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T-Palette Records に 

キャラメル☆リボンと NA-NA の所属が決定 
関西で活躍中のアイドルグループ 2 組が同時参加！ 

 

タワーレコードのアイドル専門レーベル「T-Palette Records」に、アイドルグループのキャラメル☆リボンと NA-NA が

所属することが決定いたしました。 

 

今回新たにレーベルメイトとして参加するキャラメル☆リボンと NA-NA は、ともに「ESSE アカデミー」に所属する大阪

在住のアイドルグループ。キャラメル☆リボンは 2009 年 1 月に深田聖奈（ふかたせいな）、上野天音（うえのあまね）、

吉仲葵（よしなかあおい）により結成された中高生 3 人組。楽曲の良さに加えてピュアな歌声と高レベルなパフォーマ

ンス、「大阪下町 3 人組」を謳うコテコテの関西弁トークを繰り広げ、様々なステージでオーディエンスを魅了していま

す。これまでに「虹色」（2010 年）と「恋の music」（2012 年）「約束の場所」(2013 年)のシングル 3 作品をリリースし、い

ずれもアイドルファン、音楽ライターなどからも高評価を得ています。 

もう一組の NA-NA は、キャラメル☆リボンの妹グループとして活動しているみずき、ゆづき、かりん、さやね、とうこの

5 人組。平均年齢は 12.6 歳で、T-Palette Records 所属アーティストの中でも 年少のグループとなります。関西のイ

ベントを中心に活動していましたが、妖精のようにキュートなルックス、パワフルで小中学生とは思えないステージに

CD リリースを希望する声が多くなり、T-Palette Records への加入が決定いたしました。 

キャラメル☆リボン、NA-NA は、今夏以降 T-Palette Records よりシングル CD が発売される予定です。 

フレッシュな魅力を放つ新たなレーベルメイトにご期待ください。 

 

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

キャラメル☆リボン公式 HP    http://www.n-esse.com/caramelribbon.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
キャラメル☆リボン 

（左から上野 天音、吉仲 葵、深田 聖奈） 
 NA-NA 

（左からかりん、みずき、ゆづき、さやね、とうこ） 

 

 

 当当日日ののごご取取材材、、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  



■キャラメル☆リボン プロフィール 

関西で活動中の現役中高生アイドルグループ 3 人組、「ESSE アカデミー」所属。メンバーは全員モデル活動の経験が
あり、2009 年 1 月にグループ結成、2010 年 8 月にデビューシングル「虹色」をリリースした。2012 年 7 月 16 日 2nd シ
ングル「恋の Music」発売。2013 年 4 月 24 日 3rd シングル「約束の場所」発売。 

■メンバー紹介 
深田 聖奈（ふかた せいな） 
生年月日： 1997 年 9 月 27 日（高校 1 年生） 
身長： 157cm 
趣味： ショッピング・自分磨き！ 
特技： ダンス・歌・芝居・早着替え・目玉追いかけっこ 

おしゃれ大好きラーメン大好きリーダーのセイナです☆ 
初めて T パレットさんに入れると聞いたときは『キャーッ！！！』ってなりました。笑 
でも実は、まだ実感がないです。。 
キャラメル☆リボンではセイナが一番年上なので、すごく嬉しい思いと共に、みんなを
引っ張っていかないと、という責任と不安もあります。でも、３人は普段からすごく仲良く
て３人でいてすごく楽しいし、この３人ならおもいっきりがんばれると思います！夢はド
ームでコンサートをすることです！！笑 
キャラメルはファンの方に、しっかりとしたパフォーマンスと大阪っぽいノリツッコミの MC のギャップがおもしろいといっ
ていただけるので、そこはスキルアップ、それ以外の良さも身につけながらキャラメルらしく進化していきたいと思いま
す。 
そして、初めてキャラメル☆リボンを知ったよ！という方にも、こんなアイドル初めて！もう一回見たい！聞きたい！と
思っていただけるようなライブのできるアイドルになりたいです。 
これからもっと自分磨きにも力を入れて、本もたくさん読んで、老若男女みんなに応援してもらえるようになりたいです。
同世代の人にももっと応援してもらえる人になるのが目標です。 
まだまだ成長中な私たちですが、皆さんともっと多くの時間や感動を共有しながらがんばっていきたいと思いますので、
応援よろしくお願いします！ 
 
上野 天音（うえの あまね） 
生年月日： 1998 年 6 月 25 日（中学 3 年生） 
身長： 158cm 
趣味： ドラマ鑑賞・音楽鑑賞・かばん集め 
特技： ダンス・歌・スノーボード・一輪車・J ボード 
 
