
青い薔薇　そして甘い海
ミルクのような霧
アンティークの壺の中
夢の国　おいで招待状
ここで迷子にならなきゃ
もったいないの

閉じ込めて　はやく追いかけて
ウサギさんはどこ？
小さくなる薬
飲み込んだなら、こんにちは
さあ第三世界が花開く

迷子になりたい

愛して愛してうるさいな
虚しいのが僕らじゃないの？
本当の気持ちしか　言葉にできないとしたら
にっちもさっちもいかないな
遊び飽きたおもちゃのように
売り払うこともできやしないから

ほら　まっすぐ歩きなさい
踏み外してしまうよ
恋は雨上がりのように傷みやすい
飽きられちゃ終わりだね

5・4・3・2・1・・・

色褪せちゃったな

狂わせちゃったな
やんなっちゃったな
もう飽きちゃったな
お世話になりました

こんなに冷たい感情が
自分の中にあるなんて
君のおかげで知ったけど
気付きたくなかった
さよならを切り出す時には
とっくに終わってるものよ
あのときすきだった気持ちと共にね

色褪せちゃったな

早まっちゃったな
吐き出しちゃったな
傷つけちゃったな
お世話になりました

色褪せちゃったな

04. 迷子になりたい 05. 色褪せちゃったな03. All things must pass

Hey I'm cyberMINK
get a rise out of somebody yeah
go rising Let's have a drink.

Life in a day.
頭ずきずきの朝は
消せない濃いクマと共に
明け方の水が一番うまいの
いつまで経っても学べない
What's done is done.
寝た覚えはないけど
気づいたら朝がはじまった
労働のために生きる身体に
ぶちこんで叩き込むエナジー

All things must pass…

帰宅即缶あけてく幸せ
ああ人生

All things must pass away

地球滅亡のスイッチがあったら
せーので押したい気分
いつまでも酔狂な夜は
リスクと引き換えだから
but Life goes on.
終電まで覚えてるけど
気づいたら外で寝てた
How far I'll go.
寒さが気持ち良くて
このまま轢かれてもよかった

All things must pass…

仕事終わってないけど飲もうぜ
ああ　人生

All things must pass away

まだまだ行ける
立てなくなったら I can fly！
さあ燃え上がれ！俺の魂！
3.2.1乾杯～

カビ生えた世界
ぶっとばせ　怖くないさなにも
失うもの失ったとしても
何もない始めに戻るだけ
何もない始めに戻るだけさ

02. FUNKY婆ちゃん

元彼の家に放火した
好きな人だったから
週刊少年ジャンプがいい仕事をしました
子供の頃からとってたおかげでよく燃えたわ
留置所で番号呼ばれました
「7番！」

ひとつだけ心残り
置いて行った　あの人　

FUNKY婆ちゃん
イカれてる　齢 88はっぱ隊
入れ歯投げつけないで
FUNKY婆ちゃん
暴れている　無駄に力強いゴリラ
私を思い出して
FUNKY婆ちゃん
イカしてる　理解し難い感性
花瓶にスルメ挿すの
FUNKY婆ちゃん
狂っている
死にかけだけど大切な人なの
なんてね

思わずしちゃうことってあるよね
コントロールできないことあるよね
仕方ない　仕方ない
済んだことは仕方ない
心神喪失診断お待ちしてます

そこにマッチがあったから
「どうして嘘をつくんですか！」
「それでも僕はやってない！」
「あの人死んだんですか？」
それだけが知りたい

FUNKY婆ちゃん
やってんね　エロいね　ボケてんのに

そこのジジイに惚れて
FUNKY婆ちゃん
笑っている　ホッとした
今日はおとなしくてよかった
FUNKY婆ちゃん
死なないで　今死なれたら困るよ
空気読んでおててぎゅっ
FUNKY婆ちゃん
愛してる
妄想の中でなら

FUNKY婆ちゃん
イカれてる　齢 88はっぱ隊
入れ歯投げつけないで
FUNKY婆ちゃん
暴れている　無駄に力強いゴリラ
私を思い出して
FUNKY婆ちゃん
イカしてる　理解し難い感性
花瓶にスルメ挿すの
FUNKY婆ちゃん
狂っている
死にかけだけど大切な人

大車輪　大車輪　マッチ一本火事の元
大車輪　大車輪　マッチ一本火事の元
あの日ハートに火をつけて
もっとぎゅっとして火の用心
キレる寸前導火線
眠剤かじってはい健忘！

