株式会社シティコミュニケーションズ
報道関係各位

2018 年 12 月 4 日

オタクの“シングルヘル”（単身者の地獄）を救う“オタ“クリスマスイベント
アニソンカフェ「すた～ず」12 月 24 日・25 日全店舗で開催
株式会社シティコミュニケーションズ（代表取締役社長：三田大明）が運営するアニメソング専門のカラオケ
カフェ（以下：アニソンカフェ）「すた～ず」全 5 店舗は 12 月 24 日・25 日にクリスマスイベントを行います。
クリスマスといえば「家族や恋人と楽しい時間を過ごす。」というイメージが強いのですが、一方で独り身に
とってのクリスマスは“シングルヘル”（単身者の地獄）という言葉が最近使われるようになったくらい、惨めさ
を感じてしまう人も少なくありません。
しかし、アニメ・アニソンが好きな方であれば、そんな地獄のようなクリスマスも天国に変わる場所がアニソ
ンカフェ「すた～ず」です。（プロモーション動画 https://youtu.be/zn-s_3ZnqK4）

オタク垂涎の新スポット アニソンカフェ「すた～ず」…
「すた～ず」は文字通りアニメソング、声優ソング、ボーカロイド、ゲームソング、特撮系、パチンコ・パチ
スロの曲などアニメ・サブカルチャー系の曲に限定したカラオケカフェ・バーです。〈アニソン〉という共通項
を持ったお客様同士が一体感を持って盛り上がれる雰囲気が特徴で、スタッフはアニメキャラクターのコスプレ
をして店内の雰囲気作りを全力で行っています。そのため、初対面のお客様同士でも仲良くなれる独特の雰囲気
があり、一人で来店されても最終的にはそこで意気投合した他のお客様と朝の 5 時まで楽しまれるお客様も多く
いらっしゃいます。

すた～ずの“オタ”クリスマス
すた～ずではクリスマス期間、オタク（スタッフ）によるオタク（お客様）のための「“オタ”クリスマスイベ
ント」を全 5 店舗で開催いたします。24 日･25 日はクリスマス特別営業を行い、多くの方の楽しんでいただけ
るようイベントや料理をご用意してお待ちしております。（イベント内容は各店舗で異なります。詳細は次頁で）
昨年のクリスマスイベントの様子
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【各店舗 1２月クリスマスイベント詳細】
アット

すた～ず ＠ AKIBA （秋葉原）クリスマスイベント 24 日 17 時～・25 日 18 時～
・25 日 0 時にシャンパン 2 本（16 人分）開封、乾杯（無料でご提供）
・ケーキ、ピザを無料でご提供（なくなり次第終了）
・手作り唐揚げ販売（1 カップ 500 円 税込）
・冬ソング解放（アニソンではなくても冬に関する一般曲であれば歌うことが出来ます）
アット

すた～ず ＠ KAMATA

（蒲田）クリスマスイベント 23 日～25 日

・期間中 120 分以上の滞在でスタッフとのチェキ（500 円相当）をプレゼント
・24 日はクリスマスケーキ・オードブル約 20 食を無料でご提供（なくなり次第終了）
・冬ソング解放（23 日）ドラマソング解放（24 日）恋愛ソング解放（25 日）
（アニソンではなくても上記に関する一般曲であれば歌うことが出来ます）
アット

すた～ず ＠ TACHIKAWA （立川）クリスマスイベント 24 日・25 日
・クリスマス特別料理としてビストロシェフの特製ローストビーフを約 20 食ご用意
・1 日 2 回のプレゼント交換会と、そのタイミングでのシャンパンを無料でご提供
アット

すた～ず ＠ べる （横浜）クリスマスイベント 24 日・25 日
・クリスマスケーキ 15 人分を無料でご提供
・深夜帯フリータイム 0 時以降の入店で朝 5 時まで最大料金が男性 7,400 円（税込）女性 5,200 円（税込）
→最大 6,000 円のお得（通常であれば 13,400 円）
は

※12 月 12 日には緊急イベント「リア充爆ぜろ！冬のデート私服出勤 DAY」
クリスマスを目の前にし、街を歩くカップルたちのデート姿に悔しい思いをしつつも憧れてしまう当店のオタ
クスタッフが自分たちのデート姿を想像して、普段のコスプレ姿ではなく各々が思うデート用の私服で出勤い
たします。いつものコスプレ姿ではなく、私服姿の方が逆に珍しいためお客様からは需要があるイベントです。
アット

すた～ず ＠ City （横浜・関内/日ノ出町）クリスマスイベント 24 日・25 日
・24 日はクリスマスケーキなどの食事 15 人分を無料でご提供
・25 日は擬似恋愛カラオケイベント
恋愛ゲームのように曲を歌うたびに 5 つある選択肢の中から行動を一つ選ぶことができ、良い選択をするとス
タッフの好感度が上昇し、悪いものを選ぶと下降します。それを５、6 回繰り返し、最終的に一定の好感度ま
で達すれば対象スタッフのサインつきブロマイドをプレゼントいたします。
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■会社概要
会社名：株式会社シティコミュニケーションズ
所在地：神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町 3-33-8 アサヒビル 3F
代表者：代表取締役社長 三田 大明
設立：1995 年 12 月 20 日（有限会社ザシティ）
URL：https://www.city-s.co.jp/
事業内容：遊び・癒し・寛ぎを提供する総合エンタテインメント企業です。

【すた～ず 各店舗概要】
すた～ず＠AKIBA （秋葉原）
【所在地】 東京都千代田区神田須田町 2 丁目 23 野村第一ビル 1F/B1
【HP】

http://anison-stars.com/akiba/

【電話番号】03-3526-2522

JR 秋葉原駅より徒歩 3 分

【Twitter】https://twitter.com/stars_at_akiba

【営業時間】平日/18:00~翌 5:00 土日祝/15:00~翌 5:00

すた～ず＠Kamata （蒲田）
【所在地】 東京都大田区西蒲田 7-6-7 蒲田西口村上ビル 3F

JR 蒲田駅より徒歩 2 分
【HP】
http://anison-stars.com/kamata/
【Twitter】https://twitter.com/stars_at_kamata
【電話番号】03-6428-6852
【営業時間】平日/18:00~翌 5:00 土日祝/17:00~翌 5:00
すた～ず＠Tachikawa （立川）
【所在地】 東京都立川市柴崎 2-2-21 田園キャッスルビル立川 M1F
【HP】

http://anison-stars.com/tachikawa/

【電話番号】042-595-8155

JR 立川駅南口より徒歩 2 分

【Twitter】https://twitter.com/stars_at_TCKW

【営業時間】平日/18:00~翌 5:00 土日祝/15:00~翌 5:00

すた～ず＠べる （横浜）
【所在地】 神奈川県横浜市西区南幸 1-13-13

JR 横浜駅より徒歩 3 分

【HP】

【Twitter】https://twitter.com/stars_at_belle

http://anison-stars.com/belle/

【電話番号】045-620-2545

【営業時間】平日/18:00~翌 5:00 土日祝/17:00~翌 5:00

すた～ず＠City （横浜・関内/日ノ出町）
【所在地】 神奈川県横浜市中区福富町西通り５３番地 B１F

京浜急行線…日ノ出町駅より徒歩３分 関内駅より徒歩８分
【HP】
http://anison-stars.com/home/
【Twitter】https://twitter.com/stars_at_city
【電話番号】045-315-4850
【営業時間】20:00~翌 6:00

＜各店共通＞
【料金案内】男性｜30 分：￥1,400 (税込)料
男性｜90 分～：￥3,400 (税込)～
【飲食】

女性｜30 分：￥1,000 (税込)
料 女性｜90 分～：￥2,300 (税込)～

フリードリンク、別途料金ドリンク、フードメニューあり

本リリースに関する報道関係者からのお問い合わせ先
シティコミュニケーションズ 広報事務局

すた～ず広報担当：坂本 真一（さかもと しんいち）

担当: 小林 (080-3498-2239)

携帯：090-8347-9731

TEL: 03-5411-0066 FAX: 03-3401-7788

TEL: 045-290-1765 FAX：045-290-1744

E-mail:pr@netamoto.co.jp

E-mail:s.sakamoto@city-s.co.jp
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