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＜タワーレコード レーベル情報＞ 
 2014 年 10 月 24 日 

 

 

関西6店舗のタワーレコードスタッフがセレクト！ 

新鋭バンドを集めたコンピレーションアルバム 

「What are you up to?」10/29発売！記念イベントも開催！ 
 

タワーレコードでは、関西地区のタワレコスタッフが推薦する、地元関西を拠点に活動するバンドをコンパ

イルしたコンピレーションアルバム「What are you up to?」を10月29日（水）にタワーレコード一部店舗限定

で発売いたします。  

近年のバンドシーンを席巻する数多くのアーティストを輩出し続ける関西地区。そんな激戦区で次世代を担

う計 13バンドを、タワーレコードの関西地区 6 店舗（京都店、神戸店、梅田大阪マルビル店、難波店、梅田 NU

茶屋町店、あべの HOOP 店）のスタッフがセレクトしました。タワレコスタッフが厳選したネクスト・ブレーク・

アーティスト達を是非ご自身の耳でチェックしてみてください。 

 また、11 月 28日（金）には本作に参加するアーティストによるライブイベントが大阪・福島 LIVE SQUARE 2nd 

LINEにて開催いたします。 

 

「What are you up to?」 概要  

【発 売 日】10月 29 日（水） 

【レーベル】TOWER RECORDS 

【品番】TRJC-0012 

【販売価格】\1,000（税抜価格）+税 

【販売店舗】タワーレコード一部店舗限定 

（京都店／広島店／神戸店／梅田大阪マルビル店／新宿店／難波店／梅田 NU茶屋町店／あべの HOOP店） 

 

【収録曲】 

1.ナードマグネット「いとしのエレノア」 

2.ARKS「魔法にかかったまま」 

3.PURPLE HUMPTY「シンガー」 

4.LINE wanna be Anchors「結末は僕の中にある」 

5.TINK'U「w w w」 

6.ファジーロジック「TIME」 

7.Susie Q「アカイギワク」 

8.interim「ROLL」 

9.THE BOSSS「Love Forever」 

10.THE 噛ませ犬「Breaking The Road」 

11.セックスマシーン「ワンダーフォーゲル部」 

12.愛はズボーン「エレクトリックオーシャンビュー」 

13.waybee「Shampoo」 

 

【イベント】What are you up to? vol.1～タワーレコード関西バンドコンピレーション CD リリース記念ライ

ヴ～ 

【日時】2014年 11月 28日（金）18:30/19:00(OPEN/START) 

【場所】大阪・福島 LIVE SQUARE 2nd LINE 

【出演】waybee / THE 噛ませ犬 / ナードマグネット / +1BAND 

【チケット販売日】10月 28 日（火） 

詳細は後日発表いたします。 

 

＜ご取材ならびにこの件に関するお問い合わせ先＞ 

タワーレコード株式会社 レーベル事業部 高橋 TEL:03-4332-0750  Email: mtakahashi@tower.co.jp  

タワーレコード株式会社 広報室 谷河、伊早坂、松本 TEL：03-4332-0705  Email：press@tower.co.jp 

「What are you up to?」ジャケット 

mailto:mtakahashi@tower.co.jp
mailto:press@tower.co.jp
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【収録アーティスト紹介】 

 

■ナードマグネット（あべの HOOP店推薦） 

エモーショナル・パワーポップ・ギターロックバンド・ナードマグネット！ 

大阪を中心にいい年こいて絶賛青臭く活動中！ 

Official Site: http://nerd-magnet.com/ 

 

■ARKS（梅田大阪マルビル店推薦） 

POP+ROCK+EMO が織りなす化学反応。2009年 10月末前身となるバンドを結成。 

幾度かのメンバーチェンジを経て 2011 年楽曲も一新し現在の形態に至る。平均年齢２０才が掻き鳴らすポップ

かつエモーショナルな楽曲、大人になりきれない背伸びしたような歌詞。あなたの仮面を外したい、ただそれ

だけなんです。 

Official Site: http://45.xmbs.jp/arkshp/ 

 

■PURPLE HUMPTY（梅田 NU茶屋町店推薦） 

大阪・北摂出身のロックバンド。 

あらゆる音楽を呑み込んだサウンドに心地良いメロディーを乗せ、 

メモ書きのように綴られた言葉はあなたにやさしく寄り添う恋人のよう。 

飾り気のない雰囲気で観客を暖かく包み込むライブは沢山の心に染み込んでいる。 

Official Site: http://purplehumpty.net/ 

 

