
 

 

 

 

 

 

 
 

【報道関係者各位】 

エラバレシ 3rd シングル リリース決定！ 
カップリングには人気ゲームネプテューヌ最新作 OP テーマや 

話題の「かまいたちの夜 輪廻彩声」OP テーマも収録！ 

 

株式会社 MAGES.(本社:東京都港区、代表取締役会長:志倉千代丸、代表取締役社長:太田豊紀 音楽レーベル：

Stand-Up! Records)は、アイドルユニット『エラバレシ』の 3rd シングル「バスケットクィーン」（作詞：志倉

千代丸 作曲：つんく）を 2017 年 3 月 1 日に発売することを発表いたしました。 

カップリングには人気ゲーム「ネプテューヌ」シリーズ最新作、PlayStation®4 用ソフト「四女神オンライン 

CYBER DIMENSION NEPTUNE」オープニングテーマ「ピコンでメタフィクション」を収録。 

さらに、先日発表され話題になったサウンドノベルの名作「かまいたちの夜」の最新作「かまいたちの夜 輪廻彩声」

（PlayStation®Vita）のオープニングテーマとして起用された「HAKU-GIN」も収録される（いずれも志倉千代

丸作詞作曲）シングルとなっています。 

そのカップリング曲「HAKU-GIN」は本日（12/9）より「かまいたちの夜 輪廻彩声」の公式サイトで PV も公開

され、一足早く楽曲が試聴できるようになっています。（http://5pb.jp/games/kamaitachi/special/） 

12 月 17 日（土）からは早くも同シングルのリリースキャンペーンイベントもスタート。 

さらにエラバレシは現在、たった１名のみ新メンバーとして迎える「新メンバーオーディション」を開催中。 

（応募期間：2016 年 12 月 31 日(土)まで） 

12 月 31 日（土）には、同じ Stand-Up!Records に所属する、アフィリア・サーガ、イケてるハーツと無料ライブも

開催予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◆シングル情報 
エラバレシ 3rdシングル 
発売日：2017年3月1日 
タイトル：バスケットクィーン 
発売元：Stand-Up! Records 
販売元：ユニバーサルミュージック合同会社 
 
【楽曲情報】 
「バスケットクィーン」 作詞：志倉千代丸 作曲：つんく 編曲：悠木真一 
「ピコンでメタフィクション」 作詞／作曲：志倉千代丸 編曲：悠木真一 
  四女神オンライン CYBER DIMENSION NEPTUNE（PlayStation○R4） OPテーマ 
「HAKU-GIN」 作詞／作曲：志倉千代丸 編曲：水島康貴 
 かまいたちの夜 輪廻彩声 （PlayStation○RVita）OP テーマ 

エラバレシ 3rd シングル 特設サイト： https://leido.co.jp/erabareshi/discography/basketqueen/ 

 

  
Release Information 

http://5pb.jp/games/kamaitachi/special/
https://leido.co.jp/erabareshi/discography/basketqueen/


 【収録情報】  
DVD付盤（ジャケット全員 新衣装） （※バックインレイ描き下ろし 四女神オンライン） 
1. バスケットクィーン 
2. ピコンでメタフィクション 
3. HAKU-GIN 
4. バスケットクィーン（off vocal）  
5. ピコンでメタフィクション(off vocal）  
6. HAKU-GIN（off vocal）  
＜DVD＞  
1. バスケットクィーン MusicClip 
2. 特典映像  
＜エンハンスド＞  
・バスケットクィーンMusicClip（高画質mp4映像） ・メンバー自己紹介動画・エラバレシ壁紙・アーティスト写真・ロゴ  
＜初回封入＞ 
PlayStation®4用ソフト「四女神オンライン CYBER DIMENSION NEPTUNE」ダウンロードコード 
 
通常盤A（ジャケット 全員集合）  
1. バスケットクィーン 
2. ピコンでメタフィクション 
3. バスケットクィーン（off vocal）  
4. ピコンでメタフィクション（off voca）  
 
 
通常盤B（ジャケット 朝倉・浜口）  
1. バスケットクィーン 
2. HAKU-GIN 
3. バスケットクィーン（off vocal）  
4. HAKU-GIN（off vocal）  
 
 

