
情報即日解禁
in FAM step

Inter FM『Hot Pics』、J-WAVE『SONAR TRAX』選出！

NEW MV『y.o.u.』 & E.P.トレーラー公開

メンバーメンバーメンバーメンバー作作作作 New MV New MV New MV New MV 『『『『y.o.uy.o.uy.o.uy.o.u....』』』』完成完成完成完成！！！！
11月30日発売となった in FAM step 「 y.o.u. EP」より、タイトルトラックの「y.o.u.」が11月28日より

Inter FMのパワープレイ『Hot Pics』に、またリード曲「Sweet Moment」がJ-WAVE『SONAR MUSIC』
のレコメンド『SONAR TRAX』に選出されました。

Inter FM 『Hot Pics』 http://www.interfm.co.jp/hotpick/?p=1849

J-WAVE『SONAR TRAX』 https://www.instagram.com/p/BNo43VEhvab

全国各局FMステーションでは引き続きO.Aされており、in FAM stepリーダーのyuhei miuraによる
人気の高かった「y.o.u.」のMVが完成！全世界的に流行するいじけたアンニュイなメロディ。
若者の心をわしづかみにするナイスな楽曲ここに。是非ご覧ください！

y.o.u.MV

店頭展開店頭展開店頭展開店頭展開&&&&メディアメディアメディアメディア掲載情報掲載情報掲載情報掲載情報
地元宇都宮のみならず、東京でも店頭での展開中！

http://www.cdjournal.com/main/news/in-fam-step/73846
in FAM stepが、最新ミュージック・ビデオ「Sweet Moment」をYouTubeで公開しています。ドラムは日本
を代表するクラブ・ジャズ・バンド、quasimodeの今泉総之輔がゲスト参加。

http://arban-mag.com/music_detail/110
ロバート・グラスパーとJ・ディラ以降というのが近年のジャズとヒップホップの結びつきを見る上での
キーワード。彼らの影響を受けたものは日本からもいろいろ登場し、SANABAGUNやWONKなどがその一例
だが、このたび『y.o.u.EP』を発表したin FAM stepもそんな新世代バンドのひとつ。

じわじわ露出しております。in FAM stepを皆さんの媒体でご紹介ください！

https://youtu.be/eChqpgeimS0URL



YouTubeYouTubeYouTubeYouTube UNIVERSALUNIVERSALUNIVERSALUNIVERSAL MUSICMUSICMUSICMUSIC JAPANJAPANJAPANJAPANチャンネルにチャンネルにチャンネルにチャンネルにE.P.E.P.E.P.E.P.トレーラートレーラートレーラートレーラー公開公開公開公開。。。。
全曲の試聴が簡単にできるトレーラーをYouTubeのUNIVERSAL MUSIC JAPANチャンネルに
投下！E.P.全5曲のおいしいところを凝縮したトレーラーとなっております。

E.P.トレーラー

11111111月月月月29292929日日日日レーベルローンチパーティもレーベルローンチパーティもレーベルローンチパーティもレーベルローンチパーティも大盛況大盛況大盛況大盛況！！！！
発売日前日のレーベルローンチパーティは平日に関わらず、多くのお客様にご来場いただきました。
in FAM stepのサポートドラマーはレコーディング同様、クオシモードの今泉総之輔、レーベルメイトで
あるBASEMENT ピは新たにSANABAGUN.のドラマー沢村一平が加入、ゲスト出演のKan Sanoバンドで
は上原ひろみなどのサポートドラマーとしても有名な今村慎太郎が出演ということもあり、音楽ファ

ンが唸るミュージシャンシップにあふれるメンツが揃いました。

本メールをお送りしている皆様にはサンプル盤を漏れなくお送りしております。
万が一、まだ手元にないという方はお気軽にお問合せください。

電話でのお問合わせ ▶ 新川宰久（SOUND FINDER/090-3965-3592） 大森常正（BAJ/090-3312-9792）
メールでのお問合せ ▶ Steppin’ out! info@steppinout.tokyo

皆さんの番組、イベントに
お声かけください！

info@steppinout.tokyoまで

https://youtu.be/2e3EaQBxh3gURL



ライブスケジュール
2016.12/16（金） sugoitonderu @ 高崎Club FLEEZ Asile
2017. 1/15（日） サムデイズゴーンレコ発ツアーファイナル@宇都宮ハロードリー

2/19（日） ヘブンズロック宇都宮(情報解禁日未定)
3/11（土） cross over fes.@名古屋(情報解禁日未定)

ライヴにお越しください。下記、ご連絡お待ちしております！！
電話でのお問合わせ ▶ 新川宰久（SOUND FINDER/090-3965-3592）

大森常正（BAJ/090-3312-9792）

メールでのお問合せ ▶ Steppin’ out! info@steppinout.tokyo

OFFICIAL Web ▶ http://www.steppinout.tokyo

y.o.uy.o.uy.o.uy.o.u....

How come you hate it

You must feel great sorrow 

And i...

So many pains and tears in my life 

Shake it off

Something like a flake

No effect on our life and quest

You've got times it's gonna be all right 

There’s nothing to worry about.

You make me feel like free every time 

I don't need anything else 

Even for just a short while

You and I forever 

Time goes by, together 

Till you die forever 

But I won't try to get back

You ain't like a stunner 

But I don't mind. around 

Will you love forever 

Ain't no time to get back

Let's fly away

Well I'm not sure 

I guess it's right time 

It might be worth in your eyes 

One more time. Together 

I don't mind if you've got your way 

Two  of us forever 

Three four five, take one step at a time

You and I forever 

Time goes by, together 

Till you die forever 

But I won't try to get back

You ain't like a stunner 

But I don't mind around 

Will you love forever 

Ain't no time to get back


