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「アイドルマスター シャイニーカラーズ 283
ツ バ サ

カフェ」 

東京・大阪・福岡にて1月より順次期間限定オープン！ 

 

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、「アイドルマスター シャイニーカラーズ」とのコラボカフェ

「アイドルマスター シャイニーカラーズ 283カフェ」を、2021年1月7日(木)から東京のAKIHABARA本店、1月13日(水)から大阪

のなんばパークス店、1月15日(金)から福岡の博多バスターミナル店にて期間限定でオープンします。 

 

株式会社バンダイナムコエンターテインメントのアイドル育成＆ラ

イブ対戦ゲーム「アイドルマスター シャイニーカラーズ」とのコラボとな

る本カフェは、店内でリクエストしたアイドルたちの楽曲を聞きながら、

283プロダクション全6ユニットをイメージしたオリジナルのフード＆ド

リンクを楽しめるミュージックカフェです。 

コラボグッズとして、フォトアクリルキーホルダー(全19種)やメタル

チャーム(全23種)、ノベルティを収納できるリクエストチケットケース

(全6種)などを販売し、店内企画「アイドルとの約束」では、アイド

ルたちから提示される“約束”を守るとお礼としてオリジナルステッ

カーをプレゼントします。 

 

尚、アニON STATIONでは現在「アイドルマスター」シリーズ15

周年を祝して「Medley
メ ド レ ー

   in
ｲ ﾝ

  anion
ア ニ オ ン

  station
ス テ ー シ ョ ン

  2020」※1を実施

中です。 

 

 
 

 

イベント特設サイト：https://bandainamco-am.co.jp/cafe_and_bar/anionstation/special/shinycolors_283cafe_2020/  

【詳細は次ページ以降をご覧ください】 
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※1…詳しくは特設サイトをご覧ください。【https://bandainamco-am.co.jp/cafe_and_bar/anionstation/special/idolmaster_medley_in_anion_station_2020】 

※同店を含む当社施設では各種の新型コロナウイルス感染症対策を行っています。 

詳しくは当社ホームページ(https://bandainamco-am.co.jp/company/NEWS/important/notice_AmusementSpot_cv19.html)をご覧ください。 

※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。あらかじめご了承ください。 
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“アイドルマスター シャイニーカラーズ”楽曲をリクエスト！店内番組 『JUKEBOX
ジ ュ ー ク ボ ッ ク ス

 ROCK
ロ ッ ク

 ON
オ ン

』 

『JUKEBOX ROCK ON』は、リクエストされた楽曲をMCがラジオ番組さながらに紹介するプログラムです。リクエストチケットに、リクエス

トしたい楽曲をコメントと共に記入してリクエストBOXへ投函！お客さまの熱い思いをMCが紹介し、楽曲をより一層お楽しみいただけ

ます。半券部分は、来店記念のコレクションや、お客さま同士で交換するなどしてお楽しみいただけます。 
 

 

各ユニットをイメージしたコラボドリンク 

１杯ご注文ごとに、ユニットドリンクに対応するコースターと、リクエストチケット(全23種)をランダムで１枚ずつプレゼントします。 
 

【各700円】 

   

イルミネーションスターズの 
3人のトライアングルパインジュース 

アンティーカの歯車仕掛けの「ブドウ」ソーダ 放課後クライマックスガールズの 
ほうかGO GO ピンクグレープフルーツ！ 

   

アルストロメリアのガーリーホットティー ストレイライトの弾けるCrazy Cola ノクチルのブルーゼリーホワイトウォーター 
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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。 

 

アイドルマスター シャイニーカラーズ 283 カフェ 添付資料(1/4) 

 

▲リクエストチケット(全23種) 《一例》 

リクエストチケットとは… 

『JUKEBOX ROCK ON』で、 

楽曲のリクエストに使用するチケットです。 

チケットを切り離して半券をリクエストBOXに 

投函してください。 

 



 

 

ユニットをイメージしたコラボフード 

１品ご注文ごとに、クリアランチョンマット(前期3種/後期3種)と、リクエストチケット(全23種)をランダムで１枚ずつプレゼントします。 
 

一部のメニューとノベルティは前期・後期で入れ替わります。 

【AKIHABARA 本店】 前期：2021年1月7日(木)～1月25日(月)／後期：1月26日(火)～2月14日(日)  

