目は口ほどに物を言うEP
「LIPS EYES LIES」
LIPS EYES LIES

LIPS EYES LIES

LIPS EYES LIES

素直になりなさい

LIPS EYES LIES

はぐらかしたって

LIPS EYES LIES

目は口ほどにものを言う
LIPS EYES LIES

Hu Hu Hu Hu

秘密が溶けてく

LIPS and EYES and LIES

瞬間の快感

LIPS and EYES and LIES

ありのままでいて欲しいの

Hu Hu Hu Hu
LIPS and EYES and LIES

空気歪むあのこの唇のいたずら
戒めるのは正義か否か

あまり乗り気じゃない

右から左って交わす群衆は

Weekend のモーニングコール

物申すのも煩わしいみたい

気怠く体揺らし

シェアなんて論外

すり抜けた日差しに目眩

一口でさえも死守したい

取ってつけたような

って言えない流れ

甘い声で囁く

月と太陽を相思相愛に仕立てる
世間の暴力みたいだね

安定常套句でかわす
情熱的アプローチ

※サビ

からの不可解な逃走
視線重ねバイバイ出来ないわけじゃないけど

LIPS EYES LIES

狙うはフェード シェイプ ライン

LIPS EYES LIES
LIPS EYES LIES

優しい嘘からこぼれ落ちる慢心

LIPS EYES LIES

そんなガラクタ撒き散らしつまづくなんてね
美味しくないなら吐き出せばいいじゃない

※サビ

無理して飲み込めば何も変わらないまま
色を無くしてく

Hu Hu Hu Hu
LIPS and EYES and LIES
LIPS and EYES and LIES
Hu Hu Hu Hu
LIPS and EYES and LIES

目は口ほどに物を言うEP
「クラゲ」
切れかけてるランプ

「上上上海」
上上上海

さえそのままにして
繰り返す日々は

上海物憂げな吾輩

瞬く間に過ぎ

禁じられたリーガルハイ
手を伸ばせば指名手配

シネマのヒロインに

生涯案外森鴎外 yeah

重ねた日常が

持ちかけられ安請け合い

物足りないほど

ロマンスから永遠の愛

夢を見たくなる

ドバイでせめぎあいの女子会
二次会はパラグアイ飲み放題

気づけば季節は移り変わり

やぶさかで無いうなぎパイで

空が高くなってきた

お腹いっぱいでちょっとお付き合い

次の手帳のデザインはどうしよう
オレンジの文字がたくさん並べばいいな

妖艶なビースティ・ガール

時計の針を見て少し早歩きになった

異国でフィーバー

はしゃぐ子供たちとすれ違う瞬間

不埒なバンビーナ

時間は巻き戻されてく

とりあえずいつもので
春はあけぼので

このまま

類まれなるモードで

ゆらり揺れる時間の波を
漂うクラゲなりたい

シャンシャン

透明な海に包まれ

二向聴

やわらかな幸せ感じてたい

シャンシャン
一向聴

誰にも知られずに

Heart beat 聴牌の予感に

消えそうな物語

Maybe you can"t stop to shout

巡り会う時を
待ちわびてるけど
NaNaNa...
※サビ
鮮やかなフルーツは
口にすれば止まらないけど
ほどほどにしなくちゃ
ちょうど良いくらいで
今だけは
※サビ
NaNaNa...

上上上海

目は口ほどに物を言うEP
「JELLY MONSTER」
JELLY MONSTER

ha luv it luv it

欲張りな君は

(Give it to me a a

いつだって

give me give me give me a a

あれもそれもなんでも

Give it to me to me a a

GIVE ME GIVE ME MORE

give it to me to me)

両手溢れても
欲しがるの

JELLY MONSTER

悪い癖気づいてても

欲張りな君は

Can't stop

いつだって
あれもそれもなんでも

指の隙間からこぼれ落ちたビーンズ

GIVE ME GIVE ME MORE

足元に散らばって

両手溢れても

砕けた黄色い粒

欲しがるの

忘れられずにまた探してる
JELLY MONSTER
ビビッドなグラデーションから

欲張りな君は

ハイコントラストの幾何学模様

いつだって

並べて眺めてるだけ

あれもそれもなんでも

ただそれだけで意味があるみたい

GIVE ME GIVE ME MORE
両手溢れても

JELLY MONSTER

欲しがるの

欲張りな君は

悪い癖気づいてても

いつだって
あれもそれもなんでも

(Give it to me a a

GIVE ME GIVE ME MORE

give me give me give me a a

両手溢れても

Give it to me to me a a

欲しがるの

give it to me to me)

悪い癖気づいてても
Can't stop
JELLY MONSTER
欲張りな君は
いつだって
あれもそれもなんでも
GIVE ME GIVE ME MORE
両手溢れても
欲しがるの
悪い癖気づいてても

目は口ほどに物を言うEP
「Dear Poppin Girl」
街角で流れる キャラメリーなソング

気まぐれな風が連れてきた

くちずさんでみても

香りに誘われたアイディア

ため息が出ちゃうんだ 空っぽの夢の中

今日のランチはゆずれない
少し並んだとしても BDK

特別なロマンスじゃなくても

なんとなくで選んだ服で

ってちょっと控えめ願っても

出かけた街君とランデヴー

不思議その瞬間はそんなもんじゃない

目が合いすれ違い

ハート目がけ急降下

そのまま離れてくのをただぼんやり眺めて

振り向いたら

Dear Poppin Girl からドリーミンダイアログ

Dear Poppin Girl からドリーミンダイアログ

Dear Poppin Girl からブルーミンメロディ

はじけるような視線にクラクラ
手招きする仕草に見とれる

Dear Poppin Girl からドリーミンダイアログ

Crazy for you

はじけるような視線にクラクラ
手招きする仕草に見とれる

Is this a trap

Crazy for you

like a drug
cherry ﬂavor

Is this a trap
like a drug

Dear Poppin Girl 今日はメランコリック

cherry ﬂavor

君にだってそんな日もあるんだね
今夜はあげる

Dear Poppin Girl 今日はメランコリック

最高に甘い le Poppin le Pop Love

君にだってそんな日もあるんだね
今夜はあげる

バスにひとり揺られ
キャンディーハニーなボイス
頭を駆け回る
ため息が出ちゃうんだ
もっともっと欲しくなって
ドラマチックストーリーのその先は
ってずっと描いてエンドロールへ
奇跡演じてねフィナーレまで
手をつないで急上昇
ベルが鳴れば
Dear Poppin Girl からブルーミンメロディ
とろけるようなささやきフワフワ
幻みたい魔法が止まらない
Mysterious eyes
Is this a trap
like a drug
breeze sorround me
Dear Poppin Girl 今日のラッキーエレメント
星空が伝える運命
信じていれば舞い降りるよ le Poppin le Pop Love

最高に甘い le Poppin le Pop Love

