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報道関係各位 

地球歴地球歴地球歴地球歴 2015201520152015 年年年年 4444 月月月月 1111 日日日日    

宇宙人・怪獣連合 代表 

怪獣酒場店長 バルタン星人 

 

～宇宙人・怪獣連合緊急動議として全怪一致全怪一致全怪一致全怪一致で決定！～ 

「「「「川崎・怪獣酒場川崎・怪獣酒場川崎・怪獣酒場川崎・怪獣酒場 4444 月月月月 15151515 日日日日復活復活復活復活！」！」！」！」を決断を決断を決断を決断    

 

ワレワレが川崎の地で「怪獣酒場」を地球人向けに開放してから 1 年、宇宙警備隊による

警告と監視、そしてヒーローの侵入を阻む装置の故障という悲しい事故のため、多数の地

球人支援者たちに惜しまれながらも、昨晩「怪獣酒場」は閉店となった。 

 

しかし、閉店日まで続く地球人たちの熱い支持。そして「怪獣酒場」の人気に便乗した、

いかがわしい類似店舗（？）の登場などから、ワレワレ宇宙人・怪獣連合は、昨晩寝ずに

会議をした結果、「川崎・怪獣酒場」「川崎・怪獣酒場」「川崎・怪獣酒場」「川崎・怪獣酒場」をををを一刻も早一刻も早一刻も早一刻も早くくくく再解放再解放再解放再解放をすべきであるをすべきであるをすべきであるをすべきである、、、、と決定したこと

をここに告げる。（←イマココ） 

 

再解放する店舗の名称は、わかりやすく「帰ってきた怪獣酒場」としておこう。 

解放日は 2015 年 4 月 15 日（水）である。本家たるワレワレは、ただの再解放ではない。

メニュー、内装ともに、より洗練された姿を見せようではないか。いつもやたら問い合わ

せの多い「予約」とやらは、4月 6日（月）13 時からを予定している。心して待て。 

 

なお当件、あの悲劇を繰り返さないためにも、くれぐれもウルトラ戦士および地球防衛軍

関係者には告げるべからず。 

(V)o￥o(V)フォッフォッフォッフォッフォ 

 

 

 

 

 

 

 

 

＃帰ってきた怪獣酒場  www.kaiju-sakaba.com 
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2020202015151515 年年年年 4444 月月月月 1111 日日日日    

＜報道関係各位＞ 

株式会社 円谷プロダクション 

2014 年 3 月、株式会社 円谷プロダクション監修のもと、ベネリック株式会社と株式会社

イーケーシーの共同企画により川崎にオープンした、地球初の怪獣たちが主役の居酒屋『怪

獣酒場』は、当初からの告知通り、2015 年 3 月 31 日をもって、地球人向け解放を停止し、

地球から一時撤退致しました。 

しかしながら、連日大盛況であった同店は、継続を望む声も多く、『帰ってきた怪獣酒場』

として復活することを決定いたしました。 

オープン日は、およそ半月のリニューアル期間を経て、2015 年 4 月 15 日（水）となりま

す。パワーアップする「帰ってきた怪獣酒場」にぜひご期待ください。 

 

 

 

 

 

 

 

    

