
 1 

                                                               

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

タワーレコード株式会社（本店所在地：東京都渋谷区 代表取締役社長：嶺脇 育夫 以下タワーレコード）では、

Hello! Project初のコンピレーションアルバムシリーズ「ハロー！プロジェクトの全曲から集めちゃいました！」Vol.3掟ポ

ルシェ編、Vol.4小出祐介（Base Ball Bear）編を2014年7月9日（水）にタワーレコード限定で発売することが決定いたし

ました。 

本作は、ハロプロ15年の歴史を徹底的にコアな視点で掘り起こす、ハロプロ初のコンピレーションアルバムシリーズ

で、今年1月1日に発売されたVol.1アイドル三十六房編（南波一海×嶺脇育夫）編とVol.2吉田豪編の好評を得て発売

が決定したもの。 

前二作が音楽ライターとCDショップ社長という立場からの選曲だったのに対し、今作は、どちらも自らハロー！プロジ

ェクトの熱烈なファンを自認する2人のアーティストが選曲を担当。アーティストならではのこだわりの選曲、構成で、どち

らも初CD化の貴重な音源を含む珠玉のコンピレーションとなりました。 

また、このコンピ・シリーズのもう一方の楽しみはイラストレーター“ナカG”による描き下ろしのジャケットと、3時間を越

える熱い対談をまとめた１万字を超える楽曲解説。どちらもハロプロへの愛情と本シリーズへの熱い想いが感じていた

だけると思います。こちらも併せてご注目ください。 

 

さらに今回、この発売を記念して、７月 12日（土）18:30 より、タワーレコードのストリーミング配信メディア「TOWER  

REVOLVE PROJECT（タワレボ）」の人気番組『南波一海のアイドル三十六房』にて、～「ハロー！プロジェクトの全曲

から集めちゃいました！Vol.3 掟ポルシェ編、Vol.4 小出祐介（Base Ball Bear）編」発売記念、5 時間あってもまだ語り

尽せない伝説？のハロプロ・スペシャル第 2 弾！～を生配信することになりました。メインゲストに今回の選者である掟

ポルシェ氏と小出祐介氏を、さらには Vol.2の選者である吉田豪氏、ジャケットデザインを手がけるナカ G 氏を迎え、ア

ップフロントから長年制作とプロモーションに携わってきた“中の人”とともにハロプロ愛を語りつくす 5 時間。入場は、タ

ワーレコード渋谷店にて本作をご購入いただいた方に先着で入場整理券をお渡しします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1424） 
2014年 5月 26日 

タワーレコード株式会社 

Hello! Project×TOWER RECORDS ハロプロ初のコンピ・シリーズ第2弾 

「ハロー！プロジェクトの全曲から集めちゃいました！」 

Vol.3掟ポルシェ編 & Vol.4小出祐介（Base Ball Bear）編 7月9日同時発売決定 

「南波一海のアイドル三十六房」で伝説？の5時間ハロプロ・スペシャルも開催 

 

NEWS RELEASE 

ハロー！プロジェクトの全曲から集めちゃいました！ 
Vol.3 掟ポルシェ編 

 
Vol.3 は、古参のハロプロファンとしても名高い、掟ポ
ルシェによる極めて独特なセンスが光る選曲の 
1 枚。 
掟氏が普段DJで使っている、“大人が自分で踊ったらあ
る意味バカに見えるような曲”が、選曲コンセプト。掟
氏じゃなきゃ選ばない（？！）”ハロプロこども曲”の代
表格ミニモニ。からきら☆ぴか、月島きらり、そして初
CD 化のハロプロ研修生「おへその国からこんにちは」
まで気の抜けないセレクトのたっぷり全 20 曲。 

 
 

ハロー！プロジェクトの全曲から集めちゃいました！ 
Vol.4 小出祐介（Base Ball Bear）編 

 
Vol.4 は、バンド Base Ball Bear のギター・ボーカル
の小出祐介がセレクト。アイドルに対し「完全在宅主
義」を貫く、小出氏ならではの視点で選んだ 18 曲。 
ミュージシャンとしてのつんく♂楽曲に対する観点、
アレンジ・サウンドに関する着眼点と、ハロプロファ
ンとしての思い入れの詰まった小出セレクションを、
絶妙な流れの曲順でお届けします。 
初 CD 化音源として、Berryz 工房 07 年さいたまスー
パーアリーナでの Live 音源での「恋はひっぱりだこ」
（嗣永ソロ）、そして同じく 07 年℃-ute の舞台「寝る
子は℃-ute」のテーマ曲の未発表発掘音源も収録。 
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■作品概要 
タイトル：  ①ハロー！プロジェクトの全曲から集めちゃいました！ Vol.3 掟ポルシェ編 

       ②ハロー！プロジェクトの全曲から集めちゃいました！ Vol.4 小出祐介（Base Ball Bear）編 

発売日：   2014 年 7 月 9 日（水）  

※タワーレコード全店、TOWERmini、タワーレコード オンライン限定発売 

品番：  ①VoL3/UFCW-1076 

        ②VoL4/UFCW-1077 

価格：   各 2,000 円+税 

仕様：   ジュエルケース、歌詞＋ブックレット付 

企画・発売元：  株式会社アップフロントワークス 

販売元：   タワーレコード株式会社 

選者： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

収録曲(一部) 

