【羽根 -Single Version-】 KZCD-004

2018 年 05 月 02 日配付

2009 年に発売延期されたままだった幻のシングル。
カップリングには SHIGE がメインボーカルをとる「月の葬列」を収録。
126 ㎜ 126 ㎜紙ジャケット仕様。

-CD収録曲１：
「羽根 -single version-」
２：
「月の葬列 -Original Version-」

【Again】

2018 年 05 月 02 日配付

KZCD-005

2009 年に発売延期されたままだった幻のシングル。
カップリングには初期バージョンの「NUMBER SIXXX.」を収録。
126 ㎜ 126 ㎜紙ジャケット仕様。

-CD収録曲１：
「Again -single version-」
２：
「NUMBER SIXXX. -Original Version-」

【Hane/Again e.p.】 KZCD-004+005

2018 年 05 月 02 日配付

KZCD-004 と KZCD-005 をセットにした CD2 枚組。
塩ビ製の透明プラケースに 5 枚組の歌詩＆未発表のメンバー写真を使用したカードセットを封入。
-DISC-1１：
「羽根 -single version-」
２：
「月の葬列 -Original Version-」
-DISC-2１：
「Again -single version-」
２：
「NUMBER SIXXX. -Original Version-」
※ロゴ入り透明ケース／紙ジャケット仕様／5枚組カード封入

【Hane/Again e.p.】

2018 年 05 月 02 日発売

KZCD-006

KZCD-004 と KZCD-005 を 1 枚の CD に統合しボーナストラックを加えた 5 曲入 CD。
特殊な印刷が施された 20P フルカラーブックレットには 2008 年〜2010 年の未公開Ａ写を多く
使用している。2008 年〜2009 年の REC 素材を 2018 年に再 MIX。マスタリングは SHIGE。
YUKIYA の 2018 年インタビューも掲載された差換用 4P ジャケットも封入。
--CD収録曲１：
「羽根 -single version-」
２：
「月の葬列 -Original Version-」
３：
「before the dawn」-Instrumental４：
「Again -single version-」
５：
「NUMBER SIXXX. -Original Version-」

2018 年 5 月 2 日赤坂 BLITZ にて限定販売決定。
定価￥2,000-

【tonight,tonight -DVD Single-】

2018 年 05 月 02 日配付

GKDV-013

Guitar に aie、Bass に kazu、Drums に sakura という豪華なメンバーで REC された
「藤田幸也エレクトリック！」としての初音源「tonigjt,tonight」（2016 年発売／すでに廃盤）
にリリックビデオ的な歌詩から想起されるイメージ映像をつけた DVD シングル。
2018 年 5 月 2 日赤坂 BLITZ にて来場者にプレゼントされる予定。
見開き式の豪華紙ジャケット仕様。

-DVD収録曲１：
「tonight,tonight」

【without you】

非売品
V.I.P. メンバーと特典付チケット購入者に配付予定

2017 年 12 月 31 日発売

KZCD-035

藤田幸也エクスペリエンスとしての 1st シングル。
藤田幸也、坪本伸作、吉岡寿之に加え、一也（HOLLOWGRAM）と TETSU（ENDLESS）が
加入しての初の公式作品。

--CD収録曲１：
「without you」 ※エクスペリエンスメンバーによる新録バージョン

※会場限定シングル／特殊ジャケット仕様／歌詩カード封入

【Lullaby】

2018 年 5 月 2 日赤坂 BLITZ にて限定販売決定。
定価￥1,000-

2018 年 01 月 01 日発売

KZCD-036

藤田幸也エクスペリエンスとしての 2nd シングル。
エクスペリエンスのライブでしか演奏されることのない事実上のオリジナル楽曲が
新録シングルとして待望の作品化。

--CD収録曲１：
「Lullaby」 ※エクスペリエンスメンバーによる新録バージョン
2018 年 5 月 2 日赤坂 BLITZ にて限定販売決定。
※会場限定シングル／特殊ジャケット仕様／歌詩カード封入

