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１．『居酒屋 All Night !!』

「いらっしゃいませ！！」

「いらっしゃいませ！お疲れ様です！お絞り失礼致します。
お飲み物のご注文は？生二丁で！ありがとうございます！
生二丁入りまぁーすっ！」

生中！　キンキンの　とりあえず１日おつかれ
乾杯！　世知辛い　世の中だからこそ幸あれ

スンマセン　ちょっとスンマセン　
枝豆とホッケ　冷奴！
スンマセン　ちょっとスンマセン
おねーさん　おねーさん　空いたグラス片付けて！

居酒屋で飲んで！飲んで！騒いで！飲んで！食って！　
シコタマ飲んで　ボトルキープで
焼酎！焼酎！笑って！飲んで！食って！　
今宵君と酔って候
テンションはハイ　（おかわり）　烏龍ハイ！

「はぁ～ドンと来い！」

熱燗！　ぐい呑みで　とことん行きましょ　朝まで
チャンポン！飲みすぎた～　甘いカクテル気をつけろ！

スンマセン　ちょっとスンマセン
５人で割り勘１人ナンボ？
スンマセン　ちょっとスンマセン
おにーさん　おにーさん　ビール追加　ピッチャーで！

居酒屋で飲んで！飲んで！騒いで！飲んで！食って！　
シコタマ飲んで　グッとジョッキで　
ホッピー！ホッピー！笑って！飲んで！食って！　
熱く語り酔って候
テンションはハイ　（おかわり）　梅酎ハイ！

おでんに　塩辛　サイコロステーキ　もつ煮込み　（Yo モツ　モツ！）

ブレ！無礼講 ワリ！割り勘 ゲツ！月末　（金　ケツ　ケツ！）

年末年始　歓送迎会　バイトの自給は？　（アップ　アップ）

飲んで　食って　吐いて　飲んで　Yea! ２軒目いくぞ！　（へい！らっしゃい！）

喜怒哀楽の交差点　それが居酒屋！
踊る阿呆に飲む阿呆　
同じ阿呆なら飲まな損損損！

飲んで飲んで・・・・・・飲んで！

（パリンっ！）　「あ、失礼しました・・・」

居酒屋で飲んで！飲んで！騒いで！飲んで！食って！　
シコタマ飲んで　ボトルキープで
焼酎！焼酎！笑って！飲んで！食って！　
きっと明日も酔って候
テンションはハイ　（おかわり）　梅酎ハイ！　（おかわり）　烏龍ハイ！

「ありがとうございました！こちらサービス券なんで、また次回お使い下さい！」

「ありがとうございまぁーす！」（酔っ払った・・・）



２．『２度見』

私達が日常生活する中で
意外な現実を突きつけられて
同じ動作を繰り返してしまうことがある・・・

２度見！　思わず２度見！　ついつい２度見！　
理解し難くて
２度見！　たまらず２度見！　知らずに２度見！　３度見！　４度見！
つい肉眼で確かめたくなる！

あなたの何かが　違いすぎるのだ
何かが違う　昨日までとは
あなたの何かが　変化を遂げている
周りの人も見て見ないふり

ズラなのか？　地毛なのか？

その謎を　その謎を　その謎を究明したいだけ・・・

２度見！　思わず２度見！　ついつい２度見！　
理解し難くて
２度見！　たまらず２度見！　知らずに２度見！　３度見！　４度見！
つい肉眼で確かめたくなる！

「２番、２度寝。」

２度寝！　思わず２度寝！　ついつい２度寝！
睡眠不足で
２度寝！　たまらず２度寝！　知らずに２度寝！　３度寝！　４度寝！
その朝寝坊が信用を無くす！

お布団の中が　気持ちよすぎるのだ
母親の胸に抱かれてるよな
ほんの１０分の　幸せな一時
目覚めれば　そこは地獄と化す！

有りなのか？　無しなのか？

社会人として　社会人として　社会人として想定外の・・・

２度寝！　思わず２度寝！　ついつい２度寝！
睡眠不足で
２度寝！　たまらず２度寝！　知らずに２度寝！　３度寝！　４度寝！
その朝寝坊が信用を無くす！

人は２度も・・・同じ過ちを繰り返す生き物
人は２度も・・ ・同じ過ちを繰り返す生き物

２度見！　思わず２度見！　ついつい２度見！　
理解し難くて
２度寝！　思わず２度寝！　ついつい２度寝！
睡眠不足で
２度見！　たまらず２度見！　知らずに２度見！　３度見！　４度見！

