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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『cocoro flavor ～featuring Michelle143～』を、2008年10月29日（水）にリリースいたします。 

累計4万枚を突破したJ-POPカバーシリーズ『pure flavor』から新たなパラレルタイトルとして、Michelle143（みっしぇるいち 

よんさん）をボーカルとして起用。「ココロサプリメント」をキーワードに、今回は『恋愛に効く』J-POPの名曲をセレクト。 

アコースティックギターをフューチャーした“メロウ”＆“ナチュラル”なサウンド、また、ジャケットにはイラストレーターMEGに 

よる美麗なイラストをフューチャー。やわらかで心地良い気分を味わえる、必聴の一枚に仕上がっています。 

 

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～』、 

7月30日（水）にJ-POPスカカバーアルバム『Ska Flavor #1』の4枚をリリース。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。 

 

今後もアットザラウンジ株式会社では、音楽を核としたデジタル、リアル、チャネルをクロスメディアした、『@LOUNGE』ブランド

による、より良いコンテンツを提供してまいります。 

 

 

 

 

【収録曲】 
 

 楽曲タイトル 原曲アーティスト 

1  ラブリー 小沢健二 

2  恋におちたら クリスタル・ケイ 

3  YOU 木村カエラ 

4  ボクノート スキマスイッチ 

5  あいたいわ ACO 

6  黄金の月 スガシカオ 

7  カレーライス KAN 

8  光 宇多田ヒカル 

9  Style 平井堅 

10  欲望 ホフディラン 

CD 概要 

『cocoro flavor～featuring Michelle143～』をリリース 

J-POPカバーアルバム 

自社レーベル「@LOUNGE RECORDS」より 

 



タイトル cocoro flavor ～featuring Michelle143～ 発売日 2008 年10 月29 日（水） 

価格 2,310 円（税込） 製造番号 NALR-005 

企画・制作 @LOUNGE RECORDS 

アーティスト 

■Michelle143（みっしぇるいちよんさん） 

2002 年SME Records より、Michelle として「Hope is here」でデビュー！3rd シングル、夏の高校野球神奈川県大会のテーマソングに

なる。1st アルバム「Munchkin」では、スーパーバタードッグ竹内朋康氏、島田昌典氏（aiko）など、多彩なプロデューサー人を迎え、

カラフルな中にも凛とした意志をもった「捨て曲ナシ！」な 1 枚で好評を得る。2006 年 6 月 14 日、約 3 年振りとなるアルバム 

「コロボックル コミューン」をリリース。これを機に、名前も“Michelle143”に改名。2008 年 1 月～2 月 Chara のツアー 

「Sugar Hunter~sugar~」にコーラスとギターで参加。 

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。 

「＠LOUNGE RECORDS」ブランドの 

メインビジュアルを手がける。 

アットザラウンジ株式会社所属。 

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 

 
 

 

 

パッケージに特設サイトのQRコードやパスワードが記載されたフライヤーを封入。サイトにアクセスして、パスワードを入力

することにより、CD収録曲の着うた・ジャケット待受けFlashをダウンロードすることができます。 

CD 購入特典 

また、同時に「@LOUNGE RECORDS」のモバイル公式サイトに入会すると、もれなく素敵な商品等と交換できるお得なポイント

もプレゼント！iPod(R) nano（8GB）が当たる抽選への参加も可能です。 

 

 
 
 

「@LOUNGE RECORDS」 

サイト基本情報 

 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 メニュー」→「メニュー／検索」→「着うたフル」→「楽器・アレンジ」→「i うた＠LOUNGE」 525 円/月 カバーアレンジ着うたフル 取り放題
i-mode 

「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 ５曲／月まで
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

※ 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。 

 

QR コードからサイトにアクセス可能です

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

商 号 ： アットザラウンジ株式会社 

アットザラウンジ株式会社 概要 

設立年月日 ： 2008 年7 月1 日 

本社所在地 ： 東京都渋谷区渋谷1-17-8 松岡渋谷ビル 

代 表 者 ： 代表取締役社長 加藤 照 

資 本 金 ： 4,500 万円 

事 業 内 容 ： @LOUNGE RECORDS ブランドのモバイルコンテンツ事業 

  CD 制作・販売事業 

  同ブランドによる音楽ソリューション事業 

株 主 ： 日本エンタープライズ株式会社(東証２部) 100％ 

Ｕ Ｒ Ｌ ： http://a-lounge.jp（アットザラウンジ株式会社） 

  http://a-lounge.jp/lounge_r/（@LOUNGE RECORDSレーベルサイト） 

 

 

 

 

 

アットザラウンジ株式会社 【担当：川平・小峯】 

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 

 

