『aurora arc』発売記念アンケート企画

Q. あなたがBUMP OF CHICKENを好きになったキッカケは︖
都道府県 性別/年代

カルマ

タワレコでジャケ買いしたthe living deadが全てのは
じまりでした。

東京都 男性/20代

和歌山県 男性/30代

ラジオのヘビロテで昼休みにかかってた曲が 「天体観

息子が⼤好きでCDをプレゼント致しました。 好きに

測」でした︕歌詞と曲調がスゴく好きで、 直ぐにＣＤ

なった理由は、ラフメーカーを聞いた時に衝撃を受け

買いました︕

ファンになったらしいです。

⼤阪府 ⼥性/30代

埼⽟県 ⼥性/40代

天体観測のPV。速攻CD買って聞きまくりました。 な

2002年⾼校2年⽣の時に⾼校の教室で友だちとラジオ

んばHATCHのチケットを取ったけど、おじいちゃんが

で天体観測を聞いてから、その独特の声色とギターの

亡くなって⾏けなくなってしまった。

⾳色に魅⼒されました。

奈良県 ⼥性/40代

⼤阪府 ⼥性/30代

僕は「Butterﬂy」をGoogle play musicのCMで聴いて
「なんてかっこいい曲なんだ︕」と思いYouTubeで聴
くとさらにさらにハマっていき今ではライブに参加す
るまで好きになっています︕
兵庫県 男性/10代

バンプメンバーより年上のファンです。 職場の部下
が、遠⽅までライヴを聴きに⾏くためとの理由で有休
申請をしてきました。雑談で、何を聴きに︖ と訊い
たところ、バンプのツアーとのこと。東京へ福岡へ徳
島へと、何度も⾏っており、そんなに良いものかと試
しに聴いてみたのが「友達の唄」。そこから私もファ
ンになってしまいました。因みに部下の子が有休を
取って⾏ったツアーは、PATHFINDER でした。新ア
ルバム楽しみにしています。
東京都 ⼥性/10代

弟がバンドをしていて、同じスタジオを使ってる中で
凄い人たちがいると曲を聞かせてもらった天体観測が
キッカケでした。 カッコ良さにひかれ、歌詞の良さに
も、曲の良さも、全てが⼼にささり、思わず友達にも
すすめていました。
千葉県 ⼥性/30代

普段ラジオは全く聞かないのですが、たまたま中学の
テスト勉強の時に流れてきたオンリーロンリーグロー
リーに衝撃を受けました。なんだこのカッコいい曲
は︕と思い、TSUTAYAに⾛って中古のCDを購⼊。(た
われこじゃなくてすみません。笑)そこからBUMPにハ
マり、シングルやアルバムを集め、ライブにも⾏きま
くって、姉ちゃんもライブに誘ってBUMPファン染め
ました︕⽇常には⽋かせない⼤好きなバンドです。
⼤阪府 ⼥性/30代