つい肉眼で確かめたくなる！
その朝寝坊が信用を無くす！
２度有ることは　３度以上ある！



３．『ブクブク溺れて、池袋。』

ドロだらけ　
消すに消せないアイツのメール
涙でネオンが滲む街　

ブクロ　ブクブク　池袋　
恋に溺れた女が一人
ブクロ　ブクブク　池袋　
あぁ夜の袋に　夜の袋に
ため息詰め放題

嘘だらけ
泣くに泣けない浮き世の辛さ
笑って飲み干す未練酒

ブクロ　ブクブク　池袋
夢に溺れた男が一人
ブクロ　ブクブク　池袋
あぁ夜の袋に　夜の袋に
思い出詰め放題

キズだらけ
くんづほぐれつ慰め合えば
心の傷口沁みる夜

ブクロ　ブクブク　池袋
愛に溺れた男と女
ブクロ　ブクブク　池袋
あぁ夜の袋に　夜の袋に
寂しさ詰め放題



４．『爆発！ブラックバス！』

バス！バス！バスバスバース！

どけどけ！そこどけ！あいつが通る
外来種　外来種　うっ　外来種　外来種
アメリカ生まれの黒い弾丸
外来種　外来種　はっ　外来種　外来種

生態系をおびやかす　あいつを絶対ブッとバス！

キャッチ！and リリース！
しちゃだめさ
キャッチ！and Go！To！Hell！
駆除せよ！　

バス！爆発！バス！爆発！
守れ日本の淡水魚
バス！爆発！バス！爆発！
大爆発だ！
バスガス爆発バス！ブラックバス！

バス！バス！バスバスバース！

食べられるだけの悲しいサダメ
在来種　在来種　ＮＯ　在来種　在来種
あいつの子分はブルーギル
外来種　外来種　とうっ　外来種　外来種

全て食べつくす肉食系　あいつを必ず蹴っ飛バス！

キャッチ！and リリース！
しちゃだめさ
キャッチ！and Go！To！Mouth！
食せよ！

食べるとマジで美味しいらしい
白身で淡白　フライ　ムニエル　バター焼き
「生食は厳禁！」

バス！爆発！バス！爆発！
素手でつかむと生臭い
バス！爆発！バス！爆発！
大爆発だ！

バス！爆発！バス！爆発！
黒いイナズマスナイパー
バス！爆発！バス！爆発！
大爆発だ！
バスガス爆発バス！ブラックバス！

「ブラックバスを生きたまま車で運ぶと、
特定外来生物法違反容疑で逮捕されてしまうのだ！
怖いぞブラックバス！黒いぞブラックバス！」



５．『便り』

先の見えない闇が広がる　
夜空を見上げてる
どんなに想いを紡いでみても
君には届かなくて

張り裂けそうな　お腹を抱いて　うずくまる
耳をすませば　聞こえるよ　優しく
包まれるよな　君の囁き　（ぷぅ）

心を絞られて　悲しみが溢れたとしても
大丈夫　待ち続けるわ
いつでも　いつまでも

涙も枯れ果てて　微笑みを無くしたとしても
大丈夫　我慢できるわ　待ちわびる
君からの便り

光をさがし　枯れそうな　菊の花
座り続ける　狭い部屋　微かに
漂い踊る　君の匂いが　「臭っ！」

命を削られて　苦しみに倒れたとしても
大丈夫　諦めないわ
いつでも　いつまでも

溜めれば溜めるほど　逢いたいよ　抱きしめていたい
その時を　その瞬間を　待ちわびる
君からの便り・・

植物繊維とか　浣腸も　運動もするわ
動いてよ　私の直腸　待ちわびる
君からの便り
大きな便り　

「あ、出た」



６．『ヒョイヒョイ行進曲』

苦い顔してどーしたの？「どーしたの？」
とかくこの世は世知辛い
ヒョイっとお空を見やしゃんせ！「見やしゃんせ！」
びっくりするよな　日本晴れ！

力を抜きましょう　和やかに朗らかに　

ヒョイっと行って
ヒョイっとやって
ヒョイっと食って
ヒョイっと飲んで
ヒョイっと帰りましょー

ヒョーイ　ヒョイヒョイヒョイ！
ヒョーイ　ヒョイヒョイヒョイ！
ヒョイっと飛び出せ　ヒョイっと角出せ
ヒョイ！ヒョイ！ヒョイ！ヒョイ！
ヒョっヒョイのヒョイヒョイヒョイ♪

