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テレビアニメ『ワケミニ』初のコラボカフェ！3 月 13 日(水)より期間限定オープン！  

「アイドルマスター SideM 理由
ワ ケ

あってMini! Music Cafe!」 

あの 5 人のアイドルの描き下ろしイラストも登場！  

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、「アイドルマスター SideM」に

登場するアイドルたちが Mini サイズになって活躍するショートアニメ『アイドルマスター SideM 理由
ワ ケ

あって Mini!』（以下、ワケミニ）と

のコラボカフェ「アイドルマスター SideM 理由
ワ ケ

あって Mini! Music Cafe!」を、3 月 13 日(水)より東京・秋葉原、5 月 16 日(木)

より名古屋、大阪にて期間限定でオープンします。 

本カフェは、テレビアニメ『アイドルマスター SideM 理由
ワ ケ

あって Mini!』初のコラボカフェとなり、「ワケミニ」だけでなく「アイドルマスター 

SideM」の豊富な楽曲のほか、アプリ内ミュージックビデオ、イベント「THE IDOLM@STER SideM 3rdLIVE TOUR ～

GLORIOUS ST@GE!～」のライブ映像も大画面で楽しめるミュージックカフェです。 

コラボカフェメニューでは、アニメ内のワンシーンをイメージしたフードや、各ユニットをモチーフにしたドリンクのほか、3 月から 6 月に誕生

日を迎えるアイドルのグッズやケーキがセットになったバースデープランを数量限定でご用意。この期間だけの特別なメニューで担当アイド

ルの誕生日をお祝いできます。 

また、本カフェ限定ビジュアルとして、カフェ店員風の衣装を身にまとった鷹城恭二、秋山隼人、橘志狼、大河タケル、兜大吾の 5人

のアイドルの描き下ろしイラストが登場。このイラストを使用したアニ ON STATION だけのオリジナルグッズを販売します。 

さらに、3 月 30 日(土)、31 日(日)は、AKIHABARA 本店にて天道輝役の仲村宗悟さんをはじめとしたキャストの皆さんをお招き

し、公開ニコニコ生放送「ワケミニなま！スペシャル」を開催します。 

なお、本カフェのご利用は予約制となり、本日２月 21 日(木)12 時よりイベント特設サイトにて抽選予約を受け付けます。 

イベント特設サイト：https://bandainamco-am.co.jp/cafe_and_bar/anionstation/special/sidem-wakemini-music_cafe2019/ 

【詳細は次ページ以降をご覧ください】 

©BNEI／WakeMini 
※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/sidem-wakemini-music_cafe2019/


 

 

天道輝の録り下ろしボイスでスタート！店内番組「JUKEBOX ROCK ON」 

天道輝の録り下ろしボイスで始まる「JUKEBOX ROCK ON」は、リクエストチケットで募集した楽曲や映像を、“プロデューサー”※1 から

いただいたアツいコメントとともに MC スタッフがラジオ番組さながらに紹介するオリジナルプログラムです。「ワケミニ」の楽曲はもちろん、『ア

イドルマスター SideM』の楽曲やアプリ『アイドルマスター SideM LIVE ON ST@GE！』内のミュージックビデオ、さらに全ユニットが

出演した「THE IDOLM@STER SideM 3rdLIVE TOUR ～GLORIOUS ST@GE!～」幕張公演のライブ映像など、全 250 以

上のコンテンツからリクエストでき、店内が一体となって盛り上がります。 

 

アイドルや「ワケミニ」のワンシーンをイメージしたコラボカフェメニューを販売 

★コラボフード（期間共通 1種、前期３種、後期 3種：全７種） 

テレビアニメ「ワケミニ」のワンシーンをイメージしたフードなど、全 7 種をご用意。フードメニューの一部は前期(3/13～4/17)※2 と後期

(4/18～5/19)※2 で入れ替わります。後期フード詳細は、後日イベント特設サイトでお知らせします。 

【ノベルティ】A4 サイズランチョンマット 1 枚(全 7 種) ※コラボフード 1 品ご注文ごとに、指定のランチョンマットを 1 枚プレゼント 

  

★コラボドリンク  各 700円（期間共通 1種、前期５種、中期５種、後期５種：全 16種） 

315プロダクション所属の各ユニットをモチーフにしたドリンクを販売します。ドリンクメニューの一部は前期(3/13～4/3)※2中期(4/4～

4/25)※2、後期(4/26～5/19)※2 で入れ替わります。中期・後期のドリンク詳細は、後日イベント特設サイトでお知らせします。 

【ノベルティ】コースター1 枚(全 46 種)   

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©BNEI／WakeMini 

※1 『アイドルマスター SideM』は、ユーザーがプロデューサーとしてアイドルをプロデュースするため、作品のファンのことを“プロデューサー”と呼びます。 
※2 コラボフード・コラボドリンクの販売スケジュールは AKIHABARA 本店のものです。名古屋店・なんば店の販売スケジュールはイベント特設サイトでお知らせします。 
※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。 ※価格は全て税込です。 ※画像はイメージです。 
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ワ ケ
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＜前期メニュー 一例＞ ＜前期メニュー 一例＞ 

