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10 代限定音楽フェス「未確認フェスティバル 2017」
コンピアルバム＆グランプリアーティスト“リツキ”の 1st ep
12 月 20 日同時発売決定！
情報解禁日時：2017年10月31日（火）22：00
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、TOKYO FM(他JFN全国38局ネット)の人気番組「SCHOOL OF LOCK!」と、タワーレコード、NTTドコ
モ、レコチョクの三社による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〈Eggsプロジェクト〉
がタッグを組み、2017年8月27日に東京・新木場スタジオコーストにて開催した、10代限定の音楽フェス「未
確認フェスティバル2017」ファイナルステージに出演した全8組の楽曲を収録したコンピレーションアルバム
『未確認フェスティバル2017』と、グランプリアーティスト：リツキの1st ep（タイトル未定）を、12月20
日(水)、全国発売することとなりました。
なお、コンピレーションアルバム『未確認フェスティバル2017』はTOKYO FMと〈Eggsプロジェクト〉が
共同で設立したレーベル「MIKAKUNIN RECORDS」より、リツキの1st epは〈Eggsプロジェクト〉によるイ
ンディーズおよび新人アーティストの音楽活動支援レーベル「Eggsレーベル」より発売となります。
今回のコンピレーションアルバムには、人生二度
目のライブでグランプリを獲得してしまった異例
の17歳シンガーソングライター、リツキをはじめ、
準グランプリの4人組バンドSome Life、審査員特
別賞を受賞したスリーピースバンドSUNNY CAR
WASHなど、全国から集まった3,199組の応募の中
から勝ち抜いた精鋭8組がファイナルステージ当日
の出演順で再集結。全曲新たにスタジオレコーディ
ングを行い、フェス当日に参加したファンはもちろ
ん、そうでなくとも楽しめる、2017年のインディ
ーズシーンを語る上では外せない作品集となって
います。
審査員の蔦谷好位置が“天才”と言わしめたリツ

未確認フェスティバル 2017 リツキ

キの1st epは、初の音源化となる新曲を含む全４曲

を収録。Red Bull Studios Tokyoでライブレコーディングを行ない、今のリツキを生々しく瞬間パックしたよ
うな、誰の真似でもない、文字通り未確認な才能を凝縮させた仕上がりとなっています。SCHOOL OF LOCK!
が2008年に初開催した「閃光ライオット」から10年続く歴史の中で、ギター弾き語りシンガーソングライター
がグランプリを獲得したのは初めてとなります。
また本日（10月31日21:00～）より、未確認フェスティバル2017ファイナルステージの模様も収録された、
閃光ライオット～未確認フェスティバルの10年の軌跡をまとめたLINE LIVEスペシャル番組、Portrait Film「未
確認ライオット」も公開がスタート。未確認フェス2017応援ガール、平手友梨奈（欅坂46）によるナレーショ
ンや、過去に出演したアーティストによるインタビューも必見です。
■LINE LIVE「未確認ライオット」 https://live.line.me/channels/21/upcoming/5817334
■本件に関するお問合せ先
タワーレコード株式会社
広報室 ：谷河（やがわ）、松本 TEL 03-4332-0705
レーベル事業部：小野 E-mail kono@tower.co.jp

E-mail press@tower.co.jp

リリース情報
●アーティスト：Various Artists
●タイトル： 未確認フェスティバル 2017
●発売日：2017 年 12 月 20 日（水）
●販売価格：969 円（＋税）
●品番：MKKN-1003
●レーベル：MIKAKUNIN RECORDS
●発売元：タワーレコード
●収録曲数：8 曲
1. Summer / FAITH
2. inside popbox / 揺れるドレス
3. リラックス / Some Life【準グランプリ】
4. colour / くすり
5. ひと夏の君へ / Absolute area
6. 偏見 / リツキ【グランプリ】
7. 夢重力 / QB and planets
8. それだけ / SUNNY CAR WASH【審査員特別賞】

