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大人気コラボカフェ第 3 弾！
『初音ミク』の楽曲に浸る「初音ミク MUSIC CAFE 3 本目」
東京と福岡で期間限定オープン
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 ON STATION」は、『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 3 弾となる「初音ミク MUSIC CAFE 3 本目」を、8 月 23 日(金)より東京・秋葉原、8 月 28 日(水)より福岡・博多に
て期間限定でオープンします。

本カフェは、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、ボカ
ロ ※2 楽曲レーベル「KARENT(カレント)」の全面協力のもと、高品質のスピーカーや大型モニターで楽しめるミュージックカフェです。本
ナツタケナワ

カフェのテーマソングとしてオリジナルムービーを制作した「ジャズコーラスの夏 闌 」（作編曲・作詞 buzzG）をはじめとした豊富な楽曲
や映像を、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ます。
きさらぎゆう

店内では、ピアプロキャラクターズがモチーフのフードやドリンクを楽しめるほか、イラストレーター如月憂さんによる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します。
また、何度も足を運んでくださった方への特典として、10 月 6 日(日)に開催する DJ イベントの優先販売申し込みや、初音ミク
MUSIC CAFE オリジナルの「メンバーズカード」などをご用意しています。
ご来店のたびに新しい曲に出会える「初音ミク MUSIC CAFE 3 本目」で、ぜひ素敵な時間をお過ごしください。
イベント特設サイト：https://bandainamco-am.co.jp/cafe_and_bar/anionstation/special/miku_cafe3/
【詳細は次ページ以降をご覧ください】
© Crypton Future Media, INC. www.piapro.net
※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。
※2 「VOCALOID（ボーカロイド）」および「ボカロ」は、ヤマハ株式会社の登録商標です。
※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。
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レコードジャケット型パネルを選んで簡単リクエスト！
「初音ミク MUSIC CAFE 3 本目」のテーマソング「ジャズコーラスの夏闌」（作編曲・作詞 buzzG）をはじめ、ボカロ楽曲レーベル
「KARENT(カレント)」を中心とした豊富な楽曲の中からリクエストができ、一部の楽曲はオリジナルムービーなどミュージックビデオも流
れます。
楽曲のリクエスト方法はとても簡単。店内に設置されている棚からレコードジャケット型パネルを選ぶので、まるでレコード店でレコードを
発掘するように楽曲リクエストができます。ジャケットデザインからも気分に合わせて選ぶことで、お気に入りの楽曲はもちろん、新たな楽
曲との出会いも楽しめます。

楽曲リクエスト方法
① レコードラックをイメージした棚からパネルをチョイス！
② 選んだパネルをスタッフへ渡してください。
③ いただいたリクエストからランダムで曲がかかります。
ジャズコーラスの夏闌
作編曲・作詞 buzzG

オリジナルグッズを販売
描き下ろしイラストでキャラクターが着ている浴衣の柄のマルチポーチなど、オリジナルグッズを販売します。
＜オリジナルグッズ 一例＞

ネギ巾着（全 1 種）

マルチポーチ（全６種）

1,500 円(税 8％込)
1,528 円(税 10％込)

各 2,800 円(税 8％込)
2,852 円(税 10％込)

アクリルキーホルダーvol.3（全 6 種）
各 1,000 円(税 8％込)
1,019 円(税 10％込)

マグバッジコレクション vol.3(全 6 種)

カードステッカー vol.1／vol.2／vol.3 (全 18 種)

※ランダム封入

※ランダム封入

1 個 500 円(税 8％込)
509 円(税 10％込)

