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バニラビーンズ 新曲 PV 公開＆CD 詳細発表！ 

シングル恒例のカヴァーは“RC サクセション”！！ 
  

6/26 に初の写真集「月刊 NEO バニラビーンズ」、そして 7/4 にタワーレコードのアイドル専門レーベル

「T-Palette Records」より、今年 3 枚目のシングル「ノンセクション」を発売するバニラビーンズですが、

本日新曲の PV が公開され、CD の詳細も発表となりました！ 

新曲「ノンセクション」は、“脚線美”をテーマに、たくさんの靴を履いて様々な表情をみせた写真集と連

動し、“自分らしい靴を履いて前に進んでいく女の子“の姿を歌った 1曲。 

歌詞は Perfume 初期作品で活躍し、バニラビーンズとも昨年夏からタッグを組んでいる“木の子”によるも

ので、曲調もバニビでは珍しく、攻めの姿勢を感じさせる 1曲になっています！ 

PV も新曲のダンスシーン以外に、写真集の撮影風景や実際の写真が収録されていて必見です！  

またシングルでは恒例となった、カップリングのカヴァーナンバーでは、今回ついにバニビが“RC サクセ

ション”に挑戦！どんな歌声を聞かせてくれるのか、注目です！ 
 

●「ノンセクション」PV URL（T-Palette Records YouTubeチャンネル） http://youtu.be/My-l47CaovU 

●T-Palette Records WEBSITE   http://tower.jp/label/t-paletterecords 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

バニラビーンズ 7th シングル『ノンセクション』2012 年 7 月 4 日（水）発売 
 
【通常盤】 
TPRC0020 ￥1,000 (税込) 
<収録曲>  
1.ノンセクション 2.秘密  3.ノンセクション（Instrumental） 4.秘密（Instrumental）  
【初回限定盤（CD＋BOOK）※写真集のアザーカットが収められた豪華ブックレット付き】 
TPRC0019 ￥1,500 (税込)  
<収録曲>  
1.ノンセクション 2.秘密 3.君が僕を知ってる 4.ノンセクション（Instrumental）5.秘密（Instrumental）
【初回限定盤（CD+DVD） ※写真集の撮影風景を収めた DVD 付き】 
TPRC0018 ￥1,500 (税込)  
<収録曲>  
1.ノンセクション 2.秘密 3.君が僕を知ってる  4.ノンセクション（Instrumental）5.秘密（Instrumental）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
『ノンセクション』収録曲 
1.ノンセクション  作詞：木の子 作曲：今井晶規 編曲：中島靖雄 
2.秘密       作詞：田形美喜子 作曲/編曲：髙見優 
3.君が僕を知ってる 作詞/作曲：忌野清志郎 編曲：大隅知宇 

通常盤     初回限定盤（豪華ブックレット付）      初回限定盤（DVD付） 

おお問問いい合合わわせせ先先：：  タタワワーーレレココーードド広広報報室室  谷谷河河、、高高橋橋、、松松本本、、伊伊早早坂坂  

TT::  0033--44333322--00770055    eemmaaiill::  pprreessss@@ttoowweerr..ccoo..jjpp  

http://youtu.be/My-l47CaovU
http://tower.jp/label/t-paletterecords


 
メンバーコメント 

  

今回は、ダンスシーンだけではなく写真集の撮影風

景とも連動した PV になっています！高いヒールを履

き、攻めで強い眼差し、そしてヒールの高さ分だけ、

ちょっぴり女度高めの 2人にも是非注目してみて下さ

い。（レナ） 

 

 2012 年第三弾のシングル、「ノンセクション」は、

自分らしさを武器に、戦う女の子の気持ちを歌ってい

ます！ 

今回も作詞を木の子さんにしていただきました。明日

もがんばろうって気持ちになれる曲です。沢山の人に

聴いてもらえますように!!7.5～9.5 センチの背のビ

ーンズ！！（リサ） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

■6/26 写真集発売イベントでは、美しい足形を生プレゼント！！ 

PV 公開と CD 詳細発表とともに、本日は写真集の発売イベントの詳細も発表。発売日当日のタワーレコード渋

谷店でのインストアイベントでは、写真集をお買い上げの方に、2人が手形色紙ならぬ、足形色紙をプレゼン

トするとのこと！足や靴がテーマの今作にちなんでのことですが、2人がその場で色紙を踏んで、足形を捺し

てくれるとのことで、そのパフォーマンスにも注目が集まります！ 

アイドル界 No.1 と呼び声の高い“美脚”を、写真集で惜しげもなく披露した 2 人ですが、足裏の形もきっと

美しいはず！気になる方は、写真集発売日にタワレコ渋谷店へ！  

 

