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Negicco 8 ヶ月振り、待望ニューシングル発売決定！
西寺郷太（NONA REEVES）が Negicco を初プロデュース！！

Negicco / 愛のタワー・オブ・ラヴ
2013 年 2 月 13 日 発売
タワーレコード、アイドル専門レーベル T-Palette Records 第 2 弾アイドルである、新潟在住 Negicco が 2012 年 6 月
に発売されたシングル「あなたと Pop With You！」以来、約 8 ヶ月振りのニューシングル「愛のタワー・オブ・ラヴ」をリリ
ースする事が決定しました。12 月 19 日（水）に代官山 UNIT で行われたワンマンライブはソールドアウトと、勢いにのる
中での発表となったニューシングル「愛のタワー・オブ・ラヴ」を手がけるのは、NONA REEVES のボーカリストでありメ
イン・ソングライター、更には数々のアーティストにも楽曲を提供しプロデューサーとしても活躍する西寺郷太氏。今回
のプロデュースは、西寺氏がエレキコミックと片桐仁氏（ラーメンズ）のユニット“危険日チャレンジガールズ”で「ニコら
ス！feat.Negicco」のプロデュースをしていたところから発展したもの。そして、カップリング楽曲を手掛けるのは
Negicco の楽曲の大半をプロデュースしてきた、元々NONA REEVES ファンである connie 氏。
今回、新たに西寺氏をプロデューサーとして迎え、さらなる音楽的挑戦をする楽曲と、Negicco の全てを知り尽くした
connie 氏の楽曲が収録されるニューシングルは、Negicco 結成 10 周年の年となる 2013 年を“攻めの年”にするのに
ふさわしい最強なツートップ。
西寺氏のプロデュースによる「愛のタワー・オブ・ラヴ」は、思わず体が揺れるクラブユースなチューン。より多くのリ
スナーに Negicco の楽曲とライブの良さをアピールするための、まさしく塔のような象徴的楽曲になりました。
ファンとの固い絆によって積み重ねてきた Negicco の歴史に、西寺氏という新たな歴史が加わり、さらなる進化を遂
げていきます！
●T-Palette Records WEBSITE
http://tower.jp/label/t-paletterecords
●Negicco WEBSITE
http://negicco.net/top.html
タイトル： 愛のタワー・オブ・ラヴ
発売日 ： 2013 年 2 月 13 日（水）
価格

：TPRC-0031（+DVD 付 初回限定盤) ￥1,500
TPRC-0032（通常盤） ￥1,000

レーベル： T-Palette Records
収録曲 ：
1. 愛のタワー・オブ・ラヴ produced by 西寺郷太
2. タイトル未定 produced by connie
3. 愛のタワー・オブ・ラヴ（inst）
4. タイトル未定（inst）
初回限定盤のみ LIVE DVD 付(収録曲数未定)

ご取材、お問い合わせ先： T-Palette Records制作デスク 吉野 T:03-4332-0752
タワーレコード広報室 谷河,高橋,松本,伊早坂 T:03-4332-0705 email: press@tower.co.jp
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2012.12.19 代官山 UNIT でのワンマンライブの模様

■西寺郷太氏から新曲へのコメント
「愛のタワー・オブ・ラヴ」、プロデュースにあたって。
今回のシングル「愛のタワー・オブ・ラヴ」（略して、愛タワ）は、「純粋にカッコいい」「攻めた」曲にしたいなと、connie さ
んからプロデュースを依頼された当初から思っていました。「大きなホールでのライヴや、Megu ちゃんがクラブで DJ す
る時などに、ともかくめっちゃ盛り上がる曲」、それがテーマでした。

そもそも connie さんが、僕らノーナ・リーヴスの大ファンだと言ってくれ、これまでの作品、例えば、「スウィート・ソウル・
ネギィー」などからもその香りが嬉しく漂ってきましたから、「西寺郷太節」全開で思いっきり作ってみよう、と超久々に
作詞作曲編曲プログラミングなどをすべて手掛けさせてもらいました。
最近の僕は信頼出来るチームに共作や編曲を任せることが多かったので、これだけでも今回に賭ける僕の気合いの
ほどが伝わると思います。
唯一のゲスト・ミュージシャンとして、ギターにノーナの奥田健介を呼びました。彼のプレイがこの曲をより大きなもの
にしてくれて感謝してます。

Negicco の３人が逆境の中で頑張って来たこと、厳しい世界の中で「マイナス思考（？）」の彼女達がたまに弱い気持
ちになってしまうことを、彼女達を支えて来たファンの皆さんなら、もちろん僕以上に知っていることでしょう。

