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     2019 年 12 月 12 日 

タワーレコード株式会社 

<本件に関する報道関係各位からのお問合せ先> 
タワーレコード株式会社広報室 谷河（やがわ）、寺浦  

TEL：03-4332-0705（平日 9:30-18:30）Email：press@tower.co.jp 
 

タワレコメン・インフォ VOL.4 

全国のタワレコバイヤーによるネクストブレイク・アーティストのガチ・レコメン&激推し企画 

タワレコメン 1 月度 ラインナップが決定！ 
邦楽 showmore・オレンジスパイニクラブ・kojikoji 

洋楽 Georgia・Halsey 

 

タワーレコードでは、2020 年 1 月のタワレコメンのプッシュアイテムが決定しました。 

 

「店頭からブレイク・アイテムを作っていこう！」を合言葉に、全国のタワーレコードのバイヤーが、

己の耳と直感だけを信じて、世間で話題になる前のアーティストをいち早くピックアップ、全店で展開

し大プッシュしていく名物企画『タワレコメン』。 

2006 年からスタートした本企画は、毎月、バイヤー達によるガチ・プレゼンと投票でアイテムを決

定、全店展開していく激推し企画です。  

  

邦楽 3 アイテム ※リリース日順 

・showmore「too close to know」 

12 月 18 日（水）リリース 

・オレンジスパイニクラブ 

「イラつくときはいつだって」 

1 月 22 日（水）リリース 

・ kojikoji「127」 

1 月 22 日（水）リリース 

洋楽 2 アイテム ※リリース日順 

・ Georgia「Seeking Thrills」 

  1 月 10 日（金）リリース 

・ Halsey「マニック」 

  1 月 17 日（金）リリース 

※作品詳細は次頁をご参照ください。 

 

タワーレコード オンライン「タワレコメン」URL  

https://tower.jp/site/series/tower-recomen 

 

mailto:press@tower.co.jp
https://tower.jp/site/series/tower-recomen?kid=plkpcossm0417
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■1 月度 タワレコメン・アイテム詳細 

邦楽 ※リリース日順 

① アーティスト  showmore 

タイトル  too close to know 

発売日  2019 年 12 月 18 日（水） 

価格   2,500 円＋税  

仕様   CD１枚組 

レーベル  newscope records 

 

作品紹介 

Youtube で“circus”のミュージックビデオが 300 万回再生を超え自主企画ライブは全てソールドアウトするなどシーン

で急速に存在感を示してきた showmore が、前作『overnight』より 1 年半ぶりとなる待望のセカンド・アルバムをリ

リース。 

今作はフィーチャリングに盟友 SIRUP を迎えた“now”を始め全 10 曲を収録予定。その他、Friday Night Plans の楽曲

プロデュースを手がける Tepppei や、SIRUP“Do Well”などで知られる Mori Zentaro をはじめ、Shin Sakiura、

Pam(ODOLA)、熊井吾郎、田口恵人(LUCKY TAPES)、Funky D(Soulflex)、タイヘイ(Shunské G & The Peas)など数

多くの親交の深いアーティストが参加する。 

 

タワレコメン推薦者コメント（推薦者：渋谷店 宇野、商品本部 蔵満） 

根津まなみと井上惇志の 2 人によるユニット、showmore の 2nd アルバム。フィーチャリングに盟友 SIRUP を迎えた

「now」を始め、Mori Zentaro、Shin Sakiura、Pam(ODOLA)、田口恵人(LUCKY TAPES)、Funky D(Soulflex)など

親交の深いアーティストが多数参加。前作がノンプロモーションに近い状況から口コミ等によりロングセラー化、前述の

参加アーティストの好状況もあり更に伸びる可能性を秘めていると思います！  

 

② アーティスト  オレンジスパイニクラブ 

タイトル  イラつくときはいつだって 

発売日  2020 年 1 月 22 日（水） 

価格   1,800 円＋税 

仕様   CD１枚組 

レーベル  primitive 

 

作品紹介 

茨城県出身 4 人組バンド『オレンジスパイニクラブ』初の全国流通盤を TOWER RECORDS 限定リリース!! 