＜写真集 『月刊 NEO  バニラビーンズ』＞ 

バニラビーンズが“初”の写真集を発売 ！！ 

レナ&リサが初めて挑む、ちょっぴりセクシーな写真満載 ！  

ポップな脚線美にも注目です！ 

 
■『月刊 NEO  バニラビーンズ』 
2012 年 6 月 26 日(火)発売 
撮影：西村裕介  

発行：NEO  発売：イーネット・フロンティア 

価格：2625 円(税込)  

ムック写真集 A4 サイズ オールカラー 104 ページ（ISBN 978-4-86205-871-3） 

 
■『月刊 NEO バニラビーンズ 特装版』 

2012 年 6 月 26 日(火)発売 

※「ハードカバーケース収納・生写真 10 点＆メイキング DVD」付き。 

発行：NEO 発売：イーネット・フロンティア 

価格 4935 円(税込)  

ムック写真集 A4 サイズ オールカラー 104 ページ（ISBN 978-4-86205-871-3） 
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＜『月刊 NEO  バニラビーンズ』インストアイベント情報 ＞ 

6 月 26 日（火） 19：30～ タワーレコード渋谷店 B1 ステージ（入場・観覧無料） 

6 月 30 日（土） 13：00～ 書泉ブックタワー秋葉原 

6 月 30 日（土） 15：30～ 秋葉原 CD ショップ（詳細は追って発表いたします）（入場・観覧無料） 

6 月 30 日（土） 18：00～ 秋葉原・ソフマップアミューズメント館 8Ｆ 

 

※写真集をお買い上げの方に、2人の足形色紙をプレゼント！ 

詳しくはバニラビーンズオフィシャル HP での発表をご確認下さい！ 

（注：足形をお客様の目の前でスタンプするパフォーマンスは、6/26 タワレコ渋谷店のみの予定です） 

＜その他イベント情報＞ 

 

◆「ノンセクション」インストアイベント 

6 月 24 日（日）昼＆夕方 大阪市内 CD ショップ 

6 月 25 日（月）夜    名古屋市内 CD ショップ 

7 月 1日（日）昼＆夕方 東京都内イベント会場 

7 月 3日（火）～8日（日）東京都内 CD ショップ 

 

◆2012 年 6月 17 日(日) 

「バニラビーンズワンマンライブ 北欧の風 vol.4 ～渋谷は夜の 17 時～」 

会場：渋谷 WWW 

時間：OPEN 16:00 START 17:00 

チケット：前売\3,500（SOLD OUT） 当日 \4,000（税込・ドリンク代別） 

 

◆2012 年 6月 23 日(土) 

「TOWER RECORDS Presents POP'n アイドル 02」 

会場：ZEPP TOKYO 

時間：OPEN 16：00 / START 17：00 

出演：バニラビーンズ / さくら学院 / Negicco / ぱすぽ☆ / Berryz 工房  

チケット：1F スタンディング、2F 座席指定、2Fスタンディング 共に￥4,800（税込／１D 別） 

 

◆2012 年 7月 22 日（日） 

「バニラビーンズカップ 第 5回 アイドルフェス inBOAT RACE TAMAGAWA Vol.5 」 

※未来のスターを目指して頑張っている‘アイドル＆ガールズレーサー応援プロジェクト’として昨年度から

ボートレース多摩川で、シリーズで開催されているイベントの 5 回目。7/17～7/22 の期間、ボートレース多

摩川では、同プロジェクト全ての開催に出演し、ナビゲーター役をつとめる「バニラビーンズ」の名を冠とし

た『バニラビーンズカップ』を開催中で、多数のアイドルが出演する上記イベントは、『バニラビーンズカッ

プ』の最終日に実施されます！ 

会場：ボートレース多摩川 

時間： START 10：00（予定） 

出演：バニラビーンズ 他 （観覧無料） 

 