＜前期メニュー 一例＞ 

 
リクエストチケットとは 

 入場時、およびコラボドリンクまたはフード１品ご注文につき、リクエストチケット(全 46 種)を

ランダムで１枚プレゼントします。 半券にリクエスト楽曲とコメントを記入し、店内設置のリク

エスト BOX に投函してください。アイドルがデザインされた半券部分は来店記念にコレクション

したり、“プロデューサー”※1 同士で交換するなどして楽しめます。 

＜ノベルティ 一例＞ 

※ドリンクのモチーフとなったユニットのメンバーの中からランダムで１枚プレゼント 

DRAMATIC STARS の 
トリプルスターオレンジ 

ようこそ、Café Parade へ！ 
チーズハンバーグ♪ 

1,000 円 

PUMP UP！HEAT UP！焼きそば
in 海の家男道 

850 円 



 

 

★バースデープラン 

3 月から 6 月に誕生日を迎える 16 人のアイドル達をお祝いできる、バースデープランを月ごとに数量限定で販売します。なお、バース

デープランは事前予約制です。予約方法はイベント特設サイトをご覧ください。 

 

描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズを販売 

描き下ろしイラストを使用した「缶バッジ」や「アクリルスタンド」、リクエストチケットを収納できる「リクエストチケットケース」などのオリジナル

グッズを販売します。 

 

人気番組「ワケミニなま！」の出張版！テレビアニメ「ワケミニ」出演キャストの皆さんをお招きして公開ニコニコ生放送を開催！ 

「アイドルマスター SideM 理由
ワ ケ

あって Mini! Music Cafe!」の開催と、テレビアニメの Blu-ray・DVD 発売を記念したイベント「ワケ

ミニなま！スペシャル」を 3 月 30 日(土)、31 日(日)の 2 日間、AKIHABARA 本店で開催します。このイベントはニコニコ生放送で

も一部放送予定です。参加方法などの詳細は、イベント特設サイトをご覧ください。 
 

＜ ワケミニなま！Music Cafe!開催＆BD・DVD発売記念スペシャル ＞ 

日 程 ：2019 年 3 月 30 日(土)、31 日(日) ※各日 2 回公演(全 4 公演) 

場 所 ：アニ ON STATION AKIHABARA 本店 

料 金 ：3,500 円 

参加方法 ：事前抽選予約制 （3 月 12 日(火)12 時よりプレオーダー開始） 

開演時間 ：【1 回目】14:00 【2 回目】17:00 ※イベントは 60 分前後を予定しております。 

ゲ ス ト ：3 月 30 日(土) 千葉 翔也さん(秋山隼人 役)、浦尾 岳大さん(兜大吾 役) 

3 月 31 日(日) 仲村 宗悟さん(天道輝 役)、バレッタ 裕さん(華村翔真 役) 

※天候のトラブルやアーティストの都合により、内容が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。 
 

©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ©BNEI／WakeMini 
※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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＜オリジナルグッズ 一例＞ 

＜ バースデープラン  2,700円 ＞ 
 

① プレミアムチケット風アクリルスタンド 

② ポストカード 

③ ウェルカムドリンク 

④ バースデーケーキ 

⑤ リクエストチケット 1 枚(ランダム配付) 
 

 ※バースデープランには、入場料金が含まれます。 

缶バッジ(全 5 種) 

※ランダム封入 

1 個 400 円 

リクエストチケットケース 

(A:8 種/B:7 種・全 15 種)※ランダム封入 

1 枚 500 円 

アクリルスタンド(全 5 種) 

各 1,200 円 

＜バースデープラン イメージ＞ 



 

 

アニメの設定画や台本のほか、5人のアイドルの描き下ろしパネルを展示したフォトスポットも！ 

テレビアニメ「ワケミニ」の絵コンテをはじめ、アニメの場面写真や設定画、台本などのほか、本カフェ限定描き下ろしイラストの 5 人のアイ

ドル達(鷹城恭二、秋山隼人、橘志狼、大河タケル、兜大吾)のパネルを店内に展示します。 

「アイドルマスター SideM 理由
ワ ケ

あってMini! Music Cafe!」 概要 

開催期間 開催店舗／所在地 

3 月 13 日(水)～5 月 19 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 

5 月 16 日(木)～終了日未定※3 
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 

5 月 16 日(木)～終了日未定※3 
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（1 オーダー制） 事前予約制 

イベント特設サイト https://bandainamco-am.co.jp/cafe_and_bar/anionstation/special/sidem-wakemini-music_cafe2019/ 

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 

©BNEI／WakeMini 
※3 名古屋ビーカム栄店・なんばパークス店のイベント終了日は、後日イベント特設サイトでお知らせします。 

※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。 ※価格は全て税込です。  

テレビアニメ『ワケミニ』初のコラボカフェ！3 月 13 日(水)より期間限定オープン！  

「アイドルマスター SideM 理由
ワ ケ

あって Mini! Music Cafe!」 
添付資料(3/3) 

https://bandainamco-am.co.jp/cafe_and_bar/anionstation/special/sidem-wakemini-music_cafe2019/
https://bandainamco-am.co.jp/cafe_and_bar/anionstation/
https://twitter.com/namco_anion