1 枚 500 円(税 8％込)
509 円(税 10％込)
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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。
※2019 年 10 月 1 日以降は消費税率変更に伴い、新税率 10%の価格に変更となります。 ※画像はイメージです。
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スタンプカード＆メンバーズカード
初回来店時にお渡しする「スタンプカード」に、ご来店のたびにスタンプを押印。集めたスタンプの数に応じて、DJ イベントの優先販売申
し込みなどの特典があります。スタンプを５つ集めると交換できる、初音ミク MUSIC CAFE オリジナルの「メンバーズカード」は、オリジ
ナルグッズの「カードステッカー」を貼り付け、好きなキャラクターのカードにカスタマイズできます。
各カードや特典の詳細は、イベント特設サイトをご覧ください。
スタンプカード

メンバーズカード

オリジナルメニュー
★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(A:6 種/B:6 種/C:6 種/全 18 種)を 1 個プレゼントします。
※A～C を選んでいただき、その中からランダム配付

ミクのネギレコードカレー
1,200 円(税 8％込)
1,222 円(税 10％込)

「ジャズコーラスの夏闌」
天上の星から夏の空ゼリー
600 円(税 8％込)
611 円(税 10％込)

▲ ノベルティ：ミニアクリルスタンド（全 18 種）

★オリジナルドリンク（全 6 種）
ノベルティ：モチーフキャラクターのコルクコースター(A:6 種/B:6 種/C:6 種/全 18 種)を 1 枚プレゼントします。
※「ネギ抹茶ラテ」はノベルティプレゼント対象外です。

リンとレンのイエローマンゴーミルク
750 円(税 8％込)
764 円(税 10％込)

ルカのピンクピーチソーダ
750 円(税 8％込)
764 円(税 10％込)

▲ ノベルティ：コルクコースター（全 18 種）
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クロージング DJ イベントを開催！
2019 年 10 月 6 日(日)に、ゲストをお呼びして DJ イベントを開催します。
追加ゲストやイベントへの参加方法など、詳細はイベント特設サイトでお知らせします。

初音ミク MUSIC CAFE クロージング DJ イベント
開 催 日：2019 年 10 月 6 日(日) 13:00 開場／14:00 開演予定
※公演時間は 5 時間半前後を予定しています。

会

場：アニ ON STATION AKIHABARA 本店

出 演 者： buzzG 、sasakure.U.K

and more...

ナムコネットクレーンモール「とるモ」だけの限定商品！‟ルカの扇子”が登場！
描き下ろしイラストで巡音ルカが持っている扇子を商品化！ネットクレーンモール「とるモ」にクレーンゲームで獲得できる商品として登場
します！ルカの扇子を獲得された方には、「初音ミク MUSIC CAFE 3 本目」のイラストが描かれたミニ色紙がもれなくついてきます。
詳細は、「とるモ」紹介ページをご覧ください。

▲

ルカの扇子（全 1 種）

▲ ミニ色紙デザイン（全 1 種）

■ナムコネットクレーンモール『とるモ』 とは
『とるモ』は、本物のクレーンゲーム機を、お手持ちのパソコンやスマートフォンでプレイして、獲得した商品をご自宅にお届けするサービ
スです。24 時間いつでもどこでも好きな時に、実際のお店同様のゲームプレイをお楽しみいただけます！
『とるモ』紹介ページ：https://app.torumo.namco.co.jp/
「初音ミク MUSIC CAFE ３本目」 概要
開催期間

開催店舗／所在地

2019 年 8 月 23 日(金)～10 月 6 日(日)

アニ ON STATION AKIHABARA 本店

※9 月 1 日(日)は、お休みです。
※10 月 6 日(日)は、イベントのため通常営業はございません。

2019 年 8 月 28 日(水)～9 月 29 日(日)

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

アニ ON STATION 博多バスターミナル店
福岡県福岡市博多区博多駅中央街 2-1 博多バスターミナル 7F

入場料金

ご利用について

500 円(税 8％込)/509 円(税 10％込)

フリー入場（1 オーダー制）

イベント特設サイト

https://bandainamco-am.co.jp/cafe_and_bar/anionstation/special/miku_cafe3/

アニ ON STATION 公式サイト

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

初音ミク MUSIC CAFE 公式 Twitter

https://twitter.com/miku_anion
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