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lyrical school 12/11 発売両 A 面ニューシングルから 

「My かわいい日常たち」MV 公開！ 

初回限定盤にライブ音源収録 マルイシティ渋谷でリリスクショップも 
 

タワーレコードのアイドル専門レーベル T-Palette Records に所属する清純派 HIPHOP アイドル、lyrical school が

12 月 11 日（水）に発売する両 A 面シングル「わらって.net / My かわいい日常たち」から、「My かわいい日常たち」のミ

ュージックビデオが本日 12 月 2 日（月）に公開されます。 

「My かわいい日常たち」の MV では、タイトル通り“女の子の日常たち”を描いた、かわいらしさと女の子の前向きな

気持ちを反映させた作品となっています。 

さらに、このシングルの初回限定盤にはアルバム「date course」のリリースイベントツアーの最終日となる 11 月 3 日

(日)に渋谷 SOUND MUSEUM VISION にて行われた「date course special tour final」のライブ音源を収録することも決

定しました。 

 

また、12 月 10 日（火）から 12 月 16 日（月）までの間、マルイシティ渋谷 9F にて LYRICAL SCHOOL OFFICIAL 

STORE OIOI CITY SHIBUYA をオープンします。これまで発売したアイテムの復刻デザインの T シャツやスエット、パー

カーや新作Ｔシャツも販売する他、「Myかわいい日常たち」のMVで使用したセットを展示する予定です。詳細はlyrical 

school 公式 HP と Twitter で告知いたします。 

本作リリースに伴い、リリースイベントも精力的に行います。楽曲に、そしてライブにこだわる lyrical school のありの

ままを詰め込んだ新作にご期待ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Myかわいい日常たち」MV  http://youtu.be/upmzSdrZwrY   

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

lyrical school 公式HP    http://lyricalschool.com  

 

ごご取取材材、、おお問問いい合合わわせせ先先：：  TT--PPaalleettttee  RReeccoorrddss制制作作デデススクク  吉吉野野  TT::0033--44333322--00775500  

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  

http://youtu.be/upmzSdrZwrY
http://tower.jp/label/t-paletterecords
http://lyricalschool.com/
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lyrical schoolニューシングル 

発売日：2013 年 12 月 11 日(水) 

タイトル：わらって.net / My かわいい日常たち 

レーベル：T-Palette Records 

初回限定盤 

品番：TPRC-0063 

価格：￥1,500（税込） 

トラックリスト 

１. わらって.net 

２. My かわいい日常たち 

初回限定盤 ジャケット ３. PARADE(date course special tour final) 

４. photograph (date course special tour final) 

５. わらって.net(inst) 

６. My かわいい日常たち(inst) 

 

通常盤 

品番：TPRC-0064 

価格：￥1,000（税込） 

１. わらって.net 

２. My かわいい日常たち 

３. わらって.net(inst) 

４. My かわいい日常たち(inst) 
通常盤 ジャケット 

 

 

■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。 
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■DISCOGRAPHY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012/08/22 

シングル 

「そりゃ夏だ! 

/ おいでよ」 

2012/12/12 

シングル 

「リボンをきゅっと」 

2013/05/15 

シングル 

「PARADE」 

初回限定盤 

2013/05/15 

シングル 

「PARADE」 

通常盤  
2013/09/18 アルバム 

「date course」 
 

 

 

■リリースイベントスケジュール 

12/7(土)13 :00 / 15 :00 タワーレコード西武東戸塚店 

12/8(日)13 :00 / 15 :00 ららぽーと柏の葉２F センタープラザ 

12/10(火)16 :00 / 19 :15 マルイシティ渋谷 

12/11(水)18 :00 / 20 :30 タワーレコード新宿店屋上 

12/12(木)19 :30  TSUTAYA JR 中野駅前店 

12/13(金)16 :00 / 19 :15 マルイシティ渋谷 

12/14(土)12 :00 / 14 :00 バンダレコードステラタウン店 ステラタウンメローペ広場ステージ 

12/16(月)18 :00～  マルイシティ渋谷（live はありません。） 

 

■イベントスケジュール 

12/14(土)OPEN15 :30 / START16 :30 

「CLUB CITTA' 25th AnniversaryCITTA IDOL FORCE」＠CLUB CITTA’ 

12/15(日)OPEN14 :00 / START15 :00 

「T-Palette 感謝祭 2013」＠ラフォーレミュージアム六本木 

12/21(土)OPEN11 :30 / START12 :00 

「Especia×lyrical school in OSAKA」＠Abeno ROCK TOWN 

12/22(日)OPEN12 :00 / START13 :00 

「交フェス in 名古屋 Vol.6」 

 

 

http://tower.jp/item/image/list/3133666#1�
http://tower.jp/item/image/list/3172726#1�
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「わらって.net / My かわいい日常たち」の発売を記念して 

マルイシティ渋谷 9F に LYRICAL SCHOOL OFFICIAL STORE OIOI CITY SHIBUYA を 12/10（火）

-12/16（月）までの期間限定で OPEN します。 

  

今までに発売した復刻デザインの T シャツやスエット、パーカーを販売するほか、新作Ｔシャツも発売しま

す。店内には「My かわいい日常たち」の PV 撮影で使用したセット（写真撮影可）や、応援メッセージボー

ド、リリスクの衣装なども展示する予定です。 

また、最終日の１６日（月）にはＴシャツの希少在庫を販売するほか１９時よりＣＤ販売と特典会としてＰＶ

セットでの撮影会を行います。 

 

12/10（火）      9F 売り場 12 時より販売開始 1F プラザ 16 時 LIVE 19 時 15 分 LIVE 

12/11（水）-12（木）  9F 売り場 10 時より通常販売 

12/13（金）      9F 売り場 12 時より販売開始 1F プラザ 16 時 LIVE 19 時 15 分 LIVE 

12/14（土）-15（日）  9F 売り場 10 時より通常販売 

12/16（月）      9F 売り場 10 時より通常販売 18 時よりレア在庫販売 １９時ＣＤ販売と特典会 

 

詳細はリリカルスクール公式ＨＰ、Twitter で告知します。 


