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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（ハコレコーズ）」に KOTO（コト）が初

のソロアイドルとして参加が決定、が 8月 9日（火）にシングルをリリースします。 

箱レコォズは、様々な個性に溢れる現在のアイドルシーンの中でも特に飛び抜けた個性を持ち、音楽的に特

徴があるアイドルに焦点を絞り、びっくり箱のような驚きと、おもちゃ箱のような楽しさ、宝箱のような可能

性を詰め込んだ、新たなムーヴメントを提供するレーベル。これまで、じゅじゅ、エレクトリックリボン、

Hauptharmonie が箱レコォズよりリリースしています。 

 

今回第4弾アーティストとして参加するKOTOは、

2012 年に歌手デビューしたソロアイドル。小学生

のころにダンスを始め、数々のコンテストでタイト

ルを獲得してきた実力派で、モデルとしての活動も

行うなど、アイドルの枠を超え、様々な方面で活躍

しています。 

8月 9日に箱レコォズからリリースするシングル

は、これまでライブ会場のみで販売していた音源を

カップリングに収録した計 3 タイプでの発売とな

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

  

タワーレコードのアイドルレーベル“箱レコォズ” 

参加第 4 弾アーティストは“KOTO”！ 
8 月 9 日にシングルリリース決定！ 



 

 

 

【アーティスト】KOTO 

 

【タイトル】シングル「タイトル未定」 

【発売日】2016 年 8 月 9日(火) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOTO 

 

小学生の頃にダンスを始めて、数々のコンテストのタイトルを獲得する。 

また同時期にアパレルブランド『CHEER』のイメージモデルを 2011 年～ 2014 年まで務めるなどモデルとしても

活動を行う。 

2012 年日本初のキッズダンス映画『SHAKE HANDS』の主題歌オーディションに数百名の中から見事合格し、同作

品の主題歌で歌手デビュー。 

2014 年 1 月に発売したソロデビューシングル「ことりっぷ」がオリコン初登場 20 位を獲得。 

続けて 2014 年 8 月に発売した 2nd シングル「愛を届けるお人形」がオリコン初登場 10 位を記録。 

圧倒的なダンススキルを武器に独自の世界観を発信するアイドル。 

• 1998.9.25 生 神奈川県出身 

• 趣味は宇宙と交信すること♪ 

• 特技はダンス・前転・糖分ならいくらでも食べれる♡ 

• チャームポイントはえびフライのしっぽみたいな前歯 

 

official web site  http://kotora.tokyo/ 

 

 

 

 

リリリリーースス商商品品情情報報  

Type-A 

【品 番】HAKO-0008 

【価 格】1,000 円＋税 

【収録曲】3曲 

M1. タイトル未定 

M2. おとこのこちゃん 

M3. ゆかいなぼくら 

Type-B 

【品 番】HAKO-0009 

【価 格】1,000 円＋税 

【収録曲】3曲 

M1. タイトル未定 

M2. きらいリターンズ 

M3. お祭りギャラクシー  

Type-C 

【品 番】HAKO-0010 

【価 格】1,000 円＋税 

【収録曲】3曲 

M1. タイトル未定 

M2. あのコと 

M3. たまにきみにまるまって 

アアーーテティィスストトププロロフフィィーールル  



 

 

 

 

Hauptharmonie 

仲睦まじく行儀良く、音楽に遊ぶ 6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♡ 

 

【アーティスト】Hauptharmonie 

【タイトル】Konzept Mini Album『bleich(青白盤)』 

【発売日】2016 年 5 月 3日(火) 

【品 番】HAKO-0005 

【価 格】1,500 円＋税 

 

 

【アーティスト】Hauptharmonie 

【タイトル】Konzept Mini Album『Abenddaemmerrung(赤黒盤)』 

【発売日】2016 年 5 月 3日(火) 

【品 番】HAKO-0006 

【価 格】1,500 円＋税 

 

 

【アーティスト】Hauptharmonie 

【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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－－参参考考資資料料－－  

箱箱レレココォォズズ  DDiissccooggrraapphhyy  ＆＆  AArrttiisstt  PPrrooffiillee  

Hauptharmonie 

『GOLDENBAUM ep.』ジャケット 

Hauptharmonie 



 

 

じゅじゅ プロフィール 

「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活動。 

2016年3月29日をもって活動休止、また、しらいの卒業が発表された。 

 

【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 

 

 

【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】2015 年 8 月 2日（日） 

【品 番】HAKO-0001  【価 格】1,000 円＋税 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

じゅじゅ『零』ジャケット 

【発売日】2016 年 2 月 23 日（火） 

【品 番】HAKO-0004 

【価 格】3,000 円＋税 

じゅじゅ 

『イケニエ』ジャケット 

じゅじゅ 



 

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、2015 年 12 月 29 日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】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】2015 年 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 

『無敵ガール』ジャケット 

エレクトリックリボン 


