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報道関係各位 2017 年 10 月 17 日 

前回のコラボの大反響を受け、大人気ゲームアプリ「スタンドマイヒーローズ」がアニＯＮに再登場！ 

「スタンドマイヒーローズ in アニ ON STATION The 2nd season」 
2017年 10月 27日(金)より秋葉原、名古屋、大阪、札幌、博多で開催決定！ 

 

株式会社ナムコは、次世代キャラクタ―カフェ『アニ ON STATION』にて、 

今年６月まで開催し大反響を呼んだ、大人気ゲームアプリ「スタンドマイ 

ヒーローズ」との 2 回目のコラボとなる「スタンドマイヒーローズ in アニ 

ON STATION The 2nd season」を開催します。 

本イベントではゲームのログイン時に読むことができるミニトークの放映や、 

ヒーローたちをモチーフにしたドリンクやフード、オリジナルグッズが登場 

する他、12 月からは大注目の新グループ「瀬尾研究室」とのコラボフード＆ 

ドリンクが初登場します。 

さらに、イベント期間内に誕生日をむかえるヒーローのバースデーケーキの販 

売や、誕生日期間限定でアニ ON 限定オリジナルストーリーなどをお楽しみ 

いただけます。 

 

ご利用は専用 WEB ページからの予約制となります。予約開始日時などは 

特設ページをご確認ください。開催期間は AKIHABARA 本店、名古屋ビーカ 

ム栄店、なんばパークス店は 10 月 27 日(金)～12 月 10 日(日)、札幌エスタ 

店、博多バスターミナル店は 10 月 27 日(金)～11 月 15 日(水)となります。 

大好きなヒーローたちと素敵な時間をお過ごしください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「瀬尾研究室」のコラボメニューは秋葉原、名古屋、大阪のみのご提供となります。 

 

 

※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。 
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▲メインビジュアルには 21 人のヒーローが勢

ぞろい！ 

◆16 種のコラボメニューが登

場！ 

◆ミニトークをグループ別に

放映 

◆オリジナルグッズの販売 

ゲームのログイン時に読むことが

できるミニトークをグループ別、期

間ごとに放映します。 

誕生日期間には、誕生日をむかえる

ヒーローたちのアニ ON 限定オリジ

ナルストーリーをお楽しみいただ

けます。 

前期・後期でフードとアルコールメニ

ューが入れ替わります。さらに、秋葉

原、名古屋、大阪では 12 月から新グ

ループ「瀬尾研究室」のコラボメニュ

ーが初登場します。 

    
▲今大路さんのアメリカンプレート 

前回のコラボで販売されたマトリ

（麻薬取締官）に加え、警察、Revel、

都築兄弟、九条家、のイベントオリ

ジナルグッズが登場します。 

   
▲巾着 

※全 21 種のうち 15 種が新発売！ 

 

 

http://www.namco.co.jp/


「スタンドマイヒーローズ in アニ ON STATION The 2nd season」詳細 添付資料(1/3) 
 
 

＜ミニトークをグループ別に放映＞ 
ゲームアプリのログイン時に読むことができるミニトークをグループ別に期間を分けて放映します。見逃して

しまったストーリーや思い出深いストーリーをぜひこの機会にお楽しみください。さらにヒーローの誕生日期

間には、誕生日をむかえるヒーローたちのアニ ON 限定オリジナルストーリーもお楽しみいただけます。 

※プログラムは変更になる場合があります。 

※ストーリーの放映スケジュールなど詳細情報は、アニ ON STATION 公式 HP にて公開します。 

 

★プランごとの入場特典をご用意！ 

入場特典は、通常プランではヒーローたちがデザインされた「ステッカー(全 21 種)」をランダムで 1 枚プレ

ゼントします。さらに、豪華プランを選択いただくと、ステッカーに加え「マグネットクリップ（全 5 種）」

の中からお好きなグループのものを 1 つプレゼントします。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

＜コラボメニュー（16 種＋追加 2 種）＞ 
 

5 つのグループをモチーフにしたノンアルコールドリンクと、ヒーローたちをモチーフにしたアルコールドリ

ンクとフードメニューが前期・後期に分かれて登場します。メニューを 1 品ご注文につき、コースター（全

21 種）をランダムで 1 枚プレゼントします。 

登場スケジュールは秋葉原、名古屋、大阪では前期メニューが 10 月 27 日（金）～11 月 15 日（水）、後期メ

ニューが 11 月 16 日（木）～12 月 10 日（日）まで。札幌、博多は前期メニューが 10 月 27 日（金）～11

月 5 日（日）、後期メニューが 11 月 6 日（月）～11 月 15 日（水）までのご提供となります。 

また、秋葉原、名古屋、大阪では 12 月 1 日(金)から新グループ「瀬尾研究室」とのコラボフード＆ノンアル

コールドリンクが登場予定です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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。※価格は全て税込です。 
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▲ストローホルダーデザイン 一例 

  

 

  

▲コースターデザイン 一例 

 

 
 

▲ステッカーデザイン 一例 

 

 

  
  

▲マグネットクリップデザイン 一例 

 



★ノンアルコールドリンク（5 種＋追加 1 種） 

ストローホルダーを各グループからランダムで一つお付けしてご提供します。 

                    《メニュー 一例》 

前期・後期 

       

