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2014/7/10  

今年は東京・大阪で T パレアーティストが一挙集結！ 

T-Palette Records 感謝祭 2014 開催決定 
10/4 大阪・IMP ホール 12/13 品川・ステラボール 

 

タワーレコードのアイドル専門レーベル T-Palette Records では、「T-Palette Records 感謝祭 2014」を東京公演・品

川ステラボール、大阪公演・IMP ホールにて開催することが決定しました。 

 

T-Palette Records 感謝祭は、タワーレコードのアイドル専門レーベル「T-Palette Records」に所属するアーティスト

が一同に会するスペシャルイベント。毎年東京のみで行っていた本イベントを、今年は大阪と東京の 2 都市で開催い

たします。参加アーティストは、立ち上げから所属するバニラビーンズ、Negicco から、先日所属を発表したばかりのプ

ラニメまで総勢 9 組がファンの皆様への感謝とお礼を込めたパフォーマンスを行います。司会進行を務めるのは、ライ

ター兼プロインタビュアーの吉田豪氏とタワーレコード代表取締役社長の嶺脇育夫。感謝祭恒例となっている二人の

司会進行、そして所属アーティスト達によるパフォーマンスをお楽しみに。 

 

チケットは、【東京/大阪 通し券】をタワーレコード オンラインにて 7 月 10 日(木)より数量限定で先行受付開始。東

京公演のタワーレコード店頭先行(渋谷店、新宿店、池袋店、秋葉原店、横浜ビブレ店)、大阪公演の店頭先行（梅田

NU 茶屋町店、梅田大阪マルビル店、難波店、神戸店、京都店）にて、共に 7 月 28 日（月）各店開店時間より販売を開

始致します。一般発売は大阪公演 8 月 30 日（土）、東京公演を 9 月 26 日(金)より開始致します。 

■ 公演HP： http://tower.jp/t-palette2014  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご取材お問い合わせ先：タワーレコード レーベル事業推進プロジェクト 高橋 T:03-4332-0750 mtakahashi@tower.co.jp

タワーレコード広報室 谷河,松本,伊早坂 T:03-4332-0705 email: press@tower.co.jp 

http://tower.jp/t-palette2014
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TOWER RECORDS presents T-Palette Records 感謝祭 2014 

【大阪公演】 

日時： 2014 年 10 月 4 日（土） 開場 14：00／開演 15：00 

会場： 大阪 松下 IMP ホール（大阪府大阪市中央区 城見 1 丁目 3−7） 

問い合わせ先：サウンドクリエーター http://www.sound-c.co.jp 06-6357-4400  

 

【東京公演】 

日時： 2014 年 12 月 13 日(土)  開場 14：00／開演 15：00 

会場： 品川 ステラボール（東京都港区高輪 4-10-30） 

問い合わせ先：HOT STUFF PROMOTION  03-5720-9999 

 

 

出演： バニラビーンズ/Negicco/しず風&絆～KIZUNA～/lyrical school/アップアップガールズ（仮）/ 

キャラメル☆リボン/ワンリルキス/amihime/プラニメ 

司会： 吉田豪、嶺脇育夫（タワーレコード代表取締役社長） 

 

チケット： 前売￥4,500 （消費税込）  

タワーレコード オンライン先行受付：東京/大阪 通し券￥8,000（消費税込み） 7/10(木)22:30～7/27(日) ※数量限

定（通し券についてのお問い合わせ先： 0120-051-096） 

【東京公演】タワーレコード店頭先行：渋谷店、新宿店、池袋店、秋葉原店、横浜ビブレ店 7/28(月)各店開店時～ 

【大阪公演】タワーレコード店頭先行：梅田 NU 茶屋町店、梅田大阪マルビル店、難波店、神戸店、京都店  7/28(月)

各店開店時～ 

一般発売（チケットぴあ／ローソンチケット／イープラス）： 東京公演 9/26(金)～／大阪公演 8/30（土）～ 

 

公演 HP： http://tower.jp/t-palette2014 

 

主催： タワーレコード株式会社 

 

プロフィール 

■バニラビーンズ 

北欧の風にのってやってきた、清楚でイノセンスな雰囲気を持つ"オシャレ系アイドル"。 

数々のユニークなプロモーションを行なう"実験型アイドル"でもある一方で、ビジュアルとサウンドは一流クリエーター

達の手によって徹底的にオシャレに作られており、アーティストや有名クリエーター達からの支持も厚い。抜群のトー

ク力と、“アイドルオタク”と“リアルセレブ”というメンバー2 人の持ち味を生かし、テレビ・ラジオ番組等のパーソナリテ

ィーやイベント司会等でも活躍中。 

http://www.flowerlabel.jp/vanillabeans/ 

 

