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2016 年 7 月 13 日
シダックス株式会社

『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！×シダックス supported by アニＯＮ」
全国のレストランカラオケ・シダックス１７４店舗で実施！
コラボルームも登場！
総合サービス企業 シダックスグループの事業子会社で、全国でレストランカラオケを展開するシダックス・コミュ
ニティー株式会社（東京都渋谷区：代表取締役社長 廣田 武仁 以下：シダックス）は、株式会社ナムコ（本社：
東京都港区／社長：萩原 仁）の運営する「アニ ON STATION」と連携し、当社が運営するレストランカラオ
ケ・シダックス 174 店舗にて、別紙の通り「アイカツスターズ！&アイカツ！×シダックス supported by アニ
ON」を 2016 年 7 月 23 日(土)～8 月 31 日(水)の期間で実施いたします。
詳細は添付資料をご参照ください。
≪添付資料≫
■『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！×シダックス supported by アニ ON」
全国のレストランカラオケ・シダックス 174 店舗で実施！コラボルームも登場！
≪「アイカツスターズ！&アイカツ！×シダックス supported by アニ ON」を実施する
レストランカラオケ・シダックス 174 店舗≫
下記レストランカラオケ・シダックス公式ホームページをご覧ください。
http://www.shidax.co.jp/sc/collabo_campaign.html
※2016 年 8 月 31 日(水)までの期間限定公開となります
以 上
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『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！×シダックス supported by アニＯＮ」
全国のレストランカラオケ・シダックス 174 店舗で実施！コラボルームも登場！
株式会社ナムコ(本社：東京都港区/社長：萩原 仁)の運営する「アニ ON STATION」は、総合サービス企業 シダックスグループの事業子
会社で、全国でレストランカラオケを展開するシダックス・コミュニティー株式会社（東京都渋谷区：代表取締役社長 廣田 武仁）と連携
し、同社の運営する「レストランカラオケ・シダックス」174 店舗 (*1)にて『劇場版 アイカツスターズ！』の公開を記念した「アイカツ
スターズ！ (*2)＆アイカツ！×シダックス supported by アニＯＮ」を 2016 年 7 月 23 日(土)～8 月 31 日(水)の期間で実施いたします。
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期間中はアニ ON STATION AKIHABARA 本店で提供する、オリジナルのコースターやランチョンマットがもらえるコラボメニューの一部
をお楽しみいただけます。また、コラボメニュー「アイカツスターズ！お子様プレート」、およびレストランカラオケ・シダックスのキ
ッズメニュー（月替わりメニュー含む計 5 品）をご注文いただいた方には、オリジナルデザイン アイカツ！カードを 1 枚プレゼントい
たします。さらにレストランカラオケ・シダックス札幌駅前、柏駅前、渋谷シダックスビレッジ、横浜関内、名古屋栄住吉通、大阪千日
前、広島本通、博多駅前の 8 店舗では『アイカツスターズ！』のコラボルームを実施いたします（各店舗 1 ルームの設置）。
*1「アイカツスターズ！＆アイカツ！×シダックス supported by アニＯＮ」を実施するレストランカラオケ・シダックス 174 店舗は、レストランカラオケ・
シダックス公式 HP をご確認ください。 【レストランカラオケ・シダックス公式 HP】http://www.shidax.co.jp/sc/collabo_campaign.html
*2 『アイカツスターズ！』は『アイカツ！』シリーズの第 2 作となる、バンダイが発売するデジタルキッズアーケードゲーム筐体・データカードダスを使用した
日本の女児向けアーケードゲームおよび、テレビアニメ。前作『アイカツ！』と同様、カードを組み合わせてオーディションに参加する国民的アイドルオー
ディションゲーム。