2019 年に発売したライブ会場限定シングル「敏感少女」「モザイク」は合計 2,000 枚以上販売。サーキットイベントで

は入場規制を連発するなどライブハウスシーンで話題沸騰中の、茨城県出身 4 人組バンド『オレンジスパイニクラブ』

初の全国流通盤は、MV が公開からわずか 10 ヶ月で 55 万回再生を記録した「キンモクセイ」を含む、全 7 曲を収録。 

 

タワレコメン推薦者コメント  

（推薦者：新宿店 岩波、津田沼店 長岡、町田店 荻野、ららぽーと立川立飛店 三浦、イオンモール倉敷店 伊藤） 

すでにバズってます！注目度爆上がり！今押すべき！！ 

茨城出身の 4 人組バンド。初の全国流通盤が TOWER RECORDS 限定発売！今作リードトラックとなる「キンモクセイ」

は Youtube 再生回数 60 万回超え、同じく「敏感少女」のライブ映像は公開後たったの 5 日で 2 万５千回再生。どちら

の曲もすでに廃盤となった会場限定シングルに収録されていたため、再収録を待ち望んだ音楽ファンは多いはずです。親

しみやすくどこか懐かしいメロディと変則的な曲展開、少し拗らせたようなリアルな歌詞が若い世代の心をグッとつかん

でいます。エモい。マカロニえんぴつ、ハンブレッダーズが好きならオレンジスパイニクラブも間違いなく刺さるはず！ 
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③ アーティスト  kojikoji 

タイトル  127 

発売日  2020 年 1 月 22 日（水） 

価格   1,000 円＋税 

仕様   CD１枚組 

レーベル  FLOPICA 

 

作品紹介 

BASI feat.唾奇"愛のままに"のカバー動画が話題の kojikoji がファースト EP『127』をリリース！ 

全曲作詞を BASI、編曲を東里起（Small Circle of Friends）が担当。 

日常を切り取る BASI のリリックに Chillwave/Lo-fi Hip Hop な東里起のサウンド。 

そして独特な彼女のウィスパーボイスで織りなす全 4 曲！。 

 

タワレコメン推薦者コメント （推薦者：梅田 NU 茶屋町店 田附、広島店 難波、オンライン 諏訪） 

弾き語り動画が SNS で話題、YouTube で公開されたデモ音源「ほろよい」は 2 週間足らずでなんと再生回数 15 万回越

え！の女性シンガー・ソングライター"kojikoji"。初音源となる今作『127』は、全曲作詞を BASI、編曲を東里起(Small 

Circle of Friends)が担当した 1st EP。韻シスト BASI の最新アルバム『切愛』に参加したり、尼崎出身弱冠 18 歳のラ

ッパー空音とコラボしたりなど、今後も話題を呼びそうなアーティストです！ 

kiki vivi lily 界隈のファンにもハマると思います！ 

 

 

洋楽 ※リリース日順 

④ アーティスト  Georgia 

タイトル  Seeking Thrills 

発売日  2020 年 1 月 10 日（金）                                

価格   \2,200 円＋税 

仕様   CD１枚組 

レーベル  Domino 

 

作品紹介 

新世代のエレクトロ/シンセ・ポップシーンを牽引する存在として多方面から注目を集めている、〈UK エレクトロ・ポッ

プの次世代女王〉ジョージアによるセカンド・アルバム。ダンスフロアの多幸感とエネルギーをそのまま閉じ込めたよう

な全 12 曲を収録。 

 

タワレコメン推薦者コメント （推薦者：渋谷店 武田、商品本部 廣川） 

まるでチャーチズ×グライムス！UK エレクトロ・ポップの次世代を担うジョージアの 2 作目。ニュー・オーダー直系の

エレポップからロビン、チャーチズを彷彿とさせるポップでキャッチーなキラー・チューン連発は圧巻。テン年代を経て、

20 年代の幕開けを告げるかのようなジャケットにも注目です。 
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⑤ アーティスト  Halsey 

タイトル  マニック 

発売日  2020 年 1 月 17 日（金）                                        

価格   \2,200 円＋税 

仕様   CD１枚組 

レーベル  ユニバーサルミュージック 

 

作品紹介 

ザ・チェインスモーカーズ名義の楽曲 “Closer (feat. Halsey)”や、自身名義の楽曲”Without Me“などで全米シングル・

チャート 1 位を獲得するなど話題を集めてきた、米出身のシンガー・ソングライター、ホールジーによる待望のサード・

アルバム。1st、2nd と全米アルバム・チャート 1 位を獲得してきた彼女の最新作という事で大きな注目を集めている。 

 

タワレコメン推薦者コメント （推薦者：オンライン 内田） 

ファースト、セカンドと全米アルバム・チャート首位を獲得し、今や新世代ポップ・アイコン筆頭に躍り出た女性シンガ

ー・ソングライター＝ホールジー。ビリー・アイリッシュにも通じるどことなくダウナーな表現とメランコリックな美し

さを両立させたドラマティックな楽曲は日本のリスナーにも親和性の高いものだと思います。 