【CROSSROAD COMPLEX】

定価￥1,000-

2018 年 05 月 02 日発売

KZCD-037

藤田幸也エクスペリエンスとしての 3rd シングル。
完全初公開となる 2018REC のエクスペリエンスバージョンに加え、近年の公演で配付されていた
バラードバージョン（REC は 2017 年に行われた）とポエトリーリーディングバージョンには
新たに ATSUSHI（Kαin）が自ら演奏したシンセを加えて再 MIX＆リマスタリング。
見開き式の豪華紙ジャケットでの限定販売。
--CD収録曲１：
「CROSSROAD COMPLEX -EXPERIENCE version-」
２：
「CROSSROAD COMPLEX -BALLADE version-」
３：
「CROSSROAD COMPLEX -Poetry Reading-」

2018 年 5 月 2 日赤坂 BLITZ にて限定販売決定。
定価￥1,000-

【drow -2nd press-】

2017 年 11 月 25 日発売

KZCD-033

2013 年 7 月に会場限定発売され完売した SHIGE 作曲のシングル「drow」
にボーナストラックと特典 DVD を加え、アナログレコードサイズの 7 インチジャケットで再発。
-CD収録曲１：
「drow」※オリジナルバージョン
２：
「drow -instrumental-」※楽器のみの演奏を収録した音源
３：
「drow -without YUKIYA-」※メインボーカル無し、SHIGEのコーラスのみありの音源
４：
「drow -20170502-」※赤坂BLITZワンマンライブ音源
-DVD収録曲1：
「drow -20170502-」※赤坂BLITZワンマンライブ映像（TMFV-019）
※新規デザイン歌詩カード封入

【羽根 -Single Version-】 KZCD-034

LIVE 会場で販売中！￥2,000-

2017 年 11 月 25 日発売

Kαin 初期からの代表曲「羽根」を完全限定生産 7inch レコードサイズジャケット版にて
遂にシングルリリース。（CD です）アルバム版とは全く違う全パート新規録音バージョン。
10 周年記念シングル CD です。

--CD収録曲１：
「draw the line」 ※2017年11月25日公演のオープニング曲（作曲：SHIGE）
２：
「羽根」※新録シングルバージョン
３：
「羽根 -instrumental-」 ※楽器のみの演奏を収録した音源
※SHIGE撮影＆YUKIYAデザインによるオリジナルポストカード5枚セット封入

【月の葬列 -7inchジャケット-】 KZCD-038

LIVE 会場で販売中！￥2,000-

2018 年 05 月 02 日発売

藤田幸也が自分の趣味のためだけに作り続けるアナログレコードサイズの 7 インチ紙ジャケ CD。
2016 年 5 月に配付されその後入手不可能となっていた SHIGE がメインボーカルをとる Kαin の
ライブでの定番曲が 7 インチ紙ジャケ CD 化（完全限定版）。
この限定版には演奏のみの音源も収録されている。
--CD収録曲１：
「月の葬列」
２：
「月の葬列 -Instrumental-」
※完全限定販売／7インチジャケット仕様／CDジャケットサイズ歌詩カード封入／特典ステッカー封入
BLITZ にて限定販売！￥2,000-

【Again -7inchジャケット-】

2018 年 05 月 02 日発売

KZCD-039

藤田幸也が自分の趣味のためだけに作り続けるアナログレコードサイズの 7 インチ紙ジャケ CD。
長らく音源化が望まれていたライブでの定番曲が 7 インチ紙ジャケで初 CD 化（完全限定版）。
この限定版のみインスト（カラオケ）バージョンも収録されるので SHIGE の速弾きを心ゆくまで
堪能してください。7 インチ紙ジャケの中にオマケも色々封入されています。
--CD収録曲１：
「Again」
２：
「Again -Instrumental-」
※完全限定販売／7インチジャケット仕様／CDジャケットサイズ歌詩カード封入／特典ステッカー封入
BLITZ にて限定販売！￥2,000-