いっつも元気でおっちょこちょいな、あまちゃんことあまねです！ 
T パレットさんに入れること、めっーーーちゃ嬉しいです！！期待とか、楽しみとか、嬉
しさとか、がんばろうとか、いろんなハッピーで前向きな感情があります。 
ここまで来れたのは応援してくださる皆さん・スタッフさん・友達・家族・そしてなによりメ
ンバーのセイナ・アオイのおかげです。本当にありがとうございます！ 
実はあまちゃん、 初聞いたときは何のことかわからなくてポカンとしていたのですが
よくよく３人で話し合ってやっとわかってきました。笑 そしたら実感もわいてきました！
ちょっとだけですけど！笑 
みんなに感謝の気持ちを伝えるためにも、初心の心を忘れず、前に進み続けて、毎回新鮮で皆さんに満足してもらえ
るキャラメル☆リボンでいたいです。 
キャラメル☆リボンのライブのテーマはいつも、見に来てくださった方にめっちゃくちゃ楽しんでもらえること！です！ 
大阪のアイドルと言えばキャラメル☆リボン！と言ってもらえるようにがんばります！ 
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吉仲 葵（よしなか あおい） 
生年月日： 1999 年 3 月 4 日（中学 3 年生） 
身長： 153cm 
趣味： 人間観察・アイドル鑑賞 
特技： ダンス・歌・けん玉（日本一周） 
 
アイドルが好きすぎてアイドルになっちゃいました！あおいです♥ 

初 T パレットさんのお話を聞いたときは、もちろんびっくりしたんですが、それよりもや
っぱり「嬉しい！！頑張ろう！」という気持ちの方が大きかったです！！ 



私たちキャラメル☆リボンは、いつもタワーレコードさんでインストアライブをさせて頂いたり、CD を並べて下さったりと
タワーレコードさんにお世話になっています。 
そして、今回もタワーレコードさん、T パレットさんにお世話になります。 
少しでもお役に立てるように精一杯頑張りたいと思います！！ 
後、私はすごくアイドルが大好きで今回沢山のアイドルの皆さんと仲間になって頑張って行く！ということで、皆さんに
会えるのがとても楽しみです(^ ^) 
そして、そして！ 
なんと言っても、キャラメル☆リボンが一歩前進した。 
ということがすーーーごく嬉しいです！！ 
ゆっくりでも確実に一歩一歩進んで行きたいと思います！ 
一生懸命頑張るのでこれから宜しくお願いします！！！！！ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

■NA-NA プロフィール 
関西を中心に活動する小６～中３までの華奢でかわいらしい５人組。平均年齢１２．６歳！キャラメル☆リボンと同様
「ESSE アカデミー」所属。個性豊かながらも全員が、守ってあげたくなるような雰囲気とモデル並みのプロポーションを
持ち合わせる ESSE アカデミーの中でも大人気のユニット。身長はまだまだ成長途中ですが、歌とダンスの実力も◎。
モデル、舞台経験者、ＴＶ出演経験者などもおり、個人実績も豊富。かわいらしくて妖精みたいな少女たちのパワフル
でキラキラしたステージが見る人みんなに元気と笑顔を与える。T-Palette Records 加入に当たって、小学６年生の新
メンバー「とうこ」を迎え、さらにパワーアップした新生 NA-NA をお楽しみに！ 
 

■メンバー紹介 
みずき（瑞雪・中学３年生） 
２月２２日ねこの日生まれ、ねこ目がチャームポイント。 
キキララとアイドル、そして食べることが大好きなアニメ声みずき。 
特技はお料理とお菓子作り、地味だけど人差し指と中指の間を広げること。 
 
『初めてTパレットさんのお話を聞いたときは・・・嬉しすぎて涙が溢れてきました。 
そしたらスタッフさんやメンバーのみんなに、泣いてるーって笑われちゃいました。笑 み
ぃはアイドルが大好きでアイドルになりたくて・・・Tパレットさんのことも知っていたし、あん
なふうになれたらなぁと思っていたので、ほんまにほんまに嬉しかったです！ 
まだ、不安もあるけどNA-NAみんなでNA-NAらしく他のアイドルさんたちにも負けないくら
いの元気でがんばります。みぃはリーダーでもあり 年長だから、今まで以上にもっとし
っかりして、練習をもっと効率よくしてNA-NA全体のレベルを上げていきたいです。 
今までのNA-NAと違うね、とか、歌が上手になったね、とか、見てて元気をもらったよ、疲れが吹っ飛んだよ、また見た
い！とか言ってもらえるようなアイドルを目指します！というか、絶対なります！ 
なので、皆さん応援よろしくお願いします！！！ 
あ、 後にいっこだけ。みぃは泣いてるーって笑われちゃったけど、かりんもこそって泣いてたんですよ！笑』 
 

