発表日：2016 年 8 月 10 日

秘密結社 鷹の爪 10 周年記念企画
10 年間の全ての主題歌と初期サウンドトラックを１つに！
「鷹フェス ～秘密結社 鷹の爪 10th Anniversary Best～」
8 月 24 日発売決定！！
株式会社ディー・エル・イー（本社：東京都千代田区、代表取締役：椎木隆太、以下、DLE）は、「秘密結社 鷹の爪」の誕生10
周年を記念し、2006年に「秘密結社 鷹の爪」が初めてテレビ放送された「THE FROGMAN SHOW」から、最新劇場映画「鷹の
爪８ 吉田くんの×（バッテン）ファイル」までのTV７シリーズ、劇場映画８作品全ての主題歌に加え、2006年に発売された「THE
FROGMAN SHOW TV SOUND TRACK」を１つにした10周年記念コンピレーションアルバム「鷹フェス ～秘密結社 鷹の爪 10th
Anniversary Best～」が、８月24日にドリーミュージックから発売されることをお知らせいたします。

【10周年記念コンピレーションアルバム「鷹フェス ～秘密結社 鷹の爪 10th Anniversary Best～」について】
「鷹フェス ～秘密結社 鷹の爪 10th Anniversary Best～」には、過去に作品中で使用された「FUNKY MONKEY BABYS」
「m-flo」
「RIP SLYME」「田原俊彦」そして「The Hoosiers」や、「Susan Boyle」など大物海外アーティストたちの、そうそうたる面々
の主題歌・挿入歌を全て収録。
また、劇場最新作「鷹の爪８～吉田くんの×（バッテン）ファイル～」（2016年８月20日（土）先行公開／８月27日（土）全
国公開）の主題歌、モン吉の「一期一会」も収録済。
鷹の爪団の10年を余すところなく楽曲で振り返ることができます。
また、このコンピレーションアルバムのためだけに、「音楽」がテーマの爆笑オーディオドラマ14本を完全新規制作！
その他、2006年に発売された、最初のサウンドトラック「THE FROGMAN SHOW TV SOUND TRACK」も収録。当時のBGM
やオーディオドラマを楽しむほか、今と昔の吉田くんの声の違いを聞き比べもできるかも！
ブックレットはFROGMANがこのコンピアルバムのために新規イラストを描き起こし。各楽曲に対するFROGMANの熱い思いや、
当時の思い出をつづったコメントも掲載された、ファン必携の商品となりました。

■「鷹フェス ～秘密結社 鷹の爪 10th Anniversary

Best～」概要
発売元：株式会社ドリーミュージック
価格

：4,000 円＋税

発売時期：2016 年 8 月 24 日（水）
発売形態：CD
ディスク数：3 枚組（CD：3 枚）
品番

：MUCD-1359～61

【収録楽曲】
＜DISC1＞
・Dorama#01
・GO!GO!ライダー／FUNKY MONKEY BABYS＜「THE FROGMAN SHOW」オープニング＞
・Go Your Way／山嵐＜「THE FROGMAN SHOW」エンディング＞
・Dorama#02
・Goodbye Mr A／The Hoosiers＜「秘密結社 鷹の爪 THE MOVIE Ⅱ ～私を愛した黒烏龍茶～」主題歌＞
・Dorama#03
・黄昏ムーン／依布サラサ＜「秘密結社 鷹の爪 カウントダウン」オープニング＞
・我等!鷹の爪団／manzo＜「秘密結社 鷹の爪 カウントダウン」エンディング＞
・Dorama#04
・I Dreamed a Dream／Susan Boyle＜「秘密結社 鷹の爪 THE MOVIE Ⅲ

～http://鷹の爪.jp は永遠に～」主題歌＞

・Dorama#05
・恋のエキゾーストノート／吉田くんとレッチリ合唱団＜「秘密結社 鷹の爪 外伝 むかしの吉田くん」エンディング＞
・Dorama#06
・マンボ de 鷹の爪／吉田くんとレッチリ合唱団＜「秘密結社 鷹の爪 NEO」第 1 期エンディング＞
・スカッと鷹の爪／吉田くんとレッチリ合唱団＜「秘密結社 鷹の爪 NEO」第 2 期エンディング＞
・ダンス! ダンス! 鷹の爪／吉田くんとレッチリ合唱団＜「秘密結社 鷹の爪 NEO」第 3 期エンディング＞
・ポルカ de 鷹の爪／吉田くんとレッチリ合唱団＜「秘密結社 鷹の爪 NEO」第 4 期エンディング＞
・Dorama#07
・鷹の唄 ～ギリギリ boys～／i-dep feat. Cana＜「秘密結社 鷹の爪.jp」第 1 期オープニング＞
・鷹の空 ～ルテルテ主坊～／i-dep feat. スネオヘアー＜「秘密結社 鷹の爪.jp」第 2 期オープニング＞
・鷹の島 ～何不自由ない～／i-dep feat. 土岐麻子＜「秘密結社 鷹の爪.jp」第 3 期オープニング＞
・鷹の夏 ～YES/NO 枕～／i-dep feat. 藤岡みなみ（PANDA 1/2）＜「秘密結社 鷹の爪.jp」第 4 期オープニング＞
・鷹の鷹 ～カブトムシとサクランボ～／i-dep feat. 鷹の爪団 with デラックスファイター＜「秘密結社 鷹の爪.jp」第 5 期オー
プニング＞

