全国CDショップ店員のコメント

大賞

『YELLOW DANCER』
星野 源
VICL-64439 (2015/12/2)

文句なしに素晴らしい作品。星野さんが
敬愛するマイケル・ジャクソンのソウル
感はもちろん他にも影響を受けたアー
ティストへの愛が溢れた曲がたっぷり！
この作品にリアルタイムで出会えたこと
を本当に嬉しく思います。今最高のエン
ターテイナー星野 源から目を反らした
ら一生の損！！（平野真哲 / TOWER RECORDS 下田店）
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準大賞
『ジパング』
水曜日のカンパネラ
TRNW-0150 (2015/11/11)

ようやく彼女たちの時代がきたという感
じ。侵食という言葉があるけれど水カン
の音楽はまさにそれで、じわじわと侵さ
れて気が付いた時にはすっかり虜になっ
ている。好き嫌いが分れるというのは
重々承知だけど、聴かず嫌いせずにまず
は一度聴いて欲しい。

（中野雅 / ミュージックプラザインドウ）
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追いつけ追い越せな J-POP シーンに突如として、結
構、真面目に、そしてユーモアたっぷりに登場した彼
女たち。正義の味方であり、革命家の記念すべきお茶
の間への誕生である。 センセーショナルなリリックを
ポップで心地よいトラックに乗せ、音楽とはこうある
べき！などと難しく考えさせずに、シンプルに聴く耳
に小気味よく、J-POP の真髄を再認識させてくれる。
こんな時代だからこそ！これを聴いてあなたも、誰か
に “Your Justice ！ ” と心から叫べる気分を！一度、
ご堪能あれ！（大山望 / 新星堂 港北東急店）
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音楽ってキモチイイものなんだ
ぜ？っ て こ と を 思 い 出 さ せ て く れ
た WANIMA ！ 今 年、CD を 販 売 し
ていて一番キモチヨカッタ気がしま
す。だって、たとえワンチャンだと
『Are You Coming？』 し て も 出 会 っ て し ま っ た ん だ も の。
WANIMA
WANIMA でつながったんだもの。

準大賞

PZCA-76 (2015/11/4)

（田中麻衣 / 新星堂 ニッケコルトンプラザ店）
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準大賞
『Are You Coming？』
WANIMA
PZCA-76 (2015/11/4)
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入賞

『L- エル -』
Acid Black Cherry
AVCD-32243 (2015/2/25)

まさに 2015 年 ABC の代表とも言える超大作。
【愛】という難しいテーマは、様々な角度から考
えさせられ共感できるコンセプトで、ストーリー
ブックの結末も、人によって受け止め方は違うと
語る yasu さんの人間らしさにも、改めて感銘を
受けました。1 曲 1 曲の音や歌詞に込められた全
ての意味に、何度聴いても感動を覚えます。多く
の人の心に残り、聴き継がれていく作品だと思い
ます。（大澤眞侑 / TOWER RECORDS 渋谷店 販売促進部）

今、ジャパニーズポップスと言われたら
この人、俳優や作家など多方面で活躍中
の星野 源。彼の歌は沈んだ気持ちを明
るくハッピーにしてくれる。彼の歌声は
もちろんのことハマオカモトや長岡亮介
など他のバンドで活躍中のスペシャリス
トたちを迎えて収録されている楽器の演
奏は思わず体が動き出すようだ。2015
年の名盤。（原田航輔 / HMV イオンモール福津）

音楽が好きな人すべてにおすすめしたい熊本出身
3 ピ ー ス バ ン ド。 泣 き あ り、 笑 い あ り、 型 に は ま
らない自由な音楽で人々の心を掴む魅力たっぷりな
WANIMA。 そ れ は、 一 度 聴 い た ら 耳 か ら 離 れ な い
キャッチーなメロディと感情を揺さぶるどストレート
な歌詞。また、力強さや哀愁感、ノリノリなものから
激しいものまで、様々な曲を作り上げる彼ら 3 人自
身が持つ人間らしさがあっての事だと思います。その
一つ一つが形になっているのだから、好きにならない
わけありません！！どっぷりと浸かっちゃってくださ
い！グッと刺さります。（後藤泰裕 / TSUTAYA MD・販促部）
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入賞

『L- エル -』
Acid Black Cherry
AVCD-32243 (2015/2/25)