かりん（果琳・中学２年生） 
NA-NA の中ではツッコミ担当、でも実は一番のドジっ子。 
好きな科目は美術と家庭科、好きなことはお料理というかりん。 

『 初は全然信じられへんくて、びっくりして、頭がこんがらがっていたんですが、家に帰
って、家族とも話して、もいっかいよく考えるて・・・うわぁすごいことだなぁ！って後から実
感しました！笑 
T パレットさんに入ることになって、メンバーみんなが今までの何倍も何倍もがんばるよう
になったので、練習も大変になってきたけど、だんだんと新しい練習も増えてきて、
NA-NA の練習が、今までよりももっと楽しくなりました。 
かりんたちは、去年初めて１回だけ東京でライブに出させてもらったんです。その時はキ
ャラメル☆リボンたちも一緒だったので心強かったけど、これからはNA-NAだけで東京に
行くことがあるかもしれないから実はちょっと不安。。 
でも、NA-NA を見て、初めての人には、こんなユニットがあったんや、いろいろ調べてもっと知りたい！とか思ってもら
えたり、前から知ってくださっている方には前の NA-NA とは違う、レベルが上がったと思ってもらえたらものすごく嬉し
いです。そのためにももっと実力をあげて新しいことをいっぱいやっていきたいです。 
他のアイドルさんに、はやく追いつけるようにがんばります！ 
これからも応援よろしくお願いします！』 
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ゆづき（結月・中学２年生） 
明太子のおにぎり、たこわさ、エイヒレ、するめが大好き。 
みんなにすごいねって言ってもらえることは社会のテストで２回１００点をとったこと。 
自分を一言で言うと『わが道を行く』ハスキーボイスゆづき。 
 
『T パレットさんに入るって聞いたとき、実は初めはよくわからなくて、周りにすごいことな
んやでって教えてもらいました。 
ゆづきは、歌とダンスが大好きで、毎日何時間も歌ったり踊ったりしています。これから、
もっと人の前に出れることが多くなると思うから、今までよりももっともっとがんばってアイ
ドルとしてもアーティストとしてもトップを目指してがんばっていきたいです。それと、勉強
もがんばります。 
歌もダンスもまだまだだけど、聞いてて、すごく気持ち良いとか、心に響くような歌が歌え
る人になりたいです。 
あ、あと、お芝居も大好きなので、ドラマとか映画とかにも出れたらいいなぁ、とかひそかに思ってます。笑 
これからも自分を信じて、大好きなことをがんばっていきます。 
良かったらゆづきたちの歌を聴いたり、ライブを見てみてください。』 

 

さやね（爽音・小学６年生） 
今一番楽しみなことは秋にフクロモモンガを飼うこと。 
好きな給食のメニューはシャケのふりかけ、苦手なことは早口言葉、水色のランドセル
がお気に入りなウイスパーボイスさやね。 
 
『 初聞いたときはびっくりしたし、信じられませんでした。 
これからはもっとレベルを高めていって、他のアイドルさんよりレベルを高めてたくさん
の人に一番好きなアイドルは NA-NA と言ってもらえるように、あと、アイドルに興味がな
い人にも NA-NA スキ、と言ってもらえるようなアイドルになりたいです。光り輝くグルー
プになります！照笑 
やる気はすっごくあるんですけど不安もあって・・・さやね、乗り物酔いするんです。 
でも、ファンの人からお手紙をもらったり、がんばってねって言ってもらえると嬉しいから、
ファンの方の期待を裏切らないようにがんばりたいです！ 
さやねは恥ずかしがりやだし、トークもかんじゃうことがあるけど、ファンの人や NA-NA のみんなが優しくしてくれるの
で、置いていかれないようにがんばります。 
皆さん、応援よろしくお願いします。これから一緒に人生を歩んで生きましょう！』 

 

とうこ（桐子・小学６年生／新メンバー） 
好きな食べ物はおいなりさん。チャームポイントはすぐに赤くなるほっぺ。 
クラスのみんなで学級会の時間に遊ぶのが好きというちょっと天然なとうこ。 
甘いルックスと肩をすくめて笑うしぐさは、みんなを虜にする。 
 
『とうこは、NA-NA に入ったと同時に T パレットさんに入ることが決まったので、 初聞い
たときはよく意味がわからなかったけど、意味がわかってからはすごくびっくりしました。 
ESSE アカデミーに入ったのも 近で、こんなに本格的に歌やダンスをするのは初めてだ
し、こんなにいっぱい練習をするのも初めてだけど、自分以外はみんな歌が上手いから
悔しいし、NA-NA のみんなは色々教えてくれるし、みんなもすごくがんばっているので、も
っと練習してはやくみんなに追いつきたいです。 
学校では、ボーっとしてるって先生によく怒られるけど、NA-NA の練習では必死についていってるつもりです。 
もし学校の友達に見られたら恥ずかしいけど（笑）まだ NA-NA として出たことがないので、NA-NA として活動するのが
すごく楽しみです。 
ファンになってくれる人がいるなら・・・色々失敗するかもしれないけど、がんばりますので応援して下さいって言いたい
です。よろしくお願いします。』 

 


