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タワーレコードが 2015 年に設立したアイドルレーベル「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 5月 3日（火）にミニアルバムを 2タイトル同時リリースするこ

とが決定しました。 

今回発売するのは、それぞれコンセプトを掲げたミニアルバム 2 タイトルで、“無垢”をテーマにした

『bleich(青白盤)』と“混沌”をテーマにした『Abenddaemmerrung(赤黒盤)』。『bleich(青白盤)』には新曲

『yearning』をリードトラックに、また『Abenddaemmerrung(赤黒盤)』には KAGERO・白水悠が手掛け、KAGERO

が演奏した新曲『Kidnapper Blues〜人攫いの憂鬱〜』をリードトラックとしたそれぞれ 4曲ずつを収録。さら

に『bleich(青白盤)』『Abenddaemmerrung(赤黒盤)』のそれぞれの 5曲目には、ボーナストラックとしてライブ

でも評判の楽曲『ソプラノ・オーバードライブ』のインスト音源・ボーカル音源がそれぞれに収録されます。  

また、本日より Hauptharmonie のオフィシャル You Tube チャンネルにて両リード曲の試聴音源が配信されま

す(https://www.youtube.com/watch?v=vKntpI9NvgI)。 

 そして今作のジャケットを手掛けるのは寳樂 圭（http://ilikeyouverymuch.tumblr.com/）氏。全く対照

的な両タイトルの幅広い音楽性をそれぞれのジャケットに表現した作品となります。 

 先日新メンバーを加え、6人体制としての新たに活動をスタートした Hauptharmonie。7 月 22 日（金）には結

成 2 周年にあたり、自身最大規模となるワンマンライブ『しろくまばゆい』を東京・恵比寿 LIQUID ROOM にて

開催が決定するなど、勢いにのる彼女達にご注目ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ご取材、お問い合わせ先   タワーレコード株式会社 

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 

Abenddaemmerrung(赤黒盤) bleich(青白盤) 

Hauptharmonie がミニアルバムを 2 枚同時リリース！ 
ジャケット写真と収録内容を公開！ 

楽曲提供に KAGERO、UNCHAIN ら 



【アーティスト】Hauptharmonie 

 

【タイトル】Konzept Mini Album『bleich(青白盤)』(読み：ブライヒ) 

【発売日】2016 年 5 月 3日(火) 

【品 番】HAKO-0005   【価 格】1,500 円＋税 

【収録曲】5曲 

M1. yearning     作詞：O-ant / 作・編曲：monochromemo 

M2. Anne Hathaway’s Morning   作詞・旋律：O-ant / 作・編曲：nienu（Marmalade butcher） 

M3. ニコラウス・クノップ・プラッツ（erneutes） 作詞・旋律：O-ant / 作・編曲：Funny Community 

M4. Calmmaze（erneutes）    作詞：O-ant / 作・編曲：Tomoya Yamagata（I Hate Mondays） 

M5. ソプラノ・オーバードライブ（instrumental・bonus track)  作・編曲：クマロボ 

 

【タイトル】Konzept Mini Album『Abenddaemmerrung(赤黒盤)』(読み：アーベントデンメルング) 

【発売日】2016 年 5 月 3日(火) 

【品 番】HAKO-0006   【価 格】1,500 円＋税 

【収録曲】5曲 

M1. Kidnapper Blues～人攫いの憂鬱～  作詞：O-ant / 作・編曲：白水悠（KAGERO） 

M2. 不浄      作詞・作曲：O-ant / 編曲：Yuuichirou Akaba 

M3. Caterwaul（erneutes）    作詞・作曲：O-ant / 編曲：Yuuichirou Akaba 

M4. ボウ（erneutes）    作詞：O-ant / 作・編曲：佐藤将文（UNCHAIN） 

M5. ソプラノ・オーバードライブ（vocal only・bonus track）  作詞：O-ant 

 

 

 

Hauptharmonie 

仲睦まじく行儀良く、音楽に遊ぶ 6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♡ 

 

 

Hauptharmonie 2nd ワンマンコンサート『しろくまばゆい』 

日時：2016 年 7 月 22 日 (金) OPEN 18 時 START 19 時 

会場：東京・恵比寿 LIQUID ROOM 

チケット：ADV/3,000 円 DAY/3,500 円 JC,JK/1,000 円  

プレイガイド 

ローソンチケット http://l-tike.com/order/?gLcode=74736 

e＋ http://sort.eplus.jp/sys/T1U14P0010163P0108P002185075P0050001P006001P0030001 

主催：Kindergarten  お問合せ：TOKYO BOOTLEG hauptharmonie.idol@gmail.com 

 
 

リリリリーースス商商品品情情報報  

アアーーテティィスストトププロロフフィィーールル  

ラライイブブ情情報報  



 

【アーティスト】Hauptharmonie 

【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】2015 年 12 月 15 日（火） 

【品 番】HAKO-0003  【価 格】1,000 円＋税 

 
 
 

【アーティスト】じゅじゅ 

【タイトル】イケニエ 

【収録曲】13 曲 

M1. 月光ピエロ  作詞：Lao the twoface / 作曲：金川武史 

M2. イトシスギテ  作詞：daiki / 作曲：金川武史 

M3. 呪呪   作詞：エンドケイプ / 作曲：金川武史 

M4. つぶやき  作詞：daiki / 作曲：金川武史 

M5. コノ世界・闇  作詞：千秋らく / 作曲：新本和正 

M6. idoll  作詞：daiki / 作曲：金川武史 

M7. アンシェント・ファーメンティング・イービル   作詞：O-ant / 作曲：金川武史 

M8. あたしは MAMONO  作詞：エンドケイプ / 作曲：金川武史 

M9. 零   作詞：エンドケイプ / 作曲：金川武史 

M10. 食   作詞：daiki / 作曲：金川武史 

M11. 煉獄  作詞：ムトウシュウスケ / 作曲：金川武史 

M12. イケニエ  作詞・作曲：金川武史 

M13. アネモネ  作詞：エンドケイプ / 作曲：坪井みの 

 
 

【アーティスト】じゅじゅ 

【タイトル】零（読み：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】2015 年 8 月 2日（日） 

【品 番】HAKO-0001  【価 格】1,000 円＋税 

 

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 日に活動を開始したしらい(右・@she_is_lie)・ 

ねう(左・@nunuqn) の二人からなるアイドルユニット「じゅじゅ」。 

世の不条理や、嫉妬・妬み、インターネットの闇などを表現し活動。 

3月29日をもって活動休止、また、しらいの卒業が発表された。 

じゅじゅ『零』ジャケット 

箱箱レレココォォズズ  DDiissccooggrraapphhyy  ＆＆  AArrttiisstt  PPrrooffiillee  

Hauptharmonie 

『GOLDENBAUM ep.』ジャケット 

じゅじゅ 

【発売日】2016 年 2 月 23 日（火）

【品 番】HAKO-0004 

【価 格】3,000 円＋税 

じゅじゅ 

『イケニエ』ジャケット 



 

【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】2015 年 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 プロフィール 

エレクトリックリボンは erica、natsuki、chiaki、pippi からなるテクノポッ

プユニット。 

2015 年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初となるワンマンライブを渋谷 WWW にて開催、大成功を

収めた。 

エレクトリックリボン公式サイト http://eribon.com 

エレクトリックリボン 

『無敵ガール』ジャケット 

エレクトリックリボン 