【なんばパークス店】    前期：2021年1月13日(水)～2月1日(月)／後期：2月2日(火)～2月21日(日)  

【博多バスターミナル店】 前期：2021年1月15日(金)～2月5日(金)／後期：2月6日(土)～2月28日(日)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ゲームでお馴染みのプロデュースアイテムを再現！ 

１品ご注文ごとに、リクエストチケット(全23種)をランダムで１枚プレゼントします。 
 

【通期2種】 

  

ヒーリングフルーツタルト モーニングコミュパン 

412円 412円 
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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。 
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【前期】 【前期】 【前期】 

イルミネーションスターズの無限の可能性！ 
虹かかるパンケーキ 

アンティーカのBLACK DESSERT PLATE 放課後クライマックスガールズの 
ビーチフラッグブルーカレー 

900円 950円 1,000円 

 【後期】 【後期】 【後期】 

アルストロメリアの花ざかりcream pasta ストレイライトの迷光ゼリーパフェ ノクチルのサンドイッチ＆サラダプレート 

(ブルーソース付) 

1,050円 850円 900円 

 ノベルティ：クリアランチョンマット(前期3種/後期3種) 

▲前期3種 ▲後期3種 



 

 

オリジナルグッズを販売！ 

リクエストチケットケース(全6種)や、フォトアクリルキーホルダー(全19種)など、オリジナルグッズを販売します。 

 《一例》 

ネックストラップ / 1,300円 メタルチャーム(全23種) / 1個 650円 ※ランダム封入 

《一例》 

メタリックケース＆シート(全19種) / 各 2,000円 

《一例》 

フォトアクリルキーホルダー(全19種)/1個 800円 ※ランダム封入 

 

リクエストチケットケース(全6種) / 1個 550円 ※ランダム封入 
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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。 
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『アイドルとの約束』 

ゲーム内でアイドルをプロデュース中に起こるイベント『アイドルとの約束』がアニONで体験できる！？ 

ユニットから約束が出され、その約束を守るとオリジナルステッカーをお礼としてお渡しします♪ 

プロデューサーの皆さん、ぜひ体験してくださいね！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「アイドルマスター」シリーズ15周年記念企画「Medley
メ ド レ ー

! in
イ ン

 anion
ア ニ オ ン

 station
ス テ ー シ ョ ン

 2020」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イベント特設サイト：https://bandainamco-am.co.jp/cafe_and_bar/anionstation/special/idolmaster_medley_in_anion_station_2020/ 

©窪岡俊之 ©BANDAI NAMCO Entertainment 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。 ※価格は税込です。 ※画像はイメージです。 
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「アイドルマスター シャイニーカラーズ 283カフェ」 概要 

開催店舗 開催期間 

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 
1月7日(木)～2月14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 

1月13日(水)～2月21日(日) 

※2/15(月)、2/16(火)は休館日のためお休みします。 

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 
1月15日(金)～2月28日(日) 

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/shinycolors_283cafe_2020/ 

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 

① 入店の際に『アイドルとの約束』の参加カードを

お渡しします。 

② 店内の『アイドルとの約束』のパネルを確認し、

約束を守って下さい。 

③ 約束を守ったらスタッフに報告しましょう！ 

④ 報告を受けたスタッフからお礼をお渡しします。 

※ユニットごとの約束の期間は特設サイトをご確認ください。 

2020年、アニON STATIONでは「Medley 」を

合言葉に、「アイドルマスター」シリーズ5ブランドと

のコラボレーションを次々に展開していきます！ 

ぜひ「アイドルマスター」シリーズ15周年をアニON 

STATIONでお祝いしましょう！ 

画像【仮】 

https://bandainamco-am.co.jp/cafe_and_bar/anionstation/special/idolmaster_medley_in_anion_station_2020/
https://bandainamco-am.co.jp/cafe_and_bar/anionstation/special/shinycolors_283cafe_2020/
https://bandainamco-am.co.jp/cafe_and_bar/anionstation/
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