
 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

タワーレコードが全国の地域アーティストを発掘し、CD 化、育成するレーベル「FIRE STARTER/ファイヤー・スタータ

ー」が、第二弾アーティスト全 7 組を発表、3 月 4 日（水）より発売いたします。 

 

タワレコの新人発掘レーベル「FIRE STARTER」は、全店のバイヤーが、 “目利き”の能力と、地元の音楽シーンとのネ

ットワークを活かして発掘したアーティストの楽曲をCD化するというもの。各500円（税込）で、発掘した地元店舗と新宿店、

さらに今回より、インディーズ・ロックシーンを盛り上げることをコンセプトに売り場を改装した八王子店※1 の計 3 店舗にて

販売します。 

また、第一弾 10 作品と同様に、株式会社 NTT ドコモが運営する定額制音楽配信サービス“d ヒッツ® powered by レコ

チョク※2（以下、d ヒッツ）”と、株式会社レコチョクが運営する音楽配信サービス“レコチョク”にて、デジタル配信も開始さ

れます。 

 

なお、FIRE STARTER オフィシャル HP では昨年 12 月に発表した第一弾アーティスト全 10 組の音源も試聴できます。

第 2 弾アーティストと同時にお楽しみください。 

 

今回発売する７アーティストについては、次頁以降をご参照ください。 

 

※１八王子店では「学生の街、八王子」という特色を生かして、タワレコの名物コーナー「インディーズ学園」を全店最大規模で展開しています。試聴機

コーナーの増設や、アーティスト直筆サインコーナーも新設。さらに、アーティストとのコラボレーション企画やインストアイベントも積極的に企画し、音楽

ファンに広く魅力を感じていただけるコーナーにしていきます。 

※2「d ヒッツ」は、株式会社 NTT ドコモの登録商標です。 

 

■ 「FIRE STARTER」Official HP: http://tower.jp/label/firestarter/ 

■ Twitter：@TR_FIRESTARTER 

 

  

 

 

 

 

 

 

2015年 2月 13日 
タワーレコード株式会社 

地域アーティストを発掘、CD化、育成するレーベル 

FIRE STARTER 第二弾７アーティストを発表！  

3月 4日よりタワレコ＆d ヒッツ＆レコチョクで発売＆配信開始！ 

 

FIRE STARTER Info 

新レーベル「FIRE STARTER」ロゴ 

■FIRE STARTER/ファイヤー・スターター 

もともと店舗が地元アーティストを応援するライブを定期的に行ったことからレー

ベルへ発展。2005年～2006年の間、全国のタワレコバイヤーがスカウトマンとし

て、地元発信でアーティストをプロモートすることをコンセプトに9組のアーティス

トのCDを発売。この中から、FAT PROPなどを輩出しています。 

■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）、松本、伊早坂 

TEL  03-4332-0705   E-mail   press@tower.co.jp 
〒150-0031  東京都大田区平和島 4-1-23  JS プログレビル 7F 

 

http://tower.jp/label/firestarter/


【500 円シングル発売アーティスト】 

 

■Swimy（タワーレコード大津店）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■23℃（タワーレコード久留米店）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■はぐち（タワーレコード静岡店）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロフィール…滋賀発！男女混声トリプルボーカル4Pロックバンド。Vo&Gt山上拓南、Vo&Ba

伊藤真央、Vo&Dr大橋弥奈、Gt松宮大樹の４人で2013年より活動開始。ポップを壊し自由な

発想で再構築した独自性の高い楽曲に、独特の世界観を持つ詩を織り交ぜ、絵本のようなドキュ

メンタリを唄い紡ぐ唯一無二のSwimyサウンド！関西、関東の10～20代を中心にその輪が広が

り人気上昇中！山上の描く絵など多彩な才能も発揮。次の時代を担う新世代のバンドの登場で

す！ 

Offical Site … http://www.swimy.in/ 

 

店舗コメント…滋賀出身、男女混声 4 ピース・ロックバンド Swimy はちょっと珍しいトリプルボーカル！2013 年にはフェスのオープニング・アク

トをかけたオーディションで 1000 組超えの中からファイナリスト 4 組に残る実力派！男女のバランスがちょうどよすぎる、ありそうでなかった癒し

のポップロック。優しくて柔らかく、でも力強さも感じる歌声で、絵本のような世界に包み込まれそう。独特の世界がふわ〜っと心地良いです！(大津

店 田中) 