前期・後期 

      

前期・後期 

          

グループ名：マトリ（麻薬取締官） グループ名：警察 グループ名：Revel  

マトリのブルーソーダ       

価格：700 円 

捜査一課のマスカットドリンク 

価格：700 円 

Revel のマンゴーヨーグルト    

価格：700 円 

 

★アルコールドリンク（全 6 種） 

ストローホルダーを各グループからランダムで一つお付けしてご提供します。 

《メニュー 一例》 

前期 

 

後期 

 

前期 

 

グループ名：マトリ（麻薬取締官） グループ名：都築兄弟 グループ名：九条家  

宴会担当 夏目くんのおすすめサングリア(白)  

                                                     

価格：800 円 

京介くんの大人カワイイ カシスグレープ 

                                                  

価格：800 円 

九条さんのダマスクローズ入り 

ゴージャスカクテル 

価格：800 円 

 

★フード・デザート（5 種＋追加 1 種） 

メニュー1 品をご注文につきコースター(全 21 種)をランダムで 1 枚お付けします。 

                        《メニュー 一例》 

前期・後期 

 

後期 

 

前期 

   

グループ名：マトリ（麻薬取締官） グループ名：警察 グループ名：Revel 

今大路さんのアメリカンプレート 

                                      

価格：1,000 円 

服部さんのソースカツ丼 

(嬉しいプレゼント付)            

価格：1,000 円 

神楽さんが苦手な庶民的なたこ焼き？？プレート 

                                              

価格：800 円 

※「瀬尾研究室」とのコラボメニューは秋葉原、名古屋、大阪のみのご提供となります。 

 

※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。 
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★ヒーローのお誕生日をお祝いしよう 

イベント期間中に誕生日をむかえるヒーローをお祝いして、 

数量、期間限定でバースデーケーキが登場します。 

 

＜バースデーケーキ登場期間＞ 

◆今大路 峻：11 月 3 日(金・祝)～10 日(金)/8 日間 

◆服部 耀：11 月 23 日(木・祝)～11 月 30 日(木)/8 日間      

◆朝霧 司：12 月 3 日(日)～12 月 10 日(日)/8 日間 

※詳細はアニ ON STATION 公式 HP にてお知らせします。 

 

＜オリジナルグッズの販売＞ 
前回のコラボで販売したマトリ（麻薬取締官）に加え、警察、Revel、都築兄弟、九条家のイベントオリジナ

ルグッズが登場！ 

《グッズ 一例》 

   
▲巾着※全 21 種のうち 15 種が新発売 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『スタンドマイヒーローズ in アニ ON STATION The 2nd season』開催店舗一覧 

店名 開催期間 所在地 

アニ ON STATION  

AKIHABARA 本店 

10 月 27 日(金)～ 

12 月 10 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 

公式ツイッター https://twitter.com/anion_akihabara 

アニ ON STATION 

名古屋ビーカム栄店 

10 月 27 日(金)～ 

12 月 10 日(日) 

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 

公式ツイッター https://twitter.com/anion_bsakae 

アニ ON STATION  

なんばパークス店 

10 月 27 日(金)～ 

12 月 10 日(日) 

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 

公式ツイッター https://twitter.com/anion_namba 

アニ ON STATION 

札幌エスタ店 

10 月 27 日(金)～ 

11 月 15 日(水) 

北海道札幌市中央区北 5 条西 2-1-1 札幌エスタ 9F 

公式ツイッター https://twitter.com/sapporo_anion  

アニ ON STATION  

博多バスターミナル店 

10 月 27 日(金)～ 

11 月 15 日(水) 

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 

公式ツイッター https://twitter.com/anion_hakata 

入場料金 プログラム所要時間 「アニ ON STATION」公式 HP 

通常プラン：300 円 

豪華プラン：900 円 

1 回 90 分 

(完全入替制) 
http://www.namco.co.jp/cafe_and_bar/anionstation/ 

  公式ツイッター https://twitter.com/namco_anion 
    
※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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★「スタンドマイヒーローズ in アニ ON STATION」札幌エスタ店・博多バスターミナル店でリバイバル開催中！ 

好評のうちに終了した前回の「スタンドマイヒーローズ in アニON STATION」が札幌エスタ店・博多バスターミナル店で10月4

日（水）～10月 23日（月）までリバイバル開催中です！大反響を呼んだオリジナルストーリーの放映や、コラボメニューがお楽

しみいただけます。 10月 27 日（金）からは「スタンドマイヒーローズ in アニ ON STATION The 2nd season」を開催します。 

「アニ ON STATION」とは 
株式会社ナムコが運営する、アニメやゲームの映像や音楽、アニソンを楽しみながら、作品をモチーフとしたコラボメ

ニューが味わえる“次世代キャラクターカフェ”です。ご来店いただいたお客さまによる楽曲のリクエスト投票などに

より、その時しか体験できないライブ感のある空間をお客さまと一緒に創り出します。 
 
*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 2 つを表現しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▲バースデーセットイメージ 

https://twitter.com/anion_akihabara
https://twitter.com/anion_bsakae
https://twitter.com/anion_namba
https://twitter.com/sapporo_anion
https://twitter.com/anion_hakata
http://www.namco.co.jp/cafe_and_bar/anionstation/
https://twitter.com/namco_anion

