001.square meal˜

005.lunch box

007.yoiyoi real

track:894
produced by:midicronica

track:181
words:716.894.181
produced by:midicronica

track:181
words:716.894.181
produced by:midicronica

高いトコ、広いトコ、遠いトコへ行こう。
当ても無く fade out させる、満天のパーフェクトブルー。
暗いトコ、深いトコ、ﬂight してるの
わかってたって身勝手さ。
Hey I don't care, ride on endless way.

夜な夜などんな夢？ うたかたリアルまたとんだ幻
言葉とか運んだ群れ くたくたになるまで飛んだ箱舟

002.￡
track:716.181
words:716.894.181
produced by:midicronica
Turn on your stereo ! 1.2.3.4.5.6.716.894 563.181.2.3.4 Free fall
デカまなこ、ギランギラン発光。パラドックスをロック！
Knock! Knocking on the heaven's door!
next ﬂow! しばしウネるとしよう。
ベースと絶望のバース火つけるトコ。
1･8･1 ちょっくら飛ばすか。
Feel the funk and bounce! 入り乱れてフィエスタ。
際限なくサイケなオルケスタ。
show me ya soul!!
常に安直で満足な煙たがり プクプク孵化して酒びたり
音参るドナー口当たり 名文句なら " 減らず愚痴 " ばかり
ステージ野次馬の人だかり かき分け前に習うベロ 716
痴話喧嘩も歓迎なんでもあり
退屈が嫌いなへそ曲がり。
一撃撃沈まるで毒久しい首が六ろっ首 奇・
MiDi 的 mIcRoPhOnE が目利き
どう？「・・・・」uNdErStAnD お静かに・・
鷲掴みだ変な HeMp だな こりゃ大巻き
蛇腹式凡具で素晴らしい mAgIc WhAt'S mY nAMe ？ 894 ！
外連なびかせる 神風 CoMe AgAiN かっ捌いて燃やせ

003.pink flamingo
track:181
words:716.894.181.001a.k.a.SONOMI
produced by:midicronica
時に涙を誘う 大切なその意味 何かを守る
消えかけた灯火 思いでなぞる 自然の七不思議

明日は明日で絡まる迷路 悩みとか酒と神頼みで目を凝らせば
宵の口ギラギラネオンに溶けた音色 見上げる上を
千鳥足がまたフラフラ 時間軸がずれてクラップクラップ
ガス抜きのフラストレーション 朝には向く西？東？あさっての方角

また目を覚ますと見慣れたベットの上で
キラキラがカーテンの隙間を滑る。
寝てる場合じゃないどっか行こう。
太陽はどんな後悔だって効果ない位のペースで背中を押してくる
「どうしたの？そんな顔して？」
出かけるなら？てか変だな？眠気もふっとんで目が点。
なんでもいーや。外はピーカンだし
光る芝生の陽だまりでのんびり寝っ転がる FREEDOM
ディキディキダダダ！

東京湾岸深夜 REC show biz! ベタ付かすバスドラ not お上品。
give me 三度の飯見たく dope beats。
me name 181 東から rolling!
グワングワンかき回すジャバウォッキー。
腹空かした歌詞がまた暴飲暴食しちゃ rapper 呑み大瓶。
テキトーなグルーブで bouncin'
You know what I mean?
ミッドナイト幻想フライト便
ミッドナイト元素フライト便

lUnCh BoX BrAnCh bOx 普段着ぶらり又賽の目 6
LUnCH boX bRAnCh BoX cHaOs も鬱も虚ろな
ASAMOYA の住人 梵惧 vOyAgE GrOoVeN
焚いちゃって吐いちゃって巻いちゃって cRusIng
火が着けば RagA 放裸 MuSiC に添い寝 併せ aILy 朝方の jOb
捗動は石化 墜ちてく 甘いの無いのって変幻自在さ
ReAl は何処だ空を見てる aRoMa 代わり月の香り
おやつにばナな haVE a NiCe DaY また宙に舞って sTaNd Up
(hook)
Let's go out side! Do the free run!
何週間ぶりなピーカン。
チョコレートみたく溶ける時間 forget 今、時計 rewind した。
雨にも風にも against。カレイドスコープの向こうは今日も晴れ。
サンセット後は boom! で bye bye! ﬂy high in the twilight.

