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「Ｅｇｇｓプロジェクト」「Ｅｇｇｓプロジェクト」「Ｅｇｇｓプロジェクト」「Ｅｇｇｓプロジェクト」よりインディーズ・レーベルよりインディーズ・レーベルよりインディーズ・レーベルよりインディーズ・レーベル「「「「ＥｇｇｓＥｇｇｓＥｇｇｓＥｇｇｓ」」」」が誕生！が誕生！が誕生！が誕生！    

Shout it OutShout it OutShout it OutShout it Out    ﾐﾆｱﾙﾊﾞﾑ「ﾐﾆｱﾙﾊﾞﾑ「ﾐﾆｱﾙﾊﾞﾑ「ﾐﾆｱﾙﾊﾞﾑ「TeenageTeenageTeenageTeenage」を」を」を」を 12/1612/1612/1612/16 発売発売発売発売    

未確認フェスティバル未確認フェスティバル未確認フェスティバル未確認フェスティバル 2015201520152015 グランプリ獲得のアーティストが第一弾としてデビューグランプリ獲得のアーティストが第一弾としてデビューグランプリ獲得のアーティストが第一弾としてデビューグランプリ獲得のアーティストが第一弾としてデビュー    

店頭～オンライン～ライブなどのプロモーションを通し支援店頭～オンライン～ライブなどのプロモーションを通し支援店頭～オンライン～ライブなどのプロモーションを通し支援店頭～オンライン～ライブなどのプロモーションを通し支援    

 

タワーレコード株式会社（本店所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：嶺脇育夫、以下：タワーレコード）では、株

式会社ＮＴＴドコモ、株式会社レコチョク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：加藤裕一、以下：レコチョク）の３社でイ

ンディーズおよび新人アーティストの音楽活動支援を行う「「「「ＥｇｇｓＥｇｇｓＥｇｇｓＥｇｇｓプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト」」」」（http://eggs.mu/）において、同プロジェ

クトから輩出するアーティスト作品を手掛けるインディーズ・レーベル「ＥｇｇｓＥｇｇｓＥｇｇｓＥｇｇｓ」」」」をタワーレコード内に設立しました。 

その第一弾として、本プロジェクトで支援するアーティストで、本年度「未確認フェスティバル 2015」にてグランプリに輝

いたギターロックバンド「「「「Shout it OShout it OShout it OShout it Outututut((((シャウト・イット・アウトシャウト・イット・アウトシャウト・イット・アウトシャウト・イット・アウト))))」」」」のミニアルバム「「「「TeenageTeenageTeenageTeenage」」」」ＣＤを２０１５年１２月１６日（水）

からタワーレコード限定で発売することが決定。    さらにドコモが提供する「ｄヒッツ® Ｐｏｗｅｒｅｄ ｂｙ レコチョク（以下ｄヒ

ッツ）」においても、２０１５年１２月１６日（水）から配信開始いたします。    

        

「「「「Shout it OShout it OShout it OShout it Outututut」」」」は、大阪府堺市を拠点に活動する 10 代 4 人による

ギターロックバンド。2015 年からは地元・大阪以外での活動も本格化

させ、「未確認フェスティバル 2015」では 3,254 組の中からグランプリ

を獲得するなど、今、最も注目を集めるグループの一つ。青々しい感

情をありのまま映した世界観に、同世代からの共感する声が続出し

ています。また、タワーレコード限定でリリースした\500CD「17 歳」は、

１ヶ月で完売するなど、店頭でも好評を博しています。 

 

今回、「「「「Shout it OShout it OShout it OShout it Outututut////TeenageTeenageTeenageTeenage」」」」のリリースに際し、ＥｇｇｓＥｇｇｓＥｇｇｓＥｇｇｓプロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトでは、3 社それぞれの強みを生かし、店頭

～オンライン～ライブなど様々なチャネルで彼らの活動を支援、様々なメディアでプロモーションも展開していく予

定です。 

まず、「Ｅｇｇｓプロジェクト」「Ｅｇｇｓプロジェクト」「Ｅｇｇｓプロジェクト」「Ｅｇｇｓプロジェクト」として、リード曲「光の唄」のミュージックビデオも制作、様々なメディアでの露出を図り

ます。また、タワーレコードでは、地元である大阪、旗艦店の渋谷店、新宿店をはじめ全店にて店頭展開を実施。

店頭でのストアプレイやインストア・イベントも積極的に展開していきます。※インストア・イベントの詳細は未定 

 

タワーレコード、ドコモ、レコチョクの３社は今後「Ｅｇｇｓプロジェクト」を通して、インディーズ楽曲の配信やＣＤのリリー

ス等を行うことで、若いアーティストの活動を支援してまいります。 

 

＊「ｄヒッツ」は株式会社ＮＴＴドコモの登録商標です。 

 

