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lyrical school ニューシングルは 7 形態でリリース 

「PRIDE」10/28 発売決定 

メンバー別ジャケに再録した tengal6 時代の楽曲をそれぞれ収録 
 

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 lyrical school が、10 月 28 日(火)にニューシ

ングル「PRIDE」を発売することが決定しました。 

今年 7 月にリリースしたシングル「FRESH!!!」から約 3 ヶ月ぶりとなるニューシングル「PRIDE」は、tengal6 として活動

していたグループ結成当初から「tengal6」「photograph」「P.S.」「ケセラセラ」などの楽曲制作を担当してきた岩渕竜也

（作詞）、坪光成樹（作曲）、高橋コースケ（編曲）の 3 名が手がける楽曲。カップリング曲「抜け駆け」には、岩渕竜也

（作詞）、作曲・編曲に台湾のトラックメイカーEbbie East を起用しました。さらに今作では、lyrical school 初となるメンバ

ー別ジャケットと通常盤による全7形態でのリリースも決定。「プチャヘンザ！」や「しってる/しらない」などtengal6時代

の楽曲を、現在のメンバーで再録したバージョンをそれぞれ収録いたします。 

 

lyrical school ニューシングル「PRIDE」  
発売日：2014 年 10 月 28 日(火)  

レーベル：T-Palette Records 

 
初回限定盤 ayaka 盤 TPRC-0110  tengal6 take3 収録 

初回限定盤 minan 盤 TPRC-0111  Akikaze take2 収録 

初回限定盤 hina 盤 TPRC-0112  photograph take2 収録 

初回限定盤 yumi 盤 TPRC-0113  まちがう take2 収録 

初回限定盤 mei 盤  TPRC-0114  プチャヘンザ！ take2 収録 

初回限定盤 ami 盤  TPRC-0115 しってる/しらない take2 収録 

通常盤   TPRC-0109 

 

T-Palette Records  http://tower.jp/label/t-paletterecords 

lyrical school 公式HP   http://lyricalschool.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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/label/t-paletterecords
http://lyricalschool.com/
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lyrical school ニューシングル「PRIDE」  
発売日：2014 年 10 月 28 日(火)    レーベル：T-Palette Records 

初回限定盤 ayaka 盤 TPRC-0110  価格：￥1,250（税抜価格）+税 

1  PRIDE 

2  抜け駆け 

3  tengal6 take3 

4  PRIDE（inst） 

5  抜け駆け（inst） 

 

初回限定盤 minan 盤 TPRC-0111  価格：￥1,250（税抜価格）+税 

1  PRIDE  

2  抜け駆け 

3  Akikaze take2 

4  PRIDE（inst） 

5  抜け駆け（inst） 

 

初回限定盤 hina 盤 TPRC-0112  価格：￥1,250（税抜価格）+税 

1  PRIDE  

2  抜け駆け 

3   photograph take2 

4  PRIDE（inst） 

5  抜け駆け（inst） 

 

初回限定盤 yumi 盤 TPRC-0113  価格：￥1,250（税抜価格）+税 

1  PRIDE 

2  抜け駆け 

3   まちがう take2 

4  PRIDE（inst） 

5  抜け駆け（inst） 

 

初回限定盤 mei 盤 TPRC-0114  価格：￥1,250（税抜価格）+税 

1  PRIDE 

2  抜け駆け 

3   プチャヘンザ！ take2 

4  PRIDE（inst） 

5  抜け駆け（inst） 

 

初回限定盤 ami 盤 TPRC-0115  価格：￥1,250（税抜価格）+税 

1  PRIDE 

2  抜け駆け 

3   しってる/しらない take2 

4  PRIDE（inst） 

5  抜け駆け（inst） 

 

通常盤 TPRC-0109  価格：￥1,000（税抜価格）+税 

1  PRIDE 

2  抜け駆け 

3  PRIDE(inst) 

4  抜け駆け（inst） 
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Ebbie East コメント 

日本のアーティストに楽曲提供するのは初めてですから、 

素晴らしいチャンスを頂けたこと、嬉しくてとてもワクワクしています。 

ヘッズの皆さんが楽しんでくれることを願っています。E.E 

 

 

 

 

 

■lyrical school 

2010 年 10 月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 ami、ayaka、erika、mariko、mei、

yumi の 6 人で結成。 活動初期からネットニュースを中心に話題が広がり、   2011 年 7 月 15 日に 1st.ミニアルバム

「まちがう」が全国発売。             

2012 年 8 月タワーレコードのアイドル専門レーベル「T-Palette Records」に所属するのを機に「lyrical school」にグル

ープ名を変更。 

2013 年 1 月 26 日 mariko の卒業を経て、3 月に新メンバーhina が加入。 

2013 年 6 月 28 日 ワンマンライブをもってリーダーerika が卒業、7 月に新メンバーminan が加入。 

同年 9 月には lyrical school として初となるアルバム「date course」を発売。 

2014 年 4 月 2 日に発売したシングル「brand new day」はオリコンデイリーランキング７位を記録。 

2014 年の夏には tofubeats プロデュースの最新シングル「FRESH!!!」を引っさげ、ROCK IN JAPAN FES2014、

SUMMER SONIC 2014 にも出演を果たす。   

 

 

■lyrical school Live Information 

2014.8.31 LIVE JAM 2014 ～THE END OF SUMMER～＠千葉中央公園 

2014.8.31 ＠JAM EXPO＠横浜アリーナ 

2014.9.12 アイドル甲子園 in 渋谷 CLUB QUATTRO 

2014.9.13  YANO MUSIC FESTIVAL＠恵比寿 ザ・ガーデンホール 

2014.9.15 lyrical school cruising party 

2014.9.19 lyrical school x 箱庭の室内楽- yumi birthday party –＠新代田 FEVER 

2014.9.21 ＳＥＮＤＡＩ アイドルコロシアム＠仙台 ｄａｒｗｉｎ (宮城県)  

2014.9.26 ＠東京キネマ倶楽部 

2014.9.27 アイドル甲子園 in 赤坂 BLITZ 

2014.10.4  T-Palette 感謝祭 2014＠大阪松下ＩＭＰホール 

2014.11.2  lyrical school oneman live 2014 ＠LIQUIDROOM 

2014.12.13 T-Palette 感謝祭 2014@品川ステラボール 
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■DISCOGRAPHY 

 

 

 

 

 

 

 2013/12/11 

シングル「わらって.net 

/ My かわいい日常たち」 

2013/09/18 

アルバム「date course」  

2014/7/15 

シングル「FRESH !!!」 

2014/4/2 

シングル「brand new day」 

2013/05/15 

シングル「PARADE」 

 

 

 

 

 

2012/12/12 

シングル「リボンをきゅっと」 

2012/08/22 

シングル「そりゃ夏だ!/おいでよ」 

http://tower.jp/item/image/list/3133666#1�
http://tower.jp/item/image/list/3172726#1�

