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シンガーソングライター佐々木萌、坂本遥（from THE ラブ人間）、 

高木祥太（from 無礼メン）のポップスユニット 

エドガー・サリヴァン 

1st mini album リリース決定！ 
 

シンガーソングライターとして活躍していた佐々木萌(Uta)が、2015 年にラブ人間の坂本遥（G）、無礼

メンの高木祥太(B)の三人とでスタートさせたポップスユニット、エドガー・サリヴァンがタワーレコー

ドのレーベルより11月9日（水）に1st mini albumをリリースする事が決定しました。エドガー・サリヴ

ァンは、2014年に会場限定でリリースしたCD「あなたに恋をするe.p.」の収録曲「あなたに恋をした」「リ

ヴィング・ヘヴン」が、映画『教科書にないッ！』シリーズの主題歌に抜擢されるなど、水面下で下北沢

界隈の音楽リスナーから熱い注目を浴びています。ベースの高木はカルピスソーダのCM 内の架空ユニッ

ト“ソーダーズ” のバンドメンバーとしても活動中。 

今回エドガー・サリヴァンとして生み出された楽曲は打ち込みを主体としたトラックに生のウワモノで

フィジカルなグルーヴを演出しつつ、憂いを帯びた佐々木の歌詞と歌声で独自の世界を編み出しています。

リード曲「BABY-Gを諦められない！」はボーカルの佐々木がTwitter で偶然見かけた呟きをヒントに書き

上げた作品で、さりげないセンチメンタリズムが同世代の20代女性が共感を得られる曲。当初、タイトル

がCASIO の商品名を勝手に拝借していたため、今回のCD 化にあたり正式にCASIOより使用許諾を頂き、無

事にアルバムに収録されたというエピソードも。さらに その腕時計“BABY-G”を使用して制作したミュ

ージックビデオもアイキャッチ―な映像に仕上がりました。その初公開となるミュージックビデオ、そし

てこちらも初公開のアートワーク（アーティスト写真、ジャケット写真）にご注目ください。 

 

■エドガー・サリヴァン「BABY-Gを諦められない！」（Music Video） 

URL: https://youtu.be/T9PVuXPTUVU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

  

L→R  Uta 佐々木萌/Guitar 坂本遥/ Bass 高木祥太 



 

  

 

■商品情報 

アーティスト：エドガー・サリヴァン 

タイトル：『トーキョー・ネイチャー』 

品番：HPP-1004 

レーベル：Here,Play Pop 

定価：2,000yen +税 

発売日：2016 年 11 月 9日（水） 

 

■収録曲 

1. トーキョー・ネイチャー 

2. ドラマチックみたい  

3. 電波少年少女  

4. ストロボ・ハート 

5. BABY-Gを諦められない！  

6. 海月 

7. 2015 年宇宙の旅 

 

※初回特典：エドガー・サリヴァンのロゴが入った 

限定 5本 BABY-G 応募券 

「諦めなくてよかった！世界で 5つ！ 

エドガー・サリヴァンロゴ入り限定 BABY-G 応募キャンペーン」 

※詳細は追ってHPにてお知らせ致します。 

 

 

■エドガー・サリヴァン Profile 

2015 年5 月19 日, トーキョーで結成。6 月に初ライブを行う。1st DEMO CD150 枚は8 月中に完売( 後

に若干数追加販売のち現在は絶版)。 

2015 年11 月22 日に自主制作盤『あなたに恋をするe.p.』を発売、ライブ本数は少ないながらも、500 枚

近くを既に売り上げている。 

2016 年4 月にDr とKey が脱退し、3 人体制での活動をスタート。 

 

[Member] 

Uta：佐々木萌 1994 年3 月13 日生まれ。18 歳で大学進学とともに上京し、音楽活動を始める。 メン

バー2 人との出会いはソロ名義での活動のサポートミュージシャンとして。テレビ東京系 『しまじろう

のわお！』挿入歌 アパレルブランドundetroze モデル等。 

Guitar：坂本遥 1994 年2 月21 日生まれ。中学2 年でChar に衝撃を受け、翌日同じ青いギターを買い

にいった。大学在学中にセッションミュージシャンとしての活動をスタートし、高木祥太らと共に夜な夜

な演奏を重ねる。 

Bass: 高木祥太 1995 年2 月20 日生まれ。神奈川県出身、高校2 年生時にベースを手にし、2012 年度

のベースコンテスト「亀田杯」ではファイナリストに名を連ねる。高校卒業後、ベーシスト後藤克臣氏に

師事する。現在は「エドガー・サリヴァン」にてベース、作曲、一部作詞を担当する傍らセッションや 

アーティストサポートなどで活動中。 サポート・共演来歴 AK69、chay、SKY-HI、ふぇのたす、Maya Hatch、

FUYU、Roy Hargrove、長澤まさみ(カルピスソーダCM) 

 