008.undo

うるさい FaX は消す 猫と踊る DoLlAr 箱賽銭意味も無く祈願
通学路逢いたかったら hUg kIsS ならする。でも UnO やっちゃうの
記憶を煽る

白い灰が舞い散る羽 闇が無言を抱くまで
とりとめのない笑いが 揺れる火の向こうに浮かぶ
止まらずまた吹き抜ける風 踊り出して裸足の火種
いつかは消える灯りは 不安を掻き消すように見た太陽
瞬きすれば 儚い夢は 遥か遠くの空に逃げる
真っ赤に揺れた いつかまた気づけば あなた見つめた
想い出すの？ フラミンゴの群れ
夜を急ぐ・・・
まぶたの裏灯す淡いＦｉｒｅ
朝靄とかすような甘いダイダイ
夜明けに向かう群れに夢描いた
" 暁 " 戯れるようにふわり

004.holiday
track:716.894.181
words:716.894.181
produced by:midicronica
今日に hallo, そんでまず branch に Hi! ぐだっと遠慮なくレイドバックしたら
ドゥビドゥワッと晩になってａｄｉｏｓ！ ダラリダラリダラリダラ・・・・
安息日には羽伸ばして 大事な用事だって投げ出して
自分勝手に飛び出していこーや ただやりたいようにしたいのさ。
今日はどう ? あいにくの空模様 歌書きかけのメモ用紙に
出てくる絵図らはトントン拍子に 落書きばっかのホリデー！
したらまた食ったら寝るグータラ寝る Zzz・・
なら夕方 bElL YoU gOt maIL・・BoOoOo!!
中華食べる休暇ダレる 週末の誘惑
ガラまで吸いやがってもぅ sWiTcH 入って梵惧
そいじゃ巻いてこう HiGeR LeVeL 気晴らしの rAdIo と足音だけが響く

一人一人色とりどりの WAVE。
Walking so Free. Show me your story...

track:716.181
words:716.894.181
produced by:midicronica
「Buy or die!!」ぐらいで突入！ Let's go to the 物欲のバビロン。
駆けるレインボーカラーのキャニオン さながらショッピングカート押すマ○オ。
しかし！「あるといいな」は「なくてもいい」で、
結局空っぽのカゴでもいいじゃん。
損なもん？そんなもん。んじゃ、次の会場まで On the road again!!
たっ！タッ！たっ！
欲しがってるもんすらざっくばらんなら ちょっくら探しにいこうかな？
豪華な物からチープな物までとっちらかってら
ガランガランのショーウインドーの照明 寝ぼけたマネキンが手招きしてる
まだ探し物が見つかんないの？歪なピースはまんないのさ

(hook)
894 はオヤスミ
dead man walking 明日はどっち？ 妙にショッキングピンクの
ライト見下ろす路地裏。
「テキパキ」縁遠い迷子の猫背に
every night, グリングリンとネジ巻き。
いつもやんなきゃなんないことばっか うっとおしい。
なんなら空回って onetime いつも同じルーチンワークも飽きて難解。
こんな事繰り返すんだろ？ Once again
プレイバック！ｄOOｒ KnOck するの誰？ あせんな。歌た寝。時間ならまた
プレイバック！ DOOR Knock するの誰？ うるさい時計止めて二度寝
1 度目は色眼鏡で見えない物だらけ だけど決して意味の無いものでは
ないから 目覚める時まで忘れてクリアにしてからプレイバック
朝はお決まで『割愛』
ディリディディリダディディリ holiday.「時間」
「光」
パッチワーク切り貼りで。Bed ぬくぬく起きねんだ。
暇に埋まる。丸一日棒に振ってご機嫌さん