でも、皆が応援し、大きな意味での運の強さ、引き寄せがあって、今の Negicco には「ブレイク前夜」の状況がある。

彼女達はとっても可愛いし、歌や踊りも素敵だけど、それだけじゃない、何度でも何度でもくじけずに立ち上がる姿、で
も「愛のタワー」を少しずつ登るんだ、という決意表明、魂のようなものが、皆の希望となり、「大ブレイク」のきっかけに
なれば、と願ってこの仕事に全力で取り組ませてもらいました。

Negicco 最高！
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■connie 氏から新曲へのコメント
今回、シングル曲を西寺郷太さんにお願いすることになった経緯は
私自身が NONA REEVES や郷太さんの音楽が大好きで、影響を受けてきたことももちろんあります。
しかしそれ以上に、来年 7 月に結成 10 年目を迎える Negicco にとって必要だったからなんです。

Negicco は「新潟発 J-POP アイドル」であることはこれからも変わりませんが、
アイドルファンのみならず、より幅広い音楽リスナーの方々にも届けたいと思っています。
そしてきっと彼女たちなら受け入れられると信じています。
そのために今回、郷太さんはこれまでの Negicco の路線を踏襲しつつ、さらに発展させて
新しい Negicco を予感させてくれる、素晴らしい曲を作って下さいました。
それが「愛のタワー・オブ・ラヴ」です。
初めてこの曲を聴く（あるいはライブ で見る）方も、最初はゆったりと横ノリで楽しみながら、
そして曲の最後にはきっと熱狂の渦の中にいるはずです！

私はカップリング曲を担当させていただきます。こちらもどうぞお楽しみに。
西寺郷太さん＆コニーのダブルプロデュースシングル、今まで「Negicco は名前だけ知ってた」という方にこそ
聴いていただきたい 1 枚です。

■Release Information
Negicco LIVE DVD
タイトル：『Negicco ワンマンライブ-BESTof Negicco-@渋谷 SOUND MUSEUM VISION』
発売日：2012 年 12 月 19 日（水）
品番：TPRD-0002
価格：3,500 円（税込）
レーベル ：T-Palette Records
■Live Information
収録内容 ：2012 年 3 月 17 日に渋谷 SOUND MUSEUM VISION で行われたワンマンライブの模様を収録。
◆Negicco ミニライブ

◆インストアイベント
日時：2012.12.22（土）17:30〜
会場：アリオ橋本 ※観覧無料
◆インストアイベント
日時：2012.12.23（日）第一部 12：00 第二部 14：00
会場：タワーレコード新宿店 ※観覧無料
◆『交フェス!!クリスマスイブ in 新宿ロフト』～アイドル VS ロック〜
日時：2012.12.24（月祝）

Open／13:30 Start／14:00 ～

料金：前売り 4000 円 当日 4500 円（ドリンク代 500 円別）

会場：新宿 LOFT
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出演：Negicco/hy4_4yh/しず風＆絆～KIZUNA～/R☆M/AeLL/Mary Angel/いずこねこ/ニューロティカ/ザ☆メンテナンス 他
◆Negicco の Party on The PLANET!!!～2012 年 Negicco 忘年会～
日時：2012.12.28（金）OPEN 18:00 / START 19:00

料金：HP 予約 2,000yen / 当日 2,500yen

会場：新潟 The PLANET
◆新春 NegiNegi 祭り～DaikanyamaLoop2013New YearParty!!!〜
日時：2013.1.6（日）OPEN 16:00 / START 17:00

料金：ADV 3000YEN +1Drink / DOOR 3500YEN+1Drink

【一般発売（整理番号付）】～1/5(土)18:00 まで
出演：Negicco、掟ポルシェ、エドボル
会場：代官山 LOOP
◆アイパラ『アイドル初詣』@ ZEPP DIVER CITY TOKYO
日時：2013.1.3（木）開場 14:00 / 開演 15:00

料金：1F スタンディング ￥4,500／2F 指定席 ￥4,500

出演：Negicco、Dorothy Little Happy、Party Rockets、さんみゅ～(β)、Dancing Dolls、なあ坊豆腐＠那奈、ひめキュンフルーツ缶、
アリス十番、and more...
会場：ZEPP ダイバーシティー東京
◆アップアップガールズ（仮）全国対バンイベント
『アップアップガールズ(仮)対バン行脚(仮) ～新潟決戦 VS Negicco～』
日時：2013 年 2 月 24 日（土）
会場：新潟 LOTS
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