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タワーレコード新宿店アイドル企画 「NO MUSIC, NO IDOL?」 

ニューアルバム『date course』発売記念 

清純派ヒップホップ アイドルユニット “lyrical school”登場！ 

 

タワレコ 14 店舗にて lyrical school「NO MUSIC, NO IDOL?」撮りおろしポスター プレゼント！ 

タワーレコードでは、新宿店発信の人気アイドル企画＜NO MUSIC, NO IDOL?＞VOL.41 にて、9 月 18 日（水）にニューア

ルバム『date course』を発売する、lyrical school とのコラボレーションが決定しました。 

9 月 17 日（火）よりタワーレコード 14 店舗［札幌ピヴォ店/仙台パルコ店/池袋店/新宿店/秋葉原店/名古屋パルコ店/名

古屋近鉄パッセ店/梅田大阪マルビル店/梅田 NU 茶屋町店/難波店/京都店/神戸店/広島店/福岡店］にてコラボレーショ

ンポスターを掲出。同 CD をご購入いただいた方にポスターをプレゼントいたします。 

 

■NO MUSIC, NO IDOL? “lyrical school”コラボ・ポスタープレゼント！ 

このタワーレコード新宿店×lyrical school「NO MUSIC, NO IDOL?」コラボレーションポスターは、メンバーがタワーレコード

スタッフに扮して撮りおろしたオリジナルポスター。9 月 18 日（水）発売のニューアルバム『date course』［10 月 2 日（水）発売

のアナログ盤は対象外となります］を、対象店舗にてご購入いただいた方に、同ポスターを差し上げます。 

また、ニューアルバム『date course』の発売を記念して、タワーレコード各店にてイベントも決定いたしました。 

 

タワーレコードでは、lyrical schoolのニューアルバム『date course』の発売を店頭から盛り上げてまいります。 
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タワーレコード新宿店×lyrical school 

「NO MUSIC, NO IDOL?」 

コラボレーションポスター 

 

◆取材ならびにこの件に関するお問い合わせ先◆ 

タワーレコード株式会社 広報室 谷河（やがわ）、高橋、松本、伊早坂  

TEL：03-4332-0705 Email：press@tower.co.jp 



 
◆ タワーレコード新宿店×lyrical school「NO MUSIC, NO IDOL?」コラボレーションポスタープレゼント ◆ 

■対象店舗にて、9 月 18 日（水）発売［9 月 17 日（火）入荷］lyrical school のニューアル

バム『date course』［10 月 2 日（水）発売のアナログ盤は対象外となります］を対象店舗

にてご購入いただいた方に、同ポスターを差し上げます。 

※対象の CD1 枚につき、ポスター1 枚、ポスターがなくなり次第終了となります。 

 

【対象店舗】タワーレコード 14 店舗 ［札幌ピヴォ店/仙台パルコ店/池袋店/新宿店/秋

葉原店/名古屋パルコ店/名古屋近鉄パッセ店/梅田大阪マルビル店/梅田 NU 茶屋町

店/難波店/京都店/神戸店/広島店/福岡店］ 

 

【対象商品】 

タイトル：ニューアルバム『date course』  

発売日：9 月 18 日（水）  

価格：\2,500（税込） 

品番：TPRC-0054 

レーベル：T-Palette Records 

 
 

 
 

 
 

◆ lyrical school ニューアルバム『date course』発売記念 イベント◆ 
■タワーレコード池袋店 日時：①9 月 14 日（土）13 時～ ②9 月 14 日（土）15 時～ 
 
■ダイバーシティ東京プラザ 日時：①9 月 16 日（月）13 時～ ②9 月 16 日（月）15 時～ 
 
■タワーレコード秋葉原店 日時：9 月 18 日（水）19 時 15 分～ 
※タワーレコード新宿店×lyrical school「NO MUSIC, NO IDOL?」コラボレーションポスタープレゼント 対象店舗 
対象商品をご購入いただくと、イベント参加券または、ポスターのいずれかを差し上げます 
 
■タワーレコード錦糸町店 日時：9 月 20 日（金）19 時 15 分～ 
 
■タワーレコード新宿店 日時：①9 月 21 日（土）12 時～ ②9 月 22 日（日）18 時～ ③9 月 22 日（日）20 時～ 
※タワーレコード新宿店×lyrical school「NO MUSIC, NO IDOL?」コラボレーションポスタープレゼント 対象店舗 
対象商品をご購入いただくと、イベント参加券または、ポスターのいずれかを差し上げます 
 
■タワーレコード渋谷店 日時：9 月 23 日（月）18 時～ 
 
【イベント詳細】イベントご参加方法や内容詳細は、lyrical school のオフィシャルホームページにて後日お知らせいたします。 
lyrical school WEB SITE  http://lyricalschool.com 
 
■lyrical school プロフィール 
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 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、8 月から新メンバーminan が加入。 

■T-PaletteRecords  http://tower.jp/label/t-paletterecords 

『date course』 

ジャケット 

タワーレコード新宿店×lyrical school 

「NO MUSIC, NO IDOL?」コラボレーションポスター 
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