
 

 

＜タワーレコード レーベル情報＞ 
 2015 年 7 月 27 日 

 

タワーレコードがタワーレコードがタワーレコードがタワーレコードが新たに設立したロックレーベル新たに設立したロックレーベル新たに設立したロックレーベル新たに設立したロックレーベル    

““““too basaratoo basaratoo basaratoo basaraʼs people recordss people recordss people recordss people records””””から続々から続々から続々から続々リリースリリースリリースリリース決定決定決定決定    

第一弾アーティスト「フィッシュライフ」第一弾アーティスト「フィッシュライフ」第一弾アーティスト「フィッシュライフ」第一弾アーティスト「フィッシュライフ」に続きに続きに続きに続き    

第二弾アーティスト「バンドごっこ」第二弾アーティスト「バンドごっこ」第二弾アーティスト「バンドごっこ」第二弾アーティスト「バンドごっこ」    第三弾第三弾第三弾第三弾アーティストアーティストアーティストアーティスト「「「「climbgclimbgclimbgclimbgrrrrowowowow」」」」    

トリプルレコ発ライヴも決定トリプルレコ発ライヴも決定トリプルレコ発ライヴも決定トリプルレコ発ライヴも決定！！！！
タワーレコードが新たに設立したロックレーベル“too basaraʼs people records”（トゥー・バサラズ・ピ

ープル・レコーズ）から、第一弾アーティスト「フィッシュライフ」に続き、第二弾アーティストとして大阪

出身の「バンドごっこ」。そして第三弾アーティストとして「climbgrow」が、9月と 10 月にそれぞれ同レーベ

ルよりミニアルバムをリリースすることが決定しました。 
9 月 2 日に初の全国流通盤をリリースする「バンドごっこ」は、2009 年大阪にて結成したスリーピース・ギ

ターロック・バンド。昨今大隆盛の関西ギターロックシーンの中でも一際目立つその魅力は、＜音楽×笑い=バ

ンドごっこ＞をモットーに、ライヴ前は演奏よりもネタの練習時間が多い??など全身全霊でフザけきるパフォ

ーマンスと、キャッチーなのに捻くれたアンサンブルの完成度の高さにあります。 

そして第三弾アーティストとして 10 月 7 日にこちらも同じく初の全国流通盤をリリースする「climbgrow」

（クライムグロウ）は、閃光ライオット 2014 で準グランプリを獲得した 4 人組ロックバンド。滋賀県でその名

を知らない人はいないほどの逸材で、あの UVERworld を発掘した B-FLAT の神田仁史氏も「UVERworld 以来の衝

撃！」と大絶賛する注目のバンドです。 

更に、この新レーベル設立&3 バンドのリリースを記念するレコ発ライヴも 9 月に決定しました。 

新しい才能を紹介するギターロック・レーベル、“too basaraʼs people records”から発信する個性派揃い

で勢いのある彼らのロックに乞うご期待下さい。 

 

 

 

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 レーベル担当：狩生 TEL：03-4332-0750 Email：nkariu@tower.co.jp 

広報室 谷河（やがわ）TEL：03-4332-0705  Email：press@tower.co.jp 

climbgrow 

左から Ba.田中仁太/Vo.Gt 杉野泰誠/Gt.近藤和嗣/Dr.谷口宗夢 

バンドごっこ 

左から あっきー(Dr), ゲッチ(Ba.Vo.), ひろ(Vo.Gt.)  

