秘密のファンキータウン

Hi-Fi Magic

(what do make me)
シベリア超えてニューヨーク
斜めな目線の奥
キラリ
光る真実伝えるパーライト

Hi-Fi Magic に迷って
眠れない夜の向こう飛び出した
フューチャートリックで暴いた
あなたの秘密も知らないふり

思い通り進まない
休日の午後
振り回される CALL BACK
デッドスペースを程よく
埋めるようなジャスティスでノイジーなサウンド
印象派の大胆な筆遣い的
ストロークの魔法で Deep Dive
トーンダウンされたメッセージ
から感じ取る空からの啓示
鮮やかなケミカルペイントで
交差する想い描いて
これって噂のニューウェーブスタイル
(what do make me)
シベリア超えてニューヨーク
斜めな目線の奥
キラリ
光る真実伝えるパーライト
(what do make me)
ナミビアからのトーキョー
ストレートな想いを
フワリ
風が誘う秘密のファンキータウン
閉じ込めたメロディーが
反射しながら
かすかに伝わって
足音が近くなる
始まりのフレーム印すスターライン
最高値を期待してる Delight
目と目で確かめて赤く Relight
スウィンギングしてる TV Show
から辿る線の向こう忘れた Talk
くすんだディスプレイ越し流れる
低ビットレートなダンシング
これって誰かのオールドストーリー
※サビ
Body Feel して朝まで
思いがけないチョイスから始まる
ワンナイト・ツーナイトで終わるかどうか
私に権利を PLEASE
突然の予感に Dub
揺れる O サインがフレームアウト
デジャブな空気は不穏か
確かめるにもちょっと手が届かない
Feel for you
That's all I wanna do
※サビ

カーテンの隙間から差し込む
ヘッドライトのイルミネーション
追いかけて遠くなる意識は
どこへ流れ着くのかなって
夢の中で夢を見て
その夢が覚めてまた眠りについて
宙に浮かぶ足の感覚は
誰にも伝わらないけど
まだ見えない明日は
何色へと回るの
手探りでパズルを解いて
お好きに OOTD
カラフルなピース転がして
ラジカルな感じで並べて
意気揚々急上昇
なんとなくが丁度良い時もあるし
右手を上げてジャンピン
クルクル回してジャンピン
このままどこかへ飛んでいけるなら
怖いものなんて無いけどね
※サビ
物憂げな横顔
解くあの子の声を
閉じ込めたページめくって
思い出すの TBT
モノラルの空気を拡げて
パステルのラインで繋いで
大胆不敵運命的
メロディの衝突生まれるシナジー
両手を上げてジャンピン
アタマを押さえてジャンピン
このまま高まるアンビエンスに
酔いしれて朝を迎えたいな
※サビ
※サビ

Hand in the Ray

SHAKE

理想の未来を描くノートの
ページはただ増えるばかり
強く願うだけじゃ叶わない
つい目を背けて一休み
十年前のドラマを見て
あのころは良かったなんてね
変わりゆく現在の現実に
取り残されそうになってる

survive on the bass
My heart still beats

Step for you
あの時踏み出した 1 歩は誰のものでも無い
Bright desire
キラキラ輝く景色独り占めしてみたくて
On my way
何も知らないままスタートラインを飛び越して
まわり始めた世界は急速に加速して

投げ出す dirty work
構うほどに spirit fall
追いかければ joy
ネオンサインに吸い込まれて

Hand Hand in the Ray
高く手をかざし掴んだ Fave
Hand Hand in the Ray
Oh Oh Oh
Hand Hand in the Ray
闇雲にさ迷うなら Stay
Hand Hand in the Ray
Oh Oh Oh
もしもとか例えばとか
弱気になると考えるけど
明日を信じられたら大丈夫
風のように自由なままで
(Where am I)
目の前が霞んで見えなくなりそうな時には
(Find out myself)
足跡を辿って現在地を確かめてみて
(In a calm voice)
耳をすませばきこえる微かな声は
きっと反射した私の想い
そっと抱きしめて
※サビ

アクセル be so loud
抑えきれない speedy sound に
思わずそんな step
Show me Drive me
Mad so mad

Fever the night
ストレスフル
電気的刺激が突き刺す
Purple light like a sun
で溢れ出す生命の秘密
教えてあげる
Deep ﬂoor 地を這う
ベースミュージックに
上手く乗せられちゃって
ビルディング飛び越すくらい
高まる波動が
そっとプレイバック
TV も U のチョイスも
さっぱりしっくり来ないなら
Throw away
Daytime のハイライト
まったりざっくり小耳に
Holding
それだけで話題は OK
I Know that 確かめたい相性
軽く流してしまうの愛想
笑いして you know? って
適当になんとなく楽しく
やってるみたい

