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       Dramatic Parfums  @LOUNGE RECORDS 

香り×音楽でオトコを高めろ！ 

×
業界初！香りと音楽のコンセプトアルバム「Dramatic Parfums」発売 

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、株式会社フィッツコーポレーション 

（本社：東京都渋谷区、代表取締役 富樫 康博）から、2009年1月31日に発売するメンズ香水『Dramatic Parfums HommeⅡ 

（ドラマティックパルファム オム2）』とタイアップした、業界初の「香り」と「音楽」のコラボレーションCD『Dramatic Parfums』 

（ドラマティックパルファム）を、1月28日（水）に自社レーベル@LOUNGE RECORDSよりリリースいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

合言葉は「SEXY & WILD」 

×
オンナは“見えないもの”に弱い。- 見えない罠を、今仕掛ける - 

 

今後もアットザラウンジ株式会社は音楽を核とした、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。 

 

 

 

 

タイアップ①  

香水「Dramatic Parfums HOMME Ⅱ」をイメージしたコンセプトアルバム「Dramatic Parfums」を発売！ 
 

概要 

  

「Because of you」（Ne-Yo）、「ISN’T SHE LOVELY」（スティービーワンダー）、「LA・LA・LA LOVE SONG」（久保田利伸）、 

「カルアミルク」（岡村靖幸）など、「SEXY & WILD」をテーマに、時代を問わず洋楽・邦楽を織り交ぜたナンバーをセレクト。 

新進気鋭のクリエーターによる、HOUSE、R&BなどのCOOLなトラックが全8曲、収録されています。 

 

・ 1/28(水)～ ヴィレッジヴァンガード独占先行発売！ （*一部店舗を除く） 

香水とCD を同時展開 

・ 3/25(水)～ 全国のCDショップにて発売予定 



  

タイアップ② 特典キャンペーン！！ 

◆香水およびCDのメインビジュアル「今井諒」の待受けFLASHプレゼント  

◆CD収録曲の着うたプレゼント 

 
● CD「Dramatic Parfums」購入者特典 

① 今井諒の待受けFLASH（音楽ver） 

② CD「Dramatic Parfums」収録曲のリミックスバージョンの着うた 1曲 

 

● 香水「Dramatic Parfums HOMME Ⅱ」購入者特典 

① 今井諒の待受けFLASH（香水ver） 

② CD「Dramatic Parfums」収録曲の着うた 2曲 

  

 

タイアップ③ 「Dramatic Parfums」ケータイ小説配信！！！ 

香水「Dramatic Parfums HOMME Ⅱ」のコンセプトストーリーから派生した、オリジナルストーリー 
 

1/22(木)より、着うたフルサイト「@LOUNGE RECORDS」（※）にて、配信予定。 

ストーリー中に出てくる、音楽はそのまま試聴＆ダウンロード、香水はそのまま詳細閲覧＆購入できます。 

またアンサーストーリーとして、レディス香水「RISINGWAVE Aqua Sapphire（ライジングウェーブ アクアサファイア）」の 

ケータイ小説も企画中。 

どちらも香水のモチーフが物語になった、新しい形のケータイ小説です。 

（※） 詳細は「サイト基本情報」をご参照ください 

 

 

≪スケジュール≫ 
・ 1/15(木)  ケータイ小説「Dramatic Parfums」 予告配信 

・ 1/22(木)  ケータイ小説「Dramatic Parfums」 １話スタート！ 

・ 1/28(水)  CD「Dramatic Parfums」 ヴィレッジヴァンガード独占先行発売 

・ 1/31(土)  香水「Dramatic Parfums HOMME Ⅱ」 全国の香水取扱い店にて発売 

・ 3/25(水)  CD「Dramatic Parfums」 全国のCDショップにて発売予定 

 

 

 

 
メインビジュアルにはカリスマモデル「今井諒」を起用！ 

男性ファッション誌を中心に活躍するカリスマモデルでありながら、人気ブランド「blutenblatt」の 

ファッションデザイナー。 

今回は、香水「Dramatic Parfums HOMME Ⅱ」のプロデュースも担当。 

同性までも惹きつける、男の魅力をたっぷりと披露しています！ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

株式会社フィッツコーポレーション 会社概要 
 

フレグランスを中心としたコスメティクス商品から、新しいライフスタイルを提案している化粧品メーカー。 

国内・海外問わず、世界中へ幅広いジャンルの商品を展開している。 

URL ： http://fits-japan.com/ 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

DJ Paul Murphy、Ayuse Kozue、diy Tokion,Human Beat Boxer Afra など、多くのアーティストのタイトルへの参加や共演で話題の

Hiro-a-key。メジャーアーティストの Sound Produce など、J-R&B で頭角を現している、hico。J-POP の Sound Produce から、木村 