女性の強い消費力に圧倒されがちな男性。しかし「怪獣酒場」は、「ウルトラマンシリーズ」

を、放送当時に夢中で観ていた、40 代～50 代の男性という層をコアターゲットに展開。 

社会人となった現在の自身たちに重なる、さまざまな理不尽さを抱えた「怪獣」をテーマに、

本格的な大人向けの居酒屋業態を開発した結果、隠れていた「永遠の少年たち」の消費需要を喚

起することとなり、絶大な支持を得ました。 

休日には 3 時間超えの待ち時間になるなど、1 年間限定の営業期間終了間際になっても続く

盛況と、期間限定店としてのオープン当初から、継続を望む声も多く、あらためてウルトラ怪獣

の人気の高さを感じるとともに、4 月以降の継続を決定するに至りました。 

帰ってきた「永遠の少年たち」のオアシス。リニューアル後は、一部内装やメニューの変更な

ど、一味違ったパワーアップをするとともに、ご要望の多かった、「常設店舗」として営業いた

します。ぜひご期待ください。 

※リニューアル後のご予約受付は 4 月 6 日（月）13 時を予定しています。 

【4 月 14 日にはマスコミ向け内覧も開催！！】 

連日行列の続いた怪獣たちが主役の居酒屋『怪獣酒場』が 2015 年 3 月をもって閉店 

と思いきや 2015 年 4 月 15 日、すぐ『帰ってきた怪獣酒場』として復活決定！すぐ『帰ってきた怪獣酒場』として復活決定！すぐ『帰ってきた怪獣酒場』として復活決定！すぐ『帰ってきた怪獣酒場』として復活決定！    

『帰ってきた怪獣酒場』解放と『帰ってきた怪獣酒場』解放と『帰ってきた怪獣酒場』解放と『帰ってきた怪獣酒場』解放とマスコミ向けマスコミ向けマスコミ向けマスコミ向け内覧のご案内内覧のご案内内覧のご案内内覧のご案内    

 

※※※※4444 月月月月 15151515 日の日の日の日の「帰ってきた怪獣酒場」「帰ってきた怪獣酒場」「帰ってきた怪獣酒場」「帰ってきた怪獣酒場」オープンに先立ち、オープンに先立ち、オープンに先立ち、オープンに先立ち、4444 月月月月 14141414 日日日日に、マスコミ関係のに、マスコミ関係のに、マスコミ関係のに、マスコミ関係の

皆様向けに内覧会を実施皆様向けに内覧会を実施皆様向けに内覧会を実施皆様向けに内覧会を実施します。下記ご案内をご覧ください。します。下記ご案内をご覧ください。します。下記ご案内をご覧ください。します。下記ご案内をご覧ください。    
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【【【【マスコミ向けマスコミ向けマスコミ向けマスコミ向け内覧内覧内覧内覧    詳細】詳細】詳細】詳細】    

    

場所：「場所：「場所：「場所：「帰ってきた帰ってきた帰ってきた帰ってきた怪獣酒場」怪獣酒場」怪獣酒場」怪獣酒場」    

〒 210-0007 神奈川県川崎市川崎区駅前本町 3-1 NOF 川崎東口ビル B1 階 

※ＪＲ川崎駅 東口アゼリア 26 番出口 徒歩 1 分／京浜急行線 京急川崎駅 中央口 徒歩 5 分 

 

日時：日時：日時：日時：2020202015151515 年年年年 4444 月月月月 11114444 日（日（日（日（火火火火））））        ①①①①10101010：：：：00000000～～～～12121212：：：：00000000    ②②②②11113333：：：：00000000～～～～11115555：：：：00000000    

① ② 内容内容内容内容    詳細詳細詳細詳細    

10:00～ 13:00～ 受付開始 受付後は外観、内観（各コーナー）をご自由

に撮影ください。 

10:30～ 

11:00 

13:30～ 

14:00 

怪獣登場 

怪獣退場 

バルタン星人（店長）とゲスト怪獣が登場 

予定！撮影いただけます。 

11:00～ 

12:00 

14:00～ 

15:00 

フリー撮影時間 

 

おすすめフード、ドリンク、制服を着たスタッフ

など撮影いただけます。料理の試食も可能で

す。 

※途中、まさかのシークレットゲストが登場す※途中、まさかのシークレットゲストが登場す※途中、まさかのシークレットゲストが登場す※途中、まさかのシークレットゲストが登場す

るかもるかもるかもるかもしれません。しれません。しれません。しれません。    ぜひお楽しみに！！ぜひお楽しみに！！ぜひお楽しみに！！ぜひお楽しみに！！    

※当日は受付時に、お名刺を頂戴いたしますのでご準備をお願いします。 

※店内には、複数名の広報スタッフが控えております。 

※レポーターの方へのご対応、試食など、別途ご希望の場合は、事前にご連絡を 

いただけますと幸いです。 

 

 