 



 

 

 

TTTToo basaraoo basaraoo basaraoo basara’’’’s people recordss people recordss people recordss people records リリース作品リリース作品リリース作品リリース作品    

■9/2 バンドごっこ：1st miniAL「うたそらごと」 

■10/7 climbgrow： 1st miniAL「Enter Here」 

■8/12 フィッシュライフ：1st miniAL「バトルフォーユー」 

 

 

【バンドごっこ情報】【バンドごっこ情報】【バンドごっこ情報】【バンドごっこ情報】    

■バンドごっこ「未練リフレイン」MV  

URL:https://www.youtube.com/watch?v=YBYRjq3-CwE  ※※※※7/27/27/27/27777

（月）（月）（月）（月）12:0012:0012:0012:00 初公開初公開初公開初公開    

 

■ 1st ミニアルバム「うたそらごと」 

【発売日】2015/9/2  

【品 番】TBPR-1002 

【Label】too basara's people records 

【価 格】￥1,389（税込￥1,500） 

【収録曲】 

1. 未練リフレイン  

2. 僕と世界  

3. 網世界  

4. 雨の日の恋人  

5. 幸せ  

6. 嘘の言葉 

 

■購入特典：ミュージックビデオ DVD 

各店舗にてバンドごっこミニアルバム「うたそらごと」をお買い上げのお客様に先着でミュージックビデオ DVD

をプレゼント! ※数量限定となります。 

タワーレコード限定：「未練リフレイン」MV 

HMV 限定：「僕と世界」MV 

TSUTAYA 限定：「雨の日の恋人」MV 

ヴィレッジ・ヴァンガード限定:「嘘の言葉」MV 

 

■バンドごっこ PROFILE 

2009 年結成。大阪在住の「ライヴとは自由なもの

だ！」を胸に人生を賭け、 

ライヴ前は演奏よりもネタの練習時間が多い??など

と音楽×お笑い＝バンドごっこ精神で全身全霊でふ

ざけているスリーピース・ギターロック・バンド!!尚、

Ba.Vo 担当のゲッチは、キツネのお面を被っていると

いう“ウワサ” があるが、本人は「俺は、半妖だ！」と否定している。 

2015 年 9 月 2 日に初の全国流通盤ミニアルバム「うたそらごと」をタワーレコードの新レーベル“too basaraʼs 

people records”よりリリースが決定。 

「RO69JACK 2012」入賞、音楽コンテスト「十代白書」でベストパフォーマンス賞受賞など、バンドとしての実

力も既に折り紙つきで、自主制作ミニアルバム「おもちゃ箱」は既に 1500 枚近く手売りで販売し、地元大阪で

は幾度となく自主企画ライヴをソールドアウトさせるなど、その名前はシーンでは知れ渡るものの、初の全国

流通となる今作は、“普段は言えない絵空事のような想いも歌であれば届けられるだろう”という本人達の想

いも込められた待望の 1st ミニアルバム。 



 

 

 

 

■バンドごっこ声明文 

人間とは自らの本能に従順で欲張りな生き物だ。 

できもしない事を成し遂げたい、誰もが一度は思うことだろう。 

その様な理想を現実にできる可能性がこの｢うたそらごと｣には詰まっている。 

まさに今のバンドごっこがそのまま詰め込まれた作品である。 

この｢うたそらごと｣があなたの人生を大きく変えることをここに約束しよう。 

                             from バンドごっこ 

■応援メッセージ 

メロディーだけじゃなくギターもベースもドラムもみんな歌ってるように聞こえて、 

なのにみんな邪魔してなくてそれがバンドごっこの心地よいアンサンブルになっている。 

夜に聞きたい作品です！対バンしようぜ！  by Brian the Sun / 白山治輝(ba.) 

 

「貴様ら！」わたしの心をヌキヌキしやがったな！ by ピアノゾンビ ：大王 ホネヌキマン 

 

■ライヴ情報 

8 月 1 日（土）大阪・阿倍野ロックタウン 

9 月 27 日（日）東京・渋谷 OCREST 

 

■1st ミニアルバム『うたそらごと』リリースツアー 

8 月 27 日（木）東京・新宿 LOFT 

9 月 10 日（木）京都・京都 MUSE  

9 月 13 日（日）大阪・千日前 STAR  

9 月 18 日（金）兵庫・神戸 太陽と虎 

10 月 2 日（金）愛知・名古屋 sixdog 

 