暗い顔してどーしたの？「どーしたの？」
一寸先は闇なのか？
ヒョイっと頭を上げりゃんせ！「上げりゃんせ！」
ギラギラ輝く　お天道さん！

適当にやりましょう　軽やかに賑やかに　

ヒョイっと行って
ヒョイっとやって
ヒョイっと食って
ヒョイっと飲んで
ヒョイっと帰りましょー

ヒョーイ　ヒョイヒョイヒョイ！
ヒョーイ　ヒョイヒョイヒョイ！
ヒョイっと山越え　ヒョイっと谷越え
ヒョイ！ヒョイ！ヒョイ！ヒョイ！
ヒョっヒョイのヒョイヒョイヒョイ♪

知恵やお金はないけれど
出せるものなら全部出せ！

声出せ　汗出せ　力出せ
手を出せ　足出せ　元気出せ！

（Music come on back t o me ya）

ヒョーイ　ヒョイヒョイヒョイ！
ヒョーイ　ヒョイヒョイヒョイ！
ヒョイっと飛び出せ　ヒョイっと角出せ
ヒョイ！ヒョイ！ヒョイ！ヒョイ！
ヒョっヒョイのヒョイヒョイヒョイ♪
ヒョっヒョイのヒョイヒョイヒョイ♪
ヒョっヒョイのヒョイヒョイヒョイ♪



７．『オシッコ Rock You !』

ガマンしないで　無理をしないで　たまっているの　膀胱に  
オシッコ　オシッコ　オシッコちゃー
オシッコちゃー　オシッコちゃー 
オシッコ　オシッコ　オシッコちゃー　オシッコちゃー！  
漏らさないでね　こぼさないでね　もう少しだから　チャックオープン  
オシッコ　オシッコ　オシッコちゃー
オシッコちゃー　オシッコちゃー 
オシッコ　オシッコ　オシッコちゃー　もう一歩前へ！  
オシッコ　オシッコ　オシッコちゃーオシッコちゃー
オシッコちゃー オシッコ　オシッコ　オシッコちゃー　あ～あ～  
放尿！　命の放尿！　
清らかで　熱く　美しい　放物線  放尿！　今すぐ放尿！
しなやかで　強い　放物線！

 涙や汗と　同じ成分　汚いなんて　言わないで 
オシッコ　オシッコ　オシッコちゃー
オシッコちゃー　オシッコちゃー 
オシッコ　オシッコ　オシッコちゃー　シーコイコイ　シーコイコイ  
オシッコ　オシッコ　オシッコちゃー
オシッコちゃー　オシッコちゃー
オシッコ　オシッコ　オシッコちゃー　オシッコちゃー！
オシッコ　オシッコ　放尿！放尿！
オシッコ　オシッコ　放尿！放尿！ あなたのオシッコは　何色ですか？ 
オシッコ　オシッコ　放尿！放尿！
オシッコ　オシッコ　放尿！放尿！ 僕のオシッコは・・・レインボー！！ 
 放尿！　命の放尿！　
清らかで　熱く　美しい　放物線  放尿！　今すぐ放尿！
しなやかで　強い　放物線！  オシッコ　オシッコ・・・・



