
 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

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、タワー

レコードが、全国の地域アーティストを発掘し、CD 化、育成するレーベル「FIRE STARTER /ファイヤー・スターター」を

再始動させることとなりました。 

「FIRE STARTER」レーベル最大の特徴は、全国各地 85 店舗のタワーレコード、タワーミニ各店のバイヤーが、日頃培

った“目利き”の能力と、地元の音楽シーンと密着して活動しているネットワークを活かし、ジャンルを問わず、明日の原石

を発掘するという点。まず、その第一弾として、本年 12 月 17 日（水）より、全国より 11 組のアーティストの楽曲を CD 化。

すでに千葉エリア限定で先行発売し完売していたガールズ・ロック・ユニット“The nonnon”のミニアルバムを全国店舗に

拡張し発売するのをはじめ、新たに 10 組の作品を各 500 円（税込）にて、発掘した地元店舗ならびに新宿店にて発売い

たします。 

タワーレコードでは、発掘したアーティストの CD を、地元と周辺店舗から発売を開始し、タワーレコード オンライン

（http://tower.jp）、全国店舗へと広げ、且つ自社の流通部門を通して全国に流通させることで、音楽シーンのさらなる活

性化を目指していきます。 

また今回、同時に、自社流通部門にて、デジタル・ディストリビューションも開始します。まず初めに株式会社 NTT ドコ

モが運営する定額制音楽配信サービス“d ヒッツ® powered by レコチョク※1（以下、d ヒッツ）”と、株式会社レコチョクが運

営する音楽配信サービス“レコチョク”を通じて、同日 12 月 17 日（水）より、デジタル配信を行うことが決定。タワレコ店頭で

の展開やライブイベントに加え、すでに 200 万人を超える会員数を誇る“d ヒッツ”さらには国内最大手の配信サービス“レ

コチョク”による FIRE STARTER 特設ページを通じ、より手軽に各アーティストの音楽にアクセスしていただくことで、立体

的なプロモーション展開を行って参ります。 

 

今回発売する 11 アーティストについては、次頁以降をご参照ください。 

※1 「d ヒッツ」は、株式会社 NTT ドコモの登録商標です。 

■ 「FIRE STARTER」Official HP: http://tower.jp/label/firestarter/ 

■ Twitter：@TR_FIRESTARTER 
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2014年 12月 11日 

タワーレコード株式会社 

タワーレコードの全バイヤーがスカウトマンに！ 

地域アーティストを発掘、CD化、育成するレーベル 

FIRE STARTERが再始動 

12月 17日（水）より、第一弾 11アーティストを 

タワレコ＆ドコモ＆レコチョクで発売＆配信開始 
 

PRESS RELEASE 

新レーベル「FIRE STARTER」ロゴ 

■FIRE STARTER/ファイヤー・スターター 

もともと店舗が地元アーティストを応援するライブを定期的に行ったことからレー

ベルへ発展。2005年～2006年の間、全国のタワレコバイヤーがスカウトマンとし

て、地元発信でアーティストをプロモートすることをコンセプトに9組のアーティス

トのCDを発売。この中から、FAT PROPなどを輩出しています。 

■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 担当：谷河（やがわ）、松本、伊早坂 

TEL  03-4332-0705   E-mail   press@tower.co.jp 
〒150-0031  東京都大田区平和島 4-1-23  JS プログレビル 7F 

 

http://tower.jp/label/firestarter/


 

【ミニアルバム発売アーティスト】 

 

■The nonnon（タワーレコード千葉店） 

 

 

 

 

 
※9 月より FIRE STATER 先行として千葉店限定で 500 円 CD を発売、完

売させたガールズ・ロック・ユニット”The nonnon”。本年 11 月 18 日

より千葉エリア+新宿店にて限定で発売していた彼女たちのミニアルバム『ぽ

ちっけのんのん』（エリア限定先行販売中）が全国のタワーレコード主要店

舗にてお買い求めいただけるようになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【500 円シングル発売アーティスト】 

