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「T パレに追いつけ！追い越せ！」 

フレッシュアイドル発信源レーベル 

“youthsource records” 

第一弾参加アイドル：Peach sugar snow、Devil ANTHEM.、上月せれな 
 

タワーレコードが新たなアイドル専門レーベル「youthsource records（読み：ユースソース レコード）」を

設立する事が決定しました。 

「youthsource records」は音楽的な個性を持ったアイドルや、若く可能性を大きく持ったアイドルの発信源

となるべく、新人・若手アイドルを中心に多種多様なアイドルを輩出してまいります。同自社レーベルである

「T-Palette Records」に「追いつけ！追い越せ！」とばかりに勢いのある若手アイドルの CD をリリースして

いきます。また、タワーレコードの店舗を活かしたプロモーションで若手アイドルとユーザーとの距離を縮め、

様々な可能性の提示し、アイドルシーンの更なる活性化の一役を担います。 

第一弾アイドルとして参加するのは 3組で、いずれも 7 月と 8月に同レーベルより CD リリースが決定しまし

た。 

1 組目は山梨を拠点に活動をしている Peach sugar snowPeach sugar snowPeach sugar snowPeach sugar snow（（（（ピーチシュガースノーピーチシュガースノーピーチシュガースノーピーチシュガースノー））））。ウィスパーボイスの歌声

と、幻想的で美しいサウンド、そしておとぎ話の世界観を切なげに表現した歌詞が魅力で、先見の目を持つア

イドルファンから絶大な人気を博しています。 

2 組目は、数々の女性モデル、タレント、女優が在籍するエイジアプロモーションが送りだすアイドルグルー

プ、Devil ANTHEMDevil ANTHEMDevil ANTHEMDevil ANTHEM....（デビルアンセム）（デビルアンセム）（デビルアンセム）（デビルアンセム）。昨年結成されたばかりで、現在はライブを中心に活動中の平均年齢 13

歳の新人グループ。私立恵比寿中学やキャラメル☆リボンにも楽曲を提供しているトラックメーカー今城沙々

が楽曲制作を手掛けており、今作が CD デビューとなります。また CD デビューと共に 9 月 27 日に新宿 RUIDO K4

にて初のワンマンライブを行う事も発表されました。 

3 人目はソロアイドルとなる上月せれな上月せれな上月せれな上月せれな（こうづきせれな）（こうづきせれな）（こうづきせれな）（こうづきせれな）。2014 年 4 月のステージデビューからおよそ 200

ものライブを経て、新人ながら迫力のあるステージと、誰からも好かれる愛すべきキャラクターで着実にファ

ン層を拡大しています。7月には映画への出演を果たすなどその活動の幅を広げています。 

いずれのアイドルも若くフレッシュな可能性を持ったアイドルで、今後も多種多様な沢山のアイドルを発信

していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

広報室 谷河（やがわ）、伊早坂、松本 TEL：03-4332-0705  Email：press@tower.co.jp 

ディストリビューション＆レーベル事業本部 吉野 TEL:03-4332-0750  Email：syoshino@tower.co.jp  

 

    
    
    

youthsource records ロゴ 

youthsource recordsyouthsource recordsyouthsource recordsyouthsource records リリース作品リリース作品リリース作品リリース作品    

○Peach sugar snow（8/11 シングルリリース） 

○Devil ANTHEM. （8/4 シングルリリース） 

○上月せれな（7/14 シングルリリース） 
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◆◆◆◆    youthsource recordsyouthsource recordsyouthsource recordsyouthsource records リリース商品リリース商品リリース商品リリース商品    
    

<<<<Peach sugar snowPeach sugar snowPeach sugar snowPeach sugar snow>>>>    

ジャケット写真※制作中 

    

【タイトル】仮初の涙 

【収 録 曲】4 曲 

M1.仮初の涙 作詞作曲:小林清美/ 編曲:宇田隆志  

M2.ナイショのハナシの魚 作詞作曲:小林清美/ 編曲:和田洋平 

M3.仮初の涙（inst） 

M4. ナイショのハナシの魚（inst） 

    

【発 売 日】8 月 11 日（火） 

【品  番】YOSO-0002 

【価  格】1,000 円＋税 

 

 

 

<<<<Devil ANTHEMDevil ANTHEMDevil ANTHEMDevil ANTHEM....>>>> 

ジャケット写真※制作中 

    

【タイトル】Devil ANTHEM.～キミのハートを征服中～ 

【収 録 曲】6 曲 

M1. Devil ANTHEM.～キミのハートを征服中～ 作詞作曲:今城沙々/ 編曲: APAZZI/今城沙々  

M2.あなたに ANTHEM 作詞作曲:今城沙々/ 編曲: FILTER SYSTEM/今城沙々 

M3. BE AMBITIOUS!!  作詞作曲:今城沙々/ 編曲:今城沙々/まこつ  

M4.Devil ANTHEM.～キミのハートを征服中～（inst） 

M5.あなたに ANTHEM（inst） 

M6. BE AMBITIOUS!! （inst） 

    

