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J-POPカバーCDアルバム『Ska Flavor#1』をリリース 

自社レーベル『@LOUNGE RECORDS』より 

 

 

 

 

アットザラウンジ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長 加藤 照）は、自社レーベル@LOUNGE RECORDSより、

J-POPカバーアルバム『Ska Flavor#1』を、2008年7月30日（水）にリリースいたします。 

同レーベルは、昨年8月22日（水）にJ-POPカバーアルバム『pure flavor #1～color of love～』、本年1月16日（水）に 

『pure flavor #2 ～key of love～』、3月26日（水）に洋楽カバーアルバム『vanilla flavor #1 ～featuring NOA NOA～』の3枚を 

リリースしており、すでに累計出荷枚数3万5千枚を突破し、モバイルコンテンツプロバイダ発の音楽レーベルとして、順調に 

事業を展開しております。 

本作は、J-POPカバー『pure flavor』シリーズのスピンオフタイトルとして、ボーカルには同シリーズの美吉田月（みよしだるな）

を起用しております。また、これまでのBOSSAやPiano Ballad等のアレンジではなく、スカサウンドをフューチャーしたアルバムと

なっております。価格も10曲入り、2,100円（税込）と、よりご購入しやすくなっております。 

アットザラウンジ株式会社では、今後も同レーベル事業と携帯公式サイト『@LOUNGE RECORDS』の両輪を一体的に展開し、

「リアル×デジタル」の有機的な連携による『@LOUNGE』ブランド独自の取り組みを推進してまいります。 

 

 

 

 

【収録曲】 

CD 概要 

 楽曲タイトル 原曲アーティスト 

1  全力少年 スキマスイッチ 

2  浪漫飛行 米米CLUB 

3  初恋 村下孝蔵 

4  Make-up Shadow 井上陽水 

5  NO.1 槇原敬之 

6  LIFE 中島美嘉 

7  青空 THE BLUE HEARTS 

8  冷たい花 The Brilliant Green 

9  Can You Keep A Secret? 宇多田ヒカル 

10  私がオバさんになっても 森高千里 

 

収録楽曲には、スキマスイッチのアッパーチューン『全力少年』、宇多田ヒカル『Can You Keep A Secret?』、THE BLUE HEARTS 

『青空』、若年層にも曲の良さが再認識されつつある、村下孝蔵『初恋』、R35世代は感涙モノ、ティーンエイジャーからF１層まで、 

幅広い世代の女性に共感される、森高千里『私がオバさんになっても』など、秀逸の選曲となっております。 

※ 収録曲の詳細は、別紙【Liner Notes】参照 

 



 

タイトル Ska Flavor#1 発売日 2008 年7 月30 日（水） 

価格 2,100 円（税込） 製造番号 NALR-004 

企画・制作 @LOUNGE RECORDS 

アーティスト 

■美吉田 月（みよしだ るな） 

叙情派シンガーソングライター。2003年12月「暗くなるまで待って」でデビュー。 

「another communication」「サンクチュアリ」「affair」「月の波動 - 魂を洗う天籟の響き」など、精力的に楽曲をリリース。 
ライブやラジオなど幅広く活動を行っている。 

@LOUNGE RECORDSよりリリースのJ-POPカバーアルバム『pure flavor #1～color of love～』（NALR-001）、『pure flavor #2  

～key of love～』（NALR-002）においても、やわらかな癒し系ボイスで、曲やジャンルを問わず歌いあげている。 

ジャケット・イラスト 

 

■イラストレーター ＭＥＧ（メグ） 

美しい色使いで魅力的な女性を多く描く、 

新進気鋭のイラストレーター。 

弊社携帯サイト「＠LOUNGE RECORDS」に 

おいても多数のイラストを制作。 

取扱店舗 
ヴィレッジヴァンガード、TSUTAYA、WAVE、新星堂、文教堂、すみや、TOWER RECORDS、HMV、 

その他全国のＣＤショップ 

モバイル ａｕ Records （KDDI）、S!まとめて支払い（SoftBank）、Amazon.co.jp、TOWER MOBILE、HMV MOBILE、等 
取扱サイト 

PC TSUTAYA online、＠TOWER.JP、HMV、Amazon.co.jp、等 

 

 

 

 

サイト名 アクセス方法 情報料（税ｊ込） サービス内容 

EZweb 「au oneトップ」※１→「カテゴリ検索」→「着うたフル・ビデオクリップ」→「アレンジ」→「うた\315＠LOUNGE」 525円/月 カバーアレンジ着うたフル 取り放題 

iモード 「iメニュー」→「メニュー／検索」→「うた・ホーダイ」→「iLOUNGEうた\315」 315円/月 カバーアレンジ着うたフル※２ 取り放題 

315円/月 カバーアレンジ着うたフル ３曲／月まで

@LOUNGE RECORDS 

Yahoo!ケータイ 「メニューリスト」→「着うたフル」→「J-POP」→「うた\315＠LOUNGE」 

525円/月 カバーアレンジ着うたフル 取り放題 

うた＆メロ取り放題フル iモード 「iメニュー」→「メニュー／検索」→「着うたフル」→「楽器・アレンジ」→「うた＆メロ取り放題フル」 525円/月 カバーアレンジ着うたフル 取り放題 

サイト基本情報 

※１．または EZメニュー 
※２．うた・ホーダイ対応 
※月額会員にご登録いただくことで、全ての楽曲が取り放題・聴き放題となります。 
※サイト閲覧、楽曲ダウンロード時には、別途パケット通信料が必要です。 
※サイトのご利用に際し、各社のパケット定額制へのご入会を推奨します。 

 

 

 

 

CD購入特典として、パッケージに、特設サイトのQRコード、パスワードが記載されたフライヤーを封入。サイトにアクセス、

パスワードを入力することにより、CD収録曲の着うた、ジャケット待受Flashをダウンロードすることができます 

CD 購入特典 

 

 

 

 

アットザラウンジ株式会社 【@LOUNGE RECORDS 担当：川平】 

本件に関するお問い合わせ 

TEL：03-5774-5737  FAX：03-5774-5747  MAIL： info@a-lounge.jp 

 

アットザラウンジ PR 事務局（ランドジャパン内） 【担当：久保・渡邊】 

TEL：03-5793-3500  FAX：03-5793-3511  MAIL： a-lounge_pr@rd-j.com 

 

mailto:info@a-lounge.jp
mailto:a-lounge_pr@rd-j.com


 

【Liner Notes】      Ska Flavor#1 
 

 

 

1 全力少年 スキマスイッチ 
オープニングを飾るにふさわしい、Guitar と Piano のユニゾンから派手なブラスが 

入ってくるイントロは圧巻！アルバム一番のキャッチーなナンバーに！ 

2 浪漫飛行 米米CLUB 

一気にテンションのあがるイントロから、疾走感全開！な Guitar、切れ味抜群の 

サビのアレンジがたまらない、アドレナリン大放出ナンバー！美吉田月のソフトな

ボーカルとトラックのロック感のコントラストが独自のアッパー・スカサウンドを 

構築している。 

3 初恋 村下孝蔵 
ここ数年で若年層にも一気に認知度が高まった、村下孝蔵氏の代表曲の一つ。 

サーフミュージック風な Guitar が哀愁を感じさせつつ、今のサウンドで聴ける。 

4 Make-up Shadow 井上陽水 

Lo-Fi なボーカルと、JAZZY なトラックのコントラストが原曲の刹那さを見事に表現 

している。 

艶やかな Piano、クールな Guitar でドラマティックなサウンドに仕上がっている。 

5 NO.1 槇原敬之 

スタンダードなスカのリズムとホーンアレンジが、原曲の世界感を損なうことなく、 

展開している。どっしりとしたトラックでありながら、かわいらしさが感じられる、 

キャッチーなナンバーに。 

6 ＬＩＦＥ 中島美嘉 

前曲までのイメージから一転、イントロから一気にレゲエ・スカ風の横揺れ 

チューンに。 

切ないボーカルと、広がりのあるサウンドが独自の世界観をつくりあげている。 

7 青空 THE BLUE HEARTS 
ラモーンズ風の王道リフから始まり、イケイケな Rock'n Roll Guitar が転がる 

アゲアゲナンバー。思わず足でリズムをとりたくなるようなロックチューン。 

8 冷たい花 The Brilliant Green 

イントロからゴリゴリに入ってくるサックスが、８０年代J-POP の某バンドを 

彷彿とさせる。全体の雰囲気が往年の SKA バンド「マッドネス」を思わせる 

アッパーチューン。 

9 Can You Keep A Secret? 宇多田ヒカル  

イントロの SE は休日の渋谷の雑踏。 

クールなイントロから始まり、エンディングに向け徐々に世界が広がっていく 

トリップ感溢れるミディアム・スカナンバー。スティングのあの名曲を彷彿とさせる。 

10 私がオバさんになっても 森高千里 
牧歌的なホーンから始まるイントロが、アルバムの最後を飾る。エンドロールが 

流れてきそうな、ハッピーチューン。アルバムのカーテンコール的な仕上がりに。 

別紙

 



 

 

 

 

 

参考Discography 

「@LOUNGE RECORDS」では、コンテンツプロバイダ発の原盤レーベルとして、邦楽・洋楽のカバーアルバムを 3 枚 

発表しております。 

いずれも、馴染みのある名曲がボサノバやカフェ・ミュージックなどのお洒落なテイストにアレンジされ、20～30代の女性

を中心に好評をいただいております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

多数参加した必聴の一枚。累計売上23,000 枚。(2008 年7 月11 日現在) 

 

【収録曲】PRIDE（今井美樹）、ハナミズキ（一青窈）ほか全11 曲 

 

『pure flavor #2～key of  love～』 

 

発売日：2008 年1 月16 日/品番：NALR-002/価格：2,500 円（税別） 

コブクロ、スキマスイッチなど最近の名曲までバラエティーに富んだ選曲。 

累計売上12,000 枚。(2008 年7 月11 日現在) 

 

【収録曲】永遠とともに（コブクロ）、フレンズ（REBECCA）ほか全11 曲 

 

『vanilla flavor #1～featuring NOA NOA～』 

 

発売日：2008 年3 月26 日/品番：NALR-003/価格：2,500 円（税別） 

リラックス・シチュエーションで心地良く聴ける楽曲をチョイス。ブラジリアンを核にしたオーガニックなテイストで、

ソウル、ジャズ、ソフトロック、レアグルーヴ、レゲエ、R&B 等のサウンドで評価の高い NOA NOA を 

フューチャリング。初の洋楽カバータイトル！ 

 

【収録曲】CHANGE THE WORLD（Eric Clapton）、HUMAN NATURE（Michael Jackson）ほか全11 曲

Ｆ1 層から洋楽ファンの多い Over35 世代へのリサーチを含め、ラウンジ、カフェ、ナイトクルーズなど 

前作に引き続き、ボーカルに美吉田月をフューチャー。森高千里、尾崎豊、レベッカなど往年の名曲から、

アコースティック色を全面に押し出したお洒落なサウンドで J-POP をカバー。ボーカルには透明感あふれる

癒しボイス、美吉田 月（みよしだ るな）をフューチャー。J-POP でも活躍中のクリエータ、ミュージシャンも

 

発売日：2007 年8 月22 日/品番：NALR-001/価格：2,500 円（税別） 

『pure flavor #1～color of  love～』 

 