 

■THE FOREVERS（タワーレコード渋谷店） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロフィール…‘13 年末に現メンバーが揃い本格的に活動を開始。都内での精力的なライブで

徐々に注目を浴び始めている。メンバー全員が愛する60 年代のロックをサウンドの基盤にしな

がらも、様々な時代のロックンロールの輝きを自由に取り込み、ベースボーカルのガクが生み出

すどこまでもポップでグッドなメロディーと、赤裸々に厭世的かと思えば正直過ぎるほど優しい

愛に溢れた歌詞によって聴く者すべてをハッピーにさせる、期待のR&R バンド！ 

Offical Site …http://theforevers4ever.jimdo.com/ 

店舗コメント…東京を拠点に活動する 4 ピースロックンロールバンド。THE FOREVERS。結成してまだ 1 年!!なのに最近ではなかなかいない、どこ

か貫禄さを感じさせるサウンドにハッ!とさせられます。自然と体が揺れてしまうような楽しいメロディーのなかにきゅーっとなる哀愁さも含まれてい

る、、、心を惹かれる音楽です。耳なじみの良いサウンドとメロディーなので、幅広い年齢の方が心を掴まれる新しい出会いになるでしょう。(渋谷店 浅

川) 

タイトル：Happy happy 

発売日：2014/12/17( 水) 

価格：¥463（税抜価格）+ 税 

販売店舗：渋谷店、新宿店 

タイトル：ぽちっけのんのん 

発売日：2014/12/17( 水)※一部店舗先行販売中 

価格：¥1,389（税抜価格）+ 税 

販売店舗： 

・11/18 より計 8 店舗にてエリア限定先行販売（新宿店／千葉店／津田沼店／柏店／ア 

リオモール蘇我店／ららぽーと TOKYO-BAY 店／TOWERmini 西武船橋店／タワーオン 

ライン） 

・12/17 より主要店舗全 15 店舗にて販売開始（渋谷店／仙台パルコ店／京都店／広島店／ 

池袋店／名古屋パルコ店／福岡パルコ店／神戸店／名古屋近鉄パッセ店／梅田大阪マルビル  

店／札幌ピヴォ店／難波店／梅田 NU 茶屋町店／秋葉原店／横浜ビブレ店） 

プロフィール…2012 年The nonnon 結成。西脇友美(Vo.&Gt.)、ナオ(Dr.) によるガールズユニット。 地元千葉、新宿、下北沢のライブハウスを中心に、

ストリートライブも頻繁に行うなど精力的に活動中!! 結成直後に“Bound for Summer Sonic” でグランプリ獲得し、summerSonic2012 出演。また

COUNT DOWN JAPAN RO69JACK12/13 に入賞。その折れない女子っぷりを発揮したライブパフォーマンスやYOUTUBE 上の動画、最近では

NAVER まとめ“次世代ブレイク女性アーティスト” にも堂々選出されるなどじわじわと各方面で話題を呼ぶ中、数多くのビッグアーティストと共演。そ

して、怒髪天、爆弾ジョニー等のプロデュースを手掛ける上田健司氏から絶大な賞賛を頂き、上田健司氏プロデュースによる楽曲制作を行う中、この夏、タ

ワーレコード千葉店スタッフの目にも止まり、千葉店限定でワンコインシングル「くもりのち晴れ」をリリース!! あっという間にSOLDOUT ！！そして今

回、そのThe nonnon の待望のミニアルバムがリリース!! 