Step for you
あの時踏み出した 1 歩は誰のものでも無い
Bright desire
キラキラ輝く景色独り占めしてみたくて
On my way
何も知らないままスタートラインを飛び越して
まわり始めた世界は急速に加速して

Motion も I のピースも
やっぱりしっくり来ないなんて
Bye Bye
週末の Escape ランディング

※サビ

見過ごす Big wave
乗り遅れて bring me down
思うままに Flow
hanky panky hanky panky
Round and round

survive on the bass
My heart still beats

いい加減な deal
嫌気がさす isolation
瞬く間に blow
跡形もなく解けてく
※サビ

Fever the night
ストレスフル
電気的刺激が突き刺す
Purple light like a sun
で溢れ出す生命の秘密
教えてあげる
Deep ﬂoor 地を這う
ベースミュージックに
上手く乗せられちゃって
ビルディング飛び越すくらい
高まる波動が
そっとプレイバック
※サビ
survive on the bass
My heart still beats

xoxo

WTH

時が止まれば

曖昧な視線に
少し戸惑いながら
kiss and hug EO
kiss and hug EO

今日は
What The Hell
が止まらないの
明日にも不安募るばかり
もうちょっと優しくしてよ
いたずら運命

とぎれとぎれの信号を
思いのままにつなぎ合わせて
未来を創る神様みたいに
伝えたいメッセージは
複雑なら優しく解いて
あなたもわたしも
思い出せるように

曇り空みたいな
君のメッセージの最後
kiss and hug EO
kiss and hug
少し遅めに起きた休日
景色はスローモーション
なんとなくで始まって
いつの間にか終わってるけど
君がくれたスパイスが
香る朝は心地よくって
でもせつない気持ちがどこかに
隠れてそっと爪をたててる
謎めいたそぶり
でも近い距離で
何かを予感させるのは
揺れ動く髪が
絡まるみたいに
自然なテレパシー
※サビ
今日は少し Cloudy
誰かが悩んでるみたいに
打ち明けられない秘密が
ゆらゆらと浮かんで流れて
そんな日はゆっくりと
すぎる時間に身をまかせて
また目が覚めたらきっと
体は軽くはずむように
繰り返してるの
伝えられないまま
反射した想いはどこへ
眠れない夜は
私が私を
見つけて届けて
※サビ
You hide your mind
Don't you?
EO E,E,EO
※サビ

What The Hell
が止まらないの
何一つ信じられないけど
もうちょっと時間が経てば
抜け出せるの？
アラームが鳴らなくて
慌てて起きた朝８時
携帯充電刺さってないし
喉の調子も悪いし
外に出れるくらいには
急いでどうにかしないと
アイライナーは２回も折れるし
マスカラ直後にくしゃみで真っ黒
ふぅ
一息つく間もなく
玄関飛び出しエレベータ
点検中だし急いで降りたら
自転車どこにも見当たらないし
思わず飛び乗る各駅停車にゆられて次の駅
通勤快速追い越されるし
はぁ
※サビ
どうしようもない一日は
巡り巡ってやって来た
グレーの雲につつまれた
空の気まぐれみたいに
帰り道でまたぼんやりと
そんなことをつぶやきながら
よそ見をするから
水たまり転び
OMG!
※サビ

好きなだけディッシュを並べて
好きなだけお菓子を盛って
今日食べきれないまま
明日も明後日もその次も
はやくしないとダメになっちゃうけど
心変わりは突然に
あなたも一口どうですか
微かに香る
ケミカルフレイバー
When I close my eyes
おひとり様の
スイートダンスホール
Joyful time for me
眺めのいい川沿いの
8 階ベランダからのランデヴー
湿った地下室に吸い込まれ
前後左右に揺れて揺れて揺れる
レーザービーム浴びて
シャワータイムダンス
からアタックチャンス
なんてほんとどうでもよくって
忘れたい事忘れてミッドナイト
気まぐれエモーション
突然のサイレン
響けばプレイボール
朝まで
時が止まれば
少し滲んだ空も切り取って
淡い色
ただまぶたの裏に重ねてく
遠く伸びてく
歪む音に乗せて伝えたいこと
誰ひとり
気づけずに通り過ぎてくロジックに
惑わされて
甘くフェードアウト
強い風に吹かれて飛んでいった願い事は
浅い眠りについたわたしを置いていく
迷宮に迷い込む夢を見て立ち上がる
目をこすりながらでも追いかけて
そんなに大した距離じゃないから
微熱で惹きつける
フェイクニュース
Don't count on my care
ギリギリのクライマー
隙間からトワイライト
消えかけたストーリー
もう一度
※サビ
気付けば物語はクライマックスへ
ハイカロリーなデザートで満たされた体で
軽やかなステップを踏むように
踊り明かした夜の思い出は忘れても
あなたもわたしもまた出会えるように