大車輪　大車輪　マッチ一本火事の元
大車輪　大車輪　マッチ一本火事の元
婆ちゃんの嘘もばれたなら
あたしは狂った女かな
手錠ブレスレットきらり
元彼の家に放火した
元彼の家に放火した

All Music / Lyrics / Arrangement by 雛（cyberMINK）

01. CANDY NIGHT

Let's get candy night

子供の頃に夢見た
美少女戦士のステッキが
ずっと心に残って
こびりついてる caramel part

私の頭の中は
ずっと変わっていないの
セボンスターをほしがる
今はハリーウィンストン

月明かり  星の輝き
天の川のブランコにのって
人魚姫になって泳いで
世界中を照らしてまわりたい

CANDY NIGHT ねえ夜の 7時は
まだ寝起きです  ピピピおはよう
CANDY NIGHT ねえ夜の 10時は
昼過ぎ  まだ 1日はこれから

ブロック ブロック ブロック
日常グロい  太陽ウザい  人がますます嫌い
おっさん近寄んないで
酒臭い  タバコ臭い  偉そう  イキッて  満貫
だ！
外出ると汚いもの見ちゃうから
お部屋にこもって眠ろう

食べて吐いてネットして
メンヘラなんて言わないで
パパに会わずにパパ活したい
金だけ置いてささっと失せな！
はあ、お金しかすきじゃない

貯金できる頭があるなら
今頃こんなんなってないの
ひとりだな  さみしいな
埋もれそうなネオンのひかり
ガラスの靴が似合わない顔で
来ない王子様ずっと待っている

CANDY NIGHT ねえ夜の 1時は
ご飯の時間  いただきます
CANDY NIGHT ねえ夜の 3時は
うとうと  はあまた朝が来るの
CANDY NIGHT ああ今日も一日
ベッドの上から動けなくて
CANDY NIGHT  でも甘い夜なら
スマホのあかりが照らしてくれてる