Offical HP：http://the-nonnon.com/ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■オトノエ（タワーレコード札幌ピヴォ店） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロフィール…ムカイダー（Vo&Gt）、あららぎ（Gt）、ヤマシタ帝国（Ba）、なおきさん（Dr） 

2012 年に広島にて大学のサークル内で結成。ドラムのメンバーチェンジを経ながら広島県内を

中心に活動。2014 年 3 月に「MUSIC CUBE 14」で開催された「YOUNG GENERATIN MUSIC 

BATTLE」にてグランプリを獲得。同時期に１st デモ音源「ペロペロしてやりたいわズ。」をラ

イブ会場限定で発売。同年 11 月、サポートドラマーのなおきさんが正式加入し、アクセル全開

で再スタートをきる。 

Offical Site …http://peroperoband.wix.com/peropero#! 
店舗コメント…ルックスからは想像できない衝撃！ヴォーカル＆ギターのムカイダーを中心とした広島のオルタナガールズバンド。再生ボタンを押すと聞

こえてくるギター歪み！ロックンロール好きなら即反応するであろう。それでいて飛び込んでくる唄の世界感がたまらなく彼女に似合っている！広島音楽

のおもしろさ！この 3 曲で体感してください！(広島店 岡) 

 

プロフィール…2011 年 5 月に Risa(Vo/Gt)、sujin(Ba)、shimar(Dr)の 3 人で結成。 

2012 年 1 月、K(Gt/Vo)、2014 年 11 月、UK(Gt)を迎え 

現在、Risa(Vo/Gt)、sujin(Ba)、K(Dr)、shimar(Syn)、UK(Gt)の 5 人編成。電子音を用いた

ダンサブルなエレクトロダンスロックバンド。 

Offical Site …http://tink-u.com/WEB/ 

■ペロペロしてやりたいわズ。（タワーレコード広島店） 
 

タイトル：Bless you! 

発売日：2014/12/17( 水) 

価格：¥463（税抜価格）+ 税 

販売店舗：広島店、新宿店 

店舗コメント…大阪を中心に活動する男女 5 人組 TINK'U( ティンク) 。Risa(Gt,Vo) の力強くも浮遊感のある歌声と、シンセを用いたエレクトロなサウ

ンドが融合したロッキンテクノバンド。メンバー加入とパートチェンジ、関西タワーレコードコンピ CD『What are you up to?』への参加を経て、シン

グルリリース！でも「nyan」って何？ねこ？ ( 梅田大阪マルビル店 宮原) 

 

■TINK’ U（タワーレコード梅田大阪マルビル店） 

タイトル：FACES 

発売日：2014/12/17( 水) 

価格：¥463（税抜価格）+ 税 

販売店舗：梅田大阪マルビル店、新宿店 

プロフィール…・原聡（はらさとし）：歌とギター・大平沙季（おおひらさき）：ギターと歌・村

岡由雄（むらおかよしお）：ギターとコーラス・合月亨（あいつきとおる）：ベースとコーラス 

・イクラパリス（いくらぱりす）：ドラム 

・2010年末頃：メンバー集合・2011年：度重なる懇親会・2012年8月：EP『練習曲』発表・

2013年8月：EP『鯨のペニス』発表・2014年3月：EP『素晴らしい時代』発表 

・2014年8月：RISING☆STARとしてRISING SUN ROCK FESTIVAL 2014出演 

Offical Site …http://www.otono-e.com/ 

 
店舗コメント…所謂 90 年代オルタナのニッチな部分をここまで体現しているバンドは、日本、いや世界的に見渡してもなかなかお目にかかれません。 

RSR 2014 のオープニング・アクトもダテじゃない。年齢や趣向もバラバラで、一筋縄ではいかない楽曲群が魅力の 5 人が奏でる、 

聴衆の大合唱を思い浮かべながら聴いて頂きたい、実はアンセム・クラスに化ける可能性を秘めたキラー・チューン。(札幌ピヴォ店 藤川) 

タイトル：素晴らしいせかい 

発売日：2014/12/17( 水) 

価格：¥463（税抜価格）+ 税 

販売店舗：札幌ピヴォ店、新宿店 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■Toristy（タワーレコード横浜ビブレ店） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロフィール…2011 年結成” pilot (パイロット) ”、結成間もなく自主イベントを定期開催。