ありきたりですが、天体観測のＭＶを初めて⾒た時で

タワーレコードの年間インディーチャートでTHE

す。以来、幾多の藤原さんの「⼼に寄り添う」歌詞に

LIVING DEADが1位で紹介されており、当時インター

何度も私の⼼臓はぎゅっとされました。まさに「琴線

ネットもそれ程普及していない中、事前情報なしで購

に触れる」とはこのことかと…、藤原さんの作り出す

⼊。すごいバンドがでてきたぞ︕と同級⽣に興奮して

歌は本当に素敵です。

話していたことを覚えています。

福岡県 ⼥性/40代

愛知県 男性/30代

友人が「天体観測」をカラオケで歌っていたのを聴い

⾼校⽣の頃、テスト期間中にTVをつけながら勉強して

てから、この曲のメロディーとそのメロディーに乗る

いた時、深夜にやっていたインディーズバンドを紹介

言葉の気持ちよさの虜になりました。BUMP OF

する番組で流れてきたのがBUMP OF CHICKENでし

CHICKENは歌詞に込めた想いがとても色濃く⾒える素

た。 藤くんの声とメンバーの雰囲気が一瞬で気に⼊

敵なバンドだとずっと思っています。

り、ノートの端にバンド名をメモして

神奈川県 男性/30代

岩⼿県 ⼥性/30代

当時⾼校⽣だった息子が先に好きになり、毎朝リビン

⼩学6年⽣の頃、⽗に⼊れてもらったウォークマンの

グでMVが流れていて、いつの間にか私も好きになって

動画の中に「カルマ」が⼊っていて、何気なく聴いて

ました。 なんとも言えない声と歌い⽅にハマりまし

いただけだったのですが、何度か聴いていくうちにメ

た。 息子と一緒にライブへ･･･は夢ですが、今はテレ

ロディと世界観にハマって仲の良かった同級⽣に尋ね

ビから流れて来る曲で楽しんでおりますヾ(〃^∇^)ノ

たところ、BUMPのカルマであることが判明。それ以

わぁい♪

来他の曲も聴くようになりました︕

神奈川県 ⼥性/50代

奈良県 男性/20代

ラジオ SCHOOL OF LOCKで流れていたことがきっか

私とBUMPとの出会いは2回ありました。1度目は娘が

けです。曲は「涙のふるさと」当時、中学⽣で涙のふ

『天体観測』を⾳ゲーでしたのを聴いた時。何度も聴

るさとってなんだ︖どこだ︖という疑問からこの曲に

いたことがあるはずなのに、その時何故か急に⼼に刺

興味を持ちました。中学⽣ながらに歌詞を読み取り、

さり、それからBUMPを聴くようになりました。その

ひたすら感動していたのを覚えています。 この曲から

後⺟が病気になった時、BUMPの曲に⽀えてもらって

バンプに興味を持ち、過去の曲を調べ、ドはまりし、

いたのですが、⺟が亡くなってからBUMPが聴けなく

それから先は全然シングルアルバム⽋かさず聞いてい

なり、離れてしまいました。 その数年後、娘に

ます。 今、私自信もOrbital periodを通り過ぎてしま

YouTubeでMVが⾒れる事を教えてもらい、久しぶり

いましたが、歌詞を⾒直すと中学⽣だった頃とは違う

にBUMPに触れようと『ray』のMVを⾒ました。

捉え⽅もできたりして面白いです。こうやって、自分

『ray』のMVのあまりの美しさ、メロディ、4人の演

と一緒にBUMPの曲が歩んで⾏ってくれるんだなぁと

奏に⼼を奪われ、そこから私の⽣活に⽋かせない存在

思ったりしています。

となりました。

群⾺県 ⼥性/30代

広島県 ⼥性/40代

5年前、ラジオで初⾳ミクバージョンのrayが流れて、

天体観測発売当時、受験⽣だった私は、勉強の傍らに

いい曲だと思った。アルバムを聞いたら、さらに良

