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株式会社リットーミュージック 

 

 

6 月 9 日（ロックの日）発売のギターウルフ SEIJI による『昭和 UFO』、 

吉田豪との公開インタビュー・トーク、タワーレコード渋谷店にて開催決定！ 

 

 

	 

	 

	 インプレスグループで音楽関連の出版事業を手掛ける株式会社リットーミュージック（本社：東京

都千代田区、代表取締役社長：古森優）は、6 月 9 日（ロックの日）、ギターウルフ SEIJI（阿武誠二）

による書籍『昭和 UFO』を発売し、この刊行記念イベントの開催を決定しました。	 

	 

	 ギターウルフのボーカル／ギターである SEIJI の初エッセイ集『昭和 UFO』の発売を記念した観覧無

料のトークイベントは、6 月 29 日(水)、タワーレコード渋谷店 B1F	 CUTUP	 STUDIO にて開催します。当

日は、インタビュアーとして吉田豪が登場。数々の芸能人／著名人のインタビューをこなすプロイン

タビュアーの吉田豪と著者・SEIJI が繰り広げる悶絶必至なロックトークの模様は、タワーレコード渋

谷店のストリーミング・メディア『タワレボ』（http://www.towerrevo.jp/）でも生配信します。また、

トークイベント終了後には「阿武誠二サイン＆チェキ会」も実施予定（こちらは、タワーレコード渋

谷店で『昭和 UFO』を購入された方に先着で配られる「特典会参加券」が必要となります）。	 

	 このほかにも 6 月から 7 月にかけて、本人の地元である松江や、名古屋、京都、大阪、福岡などで

も続々イベントが決定中です。	 

	 

	 

	 

《タワーレコード渋谷店	 発売記念イベント》	 

■イベントタイトル：	 

阿武誠二『昭和 UFO』発売記念	 

ギターウルフ・セイジ×吉田豪	 タイマン・インタビュー＋サイン＆チェキ会	 at	 タワーレコード渋

谷店	 



■開催日時：2016 年 6 月 29 日(水)20：00 集合／20：30 開演／20：30 タワレボ生配信開始	 

■出演：阿武誠二、吉田豪	 

■内容：公開インタビュー・トーク、特典会（サイン＆チェキ会）	 

■会場：タワーレコード渋谷店 B1F	 CUTUP	 STUDIO	 

■入場方法：入場／観覧フリー	 

■特典会参加方法：商品入荷時以降、タワーレコード渋谷店で『昭和 UFO』を御買上のお客様に、1 点

ご購入で阿武誠二サイン＆チェキ参加券を 1 枚配布。当日会場で購入でも参加券をお配りします。	 

＊サインは御買上頂いた『昭和 UFO』へのサインのみとさせていただきます。忘れずにお持ちください。	 

＊サイン後、SEIJI さんとお客様の 2 ショット・チェキ撮影となります	 (チェキへのサインは時間の都

合上行いません)	 。	 

■配信 URL：http://www.towerrevo.jp/	 ※生配信はトーク部分のみとなります。	 

	 

	 

	 

《出版記念イベント全国各地で続々決定！》	 

■6 月 22 日（水）	 19：00〜	 

名古屋	 LIVE	 HOUSE	 OYS	 トーク＆サイン会	 

お問い合わせ：052-202-1020	 

http://park17.wakwak.com/~oys/	 

	 

■6 月 23 日（木）	 19:00〜	 

京都	 ヴィレッジヴァンガード新京極店	 トーク＆サイン会（ゲスト：THE ロック大臣ズ）	 

お問い合わせ：075-229-6700	 

http://www.village-v.co.jp/shop/list/detail/?code=282	 

	 

■6 月 29 日（水）	 20:30〜	 

東京	 タワーレコード渋谷店	 トーク＆サイン＋チェキ会（ゲスト：吉田豪）	 

お問い合わせ：03-3496-3661	 

http://tower.jp/store/kanto/Shibuya	 

	 

■7 月 3 日（日）	 20:00〜	 

大阪	 ロフトプラスワンウエスト	 トーク＆サイン会（ゲスト：掟ポルシェ）	 

お問い合わせ：06-6211-5592	 

http://www.loft-prj.co.jp/west/	 

	 

■7 月 22 日（金）	 19:00〜	 

福岡	 HMV&BOOKS	 HAKATA	 サイン会	 

お問い合わせ：092-433-6580	 

http://www.hmv.co.jp/en/store/bhk	 

	 

