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2017 年 10 ⽉ 25 ⽇
タワーレコード株式会社

シングル『シンガロン・シンガソン』発売記念

私立恵比寿中学×TOWER RECORDS CAFE “エビ中 CAFE”
TOWER RECORDS CAFE 渋谷店＆梅田 NU 茶屋町店にて開催
タワーレコードでは、私⽴恵⽐寿中学（通称：エビ中）の 11th シングル『シンガロン・シンガソン』[11 ⽉ 8 ⽇（⽔）発
売]の発売を記念して、グループ初となるコラボカフェ「エビ中 CAFE」を TOWER RECORDS CAFE 渋⾕店、梅⽥ NU 茶屋
町店にて 11 ⽉ 2 ⽇（⽊）より 11 ⽉ 19 ⽇（⽇）の期間限定で開催します。
さらに、コラボグッズの発売など様々な企画で 11th シングル『シンガロン・シンガソン』の発売を盛り上げてまいります。

私⽴恵⽐寿中学×TOWER RECORDS CAFÉ「エビ中 CAFE」

私⽴恵⽐寿中学

メインビジュアル

■コラボカフェ「エビ中 CAFE」開催
11th シングル『シンガロン・シンガソン』ミュージックビデオ撮影時のオフショット写真のパネル展⽰、ライブ映像やミュ
ージックビデオの放映などエビ中をたっぷりご堪能いただける店内で、エビ中メンバーが考案したコラボメニューをお楽しみ
いただけます。 ※詳細は次⾴以降をご参照くさい。

（上

左から）"世の中そんなに⽢くない"カレー、＃ねぇ今キミがくちに運んだそのピザは何⾊ですか？、柏⽊ひなたと⾔えば⾁でしょ！プレート、ぽーちゃーはんぎょうざ

（下

左から）ハイタテキになっちゃうよー♡パンケーキ、みれりーなパフェ、中⼭莉⼦のザワッフル。

本件に関する報道関係各位からのお問合せ先
タワーレコード株式会社広報室 ⾕河、松本、伊早坂
TEL：03-4332-0705 Email：press@tower.co.jp
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『シンガロン・シンガソン』×TOWER RECORDS CAFE オリジナルコラボグッズ数量限定発売

（左から）
「シンガロン・シンガソン」 × TOWER RECORDS CAFE マルシェバッグ
「シンガロン・シンガソン」 × TOWER RECORDS CAFE ウォールマグ
「シンガロン・シンガソン」 × TOWER RECORDS CAFE マグカップ

底⾯にタワーカフェロゴ

・「シンガロン・シンガソン」 × TOWER RECORDS CAFE マルシェバッグ（⿊・ナチュラル）価格：各 1,728 円（税込）
・「シンガロン・シンガソン」 × TOWER RECORDS CAFE ウォールマグ（ベージュ、⿊）価格：各 1,728 円（税込）
・「シンガロン・シンガソン」 × TOWER RECORDS CAFE マグカップ（⽩）価格：各 1,296 円（税込）
発売⽇：11 ⽉ 9 ⽇（⽊）
取扱店舗：TOWER RECORDS CAFE 渋⾕店、TOWER RECORDS CAFE 梅⽥ NU 茶屋町店、タワーレコード秋⽥オーパ店、
タワーレコード オンライン
ご予約受付開始：11 ⽉ 2 ⽇（⽊）開店時〜TOWER RECORDS CAFE 渋⾕店、TOWER RECORDS CAFE 梅⽥ NU 茶屋町店、
タワーレコード秋⽥オーパ店店頭にて全額前⾦にて予約受付いたします。
タワーレコードオンラインでは、11 ⽉ 2 ⽇（⽊）10 時から予約受付開始となります。
※数には限りがございますので、なくなり次第終了となります。
※ご予約・ご購⼊は⼀会計にて各種各⾊１個づつとなります。

コラボカフェ「エビ中 CAFE」
■TOWER RECORDS CAFE 渋⾕店
開催期間：11 ⽉ 2 ⽇（⽊）〜11 ⽉ 19 ⽇（⽇）10 時〜22 時（LO：21 時）
[第 1 弾：11 ⽉ 2 ⽇（⽊）〜11 ⽉ 10 ⽇（⾦）、第 2 弾：11 ⽉ 11 ⽇（⼟）〜11 ⽉ 19 ⽇（⽇）]
■TOWER RECORDS CAFE 梅⽥ NU 茶屋町店
開催期間：11 ⽉ 2 ⽇（⽊）〜11 ⽉ 19 ⽇（⽇）11 時〜22 時（LO：21 時）
[第 1 弾：11 ⽉ 2 ⽇（⽊）〜11 ⽉ 10 ⽇（⾦）、第 2 弾：11 ⽉ 11 ⽇（⼟）〜11 ⽉ 19 ⽇（⽇）]
[全店共通注意事項]
※混雑時は時間制限（90 分制）および整理券制とさせていただく場合がございます。整理券配布状況は、各店ツイッター（渋⾕店：@TOWER_Shibuya、梅⽥
NU 茶屋町店：@TRC_NUchaya ハッシュタグ＃エビ中カフェ）にてご確認ください。
※混雑時等、店舗の都合により、オーダー制限をさせて頂く可能性がございます。
※コラボメニューは店内での提供のみとなります。
※開催期間中のご予約は承っておりません。
※本リリースに記載の内容は、変更・追加される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
※価格はすべて税込です。
※アレルギーのある⽅はスタッフにご確認ください。
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■ご来店特典：「エビ中 CAFE」限定ランチョンマット
各店コラボカフェ期間中、ご来店いただいたお客様に＜エビ中 CAFE 限定ランチョンマット＞を差し上げます。
ランチョンマットにはエビ中メンバーの⼿書きメッセージ⼊り！メッセージの内容はカフェをご利⽤いただいた際のお楽し
みとなります！（ランチョンマットは、テーブルにセットさせていただいております。）
※ランチョンマットは先着特典となり、なくなり次第終了となります。
※ランチョンマットの絵柄、メッセージは１種となります。

