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山崎まさよしデビュー20 周年記念 
「山崎まさよし×TOWER DINING」コラボレーション企画決定！ 

 
オリジナルラベルクラフトビール＆山崎まさよし考案！コラボメニュー 

写真展示や特大モニターでの秘蔵映像放映など 9/19～10/4 開催！ 
 
TOWER DINING 恵⽐寿店では、⼭崎まさよしのデビュー20 周年記念、さらに 9 ⽉ 26 ⽇（⼟）「YAMAZAKI  

MASAYOSHI in Augusta Camp 2015 〜20th Anniversary〜」の開催、デビュー20 周年記念シングル「21
世紀マン（20th anniversary ver.）」の発売を記念して、9 ⽉ 19 ⽇（⼟）より 10 ⽉ 4 ⽇（⽇）までの期間、
「⼭崎まさよし×TOWER DINING」と題した様々なコラボレーション企画を⾏います。 

 
「⼭崎まさよし×TOWER DINING」では、オリジナルでラベルデザインしたコラボレーション・クラフトビ

ールをはじめ、Augusta Camp『オーガスタ⾷堂』で提供されていた⼭崎まさよしが考案した歴代のメニュー
を TOWER DINING ⾵にアレンジしたコラボレーション・メニューご提供します。 

また、Augusta Camp のライブ写真の展⽰や特⼤モニターでの秘蔵映像放映、秘蔵⾳源や⼭崎まさよしがセ
レクトした曲を店内 BGM にて OA します。 

さらに、期間中、コラボレーション・メニューをご注⽂で、オリジナル・コースターをプレゼントや、
「YAMAZAKI MASAYOSHI in Augusta Camp 2015 〜20th Anniversary〜」のチケットまたはリストバン
ドをご持参いただくと、お会計より 10%OFF になる企画も実施しています。 

 
このスペシャルなコラボ企画「⼭崎まさよし×TOWER DINING」へ是⾮ご来店ください！ 

  

◆「⼭崎まさよし×TOWER DINING」◆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【開催期間】9 ⽉ 19 ⽇（⼟）〜10 ⽉ 4 ⽇（⽇）12:00〜24:00(⽇曜のみ 23:00CLOSE) 
【内容】 
・コラボレーション・クラフトビールの販売（数量限定） 
・コラボレーション・メニューの提供 
・Augusta Camp ライブ写真展⽰ 
・特⼤モニターにて秘蔵映像の放映 
・秘蔵⾳源や⼭崎まさよしがセレクトした曲を店内 BGM にて OA 
【特典】 
・コラボレーション・メニューをご注⽂でオリジナル・コースターを先着でプレゼント 
・「YAMAZAKI MASAYOSHI in Augusta Camp 2015 〜20th Anniversary〜」のチケットまたは、リストバ

ンドをご持参でお会計より 10%OFF 
【場所】TOWER DINING 恵⽐寿店（東京都渋⾕区恵⽐寿南 1-17-17 Time Zone テラスビル 1・2F） 
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          ◆「⼭崎まさよし×TOWER DINING」コラボレーション ◆ 
【コラボレーション・クラフトビール】 
20 周年ロゴとベストアルバム『ROSE PERIOD』のジャケットをオリジナルでラベルデザイ
ンしたコラボレーション・クラフトビールを数量限定で販売。※テイクアウトの販売はございません。 
「YAMAZAKI MASAYOSHI 20th anniversary BEER」\980(税抜) 
※本商品はサンクトガーレンペールエールを使⽤しております。 
ペールエールは少しだけ強めのアルコールで、パワフルかつ、苦みがありながらもとても爽やかな味わ
いが特徴です。 
 
【コラボレーション・ドリンク】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ベストアルバム『ROSE PERIOD』のタイトルからイメージした⼭崎まさよしさんも⼤好きなウィスキーベー
スのオリジナル・カクテル。 
・「ローズ・ピリオド」フォアローゼス＋薔薇のシロップ+ソーダ \820（税抜） 
・「アンダー・ザ・ローズ」フォアローゼズ+薔薇のシロップ+ミルク \820（税抜） 
・「ブルー・ピリオド」ウイスキー+ブルーキュラソー+ソーダ+カットレモン \820（税抜） 
⼭崎まさよしさんとの歓談の中でイメージし⽣まれたオリジナル・カクテル。 
・「あの寝酒」⻨焼酎+ソーダ+バーボン（ハーパーor ジムビーム or ジャック）\820（税抜） 
 
【コラボレーション・フード】  
Augusta Camp の⼤⼈気企画『オーガスタ⾷堂』の⼭崎まさよし考案の歴代メニューを TOWER DINING ⾵に
アレンジしご提供。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■9 ⽉ 19 ⽇（⼟）〜9 ⽉ 26 ⽇（⼟） 
・20 周年おめでとうもろこし〜屋台のつぶつぶコーン サラミ＆チーズのせ〜 \620（税抜） 

