
Press Release 

2009 年9 月8 日 

各 位 

会 社 名 ： アットザラウンジ株式会社 

代表者の役職名 ： 代表取締役社長 加藤 照 

お問い合わせ先 ： 川平 健太郎 

Ｔ Ｅ Ｌ ： 03-5774-5737 

Ｕ Ｒ Ｌ ： http://a-lounge.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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#2』を、2009年9月16日（水）にリリースいたします。 

 本作は2008年7月にリリースの同シリーズ『Ska Flavor』の第二弾となっております。数多くあるJ-POPカバーアルバムの中 

でも、スカアレンジという独自の切り口でのコンセプト、新旧織り交ぜた選曲でご好評をいただいており、本作も幅広い層の 

リスナーの皆様にお楽しみいただけるアルバムとなっております。 

 

  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 キセキ GReeeeN 

2 気分爽快 森高千里 

3 やさしさに包まれたなら 荒井由実  

4 空も飛べるはず スピッツ 

5 旅立ち FUNKY MONKEY BABYS 

6 轍-わだち- コブクロ 

7 今すぐ KISS ME LINDBERG 

8 invitation 柴咲コウ 

9 もう恋なんてしない 槇原敬之 

10 キャンバス 平井堅 

※収録曲の詳細は、別紙【Liner Notes】参照 

J-POP スカ・アレンジカバーCD「Ska Flavor#2」をリリース 

自社レーベル「@LOUNGE RECORDS」より 

CD 概要 

累計 5 万枚を突破した 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）をフューチャーしたスカ・アレンジカバーシリーズ『Ska Flavor』の

第 2 弾！ふんわり癒しボーカルと、スカサウンドが絶妙にマッチした最高に心地よい

ゴキゲンアルバム。 

アゲアゲ・スカから、まったりスカまで、GReeeeN、FUNKY MONKEY BABYS、

スピッツ、森高千里、荒井由実など、バラエティーに富んだ選曲。ジャケットイラストは

flavor シリーズでおなじみ、イラストレーター「MEG」描きおろし。 

 



 

タイトル Ska Flavor#2 （スカフレーバーツー） 

発売日 平成21 年9 月16 日（水） 

価格 2,100 円（税込） 

製造番号 NALR-008 

企画・制作 @LOUNGE RECORDS 

featuring Vocal 

■美吉田 月（みよしだ るな） 

やわらかな癒し系ボイスは、曲やジャンルを問わず心に染み込む。 

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い活動を行っている。 

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。 

当社携帯サイト「＠LOUNGE RECORDS」においてもイラストを多数制作している。 

    

 

取扱店舗 
【店    舗】 TSUTAYA、ヴィレッジヴァンガード、TOWER RECORDS、HMV、新星堂、 

文教堂、すみや、その他全国のＣＤショップ 

取扱サイト 

【モバイル】 ａｕ Records（KDDI）、S!まとめて支払い（SoftBank）、Amazon.co.jp、 

TOWER MOBILE、HMV MOBILE、等 

【P    C】 TSUTAYA online、＠TOWER.JP、HMV、Amazon.co.jp、等 

 

 

 

http://www.suono.jp/ 

丸の内発ラブソングステーション Suono Dolce（スォーノ・ドルチェ）。Suono Dolce とはイタリア語で“Sweet Sound”の意味。 

あらゆる音楽ジャンルやアーティストの甘いラブソングを一日中お届けする、無料のインターネットラジオ。 

 

Ska Flavor#2 購入者限定プレゼント！ 

パッケージに封入のフライヤーに記載されている QR から、Ska Flavor#2 特設携帯サイトにアクセス、パスワードを入力 

すると・・・ 

① 収録曲の中からお好きな 着うた 1 曲 

② CD ジャケットの携帯待受け FLASH 

 

をダウンロードすることができます！ 

丸の内発ラブソングステーション♪『Suono Dolce』もレコメンド！ 

スカアレンジが心地良い♪心が躍るとっておきのカバーアルバム。 

9 月 16 日（水）から「Ska Flavor」特集番組スタート！

 

http://www.suono.jp/


 