ケーブルテレビの某⾳楽チャンネルを付けていて、そ

かった。20年前、テレビで天体観測のBUMP OF

こでPOWER PUSHされた天体観測が一⽇に何回か繰

CHICKENを⾒て下⼿くそだし、だらしない格好してる

り返し流れ、いつの間にかBUMPのことが気になって

しで、こんなバンド絶対聞くかと思ったことなど忘れ

堪らなくなっていました。受験もその後のいろんなこ

て今は絶賛愛聴してます。

とも、BUMPの⾳楽で乗り越えられました。

茨城県 ⼥性/50代

京都府 ⼥性/30代

ありきたりだけど、天体観測です︕当⽇ドラマの挿⼊

私とバンプの出会いは《天体観測》というドラマで聴

歌で、なんてカッコいいんだ︕と衝撃を受けました。

いたのが初めてでした。メロディと歌詞がとても新鮮

それまで、⾳楽に全く興味無かったのですが、丁度姉

でよく聴いたのを覚えています。その当時は歌詞の意

がBUMPを良く聴いていたので、借りてMDに録⾳し何

味もあまり深く読むことはなかったですが、年齢を重

度も何度も聴きました︕そして、今では私の⽅が⼤好

ねて改めて聴くとバンプの曲はどれも深いなぁと思う

きになり、CDを買っては姉に今の曲も良いから聴い

と同時にいつも自分の近くにいて応援してもらってい

て︕っと押し付けています︕笑

る感じがします。どの曲もいい曲ばかりです。

秋⽥県 ⼥性/30代

⿅児島県 ⼥性/40代

中学⽣の頃に｢ワンピース｣にハマって色々観てるうち

3⽉のライオンの単⾏本に、主題歌のCDが付いたもの

に、映画｢ワンピース デッドエンドの冒険｣に辿り着き
ました。何枚か映画のDVDを借りた中の1つでした。
何の気なしにただただその映画を観て、面白かった
なって、次は何観ようかなって考えてたちょうどその
時にエンドロールで、｢Sailing day｣が流れてきて、体
に電撃が⾛り呼吸をするのも忘れるくらい一瞬で⼼を
惹かれ画面にのめり込むように聴きいって映画のどの
シーンよりも興奮してしまいました。これまで⽣きて
きた中で一番の衝撃でした。そこからBUMP OF

を購⼊したのがきっかけです。ボーカルの声、歌詞、
メロディーにすっかり魅了され、それから古いものか
ら新しいものまでCDを購⼊し聴くようになりました。
BFLYツアーからLIVEにも⾏き始め、メンバーのお人
柄にも触れたことでBOCのことがますます⼤好きに。
これからもステキな⾳楽をたくさん届けて下さい。フ
ジ君の声が⼤好きです。ずっと聴き続けます。
群⾺県 ⼥性/50代

CHICKENの存在を知り、少ないお⼩遣いを貯め初めて
CDを買い、学校が終わると毎⽇のようにBUMPを聴い
ていました。それがすごく幸せでした。⾼校⽣の頃に
好きな人に告白をして振られた⽇も、駅のホームで泣
きそうになりながら｢リリィ｣を聴いて⽀えられまし
た。BUMP以外の⾳楽もたくさん知りました。でもど
の⾳楽もBUMPの衝撃には勝てないなと、新しい⾳楽
に出会う度に⼼の隅では思っちゃいます。出会ってか
ら、約8年。今もずっとBUMPは僕の一番傍で⾳楽を鳴
らし続け、背中を押してくれています。これからも。
福岡県 男性/20代

⾼校3年の時、少し憧れていた予備校の年上の人に教
えてもらって受験勉強中ずっとバンプを聴いて勉強し
ていました。そして⼤学の⼊学式当⽇、地元のライブ
ハウスでライブがあり、少し離れた⼤学だったので急
いでスーツのまま初めてバンプのライブに⾏った事を
覚えています。ライブを観てからさらにバンプの⾳楽
が好きになりました。同世代のバンプは私の⻘春の始
まりを彩り、一緒に成⻑し、深まり、人⽣そのもので
す。
⼤阪府 ⼥性/30代

