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 2018 年 8 月 28 日 

バニラビーンズ  
9月 18日発売のラストシングル「going my way」詳細発表 

＆ 
タワーレコード アイドル企画「NO MUSIC, NO IDOL?」ポスターにも登場！ 

Tパレ＆タワレコがバニビを大プッシュ！ 

タワーレコードのアイドル専門レーベル T-Palette Records では、今年 10 月のライブをもって解散
することを発表したバニラビーンズのラストシングル「going my way」（2018 年 9 月 18 日にリリー
ス）の詳細を発表しました。 
  
 また、これに併せてタワーレコードでは、ラストシングル「going my way」のリリースを記念し、
名物アイドル企画「NOMUSIC, NO IDOL?」の VOL.180 にバニラビーンズ選出を決定。さらには東名
阪、神奈川のタワーレコード（実施店舗は後述）でのリリース記念インストア・イベントを実施するな
ど、レーベルと店頭、双方にて大プッシュし、バニラビーンズのラストランを応援していきます。 
 
※バニラビーンズは 10 月 6 日にワンマンライブ「バニラビーンズ ラストライブ -adieu-」、10 月 7 日
に「T-Palette Records Presents バニラビーンズに感謝祭～Final Innocence～」に出演し、11 年の
活動に終止符を打ちます。 
 
 
◇ラストシングル「going my way」 
 
アップテンポな表題曲「going my way」、カップリングのバラード曲「ラストソング」ともに、別れを
歌いながらも前を見つめ、解散後も残る音楽とファンへの想いを歌った楽曲です。 
 
◇NO MUSIC, NO IDOL? VOL.180 

 

「NO MUSIC, NO IDOL?」バニラビーンズのコラボポスター（B2 サイズ）は、対象 15 店舗にて対象

商品をご購入いただいた方に、ご予約者優先ならびに先着にて 1 枚、差し上げます。 
 
【対象店舗】 15 店舗 
札幌ピヴォ店/仙台パルコ店/郡山店/新宿店/横浜ビブレ店/高崎オーパ店/新潟店/静岡店/ 
名古屋パルコ店/梅田 NU 茶屋町店/神戶店/広島店/高松丸亀町店/福岡パルコ店/那覇リウボウ店 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

バニラビーンズ「going my way」ジャケット 

バニラビーンズ  NO MUSIC, NO IDOL? ポスター 



 

●バニラビーンズ「going my way」詳細 
 
アーティスト：バニラビーンズ 
タイトル：going my way 
発売日：2018 年 9 月 18 日（火） 
品番：TPRC-0213 
価格：￥1,000 +税 
収録内容：全 4 曲 
M1.going my way 
作詞：関谷謙太郎 作曲：大隅知宇 編曲：武藤良明 
M2.ラストソング 
作詞：田形美喜子 作曲：大隅知宇 編曲：大隅知宇 
M3.going my way (instrumental) 
M4.ラストソング (instrumental) 
★初回出荷分封入特典：ランダム生写真（全て異なる写
真を使用） 
 
※主要配信サイトにて同日から配信開始 
★過去に T-Palette Records よりリリースした全作品を
主要サブスクリプションサービスにて 8 月 22 日より配
信中
 
 
●NO MUSIC, NO IDOL? VOL.180 ポスター 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

●アーティストプロフィール 

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”。キノコ頭担当：レナと外はね

担当の二人組。 

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。 

また抜群のトーク力と、 “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、

WEB等のパーソナリティーやイベント司会等でも活躍中。 

現在、AbemaTV ライムスター宇多丸の水曜 The NIGHT、

テレ朝動画「シノ×バニ」 にて MC を務める。 

2017 年 10 月 3 日にデビュー10 周年を迎え、12 月 6 日

に 2 枚目のベストアルバム「Vani BestⅡ」をリリース。 

そして、2018 年にはデビュー10 周年にして初の全国ツアー、さらにタワーレコード全店舗縦断インス

トアツアーも実施した。 

10 月 6 日のワンマン公演(渋谷 duo MUSIC EXCHANGE)、10 月 7 日の「T-Palette Records Presents 

バニラビーンズに感謝祭～Final Innocence～」(新宿 ReNY)をもって解散し、11 年の活動に終止符を

打つ。 

 

●リリースイベント情報（全会場入場フリー、CD 購入者対象特典会あり） 
・2018 年 9 月 15 日(土) タワーレコード那覇リウボウ店 13:30～ 

・2018 年 9 月 16 日(日) タワーレコード横浜ビブレ店 一部 15:00 二部 17:00 

・2018 年 9 月 17 日(月・祝) アリオ上尾 2F 屋外スペース 一部 13:00 二部 16:00 

・2018 年 9 月 18 日(火) タワーレコード川崎店 19:00～ 

・2018 年 9 月 19 日(水) タワーレコード渋谷店（アイドル三十六房 ※詳細未定）  

・2018 年 9 月 21 日(金) タワーレコード新宿店 7F イベントスペース 21:00～ 

・2018 年 9 月 23 日(日) タワーレコード池袋店 13:00～ 

・2018 年 9 月 28 日(金) HMV 三宮 VIBRE 18:30～ 

・2018 年 9 月 29 日(土) HMV 栄 13:00～ 

・2018 年 9 月 29 日(土) 松坂屋名古屋店本館北側 さくらパンダ広場 17:00～ 

・2018 年 9 月 30 日(日) タワーレコード梅田 NU 茶屋町店 13:00～ 

・2018 年 9 月 30 日(日) TSUTAYA EBISUBASHI 19:00～ 

※都合によりイベントの内容変更や中止がある場合がございます 

 

●イベント情報 

＜バニラビーンズ ラストライブ -adieu-＞ 

■日時：2018 年 10 月 6 日（土）開場 16:30／開演 17:00 

■会場：Shibuya duo MUSIC EXCHANGE 

■チケット：一般販売中 ￥3,500(ドリンク代別) 

※ワンマン公演 

 

＜T-Palette Records Presents バニラビーンズに感謝祭～Final Innocence～＞ 

■日時：2018 年 10 月 7 日（日）開場 11:30／開演 12:00 

■会場：新宿 ReNY 

■チケット：一般販売中 ￥5,000(ドリンク代別) 

■出演：(Opening Act)五十音順 

アップアップガールズ（仮）、掟ポルシェ、callme、東京女子流、Negicco、吉田豪、lyrical school、

and more… 


