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 2015 年 10 月 24 日 
 

タワーレコードのアイドルレーベル“箱レコォズ”より 

「Hauptharmonie」が12/15 にシングル発売決定！ 
タワーレコードでは 12/7 先行販売！ 

 
 

タワーレコードが設立した新たなアイドルレーベル「箱レコォズ（読み：ハコレコーズ）」より

Hauptharmonie(読み：ハウプトハルモニー)が 12 月 15 日にシングルをリリースすることが決定しました。 

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

徴の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、じゅじゅが 8 月 2 日にシングルをリリ

ース、エレクトリックリボンが 10 月 13 日にシングルをリリースしています。 

そのような中、第３弾参加アーティストとして Hauptharmonie が「GOLDENBAUM ep.」を発売することが決定

しました。 

Hauptharmonie は、2014 年 7 月 12 日にステージデビューした、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、あまねくワール

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。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ています。 

 

箱レコォズからのリリー

スは「GOLDENBAUM ep.」が

12 月 15 日に全国発売、タワ

ーレコードでは、先行で 12

月 7 日より販売します。 
また、12月 20 日（日）に

新宿 BLAZE にて開催される

T-Palette Records 感謝祭

2015 にも出演が決定してい

ます。 

アイドルの枠に捕われず、

様々な音楽シーンに活躍の

場を広げる Hauptharmonie

にご期待ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ごご取取材材、、おお問問いい合合わわせせ先先      タタワワーーレレココーードド㈱㈱  

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 

Hauptharmonie(左上から時計回り：小川 花、アイハラエミ、相沢光梨、寺田珠乃)
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    リリース情報 

 

 

【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） 

  ※12 月 7日(月)タワーレコード先行販売 

【品 番】HAKO-0003 

【価 格】1,000 円＋税 

 

 

 

◇Hauptharmonie プロフィール 

 

12/07/2014 Konzert Debüt 

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♡ 

 

 

 

T-Palette Records 感謝祭 2015 

～今年新しく出来た youthsource records も箱レコォズの面々も出るよ、 

もちろん Tパレアームレスリング大会も開催！！年末大大感謝祭！！～ 

 
 

 開催日時：12 月 20 日（日） 開場 13 時 30 分 / 開演 14 時 

 会  場：新宿 BLAZE 

 出  演：Negicco、lyrical school、アップアップガールズ（仮）、POP、キャラメル☆リボン、アイドルネ

ッサンス、amihime 

 Peach sugar snow、Devil ANTHEM.、上月せれな 

 じゅじゅ、エレクトリックリボン、Hauptharmonie 

 ＜Special Guest＞ 

バニラビーンズ 

 

 チケット：4,500 円（税込・整理番号付き・入場時 1ドリンク代 500 円） 

オフィシャルページ： http://tower.jp/label/live/2015 
 
 

 イベントに関するお問合せ：オデッセー TEL：03-5444-6966（平日 11 時～18 時） 
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□ 箱レコォズリリース情報 

 

【アーティスト】じゅじゅ   【タイトル】零（ヨミ：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 

 

 

じゅじゅ 

様々なクリエイター作品や写真コンテンツで被写体モデルとして活動をしてきたし

らい(@she_is_lie)・ねう(@nunuqn) の二人からなるアイドルユニット「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。

世の不条理や、嫉妬・妬み、インターネットの闇などを表現する。2015 年3 月29 日

にはデビュー1 周年を記念して渋谷Duo にて初ワンマンライブを開催。同年は海外

を目指すなど積極的に活動中。 
 
 

 

 

 

【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 

エレクトリックリボンは asCa 、erica、natsuki、chiaki、pippi
からなるテクノポップユニット。 

楽曲はリーダーである asCa がすべて手掛ける実力派アーティス
ト。 

2015 年は新メンバー3 人を加え、4/29 には新体制初の音源「クリ
ームソーダ」をイベント特典 CD としての配布と同時にハイレゾ
配信も敢行。オトトイのウィークリーランキングで 2 週連続 1 位
を獲得、またマンスリーランキングでも 1 位を記録。 

今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も初となるワンマンライブが渋谷
WWW で行われることが発表された。10/24 をもって asCa がグループを卒業。 
エレクトリックリボン公式サイト http://eribon.com 

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 