太巻の jOy フロイトが指す指の先 女神がこめかみ突いて Un-dO
ふと足元に ポトリと ChAoS
印絵 見つめる三つ眼の gUiDaNcE
時間軸のアングルはいつも一方通行 視界写る物を全て実況中。
刻一刻と過ぎる過去には絶望が 渦巻いているからつかまらぬよう未来へと急ぐ

世の定め

リプレイまでも跳ね落とすさじ

009.gyliozac
track:181
words:716.894.181
produced by:midicronica

wE gOt To ｇO MiC SOuNｄ cHeCk 赤い SUｎ ｓEt 散歩で taRgEt
GeT 目当ての BｒAｎD NｅW おもちゃに釘付け AgＡiN
ｃArT シュビドゥビ滑らせ位置に付け !!
Liｋe A F7 俺ちゃん遊び場さ 入ったからにはやったる箱庭か
やっぱ当てもねぇ売り切れサヨナラ
暇だし
品出し
チラシの裏

BY MySeLf HｅＹ お前が価値の値も無い
札にガシャコンとかで済む話なのに
OＨ mYGoD さｏＨ ＭyｇＯD それじゃ閉店間際の空振り

今を飲み込んで生きる。夢や理想 any one, another one
ただ触れて。リアルなら気が向くままいこーか

いずれにせよ蹄を掻く

朝の折込広告に目が点！ 今日の特売。今が旬の音が大安売り。
注目のアイテムに赤ペン付ける。ねらい目はお一人様一点かぎり
開店前から店頭で陣取る堅物スピーカーの前に横はいり
お目当ての must buy は何処？
ウロウロしてる間に売り切れ…

(hook)

記憶を run back 滑り込んだ先に I wonder.
覆水盆に帰す one chance
今一度 rewind it all... let me rewind it all...

不可逆な act も足掻くと･･･明日の尺度は逆。ある日、ある時、あるトコのバース。
past,present,future, 足早に行く一寸先は闇･･･

(hook)
ブラリまた乱入 不確かな不安にすら I wanna be
A brand new ひたすら探す Again。
迷子ガイダンス揺らしてパンパン
周りはガラクタのワンダーランド
ただひたすら One buy one(1×1) boom 売買 !!
終わんない One night

ぐうたらダラ day comin' at ya お天道さんの黄色にまみれたの。
予定の一個もねー。有り余る暇が相方、ムキになってごろ寝。
世界中が大あくびときちゃ、たっぷりのカプチーノをフィーチャー。
どうやらまだ明日は来ないらしいからビバ！溶けるスローライフマジック・・・

嫉妬 蹴り マーシャルアーツ
（大体割愛）
理性が dAnGeroUs

金曜３時半サ○ザの暴走。始まっちゃ後のリスクなど上等。
機嫌も上々。視界もスローモーション。
カーステ爆音でぼちぼち Go home。いつだって問題ないのこの大通り、
ついでに寄っちゃうかあの先のロ○ソン。ウィンカー left で入る cross road
・・・oh shit! hold on , 赤灯。
undo・・・・

006.let's go supermarket

腹八分 hOliDaY

track:967.a.k.a.kanie daisuke(GUMUNA)
words:716.894.181
produced by:midicronica

メモリーをメロディーでベロに記憶 あの日をゼロに変える deverope
過去はトラウマとフレンドリー 嘆くエゴと寝る毎晩ベットに
別の顔。別納カオス。鉄の歌。血が違う歌を
唇で今日を押し倒しては確かめる
re.Heaven

髪をからかう風、吹き抜けすぎる上にノビノビ oh! 昼寝。
スー、ハー、ブレス腹式ねて曜日。Chillin' with the homie!

