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『真夏のアゲアゲ↑洋楽カバーアルバム』特集スタート！ 

着うたフル公式サイト『@LOUNGE RECORDS』 

 

 

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、i-mode、 

ＥＺｗｅｂ、Ｙａｈｏｏ！ケータイで提供中の着うたフル公式サイト「@LOUNGE RECORDS」にて、 

8月6日（木）より『真夏のアゲアゲ↑洋楽カバーアルバム』特集の配信を開始いたします。 

 

すっかり夏の風物詩のひとつになった夏フェス。普段なかなか生で観ることが出来ない海外 

アーティストも数多く来日し、話題になっています。 

そこで「@LOUNGE RECORDS」では、フェスの出演アーティストをはじめ今人気の洋楽曲の、 

カバー特集を実施。夏の暑さを吹っ飛ばす、アゲアゲな洋楽カバーをセレクトいたしました。 

 

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 

メディアしたコンテンツを提供してまいります。 

 

＜画面イメージ＞ 

◆ご利用対象 

   「@LOUNGE RECORDS」有料会員 

 

◆期間 

   2009 年8 月 6 日（木）～ 

 

【配信アルバムラインナップ 一例】 

       

タイトル 

HOUSE FLAVOR R&B 

～CRYSTAL～ 
WORLD POSITIVE COVERS Charlie's Party Dramatic Parfums 

アーティスト various artists SOUND FLAVA CREW Charlie various artists 

販売元 FARM RECORDS PICTUS FARM RECORDS @LOUNGE RECORDS 

収録楽曲 

Love in this club／Closer 

Sunday morning／Crazy in love 

Big Girls Don't Cry 

…etc 

ALL YOU NEED IS LOVE／STAY GOLD 

WE ARE THE WORLD／TO BE WITH YOU 

DON'T LOOK BACK IN HANGER 

…etc 

Basket Case feat. MCD／It's All New 

Hurry Home／Gimme Gimme 

Everyone Falls In Love feat. MCD 

…etc 

Because of you／What's a Man to Do 

I Want It That Way／Isn't She Lovely 

Englishman in New York 

…etc 

 



 
 
 

サイト名称 @LOUNGE RECORDS （うた@LOUNGE） 

ライトコース 月額 315 円（税込）・・・300 ポイント付与 

スタンダートコース 月額 525 円（税込）・・・500 ポイント付与 

プレミアライトコース 月額1,050円（税込）・・・1,000ポイント付与 

プレミアムコース 月額2,100円（税込）・・・2,000ポイント付与 

ポイント追加購入 
105 円（税込）／件・・・100 ポイント付与 

315 円（税込）／件・・・300 ポイント付与 

情報料 月額課金コース 

うた・ホーダイコース 月額315 円（税込） 

EZweb au one トップ⇒カテゴリ（メニューリスト）⇒着うたフル・ビデオクリップ⇒アレンジ⇒「うた\315＠LOUNGE」

Yahoo! 

ケータイ 
メニューリスト⇒着うたフル⇒J-POP⇒「うた＠LOUNGE315～」 

着うたフル 

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」 

アクセス方法 

i-mode 
うた・ホーダイ i メニュー⇒メニュー／検索⇒うた・ホーダイ⇒「LOUNGE うた\315」 

着うたフル 60 ポイント／曲～ 

着うた 取り放題 

待受画像 50 ポイント／枚 

待受Ｆｌａｓｈ 100 ポイント／枚 

サービス内容 

ケータイ小説 無料 

 
※月額会員にご登録いただくことで、全てのカバーアレンジ楽曲が、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 

 

こちら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：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・小島】 

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」・「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。 

※ 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。 
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