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タワレコ主催のアーティスト発掘オーディション 

「Knockin’on TOWER’s Door」 

1st.Door（第一次選考）通過アーティスト 10 組が決定 

10 月 27 日より、全店、オンラインで試聴＆100 円 CD 発売を開始 

 

タワーレコード株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役社長：髙木 哲実 以下タワーレコード）が、7 月より募集

を開始した、アーティスト発掘オーディション「Knockin’on TOWER’s Door」において、この度、1st. Door（第一次選考）

の通過アーティスト 10 組が決定いたしました。これら 10 組のノミネートアーティストから実際に応募された作品を、100

円（税込）CD として、10 月 27 日（水）よりタワーレコード店頭、タワーレコード・オンラインにて試聴ならびに販売開始い

たします。 

 

「Knockin’on TOWER’s Door」は、CD ショップならではの視点とマーケティング手法により、店頭から次代を担うアー

ティストを発掘、プロモーションし、市場の活性化を目指すオーディションとして、今年からスタートしました。第一回目の

今回は、1000 通を越える応募作品の中から、まず 60 名のバイヤーならびにスタッフと、後援の株式会社レインボーエン

ターテインメント（本社：東京都渋谷区 代表取締役社長：栗田 秀一）の担当者が審査し、今回の 10 組を選出しまし

た。 

2nd.Door＝二次選考は、10 月 27 日（水）～11 月 18 日（木）の期間、販売投票形式で実施します。期間中、タワーレ

コード、タワーミニ全 84 店舗ならびにタワーレコード・オンライン（http://tower.jp/ ※PC/携帯共通）にて、１アーティス

トに付き 2 曲入りの CD を 100 円（税込）にて販売し、オンラインを含むタワーレコード各店舗で販売数 1 位のアーティス

トを確定し、各 1 位のアーティストを 1 店舗 1 票として、全店舗分を集計、最終的に票数の多かった上位 3 組のアーティ

ストを選出します。また、期間中は、店頭ならびにオンラインでは、全アーティストの楽曲を試聴できるようにし、彼らの写

真やプロフィールを見ながら選んでいただけます。 

 3 組の最終選考（＝セレクション）アーティストの発表は 12 月 1 日（水）に決定。その中から最も集計結果がよかったア

ーティストについては NO MUSIC, NO LIFE.のポスターの撮影およびレコーディングを行い、2011 年春より、順次作品

を発売していく予定です。 

 また、同日より、タワーレコード・オンライン内の公式ページにて、Knockin’on TOWER’s Door 専用のブログを立ち上

げ、今後、二次選考の途中経過をはじめ、ポスターの撮影風景、レコーディング、発売、さらには、オーディション参加

アーティストのライブ情報など、様々な情報提供を行い、プロモートしていきます。 

なお、1st.Door を通過した 10 組のアーティストについては、次頁をご参照ください。 

 

◆Knockin’on TOWER’s Door オンライン公式ページ URL ： http://tower.jp/door/ 
 

 

 

 

 

 

 

 Knockin’on TOWER’s Door ロゴマーク

 
■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）、高橋、松本、伊早坂 
TEL  03-3496-5245   E-mail   press@tower.co.jp 



 

■Knockin'on TOWER's Door ノミネートアーティスト 10 組 (1/2)  ※50 音順 

 

【アーティスト名】 【ジャケット】 【曲名】 【スタッフ推薦コメント】 

sleepy ball 
①ill hiss clover 
（アイル ヒス クロ

ーバー） 

 

 

 

waltz for second 

都内をメインに活動する 4 人組「ill hiss clover」。バンドサウ

ンドを軸に、ジャズ・ファンク・テクノ・ラテンなど様々なエッセ

ンスを加えて描かれる、現実とファンタジーの間の音楽。

様々なジャンルを横断しつつも、温かみのあるサウンドとポ

ップさを失わないメロディー・独特な詩世界が彼らの描く音

楽の魅力。ただロックファンもとりこめるレンジの広さがあ

り、甘いだけのバンドではありません。         

【 秋葉原店 山内 陽介 】 

in vain 

②aquarifa 

 （アカリファ） 

 

 

farewell 

東京出身の 4 人組エモ、ポストロック・バンド“aquarifa” 

変化に富みテクニカル且つ疾走感抜群なポストロックサウ

ンド。そして、女性ヴォーカル岩田真知の飾らない透明な歌

声が生み出す景色は、言葉を失う程の美しさ。 

残響レコードファンにもオススメのバンドです！       

【 新宿店 望月 慎之輔 】 

Say Hello! (I'm not a 

slave) 

③キドリキドリ 

 

 

I'm being a fool again 

洋楽かぶれなんて言わせない。音楽に対するほとばしる情

熱の音、キドリキドリのサウンドから溢れ出る熱い思いにや

られた。今の彼らの音、そして、これから聴かせてくれるで

あろう新たな音を期待して（妄想して）わくわくした！21 歳が

見る未来、新しい世界、その前進エネルギーでこの不景気

を吹き飛ばしてくれよ。 

聴いてみてどう？わくわくしてこないか！？  

さあ一緒に楽しもう！！ 

【 渋谷店 御前 晃子 】 

妄想 DRIVER 

④SAKANAMON 

 （サカナモン） 

 

 

SAKANAMON THE 

WORLD 

微妙なバンド名からは想像もつかない熱いギター・ロックバ

ンドの登場。今回、多数の応募があり激戦区となったギタ

ー・ロックバンドの中でも、このバンドの荒いギター・サウンド

ながらも 1 度聴いたら耳に残るメロディーとヴォーカルの声

はピカイチで非常に癖になる。このバンドの今後の活動を期

待せずにはいられない。 

【 アリオ札幌店 畑澤 大輔 】 

夜、まわる。 

⑤SAL 

（サル） 

 