エビ中 CAFE 限定ランチョンマット
（カフェではこちらに⼿書きメッセージが⼊ったものをプレゼントいたします。）

■ご注⽂先着特典：メンバー⼿描きイラスト⼊りコースター（全 7 種/絵柄はランダムでのお渡し）
各店コラボカフェ期間中、コラボメニューをご注⽂のお客様に先着で、コラボメニュー1 品につき 1 枚＜メンバー⼿描きイ
ラスト⼊りコースター＞（全 7 種/絵柄はランダムでのお渡しとなり選べません）をプレゼントします。
※コースターは先着特典となり、なくなり次第終了となります。

メンバー⼿描きイラスト⼊りコースター（全７種）

■ＣＤ購⼊者連動特典：
各店コラボカフェ期間中、コラボカフェをご利⽤いただき、私⽴恵⽐寿中学 11th
シングル『シンガロン・シンガソン』（３形態のいずれか）を 11 ⽉ 7 ⽇（⽕）⼊
荷⽇以降にタワーレコード渋⾕店、梅⽥ NU 茶屋町店でご購⼊いただいたお客様
に先着で、＜私⽴恵⽐寿中学ロゴステッカー＞（全 7 種/絵柄はランダムでのお渡
しとなり選べません）をプレゼントいたします。
※ＣＤご購⼊時にカフェ利⽤時のレシート、もしくはカフェ会計時にＣＤ購⼊時のレシートをご提⽰くだ
さい。
※渋⾕店、梅⽥ＮＵ茶屋町店以外のＣＤご購⼊レシートは対象外となります。
※ロゴステッカーは先着特典となり、なくなり次第終了となります。

私⽴恵⽐寿中学ロゴステッカー（全 7 種）
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■パネル展
11th シングル『シンガロン・シンガソン』ミュージックビデオ撮影時のオフショット写真のパネルを展⽰。
「エビ中 CAFE」でしか⾒られない貴重な写真です。
■ライブ DVD 上映会
コラボカフェ店内で、これまでに発売されたエビ中のライブ映像やミュージックビデオの上映会を開催します。
■フォトスポット
店内にはフォトスポットを設置しています。撮影をご希望の⽅はスタッフにお気軽にお声がけください。
＜第 1 弾メニュー＞ ※価格はすべて税込です。
COLD DRINK：ebichu ドリンク（4 種） 価格：各 700 円
・お待たせしました！“あやちゃん”のアゲアゲジュース（メロングレープフルーツ）
・“ぁぃぁぃ”のミラクルマジカルドリンク（メロン+レモンカルピス）
・降っても晴れても“ひなた”⽇和オレンジ（ラズベリーオレンジ）
・“中⼭莉⼦”のドリンク。（ブルーキュラソーカルピス）

第1弾

ebichu ドリンク

DRINK：ebichu ラテ（3 種） 価格：各 650 円
③真⼭ Ver.、⑦星名 Ver.、⑪⼩林 Ver.

第1弾

ebichu ラテ

＜第 2 弾メニュー＞ ※価格はすべて税込です。
COLD DRINK：ebichu ドリンク（３種） 価格：各 700 円
・“真⼭”のハイテンションソーダ （巨峰ソーダ）
・あなたのハートが“ほっしーな”ジュース（ラスベリーグループフルーツ）
・歌う稲穂、“ぽーちゃん”のダンシングソーダ（レモンオレンジソーダ）

第2弾

ebichu ドリンク

HOT DRINK：ebichu ラテ（4 種） 価格：各 650 円
⑤安本 Ver.、⑥廣⽥ Ver.、⑩柏⽊ Ver.、⑫中⼭ Ver.