●ハロー！プロジェクトの全曲から集めちゃいました！ Vol.3 掟ポルシェ編 

「はなをぷーん」/きら☆ぴか 

「こんにちぱ」/月島きらり starring 久住小春 (モーニング娘。) 

「おへその国からこんにちは」/ハロプロ研修生 ※初 CD 化 

「大きな愛でもてなして」/℃-ute 

「ミニモニ。ダンシン！」/ミニモニ。  ．．．他、全 20 曲 

 

●ハロー！プロジェクトの全曲から集めちゃいました！ Vol.4 小出祐介（Base Ball  Bear）編 

 「蝉」／Berryz 工房 

「恋はひっぱりだこ(from<2007 桜満開 Berryz 工房ライブ>)」/嗣永桃子（Berryz 工房） 

※LIVE 音源 ※初 CD 化 

 「チョコレート 魂
ダマシイ

」/松浦亜弥 

 「エキゾな DISCO」/後藤真希 

   「寝る子はキュート」/℃-ute （劇団ゲキハロ第 2 回公演「寝る子は℃－ute」：舞台音源）．．．他、全 18 曲 

 

 
■本件に関するお問合せ先■ 

タワーレコード株式会社 広報室 担当：谷河（やがわ）、松本、伊早坂 
TEL  03-4332-0705   E-mail   press@tower.co.jp 

〒150-0031  東京都大田区平和島 4-1-23  JSプログレビル 7F 
 

掟ポルシェ 小出祐介（Base Ball Bear） 
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■南波一海のアイドル三十六房 リリース記念番組 
 

 

 

 

 

「南波一海のアイドル三十六房」は、タワーレコードのストリーミング配信メディア「TOWER REVOLVE PROJECT（タ

ワレボ）」のレギュラー番組です。毎月 1 回、ライターであり本番組の司会者である南波一海が全国から集めた、主にタ

ワレコでは買えない、気になるアイドルソングを嶺脇社長とともに聴きまくるというレギュラー回を中心に、アイドルを招い

て『台本なしのガチトーク』を繰り広げるトーク回、収録や生でアイドル・ライブをお送りするライブ回の 3部で構成された

アイドル紹介＆応援番組です。 

 

今回、「ハロー！プロジェクトの全曲から集めちゃいました！」Vol.3掟ポルシェ編、Vol.4 小出祐介（Base Ball Bear） 

編の発売を記念し、～「ハロー！プロジェクトの全曲から集めちゃいました！Vol.3 掟ポルシェ編、Vol.4 小出祐介

（Base Ball Bear）編」発売記念、5 時間あってもまだ語り尽せない伝説？のハロプロ・スペシャル第 2弾！～の生配信

が決定しました。Vol.1～4 までの選者、そしてすべてのジャケットを手掛けてきたイラストレーター、ナカ G 氏が、ハロプ

ロのすべてを内側で支え続けてきた“中の人”とともに、ハロプロを語り尽す 5時間となります。ご期待ください。 

 

番組名  ：  南波一海のアイドル三十六房～「ハロー！プロジェクトの全曲から集めちゃいました！Vol.3掟ポルシェ 

編、Vol.4小出祐介（Base Ball Bear）編」発売記念、5時間あってもまだ語り尽せない伝説？のハロプロ・ 

スペシャル第 2弾！～ 

日  時 ：  2014年 7月 12日（水） 18:30～23:30  ※18:00 開場 

場  所 ：  タワーレコード渋谷店 B1F「CUTUP STUDIO」   

出演者 ：  南波一海（総合司会）、嶺脇育夫（準レギュラー） 

ゲスト ：  掟ポルシェ、小出祐介（Base Ball Bear）、吉田豪、ナカ G、“中の人” 

内  容 ：  トーク 

入場方法 ：  ご予約者優先でタワーレコード渋谷店にて、７月 9日（水）発売（7/8入荷）の「ハロー！プロジェクト 

の全曲から集めちゃいました！」Vol.3掟ポルシェ編、Vol.4 小出祐介（Base Ball Bear）編のどちらか１枚

をご購入いただいたお客様に先着で「整理番号付イベント入場券」をお渡しいたします。 

※対象商品のご予約は渋谷店の店頭でのみ承っております。 
※ご予約いただいたお客様には優先的に「整理番号付イベント参加券」を確保し、対象商品ご購入時にお渡しいたします。  

※対象商品 1 点につき 1 枚の整理番号付イベント参加券、2点以上ご予約（ご購入）の場合も予約（購入）点数に関らず、 
お 1 人様 1 枚までとさせていただきます。  

※整理番号はランダムです。先着順ではございませんので予めご了承下さい。  

※今回のイベントは終演が 23 時以降となりますので、18歳未満及び高校生以下の青少年のお客さま 
は、保護者同伴でも ご入場いただけません。 

※「整理番号付きイベント入場券」配布時もしくはイベント入場時に身分証明書のご提示をお願いする 

場合がございます。 
 

◇参加方法詳細、注意事項はタワーレコード渋谷店 店舗イベント情報ページまたはタワレボページをご覧ください。

http://tower.jp/store/kanto/Shibuya/event 

◇番組配信先： タワレボ 

http://www.towerrevo.jp/ 

 

 

南波一海            嶺脇育夫                 吉田豪                 ナカ G 

http://tower.jp/store/kanto/Shibuya/event
http://www.towerrevo.jp/

