
Hello.JP 
 

Hello People どうかあなたの 1票を！ 

国民の皆様の笑顔の為に戦い MAX！！ 

oh oh oh oh お金じゃないんです！ 

oh oh oh oh 毎日精進して参ります！ 

 

Hello Patients 今日はどうなさいました？ 

いつもの様にお薬を山の様に出しとく-Z！！ 

oh oh oh oh 又のお越しを！ 

oh oh oh oh 愛なんです！ 

 

Hey listen Japanese people 

偉い人の言う通りに生きて行けば 

きっと will be good！have a nice day！ 

 

それでいいんじゃない 多分いいんじゃない 

それがいいんじゃない ah ah ah ah ah×2 

 

Hello lost lambs 手を合わせて祈りなさい 

目を開しれば仏様は何人にも平等 Death！！ 

oh oh oh oh お布施じゃないんです！ 

oh oh oh oh God bless you 

 

Hey listen Japanese people 

偉い人の言う通りに 生きて行けば 

きっと will be good! Maybe good？ 

Hey listens Japanese people 

誰かさんの言う通りに 歩いて行けば 

きっと will be good！ 

 

Hey listen Japanese people 

偉い人の言う通りに生きて行けは 

きっと will be good！ Maybe good？ 

Hey listen Japanese people 

誰かさんの言う通りに 歩いて行けは 

きっと will be good！ 

 

Hello Japanese people !!!!! 

 

 

 



Ne-ver-gi-veup 
 

くだらない事で蹟いて 

つまらない事に流されて 

ボロボロになって泣き崩れ 

それでも腐らないお前が良い 

 

負けないで ネバギバ いつだって 自分を信じて 

もう一度 ネバギバ 前向いて 明日へ進め 

 

白を黒だと言われても 

やっぱ 譲れないものは譲れない 

言いたい事も言わないで 

流されて行くだけじゃ カッコ悪りぃ 

 

大声で ネバギバ 胸張って その熱い想いを 

張り切って ネバギバ 腕振って 明日へ進め 

 

ヤケになって浴びるほど 酒に溺れてみる日もある 

だからって 逃げる程 諦めてはいないのさ 

 

誰かが真実をさえぎって 

望んだ未来じゃ無いとしても 

でも俺は変わらず君が好きで 

いつでもどこでも抱きしめる 

そんでもっと大声で愛してるって言う 

 

負けないで ネバギバ いつだって 自分を信じて 

もう一度 ネバギバ 前向いて 明日へ進め 

 

I want you to go on the path 

that you believe ln yourself 

Everything’s gonna be all right. You and me. 

Once again Never give up. I promise you. 

You can always be a star. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TANSEKI rock'n'roll 
 

今夜は胆石 rock’n’roll ご機嫌 rock’n’roll 

皆んなの胆石数えて朝まで踊ろ！ 

お前も絶対お腹に胆石 持ってるはずだぜ！ 

明日はきっとお前が 胆石 rock’n’roll 

 

chicken！ pork！ beef！ cheese！ 

奴らは危険な angel！ 

動物性の油は絶対 no no no！ 

トンカツ！コロッケ！メンチカツ！ 

唐揚げ！絶対 no no no！ 

明日はホラお前が ホラ胆石 rock’n’roll 

 

真夜中 3時に rock’n’roll 胆石 rock’n’roll！ 

ミゾオチから 背中にかけて pain killer！！！ 

痛みはドンドン膨らんで そのうち Bigbang！ 

気をつけな忍び寄る石 そう 胆石 rock’n’roll！ 

 

ラーメン！チヤーハン！北京ダック！ 

中華はほとんど no no no ！ 

食べたら今夜は真っ逆さま胆石 rock’n’roll！ 

うなぎ！シシャモ！イカ、エビ、タコ！ 

魚卵も絶対日 no no no ！ 

俺一体何食やいいのよっ 胆石 rock’n’roll！ 

 

ハンバーガーも no no no 天ぷら揚げ物 no no no 

勿論ﾋﾟッツァも no no no 大根自菜 Yes Yes ！ 

イチゴのケーキも no no no 

クロワッサンもダメ！だめ！ダメ！ 

カレーも noお酒も no 

no！no！no！！ 

 

GO！GO！rock’n’roll 胆石 rock’n’roll！ 

G0！GO！rock’n’roll 

Yes！ I have TANSEKI！！！！ 

 

いつか世界中から胆石が無くなるといいのになぁ 

 

 

 

 



Crossroad 
 

信号が青になり 人の波が押し寄せる 

ここはこの街で一番の 夢が押し寄せる交差点 

 

流されない様に よそ見しないで渡りなよ 

辿り着くまで 負けんなよ 魅せてくれよ 

 

誰もが皆 唯一つの 宝探して もがいてる 

理想と現実の この交差点で 

いつか君が 夢で見た 約束の地は 

今でも 変わらずそこにあって輝いて 君を待ってる 

いつでも 

 

