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タワーレコードあべの Hoop 店から全国へ
タワレコバイヤー推薦 店舗発アーティスト発掘企画
root13.(ルートジュウサン) ミニアルバム「窓際/少女/水槽/2 月」
12/21(水)よりタワーレコード全店発売決定！
タワーレコード株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役社長：嶺脇 育夫 以下 タワーレコード）では、2011 年
6 月 29 日（水）よりスタートした店舗発のアーティスト発掘企画にて、タワーレコードあべの Hoop 店推薦の root13.（ルー
トジュウサン）のミニアルバム「窓際/少女/水槽/2 月」を 12 月 21 日（水）よりタワーレコード全店、タワーミニおよびタワ
ーレコード・オンライン（http://tower.jp/ [PC/携帯共通]）にて全国発売が決定いたしましたので、お知らせいたしま
す。
この店舗発アーティスト発掘企画は、全国のタワーレコードバイヤーが、現場の情報網とタワーレコードならではの感
性を頼りに、地元のアーティストを発掘し、その音源をタワーレコードがＣＤ化し、地元店舗限定で発売する店舗発のア
ーティスト発掘企画で、これまでに 6 タイトルを店舗限定で発売してきました。
今回全国発売する root13.は、本企画の第 2 弾目としてあべの Hoop 店限定で「2 月の朝の事」（3 曲入 \500）を 7
月 13 日（水）に数量限定発売。地元のギターロックファンを中心に音楽ファンの間で話題となり CD は完売となりました。
その結果を受けて、ミニアルバム「窓際/少女/水槽/2 月」をタワーレコード全店、タワーミニおよびタワーレコード・オン
ラインにて 12 月 21 日（水）に全国盤の発売が決定しました。
タワーレコードでは、今後も地域性やレコメンド力を活かした商品の提案を行ってまいります。

root13. 「窓際/少女/水槽/2 月」
root13.
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【root13. ＰＲＯＦＩＬＥ】
大阪を拠点に活動する、ヴォーカル／ギターのオオタケンイチ、ベースのナカジ
マサキ、ドラムスのハタケヤマシュウスケから成るスリーピース・ギターロックバン
ド。等身大の世界観で未来の見えない閉塞した現実を、独特な歌声で伝える内
容は真にリアル。
また、ミニアルバム「窓際/少女/水槽/2 月」は、疾走感溢れるバンドサウンドを堪
能できる 1 枚となっている。

「窓際/少女/水槽/2 月」

root13. 「窓際/少女/水槽/2 月」（タワーレコード限定販売）
発売日：12 月 21 日（水）
価格：\1,000（税込）
収録曲数：全 5 曲
品番：TRJC-1004

【タワーレコードスタッフ推薦コメント】

あべの Hoop 店 J-POP 担当 安岡 真二

梅田 NU 茶屋町店 J-indies 担当 石黒 大貴

渋谷店 J-indies 担当 小林 純子

福岡店 J-indies 担当 多田 麻子

広島店 J-indies 担当 岡 直幸

札幌ピヴォ店 J-indies 担当 郡司 多希子

【Root13. ライブスケジュール】
・2011/12/27（火） 大阪 天王寺 Fireloop
・2011/12/31(土) 兵庫 神戸 ZINK
・2012/1/7(土) 名古屋 CLUB ROCCK'N'ROLL
・2012/1/14(土) 大阪 心斎橋 FANJ
・2012/1/19(木) 新宿 LOFT

あべの Hoop 店 J-POP 担当 松山 久美子

高知店 J-POP 担当 春田 美帆子

【オフィシャルサイト】http://52.xmbs.jp/root13/
【Twitter】http://twitter.com/root13_o_ta__ku

【音源】http://www.audioleaf.com/root13/
【動画】http://www.youtube.com/watch?v=UIO86wl2Pyc
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【店舗発アーティスト発掘企画の主なリリース】
■第 1 弾 タワーレコード高知店推薦 acta （アクタ）／『リコール』
◆acta （アクタ）
【タイトル】『リコール』
【推薦・販売店】タワーレコード高知店
【発売日】6/29（水）
【価格】\700（税込）
【収録曲数】3 曲
【発売元】タワーレコード
【PROFILE】中西勇太（Ｖｏ&Ｇｔ）、石井一也（Ｂａ）、船引浩平（Ｄｒ）の３人で結成された、メロディアスギターロックバ
ンド。
【オフィシャルサイト】http://acta2010.web.fc2.com/