NOW PRINTING

●アーティスト：リツキ
●タイトル： 未定
●発売日：2017 年 12 月 20 日（水）
●販売価格：1200 円（＋税）
●品番：EGGS-026
●レーベル：Eggs
●発売元：タワーレコード
●収録曲数：4 曲
1. 偏見
2. 角で会いましょう
3. スコットランド・ダンス
4. 笑顔のイデア

■収録アーティストプロフィール ※年齢は 2017 年 8 月 27 日ファイナルステージ時点
【FAITH】（長野県）
ドリチュラーあかり(Vo)17 歳 / 矢島嶺(Gt.Cho)17 歳
/小林怜(Gt.Cho)17 歳 / 荒井藤子(Ba)17 歳 / メラン
ソンるか(Dr)17 歳
長野県伊那市の大自然が育んだ、メンバー３名が日米ハ
ーフの男女５人組バンド。高校生らしいピュアでさわや
かな印象とは裏腹に、全編英詞のダイナミックなロック
サウンドは大物になる素質充分！なぜか感じる西海岸の
風！

【揺れるドレス】（大阪府）
松岡玄樹(Vo.Gt)18 歳 / 大村哲平(Gt)18 歳 / 大西伶
司(Ba)18 歳 / 藤田佳奈子(Dr)18 歳
大阪を拠点に活動する高校生バンド。どこか懐かしいメ
ロディ、多様な音楽性、歌詞の言葉選びや乗せ方、それ
らを絶妙なバランスで配合し、思わず体を揺らしたくな
る軽快なサウンドに昇華させる彼ら。シティポップと一
言で括れない、天性のセンスの良さを感じさせる。

【Some Life】（愛知県）
DAIYA-TAN(Vo)20 歳 / you 太郎(Gt)19 歳 /
RYOMA(Ba)19 歳 / kaeDe(Dr)19 歳
名古屋発！チャラついた外見に反し、誰より熱い魂を持
つ幼なじみ４人組バンド。昨年は二次審査落ちで苦汁を
飲んだ彼らが 10 代最後の今年、見事準グランプリを獲
得！会場全員が納得の圧倒的なライブ力は、本フェス開
催以来一番だったとの声も。

【くすり】（愛知県）
19 歳、愛知県出身。ブルースやフォークの匂いを漂わせ
ながら、まるで絵本の世界を覗きこんだような、独特の
世界観を紡ぎだす新世代シンガーソングライター。うた
うようにしゃべり、しゃべるようにうたう。彼女の魔法
にかかればギターも歌い出す。

【Absolute area】（東京都）
山口諒也(Vo.Gt)18 歳 / 萩原和也(Ba.Cho)19 歳 / 高
橋響(Dr.Cho)18 歳
東京を中心に活動するスリーピースバンド。パワフルな
リズム隊が支える、３人とは思えない音の厚み、第一声
から空間を突き抜く抜群のボーカルは圧倒的な存在感。
全てがシンプルで力強く、切ない歌詞がストレートに伝
わる。

【リツキ】（埼玉県）
前代未聞！人生２度目のライブでグランプリを手にし
た、まさに“未確認”な才能を爆発させた 17 歳。自分の
部屋で一人、ひたすら作り続けていた曲を初めて人前で
披露したその時、観客の誰もがあまりの衝撃に息を飲み、
手拍子や歓声も忘れ、彼の一挙一動を見逃すまいと食い
入るように見つめていた。

【QB and planets】（滋賀県）
さつき(Vo.Gt)20 歳 / 田原省吾(Gt)20 歳 / 大槻祐介
(Ba)20 歳 / 陽(Dr)20 歳
滋賀の女性 Vo.４人組バンド。音を出した瞬間に空気を
自分たちの色に変えるパワーを持ち、変則的なリズムと
コード進行で構成されるスリリングな楽曲に透明感のあ
るボーカルが浮遊し、日常と非日常を行き来する不思議
な世界観を確立している。

