2021 年 10 月 1 日

～めんまとともに秩父市、西武線を巡る旅がスタート！～
『あの花』10th Anniversary EVENT

「あの花」Sound WALK 開催！
めんまとふたり旅～めんまが秩父を案内するんだってばよ～（秩父市街なか編）
めんまと列車旅～あの花裏話教えちゃうんだってばよ～（西武鉄道編）
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秩父市（市役所：埼玉県秩父市、市長：北堀 篤）と西武鉄道株式会社（本社：埼玉県所沢市、社長：
喜多村 樹美男）では、秩父を舞台設定としたアニメ「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。
」
（以
下「あの花」
）のテレビ放送 10 周年を記念し、
『あの花』10th Anniversary 企画として、
「あの花」Sound
WALK を 2021 年 10 月 2 日（土）より開催いたします。
「あの花」Sound WALK は、現実世界に仮想世界の音が混ざり合うソニーによる新感覚の音響体験
Sound AR™を採用した「あの花」ゆかりの場所を巡る聖地巡礼体験ができるイベントです。Sound AR 体
験を楽しむためのエンターテイメントアプリ Locatone™（ロケトーン）をご利用いただくことで、
「めんま
とふたり旅～めんまが秩父を案内するんだってばよ～」
（秩父市街なか編）
、
「めんまと列車旅～あの花裏話
教えちゃうんだってばよ～」
（西武鉄道編）の 2 つのコンテンツをお楽しみいただけます。
秩父市街なか編では、
「あの花」聖地案内人に就任した「めんま（声優：茅野愛衣）
」とともに市内街な
かのスポットを散策しながら、
「あの花」のストーリーに想いをはせ、聖地巡礼と秩父の街なか観光を楽し
める周遊イベントとなっています。西武鉄道編では、西武鉄道指定駅にて「あの花」の制作秘話などの裏
話や思い出を「めんま」が教えてくれます。
さらにそれぞれの全スポットをコンプリートすると特別ボイスをお聞きいただけます。また Locatone
アプリ内の AR カメラのボタンをタップすると、
「めんま」と一緒に記念写真も撮影できます。
「あの花」の世界観に浸るとともに、紅葉が深まる秋の秩父観光へ「めんま」と一緒にぜひ思い出作り
にお出かけください。
詳細は、別紙のとおりです。

※本事業は、埼玉県が対象となる緊急事態宣言の発出
及び秩父市がまん延防止等重点措置地域の対象と
なった場合、事業を中止いたします。

Sound AR™および Locatone™はソニーグループ株式会社またはその関連会社の商標です。

別紙
『あの花』10th Anniversary EVENT
◆「あの花」Sound WALK
●秩父市街なか編：めんまとふたり旅～めんまが秩父を案内するんだってばよ～
１．開催期間：2021 年 10 月 2 日（土）～12 月 26 日（日）
※施設の定休日等をご確認のうえお出かけください。

２．体験所要時間：約半日 移動距離：約 12ｋｍ
※距離、所要時間は目安です。レンタサイクル等の利用、複数日に分けての体験を推奨い
たします。

３．実施内容：エンターテイメントアプリ「Locatone」をお手元のスマートフォンにダウンロードし、ツ
アーを開始すると、下記、
【Sound AR スポット】で「めんま」が「あの花」の思い出や秩
父の魅力をおしゃべりしてくれて、
「あの花」の世界観を感じながら特別な体験をお楽し
みいただけます。
「めんま」と一緒に、アニメ「あの花」の聖地をお楽しみください。また、
一部のスポットでは、参加者の体の動きに合わせて、連動した音声を再生します。参加者
がスマートフォンを振ると太鼓を叩く音がするなど、インタラクティブな音声エンタテイ
ンメントをお楽しみいただけます。
【Sound AR スポット】
①西武秩父駅前広場
②秩父市歴史文化伝承館
③羊山公園見晴しの丘
④道の駅ちちぶ
⑤妙見の森公園
⑥秩父神社
⑦秩父まつり会館
⑧秩父まつり会館裏
⑨地場産センター
⑩秩父地域地場産業振興センター
（秩父鉄道秩父駅）2 階「あの花」10 周年記念特別企画展会場
※10 月 10 日（日）まで
⑪ほっとすぽっと秩父館
⑫武甲酒造
⑬札所 17 番定林寺
⑭けやき公園
⑮旧秩父橋
⑯旧秩父橋下の階段
※スポット巡りは順不同です。

４．その他： Locatone アプリ内の AR カメラのボタンをタップすると「めんま」
と一緒に記念写真が撮影できます。また、全スポットをコンプリート
すると特別ボイスもお聞きいただけます。
※スポットでの写真撮影は、近隣住民や他のお客さまのご迷惑に
ならないようにご注意ください。またスポット近くの私有地など
には立ち入らないようにご注意ください。
※音声を再生する際は、イヤホンを装着するなど周囲の方へのご配慮
をお願いいたします。

●西武鉄道編：めんまと列車旅～あの花裏話教えちゃうんだってばよ～
１．開催期間：2021 年 10 月 2 日（土）～12 月 26 日（日）

２．体験所要時間：約 2 時間 ※スポットの巡り順により所要時間は前後します。

３．実施内容：エンターテイメントアプリ「Locatone」をお手元のスマートフォンにダウンロードし、ツ
アーを開始すると、下記、
【Sound AR スポット】で「めんま」が「あの花」プロジェクト
の制作秘話や裏話を教えてくれます。
【Sound AR スポット】を電車で巡りながら「めん
ま」と一緒に物語の舞台となった聖地「秩父」へお出かけください。
【Sound AR スポット】
①池袋駅 ②練馬駅 ③所沢駅 ④西所沢駅
⑤飯能駅 ⑥正丸駅 ⑦西武秩父駅
⑧高田馬場駅 ⑨鷺ノ宮駅
※スポット巡りは順不同です。