第2弾

ebichu ラテ
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＜第 1 弾・第 2 弾共通メニュー ＞ ※価格はすべて税込です。提供期間は店舗により異なります。
【FOOD】
・"世の中そんなに⽢くない"カレー 価格：1,300 円
真⼭りか考案メニュー。ちょっぴり⾟めのカレーに鮮やかコントラストの温⽟を添えて。
・＃ねぇ今キミがくちに運んだそのピザは何⾊ですか？ 価格 1,300 円
廣⽥あいか考案メニュー。⽌まらない気持ちはこのピザが教えてくれます。
・柏⽊ひなたと⾔えば⾁でしょ！プレート 価格：1,300 円
柏⽊ひなた考案メニュー。⾁推しひなたオススメのがっつりメニュー！
・ぽーちゃーはんぎょうざ 価格：1,300 円
⼩林歌穂考案メニュー。お⽶⼤好きぽーちゃんのチャーハンとギョーザセット。⼈気キャラ『平凡⼈』もゲスト出演！

（左から）
"世の中そんなに⽢くない"カレー、＃ねぇ今キミがくちに運んだそのピザは何⾊ですか？、柏⽊ひなたと⾔えば⾁でしょ！プレート、ぽーちゃーはんぎょうざ

【SWEETS】
・ハイタテキになっちゃうよー♡パンケーキ 価格：1,080 円
安本彩花考案メニュー。あまねく⽢党もたじろぐ激⽢パンケーキ。怖くなーーーーーい！
・みれりーなパフェ 価格：1,080 円
星名美怜考案メニュー。360 度どこから⾒てもみれいちゃんの好きなものが詰まったパフェ！
・中⼭莉⼦のザワッフル。 価格：1,080 円
中⼭莉⼦の考案メニュー。りったん⼤好きチェリーとエビ中の校章がまぶしいスウィーツ！

（左から）ハイタテキになっちゃうよー♡パンケーキ、みれりーなパフェ、中⼭莉⼦のザワッフル。

【DRINK】
ebichu ドリンク（7 種） 価格：各 700 円
※“エビ中 CAFE 特製カップ”に⼊れて提供します。
メンバーカラーをイメージしたドリンク７種をご⽤意。
・“真⼭”のハイテンションソーダ （巨峰ソーダ）
・お待たせしました！“あやちゃん”のアゲアゲジュース（メロングレープフルーツ）
・“ぁぃぁぃ”のミラクルマジカルドリンク（メロン+レモンカルピス）
・あなたのハートが“ほっしーな”ジュース（ラスベリーグループフルーツ）
・降っても晴れても“ひなた”⽇和オレンジ（ラズベリーオレンジ）
・歌う稲穂、“ぽーちゃん”のダンシングソーダ（レモンオレンジソーダ）
・“中⼭莉⼦”のドリンク。（ブルーキュラソーカルピス）
※第 1 弾・第 2 弾で提供メンバーのメニューが異なります。

ebichu ラテ（7 種） 価格：各 650 円
メンバーをイメージしたイラストが可愛いキャラメル味のラテでほっこり。
※第 1 弾・第 2 弾で提供メンバーのメニューが異なります。
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＜私⽴恵⽐寿中学 リリース情報＞
■11th Single『シンガロン・シンガソン』
2017 年 11 ⽉ 8 ⽇（⽔）発売

『シンガロン・シンガソン』初回⽣産限定盤 A、初回⽣産限定盤 B、通常盤

【初回⽣産限定盤 A】＜CD＋BD＞
SECL-2230〜2231 1,800 円（税込）
01.シンガロン・シンガソン＜作詞・作曲：⼤森元貴 編曲：⼤森元貴 & ⼭下洋介＞
02.EBINOMICS＜作詞・作曲・編曲：栗原暁（Jazzinʼpark）、久保⽥真悟（Jazzinʼpark）、Tasuku Maeda＞
＋各 Less Vocal ver.収録
特典映像 BD：中学⽣だけのドライヴ映像 in 沖縄
【初回⽣産限定盤 B】＜CD＋BD＞
SECL-2232〜2233 1,800 円（税込）
01.シンガロン・シンガソン＜作詞・作曲：⼤森元貴 編曲：⼤森元貴 & ⼭下洋介＞
02.靴紐とファンファーレ＜作詞・作曲・編曲：fu_mou＞
＋各 Less Vocal ver.収録
特典映像 BD：「サドンデス」（『IDOL march HALLTOUR 2017〜今、君とここにいる〜』アウト！集ベストセレクション）
【通常盤】＜CD＞
SECL-2234 1,500 円（税込）
01.シンガロン・シンガソン＜作詞・作曲：⼤森元貴 編曲：⼤森元貴 & ⼭下洋介＞
02.EBINOMICS＜作詞・作曲・編曲：栗原暁（Jazzinʼpark）、久保⽥真悟（Jazzinʼpark）、Tasuku Maeda＞
03.靴紐とファンファーレ＜作詞・作曲・編曲：fu_mou＞
04.HOT UP!!! ＜作詞・作曲：Jose（TOTALFAT）／編曲：Kuboty、Jose（TOTALFAT）＞
＋各 Less Vocal ver.収録
『シンガロン・シンガソン』特設サイト
http://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/ebichu/singa/
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