 

B 

telephones、sawagi とか「踊るロック」好きなら聴いといてほ

しいのが「SAL」 

あくまでも生のサウンドにこだわって叩き出す音は、どうやっ

たら聴く人をアゲさせるかを知りつくしたようにパーフェクト。

踊るんじゃなくて踊らされるような突きぬけた新種の SAL サ

ウンドに大注目です。 

【 神戸店 杉野 史幸 】 
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■Knockin'on TOWER's Door ノミネートアーティスト 10 組 (2/2)    ※50 音順 

 

【アーティスト名】 【ジャケット】 【曲名】 【スタッフ推薦コメント】 

Tempo 

⑥四角シャボン 

（シカクシャボン） 

 

 

ハコブネリフレイン 

四角から死角に沁みる言葉の泡 

一聴して誰もが感じるであろう事は間違いなく｢言葉｣から想

起された圧倒的な世界観。 

モラトリアムと現実の間で葛藤する大多数の若者が等身大

に受け止め、美しく儚いギターのリフとエレクトロニカ的サウ

ンドがループして音楽というツールが心地よい泡となる。や

っぱり世界は終わらないし、現実に向き合うしかないんだ。 

【 高知店 春田 俊介 】 

アンテナ 

⑦THE PINBALLS 

(ザ・ピンボールズ) 

 

 

(baby Ｉ'm sorry) what 

you want 

荒々しくも「唄心」溢れる、東京在住のガレージロックバンド

THE PINBALLS。 

特別に新しい事をやってるわけではないのに、彼らの音楽

はなぜかとても心に残るんです!!それは他のバンドには無

い、彼らにしか出せない「何か」があるから。ヘッドフォンをし

て爆音で聴いてみて欲しい。その答えが見つかるはず。 

こんなにも心惹かれるバンドを僕は他に知らない。       

【 名古屋パルコ店 郷田 宏 】 

始まり 

⑧見田村千晴 
（ミタムラ チハル） 

 

 

your life, your journey 

「いい曲を作れる人はいても、心に残る曲を作れる人は少な

い。歌がうまい人は多くても、曲に寄り添える歌を歌える人

は少ない。でも、この女性はそのどちらも兼ね揃えてるよう

に感じます。そしてそれをひけらかすでもなく、自然体で表

現できるのは本当に素晴らしいこと。ちょっとキャロルキング

の雰囲気さえ感じたりもします。一聴の価値アリです。 

【 梅田 NU 茶屋町店 石黒 大貴 】 

スミレノヒドケイ 

⑨yumeiroecho 

（ユメイロエコー） 

 

 

夢色グライダー 

2008 年発表の自主制作４曲入りデモ音源がくるりの佐藤征

史氏をはじめ多方面から高い評価を受けた yumeiroecho。 

VOLA & THE ORIENTAL MACHINE、KAREN、セカイイチ、オ

トナモード等、名だたる面子をサポートに迎えて放たれるの

は、ふわっふわの夢色ポップ。 

【 商品本部 鎌田 まりこ 】 

TRIPPI'N TRIPPI'N 

TRIPPI'N!! 

⑩RIPPER 

（リッパー） 

 

 

Real Fiction 

ぶっちゃけます！全ての応募者の中で、最大のインパクトを

もらったのは彼女達です！ 

バンド激戦区大阪の中でもズバ抜けたインパクトと楽曲の

センスは本物の GIRLS ROCK BAND(←ココ重要)！！彼女

達の初期衝動に必ず虜になります。とにかく本格派！ 

独走している RIPPER の本気を是非、手に取り聞いてみてく

ださい！ 

コレが\100 は買いでしょ！                      

【 盛岡店 工藤 直人 】 
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■タワーレコード選考委員からノミネートアーティスト発表によせて 

  

 「Knockin' on TOWER's Door」選考委員ならびにオーディション事務局からのコメント 

 

今回は、タワーレコードならではのオーディション企画とするため、応募音源をそのまま CD にして販

売するといった、常識外の選考を取り入れたことで、応募者にとっては、かなりのハードルとなり、つい

ては、応募数も決して多くないであろうと予想しておりました。正直、受付開始当初は、指折り数える程

の応募数で、スタッフ間では「今回のオーディションは、量より質だ！ 応募数なんて、少なくていいん

だ！」ということを自分達に言い聞かせながら、(本心では)たくさんの応募を楽しみに待っておりまし

た。。。しかし、締切り間際にその状況も一変。日々増えていく応募の封筒、予想を遥かに超える応募数に

スタッフ一同、うれしくもありながら、選考を疎かにしないように気を引き締める思いで音源を聴かせて

頂きました。 

 

一次選考につきましては、幅広い視点を加味するため、タワーレコードの店舗スタッフの意見を取り入

れて、多数決というような判断だけではなく、何度も音源を聴き、少数意見にも耳を傾け、様々な議論を

重ねて最終判断に至りました。 

今回、ノミネートアーティストとして 10 組を発表させて頂きましたが、その判断は困難を極め、選考

ラインは紙一重であったと言っても過言ではありません。それは、オリジナル作品を作って、録音して、

CD にするといった、プロ同様のプロセスを経て、手元に届けられた作品であることが物語っているよう

な気がします。 

そのような経緯からも、ノミネートアーティスト 10 組を、自信を持って紹介させて頂きます。ノミネ

ートアーティストに選出されなかった応募者の方々にも 10 月 27 日から始まる 2nd.Door(二次選考)を支

援頂き、NEXT アーティスト誕生に向けて、盛り上げて頂きたいと願っている次第です。 
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