ちょっと工夫でこのうまさEP
「月と流れ星と君と」
月と流れ星と君と

記憶の中に

光が交差するミッドナイト

月と流れ星と君と

夢うつつ私は溶けてく

光が交差するミッドナイト

誰も知らない空の向こうへ連れてって

夢うつつ私は溶けてく
誰も知らない空の向こうへ連れてって

不都合な毎日はエンドレス
深いため息も飲み込んで

ひとつふたつ数えながら

憂鬱な予定のキャンセル

迷い込む眠りのシーサイド

さえも出来ないなんてね

二人手を繋ぎ駆けてく
ワンシーンで彩るストーリー

Losing my head
白黒のコントラスト強めの

カーレディオから

日常にちょっと目眩してるね

トレンディなミュージック

そんな時君が境界線を

sounds boom

淡く塗り重ねてく

sounds boom

ビルの灯が消える頃

全身響く

走り抜けるハイウェイ

トルクをチューンアップ

風が呼ぶ方へ

sounds boom

目まぐるしく移り変わる

sounds boom

街の景色少し高くから見下ろし
遠く深い青が染める視界

月と流れ星と君と

くだらない悩みなんて沈めて

光が交差するミッドナイト

嬉しいことプレイバックして

夢うつつ私は溶けてく
誰も知らない空の向こうへ連れてって

振り向けば
月と流れ星と君と

ひとつふたつ数えながら

光が交差するミッドナイト

迷い込む眠りのシーサイド

夢うつつ私は溶けてく

二人手を繋ぎ駆けてく

誰も知らない空の向こうへ連れてって

ワンシーンで彩るストーリー

ひとつふたつ数えながら
迷い込む眠りのシーサイド
二人手を繋ぎ駆けてく
ワンシーンで彩るストーリー
最高の結末ドラマティック
過ぎれば当たり前の毎日に
納得いかない出来事は
繰り返す波の様に
髪がまとまらない季節に
ちょっとしたメランコリー味わって
陽射しが予感させる近い未来に
期待が高まる瞬間は
腑に落ちない日々の真ん中に
いても君の背中にもたれながら
体温とリズムに誘われて

ちょっと工夫でこのうまさEP
「フレンチブルー」
フレンチブルーのレディオ今日も

色あせた記憶の中で

vivid な TUNE をキャッチして for me

触れた光頼りに歩いていく

クラッシュフラットモノクロの days
イメージ決めて最高の DJ スタイル

It like I'm in your brain
It like I'm in your brain

アラームが鳴り響く 7am

Super skill in your brain no one have

慌ただしく１日始まる

So special

人混みの隙間から覗いたビルディング

Ha

飛び越えて果まで行きたいけど
フレンチブルーのレディオ今日も
本当に欲しいものは

vivid な TUNE をキャッチして for me

そう遠く無くて

クラッシュフラットモノクロの days

ねえ

イメージ決めて最高の DJ スタイル

本気でいけば掴めるはずで
ただ変わらない日々抜け出して

Uh Listen to my heart

インスピレーション乗りこなし

Uh You're in my life

理想の遥か先飛ばしていこう
Uh Listen to my heart
フレンチブルーのレディオ今日も
vivid な TUNE をキャッチして for me
クラッシュフラットモノクロの days
イメージ決めて最高の DJ スタイル
夢に誘われ落ちる 11pm
空で手を繋ぐ感覚から
戻された現実のクールなヴィジョン
乗り越えて果てまで行きたいなら
本当に大事なことに
気づいてよ
ねぇ
本気でいけば掴めるはずで
ただ正直ありのままでいて
ビジュアリゼーション研ぎ澄まし
全てがリンクする瞬間を
Uh You're in my life
フレンチブルーのレディオ今日も
vivid な TUNE をキャッチして for me
クラッシュフラットモノクロの days
イメージ決めて最高の DJ スタイル

ちょっと工夫でこのうまさEP
「会社の近所の中華料理」
会社の近所の中華料理

駅から二分の中華料理

会社の近所の中華料理

駅から二分の中華料理
悩みを聞いてよご長男

あのーいつも週半ば水曜日あたりに行くんですけど
『お疲レディースセット』ていうのがあってね

そう

500 円で生とギョーザ

あなたが好きって事なの

ピーチォウジャオツー

あなたが好きって事なの
あなたの料理はイマイチね

で、もう一品
私あんまり子供のころピーマンって

心のすきまに中華料理

好きじゃなかったんですよ

心のすきまに中華料理

でも大人になってからピーマンの魅力に

ナンバーワンにはなれないけど

気付かせてくれたのが
青椒肉絲

でも
あなたがいないとダメなの

で、こちらのご主人出身どちらだと思いますか？

あなたがいないとダメなの

北京？四川？上海？

愛しのパフューム

いえ、雲南省の
香格里拉香格里拉
え！香格里拉？？ってなりますよね
なんで日本来たんだろうって
まぁほんとはそんなにご主人に興味無いんですけどね
会社の近所の中華料理
会社の近所の中華料理
ちょっと気さくなご主人さん
でも
あなたが好きってわけじゃない
あなたが好きってわけじゃない
あなたの料理が好きなだけ
月に一度は東口前姉妹店
聞き上手二枚目ご長男
パサパサバンバンジー

しっとりチャーハン

強めハイボールで胃の中は dancing in the night

ウーシャンフェン

ちょっと工夫でこのうまさEP
「二束三文」
二束三文

拝金主義に呑み込まれて

二束三文

君の人生の主役を紙切れにしないで

古着を売っても

それも悪くないけど

二束三文

気楽に take it easy したいじゃない

1・2・3・4・5kg

豪華絢爛セレブのお宅拝見

800 円

なんて見ちゃうとさ
あれも無いこれも無いって右往左往

二束三文

ほんとはそんな物必要無いのに

二束三文
スマホの下取り

人の群れはぐれて今夜

二束三文

Party Night
Lonely Party Night

1・2・3・4・5S
なら 4000 円

ワンルームローファイなビートで
Party Night

二束三文

Lonely Party Night

二束三文
田舎の空家も
二束三文
1・2・3・4・5 平米
5000 円
二束三文
二束三文
でも無いよりは良いじゃない
二束三文
欲張りな君のジレンマ二束三文
最近どう？ちょっとお疲れさん？
まぁちょっと一息ついてさ
グラスの氷回しながらぼーっとして
思い耽る時間も大事だね
せわしなく過ぎる毎日を
もっと自由になんて言われてもね
つい考えるじゃん先の事とかお金の事とかさ
なら一つだけ嫌な事やめて
それで一つだけ贅沢して
毎日の 100 円缶コーヒーを本格挽きたてコーヒーで一服
誰も禁止にしてないのに
ついつい妥協する習慣ね
その差額なんて二束三文
いつもがっかりの二束三文
※サビ

※サビ