【SUNNY CAR WASH】（栃木県）
岩崎優也(Vo.Gt)20 歳 / 羽根田剛(Ba)20 歳 / 畝挟怜
太(Dr)19 歳
宇都宮の３P バンド。まばたきしてる間に終わってしま
う１曲に、彼らのノスタルジーと哲学がぎゅっと濃縮。
声が出なくても弦が全部切れても明日どうなってもかま
わない的刹那と衝動、狂おしいほどの純粋さに胸をえぐ
られる。Ｔシャツと穴の空いたジーンズがこんなに似合
うバンドを他に知らない。

未確認フェスティバル 2017
『SCHOOL OF LOCK!』では、2008 年から 2014 年まで 10 代アーティスト限定の音楽の甲子園『閃光ライ
オット』を開催し、「Galileo Galilei」「ねごと」「GLIM SPANKY」「片平里菜」「ぼくのりりっくのぼうよ
み」など、多くのメジャーアーティストを輩出してきました。そんな『閃光ライオット』の意思を受け継ぎ、
新たなパートナーに「タワーレコード」「NTT ドコモ」「レコチョク」が展開するインディーズ及び新人アー
ティストの音楽活動支援を行う〈Eggs プロジェクト」を迎えて、2015 年夏から『未確認フェスティバル』が
始動！初代グランプリとなった「Shout it Out」は 2016 年 7 月に早くもメジャーデビュー、2 代目グランプ
リとなった「YAJICO GIRL」はフレデリックや THE ORAL CIGARETTES らが所属する MASH A&R に加入し、
プロミュージシャンとしての活動を開始しました。
「未だ、誰にも認められていない。それでも鳴らさずにいられない音」「未だ、これが何だか分からない。
それでも叫ばずにいられない衝動」そんな“不確かで、確かな鼓動”が全国から集う、唯一無二の音楽フェステ
ィバルです。
未確認フェスティバル 2017 実施概要
◇名 称
未確認フェスティバル 2017
◇日 時
2017 年 8 月 27 日(日)13:00～20:00
◇会 場
新木場 STUDIO COAST 東京都江東区新木場 2-2-10
◇入場方法
入場無料
◇出演者
＜応募総数 3,199 組からネット投票、ライブ審査を勝ち抜いた 8 組の 10 代アーティスト＞
※応募者は応募時点で 20 歳未満であることが条件
FAITH(長野県)、揺れるドレス(大阪府)、Some Life(愛知県)、くすり(愛知県)、
Absolute area(東京都)、リツキ(埼玉県)、QB and planets(滋賀県)、
SUNNY CAR WASH(栃木県)
◇ゲスト
ライブゲスト：Mrs. GREEN APPLE
オープニングアクト：YAJICO GIRL
◇応援ガール
平手友梨奈(欅坂 46)
◇特別審査員
蔦谷好位置、菅原 卓郎(9mm Parabellum Bullet)、菅野結以
◇審査方法
会場オーディエンスの人気投票と、特別審査員、「未確認フェスティバル」スタッフによる
厳正な協議の上、決定
◇賞 品
グランプリ賞金 100 万円
◇名義関係
◎主催 TOKYO FM/TOWER RECORDS/NTT ドコモ/レコチョク

「Eggs プロジェクト」
「Eggsプロジェクト」はタワーレコード、NTTドコモ、レコチョクの３
社が、音楽を志す全てのアーティストと、音楽を愛する全てのリスナーを
繋ぐコミュニケーションプラットフォームで、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プロジェクトです。2015年2月16日にス
タートし、アーティストと音楽ファンが集まるコミュニティをweb/アプリ
「Eggs」上で展開するサービスで、アプリの総ダウンロード数は70万を突
破しています。ファンにはアーティストや楽曲との出会いを、アーティス
トにはネクスト・ステップにつながるＣＤ発売、音楽フェスへの出演など
活動の場を提供してきました。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。
https://eggs.mu/