通常盤C＜エンハンスドCD＞（ジャケット 松本、針尾）  
1. バスケットクィーン 
2. バスケットクィーン（off vocal）  
＜エンハンスド＞  
・自撮り写真（朝倉、針尾、松本 ×４枚）・メンバーコメント萌え動画（朝倉、針尾、松本）  
・CMデータ ・バスケットクィーン（48kHz24Bitハイレゾデータ） 
 
通常盤D＜エンハンスドCD＞（ジャケット 河合、神崎、もえの）  
1. バスケットクィーン 
2. バスケットクィーン（off vocal）  
＜エンハンスド＞  
・自撮り写真（河合、神崎、浜口、もえの ×４枚）  
・メンバーコメント萌え動画（河合、神崎、浜口、もえの）  
・CMデータ ・バスケットクィーン（48kHz24Bitハイレゾデータ） 

◆タイアップ（ゲーム製品）情報 

四女神オンライン CYBER DIMENSION NEPTUNE 
対応機種：PlayStation®4 

ジャンル：ねぷねぷアクション RPG 

発売日：2017 年 2 月 9 日予定 

価格(税込)：通常版：7,776 円 

       ロイヤルエディション(Royal Edition)：10,476 円 ／ ＤＬ版：6,912 円 

CERO C（15 歳以上対象） 

公式 HP：http://compileheart.com/neptune/4goddessesonline/ 
©2017 IDEA FACTORY / COMPILE HEART / TAMSOFT  

かまいたちの夜 輪廻彩声 

対応機種 PlayStation○R Vita 用ソフト 

ジャンル：アドベンチャーゲーム 

発馬日：201７年 2 月 16 日 

価格：6,800 円（税抜）／ DL 版 6,000 円（税抜） 

CERO Z 

公式サイト：http://5pb.jp/games/kamaitachi/ 
©Spike Chunsoft / 我孫子武丸 / Estuarium / MAGES.  

◆エラバレシ Profile 
ステージ常設型・カフェレストラン「AKIHABARA バックステージ pass」に所属するアイドルキャストから、初のメンバー固定ユニットと

して 2016 年 6 月にメジャーデビュー。現在、朝倉ゆり、河合くるみ、神崎しほ、浜口藍子、針尾ありさ、松本ふうか、もえのあずきの７

名で活動中。総合プロデューサーは志倉千代丸。クリエイターとしてつんく♂が参加している。 

2nd シングル「ミス・ラビット」でテレビアニメ「タイムトラベル少女〜マリ・ワカと８人の科学者たち」のエンディングテーマを担当した。 

現在、たった１名を新メンバーとして迎えるオーディションを開催中。（応募期間：2016 年 12 月 31 日(土)まで） 
 
 

【エラバレシ公式 HP】https://leido.co.jp/erabareshi/ 【公式ツイッター】https://twitter.com/_erabareshi_  

【公式 LINE】https://line.me/R/ti/p/%40erabareshi 【Stand-Up!Records 公式サイト】http://stand-up-project.jp  
 

 

◆キャンペーン情報 

3rdシングル「バスケットクィーン」発売記念キャンペーン 

12/17（土）東京・TOWERmini汐留店 店頭イベントスペース 
             1部 14:00～ / 2部 16:30～ 
 
12/18（日）東京・東京ドームシティ ラクーアガーデンステージ（with アフィリア・サーガ、イケてるハーツ） 
             1部 12:00～ / 2部 15:00～ 
 
12/24（土）埼玉・HMVイオンモール浦和美園店内 
             1部 12:30～ / 2部 15:00～ 
 
12/25（日）千葉・ららぽーと柏の葉 本館2F センタープラザ 
             1部 12:30～ / 2部 15:00～ 
 
 
年末スペシャル！Stand-Up! Live2016 渋谷 
【日程】12月31日(土) 
【場所】パセラリゾーツGRANDE（グランデ）渋谷店 

【時間】開場 15:00 開演 15:15   
【料金】無料（ドリンク代500円のみ別途） 
【定員】200 名 
【出演】アフィリア・サーガ、イケてるハーツ、エラバレシ 
 
 

 

 
株式会社 MAGES.（Stand-Up! Records） 
〒108-0073 東京都港区三田3-13-16 三田43MTビル 6F  
コンテンツ事業部 広報宣伝セクション TEL: 03-6822-9381  FAX: 03-6722-0503 

http://compileheart.com/neptune/4goddessesonline/
http://5pb.jp/games/kamaitachi/