タイトル：マスコットになりたくて 

発売日：2015 年 3 月 4 日（水） 

価格：￥463（税抜価格）+税 

販売店舗：大津店、新宿店、八王子店 

プロフィール…2010年、福岡にて結成。2012年、5曲入りミニアルバム「kiregire」発表。今

年、2ndミニアルバムを発表予定。 どこかの風景、温度、匂いを感じさせるメロディーは23℃

の醍醐味である。バンド名に記号が入っているため検索で引っ掛からないという問題を抱えなが

ら活動中。「にじゅうさんど」で検索を。 

Offical Site … http://nijyusand23.jimdo.com/ 

店舗コメント…Vo&Gt 城戸大地、Ba 富永亨、Dr 豊田輝の三人で結成されたオルタナティヴ・ロックバンド。彼らの持ち味は「情景」を感じさせる

メロディーだ。それは、誰もが心にある、どこかで見た懐かしい記憶を呼び覚まし、いつの間にか忘れてしまった大切なモノを思い出させてくれる柔ら

かいモノクロのシネマのようだ。目を閉じて聴いてみる。様々な情景が広がり、きっとあなたにとって、心地の良い温度になるはずだ。（久留米店 古

賀） 

タイトル：9 月 

発売日：2015 年 3 月 4 日（水） 

価格：￥463（税抜価格）+税 

販売店舗：久留米店、新宿店、八王子店 

プロフィール…はぐちは、vo.もえみ、Ba.もりこ、Dr.りんりんによる3ピースガールズバンド。

大学の軽音楽部で結成し、卒業後は静岡県を中心にマイペースに活動している。シンプルなサウ

ンドと、情緒あるメロディーにのせた歌声は、まっすぐに心へ届く力強さと、女性ならではの深

みのある世界観を持ち合わせる。 

Offical Site … http://xx891.tumblr.com/ 

 

 店舗コメント…静岡県内で主に活動するスリーピースガールズバンド。圧倒的な歌唱力とセンス溢れるストレートな歌詞で聴く人の心を魅了します。聴

けば聴くほど不思議な魅力にハマること間違いなし！ガールズバンド好きにはぜひ聴いてほしい１枚！！タワーレコード静岡店が全力でプッシュしま

す！！（静岡店 青島） 

タイトル：ますから頂戴  

発売日：2015 年 3 月 4 日（水） 

価格：￥463（税抜価格）+税 

販売店舗：静岡店、新宿店、八王子店 

http://www.swimy.in/
http://www.swimy.in/
http://nijyusand23.jimdo.com/
http://xx891.tumblr.com/


 

■undersign（タワーレコード町田店） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■日向文（タワーミニアリオ仙台泉店）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■Rubber Johnny（タワーレコード秋田店）   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロフィール…USインディー・90'sエモ・オルタナティヴなど、これまでに最も影響を受けた

音楽を積極的に取り入れながらも、卓越したそのメロディーセンスで独自のサウンドを鳴らす。

2007年の結成から常に東京都町田市をホームとして全国各地で勢力的に活動中。2014年には

初の全国流通盤「3番目の街」をリリース。ツアーファイナルのワンマン公演は大盛況SOLD OUT

で幕を閉じた。 

Offical Site … http://undersign.jp/index2.html 

 

 店舗コメント…インディーズ・ロックシーンで盛り上がりを見せている東京都町田市。その中でもひときわ異彩を放ち続けてきた 3 人組バンド

「undersign」。エモ、ポストロック、シューゲイザーの要素を取り入れたバンドサウンドに、どこかノスタルジックを感じる日本語詩を歌い上げる力

強くも優しい声に誰もが虜になる。（町田店 土橋） 

タイトル：life  

発売日：2015 年 3 月 4 日（水） 

価格：￥463（税抜価格）+税 

販売店舗：町田店、新宿店、八王子店 

プロフィール…2011年3月、自分でやった方が楽しい、という想いから音楽活動を開始。2013

年5月、1stミニアルバム「ダラク」をリリース。1000枚を売り切り、廃盤。2013年8月、東

京にて初ワンマンライブを開催し、ソールドアウト。2014年5月、2ndミニアルバム「他人言」

をリリース。9都市を回るレコ発ツアーを回る。1994年3月20日生まれ シンガーソングライタ

ー。日向 文ではなく、日向文と申します。 

Offical Site … http://hinata0320aya.jimdo.com/ 

 

