
    ＜新宿 ROCK NEWS＞ 
 2012 年 1 月 21 日 

 
※今情報は 1/21（土）AM 11:00 情報解禁です。 

 

 

 

 
 

タワレコ新宿店と CINRA がセレクトする新進気鋭アーティスト集結 

入場無料イベントを 1/31（火）新宿 MARZ にて再び開催！ 
新宿 ROCK × CINRA presents 『exPoP!!!!! 番外編 vol.2』 

 タワーレコード新宿店とカルチャーニュースサイト CINRA がタッグを組むライブイベント新宿 ROCK × CINRA 

presents 「exPoP!!!!! 番外編 vol.2」を、1月 31 日（火）新宿 MARZ にて開催いたします。 

 

本イベントは、2009 年から行っている、タワレコ新宿が本気で期待するネクストブレイクのアーティストをレコ

メンドするキャンペーン「新宿ロック」と、音楽/アート/映画などのカルチャーニュースサイト CINRA の名物無料

マンスリーライブ「exPOP!!!!!」がコラボレーション。“新宿ロック”な次世代アーティストを、店頭のみならずラ

イブで体感してほしいというタワレコ新宿スタッフの想いに CINRA が共感し、実現したイベントです。昨年 7月に

行った第一回目のコラボライブは white white sisters や荒川ケンタウロスなど計 6組が出演し、無料とは思えな

い豪華さで話題となりました。好評につき第 2回目のライブ開催が実現します。 

 

 出演アーティストは、1stアルバム「Maminka」が第 4 回CDショップ大賞にもノミネートされているCzecho No 

Republic、エモーショナルでキャッチーなメロディが持ち味のFAT PROP、観る者を圧倒するライブパフォーマンス

で一目置かれるJeepta、邦楽英語ロックの遺伝子を受け継ぐキドリキドリ、2011 年にバンド始動したuminecosounds

の 5 組が決定。なお、キドリキドリは 2回連続出演となります。 

タワーレコード新宿店と CINRA では、“新宿ロック”としてこの 5組のアーティストを共同でプッシュし、次世代

の音楽シーンを盛り上げていきます。 

 

◆ イベント詳細はこちら  http://expop.jp/schedule/sp05.php ※各出演者の試聴も可能です。ぜひご覧いただけますと幸いです。 
◆ タワーレコード新宿店 http://tower.jp/store/Shinjuku 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新宿 ROCK × CINRA presents 『exPoP!!!!! 番外編 vol.2』 
会 場： Shinjuku live space MARZ 

日 時： 2012 年 1 月 31 日（火） 

時 間： OPEN 18:30 / START 19:00 

出 演： Czecho No Republic（新宿 ROCK）/FAT PROP（新宿 ROCK）/Jeepta（新宿 ROCK）/ 

キドリキドリ（新宿 ROCK）/uminecosounds（CINRA） 

入 場 料： 無料 (ドリンク代別 2drink) 

主催・企画制作： タワーレコード新宿店 / CINRA 

問い合わせ先： 新宿 MARZ ℡:03-5292-2528 / タワーレコード新宿店 ℡: 03-5360-7811 

 チケット予約方法  

タワーレコード新宿店 7Fインフォメーションカウンターにてご予約。お電話でも承ります。またはexPoP!!!!! WEB

にて、チケットフォームにてご予約。PC：http://expop.jp/sp05.php  Mobile：http://expop.jp/m/sp05.php
※ご予約の無い方は入場できない場合があります。ご了承下さい。 
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 Czecho No Republic       FAT PROP       キドリキドリ 

 

＜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）、高橋、松本、伊早坂 TEL：03-3496-5245 Email：press@tower.co.jp 

http://expop.jp/schedule/sp05.php
http://tower.jp/store/Shinjuku
http://tower.jp/store/Shinjuku
http://expop.jp/sp05.php
http://expop.jp/m/sp05.php


出演アーティストプロフィール                                      

 

Czecho No Republic 

武井優心（Vo, B）、山崎正太郎（Dr）、吉田アディム（G,Cho,Syn）、八木類

（Ｇ,Cho,Syn ）の 4人編成。 2010 年 3 月結成。 2010 年 11 月にタワーレ

コード限定でリリースした「erectionary」が高い評価を受け、The Mirraz

全国ツアーのオープニングアクトに抜擢。2011 年 6 月発売の 1st シングル

「Casually」が話題を集め、同年 10 月に初のフルアルバム「Maminka」を

リリース、全国 7 箇所で行ったアルバムリリースツアーは各地大盛況。シ

ンセとギターが絡み合い、コーラスワークで彩られたキラキラのドリーミ

ーポップバンド、2012 年も目が離せない注目の存在！ 

 

●Czecho No Republic 公式HP  http://c-n-r.jp/ 
 

 

 

タワーレコード新宿店 新宿 ROCK 担当・柴田のイチオシコメント 

「90s のネオアコや US インディー色の強いポップサウンドが心地よい！」 

 
FAT PROP 

Nagiken(Ba.), Ema(Dr.), Rinda(Vo.), Shintaro(Gu.) 