マスコミ向け内覧にご参加いただける場合、お手数をおかけしますが、マスコミ向け内覧にご参加いただける場合、お手数をおかけしますが、マスコミ向け内覧にご参加いただける場合、お手数をおかけしますが、マスコミ向け内覧にご参加いただける場合、お手数をおかけしますが、    

次ページの、返信次ページの、返信次ページの、返信次ページの、返信票票票票にご記入いただき、ご連絡くださいませ。にご記入いただき、ご連絡くださいませ。にご記入いただき、ご連絡くださいませ。にご記入いただき、ご連絡くださいませ。    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

◆当該資料・およびマスコミ向け内覧に関するお問い合わせ先 

ベネリック株式会社 http://www.benelic.com 広報担当：矢作（やはぎ）、西井 

TEL：:03-5469-5700  MAIL：yahagi@benelic.com nishii@benelic.com 

 

◆当日の急なお問い合わせの場合 

矢作 090-1033-7346 西井 090-9682-9102 「怪獣酒場」店舗 044-210-5565 
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お手数をおかけして誠に恐れ入りますが 

ご記入いただき、4444 月月月月 10101010 日（金）までに日（金）までに日（金）までに日（金）までに、下記宛に返送いただけますと幸いです。                              

FAX:03FAX:03FAX:03FAX:03----5469546954695469----5701570157015701    

ベネリック株式会社 

マーケティング部 矢作・西井 宛 

 

    帰ってきた帰ってきた帰ってきた帰ってきた怪獣酒場怪獣酒場怪獣酒場怪獣酒場    マスコミ内覧マスコミ内覧マスコミ内覧マスコミ内覧        

ＦＡＸご返信票ＦＡＸご返信票ＦＡＸご返信票ＦＡＸご返信票    

【日時】【日時】【日時】【日時】2015201520152015 年年年年 4444 月月月月 14141414 日（火日（火日（火日（火））））    ((((下記よりご希望のお時間をお選びください下記よりご希望のお時間をお選びください下記よりご希望のお時間をお選びください下記よりご希望のお時間をお選びください))))    

【会場】【会場】【会場】【会場】川崎市川崎区駅前本町川崎市川崎区駅前本町川崎市川崎区駅前本町川崎市川崎区駅前本町3333----1 NOF 1 NOF 1 NOF 1 NOF 川崎東口ビル川崎東口ビル川崎東口ビル川崎東口ビルB1 B1 B1 B1 階階階階「帰ってきた「帰ってきた「帰ってきた「帰ってきた怪獣酒場怪獣酒場怪獣酒場怪獣酒場」」」」    

【交通】【交通】【交通】【交通】ＪＲ川崎駅ＪＲ川崎駅ＪＲ川崎駅ＪＲ川崎駅    東口東口東口東口    アゼリアアゼリアアゼリアアゼリア26262626番出口番出口番出口番出口    徒歩徒歩徒歩徒歩1111分分分分    

京浜急行線京浜急行線京浜急行線京浜急行線    京急京急京急京急川崎駅川崎駅川崎駅川崎駅    中央口中央口中央口中央口    徒歩徒歩徒歩徒歩5555分分分分    

    

ご希望時間 

2015201520152015 年年年年 4444 月月月月 14141414 日日日日((((火火火火))))        

①①①① 10101010：：：：00000000～～～～12121212：：：：00000000    ②②②②11113333：：：：00000000～～～～11115555：：：：00000000    

（ご希望時間を○でお囲みください） 

貴社名     

貴社媒体名 （ご掲載・放送予定日：   月  日） 

部署名     

ご芳名     

ご同行者様    有 （お申込の方含め 計   名様）  ・   無    

お電話     

ＦＡＸ     

Ｅメール     

撮影     有（ムービー・スチール） ・ 無 ・ その他（     ）    

当日は受付にてお名刺を 2 枚、頂戴いたしますので、お手数をおかけして誠に恐れ入り

ますが、ご用意をお願いいたします。  
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≪店内≫≪店内≫≪店内≫≪店内≫一部リニューアルし、よりパワーアップします。 

 

 

 

 

 

 

一部内装がリニューアル。（写真はリニューアル前）   とある部屋ができるという噂も… 

 