(hook)
just wanna be free...
なんて追いかけた裏通りで迷子
見透かすような目した野良猫と eye コン。
いつからか居座ってる不安と今日も相乗り？
ならばお見送りしましょ。
また陽炎が resonance を増す交差点の白線上で僕を追い越しては、
からかうように笑う君は数ヶ月前に見たあの夕焼けみたいに・・・

それがし
何がし

誰がばっちこいで 誰がタジロイで 誰が Bad bOY で・・
それはこっち置いといて ジャンケンテキーラだ
雀的な じゃんけんじゃ喧嘩 邪険だ眼が火花
７人集まりゃ瓶ごと放り込んで お調子こいてホラ dON't sTOp
酒呑ませろ そりゃドングリ
『俺が言ってるのはドリンク』
こっから記憶無く失速・・

ぶらり。ぶらり。太陽と手つないだり。無駄に空いた日は
JOY 詰め込んでいこう。おかえり。ただいまが毎日のあり方なら･･･

I wAS BorN 六時の sUgAr sUnSeT 毎晩明けて暮れ SuNrIsE
褪せるならば果てる迄 燃やせ 焦がせ 目蓋の裏の fIrE
来客は紅い陽 cUrTaIn 越し残してく spUaLl
ロクデモナイ毎日が SuNsHiNe 愛する代わり 照らして熟れる
OrAnGe の天 耳澄ます都

闇のアミダ
闇のアミダ

tO

mE

いつだって引っ張りだこで NOW ON SALE
豹柄アフロの熟女とワゴンにあるワンピースの取り合い どきな。
そいつは僕の見つけたマスターピース
あれもこれもの連鎖、連荘。無い袖も振っちゃって
put ya hands up!! ってな。盲目のカートにあふれる pspdsps2･･･
(hook)
はいはい。
wiNdoW から売り切りバーゲンがウィンク 最後の 1 本でしょ？それ俺の。
買い足らないな 使いたかないが CarD は身銭で EnEmY だ･･････････････
･･･････････････････････････････････････････････
･･････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ざけとりますわちゃぶ台返す跳ね乗りポピリンズ ガラクタ LaSt PLan
漁夫の利値切り ともかくもがくさ豚臭くサッと全部 cOmPlEtE 出ないっしょ？
ストックから何から show me! show me! エンドレステトリス。興味本位。
テンポよく放り込み浪費。コンディションに応じあるつり銭。
レジ前攻防ピッポッパ！ \2980→\1980 一昼夜たてば今月も真ん中で、
残高ゼロ･･・
(hook)

ぐだ〜ぐで〜ブル〜ダラダラで ぶれっ放しのピント頭ん中だって空カラで
どっかにいきたいとか･･･散るアウト or フライト 隔離なんて慣れっこでカクレンボ
どっちだって同じ空想はオブラート 飲み込んだ過去だって遠くなるだけ
通り過ぎる残響と求める反響 不安と感傷にふける僕を悲観しようか？
真っ暗く光る街頭の直前で フラッシュバック。思い出したベースメント。
Bad luck と Love かっ詰まったパンパンの バックパックしょって Run away
サーチライト照らす街頭ブラブラとエスケープ Freaky BG お気に入りのテープデッキ
ベースメント、這い回るダクト。round and round 思い出のフラスコ。
瓦礫に浮かんでる歪んだ満月とロマンティックな排水溝でランデブー。
「Please remember me wherever you go...」
おんもで何選ぶの？
(hook)
飛び出すフリークスマンション 日食とコミュニケート
行き詰る oneLoVe OnelOve 繰り返す OnemOre
月食と自由にゆれる 一途な目に aNser を･･･
たまには新しい悲しみとかハラワタ黒光りいつも負と
武士の影とかたゆたうか 浮かんじゃ消える愉しみか
894『ハキハキしろ』894 えいこらしょ で打ち込む plaStIc :BOmB:
MidI 式赤色塔 リズラに PeAcE mARk 画く様な息遣い
此処は何処？
ココは何処？とかく旅なら果てなく
巡らす空想。足枷は朧げな瞼にて甘く燃え
月を見て泣き出した雨雲へ。
煙と一緒なら bRAkE など敵 BrakE DoWn
bIt がなんだ？ mYpAcE の kINg bRAkE dOWn
は？ハイカラって前からじゃ
んじゃまぁ彷徨って迷って敗走って毎度
窓からバイバイ、影法師が手を振る。
Fly high 陽炎に似たフレーム。
Ｂｌａｃｋ light 雨のうちに紛れ込んだブルーを逃がしたなら散歩しよ。
( 留守みたいです )