「アイカツスターズ！＆アイカツ！×シダックス supported by アニ ON」コラボルーム実施店舗概要
店名

所在地

営業時間

店名

所在地

営業時間

シダックス札幌駅前
クラブ

北海道札幌市中央区北 4 条西
2-1-25

11:00～翌 6:00

シダックス名古屋栄
住吉通クラブ

愛知県名古屋市中区栄
3-9-29

月－金・祝前日
11:30～翌 6:00
土・日・祝
11:00～翌 6:00

シダックス柏駅前
クラブ

千葉県柏市柏 2-9-15

11:00～翌 5:00

シダックス大阪千日前
クラブ

大阪府大阪市中央区難波
3-4-14

11:00～翌 5:00

渋谷シダックス
ビレッジクラブ

東京都渋谷区神南 1-12-13
渋谷シダックスビレッジ

11:00～翌 5:00

シダックス広島本通
クラブ

広島県広島市中区本通 9-33

月－土・祝前日
11:00～翌 6:00
日・祝
11:00～翌 3:00

シダックス横浜関内
クラブ

神奈川県横浜市中区尾上町
4-57

月－土・祝前日
11:00～翌 5:00
日・祝日
11:00～翌 3:00

シダックス博多駅前
クラブ

福岡県福岡市博多区
博多駅東 1-12-26

11:00～翌 5:00

※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。

【お客様お問い合わせ先】 電話 03-6891-8765(代表)

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

『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！×シダックス supported by アニＯＮ」

添付資料(1/1)

「アイカツスターズ！＆アイカツ！×シダックス supported byアニＯＮ」概要
【実施期間】 2016年7月23日(土)～8月31日(水）計40日間
【実施店舗・営業時間】全国のレストランカラオケ・シダックス174店舗（コラボルーム実施店8店舗含む）
※実施店は、レストランカラオケ・シダックス公式HP
（http://www.shidax.co.jp/sc/collabo_campaign.html）をご覧ください。
※営業時間は店舗により異なります。

「アイカツスターズ！＆アイカツ！×シダックス supported by アニＯＮ」コラボメニュー

ルミナスドリンク (700 円・税込)
※ルミナスメンバーのコースターを
ランダムで 1 枚プレゼント

花の歌組ドリンク (700 円・税込)
※花の歌組メンバーのコースターを
ランダムで 1 枚プレゼント

アイカツスターズ！お子様プレート
（650 円・税込）
※CD ジャケット風ランチョンマットを 1
枚とオリジナルデザイン アイカツ！カ
ードをランダムで 1 枚プレゼント

「レストランカラオケ・シダックス」キッズメニュー

つるつるうどん (480 円・税込)
※オリジナルデザイン アイカツ！カー
ドをランダムで 1 枚プレゼント

チキンライス (480 円・税込)
※オリジナルデザイン アイカツ！カー
ドをランダムで 1 枚プレゼント

※毎週日曜日に実施しているキッズファミ
リーデーサービス（キッズ会員限定サービ
ス）で注文した場合は、対象外となります

※毎週日曜日に実施しているキッズファミリ
ーデーサービス（キッズ会員限定サービス）
で注文した場合は、対象外となります

タコさんオープンサンド（480 円・税込）
※オリジナルデザイン アイカツ！カー
ドをランダムで 1 枚プレゼント

オリジナルデザイン
アイカツ！ カード
※写真は 7 月度メニュー「桃まんじゅう」

わくわくカレー (590 円・税込)
※オリジナルデザイン アイカツ！カー
ドをランダムで 1 枚プレゼント

月替わりメニュー (480 円・税込)
※オリジナルデザイン アイカツ！カー
ドをランダムで 1 枚プレゼント
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※毎週日曜日に実施しているキッズファミリ
ーデーサービス（キッズ会員限定サービス）
で注文した場合は、対象外となります
※アイカツスターズ！お子様プレートとキッズメニューは 12 歳以下のお子様のみご注文いただけます。
※メニューのデザインは予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※オリジナルのコースターや CD ジャケット風ランチョンマット、オリジナルデザイン アイカツ！
カードは、各店舗数量限定です（なくなり次第、終了となります）。

