
               <タワーレコードレーベル情報> 

information 

 2016 年 1 月 22 日 
 

 
 
 

 
 

タワーレコードが 2015 年に設立したアイドルレーベル「箱レコォズ（読み：ハコレコーズ）」より、じゅじ

ゅが 2月 23 日（火）に自身初となるアルバム「イケニエ」をリリースすることが決定しました。 

箱レコォズの第一弾アーティストとして 8月にシングル「零」をリリースしたじゅじゅ。 “呪い”をテーマ

に活動を行う 2 人組のアイドルグループは、その愛らしいヴィジュアルと他に類を見ない独特の世界観で注目

を集めています。また、3月 5日（土）には東京キネマ倶楽部にて自身 2度目となるワンマンライブ開催も決定

しており、更なる飛躍が期待されています。 

 アルバム「イケニエ」の収録曲は「零」はもちろんのこと、箱レコォズ所属前にリリースされた「idoll」、

ミュージックカードでのみの販売となっていた「月光ピエロ」をはじめとした全 13 曲。さらにこのジャケット

を手掛けるのは、ファッションブランド Angelic Pretty へのイラスト提供や、雑誌・小説の装丁画などを手掛

け、国内外のアートイベントでも活躍するイラストレーターの今井キラ(アートディレクション：SHIBUYA GIRLS 

POP)。じゅじゅの 2人をモデルに、“呪い”の世界観を描き出しています。 

現在のじゅじゅをすべて詰め込んだ作品となります。ご期待ください。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ご取材、お問い合わせ先   タワーレコード株式会社 

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

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

  

「イケニエ」ジャケット じゅじゅ 

じゅじゅ初のアルバムが 2/23 発売決定！ 
タイトルは「イケニエ」 

ジャケットを手掛けるのはイラストレーターの今井キラ氏 
 



 

     

【アーティスト】じゅじゅ 

【タイトル】イケニエ 

【収録曲】13 曲 

M1. 月光ピエロ  作詞：Lao the twoface / 作曲：金川武史 

M2. イトシスギテ  作詞：daiki / 作曲：金川武史 

M3. 呪呪   作詞：エンドケイプ / 作曲：金川武史 

M4. つぶやき  作詞：daiki / 作曲：金川武史 

M5. コノ世界・闇  作詞：千秋らく / 作曲：新本和正 

M6. idoll  作詞：daiki / 作曲：金川武史 

M7. アンシェント・ファーメンティング・イービル 

作詞：O-ant / 作曲：金川武史 

M8. あたしは MAMONO  作詞：エンドケイプ / 作曲：金川武史 

M9. 零   作詞：エンドケイプ / 作曲：金川武史 

M10. 食   作詞：daiki / 作曲：金川武史 

M11. 煉獄  作詞：ムトウシュウスケ / 作曲：金川武史 

M12. イケニエ  作詞・作曲：金川武史 

M13. アネモネ  作詞：エンドケイプ / 作曲：坪井みのり  

 

 

 

 

 

じゅじゅ 

「呪」という奥の深いキーワードをコンセプトに、 

2014 年3 月29 日に活動を開始したしらい(右・@she_is_lie)・ 

ねう(左・@nunuqn) の二人からなるアイドルユニット「じゅじゅ」。 

世の不条理や、嫉妬・妬み、インターネットの闇などを表現し、 

国内外に呪いの輪を拡散している。 

様々なクリエイターとのコラボも積極的に行い、 

多方面からも注目され始めている。 

 

 

 

 

じゅじゅ 2nd ワンマンライブ 

日時：2016 年 3 月 5 日 (土) OPEN 15 時 30 分 START 16 時 30 分 

会場：東京キネマ倶楽部 

チケット：ADV/￥3,000 DAY/￥3,500  

・イベント会場限定 Mカード式チケット 

・プレイガイド イープラス http://eplus.jp/sys/T1U14P0010843P006001P002175549P0030001 

主催：クロスアイデア お問合せ mail@xidea.info  

【発売日】2月 23 日（火） 

【品 番】HAKO-0004 

【価 格】3,000 円＋税 

リリリリーースス商商品品情情報報  

アアーーテティィスストトププロロフフィィーールル  

ラライイブブ情情報報  



 

【アーティスト】じゅじゅ   【タイトル】零（読み：ゼロ） 
【収録曲】3曲 

M1.零 作詞：エンドケイプ/作曲：金川武史/アレンジ：黒田賢一 

M2.イトシスギテ 作詞：Daiki/作曲編曲：金川武史 

M3.零 - instrumental 

 

【発売日】8月 2日（日） 

【品 番】HAKO-0001  【価 格】1,000 円＋税 

 

 

 

【アーティスト】エレクトリックリボン   【タイトル】無敵ガール 
【収録曲】5曲 

M1.無敵ガール 作詞：asCa / 作曲：asCa / 編曲：asCa,shuho,fazerock 

M2.good-bye party 作詞：asCa / 作曲：asCa / 編曲：asCa 

M3.ガーリーソング（Hikaru-Remix）作詞：asCa / 作曲：asCa / 編曲：shuho 

M3.無敵ガール（instrumental） 

M4.good-bye party（instrumental） 

 

【発売日】10 月 13 日（火） 

【品 番】HAKO-0002  【価 格】1,000 円＋税 

 
エレクトリックリボン プロフィール 

エレクトリックリボンは erica、natsuki、chiaki、pippi からなるテクノポッ

プユニット。 

2015 年秋には新体制初のシングル「無敵ガール」をリリース、12/29 にエレク

トリックリボンとして初となるワンマンライブを渋谷 WWW にて開催、大成

功を収めた。 

エレクトリックリボン公式サイト http://eribon.com 

 
 
 

【アーティスト】Hauptharmonie（読み：ハウプトハルモニー） 

【タイトル】GOLDENBAUM ep.（読み：ゴールデンバウムイーピー） 
【収録曲】3曲 

M1.Reden ist Silber, Tanzen ist Gold 作詞・曲：O-ant / 編曲：Caruppavacation 

M2.シャンパンゴールド・トワイライト・ラグゼ 作詞：O-ant / 作・編曲：Funny Community 

M3.Unity (Bonus Track) 作詞・曲：O-ant / 編曲：Yuuichirou Akaba 

【発売日】12 月 15 日（火） 

【品 番】HAKO-0003  【価 格】1,000 円＋税 

 

 

Hauptharmonie プロフィール 
仲睦まじく行儀良く、音楽に遊ぶ 4人組アイドルグループ。 
UK ROCK、SKA、EMO、ANORAK、BALKAN BEAT、BLUEGRASS からビジュアル系まで、
普くワールドミュージックを POPS に落とし込んだサウンドを魅力に活動中。 
読みは『ハウプトハルモニー』、意味は『主要和声』。 
2015 年 7 月にはファーストフルアルバム『Hauptharmonie』を携え 
渋谷 TSUTAYA O-WEST での結成一周年ワンマンコンサートを成功させる（380
名動員） 
颯爽とシーンの、音楽ファンの皆様と遊びに参ります。ごきげんよう♡ 

 

じゅじゅ『零』ジャケット 

エレクトリックリボン 

『無敵ガール』ジャケット 

Hauptharmonie 

Hauptharmonie 

『GOLDENBAUM ep.』ジャケット 

エレクトリックリボン 
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