 店舗コメント…昔、誰かが彼女の音楽をこう表現していた。「天使の歌声に小悪魔な歌詞。」天使と悪魔が共存する、新感覚の音楽と出逢った時、あなた

の音楽 LIFE に日向文の存在が欠かせないものになることでしょう。 音楽を始めてたった 5 ヶ月ほどで、閃光ライオットの 3 次審査まで進んだ過去を

持つ彼女の、溢れんばかりの才能と今も続く努力をどうか見逃さないように。聴き逃さないように。ここの CD で日向文と出逢ってください。(アリオ

仙台泉店 鈴木) 

タイトル：こどものめろう  

発売日：2015 年 3 月 4 日（水） 

価格：￥463（税抜価格）+税 

販売店舗：アリオ仙台泉店、新宿店、八王子店 

プロフィール…Vo/Ba 村井 義弥、Dr/Cho 佐藤 祐輔、Gu/Cho 佐藤 直哉。2006年、義弥

と祐輔が「自分達がかっこいいと思うことをしたい」という理由でバンド結成。近場にいた直哉

は巻き込まれる形でギターを弾き始める。2009年にそれぞれのやりたいことを考え一時活動を

休止するも、2012年に活動を再開。以後精力的に活動する。Vo/Ba義弥が生み出すキャッチー

なメロディと中毒性が高くどこかワクワクさせる楽曲は、見る人の身体を自然と揺り動かす。 

Offical Site …http://rubberjohnny.jimdo.com/ 

 

 

 

 

 

 

店舗コメント…地元である東北・秋田のみならず関東、関西と精力的に活動の幅を広げる、今最も注目されるべき 3 ピースダンスロックバンド。メン

バーそれぞれの個性が光る３ピースならではの自由感、様々なアイディアが盛り込まれたキャッチーで中毒性のある楽曲は、独特のセンスとハイテンシ

ョンなライブで一気に爆発、昇華。Rubber Johnny を見る人、聴く人は、身体だけではなく心ごと揺り動かされ、踊らずにはいられなくなる。（秋田

店 龍田） 

タイトル：ハズレビト  

発売日：2015 年 3 月 11 日（水） 

価格：￥463（税抜価格）+税 

販売店舗：秋田店、新宿店、八王子店 

http://undersign.jp/index2.html
http://hinata0320aya.jimdo.com/


 

■RAZICAL THE OVER COME（タワーレコードモレラ岐阜店）  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロフィール…岐阜で結成された平均年齢19.5歳のエモ、スクリーモ、ラウドバンド。メタルコ

ア、エモ、スクリーモなどの音楽から影響を受けたヘヴィなサウンドに、突き抜ける繊細なボー

カルが特徴。1st.EPから半年の期間で立て続けにシングルをリリースし積極的に活動。名古屋の

大型サーキットイベントに多数出演するなど、今後の活動に目が離せない。 

Offical Site … http://razicaltoc.com/ 

 

 

 

店舗コメント…日本のど真ん中《岐阜》が生んだラウドロックの新星 RAZICAL THE OVER COME！エモ,スクリーモ,ラウドロックをミックスさせた

サウンドに、平均年齢 19 歳とは思えぬ超絶技巧な演奏があなたの鼓膜を震わせる！眩しいほどにまっすぐな歌詞と突き抜けるようなシャウトでアガリ

っぱなしになること間違いなし！！開始 3 秒、毛穴全開！ヘドバン推奨！(モレラ岐阜店 薫森) 

タイトル：ENDEAVOR 

発売日：2015 年 3 月 11 日（水） 

価格：￥463（税抜価格）+税 

販売店舗：モレラ岐阜店、新宿店、八王子店 

http://razicaltoc.com/