1st ミニアルバム Official Trailer 「うたそらごと」URL: https://www.youtube.com/watch?v=2_DJu0HKxU8  

バンドごっこ OFFICIAL WEBSITE http://bandgokko.com/ 

バンドごっこ Twitter https://twitter.com/gokko_official 

too basaraʼs people records Twitter https://twitter.com/basaraspeople 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

【【【【cccclimbgrowlimbgrowlimbgrowlimbgrow 情報】情報】情報】情報】    

■1st ミニアルバム「Enter Here」 

【発売日】2015/10/7  

 

■climbgrow PROFILE 

2012 年中学時代の同級生の杉野泰誠、近藤和嗣、

田中仁太、で climbgrow 結成。 

2012 年 11 月 dr.谷口宗夢が加入、各地で本格的に

活動を始める。  

2013 年 8 月 1stSINGLE「LETTER/PARTY」を発売。 

2014 年 5 月 1st miniALBUM「EL-CAMINO」を発売。 

2014 年 8 月 10 代限定オーディション「閃光ライ

オット」にて準グランプリ受賞。 

平均年齢 18 歳が奏でるサウンドとは思えない重

厚的なロックに、若さが滲み出るポジティブであ

りながら刺々しい歌詞は、まさに昨今のバンドシ

ーンの潮流に逆らった、「反草食系ロック！」18

歳にしては渋すぎる嗄れ声のヴォーカル・杉野泰誠が歌い上げる楽曲は、まるで尾崎豊を彷彿とさせる叙情的

な言葉が連なり、聴く者の「青春」を呼び起こさせる。 

若くして卓越した演奏力を誇る彼らだが、バンドとしてさらに高みへ、常に成り上がっていくという意思、志

を込めて、climb(登る)×grow(成長)＝“climbgrow”として、ファースト・インパクトを起こす。 

 

■ライヴ情報 

8 月 12 日（水）＠京都ミューズ ARCHAIC RAG STORE Presents 「After the Dawning tour」 

open 18:00 / start 18:30 

8 月 13 日（木）＠阿倍野 ROCKTOWN （大阪）ARCHAIC RAG STORE Presents「After the Dawning tour」 

open 18:00 / start 18:30 

8 月 14 日（金）＠池下 UPSET （名古屋）ARCHAIC RAG STORE Presents「After the Dawning tour」 

open 18:00 / start 18:30 

8 月 17 日（月）@大阪ミューズ とけた電球『最初の恋のように』 

リリースツアー大阪編“最初の恋は僕にしなよ”  

open 18:00 / start 18:30 

8 月 27 日（木）＠渋谷 O-Crest ARCHAIC RAG STORE Presents「After the Dawning tour」 Final 

open 18:00 / start 18:30 

8 月 31 日（月）＠新宿ライブハウス 新宿 Marble presents「台風 15 号サーキット 2015 夏」 

open 11:30 /start 12:30 

 

climbgrow OFFICIAL WEBSITE http://climbgrow.com/ 

climbgrow Twitter https://twitter.com/climbgrow_ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

【【【【フィッシュライフフィッシュライフフィッシュライフフィッシュライフ    情報】情報】情報】情報】    

■1st ミニアルバム「バトルフォーユー」 

【発売日】2015/8/12 ※タワーレコード限定販売 

【品 番】TBPR-1001 

【価 格】￥1800（税込￥1944） 

【収録曲】 

M1.電話 

M2.フロムカウントナイン  

M3.ヒーローが死んだ夜 

M4.blue blue blue 

M5.アネモネ 

M6.三億円 

M7.ニュースキャスター 

 

■フィッシュライフ PROFILE 

(写真左から Dr.テラオカ/Gt.Vo.ハヤシング/Ba.ミヤチ) 