わたしがBUMPにはまったきっかけは2014年の紅白で

きっかけは友人に誘われてプレイしたテイルズオブジ

彼らのRAYを聴いた時です。 その年明けSONGSを観

アビスから。主題歌の「カルマ」がゲームとマッチし

て更にファンになり、アルバムBUTTERFRYSを購⼊

すぎていて、ずっと頭の中から離れませんでした。 そ

し、ライブにも参戦しました。そこから全曲コンプ

こから更に従兄弟から「天体観測」をオススメされ、

リートし、今回のツアーは埼⽟まで遠征するほど のド

ラフメイカーなどをCDラジカセで聞いていました。

ハマリ状態です。 新しいアルバムも楽しみで毎⽇カウ

あの時ゲームに誘ってくれた友人、BUMP OF

ントダウンしています。

CHICKENをオススメしてくれた従兄弟に感謝です。

⼤阪府 ⼥性/50代

宮城県 ⼥性/20代

私が⼩学⽣時代に流⾏っていたFLASH動画で『ダンデ
ライオン』を観て、映像よりも曲の歌詞がスっと⼊っ
てきて気づいたら涙が…⾳楽を聴いて泣くという体験
を初めてした瞬間でした。それからアーティスト名を
検索して、天体観測を歌っている人達なんだ、と知
り、レンタルショップでCDを借り、パソコンに落とし
て毎⽇毎⽇聴いていたら、どんどんどんどん好きに
なっていきました。

中学一年の冬、友達が貸してくれた「ユグドラシル」
を聴いて。 その当時はとても衝撃で、特にその中でも
オンリーロンリーグローリーとロストマンは⿃肌が⽴
つくらい感動しました。 それから15年、ずっと好きで
す。 今ではBUMP OF CHICKENが好きな知り合いも
たくさん出来て、ライブでは30人くらい集まってワイ
ワイしたりしています︕ これからも応援してます

埼⽟県 ⼥性/20代

奈良県 ⼥性/20代

出会ったきっかけは⾼校1年⽣の時にリリースされた

⾼校卒業後、就職したがうまくいかず2年程で退職し

天体観測でした。ふと気になって買った天体観測、学

ました。 その時にアルバイトをしてたコンビニで、あ

校のカバンに天体観測のステッカー貼ってたらまだ⼊

る⽇有線から「ダイヤモンド」が流れてきました。有

学して打ち解けてなかったクラスの友達にCD貸してほ

線からはいろんな⾳楽が流れていましたがどれも聞き

しいと言われ仲良くなるきっかけになりしました。

流していたのに、この曲は仕事の⼿が⽌まってしまう

そこから数年…どうしても⽣でBUMP OF CHICKENの

程聞き⼊ってしまいました。そんなことははじめて

曲が聴きたくて⼤阪の夏フェスに⾏きました。そこで

で、運命の出会いだと思っています。 今ならスマホが

最初に披露されたのがプラネタリウムでした。そして

あれば一発ですが当時はそんな便利な物もなかった為

その翌年に⼤阪城ホールにてワンマンライブを観に⾏

誰の曲かもなんという曲かもわからず、ただ時々流れ

くことができ、そこからツアーが発表されるといろん

てくるこの曲を楽しみにしていました。 そんなある⽇

な⼟地に出向き、20周年記念ライブにも⾜を運ばせて

に友達がBUMP OF CHICKENてバンドがめっちゃいい

もらいました。 自分の人⽣の中でこんなに熱中する

から聞いて︕と貸してくれたのが「FLAME VEIN」で

ものを与えてくれたのがBUMP OF CHICKENです︕自

した。それを聞いた時にいつもコンビニで聞いていた

分も30歳を越えてかなり⼤人になりましたが、これか

曲の声と似てる︕︕となり、すぐにタワーレコードへ

らもBUMPのライブだけは⾜を運ぼうと思っていま

⾏き、 BUMP OF CHICKENのCDをまとめ買い、その

す︕これからも輝き続けてください、追いかけていき

中にダイヤモンドのシングルがありめでたく出会えま

ます︕︕ 新しいアルバム、ライブハウスとドームの

した︕ それからずっとBUMP OF CHICKENが好きで

ツアーめちゃくちゃ楽しみにしてます︕

す

広島県 男性/30代

⼤阪府 ⼥性/30代

present from you という中に⼊っているプレゼント
という曲を聴いて、⼤好きになりました。 精神的につ
らい時期で、BUMP OF CHICKENからの曲のメッセー
ジはとても胸に響きました。以来、11年ずっとファン
です。きっとこれからもずっとBUMP OF CHICKENの
ことが⼤好きなんだと思います。 これからもずっと⼤

