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Press Release 
 2019 年 5 ⽉ 23 ⽇ 

株式会社モバイルファクトリー 
 

「ステーションメモリーズ︕5th Birthday Cafe」 
6/19(⽔)より駅メモ︕コラボカフェを期間限定オープン︕ 

 
株式会社モバイルファクトリーは、6 ⽉に配信 5 周年を迎える位置情報連動型ゲーム「ステーションメ
モリーズ︕」（略称︓駅メモ︕）のコラボカフェ「ステーションメモリーズ 5th Birthday Cafe」を 2019
年 6 ⽉ 19 ⽇(⽔)より期間限定でオープンします。 

※「駅メモ︕」は株式会社モバイルファクトリーが開発運営し、株式会社ジーワンダッシュが「App Store /Google Play」上に配信、ま
た、株式会社コロプラの提供する位置情報サービスプラットホーム「コロプラ」上に配信している位置情報連動型ゲームです。 
 
■「ステーションメモリーズ︕ 5th Birthday Cafe」について 
6 ⽉に 5 周年を迎える「駅メモ︕」のコラボカフェを 6 ⽉ 19 ⽇(⽔)より原宿の AREA-Q ANNEX にて今

年も期間限定でオープンします。店内では、これまでに実施したリアルイベントの年表をはじめ、過去の

イベントで使⽤した「ヘッドマーク」や、貴重なイラストレーターのサイン⾊紙等を展⽰予定です。前回

⼤好評だったコラボメニューも多数ご⽤意しています。 
 
詳細については、 原宿 AREA-Q ANNEX 公式サイト内「ステーションメモリーズ︕ 5th Birthday Cafe」
特設ページをご参照ください。 
特設ページ︓http://areaq-annex.jp/ekimemo_the5thanniv/ 
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<開催概要> 
●開催期間︓2019 年 6 ⽉ 19 ⽇(⽔)〜7 ⽉ 7 ⽇(⽇) 
●開催場所︓原宿 AREA-Q ANNEX 東京都渋⾕区神宮前 6-28-6 キュープラザ原宿 3F 
●営業時間︓12:00〜21:00 

◇昼の部︓12:00〜13:20,13:40〜15:00,15:20〜16:40,17:00〜18:20 の 4 部 
（完全⼊れ替え／80 分制） 
◇夜の部︓19:00〜21:00（フリー⼊場／80 分制） 

●お問い合わせ︓info_annex@areaq.jp 
 
＜チケット情報＞ 
●チケット発売期間︓2019 年 5 ⽉ 23 ⽇(⽊)15:00〜7 ⽉ 3 ⽇(⽔)23:59 まで 
●チケット料⾦︓ 

◇昼の部（チケット制） 前売券 2,800 円（税込）※当⽇券は前売券同様に 2,800 円(税込)です。 

◇夜の部 ①当⽇券 600 円（税込） 
     ②当⽇券 2,800 円（税込） 

●チケット発売場所︓イベンティファイ https://www.funity.jp/ekimemo5th/ 
 
＜各種特典＞ 
●昼の部（チケット制）2,800 円（税込） 
チケット代⾦(前売券)には「駅メモ︕駅弁」、「駅茶」、「5th Birthday Memorial Book(B5 サイズ 20 ⾴
の⼩冊⼦)」、「記念ビジュアルカード 1 枚」、「オリジナルコースター(全 15 種中ランダムで 1 枚配布)」
が含まれます。 

なお、「駅メモ︕駅弁」、「駅茶」は前売り券のみのご提供となります。当⽇券をお買い求めのお客様には、

代わりにお好きなコラボドリンク 1 杯 or デザート 1 個（＋軽⾷ご希望の⽅は焼きおにぎり 2 個、冷凍ミ

カン 1 個）をご提供予定です。 
※「5th Birthday Memorial Book」は、「ステーションメモリーズ︕」登場キャラクターの詳細なプロフィールなど情報

満載のコラボカフェオリジナルブックです。今回はなんと EX でんこの設定画初公開︕ 

 
●夜の部（フリー⼊場 ※予約不要） 
①当⽇券 600 円（税込） 
代⾦には、コラボドリンク引換券 1 枚、オリジナルコースター(全 15 種中ランダムで 1 枚配布)が含まれ
ます。 
※「コラボドリンク引換券」はお好きなコラボドリンクと引き換えられます。また、＋⾦額差分でアルコール、デザート、
フードへの変更も可能です。 
 
