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Negicco

ファン待望！初のベスト盤

2012.2.22「Negicco 2003～2012 -BEST-」発売決定！
8 年間の集大成＋新曲 1 曲含む 18 曲
タワーレコードのアイドル専門レーベル「T-Palette Records」では、2012 年 2 月 22 日（水）
、今年で 9 年
目を迎える Negicco のキャリアの中で、初めてのベスト盤「Negicco 2003～2012 -BEST-」の全国発売が決定
しました。
「Negicco 2003～2012 -BEST-」は、2003 年の結成から T-Palette Records 以前の数多くリリースされた楽
曲から 17 曲をセレクトしリマスタリング。さらに新曲 1 曲を加えた全 18 曲を収録。デビュー曲「恋するねぎ
っ娘」から、今やライブの定番となっている名曲「圧倒的なスタイル」
「完全攻略」など、まさしく Negicco、
8 年間の集大成ともいえる BEST 盤です。
今回、厳選した T-Palette Records 以前に発売された Negicco の楽曲は、すでに入手できなくなってしまっ
たものから、ライブ会場で CD-R での販売に限られているものなどが殆ど。
この「Negicco 2003～2012 -BEST-」の全国発売で、これまでずっと Negicco を応援し続けていただいてい
るファンから、T-Palette Records での発売以降、クオリティ高い楽曲とパフォーマンスにご注目いただいた
ファンの方まで、8 年に渡る彼女たちのキャリアをより一層お楽しみいただけるようになります。
2012 年は Negicco から目が離せません。

● T-Palette Records
http://tower.jp/label/t-paletterecords
● Negicco HP
http://negicco.net/

タイトル： 「Negicco 2003～2012 -BEST-」
発売日

：

2012 年 2 月 22 日（水）

品番

：

TPRC-0009

価格

：

2,800 円

※税込

レーベル：

T-Palette Records

曲目

次頁をご参照ください。

：

Negicco

当日のご取材、お問い合わせ先： タワーレコード広報室 谷河、高橋、松本、伊早坂
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「Negicco 2003～2012 -BEST-」
1.Party on the PLANET（仮）－新曲－
2.圧倒的なスタイル

作詞/作曲/connie

作詞/作曲/connie

3.スウィート・ソウル・ネギィ－
4.ネギさま！Bravo☆

作詞/作曲/connie

作詞/作曲/connie

5.プラスちっく☆スタ－

作詞/ 三島めばえ 作曲 /adult education

6.ねぎねぎ Rock～ 私をお家に連れてって～
作詞/武並''JJ''俊明 三島めばえ 作曲/武並''JJ''俊明
7.アノソラヘ

作詞/nao☆・作曲 /ATK

8.My Beautiful Life
9.Summer Breeze
10.君といる街
11.EARTH
12.SKY

作詞/ 作曲/ connie
作詞/ 作曲/ connie

作詞/ 作曲/connie
作詞/ 作曲/ connie

作詞/ Nao☆

作曲/ハカセ・寺尾敬博

13.Disco!!The Negicco
14.完全攻略

作詞/秋谷銀四郎

作詞/SHINKO

15.Falling Stars

作詞/ 作曲/ 編曲/ connie

16.トキメキ★マイドリーム
17..Anniversaries

作曲・編曲/上野圭一

作曲/正垣和則・編曲/atk
作詞/作曲/connie

作詞/秋谷銀四郎

18.恋するねぎっ娘

編曲/鈴木ユサキ

作曲・編曲/河辺健宏

作詞/KURA&OGA

作曲/atk

編曲/atk

ライブスケジュール
●12月22日（木）19:00～ HARAJUKU PERFORMANCE+DOMMUNE LIVE PLUS
●12月24日（土）13:30～ 16:00～ 浅草まつり湯
●12月24日（土）19:00～小桃音まい クリスマスワンマンライブ・ゲスト出演
●12月25日（日）18:00～ 20:00～ 天空のクリスマスナイトLIVE（サンシャイン60展望台）
●12月27日（火）17:00～ ご当地アイドルNo.1決定戦「U.M.U AWARD2011」ゲスト
●12月30日（金）10:00～ アイドルフェスinBOATRACE多摩川
●12月30日（金）19:00～ タワーレコード渋谷店FREE LIVE
●12月31日（土）20:00～ Thanks 2011 アイドルとカウントダウン
●2012年2月18日（土）12:30～ YATSUI FES 2012
●2012年2月22日（水） 新潟地区レコード店にてインストア
●2012年2月23日（木）19:00～ タワーレコード錦糸町店（オリナスモール1Fエントリーコート）にてインストア
●2012年2月24日（金）19:00～ タワーレコード秋葉原店にてインストア
●2012年2月25日（土）都内レコード店にてインストア
●2012年2月26日（日）12:00～ 14:30～ タワーレコード新宿店にてインストア

プロフィール
2003 年 7 月、やわ肌ネギキャンペーンのユニットとして「Negicco（ネギッコ）
」を結成。キャンペーンソング
「恋するねぎっ娘」で CD デビュー。NHK のポップジャム出演をきっかけに全国的に注目される。2005 年、古町
音楽祭で古町をイメージした「Falling Stars」がグランプリを受賞。2006 年～2009 年「Team ECO」
（地球環
境を整える）の CM に出演。2009 年新潟国体のイメージソング「がむしゃらな風になれ」の歌とダンスの啓蒙で
国体を盛り上げるインターネット TV、GyaO の「勝ち抜きアイドル天国」に出演、計６週のチャレンジで見事グラ
ンプリを獲得。2010 年 7 月「プラスチック☆スター」
「ねぎねぎ ROCK」を全国リリース。11 月埼玉県深谷市で
行われた「全国ネギサミット」に出演、全国のネギ産地に Negicco の名を知らしめる。12 月都内で行われた地方
アイドル No.1 決定戦でグランプリ受賞見事地方アイドルの頂点に君臨。NHK「Biz スポ」
「はなまるマーケット」
「ワイドスクランブル」に取り上げられる。
2011 年 7 月 20 日、タワーレコードアイドル専門レーベル T-Palette Records から「GET IT ON」
11 月２日には「恋の EXPRESS TRAIN」を発売！
2012 年 2 月 22 日「Negicco 2003～2012 -BEST-」を発売。
これ１枚で Negicco を網羅！！
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