 

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 

 



 

 

 
「Shout it Out」リリース情報 

 
●タイトル：Teenage（タワーレコード限定） 
●発売日：2015/12/16（水） 
●販売価格：\1,500（税抜） 
●品番：EGGS-001  
●収録曲数：6 曲 

M1. 光の唄★リード M2.明日の空 M3. Teenage   
M4. 拊者たち M5. 花になる M6. 生きている 

●レーベル：Eggs 
●CD 取扱い店舗：タワーレコード、タワーミニ全店、タワーレコード オンライン（http://tower.jp） 
●オリジナル特典：11 月 30 日（月）までにタワーレコード全店及びオンラインにて商品をご予約のお客

様に「NO MUSIC, NO TEENAGER? ポスター」をお渡しいたします。 
 

未確認フェスティバル 2015 グランプリ獲得！ 
日 で Shout it Out”がタワレコ限定でミニアルバムをリリース！ 

 
10 代限定の夏フェス「未確認フェスティバル 2015」にて 3,254 組の中からグランプリを獲得した、大阪府

を 勷に活動する、 18.5 歳のギターロックバンド“Shout it Out”がタワーレコード限定でミニア
ルバムをリリース！2 しの夢を た未確認フェスティバル ファイナルステージで し、 めない気
持ちを体現したパフォーマンスが大きな反響を呼んだ、リードトラック M1「光の唄」から始まり、10 代の苦
悩と抗う気持ちを猛々しく歌う表題曲 M3「Teenage」、等拴大の 心を 直ぐな表現 で いた M5「花に
なる」など、全 で け ける全 6 曲を収録。Vo＆Gt.山内の書く歌詞の世界は、夢と現実のはざまで揺れ
ながらも、きらびやかな を拴にまとい前へと突き進 「Teenage」の 動と で ち れている。拊者
の代弁者としての存在感を示しながら、かつて 10 代だ た 々にも“大 なこと”を い招こさ る、次世代を
担う“邦ロック”バンドと呼ばれるにふさわしい 1 枚が完成しました。 
 

「Shout it Out」アーティスト情報 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

【プロフィール】 
高校入学直後の 2012 4 月に 音楽 で山内・ ・新山が出会う。新山が山内に拨を けたことをき

かけに、バンドを結成。高校 3 の 2014 に「 代 書－ 決勛 2014－」の決勝へ進出したことを皮
りに、大阪ミナミ・ 中ロックフェス「 择題」、「 光ライオット 2014」大阪大会セミファイナルなど、大

型イベント・コンテストに相次いで出演。2015 からは ・大阪 勭での活動も 化さ 、「未確認フェ
スティバル 2015」で 3,254 組の中からグランプリを獲得。その後、「イナズマロックフェス 2015」への出演、
タワーレコード“FIRE STARTER”よりリリースしたシングル「17 歳」が、発売からわずか１ヶ月で完売するな
ど、一躍 10 代バンドを牽引する存在となり、同世代の音楽ファンを中心に支持を集めている。同 10 月に前
ドラマーが 。同い のドラマー 勜 を 、アーティスト活動を 始動。 を し勸ける Shout 
it Out が、バンドシーンの次の扉を突き破る。 
 

[主なライブスケジュール] 

●10 月 29 日（木）＠新宿 LOFT 
●11 月 1 日（日）＠愛知学院大学 日進キャンパス 「第 63 回 愛学祭」 
●11 月 1 日（日）＠新栄 APPOLO BASE●11 月 7 日（土）＠LIVE SQUARE 2nd LINE  
●11 月 13 日（ ）＠ Zeela●11 月 15 日（日）＠京都 MOJO 
●11 月 24 日（火）＠OSAKA MUSE 
●12 月 24 日（木）＠大阪・あべの ROCKTOWN ※ミニアルバム「Teenage」レコ初ツアー初日 

 

 

 

 

「Ｅｇｇｓプロジェクト」 
 

「Ｅｇｇｓプロジェクト」はタワーレコード、ドコ 、レコ ョクの が、音楽を す拊者（アーティス
ト）や音楽を愛する拊者（ファン）を繋ぐコミュニケーションプラットフォームで、イン ィーズおよび新  
アーティストの音楽活動支拶を うプロジェクトです。これまでも「 ッツ」での楽曲括勼や、 プロジェ
クトが協賛する音楽フェスティバルへの出演、さらには音楽を す拊者（アーティスト）や音楽を愛する拊者
（ファン）を繋ぐコミュニケーションプラットフォーム「Ｅｇｇｓ」アプリの提供など、アーティストの活動
の場を提供しており、今後も活動の幅を広げていけるようなライブ出演や楽曲のＣＤ化等、音楽制作の機会を
提供していく予定です。 
 