エドガー・サリヴァン HP http://edoga-sullivan.tokyo 

エドガー・サリヴァン Twitter https://twitter.com/edoga_sullivan 

エドガー・サリヴァン facebook https://www.facebook.com/edoga.sullivan/ 

エドガー・サリヴァン Instagram https://www.instagram.com/edoga_sullivan/ 

エドガー・サリヴァン soudcloud https://soundcloud.com/edoga-sullivan 

 

 

限定 BABY-G（BA-110GA-7A1JF）モデル 



 

  

 

■エドガー･サリヴァン 1stminialbum「トーキョー・ネイチャー」発売記念リリースイベント 

日程：11 月 13 日(日) 18:00～ 

場所：タワーレコード渋谷店 4F イベントスペース 

内容：ミニライブ＆特典会 

問合せ先：タワーレコード渋谷店 03-3496-3661 

参加方法： 

ご予約者優先で 11/9(水)（11/8(火)入荷）発売エドガー･サリヴァン 1stminialbum「トーキョー・ネイチ

ャー」（HPP-1004 2,000 円+税）をご購入いただいたお客様に、先着で特典券を配布いたします。 

イベント当日、特典券をお持ちの方は、ミニライブ終了後に開催される特典会にご参加いただけます。 

・ミニライブは無料でご観覧いただけます。 

・対象商品 1点につき 1枚の特典券、2点以上ご予約の場合はご予約枚数分お付けいたします。 

・会場内の観覧スペースには限りがございますので、お客様が殺到した際には入場制限をかけさせていた

だく場合がございます。 

 

特典会内容： 

特典券 1枚：ご購入いただいた CD にメンバー全員のサイン 

対象店舗：渋谷店  

対象商品：11/9(水)（11/8(火)入荷）発売 1stminialbum「トーキョー・ネイチャー」（HPP-1004 2,000

円+税）  

 

※他日は決定次第HPにてお知らせ致します。 

 

■エドガー・サリヴァンレコ発ワンマンライブ 

「エドガー・サリヴァン・ショー vol.0 -僕たち私たちのトーキョー・ネイチャー-」 

日程:11月30日(水)  

会場:下北沢CAVE-BE 

料金:エドガー・サリヴァン『トーキョー・ネイチャー』購入特典ライブ招待券で入場無料(+1D) 

開場/開演:19:15/20:00 

入場:整列順 

【注意事項』 

※特典ライブ招待券はタワーレコード一部店舗にてエドガー・サリヴァン『トーキョー・ネイチャー』

(HPP-1004)を購入された方に先着でプレゼント。 

※詳細は追ってHPにてお知らせ致します。 

【問い合わせ】下北沢 CAVE-BE 03-3412-7373 

 

■EDOGA-SULLIVAN TOUR 2016 -僕たち私たちのトーキョー・ネイチャー- 

● 11月19日(土)  

会場:横浜BAY JUNGLE  

横浜BAY JUNGLE11周年企画イベント"Sweet Voice Jungle!! vol.1” /  EDOGA-SULLIVAN TOUR 2016 -僕

たち私たちのトーキョー・ネイチャー- 横浜編」 

出演:la la larks / コアラモード. / エドガー・サリヴァン / チロル / べこの笹船 

OPEN/START:17:30 / 18:00 

TICKET:ADV¥2,500 / DOOR¥3,000(共に1D別) 

プレイガイド(e+) / 手売り / 取り置き (入場:整列順) 

※e+発売9/28 10:00〜 

(http://sort.eplus.jp/sys/T1U14P0010163P0108P002203968P0050001P006001P0030001) 

【主催・問い合わせ】横浜BAY JUNGLE 045-241-0777(14:00〜22:00) 

 

 

 

 



 

  

 

 

● 12月9日(金) 会場:心斎橋CONPASS 

「EDOGA-SULLIVAN TOUR 2016 -僕たち私たちのトーキョー・ネイチャー- 大阪編」 

出演:エドガー・サリヴァン / and more... 

OPEN/START:未定 18:00/18:30 

TICKET:未定前売り¥2,000-/当日¥2,500- 

プレイガイド: 10月12日(水)発券開始 

e+ / ぴあ / ローソン / CONPASSメール予約(ticket@conpass.jp)  

【問い合わせ】 

心斎橋CONPASS 06-6243-1666  info@conpass.jp 

 

● 2017年1月6日(金) 

「EDOGA-SULLIVAN TOUR 2016 -僕たち私たちのトーキョー・ネイチャー- 東京ファイナル編」 

会場:渋谷O-Crest 

出演:エドガー・サリヴァン / and more... 

OPEN/START:18:30/19:00 

TICKET:前売り¥2,300- / 当日¥2,800- 

プレイガイド…10/8(土)発券開始 

e+ / ぴあ(Pコード:313-265)  / ローソン(Lコード:74130 )  / O-Crest店頭  

【問い合わせ】 

渋谷O-Crest 03-3770-1095(14:00～21:00) 

 

※追加公演あり（後日HPにて発表致します） 

 

 

 