2002 年結成、ピアノエモーショナルポップバンド。幾度かのメンバーチェ

ンジを経て、現在に至る。 

2006 年、1st MINI ALBUM「This is Life」をリリース。 

2007 年、2nd MINI ALBUM「Looking for new joy」をリリース。 

2008 年には、メジャーレーベルより、3rd MINI ALBUM「CHANGE THE FUTURE」

をリリース。 

2010 年にCAFFEINE BOMB RECORDSヘ電撃移籍。鹿児島を拠点に全国で活動

中！ 

 

●FAT PROP 公式HP  http://www.fatprop.com/ 

 

 

 

タワーレコード新宿店 新宿 ROCK 担当・柴田のイチオシコメント 

「新世代メロディーメーカー！美メロ・泣きメロ満載のピアノロックサウンドに注目！！」 

 

Jeepta 

2010 年メジャーデビュー。現在までにシングル 2枚、フルアルバム 2枚を

リリース(インディーズ作品を含めると、シングル2枚、ミニアルバム2枚、

フルアルバム 3枚)。艶のある声とある種文学的で独特な歌詞世界を持つボ

ーカルギター石井卓、多彩なギターアレンジを持つ変幻自在のギタリスト 

choro、 フィンガーピッキングから絶妙な緩急を生むベースのサトウヒロ

ユキ、幼少から培ってきたテクニックとその大きな体格からテクニカルで

力強い ドラムを叩くパワーヒッター小笠原大悟、全く個性の異なる 4人が、

静寂と衝動が同居したライブを生み出す。 

 

●Jeepta 公式HP  http://jeepta.com/ 

 

 

 

タワーレコード新宿店 新宿 ROCK 担当・柴田のイチオシコメント 

「人間味あふれるあるエモーショナルロック！衝動を具現化するテクニカルバンド！！」 

キドリキドリ 
さようなら洋楽コンプレックス。関西 10（テン）世代トップランナー、キド

リキドリ。毒々しいキドリキドリというバンド名は、村上春樹小説【ねじま

き鳥クロニクル】に由来する。21 歳達(帰国子女、オタク、好青年)が奏でる

音は、90 年代の US インディー・ロックや、2000 年以降の UK ロック、ジャズ、

ファンク、パンク、J-Pop など多彩な音楽性を感じさせる。脈々と時代毎に

受け継がれてきた英語のロック、その遺伝子を受け継ぐにふさわしいのは間

違いなく彼らだ。 

 

●キドリキドリ 公式 HP  http://kidorikidori.xxxxxxxx.jp/ 
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タワーレコード新宿店 新宿 ROCK 担当・柴田のイチオシコメント 

「あらゆるジャンルを昇華した多彩でエッジの利いたサウンドがくせになる！」 

uminecosounds 
くるりが主催する NOISE McCARTNEY RECORDS よりソロアルバムをリリースし

ている古里おさむ（Vo&Gt）、髭のドラムとしても活躍するコテイスイ（Dr）、

dip のヤマジカズヒデ（Gt）、ジム・オルークを始め様々なアーティストやバ

ンドで演奏している須藤俊明（Ba）によるロックバンド。もともとは古里お

さむのソロユニットとして活動を開始し、2009 年 5月 13 日に、CINRA RECORDS

よりデビューミニアルバム『夕焼け』をリリース。『FUJI ROCK FESTIVAL'09』

にも出演を果たし、2010 年 1 月には 2nd ミニアルバム『宇宙旅行』をリリー

ス。そして 2011 年、表記を「uminecosounds」に改め、バンドとして始動し

た。 

●uminecosounds 公式HP  http://uminecosounds.net/ 

 

 

 

 

 

CINRA 代表・柏井万作氏のイチオシコメント 

メンバーからも分かる通り、かなり強烈なロックバンドに進化しました！ 
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http://uminecosounds.net/