010.square meal˜
track:181
produced by:563.314.396.440

011.Sleeping forest
track:716.181
words:716.894.181
produced by:midicronica
(hook)
Girl please don't cry I wanna see your smile
I'm gonna never tell you lies But i say good bye
裸足でキャンバスに day by day 描いてくのは きっと何も怖くないから
眠っている間にだって、世界は動いて新しいゆりかご揺らす
いつか夢しか見なくなるときがくる。笑い声や歌も君に届かなくなる。
だから今日は笑っていたい猶予 バイバイを、
鼓動さえも、消える前に触れる体音を。

たまにゃ休憩しながら夢の終点まで宇宙遊泳
夜空を走る流星群。
たまにゃ休憩しながら飛ぶ宇宙船
窓から見える風景。
中継する音。町中に･･･
哀れな我々は 寝呆け顔で笑われた
眼鏡が遠く去らわれたり 囲まれたよまた迷子
出会った開放区 皆 PiG になる情報に喘ぎ
漕ぎだすなり泥に塗れたゴム草履
運命が添付 eVeRyDaY 南無釈迦邪修羅場じゃ。
『罵』邪魔すんな

014.don't call me a monster
見損なった落下傘見よう 日本晴れ 基本は eScaPe
蹴っ飛ばした分は自分で殺レ doWN-anD-oUt 買い込んだ困難が
蓮荘で本番は一回で死んだら笑エ FoOt StEp 何時だって
mY pACe fOoT STeP さぁ笑って泣いてないで
GiRl iS dONT cRy 間違ってないしな芝居したりしないで SMiLe
(hook)
ひどく空が高い今日、もう少し夢見よう。where we go now?
君と乗るメリーゴーランド。滑り込んだ不安、全部話してごらん。
手放しでホラいけるのさ。空に大きな軌道描く昨日見た飛行機だってそう
ゆっくりと動き出す。僕がいなくなったって大丈夫きっと･･
I know you got a free soul!!!
(hook)
なんつーかさ・・弱いのに硬い物にも勝つ 愛はナビ流した涙で
aRch を描く 漠然だろうが良い不安だろうが期待も大きい
去年も再来年も君が居ればいい
一緒にひなたぼっこする陽だまりだって 記憶の向こうに
飛んで忘れちまう 僕らいつも誰かと関わりあってつながってりゃ
完璧な雨上がりの夕暮れ

track:716.181
words:716.894.181.114 a.k.a. 坪井 ( アルファ )
produced by:midicronica
Don't call me a monster どん詰まってリプレイする
Don't call me a monster オスか？メスか？お疲れすか？
Don't call me a monster 取りこぼしてスイカ DANCE
Don't call me a monster バチバチはみだすアドレナリン
Don't call me a monster 煙たい相撲禁ファンク。
んーアタマに咥えるパイプのチンパンジー？※チカー！
かぶれてるあいつの肌に浮き出るジンマシン 毎日が退屈の暇人も実感してる
すかしたって無駄、皆一皮剥け。化け物
ウロウロ落ち着きない風来坊。思い出迷子 毎分毎秒ふける回想と待ち合わせ。
毎度思う口調すらも " しどろもどろ " なら 行こうかな？戻ろうかな？
子供から業。
アラまた wannabees 達ゃ周回遅れ？ のっけから飛ばしてオスメス問わず、
サマ変わりしてく Riddim で巻いて飛ばすよ、ドラムの上。
燻らす words、狂わす purple。わずかの間薄暗くなる、すぐ集まる。
輪になって踊れ！シュビドゥワップ。財布ならスカスカだ･･･
暗がりで光ってる vibe live stage で火付け回せ！ 照らすダンスホール、
描いた smoke の向こう、明日の太陽はまだ寝坊してる･･･

