
CALL SOUTH SHOFAR

Call south shofar
Throw your horror
Blow fairy powder
Down to the magma

Found you
All have saved
Don’t know the reason
They run

Cuddle
Unlike before
Some get it but
Most don’t  

*ショファーよ　南を呼べ
あなたの恐怖を投げ出せ
妖精の粉を撒き散らして
地面奥深くマグマまで

あなたを見つけたら
もう皆救われたの
なぜかはわからない
彼らが走る理由は

抱き合うと
今までとはなんだか違う
手に入れる人も中にはいるけど
ほとんどの人はダメなの

*ショファー：ユダヤ教の宗教行事で使われる
角笛



Second Thought

Original way of loving
Political wave is calling
And the helpless change of groove
I can’t take it ‘cause it’s invading

Critical babe is drawing
Subliminal ache is aging
And helpless shift of the taste
I am border personality disorder

Nothing has happened to you you’d say
Nothing has happened to us you’d say
I just can’t bring it to an end just can’t
Don’t make me feel that strange stuff 
Second Thought

Mythical game of promising
Original way of loving
Haptical words were effecting
I can’t take it ‘cause it’s hurting me 

Primal guess for the night
Wooden face was crying
And the missing piece was found
But still I am border personality 
disorder
 
I don’t know who you are 
I didn’t know who were
After the show the lights are off
And I am

Objective Subjective

独特な愛し方
政治波が呼んでいる
どうしようもないの groove の変化
もう耐えられないのは侵略されているから

批判的なお嬢ちゃんは溺れてる
無意識的な痛みは老いている
どうしようもない好みの変化
多重人格なのかと思う

君には何も起きていない
僕たちには何も起きてていない
私は終わらせることができない
その変な考えを持ち込まないで
Second Thought

神聖なお約束ゲーム
独特な愛し方
心地よい言葉は効いている
でも耐えられないのは傷つけているから

夜への第一の謎解き
無表情な顔は泣いていた
最後のピースが見つかった
でもまだ私は多重人格なのかもしれない

あなたが誰かなんてわからない
あなたが誰だったかなんてわからなかった
Show の後全ての照明が落ちて
私は

主観的　客観的



Glamorous R

So people take off all your masks
Now I’m gonna drip all my mind 
Glamorous AR  from the sea
 
Conclusion
I do love you all cause most people do 
Wanna hate but I wait and a krait on my 
neck　
So I choke too 

No pretty girl don’t go for that snake 
This world is filled with the crew of nasty 
humanoids hiding the cruel heart

I do care about you all cause I should
Sweet heart tweet that everybody retweet
“Oh my friend had a date with the girl from 
the game!”

You know 
This world is filled with the crew of nasty 

humanoids forgetting to think from
“0” 

Glamorous Augmented Reality 

So people think If your precious phone is 
alternator 
The good thing is that you will never need 
any savior
Good I don’t need to face my 
antropophobia
Cause I got all of me in this cellular

 

 Glamorous AR from the sea          

さあ皆さん仮面を外してください
今から私は思考を漏らします
海から魅惑的な拡張現実が

結論
私は皆さんを愛しています。
だってほとんどの人がそうなんだもの
嫌いたいです。でもちょっと待ってみると猛毒ヘ
ビが私の首へ　
だから窒息もする

ダメよお嬢ちゃんたちそのヘビを狙ってはいけま
せん
この世界はこの残忍な心を隠し持った汚らしい人
型ロボットの集団で満たされているのだから

私は皆さんのことを心配しています。
そうするべきだから
Sweet Heart ツイートして　みんな　リツイートし
て
「まあ、私の友達ったらゲームの中の女の子と
デートしたのよ」

わかっているでしょう
この世界は０から考えることを忘れた汚らしい人
型ロボットの集団で満たされているのだから

魅惑的な拡張現実

さあ皆さんもしあなたの大切な携帯電話が発電機
だったとしたら
もうあなたたちに救世主は要りません
よかったわ、もう私は対人恐怖症に向かい合わな
くていいのね
だって私の全てはこの携帯に入っているのだもの

魅惑的な拡張現実



Why�

Broken shoes look the big hole 
How are you gonna keep walking

The frame is small 
Now you gonna go screaming all the 
thoughts

The claim is tough 
Now you gonna touch my cute spinal  clum

Broken shoes look the loose thread 
How are you gonna keep walking

The blame is enough
Now you better hope for the lucky card 

The stain is strong
Now you better know by the doubtful eyes

The brain is worn out
You better sleep till the very last day

The training was just a little bit too much 
for me

The guess I did happen to be right but I/m 
not content

The wine I drank had   some magical 
guidance for me  

壊れた靴　見てその大きな穴を
どうやって歩き続けるつもりなの

枠が小さすぎるわ
今すぐあなたは考えを叫び出すのよ

クレームは辛いわ
今すぐ私の可愛い脊骨のかけらを触るのよ

壊れた靴　見てその解けた紐を
どうやって歩き続けるつもりなの

非難はもうたくさん
今はラッキーカードを待ち望んでいるのがいいわ

なかなか頑固なシミ
今はもうあの疑い深い目に気づくべきよ

もう頭は使い果たしてしまった
最後の最後の１日まで眠り続けるのがいいわ

修行は私には少し重すぎたみたい

私の予想は当たったみたいだけれど満足はしてい
ないわ

私の飲んだワインはなんだか私のための魔法の手
引きがあったみたい



I’ll never 

Now I’m gonna give you some premise 
that you can continue spelling in your mind
trough out the night that you’ve been 
dreaming 
Maybe there was only one story in his 
mind but there were at least 3 in my mind 
During the mental travel in the multiplexity 
I was hoping that all will fuse tonight
Sliding down commercial criteria mediocre 
euphoria justify the thoughts trough 
intuition　
   
