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     2021 年 11 月 19 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 

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 12 月度 ラインナップが決定！ 
グソクムズ・TENDOUJI・NEMOPHILA・ヤングスキニー・WurtS 

 

タワーレコードでは、2021 年 12 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、洋・邦・ジャンルを問わず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。  

  

◆2021 年 12 月度タワレコメン・ラインナップ ※50 音順 

 

・グソクムズ「グソクムズ」 

 12 月 15 日(水)リリース 

 

・TENDOUJI「Smoke!!」 

 12 月 8 日(水)リリース 

 

・NEMOPHILA「REVIVE」 

 12 月 15 日(水)リリース 

 

・ヤングスキニー 

「演じるくらいなら、ありのままでいいけどね」 

 12 月 15 日(水)リリース 

 

・WurtS「ワンス・アポン・ア・リバイバル」 

 12 月 1 日(水)リリース 

 

※作品詳細は下記をご参照ください。 

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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■12 月度 タワレコメン・商品詳細 ※50 音順 

 

① アーティスト  グソクムズ 

タイトル  グソクムズ 

発売日  2021 年 12 月 15 日(水)  

価格          CD：2,420 円(税込) 

            初回完全限定生産盤(LP)：3,520 円(税込) 

仕様          CD：CD1 枚組（CD のみボーナストラック 1 曲入り） 

            初回完全限定生産盤：LP 

レーベル  P-VINE 

 

作品紹介 

はっぴぃえんどやシュガーベイブといった往年のニューミュージックやシティポップを消化してエヴァーグリーンなサ

ウンドを鳴らす東京・吉祥寺を拠点に活動する新星バンド。シンプルでキャッチーなサウンド、洗練されたメロディ、

そして粋なハーモニー。簡潔で適切で雄弁、随所に切れの良いプレイを聴かせる必要最小限の楽器の演奏で、あくまで

も「歌」そのものが引き立つような音作り。メンバー全員がソングライターという筆の冴え、 吹き抜けた気分を奏でる

メロディアスな名曲が並ぶ傑作の誕生。 

 

タワレコメン推薦者コメント 

推薦者：仙台パルコ店/相良・オンライン事業統括部/大森・新宿店/岩波 

ネオ風街。がっつりサニーデイ・サービス～はっぴいえんど由来の情緒も風情もたっぷりのヤングソウル。今の音楽シ

ーンもこういうのを待っていたのでは？楽曲を聴いて、夕焼けが出てくると同時に激しく降っていた雨が止んだよう

な。そんな都会の街並みの美しさを感じました。 

 

② アーティスト  TENDOUJI 

タイトル  Smoke!! 

発売日  2021 年 12 月 8 日(水) 

価格           2,500 円(税込) 

仕様           CD1 枚組 

レーベル  浅野企画 / JISEDAI Inc. 

 

 

作品紹介 

2014 年、中学の同級生であったモリタナオヒコ(Vo,Gt)、アサノケンジ(Vo,Gt)、ヨシダタカマサ(Ba)、オオイナオユ

キ(Dr)により結成。自主レーベル「浅野企画」を設立して、これまでフルアルバム 2 枚、EP3 枚、シングル 8 作品をリ

リース。今作はコロナ禍の閉塞感の中で溢れ出す制作意欲が結実し、同時に制作されたという双子アルバム

『MONSTER』(2021 年 4 月発売)と『Smoke!!』の物語が完結。全国の、そんな大人になりきれない永遠の悪ガキど

も、Smoke!!たちに送る全編シング・ア・ロング必至の最高傑作。 

 

タワレコメン推薦者コメント 

推薦者：難波店/上村・秋葉原店/佐々木・京都店/西岡・福岡パルコ店/具島 

グッドメロディー、音楽ファンのツボを絶妙にくすぐるポップネス、ゴキゲンな多幸感に包まれるライブ空間・・・ 

圧倒的なセンスで、どの曲を聴いても完成度が高い。さらにはアー写、ジャケ、HP すべてがおしゃれで、飾りたくな

る、「TENDOUJI がすきだ」と言いたくなるバンド!! 
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③ アーティスト  NEMOPHILA 

タイトル  REVIVE  

発売日  2021 年 12 月 15 日(水) 

価格          ＜初回限定盤＞: 5,500 円(税込) 

                       ＜通常盤＞: 3,300 円(税込) 

仕様          ＜初回限定盤＞:CD＋DVD 

                       ＜通常盤＞: CD1 枚組 

レーベル  マスターワークス 

 