016.spirit core.feat 123
track:181
guiter:123 今泉 (NAPORITANN MOUTH RED)
words:716.894.181
produced by:midicronica
感覚の中心部に着弾 321
アンテナからダイレクトにけっぽる just a wonder funk
端末の心臓部にあぐら free to ride
好き勝手にコンタクトしてる言語 just a funtastic
(hook)
Dive into the core! 歪んでたって掴んでたいのさ
Back and forth 浮かんで揺られ空へ伝えてくれ
右に左に揺れるのも、ちゃんと軸があるからしょうがない。
君に次第に増えるモノ。核になって明日には･･･
今日を笑い飛ばしてるはず。感じてる兆候に乗っかってロックオン。
Happiness の architect、ドライなだけじゃ脆くも崩れてく。
もう夢中で蹴る、地球を・・・回してく素足で。
いつか見てる Life is rolling stone!!
出会いは偶然。太陽系 3 番目水の惑星 せまっ苦しい
世界なら一緒にいっせいのーせで 発射するロケットみたく
目まぐるしい音階超えてドレミの 中心まで飛んでいける
君が笑ってくれるなら 何がしたいとか持ってる価値観は皆違うから
交わる意味が…ある新しい形になり、一つの波になる 僕の声
聞こえるかい？呼んでる何回だって求めてる 何が欲しいの？
何か手に入れるたび手から何かこぼれ落ちる。
(hook)
Play again 誰も皆いずれ永遠へ
Fade away 離れてく、憂いへ･･･
割愛 894

017.son of a gLitchy.feat 026

年中無休でのっけからグズグズな目とろける 朝まで空回る毛布と布団

track:026a.k.a 大高ジャッキー (super stupid)
words:716.894.181
produced by:midicronica

(hook)

布団もスローモーションの光がさす部屋において Going my way

action⇔reaction 静⇔動 高⇔低 別⇔同 あり⇔なし YeS⇔nO

スローで舞うフレーズ 情景忘れ・・・焦点外れ・・・Walking my way

way tHE My SuN か 様々 HAWaiI か THaiLAnD 生憎の雨でも晴れ求め

あの刹那のセスナに乗る 乗っかるからだ浮かんで消える
はかない後悔のセスナに乗る 乗っかって繋いでく My way

求め、駄目もとでの近場のＬＩＫＥ Ａ ままごともどっこい、なかなか差すトドメ！

まずは rEmEmBeR 話ごと纏めた vEnTuRe
同じ事 rAdIo の態度でっかいなら限界まできてプチでぶチン
FiNaL cOuNt DoWn ズバッと運んだ VeNuS
履き込んだ G pAN とご自慢の Buddha stick
わらわ好きになる BaRCoRd eYecOnTaCt 決して笑わん
また bOuNcE とか dAnCe とか強制しちゃう難ある暗黒曲さいなら刄で滅多切り
即効起っきしてぼっこ死

空っぽの部屋に戻ってレイドバック。針がレコード上を滑り出す。
変わらぬ曲歌い出したプレイヤー。上にある moon、
夢になる blue、Let me tell you･･･

012. ワタメトニワカアメ
track:181
words:716.894.181
produced by:midicronica
Flow and ﬂy 弧を描くよう (sunny days)
無くした声が聞こえだすほう (cloudy days)
たとえばスコールに会う日も (rainy days)
君は slow に歩く forever 行こう
Keep walkin' every day!
部屋はガラクタの山 夢枕で立ち返る。
ねえ、きっとなんも考えなくていいって
くらいになれたら、いきなり晴れた空
昨日がどうしたって？思うようにゃいかない
今日はどっちかって？どっちだっていんじゃない？
んじゃ毎日は天気良いとゴキゲン
動いてるの見てる目に出発の合図、空白の間に響くよ。
いつもこの地図の上を陸も海も there's no fear so...
(hook)
ばス、かーブうねるくねる LoVe チゅーイんガむ
べとべと罰 eTc 何皿かいけるんだ RidIM 掛け回せ なら世話無ぇ
今しかないしがないね 堪えず前苦労 狭い世話無い世界で遊べ
ベっト芝生 座禅組んで巻いた弁当広げ解決 騒いでる
騒いでる声、右、左。パンとミルク、ランチ。
ちゃんとリズムとって散歩、ドゥダッドゥダッ。
夕立の間は休憩、夕暮れに会う。
あの風が通り過ぎる迄眺めてから
そろそろ出よう。
一人でもこの地図の上を陸も海も there's no fear so...
(hook)
ガタガタ言うテレビにシャタファカ！
水溜りの中「逆さのデザイン」な世界
飛び越して入道雲と dancing! Hop step bouncing!
捕まえて御覧なさいな。
はしゃいだ声、くるくる回る風車みたく。
真昼間に始まり、夕方、夜、深夜、明け方
ひがな毎日が自由で揺られる声で生まれる
後忘れたので割愛 894
(hook)