■Negicco 

2003 年に結成されたアイドル・ユニット。メンバーは Nao☆、Megu 、Kaede。 

「恋するねぎっ娘」で CD デビュー。「勝ち抜き!アイドル天国!!ヌキ天」でグランプリ、ご当地アイドル No.1 決定戦「U.M.U 

AWARD 2010」グランプリと地方アイドルの頂点を極める。2012 年 2 月、初のベスト・アルバム「Negicco 2003～2012- 

BEST-」を発表。2013 年 3 月、新潟県知事より“にいがた観光特使”に任命される。結成 10 周年イヤーの同年 7 月に

は豪華制作陣を迎えたファースト・オリジナル・フル・アルバム「Melody Palette」を発表。 

http://negicco.net/ 

 

 

http://www.flowerlabel.jp/vanillabeans/
http://negicco.net/
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■しず風＆絆～KIZUNA～ 

真野しずくと立花風香によるアイドル・デュオの「しず風」と、その姉妹ユニットである 4 人組ガールズ・グループの「絆

～kizuna～」が合体!アイドルとロックを融合した新しいジャンル〈I-Rock〉を提唱し、客席へのダイヴやファンの頭上を

サーフしながら歌うなど、既成のアイドル像を超えたパフォーマンスで注目度上昇中!! 

http://shizukaze-kizuna.versus-pro.com/ 

 

■lyrical school 

B-GIRL じゃなくて I-D-O-L。唯一無二の６本マイク。 

2010 年清純派ヒップホップアイドル「tengal6」としてオーディションで選ばれた 6 人で結成。 

2012 年 8 月から T-Palette Records に所属するのを機に「lyrical school」にグループ名を変更。2013 年 9 月に発売し

た、lyrical school として初のアルバム「date course」がアイドルとしては異例のロングセラーを記録。 

2014 年 4 月、AxSxE(NATSUMEN)作曲、LITTLE 作詞によるシングル「brand new day」を発表、オリコンウィークリーシ

ングルチャート 13 位を記録。 

2014 年 7 月 15 日に tofubeats が楽曲制作を手掛けるニューシングル「FRESH!!!」をリリース。 

2014 年 11 月 2 日、恵比寿 LIQUID ROOM にてワンマンライブの開催が決定。 

http://lyricalschool.com/ 

 

■アップアップガールズ（仮） 

ハロプロエッグの研修過程を修了し、更なるステップアップの為に結成されたグループ。エッグ時代に培った唄やダン

ス、舞台の経験を元に、現在も猛勉強中。 

そんな風に毎日一杯一杯になりながらも“上へ上へ”を目指しているのがユニット名の由来！ 

晴れてメジャーデビューの際は、グループ名の（仮）はとれるのか？？ 

http://www.upupgirlskakkokari.com/ 

 

■キャラメル☆リボン 

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。2013 年、T-Palette Records に加入。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。 

2014 年 7 月 29 日、シングル「ファーストシークレット」のリリースを発表。 

http://www.n-esse.com/caramelribbon.html 

 

■ワンリルキス 

深夜番組内のオーディションで選ばれ、2012 年プロデビューした新人声優たちで構成されたユニット、ワンリルキス

(OneLittleKiss)。 メンバーは、古木 のぞみ、藤村 鼓乃美、三上 遥香、森 千早都の個性あふれる 4 名。 

メンバー藤村は 1 月より日本テレビで放送の「犬猫アワー内 47 都道府犬Ｒ」の主題歌を担当し 4 月 23 日にＶＡＰより

ＣＤが発売になる。またメンバー森も同日発売となる”ピカソ”のミニアルバムにゲストヴォーカルとして参加する等、音

楽方面でも積極的に活動している。 

http://onelittlekiss.net/ 

 

■amiihme 

九州発アイドル・グループ LinQ に所属する姫崎愛未のソロプロジェクト"amihime"（アミヒメ）。 

そのプロジェクトとはアイドルのアンドロイド化、そして現在のアイドルとしての姫 崎愛未をより進化させる事を目的と

した、ボーカロイドアイドルプロジェクトである。 

＜Android meets Idol , Idol meets evolution＞の頭文字から立ち上げられ、ちょうど真ん中に位置する所に“h”＝

human（人）を入れ込み、その位置を 2.5 次元と表す。つまり 2 次元から 3 次元を浮遊する事が出来るアイドルとなるこ

とを目指している。豪華ボカロ P の参加、amihime のアニメーション化など、実存するアイドルとアニメー ションの中で

http://shizukaze-kizuna.versus-pro.com/
http://lyricalschool.com/
http://www.upupgirlskakkokari.com/
http://www.n-esse.com/caramelribbon.html
http://onelittlekiss.net/


 

 4

生きるアイドルという、これまでに無い新しいアイドル像を意味する。 

http://amihime.com/ 

 

■プラニメ 

カミヤサキ（元 BiS）とミズタマリ（いずこねこ茉里）からなる 2 人組ユニット 

カミヤサキは東京、ミズタマリは大阪を拠点とし東西制覇を目指す。 

http://pla2me.com 

 

 

http://pla2me.com/