作品紹介 

mayu (Vo)、SAKI(Gt.)、葉月 (Gt.)、ハラグチサン(Ba.)、むらたたむ(Dr.)の 5 名でのセッションバンドを経て 2019

年 8 月に活動開始。  CD には 1st Single「OIRAN」から 3rd Single「DISSENSION」までの楽曲から 5 曲に、新曲

6 曲含む 全 11 曲、初回盤の DVD には過去の LIVE 映像も収録。ラウドからグランジまで幅広いジャンルの楽曲を収

録。NEMOPHILA の成長を存分に感じられる 1 枚に仕上がった。アルバムリード曲「REVIVE」は、疾走感と鮮やか

さのあるナンバー。 そしてラストには NEMOPHILA の代表曲でもある「OIRAN」、今作 OIRAN と Life は歌とギタ

ーを録り直しマ スタリングされており、進化したサウンドで収録されている。マスタリングエンジニアには、スウェー

デンにレコーディングスタジオ『Fascination Street Studios』を設立 した、イェンス・ボグレンが参加している。 

 

タワレコメン推薦者コメント 

推薦者：第一店舗統括部/清水・オンライン事業統括部/藤川 

"地獄のゆるふわガールズバンド"1st アルバム。メタルカバー楽曲が話題に話題を呼び、世界からも注目を浴びていま

す。確実に刺さる”嬢メタル”はタワレコメンにするしかありません！ 

 

④ アーティスト  ヤングスキニー 

タイトル  演じるくらいなら、ありのままでいいけどね  

＜タワーレコード限定＞ 

発売日  2021 年 12 月 15 日(水) 

価格          1,980 円(税込) 

仕様          CD1 枚組 

レーベル  ヤンスキ 

 

作品紹介 

「世界が僕を嫌いになっても」が SNS を中心に話題となり、ティーンズを中心に支持を集める 4 ピースバンド。初の

全国流通となる 2nd ミニアルバム。活動開始から 1 年も経たずして都内外の主要サーキットイベントにも出演し、軒並

み入場規制が発生。今作は、新メンバーを迎え、サウンド面でも進化と勢いを感じる作品に。9 月から 3 ヶ月連続配信

シングルの楽曲は勿論、バンド結成当初より演奏し定番曲ともなっている「バンドマンの元彼氏」も収録、CD 限定で

「19 歳(Acoustic ver.)」も収録。メロディアスな名曲が並ぶ傑作の誕生。 

 

タワレコメン推薦者コメント 

推薦者：渋谷店/櫻間 

渋谷店限定 1st mini album「嘘だらけの日常の中で」が 3 日で完売した彼らが満を持して発売する初の全国流通とな

る 2nd ミニアルバム！エッグスの配信サイトのランキングでも常に上位。今すぐにタワレコメンに推したいアーティス

トです！ 
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⑤ アーティスト  WurtS 

タイトル  ワンス・アポン・ア・リバイバル 

発売日  2021 年 12 月 1 日(水) 

価格          2,530 円(税込) 

仕様          CD1 枚組 

レーベル  W's Project 

 

作品紹介 

2021 年 1 月に TikTok に投稿したオリジナル曲「分かってないよ」がバズを起こし、次々に話題曲を発表し続けた

WurtS 待望の 1st Album。それらの楽曲を縦型の Music Video と共に発表し、常に注目を集めてきた。遊び心ある韻

の踏み方や、様々なメッセージが散りばめられた歌詞。一度聴いたらつい口ずさんでしまう、耳から離れない中毒性の

あるメロディ。オルタナティブロック、ディスコ、EDM、ラップ、ポップス等、楽曲ごとに新しい表情を見せる、ジャ

ンルレスな音楽性。全曲どこを切ってもキャッチーなキラーチューンが揃っており、これぞ＜新世代ポップの決定版＞

と言える作品が誕生 

 

タワレコメン推薦者コメント 

推薦者：横浜ビブレ店/御前・名古屋パルコ店/片倉・川崎店/飯田・名古屋近鉄パッセ店/蔵田・アリオモール蘇我店/滝

野・商品統括部/久保山・オンライン事業統括部/諏訪・新宿店/長岡 

楽曲を聴けば「なんだこれは素晴らしすぎないか！？」と誰しもが声を漏らしてしまうと思います。オルタナティブな

ギターロックをメインとしつつもヒップホップや EDM も取り入れた全方向型ポップミュージック。キャッチーなメロ

ディと耳に残るワードが矢継ぎ早に繰り出され聴けばハマること間違いなし。 