CD『 Dramatic Parfums』 ～音楽で高めろ！～  

拓哉でお馴染みの FinePix の CM 音楽など、先鋭的な音で評価の高い、松井敬治。また、全米 NO.1！元カメオのメンバー、久保田 

利伸なども手がけた敏腕プロデューサーROD ANTOON も参加！豪華スタッフがお送りする、カバーコンピレーションアルバムは、 

クラブ・ラウンジ・カフェミュージックフリークは、必聴の一枚。 

【収録曲】 

  楽曲タイトル 原曲アーティスト   

1 Because of you Ne-Yo 
クールに、そして静かな歌声から始まる、オープニングナンバー。 

華麗でセクシーな松井敬治によるトラックは秀逸！これは、絶対に必聴です。 

2 
LA・LA・.LA  

LOVE SONG 
久保田利伸 

大ヒットドラマ「ロングバケーション」で有名な久保田利伸の名曲。 

Pianoのリフが印象的なHOUSEナンバー。クールで熱い、アッパーチューン。 

3 Englishman in New York Sting 
スティングと言えばこの曲。スパニッシュ風のアコースティックギター、ハンド 

クラップが、独特のR&Bサウンドを構築している。 

4 I WANT IT THAT WAY バックストリートボーイズ
美しいコーラスが印象的な、バックストリートボーイズの代表曲。甘く、Sexy、 

それでいてWildなhicoの歌声が心地よいミディアムHOUSEナンバー。 

5 KISS OF LIFE 平井堅 ハネたHOUSEトラックがテンションをアゲアゲにしてくれる、ゴキゲンなナンバー。 

6 What's a Man to Do Usher 
Usherの大ヒットナンバー。ボトムの効いた、フロアーに似合うR&Bサウンド。 

ノスタルジックなアナログシンセフレーズが印象的。 

7 ISN’T SHE LOVELY Stevie Wonder 
8曲中、唯一ファンキーなナンバー。ジャミロクワイを彷彿とさせるディスコティックな

サウンドで、アルバム後半を盛り上げる。 

8 カルアミルク 岡村靖幸 
岡村靖幸の名曲中の名曲。Hiro-a-keyのやさしく、まろやかな歌声が、絶妙な 

色香を醸し出している。極上のラストナンバー。 

 

タイトル Dramatic Parfums （ドラマティックパルファム） 企画・制作 @LOUNGE RECORDS 

価格 1,890 円（税込） 品番 NALR-007 

発売日 
2009/1/28（水） ヴィレッジヴァンガード先行発売 （※一部店舗を除く） 

2009/3/25（水） 一般発売予定 

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 

 

 

 

大ヒット香水シリーズ「ドラマティックパルファム」の 14 作目、また同シリーズのメンズ第2 弾。 

香水 『Dramatic Parfums HOMME Ⅱ』 概要 ～香りで高めろ！～ 

前作に引き続き、男性が好きな「リキュール」をイメージしたボトル・パッケージデザイン。香りのテーマは、「女性を惑わす香り」。  
 

ブランド名 ドラマティック パルファム 

商品名 ドラマティックパルファム オム 2 

タイプ／容量 オードトワレスプレー／50ml 

価格 5,250 円（税込） 

発売日 1/31（土） 

発売元 フィッツコーポレーション 

 
～ 香り ～ 

 
“香りの王様”と呼ばれる高級スパイス、カルダモンを配合 

 
清涼感が一瞬で突き抜け、 

洋ナシとスミレが時折甘さを覗かせながらも、 

その強気な色気からは逃れられない 

 

 

 

 

 - この香り、罪な色気 -  
カクテルグラスの反射に彩られた 眩しすぎるほど鮮やかな世界  
他愛のないやりとりと浮ついた瞬間 

 
喧騒から一人外れて始める 形ばかりのかけひき 

 有無を言わさず突き抜ける 爽快なまでの色気 「逃げられない罠？」 

大胆かつ巧妙に、結末の見えたゲームをもてあそぶ… 
 見えない罠を、今仕掛ける 



 
 
 

公式サイト「@LOUNGE RECORDS」 

 
情報料
（税込）

サービス内容 

315 円/月 ５曲／月まで
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 

315 円/月 ５曲／月まで
「i メニュー」→「メニュー／検索」→「着うたフル」→「楽器・アレンジ」→「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」→「 LOUNGE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 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。 

 

 

サイト基本情報 

 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 

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 

アットザラウンジ株式会社 概要 

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。 

※ 「着うたフル」は、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント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


 

 

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 6 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。 

 

 

 

 

 

 

  

『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ー、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。ロングセラー中！

【収録曲】 PRIDE（今井美樹）、ハナミズキ（一青窈）ほか全11 曲 

 

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15,000 枚。ロングセラー中！ 

【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～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） 

 

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

『pure flavor #2～key of love～』 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

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！累計売上7,000 枚。 

【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 

 

 

 

 

『cocoro flavor ～featuring Michelle143～』 

発売日：2008 年10 月29 日/品番：NALR-005/価格：2,300 円（税別） 

 
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

をボーカルとして起用。『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。やわらかで心地良い気分を味わえる、必聴の一枚！ 

 

 

 

 

 【収録曲】 恋におちたら（クリスタル・ケイ）、光（宇多田ヒカル）ほか全10 曲 

 

 『LOVE GIFT～pure flavor extra～』 

発売日：2008 年12 月10 日/品番：NALR-006/価格：2,500 円（税別） 
 

大ヒット 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）をフューチャー。 

 

 

冬をテーマにした J-POP の名曲をセレクト。極上のシルキーボイスが、冬空に響き渡ります。 

過去の『pure flavor』シリーズから、選りすぐりの 4 曲をボーナストラックとして収録。全14 曲の超豪華版！！

クリスマスやバレンタインなど、大切な人へのラブギフトにピッタリの、キュートなカバーアルバム！ 

【収録曲】 冬がはじまるよ（槇原敬之）、Over and Over（Every Little Thing）ほか全14 曲 

 

 

 

※上記（ ）内は原曲のアーティスト表記。 