・Dorama#08
・鷹の爪音頭／吉田くんとレッチリ合唱団＜「秘密結社 鷹の爪 MAX」エンディング＞
・Dorama#09
・IRONY／m-flo + daoko＜「鷹の爪 GO ～美しきエリエール消臭プラス～」主題歌＞
・Dorama#10
・田原俊彦／星のない街～TOKYO～feat,LITTLE & MASSATACK＜「鷹の爪 6 ～島根は奴らだ～」主題歌＞
・Dorama#11

＜DISC２＞
・CHAN-BA-LA ジャスティス伝説／Gero＜「秘密結社 鷹の爪 EX」第 1 期エンディング＞
・カモメ／C&K＜「秘密結社 鷹の爪 EX」第 2 期エンディング＞
・Dorama#12
・Beautiful Life／Sotte Bosse＜「鷹の爪 7 ～女王陛下のジョブーブ～」主題歌＞
・大丈夫／rieco＜「鷹の爪 7 ～女王陛下のジョブーブ～」挿入歌＞
・Dorama#13
・恋はずーく☆ダンス／La PomPon＜「秘密結社 鷹の爪 DO」第 1 期エンディング＞
・WONDER ALONE／GLIM SPANKY＜「秘密結社 鷹の爪 DO」第 2 期エンディング＞
・メトロポリス／RIP SLYME＜「秘密結社 鷹の爪 DO」第 3 期エンディング＞
・Dorama#14
・一期一会／モン吉＜「鷹の爪 8 ～吉田くんの X（バッテン）ファイル～」主題歌＞

＜DISC３＞
タ ww カ ww ノ ww ツ ww メ www／鷹の爪

オープニング／吉田くんにはまだはやかったなぁ（秘密結社 鷹の爪 第 2 話）／今

日も駄目作戦／吉田、ビール買ってこい（秘密結社 鷹の爪 第 5 話）／悪党／キリングミー・ソフトリー（秘密結社 鷹の爪 第 2
話）／デラックスファイターのテーマ／プラズマワイハ（秘密結社 鷹の爪 第 1 話）／Rock’n Roll Refugee／うんこ、うんこ、
うんこ、うんこ（秘密結社 鷹の爪 第 4 話）／ライク・ア・ハンコック／今月も赤字か･･ファンキー登場（秘密結社 鷹の爪 第 6
話）／世界征服／フィリップの夢（秘密結社 鷹の爪 第 5 話）／最終決戦!!／タイムアタック!／新兵教育（秘密結社 鷹の爪 第 1
話）／カシオペラ／深呼吸（リズムミックス）／エレベーターガールのふくらはぎ（秘密結社 鷹の爪 第 1 話）／パワフル＆スポ
ーティ／エンペラーの悲しみ／ゾフィーとジャン・クロード（秘密結社 鷹の爪 第 5 話）／愛のテーマ／深呼吸／飛行機雲（秘密
結社 鷹の爪 第 7 話）／夕陽を背にして／次回予告

【秘密結社 鷹の爪とは】
世界征服をたくらむが、何をやっても失敗ばかりの鷹の爪団と、正義とは名ばかりの乱暴者のヒーロー・デラックスファイター
とのやり取りを描いた世界征服コメディ。
全国公開された劇場版（全４作品）では、プロダクトプレイスメントやネーミングライツなど、斬新な広告手法を取り入れ、一
般のファンのみならず、映画・広告業界を驚かせる。
また、鷹の爪団が、広告クライアントの商品・サービスの認知向上やマナー啓蒙及び地域活性化のための観光情報等を、視聴者
や消費者等に面白くかつわかりやすく伝えるマーケティングサービスを多数提供。
さらに、様々な企業とのコラボレーションも成功させ、あらゆる媒体に活躍の場を拡大中。
2006年、2009年と２回のテレビシリーズ放送を経て、2012年４月からはNHK Eテレ『ビットワールド』内でテレビシリーズを
「秘密結社 鷹の爪 NEO」
、
「同 MAX」、
「同 EX（エクストリーム）
」、
「同 DO（ドゥー）」を全４年間放送。
2012年８月からはTOKYO FMで史上初のキャラクターによるラジオ番組『鷹の爪団の世界征服ラヂヲ』を放送開始。現在、FM
山陰、FM高知の３局ネットで放送中。
2015年11月からは小学館のマンガ雑誌『月刊コロコロイチバン！』にマンガ「鷹の爪 吉田くんの X ファイル」
（
「X」は「バッ
テン」と読みます）の連載を開始。
2016年には、LINE株式会社のライブ配信プラットフォーム「LINE LIVE」にて、サービス公開時唯一のアニメコンテンツとし
て選定され、2016年４月７日より最新シリーズ「秘密結社 鷹の爪GT」を配信開始。
2016年８月下旬、
「鷹の爪8 ～吉田くんの×ファイル～」がTOHOシネマズにて全国公開決定。

【株式会社ディー・エル・イー

会社概要】

IP（著作権や商標権等の知的財産権）を開発・取得し、幅広い事業領域へサービスを提供する総合エンタテインメントカンパニ
ー。動画広告等のマーケティングサービス提供、スマートフォンアプリの企画開発、映画・TV・ネットメディア等の映像コンテン
ツ制作等、時流に乗ったサービスを迅速かつ低コストで量産することで、2014年に東証マザーズ、2016年に東証一部へ上場。
アニメ・キャラクター（秘密結社 鷹の爪、パンパカパンツ、貝社員等）やファッション・ビューティー（東京ガールズコレクシ
ョン）といった日本が誇れるエンタメコンテンツを包括的に保有し、地方創生、海外展開などを積極的に推進する。
本件に関するお問合せ：株式会社ディー・エル・イー（http://www.dle.jp/）
TEL：03-3221-3980

FAX：03-3221-3690

email：

ir@dle.jp

担当：深瀬