013.rest*run
track:563
words:716.894.181
produced by:midicronica
楽園。eden。安息を求め。潜る。音の深海。深い。
重力と暗闇。囚われの身。アダムと蛇の実。
問う。存在の意味。破壊。再生。抱いて。回転。
する 33 と 3 分の 1。水晶と月。魅かれる。
引力と運命。抗えない法則を胸に今夜向こう側へ。
夢枕の問いかけ。答えと追いかけっこ
just a run away 未だ思い出せぬ星はこちらへ・・
ちょっとオイタしちゃう day dream。夜が fade in。
沈んでくのは君と会って何度目の夕焼け？
「ちゃっちゃと週明けでまた別の月曜」の
loop の中めぐると数ヶ月経つ。
回る planet rest and run でお別れ。
good morning・・・ウタタネ。じゃまたね。

いーか？ドクロ魔悪ハッチ『8』開けるな『9』で 89『4』さ
VaNs 履くかきこんだ朝飯前っちゅう うだつのあがらぬ話ばっか逸脱
dOnT CaIL me A mOnsTeR ミンナニハナ・イ・シ・ョ・ダ
hEY My ADiDAs 持ってないが借ります 週末神がかるカルマ
賭けならバースで奪う ImAgInAtIoN 1# 2# 3# 4#

kick の海溝、snare の山脈、難なく超える concord のニードル。
振動の中自由落下、底の見えない free fall.
初期不良段階で one side game な unsigned hype.what's my name?(181)
Hucking from the freaks mansion. 夢の中まで俺の独壇場。
chaos に groove 探し出す GPS。120BPM。
節操なく躍らせちゃ headline も総なめで、蹴っ飛ばしちゃ飛ばせば「Z」前で大化け！ ビクついた理屈廃棄寸前のジャンクを deep throat。
「いたって no money･･･」だってしょうがねって腹括って
パックリ深く dig dug knock knock! 勘に火つかす beats 炊くモクモク。
あざけってかませ！で、又 Come again!!
錆付いた脳に着火。さもなくば、さす油 blah blah!!
勃起付いたポコチンで便座座り小便する滑稽さは、握りしめてさらけ出して当然、
消去法は楽チンでつまらないし退屈だから ハイブルーなバイブスに着火

･･･moNster も金無しよ 揚羽蝶が舞った夢見たアジト針生とした HorY LanD
TRiGgEr 引く音木霊す女神が mEchAnic 悪魔に手紙
の差出人は死神か？天国まで一服 道間違えて。
テンパーってる場合じゃない あいた口ポカン。
ただ未知なリに。
リプレゼント慢性ストマックエイク、下痢のピーのピーのビート上ノリノリの
自慰行為のワンウェイ、慢性的、賛成の反対のショウケースで上下間に、
唾を吐いてクダを巻いてフローゲーム、笑えない現状すら斜に構えて
爆笑のビッグウェーブ巻き起こして逆上するキャスト 輪っか巻いて着火焚いた
平均にアイタタッ 声を大にサイナラ

(hook)