2012 年 5 月結成。大阪を拠点に活動中の 3 ピースバンド。 

2012 年 6 月に初ライブとして城天で路上ライブをする。 

2013 年に十代白書、閃光ライオット、eoMusicTRY など数々の大会で

賞を獲得。また MINAMI WHEEL 2013、COMIN'KOBE 14 、見放題 2014 な

ど関西のイベントに多数出演。 

2014 年 10 月に行われた MINAMI WHEEL 2014 では二年連続で入場規

制をかけた。年末には、FM802 主催「RADIO CRAZY」への出演。2014 年

6 月、8 月、10 月、12 月に会場限定シングル(500 円)を四枚連続リ

リース。今年 3月にはフィッシュライフ初となるワンマン公演を大阪

2nd LINE にて開催。チケットは完売、大盛況の内に終える。 

8/12 に初の全国流通盤ミニアルバム「バトルフォーユー」をタワーレ

コードの新レーベル“too basaraʼs people records”よりリリース

が決定。初の全国ツアーも決定している。 

 

■インストアイベントスケジュール 

●8/9(日)タワーレコード大阪梅田マルビル店 1F 緑のテラス 

時間 14:30 入場/15：00 スタート 

イベント内容：ミニライブ＆サイン会 （雨天時：店内にてサイン会のみ） 

配券対象店舗：タワーレコード梅田大阪マルビル店/京都店 

お問い合わせ：タワーレコード梅田大阪マルビル店 06-6343-4551 

 

●8/9(日)タワーレコード梅田 NU 茶屋町店 イベントスペース 

時間 19:30 入場/20:00 スタート 

イベント内容：ミニライブ＆サイン会 

配券対象店舗：梅田 NU 茶屋町店/神戸店 

問い合わせ先：タワーレコード梅田 NU 茶屋町店 06-6373-2951 

 

 

 

 



 

 

 

 

●8/10(月)タワーレコード難波店 5Ｆイベントスペース 

時間 16:30 入場/17：00 スタート 

イベント内容：ミニライブ＆サイン会 

配券対象店舗：難波店/あべの Hoop 店 

お問い合わせ：タワーレコード難波店 06-6645-5521 

 

※インストアイベントは随時関西地区以外でも開催予定です。 

 

■1st ミニアルバム『バトルフォーユー』リリースツアー 

8/22(土)大阪・天王寺 Fireloop ※レコ発初日 

8/26(水)静岡 UMBER 

8/28(金)広島 CAVE-BE 

8/29(土)、8/30(日)札幌ライブサーキット"Sapporo Neutral" 

9/3(木)仙台 MACANA 

9/9(水)福岡 graf 

9/11(金)高崎 club FLEEZ 

9/18(金)神戸太陽と虎 

9/19(土)名古屋 CLUB ROCK’N’ROLL 

9/20(日)新潟 GOLDEN PIGS BLACK STAGE 

9/27(日)渋谷 TSUTAYA O-Crest 

10/3(土)大阪・心斎橋 Pangea ※レコ発ファイナルワンマン 

 

フィッシュライフ OFFICIAL WEBSITE http://fishlife.wix.com/home 

フィッシュライフ Twitter https://twitter.com/fishlife_office 

 

 

【【【【トリプルレコ発「トリプルレコ発「トリプルレコ発「トリプルレコ発「too basara's people records night vol.1too basara's people records night vol.1too basara's people records night vol.1too basara's people records night vol.1」公演概要】」公演概要】」公演概要】」公演概要】    

出演者：フィッシュライフ/バンドごっこ/ climbgrow 

開場：TSUTAYA O-Crest (旧:Shibuya O-Crest) 

公演日：9月27日（日） 

時間：会場17:30/開演18:00 

料金：前売り￥2,500/当日（未定：ドリンク代別 税込） 

チケット発売日：8月1日（土） 

プレイガイド：ぴあ/ローソンチケット/e+/Crest店頭 

主催：TSUTAYA O-Crest 

協力：TOWER RECORDS 

問い合わせ：TSUTAYA O-Crest TEL 03-3770-1095 

 

■タワーレコード オンライン http://tower.jp/label/towerrecords 

■too basara’s people Twitter https://twitter.com/basaraspeople 

 


