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報道関係各位 2016 年 6 月 21 日 

バンダイナムコグループのパワーを結集した次世代キャラクターカフェの旗艦店 

ナムコ 『アニ ON STATION AKIHABARA本店』 7月 16日オープン！ 
『アイドルマスター』、『アイカツスターズ！＆アイカツ！オールスターズ！』のコラボカフェが期間限定登場！

『艦これ』のコラボイベントも！ 

 

株式会社ナムコ(本社：東京都港区／社長：萩原 仁)は、次世代

キャラクターカフェ『アニ ON STATION AKIHABARA 本店』(*1)を

2016 年 7 月 16 日(土)、東京・秋葉原にオープンします。 

 

『アニ ON STATION』は、アニソン(*2)を基軸とした独自のプロ

グラムを声優のたまごたちによるスタッフがナビゲートして、作

品ファン同士の交流や一体感を提供する新しいスタイルのエンタ

ーテインメント施設です。 

 

ナムコでは、この施設を現在国内 6 都市（札

幌/新宿/渋谷/名古屋栄/なんばサテライト店

/博多）に出店していますが、このたびオープ

ンする『アニ ON STATION AKIHABARA 本店』

は、多彩なアニメ作品とのコラボプログラムや、

特定のレーベルに特化したプログラムを『コラ

ボカフェ』として期間限定で開催するほか、 

 

◆施設内に最大 3 つの独立したプログラムを 

同時展開できるフレキシブルなルーム構成 

 

◆アニメやゲーム関連の音楽を中心に展開するレコード会社、ランティスによるショールームを開設 

 

◆バンプレストの企画による、オリジナル限定コラボ商品の販売コーナーを設置 

 

など、バンダイナムコグループのパワーを結集した、文字通り“本店”の名にふさわしい旗艦店舗となっています。 

 

『アニ ON STATION AKIHABARA 本店』では、PS4「アイドルマスター プラチナスターズ」発売記念『アイドルマス

ター プラチナスターズ コラボカフェ in アニ ON STATION』(*3)と、劇場版アイカツスターズ！公開記念『アイカツ

スターズ！＆アイカツ！オールスターズ！ LIVE ステーション』という、バンダイナムコグループを代表するキャラク

ターのコラボカフェを期間限定で開催(*4)、さらに『「艦これ」×一番カフェ「秋葉原泊地」艦娘だらけの海の家』を

オープン。『アニ ON STATION』ならではの音楽・飲食・物販で日本が誇るアニメやアニソン文化に代表されるクール

ジャパンの総本店を目指します。 
 

*1 アニＯＮの‘ＯＮ’は「音」と、同社がアニソンファンの心の「スイッチをＯＮ」することの二つを表現しています。*2 主にアニメ作品で使用される主題歌や挿入歌、イメージソング

などの歌曲・楽曲の略称です。*3 名古屋栄店、札幌店、博多店でも、7/20(水)～8/17(水)の期間限定で開催いたします。*4 2 つのコラボカフェは、それぞれ別ルームでの開催となります。 

※「PlayStation」および「PS4」は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または同社の商標です。 

『アニ ON STATION AKIHABARA 本店』施設概要 

店名 所在地 施設面積 営業時間 

アニ ON STATION AKIHABARA 本店 東京都千代田区外神田 3丁目 1-16ダイドーリミテッドビル 1F 588.9 ㎡ 11:00-23:00 

公式サイト ： http://www.namco.co.jp/cafe_and_bar/anionstation/index.html 

※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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■コラボカフェ■ PS4「アイドルマスター プラチナスターズ」発売記念 

タイトル：アイドルマスター プラチナスターズ コラボカフェ 

in アニ ON STATION 

 

開催期間：2016 年 7 月 16 日（土）～2016 年 8 月 31 日（水） 

開催時間：11:00-23:30 

特設サイト：http://anion.jp/cblog/idolmaster_platinum-stars/ 

※7 月 1 日（金）より特設サイトにて予約受付開始(予定) 

©窪岡俊之 ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. 