ぶつかる人の波 交差点の真ん中で 

すれ違う人と目が合って お互いの夢を語り合う 

 

点滅の信号に あおられて 走り出す 

絶対 振り返んなよ 蛇の道は蛇の道 

 

忘れないで 迷いながら 探した道は 

今でも 過去と交差して 生き続けてる 

あの日君が 人知れず 流した涙は 

必ず 君の未来を 潤してくれるはずさ 

 

覚えているかい 初めて描いた君の夢を 

何一つ叶えず 誰かのせいにして 

夢は逃げたりしない 

逃げるのはいつでも君さ 

 

重い足を引きずって 差し推卜かるあの交差点 

もうすぐ今日が終わる そして明日が今日に変わる 

 

そして君は 転びながら 夢を見るのさ あの頃の 

秩序と混沌の この交差点で 

抱き合ったり 傷つけたり 騙しあったり 

そうやって お互いの意味を 確かめているのさ 

 

誰もが皆 唯一つの 宝探して もがいてる 

理想と現実の この交差点で 

いつか君が 夢で見た 約束の地は 

今でも 変わらずそこにあって 輝いて 君を待ってる 

いつでも 



楽園 
 

鏡に映る自分と目か合ってハｯと思う 

何してんだ お前 

作り笑いで誤魔化し又自分を偽る 

そんなもんだろ 日々って？ 

そうじゃないと僕等は生きて行けない 

君だって貴方だってお前だって 同じさ 

 

Pocket sizeの小さな夢さえ叶いもせず 

道化師は踊る 

ホラあそこで誰が沼地に足を取られ 

もがく様にまた蹄る 

『ねぇ教えてよ此の世は誰の物』って 

叫んでみるよ 

Welcome here greatest people 

さぁ働いて 

築き上げろよ 楽園を 

 

唯繰り返すだけの日々を疑いはせず 

歩いて行くだけさ 

僕等か此の世に生まれて来た答えは 唯 

生きて行くだけさ 

そう明日の 明日も その明日も それでいいのさ 

Good bye サヨナラ また明日 

笑顔で会おう お互いに 

 

晴れても曇っていても 強い雨が降っても 

ココにいるよいつも 月火水木金土日 

 

明日の 明日は また明日 それが答えさ 

何度も 何度でも 何度だって 

それが未来さ 全てさ 僕等は未来さそれが全てさ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Under the moon 
 

街の灯が 消えて無くなる 

時計の針に 導かれるかの様に 

月は光りだす 音も無く 闇の中で 

まるで地位とか名誉を嘲笑うかの様に 

 

僕等が創った世界は裸にされて 

義も無く不義も無く 唯静かに包つんで行く 

 

今日の月は丸くって 

全てを照らすよ Have a good night 

枯れた毛布にくるまって 

夜空を見上げる一人 

 

また人は 歩かされて行く 

ゼンマイ仕掛けの オモチヤの様に 

決して止まらない 止められない人の流れ 

君 1 人の言葉なんか 届きはしない 

 

破れた譜面とギターを持って街角に立っても 

乱れない足音が 全てをかき消して行く 

 

今日の月は青くって 

月明りの下 find my Way 

大好きな歌 口ずさんで 

遠回りして 帰る 

 

生き急ぐ僕等の世界を 優しく抱きしめながら 

繰り返す時代の全てを 昔から見つめてる 

 

今日の月は丸くって 

全てを照らすよ Have a good night 

枯れた毛布にくるまって 

夜空を見上げる 

 

今日の月は青くって 月明りの下 find my way 

大好きな歌 口ずさんで 遠回りして帰る 

 

 

 

 

 



Mama 
 

忍び寄る Shadowは臭いも無く 

気が付けばホラ飲み込まれている 

別にグレてるつもりじや無いけど 

いつのまにか悪者になっている 

 

繰り返すだけの毎日は 

誰のせいでも無いのさ 

目を覚ましても世界は 

変わらない振り出しなのさ 

 

Help me mama 助けてよ 

もっと優しく頭を撫でてよ 

ぃつか絶対良い子に成るから 

あのころの様に抱きしめてくれよ 

 

歩く事さえバカにされて 

いつのまにか遠ざかる Paradise city 

互いに夢を語りながら 

傷を舐め合う事にも飽きて来た 

 

夢描いてた未来はこんなはすじゃ無かったよ 

俺が俺である為に何を捨てて何か出来る 

 

Tell me mama教えてよ 

そして素敵な名前をつけてよ 

俺は名も無い裏路地の野良犬さ 

今日はどこで眠りにつこうか 

 

俺の名は Stray dog 帰る場所など無いのさ 

俺の名は Stray dog 腹ペコの危険なヤツ 

 

Help me mama 助けてよ 

もっと優しく頭を撫でてよ 

ぃつか絶対良い子に成るから 

あのころの様に抱きしめてよ 

 

Tell me mama教えてよ 

そして素敵な名前をつけてよ 

俺は名も無い裏路地の野良犬さ 

今日はどこで眠りにつこうか 