【発 売 日】8 月 4 日（火） 

【品  番】YOSO-0001 

【価  格】1,200 円＋税 

 

 

 

<<<<上月せれな上月せれな上月せれな上月せれな>>>>    

 

【タイトル】最強メロディー２／同じ空の下で 

【収録曲】4 曲 

M1.最強メロディー２ 作詞：zino/作曲：クサノユウキ/編曲：zino 

M2.同じ空の下で 作詞作曲編曲：zino 

※上月せれな出演映画『浄霊探偵』挿入歌 

M3.最強メロディー２（カラオケ） 

M4.同じ空の下で（カラオケ） 

 

【発売日】7 月 14 日（火） 

【品 番】YOSO-0003 

【価 格】1,000 円＋税 
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◆◆◆◆    youthsource records youthsource records youthsource records youthsource records イベント情報イベント情報イベント情報イベント情報        
    

[[[[youthsource recordsyouthsource recordsyouthsource recordsyouthsource records 設立設立設立設立記念記念記念記念インストアインストアインストアインストアライヴライヴライヴライヴ]]]]    

【日時】7 月 20 日（月・祝）18:00 スタート 

【会場】タワーレコード渋谷店 1F イベントスペース    

【内容】ミニライブ / 特典会 

【出演】Peach sugar snow、Devil ANTHEM.、上月せれな 

特典会等の詳細は後日お知らせいたします。 

 

【【【【Peach sugar snowPeach sugar snowPeach sugar snowPeach sugar snow    プロフィール】プロフィール】プロフィール】プロフィール】    

山梨発ウィスパーボイスで歌うアイドル「ピーチシュガースノー」 

おとぎ話の世界観を切なげにそして儚く歌い上げるライブは 

ファンタジーの世界へ引き込まれてしまう新感覚。 

プロデューサーのシンガーソングライターキャリア 20 年 

小林清美が作る幻想的で美しいサウンドと切ない歌詞が 

彼女らの幼き中にも色っぽさを引き出している。 

曲が終わると元気な子供というギャップにファン急増中。 

今年５月より３人だったメンバーがそれぞれの道へ歩み出す。 

<Official HP> http://peachsugarsnow.jimdo.com/ 

 

【【【【Devil ANTHEMDevil ANTHEMDevil ANTHEMDevil ANTHEM....    プロフィール】プロフィール】プロフィール】プロフィール】    

数々の女性モデル、タレント、女優が在籍する 

エイジアプロモーションが送りだすアイドルグループ。 

全員が将来モデル、女優志望の平均年齢 13 歳の 5 人組。 

通称、デビアン。 

「悪魔の聖歌」という名前の意味のごとく、 

女の子の持つ天使と悪魔の二面性をコンセプトに活動。 

最後の「.(ピリオド)」にはデビルアンセムをもって、 

このアイドル業界に終止符を打つ!という意味を込めている。 

すべての楽曲、ステージ、衣装などをデビルとエンジェルに 

コンセプト構成しており、小悪魔的キャラクターでファンを 

振り回しながらときに可愛く、ときに激しいステージでデビアンの世界を作りあげていく。 

数々のアイドルグループに楽曲を提供している今城沙々が全楽曲を手がけている。 

<Official HP> http://devilanthem.com/index.html 

 
〇Devil ANTHEM.ワンマンライブ情報 
タイトル：Devil ANTHEM.ワンマンライブ〜キミのハートを征服中〜 
日時：2015 年 9 月 27 日（日） 
開場/開演：11:30/12:00 
会場：新宿 RUIDO K4 
チケット：全席立見￥2,000(税込・入場時別途ドリンク代) 
一般販売は 7 月 4 日（土）よりプレイガイド、手売りにて 
※ ドリンク代別 
※ 整理番号順入場（手売りチケット整理番号は１〜50） 

 

【上月せれな【上月せれな【上月せれな【上月せれな    プロフィール】プロフィール】プロフィール】プロフィール】    

2014 年 4 月デビュー。15 歳のソロアイドル。高校 1 年生。 

ニックネームは「せれちゅ」。 

弱冠 15 歳にしてパワーポップ弾ける「最強」ライブで観客を魅了！ 

2014 年 4 月のデビューから 2015 年 7 月現在までに 

200 本以上のライブに出演。 

2015 年 7 月には本人初のバラード曲『同じ空の下で』が 

映画の挿入歌に起用されるなど、さらなる活躍が期待されている。 

2015 年 7 月 4 日（土）新宿 BLAZE にて生誕ライブ開催決定！ 

<Official blog>http://ameblo.jp/sere7-kozuki/ 

Peach sugar snow 

Devil ANTHEM.  

上月せれな 