⼩学2年⽣のとき、姉が2チャンネル動画でラフ・メイ
カーを⾒てて、歌詞が面白いなって⼩学⽣ながらに
思った。「鉄パイプで窓ガラス割って来るなんてかっ
こいい」って、そんなこと言った記憶がある。そした
ら姉が「BUMP好きなの︖」ってBUMPの他の曲、天
体観測とかsuper novaとか聞かせてくれて、そこから

好きです。ずっとずっと応援しております。

BUMPの曲の素晴らしさにハマっていった。今では

北海道 ⼥性/30代

て、CDも必ず買うし、ライブもたくさん⾏ってる。

バンプメンバーより年上のファンです。 職場の部下
が、遠⽅までライヴを聴きに⾏くためとの理由で有休

BUMPを教えてくれた姉よりBUMPにどっぷりハマっ
BUMPで1番最初に聞いたのはラフ・メイカーだから、
ライブで演奏してくれると特別な気持ちになる。
東京都 ⼥性/20代

申請をしてきました。雑談で、何を聴きに︖ と訊い
たところ、バンプのツアーとのこと。東京へ福岡へ徳
島へと、何度も⾏っており、そんなに良いものかと試
しに聴いてみたのが「友達の唄」。そこから私もファ
ンになってしまいました。因みに部下の子が有休を
取って⾏ったツアーは、PATHFINDER でした。新ア
ルバム楽しみにしています。
⼤阪府 男性/40代

BUMP OF CHICKENを初めて知ったのは、おそらく⼩
学⽣の時、兄の影響でした。それから、いろいろな曲
を知っていく内に、だんだんその魅⼒に引き込まれて
いったんだと思います。BUMP沼に完全にはまったの
は、⾼校⽣のとき、NHKのSONGSで初めて聴いた
「ガラスのブルース」︕なんかものすごく衝撃を受け
て、感動したのを覚えています。⼤学受験も⼤詰めと
いうときには、「Butterﬂies」が⼼の⽀えでした。就
活もBUMPのおかげで乗り越えられました︕ここまで

当時、⼩学⽣だった私。まだ、バンド⾳楽には興味が
ありませんでした。そんな私がBUMPの曲を初めて聴
いたのは、⽗親の⾞内。カーステレオから流れる１曲
としてでした。家族旅⾏に⾏くときはいつも⽗の⾞

ひとつのバンドを好きになったのはBUMPが初めて。
これからもずっと聴き続けます。
三重県 ⼥性/20代

で。⾳楽が趣味の⽗の⾞はいつも様々な⾳楽で溢れて
いました。なので、明確に初めて聴いた曲は覚えてい
ないのですが(笑)おそらく、「涙のふるさと」「天体
観測」「プラネタリウム」「ガラスのブルース」辺り
かと（多い）。BUMPの曲の初記憶はどれも、これか
ら旅⾏に⾏くワクワクの⾞内や疲れて眠くなった⾞内
のような家族の記憶と共にあります。 その刷り込み
の成果として(笑)、子供らはみんな⾳楽好きに育ちま
した。 今では私の好きな⾳楽の中⼼はBUMP。⼤きく
なって歌詞も理解できるようになり、感動し⼤好きに
なった。BUMPから始まり、色んな⾳楽を好きにな
り、聴くようになりました。 今年も家族でLIVEへ⾏き
ますね。
滋賀県 ⼥性/20代

私が⼩学6年⽣の頃、何気なく「みんなのうた」を⾒
ておりそこで流れたのがBUMPの魔法の料理〜君から
君へ〜でした。その頃、⾝近な人を亡くしたため歌詞
が深く胸に突き刺さったことを覚えています。曲を聴
いて涙が出たのはこの時が初めてでした。すぐにCDを
借りにいき、そこでBUMPの他の曲も聞くようになり
ました。それから10年ほど経った今でもBUMPの曲に
元気を貰っています。魔法の料理もそうですが、⼤人
になってからもう一度聴くと歌詞の本当の意味がわか
るという曲がBUMPには多いのでずっと新しい気持ち
で曲を聴くことができて楽しいです。これからもずっ
と⼤好きです︕
千葉県 ⼥性/20代