８．『リバース』

もうダメだ　もう死ぬ　バブルのよに　弾けた恋
心が　暗い　暗い　cry

君の声　笑顔を　思い出せば涙溢れ
胸が　辛い　辛い　辛い

浴びるほど　ウィスキー　テキーラ　ウォッカ　ブランデー　焼酎　ビールに　スコッチ！

気持ち悪い　気持ち悪い　便器に頬をすりよせ・・・

泣きながら　リバース・・・　（get on !）　リバース・・・　（get on !）

もどしても　もどしても　あの恋は戻らない・・・

叫んでも　届かない　全裸の僕　笑っておくれ

お茶漬け　旨い　旨い　旨い

どうしてなの？不細工だから？足が臭いから？生理的にノン！

切ないわ・・　切な過ぎる　終電の駅員めがけて　（黄色い線までお下がり下さい）

おもいきり　リバース・・・　（get on !）　リバース・・・　（get on !）

もどしても　もどしても　あの恋は戻らない・・・

リバース・・・　（get on !）　リバース・・・　（get on !）
リバース・・・　（get on !）　リバース・・・　（get on !）

もどしても　もどしても　あの恋は戻らない・・・

リバース・・・　（get on !）　リバース・・・　（get on !）

全部出したらスッキリ！　なぜかめっちゃ気持ちいい！

まだいける！もう一杯！ゲゲゲゲッ・・・・ゲロッパ！

リバース・・・　（get on !）　リバース・・・　（get on !）

いつか旨い酒飲める女ＧＥＴだぜっ！



９．『お墓参り or Die ～真夜中の盆踊り～』

「真夜中の盆踊りだ！踊れ！踊れっ！」

闇を切り裂いて　熱い魂が　すぐさま　
地獄の底から這い上がってくる！

お盆だから　ボン！　盆だから！　
踊り狂え！ お盆だから　ボン！　盆だから！　
肉は腐り　骨をむき出し　お前の元へ帰ってくるのさ・・・
じーちゃん！　ばーちゃん！　南無阿弥陀仏で　ヨイヨイヨイヨイ 
じーちゃん！　ばーちゃん！　御先祖様は承知せんぞ！
 
丑三つ時には　目を開けちゃダメさ　誰かが 御先祖の誰かがいるよ　枕元！ 
 お盆だから　ボン！　盆だから！　
親戚が集まる！ お盆だから　ボン！　盆だから！　
先祖の供養　忘れてると　冥土の土産　お前を道連れ・・・　

じーちゃん！　ばーちゃん！　手と手のしわ合わせ　ナムナムナムナム 
じーちゃん！　ばーちゃん！　お盆正月　墓参り！  
「お墓参りはなるべくやった方が良いでしょうね。 盆　暮れ　お彼岸というふうに・・・ 
御先祖様に手を合わせて。 さもないと、地獄に落ちるわよ・・・オホホホホ♪」
じーちゃん！　ばーちゃん！　南無阿弥陀仏で　ヨイヨイヨイヨイ 
じーちゃん！　ばーちゃん！　手と手のしわ合わせ　ナムナムナムナム 
じーちゃん！　ばーちゃん！　尼と僧侶が　ラッセーラーラッセーラー 
じーちゃん！　ばーちゃん！　御先祖様は承知せんぞ！  



10．『牛丼お持ち帰り』

Take Out で　牛丼　並　（並盛り　並盛り）
Take Out で　牛丼　並　（並盛り　並盛り）
汁ダクで

深夜テレビを見てたら　小腹がすいたどうしよう？
ちょっとお休みダイエット　夜のお散歩がてらに

お店で食べるのもいいけど　たまには家で　マッタリ！
スタミナついちゃってＮＯ！ＮＯ！ＮＯ！
ベットの上で　モッコリ！モッコリ！モッコリ！
あう～

Take Out で　牛丼　並

Take Out で　牛丼　並　（並盛り　並盛り）
Take Out で　牛丼　並　（並盛り　並盛り）
サラダも付けて

ぽかぽか陽気なサンデイ　手をつないでピクニック
弁当もいいけどれど　牛丼お持ち帰りで

ビールを片手にイエイイエイイエイ！風に吹かれてマッタリ！
牛丼並盛りでも NO!NO!NO!

僕の愛情　特盛り！特盛り！特盛り！
あう～

Take Out　あなたの心を
Take Out　お持ち帰りしたいのさ
Take Out　牛だけに　牛だけに
Take Out　ギュウと抱きしめ　モウモウモウ　プモー！

Take Out で　牛丼　並　（並盛り　並盛り）
Take Out で　牛丼　並　（並盛り　並盛り）
Take Out で　牛丼　並
あなたを松屋
あなたがすき屋
なか卯



おまけ．『おしりさん』

おしり　ケツ・・・
おしり　ケツ・・・
おしり　ケツ！　おしり　ケツ！
おしり　ケツ！ケツ！ケツ！ケツ！ケツ！

大きいおしりが好き！
安産タイプが好き！
もう無理無理！ガマン出来ない！
おしりファイヤー！

その谷間は宇宙さ
神秘に満ちたブラックホール
その形は優しさ
究極の美しさ

おしりさん・・・

おしり　ケツ・・・
おしり　ケツ・・・
おしり　ケツ！　おしり　ケツ！
おしり　ケツ！ケツ！ケツ！ケツ！ケツ！