地元三重県を中心に幅広いファン層から支持を得る。自分たちの音楽をより多くの人へと全国的

に活動開始。島村楽器主催「HOTLINE2013」中部ファイナルグランプリなど、数々のコンテ

ストで賞を受賞。pilot の特徴、魅力を一言で言うならば「人間味」心温まる楽曲、感情を大きく

揺さぶられる激しいライブなど、メンバーそれぞれの人間味溢れるバンド。 

 Offical Site …http://www.piloooot.com 

店舗コメント…伝えたいのは「気持ち」、届けたいのは「言葉」。三重県発ロックバンド “pilot”感情溢れる色鮮やかな楽曲は様々な 表情を魅せ、嘘偽り

のない言葉は聴き手の心に真っ直ぐ届く。口には出せないもどかしい感情までも歌にして伝え、人の心を汲み取る。どこかノスタルジックな感性に優しい

歌声、また時には激しく、感情を揺さぶる live はロックバンドそのもの!全国的ライブオーディションでは中部グランプリを獲得し、勢いは増すばかり!心

掴まれること間違いありません! (鈴鹿店 方田) 

 

プロフィール…2009 年大阪にて結成されたロックバンド。何度かのメンバーチェンジを経て現

体制になる。数枚の自主制作デモ CD、シングル２枚フルアルバム１枚をリリース。地元・大阪

だけではなく、全国的な活動を行っており、たくさんの支持を得ている。激情的なライヴパフォ

ーマンスながらもしっかりと歌を聴かせ、感情を揺さぶる音楽性が特徴。結成五周年を記念して

行われた、東名阪ワンマンツアーも経験し、更なる成長を目指し奮闘中。 

Offical Site …http://www.firearrow.jp/ 

店舗コメント…大阪の八尾には全国を震え上がらせる四人組ロックバンドが存在する。彼らの名は FIRE ARROW。メンバー各々が持つ声と音を最大限

に駆使し練り上げられた楽曲は、獰猛とも言える圧倒的な熱量を帯びながら強烈なバンドアンサンブルを生み出す。時にはリスナーの心を大きく揺さぶ

り、時には心を撫でて優しく寄り添う。昨今のバンドシーンにはない熱さを持つ正真正銘のロックバンド。（アリオ八尾店 吉畑） 

 

■FIRE ARROW（タワーレコードアリオ八尾店） 

タイトル：人生の設計図 

発売日：2014/12/17( 水) 

価格：¥463（税抜価格）+ 税 

販売店舗：アリオ八尾店、新宿店 

■pilot（タワーレコード鈴鹿店） 

 

 
 

タイトル：あの頃の僕へ これからのあなたへ 

発売日：2014/12/17( 水) 

価格：¥463（税抜価格）+ 税 

販売店舗：鈴鹿店、新宿店 

プロフィール…1989年、横浜生まれ。2013年夏に行われたSOTETSU ROCK ON MUSIC 

FESTIVALにて見事グランプリを獲得。翌年、2014年４月iTunes限定Debut Single「maybe」

が初登場第９位を獲得。同年、６月にはファミリーマート限定ミニアルバムをリリース。横浜店、

二俣川店では販売開始から僅か数時間で完売となるなど、今なお記録的なセールスを続けている。

赤レンガ倉庫でのライブなど地元横浜を拠点に精力的に活動中。 

facebook…https://ja-jp.facebook.com/Toristy 

 
店舗コメント…圧倒的に強い存在から放たれる光も、それはそれで素晴らしい。僕らとあまり変わらない、すぐそばにいる存在から放たれる光、 

こんなにあたたかく勇気づけられるものはないだろう。（横浜ビブレ店 月足） 

タイトル：Toristy 

発売日：2014/12/17( 水) 