■LINE wanna be Anchors（京都店推薦） 

2011 年京都にて結成。  

文学的で心情を吐露するような叙情的な歌詞に、静と動を奏でるギターロックバンド。ダイナミ

ックな演奏スタイル、時折見せる鋭い挑発的な眼差しは、唯一無二の艶やかさがある。  

オリジナルメンバーの脱退等を経て 2014 年に大久保寛 (Ba./ex 綴 )と龍田一馬 (Dr./ex Lop Abuse 

On Somebody)が正式に加入。   

MINAMI WHEEL への出演や eo Music try Main Award 2 年連続選出など、着々と知名度を上げてい

る。  

Official Site: http://linewannabeanchors.web.fc2.com/ 

 

■TINK'U（梅田大阪マルビル店推薦） 

Formed in Osaka (Dr) Risa (Vo / Gt), sujin (SynBa), shimar in May 2011.In January 2012, will be added 

to the current organization (Vo / Gt) K. 

Band and sound with electro by Dansanburu electronic sound,Dance rock band rock sound emitted from the 

twin male and female vocals are fused. 

Official Site: http://tink-u.com/WEB/ 

 

■ファジーロジック（神戸店推薦） 

神戸出身、平成生まれ、曲調二十面相バンド。まるで化けるかのように変化する楽曲たち、キャッチーであく

までもポップなサウンドが話題となり神戸で抜群の知名度と人気を誇る。 

2007年 Vo西田を中心に結成。幾つかのメンバーチェンジを経て現体制に。高校時代、日テレ系「音燃え！」3rd

シーズン準優勝。ZeppTokyo にてライブ。2011年より MINAMI WHEEL に毎年出演。初参加にして入場規制、それ

以降も最終日トリに抜擢され、入場規制をかける。2013 年には「ノベライズ」が関西テレビ「音エモン」９月

のＥＤテーマに抜擢。2014 年 5月、自主レーベルにてミニアルバムをタワレコ４店舗にて限定発売。 

今年 11月にニューアルバム「MOVIESTAR」と前作「EPISODE」を２枚同時全国リリース。 

Official Site: http://fuzzylogic90.com/ 

 

■Susie Q（京都店推薦） 

Official Site: http://susieq-kyoto.jimdo.com/ 

 

■interim（特別枠） 

interim はハザマ（vo.gt）、シバタ（Ba）からなるロックバンド。あらゆる優れた音楽を貪欲に吸収しながら、

既成概念にとらわれることなく取り込み融合し租借し、心地よいビートに乗せてながらもストイックな主張を

重ねる。今年は埼玉スーパーアリーナで行われたビバラロック、名古屋のサーキットライブ「SAKAE SPRING2014」

http://nerd-magnet.com/
http://45.xmbs.jp/arkshp/
http://purplehumpty.net/
http://linewannabeanchors.web.fc2.com/
http://tink-u.com/WEB/
http://fuzzylogic90.com/
http://susieq-kyoto.jimdo.com/
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に参加するなど活動の幅を広げている。 

Official Site: http://interim-band.jp/index.html 

 

■THE BOSSS（難波店推薦） 

ボスの責任とは一体なんだろう。 

部下のケツを拭いてやること？違う。 

大股で街を歩いて群衆を震え上がらせること？違う。 

大金をはたいて絢爛豪華な暮らしをすること？いいや違う。 

そんなものは全部当たり前のことさ。 

ボスの責任ってのはただ 1つ。 

「惚れさせること」だ。 

COMIN'KOBE2014 公開オーディション優勝。 

神戸ロックンロール界の最終兵器 THE BOSSS。 

Official Site: http://thebosss.jimdo.com/ 

 

■THE 噛ませ犬（難波店推薦） 

THE噛ませ犬 

2011年 11月結成。 

平均年齢 19 歳。ロックバンド。 

大阪を中心に活動中。 

Official Site: http://80.xmbs.jp/0732/ 

 

■セックスマシーン（神戸店推薦） 

1998年 神戸の名門 灘高校生である Vocal 森田 剛史が学園祭バンドとして結成。 

2010年 現メンバー揃う。 

2014年 現在いいバンドである。 

Official Site: http://powerrecords.sakura.ne.jp/ 

 

■愛はズボーン（あべの HOOP 店推薦） 

愛はズボーンなんだよ 

Official Site: http://iwasborn.yangotonaki.com/ 

 

■waybee（梅田 NU 茶屋町店推薦） 

等身大のストレートな歌詞と心地良いメロディーで 

構成された『ゆるふわ waybee ロック』。 

一度聴くとなんだか耳に残る、また聴きたくなる、 

つい口ずさんでしまうような楽曲が特徴。 

ライブでは『飾らない、気取らない』をモットーに 

メンバーの親しみやすい雰囲気と音楽で、 

観ている側の笑顔を引き出し、 

waybee にしか作り出せない 

ゆるふわな世界へ連れてゆく。。。 

Official Site: http://waybee.php.xdomain.jp/top.html 
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