LIKE IT

ABC de DANCE

あなたにあげる LIKE IT

なんでもないような瞬間を

そんな深い意味は無いけれど

フェーダーで繋ぎ合わせてく

手をつなぐみたいな感覚

A でも B でも C だって

もっと教えて君の毎日

君が踊ればダンスミュージック
ゆらゆらと揺れ動く

モーニング Coffee

人の波間を SWIM

イブニング Cake

駆け寄ってグラスあわせ

思わず一口ほしくなるみたいな

Cheers そう何度でも

おいしさを分けてほしいな
日常は交差する
" こんなの見たことない "

ダイナミック＆イージーな

" ずっと気になっていたの "

音の繰り返しみたい

" わたしも大好きなんだこれ "

好きな音色も

"LGTM 良いと思うのにな "

そうじゃないのも
たのしまなきゃもったいないね

新たな世界が見えてきたり
寄り添う幸せ感じて
みんな届けたいものだらけ

ABC de DANCE

もっとわたしも届けたいな

お気に入りの歌声だけを

散りばめてカラフルな

たまにはね

ヴィジョンを思いのまま
憧れのオーセンティックガール

詰め込んだプレイリストもいいけど
よくわからないって気にもとめなかったフレーズに身をゆだねてみて
気付くかな

みたいになれるかな

大切なメッセージ

触れた瞬間

引き寄せられたのもまた運命だね

LIKE IT
ドキドキするなら
LIKE IT

こんな所に隠れてたんだ

帰り道
君が言ってたオススメ

指を鳴らして

辿りながら電車に揺られて

LIKE IT

規則的でも
ランダムに響いてく

声が揺れる

意外と胸の奥まで

LIKE IT
もっと欲しいなら

Can you hear my voice

LIKE IT

声にあわせて体を揺らして

扉を叩いて

I'm going down my road

LIKE IT

空を気ままに漂うイメージで
There ain't no time to lose

ヒントがそこにかくれてる

限られた時間に散りばめて夢を

退屈なわたし脱ぎ捨てたい

Lend me your hand

あの子のおしゃれの秘密とか

手と手で生まれるシンクロニシティ

ミステリアスにも触れたいな
セルフィーテクニック
フェアリーテイル
ネオンの光に魅せられるみたいな
鮮やかな君を切り取って
LIKE4LIKE4LIKE4LIKE
LIKE4LIKE4LIKE4LIKE
LIKE4LIKE4LIKE4LIKE
LIKE4LIKE4LIKE4LIKE
※くりかえし

ABC de DANCE

xoxo feat.USAGI DISCO
少し遅めに起きた休日

繰り返してるの

景色はスローモーション

伝えられないまま

なんとなくで始まって

反射した想いはどこへ

いつの間にか終わってるけど

眠れない夜は

君がくれたスパイスが

私が私を

香る朝は心地よくって

見つけて届けて

でもせつない気持ちがどこかに
隠れてそっと爪をたててる

You hide your mind
Don't you?

今日は少し Cloudy
誰かが悩んでるみたいに
打ち明けられない秘密が
ゆらゆらと浮かんで流れて
そんな日はゆっくりと
すぎる時間に身をまかせて
また目が覚めたらきっと
体は軽くはずむように
kiss and hug
kiss and hug
kiss and hug
kiss and hug
謎めいたそぶり
でも近い距離で
何かを予感させるのは
揺れ動く髪が
絡まるみたいに
自然なテレパシー

You hide your mind
Don't you?
EO E,E,EO

曖昧な視線に
少し戸惑いながら
kiss and hug EO
kiss and hug EO
曇り空みたいな
君のメッセージの最後
kiss and hug EO
kiss and hug EO
曖昧な視線に
少し戸惑いながら
kiss and hug EO
kiss and hug EO
曇り空みたいな
君のメッセージの最後
kiss and hug EO
kiss and hug
EO E,E,EO