■第 2 弾 タワーレコードあべの Hoop 店推薦 root13.／『2 月の朝の事』
◆ｒｏｏｔ13. （ルートジュウサン）
【タイトル】『2 月の朝の事』
【推薦・販売店】タワーレコードあべのＨoop 店
【発売日】7/13（水）
【価格】\500（税込）
【収録曲数】3 曲
【発売元】タワーレコード
【PROFILE】大阪を拠点に活動する、ヴォーカル／ギターのオオタケンイチ、ベースのナカジマサキ、ドラムスのハタ
ケヤマシュウスケから成るスリーピース・ギターロックバンド。
【オフィシャルサイト】http://52.xmbs.jp/root13/

■第 3 弾 タワーレコード広島店推薦 ウサギバニーボーイ／『さよなら絶望』
◆ウサギバニーボーイ
【タイトル】『さよなら絶望』
【推薦・販売店】タワーレコード広島店
【発売日】8/3（水）
【価格】\700（税込）
【収録曲数】3 曲
【発売元】タワーレコード
【PROFILE】広島で地道にマイペースに音楽活動中。メンバー総数 15 名、ライブの出演メンバーは登録制といった謎多き
音楽集団!!
【オフィシャルサイト】 http://hakkan-label.com/usagi.html
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■第 4 弾 タワーレコードあべのＨｏｏｐ店推薦 bebecut.toca／『ch.[1.5]』
◆bebecut.toca （ベベカット･トカ）
【タイトル】『ch.[1.5]』
【推薦・販売店】タワーレコードあべの Hoop 店
【発売日】9/14（水）
【価格】\500（税込）
【収録曲数】3 曲
【発売元】タワーレコード
【PROFILE】2008 年結成。2009 年より本格的に活動を開始。大阪をメインに活動する”3 ピース・エレクトリカ・ポップ
バンド”。バンドサウンドだけでは折り合いがつかない楽曲が電子音を介して織り交ぜられ、それぞれ違う音楽を好
む３人がありそうでなかった歌ものテクノポップバンドを作っていく。
【オフィシャルサイト】http://bebecuttoca.com/

■第 5 弾 タワーレコード名古屋パルコ店推薦 THREE LIGHTS DOWN KINGS／『PLEASE PLEASE FINE /
MOV!N' NOW』
◆THREE LIGHTS DOWN KINGS（スリーライツダウンキングス）
【タイトル】『PLEASE PLEASE FINE / MOV!N' NOW]』
【推薦・販売店】タワーレコード名古屋パルコ店
【発売日】9/21(水)
【価格】\500（税込）
【収録曲数】3 曲
【発売元】タワーレコード
【PROFILE】愛知県名古屋市を中心に活動をしている THREE LIGHTS DOWN KINGS!!
New Found Glory / Fall Out Boy / Boys Like Girls などの洋楽アーティストに強く影響を受け、ポップパンク / エモ
/ ハードコア / エレクトロ をミックスさせたサウンドに洋楽 POPS / R&B などのスパイスや、オートチューンを取り入
れた強烈キャッチャーなメロディ!!このサウンド達は１度聴いたら忘れられなくなること必至!!
【オフィシャルサイト】http://17.xmbs.jp/3LDK/

■第 6 弾 タワーレコード横浜モアーズ店推薦 Hirai Stone／『Unsilent Night』
◆Hirai Stone（ヒライ ストーン）
【タイトル】『Unsilent Night』
【推薦・販売店】タワーレコード横浜モアーズ店
【発売日】12/7(水)
【価格】\500（税込）
【収録曲数】3 曲
【発売元】タワーレコード
【PROFILE】自らが理想とするアーティスト像は、「ダニー・ハサウェイの歌声とスティーヴィー・ワンダーのメロディー
センス、スライ・ストーンの革新性を併せ持ち、そこにカーティス・メイフィールドのメッセージ性とマーヴィン・ゲイのセ
クシーさが加われば尚最高（笑）」と語る、60 年代から 70 年代のソウル・ミュージックを愛して止まない横浜出身のシ
ンガー・ソングライター。
【オフィシャルサイト】http://ameblo.jp/hiraistone/
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