４．その他： Locatone アプリ内の AR カメラのボタンをタップすると
「めんま」と一緒に記念写真が撮影できます。また、全ス
ポットをコンプリートすると特別ボイスもお聞きいただけ
ます。
※スポットでの写真撮影は、近隣住民や他のお客さまの
ご迷惑にならないようにご注意ください。
また、スポット近くの私有地などには立ち入らないよう
にご注意ください。
※音声を再生する際は、イヤホンを装着するなど周囲の方
へのご配慮をお願いします。

◆「あの花」NIGHT WALK
１．開催期間：2021 年 10 月 16 日（土）～10 月 31 日（日） 17 時 30 分～20 時

２．会

場：秩父神社境内

３．実施内容：秋深まる秩父の夜を楽しめる「あの花」NIGHT WALK を開催します。
秩父の総社、秩父神社の境内を普段では見られない貴重なライトアップで演出した中に
「あの花」の世界が。もしかしたらめんまの姿が見えるかも。そして「あの花」ファンに
は忘れられないあのシーンも。また、10 月 16 日（土）には第 295 回「みやのかわナイト
バザール」が開催され商店街イベントもお楽しみいただけます。
※みやのかわナイトバザール
会

場：みやのかわ商店街（歩行者天国・秩父神社より徒歩 1 分）

開催時間：19 時～21 時まで

◇Locatone について
App Store、Google Play より Locatone アプリをダウンロード後、「あの日見た花の名前を僕達はまだ
知らない。」チャンネルの中から、「めんまとふたり旅～めんまが秩父を案内するんだってばよ～」、「め
んまと列車旅～あの花裏話教えちゃうんだってばよ～」ツアーを選択いただくことでストーリーの体験が
可能になります。

※「めんまとふたり旅～めんまが秩父を案内するんだってばよ～」、「めんまと列車旅～あの花裏話教え
ちゃうんだってばよ～」のコンテンツ配信は 10 月 1 日（金）の予定です。
※iOS13 以上、Android7 以上のスマートフォンでご利用いただけます。ただし、一部の機種では動作しな
い可能性がありますのでご了承ください。

※お手持ちのイヤホンやヘッドホンでお楽しみいただけますが、耳を塞がないソニーのオープンイヤース
テレオヘッドセット「SBH82D」「STH40D」をご使用いただくと、周囲の音にイヤホンからの音を自然に
重ねることができます。
●現地で快適にお楽しみいただくため、
事前にアプリとツアーデータのダウンロードをお願いいたします。
●体験の際には、あらかじめご自身のスマートフォンと接続できるイヤホン/ヘッドホンをご用意くださ
い。
●体験時間が長時間となるため、スマートフォンの充電量にご注意ください。

Locatone アプリ内の「あの花」チャンネルへは、下記よりアクセスください。
https://locatone.page.link/RKxq

Locatone についての詳細は、下記をご確認ください。
https://www.locatone.sony.net/

◇「あの花」10 周年記念特別企画展 ～ANOHANA 10 年後の 8 月 いつまでも、ずーっと。～
１．実施期間

2021 年 7 月 22 日（木・祝）～10 月 10 日（日） 10 時～17 時

２．会

秩父地域地場産業振興センター（秩父鉄道秩父駅）2 階 展示スペース

場

※地場産業振興センターは毎週水曜定休日ですが、企画展会場 2 階は入場可能です。
３．入 場 料

無料

４．実施内容

「あの花」10 周年を記念した企画展を開催。
「あの花」の世界観と「あの花」×秩父
の歩みに関連した品の展示など、ファンの皆さんに楽しんでいただきます。
主な展示内容
・超平和バスターズの秘密基地

・めんま（本間芽衣子）等身大立像

・「あの花」×秩父 10 年間の歩みの記録

・じんたんＴシャツ展示

・各イベントでのサイン色紙展示 等
また、会場では皆さんからの願い事を大募集します。
第 1 弾：7 月 22 日～8 月 7 日までは秩父の七夕への願いを！（終了）
第 2 弾：8 月 8 日からは皆さんの「あの花」への思い、これからの願いごと等々を書
いて、会場に設置の“めんまが願いを叶えます”コーナーへ掲出していただきます。
（専用オリジナル用紙が無くなり次第終了）

（お問合せ先）

秩父アニメツーリズム実行委員会（事務局：秩父市役所観光課）
TEL（0494）25-5209

FAX（0494）27-2627

時間：8 時 30 分～17 時 15 分（土・日・祭日を除く）

〈参考〉 アニメ「あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。
」について
2011 年フジテレビ“ノイタミナ”にて放送された、オリジナルアニメーション
幼い頃に仲良しだった 6 人組「超平和バスターズ」。
ある夏の事故がきっかけで心を閉ざし離れてしまった 5 人と、
変わらない「めんま」という少女の物語。
少年少女 6 人が抱える葛藤を描いた本作は、見るもの全ての心を掴み、
その感動は 2011 年の放送開始とともに瞬く間に広がり続け、
たくさんの人々に愛されてきた。
あれから 10 年。また、みんなに会える夏がくる。
※公式 Web サイト https://10th.anohana.jp/
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