He’ve drove me through a road like an 
ophidian cutting through the lights of 
streetlamp 
Nothing was wrong but I was empty  
knowing that was sweeter story than the  
last 3 years  
Even In this world of man-made surface 
we inhale the floating O2 
Of course it’s controlled by the authority
I’m sad to tell but there is nothing you can 
say about  those people who takes 100    
throws out 80 

The verbal thinking life came to an end 12 
years ago after I started blowing the 
masterpiece of brasswork brainwork 
everyday repeat work 
I was hoping to stay like that but his needy 
word became a threat to me 
Nothing really happened  but something 
must have happen and I just realized that 
wasn’t for me following 

All the living kinds are rushing somewhere 
but where exactly are they going  ?
Finally my age became the doublets so  I 
may have to run like the others in that 
strange race 
Or start walking the other way around like 
my hero ?
The fog of confusion deprived us of the 
daylight hours 
Instead all the screens started to flash 
point-blank

今あなたに前提を示す
あなたが夢見ていた今宵、夜通し唱え続けられる
ような前提を
もしかしたら彼の頭の中には１つの物語しかな
かったのかもしれないけれど、私の中には最低で
も３つはあったの
多様の中の精神的な旅で
私は今夜全てが融合することを望んでいた
商業、基準、平凡、多幸感を滑り落ち
思考を直感で正当化する

彼は私を乗せて蛇のような道を街灯の光をぬって
ドライブした
何も悪いことはなかったけど空っぽだった
ここ３年の中で一番ロマンチックだったとは分
かっていた
人工的な表層の世界でも私たちは浮かぶ酸素を吸
い込む
もちろんそれは権力によって操作されていて
悲しいけれど　100奪って 80捨てるような人たち
にあなたが言えることは何もないの

12年前から言語的思考生活は終わりを告げた
ちょうど私が真鍮細工の傑作を吹き始めた時
脳活動、毎日繰り返す活動
そのままでいたいと思っていたけれど彼の needy な
言葉が私を脅すようになった
何かが起きたわけではないけれど何かが起こった
はず
そして私は気付いた
私には向いていないと　追いかけること

生きてる種はどこかに向かって走っているけれど
実際どこに向かっているの？
ようやく私の年齢もゾロ目になって私ももしかし
たら他者のようにその不思議なレースを走らなけ
ればならないのかもしれない
それかヒーローのように逆の方向を向いて歩いて
みる？混乱の霧が私たちから日照時間を奪った
その代わりスクリーンが全部光りだした



DEETS

Cruel circular seven bilion 
Smash the bones oh
Built it up oh

Cruel circular of authority
Climb up the stairs ah

Gripgripgrip ASC dance all night long
Shriek harmless law lead the nation to 
be waste land
Jurisprudentially who ? operator call 
the station or tell me my future
don’t just hang up and leave

cruel circular 510 million
cut up oh
vanish oh

cruel circular 660billion
burn it up ah

   
craving for nothing but ya gotta watch 
out once you lose your greed 
the brewing will stop and you’ll die as 
water
clap your inner ritheme now oh
shake it shake it now cos you’ll never 
know when we’ll be controlled by the 
numbers 

70億の残忍なぐるぐる　
骨を砕く
建ててゆく

権力の残忍なぐるぐる　
階段を登れ

掴め掴め掴め 変性意識状態　一晩中踊り続け
ろ
叫べ 無痛の法が一国を荒れ地に導く

法律学的に誰なの 交換手さん局に電話して
それとも私の未来を教えてくれるの
電話を切って去ることだけはしないで

5.1億の残忍なぐるぐる
斬り刻む
消える

6600億の残忍なぐるぐる
燃やし尽くす

何も望んでいないなら　気をつけないと
欲を一度でもなくしたら醸造は止まってし
まって
あなたは水として死んでしまう
体内リズムを打ち鳴らして
揺れろ揺れろ　だって私たちいつか番号で操
作されるかもしれないのだから



The third eye

Wobbly wobbly concrete rode
Leeds me  to deep forest
Use your maximum senses for 
spectacular 

Oh your smoky breath left me 
in the fog that will never be gone
Where my time slide could be 
the whole way to the truth
All’ve spent their childhood 
with memories dipped in milk
Sweep away the trashes 
Come on you have made it 

I’ve remembered my love
Tiny world but now you can see what ever 
you wanna see

Oh the third eyes
Acting as if their the allies
Oh the third eyes
Acting as if their the allies

Super men Cat women 
Having chat on the bed 
New born egg leave those foot prints 
Make those cross covers land

All the mountains have gone so far as I 
cannot see
Conversations are slow as BPM60
Gray and white and black 
The colors that cover you now
You’ll need me in 10 days
To change your all black looks

Oh her land has started to shake 
Can’t you see
Defiantly every body lost balance of the 
pride

ぼこぼこなコンクリートの道
私を森へと連れて行く
あの豪華なショーのために感性を最大にして

煙る息は永遠に消えないモヤの中に
私を置いていった
時間が滑り込んだところが
真実への道かもしれない
みんな子供時代は牛乳に漬けた記憶と共にある
ゴミは皆掃き出してしまって
もう辿り着いたのだから

愛着が復活
小さな世界も分解能は無限

第三者は
味方のふりをしている
第三者は
味方のふりをしている

スーパーマンとキャットウーマンが
ベッドの上で会話をしている
生まれたばかりの卵が足跡を残す
世界を包む交差線を作り出す

山はもう見えなくなってしまった
会話は遅くなって BPM60
灰色と白と黒
今のあなたを包む色
１０日後には私を必要としているでしょう
その真っ黒な容姿を変えるために

あの子の大地は揺れた
見えた？
確実にみんなプライドのバランスが崩れたから


