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     2022 年 11 月 22 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！ 
Absolute area・えんぷてい・クジラ夜の街・さらさ 4 組が選出！ 

 

 

タワーレコードでは、2022 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。 

 

  

◆2022 年 12 月度タワレコメン・ラインナップ ※50 音順 

 

・Absolute area「Future」 

12 月 4 日(日)リリース 

 

・えんぷてい「QUIET FRIENDS」 

11 月 23 日(水)リリース 

 

・クジラ夜の街「夢を叶える旅」 

11 月 30 日(水)リリース 

 

・さらさ「Inner Ocean」 

12 月 14 日(水)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 
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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  Absolute area 

タイトル  Future 

発売日  2022 年 12 月 4 日(日) 

価格          2,000 円（税込） 

仕様          CD1 枚組 

レーベル  TOWER RECORDS LABEL 

作品紹介 

Vo.G 山口諒也、Ba.Cho 萩原知也、Dr.Cho 高橋響の同級生3人で結成したスリーピースロックバンド。Vo.山口諒也

のソングライティングと歌声が最大の魅力。同世代から絶大の支持を得ている。インディーズ活動支援アプリeggsに

て、代表曲「ひと夏の君へ」が再生回数No,1 を獲得し同年、未確認フェスファイナリストにも選出。男女の別れの寂

しさや辛さをシンプルなメロディーと甘く優しい歌声に乗せて歌う「遠くまで行く君に」はYouTubeで再生回数が760

万回を超え、USENインディーズチャートで1位を獲得。絶対領域という意味のバンド名からは「誰にも踏み込めない領

域に唯一触れることができる音楽。」をコンセプトに活動中。今作はタイトル通り「未来」をテーマにした作品で、6

曲が収録された3rdミニアルバム。 

タワレコメン推薦者コメント 

推薦者：レーベル制作部/今村・郡山店/安藤 

TikTok や YouTube で大きな BUZZ を産む中で満を持してのリリース！どこかスピッツや flumpool を彷彿させるサウ

ンド。TFM「SCHOOL OF LOCK!」にて森七菜さんが、そして日テレ「バズリズム 02」では、小松菜奈さんと門脇麦

さんが Vo 山口諒也の声を大絶賛！サマソニ 2022 にも出演を果たした、大ブレイク直前のスリーピースロックバンド

です！！ 

 

② アーティスト  えんぷてい 

タイトル  QUIET FRIENDS 

発売日  2022 年 11 月 23 日(水) 

価格          2,530 円（税込） 

仕様          CD1 枚組 

レーベル  SPACE SHOWER MUSIC 

作品紹介 

2020 年 6 月、名古屋を拠点に活動する、ボーカルのオクナカを中心に集まったメンバーで結成。日本語で歌われる歌

詞と普段言葉では表せない感情を補填する揺らぎのある懐かしくも新しいサウンドクリエイションは、既に音楽好きな

インディーファンや関係者から多くの熱視線を浴びている。今作のサウンドプロデューサーにはジャンルを問わず数多

くの作品を手掛けている柏井日向(the HIATUS、KIRINJI、SHISHAMO、iri、THE BAWDIES、YOGEE NEW WAVES

等)が担当。全 10 曲の収録曲の中には、自主盤でリリースしている人気曲「Sweet Child」を再録しアップデートする

等、現代の AOR を彷彿とさせるポップかつドリーミーでサイケデリックなサウンドメイキングの奥に実験的な挑戦を

感じる作品となっている。 

タワレコメン推薦者コメント 

推薦者：オンライン MD 企画運営部/佐々木 

バンド名はゆらゆら帝国の「空洞です」と、はっぴいえんどから名づけられており、曲を聴けばその面影や影響が感じ

取れます。レトロでドリーミー、そして心地よい浮遊感のある、インディーファンには間違いなく刺さるサウンド。今

後さらに大物になる予感大。 
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③ アーティスト  クジラ夜の街 

タイトル  夢を叶える旅 

発売日  2022 年 11 月 30 日(水) 

価格           2,750 円(税込) 

仕様           CD1 枚組 

レーベル  SONY MUSIC ARTISTS 

作品紹介 

東京在住、Vo.Gt 宮崎一晴、Gt. 山本薫、Ba. 佐伯隼也、Dr. 秦愛翔の 4 人が高校の軽音楽部で結成した全員⼆⼗一歳

のバンド。2022 年、全国各地で多数のライブハウスイベントに連続出演し、出演イベントも主催イベントも SOLD 

OUT を連発、各都市サーキットイベントに出演すると入場規制を続々と記録。今作は開演時に会場でかけているオリジ

ナルのインスト曲「幸せのかたち」で始まり、ライブで披露してきた人気の新曲「超新星」と「EDEN」を初収録。ラ

イブで外すことなく盛り上がる人気シングル発売曲「あばよ大泥棒」「ここにいるよ」「王女誘拐」も収録。また 2022

年に連続開催し、全公演 SOLD OUT となった主催イベント「ルサとクジラの視聴覚戦」8 月の千葉公演より、ライブの

代表曲である「ラフマジック」「ヨエツアルカイハ 1 番街の時計塔」「夜間飛行少年」の 3 曲をライブバージョンで収

録。ライブ未体験のリスナーも、ライブの勢いを感じることができるアルバムとなっている。 

タワレコメン推薦者コメント 

推薦者：町田店/石黒・渋谷店/櫻間・オンライン MD 企画運営部/佐々木 

止めどなく流れるきらきらポップサウンドに圧倒されます！キャッチーな楽曲に絵本のような世界観の歌詞。対バン相

手のファンも引き寄せてしまうライブにも定評あり。ライブで人気の高い楽曲を集め、3 曲をライブバージョンで収録

と彼らの集大成とも言える作品！ 

 

④ アーティスト  さらさ 

タイトル  Inner Ocean 

発売日  2022 年 12 月 14 日(水) 

価格           2,750 円(税込) 

仕様           CD1 枚組 

レーベル  ASTERI ENTERTAINMENT 

作品紹介 

神奈川県茅ケ崎市出身のシンガー・ソングライター。湘南で育つ。ブルースに影響を受けた自身の造語“ブルージーに生

きろ”をテーマに、ネガティヴな感情や事象をクリエイティヴへと転換し肯定する創作活動をスタート。音楽活動だけに

留まらず、美術作家、アパレルブランドのバイヤー、フォトグラファー、フラダンサーなどマルチに活動を展開。各ラジ

オ局から評判を呼び(J-WAVE「TOKIO HOT 100」では最高位 4 位)シーンに大きな影響を与えたデビューシングル『ネ

イルの島』を起点に、Spotify「Soul Music Japan」のカバーに抜擢、Apple Music では「Tokyo Highway Radio」に

ピックアップされ、FUJI ROCK FESTIVAL 2022 にも出演するなど注目度は加速中。本作は、Samm Henshaw、JVKE、

スティーヴ・アオキ、girl in red、AlfieTemple- man、FKJ、Dayglow、mxmtoon、Laufey、Last Dinosaurs といっ

た国内外問わず数々のアーティストを擁するレーベル、マネージメント、PR チーム "ASTERI ENTERTAINMENT" 唯一

の日本人リリース。 

タワレコメン推薦者コメント 

推薦者：渋谷店/櫻間 

先行シングル「火をつけて」が様々なプレイリストにピックアップされており、デビューからわずか 1 年で FUJIROCK'22'

にも出演し、圧巻のパフォーマンスで話題になるなど今推すべきアーティストです！さらさの若き非凡な才能と歌声を

もっと広めたい！ 

 