015.freeze pack.feat 634.500
track:634 a.k.a DJ shunsuke(Astro)
words:716.894.181.500 a.k.a. タカツキ (Samurai Troops)
produced by:midicronica
(hook)
freeezepack 繋ぎとめてくれ 気づかず通り過ぎてく No More CRY
掴みたくて触れる遥か向こうへ Fly freeezepack 繋ぎとめてくれ
気づかず通り過ぎてく。脳も CRY 掴みたくて触れる遥か向こうへ Fly

今日は昨日の束縛。もどかしい Cry でいいじゃん
境界線を踏み越える Cry でいいかい？ 今は 1 人じゃない。
別の完成形を探してピー恋慕 もーいいかい？時に痛い Cry の決断も、
どれ Cry ？意外とえげつないかもわかってる。誰にだって今しかないし･･･
過去の最高とかじゃ物足んない。視界に移る瞬間をそのまま冷凍したい。
言葉じゃどうしようもなく劣化してく。夜空は今日を抱えて落下してく。
愚かな僕はそこに抱かれ、心からホッとしたりしてる。零時、のろまな clock が
時を放棄してる頃 まだ僕は夜を落下してる。オーロラがローブみたく広がって、
今、咽から slow に声が発火したらそのままフリーズ・・・
(hook)
でもでもねえねえ もしもそうじゃないなら いついつ夏にたどりついた？
このクロニカ もうどうにかなるさ 降り立つ木曜 モノクロ 高いつき
らくだ / ライ・クーダ ふらふらフリーズして都会の砂漠僕ら種まく
楽々・易々、カイトウ待つ、暫く！ ride on time 時間空間瞬間フリーズ・パック
BrAiN PaCk 嫉妬 FuCK『伝えたまえ』と甘えは摘んで CrY
毎度 sEmInAr 宙に撒いていった暗いベット PlAnEt チューニング
pLuS から ZeRO 満たしたい欲が抑揚 いいから廻せ
力任せな ShUtTeR ChAnCe 腫らした BOoMiNgsYsTeM が全宇宙の核
ePiSoDe OnE 始まった馬鹿彷徨う 一瞬で freeze 瞬間で PaUsE

天井知らずで迷走中 日常 1 秒 1 秒 original
十年前も三秒前も この感情だけは同じ残像ならす回路。
side to side また邂逅繰り返す続くアーカイプ 解凍ミディ・ファイルを
不条理の理論
(hook)

繋がる体温

兎に角 iCon 奴隷に瞬間で PaCk

体調万全。問題ないから GO。だが冒頭から顔面強打。
敏感パンチの効いてる顔すら映らぬ三面鏡。
ダラダラとか藪から某にはき捨てる電波。言語。波形。信号
ざっくり回転。逆進行。対抗馬に増殖する人口
知能リロード円滑神経とんがりメンタル面すらめんどくせー
空計画性。空想と思考の蒸れ。
ぶれっぱなし。ずれっぱなし。すれっからし。きれっぱなしの
狂気いずれも崩れっぱなしだが光は反射する
いつかギラギラする日
見物は高みの櫓。まぐわう若づくりの枕。義理人情
渡世の縁もたけなわで絶望は首への投げ縄。
着せ替え人形。恩着せがましい濡れ衣で起こす一悶着
どっちもどっち普通が異常いとおかしとか割り切れん委譲式
こっちだとか誘導。火付け役ならコチラでやるから問題ない
誰が言った事の発端がこの妄想への導火線。
全部あげるたんと laNdscApe 反抗期 揚げんだ万国旗
支離滅裂 熱烈支持 連呼連呼 電脳言語
前後 TeSt Mic 腱鞘炎の舞ねんごろ MuSt bUy 嘘 StaNdBy
月 可 水 黙 金
土 日 月 火 水 木 禁
MorE mOre
廃材置き場起爆するオキマの rockin' number。イわすバンパー。
なんのこっちゃ解らん発言？ガス欠。原発バリ無尽蔵に発電。
真っ黒けな last days、明日もネェから no more フラストレーション。
吐き出すだけ出したら走らす空想･･･重症。you know?

018.blue velvet remix.feat 666
track:666a.k.a 岩淵 勝 (Astro)
words:716.894.181.106
produced by:midicronica

