
 

 1

 T-Palette Records NEWS Vol.105 
2014/6/8  

lyrical school tofubeats プロデュースの 

ニューシングル「FRESH!!!」7/15 リリース決定 

リミックスに okadada、ALI-KICK 参加 
 

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、7 月 15 日(火)にニューシ

ングル「FRESH!!!」を発売することが決定しました。 

「FRESH!!!」は、lyrical school が今年 4 月にリリースしたシングル「brand new day」から約 3 ヶ月ぶりとなるニューシン

グル。tengal6 時代からタッグを組んできた tofubeats のプロデュースとなります。これまで KICK THE CAN CREW の

LITTLE、そして Fragment、イルリメなど多彩な制作陣による楽曲を数多く歌いこんできた lyrical school が、改めて

tofubeats プロデュース楽曲で夏を彩ります。初回限定盤にはアルバム「date couruse」収録曲「でも」を手掛けた大阪

のトラックメーカーokadada、ヒップホップユニット「Romancrew（ロマンクルー）」の ALI-KICK によるリミックスが収録され

ます。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

lyrical schoolニューシングル「FRESH!!!」  
発売日：2014 年 7 月 15 日(火)     レーベル：T-Palette Records 
【初回限定盤】Remix 音源収録 

品番：TPRC-0092 価格：￥1,500（税抜価格）+税 

1 FRESH!!! 作詞・曲/編曲 tofubeats 

2 ケセラセラ 作詞/岩渕竜也 作曲/坪光成樹 編曲/高橋コースケ 

3 wow♪-okadada remix 

4 わらって.net - ALI-KICK remix 

5 FRESH!!!(inst) 

6 ケセラセラ(inst) 

 

【通常盤】 

品番：TPRC-0093 価格：￥1,000（税抜価格）+税 

1 FRESH!!! 作詞・曲/編曲 tofubeats 

2 ケセラセラ 作詞/岩渕竜也 作曲/坪光成樹 編曲/高橋コースケ 

3 FRESH!!!(inst) 

4 ケセラセラ(inst) 

 

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 
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プロフィール 

■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。 

タワーレコード新宿店のアイドル企画 「NO MUSIC, NO IDOL?」第 2 弾アーティストに抜擢された。 

2011 年 10 月 28 日にリリースした tofubeats 作詞作曲の 1st.シングル「プチャヘンザ！」は「USEN インディーズ総合

チャート」にて初登場 1 位を獲得、 

2012 年 5 月 25 日に tofubeats, ERONE（韻踏合組合）,ポチョムキン（餓鬼レンジャー）, okadada, Fragment など多数の

アーティストが参加した 1st.アルバム「CITY」を発売。 

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。 

lyrical school として初のシングルとなった「そりゃ夏だ！/おいでよ」は、「オリコンインディーズシングルチャート」にて

初登場１位を獲得。 

2 枚目のシングル「リボンをきゅっと」では「オリコンデイリーシングルランキング」にて 25 位を獲得している。 

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。 

2013 年 9 月 18 日、lyrical school として初となるアルバム「date course」を発売。 

 

■tofubeats 

1990 年生まれ、神戸市で活動を続けるトラックメイカー/DJ。 

学生時代からインターネットで活動を行い、YUKI、ももいろクローバー、Flo Rida、Para One 等、ジャンルを問わず様々

なアーティストのリミックスを手掛ける。プロデューサーとしても lyrical school、9nine、Negicco、でんぱ組 inc.といったア

イドルやアーティストに楽曲提供をしており、SONY、SEGA、SHIPS など TVCM や webCM の音楽制作等も多数。 

ソロアーティストとしてはスマッシュヒットした「水星 feat.オノマトペ大臣」を収録したアルバム「lost decade」を 2013 年

にリリース。全曲フル試聴などの施策で話題を呼ぶ。過去の外部仕事をまとめたワークス集 2 枚も同時発売。 

同年秋には WARNER MUSIC JAPAN のレーベル unBORDE からメジャーデビューが決定し、森高千里、の子（神聖か

まってちゃん）をゲストに迎えて「Don't Stop The Music」をリリース。これらの一連の 流れが評価され、iTunes Best of 

2013 に選出された。 

制作だけではなく DJ としても多くの現場をこなし、高校時代の WIRE08 出演を皮切りに、2013 年末には COUNTDOWN 

JAPAN にも出演を果たす。また数誌でコラムの連載も行っており、各方面で精力的に活動中。 

 

■okadada 

okadada 大阪で主に活動する ACT/トラックメイカー。 

関西を中心に DJ をしつつネットレーベル「Maline Records」から曲をリリース。 

主な仕事にコンピ「Chill SQ」への楽曲提供、レーベル「NODE」への楽曲提供、FPM の megamix、私立恵比寿中学、夢

眠ねむ、韻踏合組合の remix など何でもやってま す。 

 

■ALI-KICK 

ラッパー、プロデューサー 1978 年産まれ、ふたご座、O 型。 ROMANCREW の音楽を支える屋台骨。そのプロデュー

ス力は数々のアーティストの目に止まり、様々な作品を残している。久保田利伸、KREVA、SHINGO★西成、般若、童

子-T、HALCALI、KOHEI JAPAN、KG、ダースレイダー、KEN THE 390、TARO SOUL、サイプレス上野とロベルト吉野、

韻踏合組合、Satussy、ERONE、HIDADDY、CHIEF ROKKA、ICE BAHN、NUKEMENATIC、トリカブト、Sky-High、

BESHALIST、SHUN、時雨 with 東ヨットスクール、村上水軍、マイクアキラ、カオマイルド、ミラクルひかる、七夕野郎 

etc...(敬称略)。強く、優しい音楽を作り続ける。 
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■lyrical school Live Information 

2014.6.16 LOOP TALK SESSION feat SAWA × lyrical school 

2014.6.21 YATSUI FESTIVAL 2014 

2014.7.10 PINK SCREAM #3 

2014.7.11 RANGER SHOW vol.2 

2014.7.21 AOMORI ROCK FESTIVAL'14 

2014.8.2,3 TOKYO IDOL FESTIVAL 2013 

11/2 lyrical school oneman live 2014 @ LIQUIDROOM 

 

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

lyrical school 公式HP   http://lyricalschool.com  

 

 

■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」 

2013/05/15 

シングル「PARADE」  

2014/4/2 

シングル「brand new day」 

 

 

 

 

 

 

 

 
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�
http://tower.jp/label/t-paletterecords
http://lyricalschool.com/