②当⽇券 2,800 円（税込） 
代⾦には、コラボドリンク引換券 2 枚（アルコール可）、「5th Birthday Memorial Book(B5 サイズ 20
⾴の⼩冊⼦)」、「記念ビジュアルカード 1 枚」、「オリジナルコースター(全 15 種中ランダムで 1 枚配布)」
が含まれます。 
 
※昼の部、夜の部もお店が混雑している場合など、⼊店整理券を配布する場合がございます 
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<販売グッズ紹介>  
・つながる︕トレーディングミニアクリルスタンド vol.6（全 15 種） 各 700 円（税込） 
・トレーディング ステッカーコレクション（2 枚⼊り 全 26 種） 各 500 円（税込） 
・トレーディング ピンバッジ vol.1（全 9 種） 各 600 円（税込） 
・トレーディング ピンバッジ vol.2（全 9 種） 各 600 円（税込） 
・トレーディング ピンバッジ vol.3（全 9 種） 各 600 円（税込） 
・トレーディング ピンバッジ vol.4（全 9 種） 各 600 円（税込） 
・5th Birthday 記念 パスケース グリーンライセンス 1,200 円（税込） 
・5th Birthday 記念 パスケース メロ&ルナ&みろく 1,200 円（税込） 
・5th Birthday 記念 パスケース シャルロッテ&リト 1,200 円（税込） 
・5th Birthday 記念 クリアファイルセット 1,200 円（税込） 
・クッション フットバース ver.  4,800 円（税込） 
・⼿ぬぐい 1,000 円（税込） 
・5th Birthday 記念 スタンプ帳 1,000 円（税込） 
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■「ステーションメモリーズ︕」（略称︓駅メモ︕）について 
ユーザが駅に集まる⼈の思い出を収集する「ステーションマスター」になって、個性的なパートナーキャ
ラ「でんこ」と⼀緒に⽇本全国の駅を巡る位置情報連動型ゲームです。位置登録機能を利⽤して駅や鉄道
路線のコンプリートを⽬指す位置要素満載のコンテンツです。 
 
＜コンテンツ概要＞ 

 
※記載されている会社名、ロゴマーク、製品名などは、各社の登録商標または商標です。 
※本書⾯に掲載された画像及びテキストの無断転⽤を禁じます。 
※位置情報は、登録時の電波・GPS の状況によって正確な位置を反映しない場合があります。 
 
■今後の展開 
モバイルファクトリーは「感動を持ち歩け。」というブランドメッセージのもと、皆様にいつでもどこ
でも楽しめるサービスの提供を⽬指します。今後もユーザに喜んでいただけるコンテンツとのタイアッ
プを積極的に⾏い、「ステーションメモリーズ︕」をプレイして出かけたくなった、「ステーションメモ
リーズ︕」をきっかけに旅⾏をして楽しい思い出を残すことができた、というプレイヤーが増やせるよ
う展開してまいります。 
 
＜報道関係者様からのお問い合わせ先＞ 
株式会社モバイルファクトリー  広報︓⼤沼 
〒141-0022 東京都品川区東五反⽥ 1-24-2 東五反⽥ 1 丁⽬ビル 8 階 
TEL︓ 03-3447-1181 / FAX︓ 03-3447-1188 / MAIL︓ press@mfac.jp 
URL︓https︓//www.mobilefactory.jp/ 

タイトル︓ステーションメモリーズ︕ 
ジャンル︓位置情報連動型ゲーム 
対応 OS︓iOS/Android 
配信元︓株式会社ジーワンダッシュ 
開発運営︓株式会社モバイルファクトリー 
価格︓基本無料（アイテム型課⾦） 
URL（公式サイト）︓https︓//ekimemo.com/ 
 

タイトル︓ステーションメモリーズ︕  
ジャンル︓位置情報連動型ゲーム 
配信先︓コロプラ 
配信元/開発運営︓株式会社モバイルファクトリー 
価格︓基本無料（アイテム型課⾦） 
URL︓http︓//colopl.co.jp/products/colopl/stationmemories.php 
※ゲームを遊ぶにはコロプラへの会員登録が必要です。 
 


