
 1

 T-Palette Records NEWS Vol.025 
2012/6/9  

T-Palette Records に新しいレーベルメイトが決定！ 

lyrical school/リリカルスクール 誕生! 

清純派ヒップホップアイドル tengal6 が新グループ名で 8 月より活動開始！ 
 

タワーレコードのアイドル専門レーベル「T-Palette Records」に新しいレーベルメイトとして、清純派ヒップホップアイド

ルの tengal6 が加わることが決定。同時に 6 月 9 日、T-Palette Records の 1st Anniversary Live に登場、8 月より正

式に変更される新しいグループ名「lyrical school / リリカルスクール 通称：リリスク」の名前も発表しました。 

 

2010 年 10 月に ami、ayaka、erika、mariko、mei、yumi の 6 人で結成された tengal6 は、その当初からネットニュース

で話題が広がり、タワーレコード新宿店の人気アイドル企画「NO MUSIC, NO IDOL?」の第 2 弾アーティスト（第1 弾は、

さくら学院）に選出されるなど、もともとタワレコが推してきたアイドルグループです。 

今回、T-Palette Records に所属するのを機に、tengal6 のグループ名を「lyrical school」に変更し、8 月より正式に活

動していくことになります。 

また、それまでの期間は、tengal6、または lyrical school(ex. ｔengal6)として、5 月 25 日に発売された tengal6 のファー

ストアルバム「CITY」のプロモーション活動はじめライブ活動を行っていきます。 

 

なお、「lyrical school」としての正式な活動開始は、8 月からで今夏以降 T-Palette Records よりシングル CD が発売

される予定です。 

 

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

ｔengal 6 公式 HP    http://newtral.info/tengal6/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 当当日日ののごご取取材材、、おお問問いい合合わわせせ先先：：  タタワワーーレレココーードド広広報報室室  谷谷河河、、高高橋橋、、松松本本、、伊伊早早坂坂  

TT::0033--44333322--00770055    eemmaaiill::  pprreessss@@ttoowweerr..ccoo..jjpp  



 

lyrical school（ex. tengal6） 
 

■新しい名前の由来、意味 
結成当初はほとんどヒップホップのことは知らず、ましてやラップなんてまったくしたことが無かった６人のメンバー。 
どうしたら良いのかも分からないまま、とにかくがむしゃらにラップをしてきましが、数多くのライブをこなし「まちがう」
「プチャヘンザ！」と作品を発表する度、確実に成長してきました。 
5 月 25 日に発売されたこれまでの活動の集大成とも言えるファーストアルバム「CITY」で自らリリックを書いた曲が収
録されたことは確かな自信に繋がり、自然とメンバー達 の中に「私達を見てラップって楽しいな。やってみたいな。っ
て思ってくれるといいな！」という思いが募りこれが一つの目標となりました。 

新しいグループ名「lyrical school」には、〈その目標に向かって、凄いリリックを生み出せるラップアイドルになる為にも
っとお互いを高めるグループ（＝「lyrical 」になる為の「school」）〉という意味が込められています。 

 
■変更のスケジュール 
8 月から正式に lyrical school として活動します。 

■メンバー紹介 

【ayaka】 
移籍が決定して今は、嬉しい＆楽しみです！！ 
名前も新たに「lyrical school」に変わり、私たちにとってすごく大きな一歩を
踏み出す事が出来ました。 
こうなれたのも応援してくださってる皆さんや、いつも支えてくださっているス
タッフさんのおかげです。 
本当に、ありがとうございます！！ 
アイドル＋ラッパー＝「lyrical school」他にはない私たちらしさを、これからも
どんどん出して成長していけたらいいな、と思っています。 
私自身も、もっと素敵なプリンセスになれるようにしたいです（笑） 
パワーアップしていく「lyrical school」をお見せできるよう、頑張っていきます
ので応援宜しくお願いします。 
 
【mei】 
移籍の話を聞いたときは正直びっくりしました。 
『え！私達が!?』と思いましたが、本当にうれしい事だと思っています。 
私はここからがまた１からのスタートだと思って、新たな気持ちで私達のグ
ループ名「lyrical school」を、よりたくさんの方々に知っていただけるようス
テップアップしていきたいです。 
そして、グループ名の由来でもあるようにラップのスキルを磨き、私はフリー
スタイルのスキルも磨き、思った事をラップにしてみなさんに伝えたり、私達
を見て『ラップって楽しい！』『笑顔になれる！』『元気をもらえる！』そう思っ
ていただけることが出来たら本当に素晴らしい事だと思います。 
移籍ということで不安もありますが、それよりも楽しみがいっぱいです！ 
もっともっと成長して B－GIRL でもあり IDOL でもある「デキ女な人間」にな
りたいです。 
 
「yumi」 
いままで tengal6 を応援して下さったみなさん、ありがとうございます。ゆみ
です。これからは tengal6 から、lyrical school に名前がかわります。新しい
名前は、歌詞を書かせてもらえそうな期待と、可愛いので気に入っています。
フリスクみたいで。そして、変わるのはユニットの名前と所属させて頂ける場
所だけです。わたしたちは 6 人で平和に仲よく、名前に負けないようアップグ
レードするので、これからはよりいっそうの応援、よろしくお願いします 
￣(=∵=)￣ノ~ 
 