「行かなきゃ 会えない 音がある。」とはまさにこのアル
バムのことです！！！メディアに出ることはほぼないの
に知名度の高い Acid Black Cherry。それは yasu さ
んの生み出す曲がいかに素晴らしいかを物語ってます。
『L- エル -』はコンセプトアルバムとなっていて、アルバ
ムの曲たちと物語が連動しています。曲だけ聴いて楽し
むも良し、だけどオススメは物語と一緒に聴いて欲しい
です！！思わず体がノッちゃうゴリゴリの ABC サウン
ドから、yasu さんの高音が染み渡るバラードまで、1
枚で何度も楽しめます。多くの方に聴いていただきたい
最高のアルバムです！！！！！！（永野美稀 / 新星堂 下関店）
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入賞

『HAPPY』
大原櫻子
VICL-64342 (2015/3/25)

2015 年、間違いなくヒット
した歌手の一人が大原櫻子ちゃ
んです！彼女の力ある歌声で聴
くもの全てにインパクトを与え
ます！このアルバムは彼女の魅
力が詰まった作品です！

（滝川裕章 / 新星堂 ポートウォークみなと店）
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可愛さとさわやか
さと、何より曲の
キ ャ ッ チ ー さ！
J-POP の王道！

入賞

『HAPPY』
大原櫻子
VICL-64342 (2015/3/25)

（斎藤悌志 / HMV 音楽映像統括部）
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「現在」と「過去」を自在に切り取っ
て最新型の日本を見事に描いた傑
作。密度の濃い音楽性ながらさら
りと聴かせてしまうあたりがこの
『Obscure Ride』 バンドの魅力。本当に多くの人に
cero
聴いてもらいたいアルバム。

入賞

DDCK-1043 (2015/5/27)

（小林万左志 / 山野楽器 調布パルコ店）
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DDCK-1043 (2015/5/27)
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入賞

『シャンデリア』
back number
UMCK-1528 (2015/12/9)

聴けば聴くほど味の出る秀作！今まで
back number に出会っていなかった人
でも、一度聴けば彼らの厚みのある楽曲
に引き込まれてしまうでしょう。そんな
自分もそのひとり。1 曲目の「SISTER」
からラストを締めくくる「手紙」までが
ひとつのメッセージのように感じるアル
バムです。（今井千夏子 / 新星堂 幕張ヨーカドー店）
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入賞

『シャンデリア』
back number
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入賞

『Bremen』
米津玄師
UMCK-1522 (2015/10/7)

コンピューターの画面から飛び出して歌詞、曲、
動画、そして彼の存在そのものが「今の若者の
代弁者」になったのは去年のこと。 そして今年
はさらに躍進し、いよいよ「本来の自身の姿」
として若者の前に君臨した。彼はついに「若者
の代弁者」から「時代のアイコン」へと一歩を
踏み出した。この Bremen は今の彼の感性が作
り得るものに、そして現代を象徴する作品になっ
たのだ。（原田美惠子 / HMV イオンモール浜松市野）

ひとつひとつの音が描く世界は、キラキラしていてカ
ラフルで、とにかく自然と体が踊り出す気持ち良いグ
ルーヴ。ひとつひとつの言葉が描く世界は、幼い頃に
読んだ絵本の中の不思議な世界とよく似ている。どこ
かリアルで、だけど不思議で、まるで映画を観ている
かのように音楽と共に目の前に広がる景色はまさし
く cero の世界。この『Obscure Ride』は、そんな
cero の世界が今まで以上に色鮮やかに鮮明に浮かび
上がっていると思います。cero の音楽だからこそ作
り上げられる世界を、極上のナンバーに酔いしれなが
ら体感して欲しいです！（長坂信子 / TOWER RECORDS 広島店）

back number らしいサウンド、歌
詞、ボーカル清水依与吏の耳あたり
が良く何とも言えない表現力は健在
で、しかも前作をしのぐクオリティー
では？！タイアップ曲も多く収録され
ている今作ですが、 それ以外の曲
も必聴のアルバムです！

（鈴木茉利子 / HMV イオンモール船橋）
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入賞

『Bremen』
米津玄師
UMCK-1522 (2015/10/7)

前作までのアルバムには、ニコ動の頃の米津玄師
が見え隠れしていたように思う。Bremen は、今
までの彼の曲とはまた違ったメッセージ性のある歌
詞が魅力的だ。人のもつ明暗の心情が 1 つのアル
バムに含まれている。 そこがまた良い。 特に 14
曲目は必聴だ。もちろん彼の持ち味である、変わっ
た音はそこかしこに散りばめられている。このアル
バムは、米津玄師を初めて知る人にとっても聴きや
すく、彼の持つ世界観にすぐに引き込まれてしまう
1 枚だろう。（伊藤宏恵 / 新星堂 名古屋店）
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