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情報解禁日時：2017 年 2 月 24日（金） 20:00 
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 4 月 4 日（火）にミニアルバム『Brass!Brass!!Brass!!!』をリ

リースすることが決定しました。 

昨年、新メンバーとして一花寿(読み：ひとはなすい)、銀りん(読み：しろがねりん)の 2 名を加え、新体制

として初のリリースとなる今作は、Hauptharmonie und Tapferkeit Band 名義で、これまでワンマンライブなど

にも参加してきた KAGERO の Ruppa を中心とした Tapferkeit Band との共作によるリリースとなります。アルバ

ムのタイトルの通り、今回のコンセプトは【Brass】。Brass に焦点を集め、Tapferkeit Band による編曲を中

心に、踊れる楽曲ばかり、全曲新曲となる 7曲を収録しました。 

今後、Hauptharmonie は本作品を携えたリリースツアーを東名阪の 3 か所で開催予定。総勢 13 名によるゴー

ジャスな音楽のダンスホールの雰囲気を楽しめるライブとなります。ご期待ください。 

また、ツアー後の新展開を見据え 2 月 25 日（土）より新メンバーの募集を開始します。対象は 16 歳〜25 歳

の女性。詳しくは 25日より公開される専用ページを Twitter（@Haupthamronie）からご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

  

  

  

 

Hauptharmonie/ハウプトハルモニー 
ミニアルバム『Brass!Brass!!Brass!!!』を4/4にリリース！ 

バックバンドを従えての踊れるミニアルバム！！ 
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【アーティスト】Hauptharmonie und Tapferkeit Band 

【タイトル】Brass!Brass!!Brass!!! 

【発売日】2017年 4月 4日(火) 

【品番】HAKO-0016 

【価格】￥1,852(税抜価格)＋税 

【収録曲】7 曲 

01.Fat,Rich&Gorgeous!!!  作詞・作曲：O-ant / 編曲：Tapferkeit Band 

02.唇を奪いにいく  作詞：O-ant / 作・編曲：Tapferkeit Band 

03.呻吟 in the rain   作詞・作曲：O-ant / 編曲：Tapferkeit Band 

04.スカーレットスカイ・スカ 作詞・作曲：O-ant / 編曲：Yuuichirou Akaba 

05.ハウプトハルモニーの大脱走 作詞・作曲：O-ant / 編曲：Tapferkeit Band 

06.豪遊    作詞：O-ant / 作・編曲：AIR 田 

07.HOLY HOWLIN' RHAPSODY 作詞・作曲：O-ant / 編曲：Yuuichirou Akaba 

 

Tapferkeit Band are 

Gt.:Kenta(SPLASH)、Dr.:AKABA(ROA)、Sax:Ruppa(KAGERO)・PE-(DALLAX)、 

Tb.:鈴木ストライク(videobrother)、Tp.:茅ヶ崎りこ(Hauptharmonie) 

 

 

 

 

4 月 15 日（土）大阪・アメリカ村 DROP 

4 月 16 日（日）名古屋・池下 UP SET（昼公演） 

4 月 21 日（金）東京・渋谷 TSUTAYA O-WEST 

 

 

 

 

 

ツアー後の新展開を見据え 2 月 25 日より新メンバーの募集を開始する。 

ゆっくりと、でも確実に音楽と歩み続ける事のできる 16 歳〜25 歳の女子は 

プロフィールと写真（全身・バストアップ）を沿えて hauptharmonie.idol@gmail.com まで、 

もしくは明日公開される専用ページを Twitter（@Haupthamronie）から検索してみよう。 

 

 

 

 

 

 

リリリリーースス商商品品情情報報  

LLIIVVEE 情情報報  

新新メメンンババーー募募集集情情報報  
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【アーティスト】Hauptharmonie 

【タイトル】Herz über Kopf 

【発売日】2016年 7月 12日  【品 番】HAKO-00011   【価 格】2,500 円＋税 

【収録曲】16曲 

01.BUDDY     作詞・作曲：O-ant / 編曲：Yuuichirou Akaba 

02.Kidnapper Blues〜人攫いの憂鬱〜  作詞・旋律：O-ant / 作・編曲：白水悠 

03.パラレルワープ    作詞・作曲：O-ant / 編曲：ENTHRALLS 

04.LAST CHANCE（幸福の妨げ）   作詞：O-ant / 作・編曲：クマロボ 

05.Alice in Abyss    作詞：O-ant / 作・編曲：ASAMI F. TOHMASU 

06.yearning（erneutes）    作詞：O-ant / 作・編曲：monochromemo 

07.トゥー・スウィート・トゥー・リブ  作詞・旋律：O-ant / 作・編曲：佐藤竜市 

08.きらり     作詞：O-ant / 作・編曲：つるうちはな 

09.シャンパンゴールド・トワイライト・ラグゼ（erneutes）作詞：O-ant / 作・編曲：Funny Community 

10.Old Gaffer’s Confession   作詞・作曲：O-ant / 編曲：Yuuichirou Akaba 

11.almsgiving    作詞・旋律：O-ant / 作・編曲：nienu 

12.assuage his disappointment   作詞・旋律：O-ant / 作曲：坪井敦士 / 編曲：Yuuichirou Akaba 

13.レディ・ファーイースト（極東淑女）（erneutes） 作詞：O-ant / 作・編曲：Funny Community 

14.ソプラノ・オーバードライブ   作詞：O-ant / 作・編曲：クマロボ 

15.春夏秋冬    作詞：O-ant / 旋律：O-ant・つるうちはな / 作・編曲：つるうちはな 

16.国王     作・編曲：y0den 

 

 

 

 

【タイトル】Konzept Mini Album『bleich(青白盤)』 

【発売日】2016年 5月 3日 

【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 

 

 

 

 

DDiissccooggrraapphhyy  



【タイトル】Konzept Mini Album『Abenddaemmerrung(赤黒盤)』 

【発売日】2016年 5月 3日 

【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 

 

 

 

【タイトル】GOLDENBAUM ep.（読み：ゴールデンバウムイーピー） 

【発売日】2015年 12月 15日 

【品 番】HAKO-0003 

【価 格】1,000 円＋税 

【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 

 