 

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 

着うたフルサイト情報（アットザラウンジ株式会社 運営） 

 
※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。 

 

 

 

 

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】 

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 

こちらからサイトにアクセス可能です 

 

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・東】 

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。 

 
※ 「S!まとめて支払い」は、ソフトバンクモバイル株式会社の商標です。 

※ 「SoftBank」および「ソフトバンク」の名称、ロゴは日本国およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。 

※ 「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。 

※ 「Flash」は、Adobe System Incorporated（アドビシステムズ社）の米国ならびに他の国々における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。 

 

 

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


【Liner Notes】 Ska Flavor#2 
 

別紙

 

 
タイトル 原曲アーティスト  

1 キセキ GReeeeN 
オープニングを飾るにふさわしい、アッパースカ。サビのブラスの盛り

上がりで思わずカラダが動き出します。 

2 気分爽快 森高千里 

ビールのコマーシャルソングとして、一躍有名になった曲。ハッピーな

気分になれること間違いなしのほんわかスカナンバー。女の子に是非

聴いて欲しい 1 曲。 

3 やさしさに包まれたなら 荒井由実 

レゲエスカ風のまったりとしたリズムに、美吉田月のボーカルが

ふんわりと広がる癒しのナンバー。南国を感じさせるサウンドは必聴

です。 

4 空も飛べるはず スピッツ 

誰もが知っている、スピッツの代表曲のひとつ。原曲とはまた違った、

意表をついたアッパースカアレンジ。アッパーな中にもやさしさを

感じさせる、美吉田月のボーカルが光ります。 

5 旅立ち 

FUNKY 

MONKEY 

BABYS 

思わずカラダが横に揺れるレゲエスカナンバー。一緒に口ずさめる

キャッチーなメロディーとスカサウンドが心地よいハッピートラック。 

6 轍-わだち- コブクロ 
前向き に な れ る 歌詞と ア ッ パ ー な ス カ サ ウ ン ド で 、 思わ ず

元気が出てくるアゲアゲナンバー。 

7 今すぐ KISS ME LINDBERG 

原曲のアッパーな雰囲気にプラスされたスカのフレーバーが、また

一味違った楽曲に楽しさを与えてくれます。思わず縦ノリしてしまう、

ゴキゲンナンバー。 

 

8 
invitation 柴咲コウ 

原曲のメロの美しさを見事にスカにリファインしたトラック。ブラスの

活きる、王道スカアレンジは必聴。 

9 もう恋なんてしない 槇原敬之 
Jazzy な雰囲気がほんのり溶けている、Jazzy スカ。やさしい

原曲のメロディーと美吉田月の声が見事にマッチしています。 

10 キャンバス 平井堅 

ほんわかしたレゲエスカに美メロが見事にマッチ。アルバム最後の

エンディングロール的な仕上がり。聴き終わったあとにハッピーな

気持ちになれます。 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

「@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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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）をフィーチャー。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。 

 

【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ィーチャー。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。 

 

【収録曲】永遠にともに（コブクロ）、フレンズ（レベッカ）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 

をフィーチャリング。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。 

ティーンエイジャーから 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 5 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 をボーカルに起用。『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

フィーチャーした“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） 

累計 5 万枚を突破した 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 

フィーチャー。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 

 

 

 

 『Dramatic Parfums』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発売日：2009 年1 月28 日/品番：NALR-007/価格：1,800 円（税別） 

香水『Dramatic Parfums HommeⅡ』をイメージした、”SEXY”＆”WILD”系、洋楽・邦楽カバー。 

HOUSE、R&B、コンセプト・コンピレーション・アルバム。時に激しく、時に甘く、洋楽クラシックスから 

コンテンポラリーなナンバーまでを、新進気鋭のクリエーターの手で、COOL にリファインさせた、 

オトコを高めるコンセプトカバーアルバム。 

 

 

【収録曲】Because of you （Ne-Yo）、LA.・LA・.LA LOVE SONG （久保田利伸）ほか全8 曲  
 
 

 

 
※上記（）内は原曲のアーティスト表記。 