恋愛ごっこ人生ごっこ
全力マスターベーション
地獄はどこだ？ここか？そこか？
沼の味は蜜の味かな？
窯の底で煮詰めて私を骨踏みつけて
閻魔様の本気はこれから！

CANDY NIGHT ねえ夜の 1時は
ご飯の時間  いただきます
CANDY NIGHT ねえ夜の 3時は
うとうと  はあまた朝が来るの

CANDY NIGHT ねえ夜の 7時は
まだ寝起きです  ピピピおはよう
CANDY NIGHT ねえ夜の 10時は
昼過ぎ  まだ 1日はこれから



09. KISEKI

宇宙人がいたとして
広い宇宙同じ時空を
共有することはできないの？
世界が生まれたなぜを
窓辺で考えてた 13の夏
溶けないように　

もしも輝石があるとしたら
何度も邂逅した
僕らは主観の生き物　
なにが見えるの？

月が泣いている
泳ぎたくなる空
星が呼んでいるのは
何億前の軌跡だった？

今がいくら幸せでも
終わりを想いながら生きている
まっくらな穴に放り込まれたなら
君が泣く時は墓の中
いなくなるのを感じて
消えていくの
消えていくの

ふたり巡り合えたなら
別れもいずれいつか
もう二度と会えないの？
どこにもいかないで　まだ

空が震えてる
潜りたくなる砂漠
星が見つめてるのは
何億先の奇跡なの？

いつもそばにいて
いつでも行くから
背中に羽を生やしていたい
心臓に刻み付けていたい
大切なもの

月が泣いている
泳ぎたくなる空
星が呼んでいるのは
何億前の軌跡だった？

08. 悪夢から醒めたら

悪夢から醒めたら
世界は何色だろう
いつも虚しい笑顔
仮面が張り付いて取れない

泣いても明日は来るし
涙は舐めてもしょっぱいだけ
意味を見出してちゃ見失う
心や情はただのノイズでしょう

けだものなんてなりたくないよ
自分の胸につきたてるナイフ
その指で撫でて

悪夢から醒めたら
世界は何色だろう
いつも虚しい笑顔
仮面が張り付いて取れない

美しいものを見たい
揺れる想い感じたい
世界はこんなにも
素敵だと僕に教えて

感情が迷子のまま
考え続けてもうわからない
素直にいうとほんとは苦しいの
言えない気持ちはないのと同じなのに

悪夢から醒めても
世界は灰色どうせ
モノクローム色で
何食べても味がしないの

今すぐ連れ去って

もう何も見たくない
楽しい夢も嫌
なにもかもがもうたくさん

誰かに理解されたいだけ
心の奥をこじあけてよ
こじあけてほしい

悪夢から醒めたら
世界は何色だろう
いつも虚しい笑顔
仮面が張り付いて取れない

美しいものを見たい
揺れる想い感じたい
世界はこんなにも
素敵だと僕に教えて

10. D.D.M.P 南国Remix

あっなんかどどんぱしなきゃいけない雰囲気？
あ～もうかえりたい もういやだ～
クソなんでこんな思いしなきゃなんねんだ
やっぱもうだめだもうおわりだ、
起死回生にかけるには　どどんぱするしかない
やるしかない やるしかねえよ…
あ～～いやだ おうちでキットカットたべたい
クーラーガンガンかけて毛布にくるまって
Netflixみたい
いや、やるしかないときもあるんだ
チクショウ やってやるぜ
やばい…ころしちゃった　やりすぎた
え…犯罪かなこれ　うおうおやべえやつだこれ
わあああーー！！　
なんとか逃げ切った…

この戦場では死ぬかもしれない
おれの遺言をきいてくれ　
生まれ直せたら　生まれ直せたらなあ
テキサス生まれでテキサス育ちの
チアリーダーになりてえ～
Bring it on I'm gonna do it
どどんぱどんどんどどんぱどーん
どどんぱ　どどんぱ　どどんぱ　どどんぱ
んどど　んどど　んどど　んどど
いつまでも　いつまでも　いつまでも…

こんなとこで死んでたまるか
往生際の悪さだけは日本一だぜ
本気出して負けるのいやだから
本気出さないようにしてきたけど
おれの遺言をきいてくれ
生まれ直せたら　生まれ直せたらなあ
綺麗なでかい家で　金持ちの飼い猫になって
可愛がられて　寝て暮らすのさ

どどんぱどんどんどどんぱどーん
どどんぱ　どどんぱ　どどんぱ　どどんぱ
んどど　んどど　んどど　んどど
いつまでも　いつまでも　いつまでも…

All Music / Lyrics / Arrangement by 雛（cyberMINK）

06. kiss and pain

今日はなんだか嫌気がさすほど
女な日で
愛する人の隣でこれを書いているの

まっすぐ見れない
まるで光の屈折みたいに
まっすぐ見れない
残酷なほど  正直なのに
直視したら目壊れちゃうから
冷静にならないように

はやく kiss&pain 

つまらなさそうな顔を見るたびに
怖くなるの
あたしはなんて無価値なんだろ
うって刻む

気まぐれなキスだって
温度感じないキスだって
唇触れるだけで
あたし歌ってしまう

心掻き乱しといて
ひらり余裕があるね
あたしも綺麗事言って
見返りを求めてる
本当はわがままな自分を
君の前で暴かれてしまう
情けないな

はやく kiss&pain

07. Twinkle

星の見えない街で　宝石を探してる
恋でも愛でもない　ひとつぶのきらめき
Twinkle もっと
日持ちしない気持ちが　
ノイズと混ざってマーブルになる
叶えたいもの 後悔したこと
もう叶わないものと
ミルク色の雲がつつんだのは
削れたけどピュアな石
指輪にはめるはずの魔法は
行方をくらましたまま
刺激的なキスなんかより
ドキドキすることがある
星の見えない街で
宝石を探してる
恋でも愛でもないひとつぶのきらめき
何しても満たされない　誰も彼もがジョーカー
踊り続け まわるまわる　ジャンクだらけの世界
信じない

あてもなく探すうち　何を触っても感覚がない
本物がいい 偽物じゃなきゃ
もうなんでも構わない
小指にはなにもない
熱いルビーの鼓動も感じない
心臓ははち切れないし　唇は赤く染まらない
男の子にはわからない
理想的な恋なんかより　傷つきたい夜がある
素敵な人になるね　迎えの馬車はいらない
鼓動が 高鳴る時　きっと羽根が生えるから
星の見えない街で　宝石を探してる
恋でも愛でもないひとつぶのきらめき
孤独でも構わない　君じゃドキドキできない
Kはみな破り捨てた　ハートのQを引くため
Twinkle もっと
Twinkle もっと
Twinkle もっと
Twinkle もっと


