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T-Palette Records2 周年企画！MIXCD リリース決定 

「T-Palette Records 2nd Anniversary Mix～Diggin' on you～」7/17 発売 

選曲とミックスはサイプレス上野とロベルト吉野！ 
 

タワーレコードのアイドル専門レーベル T-Palette Records が、レーベル設立 2周年を記念した MIXCD

「T-Palette Records 2nd Anniversary Mix～Diggin' on you～」を 7 月 17 日（水）にリリースするこ

とが決定しました。 

T-Palette Records は、日本初のアイドル専門レーベルとして 2011 年 6 月に設立。レーベル設立 2周

年を記念して、これまでのレーベル音源を使用した MIXCD を発売いたします。本作の選曲とミックスを

担当するのは、HIP HOP グループ、サイプレス上野とロベルト吉野。サイプレス上野とロベルト吉野は、

同日発売の Negicco の 1st アルバム「Melody Palette」にも参加、所属アーティストと共演などの機会

も多いことから、MIXCD 企画をオファー、リリースが実現しました。 

T-Palette Records のコンセプトでもある、“色鮮やかな個性”を持つアイドル達の音楽をこの 1 枚に

凝縮した内容となっています。 

 

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

●サイプレス上野とロベルト吉野 オフィシャルHP    http://www.sauetoroyoshi.com/ 

 

■T-Palette Records とは？ 

タワーレコードが発信するアイドル専門レーベル。 

パレットとは文字通り、絵の具を溶き、混ぜ合わせ、自分が目指す色合いに調合する場所。 

タワーレコードをパレットとして、様々な色鮮やかな色を持つアイドルを発掘、タワーレコードならでの“音”に拘った作

品を、独自の視点、マーケティングによりリリースし、お客様にもっとも近い店頭やオンラインでの様々な活動を通し、

アイドル・ファンのみならず全ての音楽ファンの皆様に新しい J-POP シーンをお届けしてまいりたいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイプレス上野とロベルト吉野 T-Palette Records 2nd Anniversary Mix～Diggin' on you～

ジャケット 
 

 

 
ごご取取材材、、おお問問いい合合わわせせ先先：：  TT--PPaalleettttee  RReeccoorrddss制制作作デデススクク  吉吉野野,,雪雪田田  TT::0033--44333322--00775522  

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://tower.jp/label/t-paletterecords
http://www.sauetoroyoshi.com/
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タイトル：T-Palette Records 2nd Anniversary Mix～Diggin' on you～ ※完全生産限定盤 

 
発売日 ： 2013 年 7 月 17 日（水） 
品番  ：TPRC-0048  
価格  ：￥2,000（税込） 
レーベル：T-Palette Records 

収録曲 ：   

０１ CHIKU-TAKU /LinQ <CHIKU-TAKU / ゴーイング マイ ウェイ!> 

０２ GET IT ON! /Negicco <GET IT ON!> 

０３ リスペクトーキョー /アップアップガールズ (仮) <リスペクトーキョー / ストレラ! ～Straight Up!～> 

０４ ドクター、お願い /バニラビーンズ <バニラビーンズ II> 

０５ カプセルカプセル /しず風&絆～KIZUNA～ <チェッカーフラッグをとめろ>  

０６  R.O.D. / ライムベリー <R.O.D. / 世界中にアイラブユー> 

０7  世界中にアイラブユー /ライムベリー <R.O.D. / 世界中にアイラブユー> 

０８ チョコミントフレーバータイム /バニラビーンズ <チョコミントフレーバータイム> 

０９ おいでよ /lyrical school <そりゃ夏だ! / おいでよ> 

１０ そりゃ夏だ! /lyrical school <そりゃ夏だ! / おいでよ> 

１１ つくしん暴 /しず風&絆～KIZUNA～ <つくしん暴> 

１２ 完全攻略 /Negicco <GET IT ON!> 

１３ オオスミタイム /バニラビーンズ <バニラビーンズ II> 

１４ ユメミルしっぽ /バニラビーンズ <バニラビーンズ II> 

１５ あの街の空 /LinQ <CHIKU-TAKU / ゴーイング マイ ウェイ!> 

１６ Pretty Woman /LinQ <Love in Qushu ～LinQ 第一楽章～> 

１７ スウィート・ソウル・ネギィー /Negicco <Negicco 2003～2012 -BEST-> 

１８ Let's Feel Together /LinQ <Love in Qushu ～LinQ 第一楽章～> 

１９ Yellow Fuckin' Idol? /しず風&絆～KIZUNA～ <Oo.しず風にのって.oO> 

２０ ストレラ! ～Straight Up!～ /アップアップガールズ (仮) <リスペクトーキョー / ストレラ! ～Straight Up!～> 

２１ アイドルばかり聴かないで /Negicco <アイドルばかり聴かないで> 

２２ Summer vacation /バニラビーンズ <バニラビーンズ II> 

 
■サイプレス上野とロベルト吉野 

マイクロフォン担当:サイプレス上野、ターンテーブル担当:ロベルト吉野、通称『サ上とロ吉』。 

2000 年にあらゆる意味で横浜のハズレ地区である『横浜ドリームランド』出身の先輩と後輩で結成。 

"HIP HOP ミーツ all グッド何か"を座右の銘 に掲げ、"決して HIPHOP を薄めないエンターテイメント"と称されるライブパフォーマン

スを武器に毎年 120 本近くのライブを行っている。  

2007 年に 1st アルバム｢ドリーム｣、2009 年には 2nd アルバム｢WONDER WHEEL｣を発表している。その後、恵比寿リキッドルーム

でワンマンライブを成功させ、その模様を収録した「ワンダー・ホイール ザ ライブ」を発売。2011 年 9 月には、横浜・神奈川をコン

セプトにしたミニアルバム「YOKOHAMA LAUGHTER」をリリース。 

同年 11 月、SPECIAL OTHERS コラボアルバム「SPECIAL OTHERS」へ参加。 

2012 年 3 月 7 日に約 3 年ぶりフルアルバム｢MUSIC EXPRES$｣をリリース。 

アルバム収録曲｢ちゅうぶらりん feat.後藤まりこ｣は、テレビ東京系『ゴットタン』エンティングテーマに決定し注目を集める。 

2012 年 12 月 12 日には、"THE ORIGINAL 045STYLE"、"ハマの大怪獣"こと OZROSAURUS を迎えたシングル「ヨコハマシカ 

feat.OZROSAURUS」をドロップし、2013 年 2 月 20 日に、4 枚目となるアルバム｢TIC TAC｣をリリース。i-tunes HIPHOP アルバムチ

ャートで 1 位を獲得。2013 年 5 月 11 日より、彼らのキャリア初となる全国 8 箇所のワンマンツアーを開催。2013 年 9 月には、彼ら

が参加した客演集 CD のリリース。更に 12 月には 2 枚同時発売となるベスト盤をリリース予定。 