■7 月 24 日（日）	 14:00〜	 

松江	 今井書店グループセンター店	 サイン会	 

お問い合わせ：0852-20-8811	 

http://www1.imaibooks.co.jp/book/



《書籍	 発売中》	 

	 

	 

書籍『昭和 UFO』	 

著者：阿武誠二	 	 

定価：（本体 1,800 円＋税）	 

仕様：四六判／352 ページ	 

発売：2016 年 6 月 9 日	 

［商品紹介ページ］http://www.rittor-music.co.jp/books/15317128.html	 

	 

	 ギターウルフ SEIJI の人気ブログ『フジヤマシャウト』。その待望の書籍化となる本書は、2007 年に

スタートし、2016 年春の時点で 400 に迫る膨大なエントリーのなかから珠玉の 89 篇を抜粋、再構成し

たものです。忘れられない夕焼け、夏休みの記憶といった誰の心にもある幼少期の情景、えも言われ

ぬ思春期の感情、そして上京した一人の青年の成長の記録とその果てにつかんだロック体験が、抒情

的かつ映像的な筆致により鮮やかに描き出されています。世界を股にかけて活躍するロックンローラ

ーが、ギターをペンに持ち替えて放つファースト・エッセイ集！	 

	 

	 

●PROFILE	 阿武誠二（SEIJI	 /	 GUITAR	 WOLF）	 

日本が誇るジェット・ロックンロール・バンド、ギターウルフのギター／ヴォーカル。1963 年長崎生

まれ、島根育ち。高校卒業と同時に上京。1987 年ギターウルフ結成。1993 年メンフィスの GONER	 RECORDS

よりファースト・アルバム発売、1996 年アメリカの MATADOR	 RECORDS よりサード・アルバムを全世界

発売、1997 年キューンよりメジャー・デビュー。以後、国内のみならず、US、EU 各国、オーストラリ

アや南米大陸まで世界を股にかけて精力的に活動中。	 

	 

	 

＜関連情報＞	 

3 年ぶり 12 枚目のフルアルバム発売！	 

今作はメジャー1st,2nd アルバムを手掛けた南石氏にエンジニアを依頼、全曲一発録りし、アナログマ

スターにトラックダウンして、初期衝動を封じ込めた仕上がりになった。「ニンジャスレイヤー	 フロ



ムアニメイシヨン」エンディングテーマ曲のつんざくジェットエフェクトが吹き荒れるアルバムバー

ジョンの「ジェットリーズン」から幕開け、王道 3 コードに自らの存在を恐竜チラノザウルスに擬え

歌ったアルバムタイトル曲「チラノザウルス四畳半」、アメーバ期にまで遡ってしまった究極のラブソ

ング「アメーバーラブソング」、信長に続く日本史シリーズ「忍者のシーズン」と強力全 11 曲 32 分の

ジェットアルバム!!	 初回生産限定盤はアナログ盤に続きブームが再燃しているカセットテープ付

き!!	 

	 

2016 年 5 月 11 日発売	 

ギターウルフ『チラノザウルス四畳半』（キューンミュージック）	 

初回生産限定盤	 カセット付き	 3,456 円(税込)	 KSCL2717～8	 	 

通常盤	 	 2,700 円(税込)	 KSCL-2719	 	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

【株式会社リットーミュージック】 http://www.rittor-music.co.jp/	 

□所在地：〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 1-105 神保町三井ビルディング □設立：1978 年 4 月 10 日 □資本金：1

億円 □決算期：3 月 31 日 □従業員数：93 名（2014 年 3 月 31 日現在） □代表取締役：古森優 □事業内容：音楽関連出版

事業 

 

【インプレスグループ】 http://www.impressholdings.com/ 

株式会社インプレスホールディングス(本社：東京都千代田区、代表取締役：関本彰大、証券コード：東証 1 部 9479)を持株会社と

するメディアグループ。「IT」「音楽」「デザイン」「山岳・自然」「モバイルサービス」を主要テーマに専門性の高いコンテンツ＋サー

ビスを提供するメディア事業を展開しています。 

以上 
 

【本件に関するお問合せ先】 

 

株式会社リットーミュージック デジタルマーケティング室 宣伝広報 市原 

Tel: 03-6837-4728/ E-mail: pr@rittor-music.co.jp 


