽と出会うチャンス！選べる楽曲は 2,000曲以上！ 

「初音ミク MUSIC CAFE 2 本目」のテーマソング「One more time * One more time...」(作編曲・作詞 かめりあ)をはじめ、

ボカロ楽曲レーベル『KARENT(カレント)』を中心とした 2,000 曲以上の豊富な楽曲からリクエストができ、店内の大型モニターで一

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棚からレコードジャケット型パネルを選んで楽曲のリクエストができます。お気に入りの楽曲はもちろ

ん、ジャケットデザインからも気分に合わせて選べるので、新たな楽曲との出会いも楽しめます。 

 

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 個（A:6 種/B:6 種・全 12 種) ※A/B お選びいただき、その中よりランダム配付 

 

★オリジナルドリンク（全 6種） 

ノベルティ：コルクコースター1 枚（A:６種/B:６種・全 12 種） 

※モチーフのキャラクターに合わせて A/B より１枚お選びいただけます。 ※「ねぎ青りんごドリンク」はノベルティプレゼント対象外です。 
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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。 

『初音ミク』のミュージックカフェ第２弾が 1 月 30 日(水)オープン！ 

新しい音楽に出会えるミュージックカフェ「初音ミク MUSIC CAFE 2 本目」 
添付資料(1/3) 

One more time * One more time... 

作編曲・作詞 かめりあ 

センシティブサマー(feat. 初音ミク)  

作曲・作詞 ZLMS 

 

ミクとルカの ちょっと一休み  
抹茶と桜の和風パフェ 

800 円 

KAITO と MEIKO の 
お出かけハンバーガープレート 

1,000 円 

ミクのブルーグリーンモヒート 

750 円 

リンとレンのイエロージンジャーエール 

750 円 

＜オリジナルフード 一例＞ 

＜オリジナルドリンク 一例＞ ドリンク用ノベルティ＜A＞ 

 

※B は『初音ミク MUSIC CAFE』で配付したものと同じ絵柄です 

※B は『初音ミク MUSIC CAFE』で配付したものと同じ絵柄です 

フード用ノベルティ＜A＞ 

千本桜 (feat. 初音ミク)   

作編曲・作詞 WHITEFLAME 

 



 

 

 

イラストレーター如月憂さんによるカフェ限定イラストを使用したオリジナルグッズ 

描き下ろしイラストで初音ミクが着用している、ネギがワンポイントの「ネギキャップ」など、当カフェ限定のグッズを販売します。 

 

クリエイターや DJ によるオープニングイベントを開催！ 
 

初音ミク MUSIC CAFE 2本目 オープニング DJ イベント 

開 催 日：2019 年 2 月 2 日(土) 13:00 開場／14:00 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_2） 

出 演 者：  

【クリエイター/DJ】 

 

and more... 
 

【VJ】 

Routes 

KITUNE 
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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。 

『初音ミク』のミュージックカフェ第２弾が 1 月 30 日(水)オープン！ 

新しい音楽に出会えるミュージックカフェ「初音ミク MUSIC CAFE 2 本目」 
添付資料(2/3) 

＜グッズ 一例＞ 

ネギキャップ(全 1 種) 

3,939 円 

ラバーバンドコレクション(全 6 種) 

※ランダム封入 

1 個 600 円 

アクリルキーホルダーvol.２(全6種) 

各 1,000 円 

かめりあ Misumi 

https://t.livepocket.jp/e/miku_2


 

 

◆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/ 

 

「初音ミク MUSIC CAFE 2本目」概要 

開催期間 開催店舗／所在地 

1 月 30 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 

3 月 14 日(木)～4 月 2 日(火) 
アニ ON STATION 名古屋ビーカム栄店 

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

3 月 14 日(木)～4 月 2 日(火) 
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 

入場料金 ご利用について 

500 円 フリー入場制 

イベント特設ページ https://bandainamco-am.co.jp/cafe_and_bar/anionstation/special/miku_cafe2/  

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 
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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。  
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添付資料(3/3) 
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