BUMP OF CHICKENを初めて知ったのは、おそらく⼩
学⽣の時、兄の影響でした。それから、いろいろな曲
を知っていく内に、だんだんその魅⼒に引き込まれて
いったんだと思います。BUMP沼に完全にはまったの
は、⾼校⽣のとき、NHKのSONGSで初めて聴いた
「ガラスのブルース」︕なんかものすごく衝撃を受け
て、感動したのを覚えています。⼤学受験も⼤詰めと
いうときには、「Butterﬂies」が⼼の⽀えでした。就
活もBUMPのおかげで乗り越えられました︕ここまで
ひとつのバンドを好きになったのはBUMPが初めて。
これからもずっと聴き続けます。
東京都 ⼥性/30代

BUMPの⾳楽はもともと好きでしたが私が一番はまっ
たきっかけがsailingdayのミュージックビデオを⾒た
ことでした。私は⾼校⽣でした。その当⽇、学校で
は、人に合わせているばかりで、自分の好きなことを
話すことを控えていました。自分の好きなものを否定
されることが怖かったのかもしれません。でもBUMP
が好きだと思い、自分でもDVDを買い、たまたま
BUMP が好きだと言っていた友達に貸したところ友達
も一気にはまってくれました。 そこからは毎⽇BUMP
の話をしてとても楽しかったです。私にとってBUMP
OF CHICKENは好きなものを好きと言える私にしてく
れたかけがえのない存在です。他のアーティストを好
きになってもそれはこの先もずっと変わりません。
BUMPを好きになれてとても幸せです。ありがとうご

中学⽣の時、隣の席に座っていた子に借りたオンリー
ロンリーグローリーからです。そこから初めて⾳楽を
聴いて感情が揺さぶられる(毎⽇寝る前に聞いては号泣

ざいました。
千葉県 ⼥性/20代

していました。笑)という体験をして、ずぶずぶとハ
マっていきました。憧れていた塾の先⽣が奇遇にも
BUMPが⼤好きでアルバムをもりっと貸してくれ、い
つのまにかBUMPの歌詞テストだったら満点なんじゃ
ない︖というくらい繰り返し聴き倒していました。先
⽣と仲良くなるきっかけをくれたのもBUMPだなと思
います。⾼校に⼊ってからは軽⾳でギターをやった
り、お⼩遣いを上⼿に貯めながら、先⽣みたいにCDコ
レクションを増やしていきました。BUMPと出会って
⼤切な人や、沢山の思い出ができました。初めてライ
ブに⾏ったのも、初めてフェスに⾏ったのも、⾳楽が
こんなに好きになったのもBUMPがきっかけです。
BUMPを好きになったことは私にとって⼤きな財産で
す。
千葉県 ⼥性/20代

私とBUMPの出会いはFMラジオから流れてきた『天体
観測』でした。曲・唄声全てがドストライクで、それ
からもBUMPがシングルをリリースすると全てが好み
で、レンタルに借りに⾏ったものです。当時は⽣活す
るのがいっぱいで、好きな曲は聞くものの、お⾦はか
けず、メンバーを知る事もアルバムを買うこともせず
⽉⽇は流れて⾏きました。数年経ったある⽇、友達が
ダメ元で申し込んだBUMPのライブチケットが取れ、
私を誘ってくれました。ライブに⾏くなら曲を聞こう
とレンタルで全てのアルバムを借りて聞いたところ、
衝撃が⾛りました。こんな素敵な曲を何故今まで聞か
なかったんだろうと‥後悔と多幸感でいっぱいでし
た。ライブは勿論最⾼に良くて、それからは過去に
遡って、全てのCD・DVDを⼤人買い。
今ではNO BUMP NO LIFE です
兵庫県 ⼥性/40代