 2
 



 

「mariko」 

T-Palette さんへの移籍のお話を聞いたときは、とても光栄なことだと感じま
した。所属されているバニラビーンズさんや Negicco さんとも共演する機会
がそれまでにあって、LIVE を通して素晴らしさを感じていたので。 
一方、グループ名が変わることに対しての不安や、タワレコさんの名前も担
って活動していく責任みたいなものも感じています。 
"名前が変わることで、ファンの方を混乱させないか?"とか"今まで積み上げ
たものがなくなってしまうんじゃないか?"という不安。でも、名前が変わっても
きっと、私達の目指すところは変わらないし、ファンの方々もきっと付いてき
て下さると信じています。なので皆さんも、ちょっと『power up したんだよ
ね?』ぐらいの気持ちで、応援しつづけて下さると嬉しいなと思います笑 
そして、T-Palette の名前に恥じないように、今まで以上に頑張って行きたい
です！ 
これからは都外にも行く機会がどんどん増えると思うので、もっともっと多く
の方に私達を知って頂きたいと思っています。 新生、lyrical school をよろし
くお願いしま～す♡ 
 
 
「erika」 
T-Palette への移籍、めっちゃ嬉しく思います！ 
最近自分たちでも成長を実感する時が多々あります。 
手さぐりでやっていたラップですが、今では自分の思いなどから韻を踏もうと
したり、それを楽しんでいる自分に正直驚いています。 
ここまでこれるようになったのも、うまくいかなかったライブなどを含め温かく
見守って応援してくれているヘッズの皆さんのお陰やと思うし、メッチャあり
がとうって思っています！ 
目標としては、まだラップなど全然知らない方にも、私たち発信で好きになっ
てもらいたい！ 
これからも楽しいライブをたくさんの人に見てもらいたいし、私自身もリーダ
ーとしてもっとみんなの力になれるように頑張っていくので応援よろしくお願
いします☆ 
 
【ami】 
移籍し、グループ名も変わった私の今の心境は… 
tengal6 として約 1 年半年活動してきて、やっと tengal6 の名前を知ってくだ
さる方々が増えてきたところだったので、この名前で活動出来なくなることが
素直に寂しいです。 
ですが、lyrical school というグループ名は『もっとお互いを高めていけるグ
ループになる為に』ついたポジティブなグループ名なのでとても大好きです。 
tengal6 の時よりもたくさんの方々に lyrical school を知ってもらいたい！ 
そして、もっと自分達もレベルアップしていきたい！ 
私個人としても、ラップと歌の表現、そして大好きなダンスを頑張っていきた
いです！ 
これからは、最近少しずつ増えてきている女性ファンの方々をもっと増やし
たいと思っています。 
同性の方々に「lyrical school のようにかっこよく、可愛くなりたい」と思っても
らえるようになりたい！ 
lyrical school を聴いてくださる皆様や、ライブに来てくださる皆様が、もっと
もっとポジティブで元気に「lyrical school も頑張ってるんだし、私も（俺も）頑
張ろう！」って思ってもらえるようなキラキラしたグループにしていきたいで
す！！ 
野望は「あみちゃんみたいなプロポーションになりたい！」って女の子を増や
したいかな？？ 
全部込みで「あみちゃんみたいになりたい！」が 1 番嬉しいですが（笑） 
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lyrical  school（ex. tengal6） 
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1stアルバム CITY 

2012年5月25日 2,500円 

レーベル：BootRock 

1. perfect ☆キラリ   

2. fallin'night    

3. call～ (skit) 

4. 決戦はフライデー   

5. 苺のショート   

6. もし   

7. girl's flowers  

8. ～cypher～ (skit)   

9. プチャヘンザ!    

10. しってる / しらない   

11. bye bye    

12. ～end～ (skit)   

13. 6本のマイク  

tengal6  ディスコグラフィー 

ミニアルバム まちがう 
2011年7月5 日 1,500円 

レーベル：Releaserush 

1. tengal6    

2. photograph    

3. ルービックキューブ  

4. Akikaze   

5. まちがう    

6. ルービックキューブ Fragment remix 

 

シングル（CD+DVD）プチャヘンザ！ 

2011年10月28日  1,500円 

レーベル：Releaserush 

[CDシングル] 

1. プチャヘンザ！   

2. プチャヘンザ！ (inst)   

3. プチャヘンザ！ (Acappel la)   

[DVD] 

1. photograph PV    

2. tengal6の「訳あって作詞」 

lyrical School ロゴ

plofile 
 
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 「NOMUSIC, NO IDOL?」第 2 弾アーティスト
に抜擢された。 
2012 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、また「オリコンインディーズシングルチャート」で
は初登場 6 位を記録した。 
2012 年 5 月 25 日に tofubeats, 呂布(ex-ズットズレテルズ), 泉水マサチェリー(WEEKEND), 
ERONE(韻踏合組合),ポチョムキン(餓鬼レンジャー), okadada, Fragment, ROMANTIC 
PRODUCTION, 坪光成樹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、FM 
NACK 5「FUNKY FRIDAY」のコーナー「東京・アルバム・トップ 20」にて 18 位にチャートイン。 
T-Palette Records に所属するのを機に「lyrical school」にグループ名を変更。 
現在都内のクラブや LIVE ハウスを中心に活動中！ 