※ 「i-mode」「ｉメニュー」「うた・ホーダイ」は、株式会社NTT ドコモの商標または登録商標です。 

※ 「EZweb」「au one」は、KDDI 株式会社の登録商標です。 

※ 「Yahoo!」は、米国Yahoo! Inc,の商標または登録商標です。 

※ QR コードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。 

※ 記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。 

 

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


 

【Liner Notes】 cocoro flavor ～featuring Michelle143～ 
 

 

 
タイトル 原曲アーティスト  

 

1 
ラブリー 小沢健二 

90 年代中盤に空前の大ブームとなった『渋谷系』のカリスマ！小沢健二の

代表曲。Michelle143 のキッズライクなボーカルが、曲にバッチリはまって

いる軽快なナンバー。 

2 恋におちたら クリスタル・ケイ 

クリスタル・ケイのやさしさ溢れる至極の名曲。アコースティックでテンポ

感のあるアレンジに、やさしさやせつなさがじんわりと響く Michelle143 の 

ボーカルが絶品。 

3 YOU 木村カエラ 

オリジナルのAメロの浮遊感あるメロディに、原曲とはまた違った幻想的な

アレンジ。サビに入ると同時に、壮大なパノラマ風景が浮かぶサウンドは

爽快。メロトロン（※）の音がやさしく曲を包み込む。 

※テープ音源を使用した、オルガンのような楽器。「やわらか」かつ「温かみ」のあるサウンドが特徴。 

4 ボクノート スキマスイッチ 

ローファイなループに、幻想的なシンセ音が浮遊し、それでいてアコース 

ティクなアレンジが温かみのある、心地よいナンバー。原曲のせつない 

メロディに Michelle143 の歌声が映える。 

5 あいたいわ ACO 

曲のアタマからヴォコーダー（※）が奏でるアカペラ風のコーラスパートは、

思わずぐっと聴き入ってしまう。曲全体を通したセクシーなサウンドと 

Michelle143 のボーカルは、原曲とはまた違った大人の魅力が感じられる。

※歌などの音声の音程を変化させたり、多重コーラスのように表現できる楽器 

6 黄金の月 スガシカオ 

言わずと知れた、スガシカオの名曲中の名曲！アコースティックギターと

ピアノが奏でるベーシックなアレンジに幻想的なサウンドで色づけられた、

バラードナンバー。後半に向けての壮大な展開は感動的。必聴の一曲！ 

7 カレーライス KAN 

KAN といえば「愛は勝つ」で有名だが、こちらの曲もかなりの名曲。少し 

ヨーロピアンな空気を感じるサウンドに、やさしい Michelle143 の歌声が 

絶妙にマッチ。 

8 光 宇多田ヒカル 

アジアンテイストを感じさせる、ガムラン(※）を取り入れたサウンドが斬新

なナンバー。後半に向けての情熱的な歌とアレンジは鳥肌モノ。アルバム

中、一番クラブサウンドのテイストが色濃い、力強いナンバー。 

（※）東南アジア近辺で使用される楽器類。 

9 Style 平井堅 

スパニッシュなギターが情熱的に疾走する、アップテンポの軽快ナンバー。

原曲のセクシーさを、アコースティックなサウンドで見事に再現している。

Michelle143 の歌の抑揚が聴きどころ。 

10 欲望 ホフディラン 

アルバムラストを飾るにふさわしい、Michelle143 自身も大好きだという 

ホフディランの超名曲！ビートルズの「HEY JUDE」を彷彿とさせる 

エンディングのコーラスが感動的。 

別紙

 



 

 

「@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 4 枚 

リリースしております。馴染みのある名曲を、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した心地 

よいナンバーは、20～30 代の女性を中心に好評をいただいております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

参考Discography 

『pure flavor #1～color of love～』 

 

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

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

多数参加した必聴の一枚。累計売上25,000 枚。 

 

【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） 

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、

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。 

 

【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） 

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 

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 

『Ska Flavor #1』 

 

発売日：2008 年7 月30 日/品番：NALR-004/価格：2,000 円（税別） 

J-POP カバーシリーズ『pure flavor』のボーカル美吉田 月（みよしだるな）の第三弾リリース。今回は SKA

アレンジ。スキマスイッチや宇多田ヒカルから、曲の良さが再認識されてきた村下孝蔵まで。ティーン

ネイジャーから F１層まで、幅広い世代の女性の心に歌詞が響いて、リフレッシュ＆リラックス！元気に

なれる SKA カバー！ 

 

【収録曲】全力少年（スキマスイッチ）、初恋（村下孝蔵）ほか全10 曲 

 

 

 

※上記（ ）内は原曲のアーティスト表記。

 