≪メニュー≫≪メニュー≫≪メニュー≫≪メニュー≫人気のメニューに加えて、新メニューも登場！    

   

写真はイメージ。人気メニューは継続。そしてゴモラにまつわる新メニューなども登場！ 

 

≪≪≪≪その他≫その他≫その他≫その他≫    

・サービス：来店のお客様にお出しする箸置きやコースター（いずれもお土産としてお持ち帰り

可）がリニューアルします。 

・オリジナルグッズ：数量限定 帰ってきた怪獣酒場 T シャツが登場します。 

 

≪店舗情報≫≪店舗情報≫≪店舗情報≫≪店舗情報≫    

店舗名称 帰ってきた怪獣酒場 

店舗所在地 〒 210-0007 

神奈川県川崎市川崎区駅前本町 3-1 NOF 川崎東口ビル B1 階 

電話番号 044-210-5565 ※4 月 6 日（月）13 時より一部座席 予約受付開始 

URL http://www.kaiju-sakaba.com 

営業時間 16：30～24：00 

（フードラストオーダー23：00 ドリンクラストオーダー 23：30） 

定休日 1 月 1 日 

オープン日 2015 年 4 月 15 日（水） ※常設店舗として運営いたします 

座席 約 100 席 店舗面積 約 60 坪 

    

    

補足資料①補足資料①補足資料①補足資料①    【リニューアル箇所】【リニューアル箇所】【リニューアル箇所】【リニューアル箇所】    
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「怪獣酒場」は、ベネリック株式会社（代表取締役社長：柴田郁夫、本社：東京都港区）

と、株式会社イーケーシー（代表取締役：江原秀光、本社：東京都台東区）が共同企画と

して、円谷プロダクション監修のもと、2014 年 3 月 14 日（金）より、神奈川県川崎市に 

1 年間の期間限定店舗としてオープンした、特撮ヒーロー「ウルトラマン」シリーズの「怪

獣」をテーマにした居酒屋です。 

 

ヒーローたちに時に健闘し、時にこてんぱんにされるウルトラ怪獣たちが、夜な夜な憂

さを晴らし、気力を養って、明日への新たな悪巧みをするところ。 

今まで世を忍んで営業してきたが、一部の時間帯を、地球人にむけて開放することになっ

た…そんなコンセプトで運営しておりました。 

 

いままであるようでなかった同店は、童心に帰って心から飲んで騒いで楽しみたいという

「永遠の少年たち」の心を見事につかみ、20 代から 60 代まで、幅広い世代の、多種多様な

男女のファンを集め、連日ほぼ満席、休日ともなると、3 時間超え待ちともなる大盛況が続

きました。 

    

≪運営各社について≫≪運営各社について≫≪運営各社について≫≪運営各社について≫    

「怪獣酒場」は、円谷プロ監修、ベネリック（株）・（株）イーケーシーによる共同企画です 

ベネリック株式会社 http://www.benelic.com 

企業理念：Heart Calls Heart 私たちは感動できる人間の集まりです。 

事業内容： 

オリジナル及びキャラクター雑貨の企画・製造・卸・店舗及び売場の運営管理、 

（キャラクターオンリーショップの F/C）飲食サービス業との業態開発 

「スタジオジブリ作品」「ウルトラマン」「週刊少年ジャンプ」などのショップ運営、 

「ムーミン」の飲食業態店舗の運営など 

 

株式会社イーケーシー http://www.e-k-c.co.jp 

企業理念：最もお客様の立場に立ったサービスを創造する。 

事業内容： 

1.がぜんの企画運営 

2.長寿韓酒房の企画運営 

3.房総熟成肉庫 ジャイアン、暴走熟成肉庫 肉アバンギャルド、練馬熟成肉団 肉賊カウぼー

ずの企画運営 

4.HIGHBALLBAR 新橋 1923、杜の都 1923 の企画運営 

5.その他新業態の企画運営、貿易事業など 

 

補足資料補足資料補足資料補足資料②②②②【怪獣酒場とは】【運営会社について】【怪獣酒場とは】【運営会社について】【怪獣酒場とは】【運営会社について】【怪獣酒場とは】【運営会社について】    