2010 年オーガスタ⾷堂メニュー「15 周年おめでとうもろこし」をアレンジ。 
・ホット＆サワーたこボール \720（税抜） 

2011 年オーガスタ⾷堂メニュー「たこボール」をアレンジ。 
・あつあつ鉄板⽫うどん \880（税抜） 

2012 年オーガスタ⾷堂メニュー「あつあつ⽫うどん」をアレンジ。 
■9 ⽉ 27 ⽇（⽇）〜10 ⽉ 4 ⽇（⽇） 
・キューリポット〜サワー＆ビネガードレッシング〜 \650（税抜） 

2012 年オーガスタ⾷堂メニュー「冷た〜いきゅうり」をアレンジ。 
・チキンバスケット〜タルタルポン酢〜 \680（税抜） 

2013 年オーガスタ⾷堂メニュー「マヨポン唐揚げ」をアレンジ。 
・丸かじりホットドッグ〜⿊豚のジャンボソーセージ〜 \1,000（税抜） 

2014 年オーガスタ⾷堂メニュー「アメリカンホットドッグ」をアレンジ。 
※平⽇はディナータイム 18 時〜23 時のみと提供となります。※⼟⽇祝は終⽇提供致します。 

（左から）20 周年おめでとうもろこし～屋台のつぶつぶコーン サラミ＆チーズのせ～、ホット＆サワーたこボール、あつあつ鉄板皿うどん、

キューリポット～サワー＆ビネガードレッシング～、チキンバスケット～タルタルポン酢～、丸かじりホットドッグ～黒豚のジャンボソーセ

ージ～ 

（左から）「ローズ・ピリオド」、「アンダーザローズ」、「ブルー・ピリオド」、「ブルー・ピリオド」、「あの寝酒」 
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【特典 コラボレーション・オリジナル・コースター先着でプレゼント】 
1. 期間：9 ⽉ 19 ⽇（⼟）〜9 ⽉ 26 ⽇（⼟） 
メニュー（フード・ドリンクともに）ご注⽂で 
「20 周年ロゴデザイン・コースター」をプレセント。 
 
2.期間：9 ⽉ 27 ⽇（⽇）〜10 ⽉ 4 ⽇（⽇） 
メニュー（フード・ドリンクともに）ご注⽂で 
「ROSE PERIOD デザイン・コースター」をプレセント。 
 
 
 
 

◆「YAMAZAKI MASAYOSHI in Augusta Camp 2015 〜20th Anniversary〜」◆ 
開催⽇：9 ⽉ 26 ⽇（⼟） 
出演：⼭崎まさよし、杏⼦、COIL、あらきゆうこ、元ちとせ、スキマスイッチ、⻑澤知之、秦 基博、さかい
ゆう、浜端ヨウヘイ、⽵原ピストル 
会場：横浜 ⾚レンガパーク 野外特設ステージ 
チケット：全席指定 ¥7,560 (税込) 
オフィシャル HP http://www.office-augusta.com/ac2015/ 
 

◆デビュー20 周年記念シングル「21 世紀マン（20th anniversary ver.）」◆ 
【アーティスト名】⼭崎まさよし 
【タイトル】「21 世紀マン（20th anniversary ver.）」 
【発売⽇】9 ⽉ 23 ⽇（⽔） 
【CD 収録内容】 
1.「21 世紀マン(20th anniversary ver.)」 
2.「カゲロウ」⽇本テレビ系「ぶらり途中下⾞の旅」エンディングテーマ(10 ⽉〜12 ⽉) 
3.「根無し草ラプソディー 2015」 
※「カゲロウ」：CD 収録バージョンと、番組エンディングで使⽤されているバージョンはアレンジが異なります。 
【DVD 収録内容】 
1.「21 世紀マン(20th anniversary ver.)」Music video 
2.「根無し草ラプソディー 2015」ドキュメント Music Video 
タワーレコード オンライン内、商品ページ http://tower.jp/item/3943487 
 
■TOWER DINING 恵⽐寿店 
オリジナルのクラフトビール「BEAT “NO BEER, NO LIFE.” Session Ale」＆「ニューアメリカン ビストロ」
新メニューが誕⽣！ 
 
 
 
 
 
 
 
 
【住所】東京都渋⾕区恵⽐寿南 1-17-17 Time Zone テラスビル 1・2F 
【T E L】03-3760-0131 
【営業時間】⽉曜⽇〜⼟曜⽇ 12:00-24:00 

(LUNCH 12:00〜15:00/TEA 15:00〜18:00/DINNER 18:00〜24:00)      
⽇曜⽇・祝⽇ 12:00〜23:00 
(LUNCH 12:00〜15:00/TEA 15:00〜18:00/DINNER18:00〜23:00) 

【席数】70 席 
【TOWER DINING 恵⽐寿店 URL】http://tower.jp/restaurants/dining/ebisu 

左から「20 周年ロゴデザイン・コースター」 

「ROSE PERIOD デザイン・コースター」 