©BNP/BANDAI, DENTSU, TV TOKYO ©2016 BNP/BANDAI, AIKATSU STARS THE MOVIE 

■コラボカフェ■ 劇場版アイカツスターズ！公開記念 

タイトル： アイカツスターズ！＆アイカツ！オールスターズ！  

LIVE ステーション 

 

開催期間：2016 年 7 月 19 日（火）～2016 年 8 月 31 日（水） 

開催時間：11:00-23:30 

特設サイト：http://anion.jp/cblog/aikatsu/ 

※7 月 1 日（金）より特設サイトにて予約受付開始(予定) 

 

 

 

 

オープニングスペシャルイベントも開催決定！ 

オープニングスペシャルイベントも開催決定！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

『アニ ON STATION AKIHABARA 本店』 7 月 16 日オープン！ 添付資料(1/2) 

コラボカフェをご紹介 

 



 

 

 

株式会社バンプレスト（本社：東京都港区／社長：吉川 昌

之）が展開するくじシリーズ『一番くじプレミアム 艦これ

‐真夏の艦娘だらけの水泳大会‐』と『アニ ON STATION 

AKIHABARA 本店』がコラボレーションイベントを開催。秋

葉原に南国風の“海の家”をオープンし、水着姿の艦娘たち

が抜錨いたします。カレー、焼きそば、艦娘をイメージした

ドリンクなど、海の家らしいフードメニューに加え、オリジ

ナルＴシャツ・マフラータオルなどの物販もたっぷり。艦娘

たちのはじける水着姿を眺めながら『艦これ』の世界観を

ご堪能ください。 

 

 

【店舗限定発売商品】 
 

【艦娘だらけの海の家 T シャツ】                         【艦娘だらけの海の家マフラータオル 10 種】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【艦娘だらけの海の家カレー 1 種】                             

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

『アニ ON STATION AKIHABARA 本店』 7 月 16 日オープン！ 添付資料(2/2) 

「艦これ」×一番カフェ「秋葉原泊地」 艦娘だらけの海の家 開催！ 

【コラボイベント概要】 
 
『一番くじプレミアム「艦これ」‐真夏の艦娘だらけの水泳大会！‐』発売記念 

「艦これ」×一番カフェ「秋葉原泊地」 艦娘だらけの海の家 
 
開催期間：2016 年 7 月 19 日（火）～2016 年 8 月 31 日（水） 
開催場所：『アニ ON STATION AKIHABARA 本店』 
開催時間：11:00-23:00 
利用料金：入場無料・ワンドリンク制 

©2016 DMM.com POWERCHORD STUDIO / C2 / KADOKAWA All Rights Reserved. 

【イベント関連商品】 

 
『一番くじプレミアム「艦これ」‐真夏の艦娘だらけの水泳大会！‐』 
 
発売日 ：2016 年８月 27 日（土）より順次発売予定 
価格  ：１回 830 円（税込） 
取扱店 ：ローソン、書店、ホビーショップ、ゲームセンターなど 
※店舗によりお取り扱いの無い場合や発売時期が異なる場合がございます。なくなり次第終了となります。 

 

商品情報は「バンプレナビ」http://www.bpnavi.jp/ にて順次公開致します。 

・艦娘だらけの海の家 白露改 マフラータオル 

・艦娘だらけの海の家 時雨改二 マフラータオル 

・艦娘だらけの海の家 村雨改 マフラータオル  

・艦娘だらけの海の家 夕立改二 マフラータオル 

・艦娘だらけの海の家 朧 マフラータオル 

・艦娘だらけの海の家 曙 マフラータオル 

・艦娘だらけの海の家 潮 マフラータオル 

・艦娘だらけの海の家 漣 マフラータオル 

・艦娘だらけの海の家 明石 マフラータオル 

・艦娘だらけの海の家 Littorio マフラータオル 

※デザインは企画中のもので変更の可能性があります。 

http://www.bpnavi.jp/