価格：¥463（税抜価格）+ 税 

販売店舗：横浜ビブレ店、新宿店 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■Pagzarl（タワーレコード若松店） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロフィール…シロノワールドは、vo&gt 中山菜摘、gt 村瀬葵、ba 太田葉瑠、dr 石田智子によ

るフォーピースガールズバンド。2011 年、高校の部活動内で結成。2013 年、リード曲 

「夢落ち」で閃光ライオット出場。1 万組以上の応募の中から第 3 次審査に進出した 40 組の中

に選ばれる。同年、東京カランコロン主催「ワンマソフェス 2013」に一般応募枠として出演を

果たす。2014 年春には、伊澤一葉さん（the HIATUS、元東京事変）率いるバンド、あっぱと

共演。 

Offical Site …http://shironoworld.jimdo.com/ 

店舗コメント…名古屋を代表するお馴染みスウィーツをもじってシロノワールド！ポップでゆるく可愛らしいサウンドにのせるのは力強くもちょっと

切ない、等身大な女の子の気持ち！フェスやライブの O.A としてのライブ経験を持ち、早ミミさんの間では話題の彼女たちが、ついに名古屋パルコ店

限定で CD デビューです！！(名古屋パルコ店 太田) 

 

プロフィール…『全ての瞬間に直向きなあなたと共に笑えればそれでいい。』をコンセプトに活動

する群馬県発 3 ピースロックバンド。各種イベントに出演するなか、先日行われた自主企画イベ

ントの動員数は 200 人以上を記録し大盛況となる。まだまだ進化し続ける、どこまでも熱くそ

して素直なロックは CD のみならずライブも必見。2015 年 2 月 28 日には、3 枚目のミニアル

バムが発売予定。 

Offical Site …http://secretadd9.syncl.jp/ 

店舗コメント…群馬を拠点に活動する 3 ピースバンド Secret add9。それぞれの個性を持つ 3 人で創り出される爽やかで透明感のあるメロディライ

ンと陽だまりのように温かいボーカルがあなたの心を優しく包みます。楽しい時はもちろん、傷付いた時にも聴いて下さい。真っ直ぐで力強い歌詞が

あなたに寄り添い、支えになり“幸せ”へと導いてくれるはず。Secret add9 と彼らに出会った皆様が笑顔でいっぱいになりますように。（アリオ橋

本店 高橋） 

 

■Secret add9（タワーレコードアリオ橋本店） 

タイトル：ピリオド 

発売日：2015/1/14( 水) 

価格：¥463（税抜価格）+ 税 

販売店舗：アリオ橋本店、新宿店 

■シロノワールド（タワーレコード名古屋パルコ店） 
 

タイトル：夢落ち 

発売日：2014/12/24( 水) 

価格：¥463（税抜価格）+ 税 

販売店舗：名古屋パルコ店、新宿店 

 

NOW 

PRINTING 

プロフィール…Vo&Gt.岡田 Gt.上羽 Ba.西森 Dr.福田 

2012年、本州の隅っこ下関にて結成されたゲーム好きな4人組バンド。同年12月に初ライブ。

ゲームへの熱をバントに向けることを決める。インストのようなアンサンブルに力強いVoを乗

せ、タイトなライブを叩きつける！ 

twitter…https://twitter.com/Pagzarl 

店舗コメント…下関発の 4 ピースバンド「Pagzarl（パグザール）」には不思議な魅力がある。ポストロックやシューゲイザーを感じさせるバンドサウ

ンドに、時に叙情的で、時に爆発力ある世界観を醸し出す。これがリスナーを恍惚とさせ昂揚させる。気が付けば、恍惚と昂揚のループの中にあなたが

いますよ、Pagzarl といっしょに。これからも。（若松店 山口） 

タイトル：Timeleap 

発売日：2015/1/21( 水) 

価格：¥463（税抜価格）+ 税 

販売店舗：若松店、新宿店 


