Wktk☆World Tour
01. wktk☆Dance '08

02.Night Light Dance '08

作詞/作曲/編曲：アンメルツ P

ISD@G.C.M（アンメルツ P）

03.cheeRfuL Harmony '08

作詞/作曲/編曲：アンメルツ P

作詞：女装娘 P 作曲/編曲：アンメルツ P 調声：Twins☆Twins

有名 P が新曲を出したみたい (wktk wktk all right !)
あの曲に PV ついたんだって (wktk wktk Oh Yes !)
カラオケであの曲がうたえるよ (wktk wktk OK !)
あの曲がらんらんるーされたらしい (gkbr gkbr Oh No !)

Everyday I wake up , and I work so hard
Day and night and day , time flies like an arrow
unreasonable thing , impossible game
la la la ... Where is my real mind?

私の声に乗せ 届けたいの
伝えたい 歌う楽しさあなたに
私のココロ今 歌うのなら
そうよ！ きっとどんな気持ちも言えるわ

みんなでニコニコしようぜ
キュートなビートでニートもチートさ
伝えたいことなど何もない
(うｐるニコ厨見るボカロ廃 お祭りならば踊り続けたい)

Every day I sleep , and I think to back
1995 , when music were jewels
6 week vacation , enjoy video game
la la la ... What am I?

思い通り 歌えなくて
落ち込むのも たまにあるけど
今日は ほらみんなで！
つながるよ！ 手をつなごう ね！

[*1]
"wktk☆Dance" all we need is it
"wktk☆Dance" so wonderful
"wktk☆Dance" everybody dance yeah
"wktk☆Dance" tonight!!

But there is no time-machine
So we must go to next step with
Our love , our hearts , our soul , our dreams
Ooh ... Dance the now , We dance the 2008

わくわくするこの旋律 心を明るくする言葉
手を重ね 声重ね 作り出してく ハーモニー

VOCALOID がテレビに映るみたい (wktk wktk all right !)
(ミク「NHK 以外は認めないよ！」)
あの Ann がパッケージ変えるらしい！？ (wktk wktk Oh Yes !)
(Ann「そんな予定はア～リマセ～ン」)
リンレンのねんどろいどが出るよ (wktk wktk OK !)
(レン「正直、フィギュアとか初めて買うんですけど…」)
コンビニで可愛い子を見つけたよ (wktk…)
(リン「あれーそれどこかで聞いたことあるよ？？」)
平凡に生きてきたから
ヒューマンナイズなナイスなボイスで
伝えたいことなど何もない
(踊らされつつ過ごしてく日々 どうせ死ぬなら踊り続けたい)

[*1]
It's like the rainbow shining starlight in the perfect midnight
We burn the crimson fire , Let's melt evil in the mind
For the day when our dreams come true , We are all singing now
Continue singing the song whose name is "LIFE"

If I had the time-machine
I am able to overwrite
Your love , your hearts , your soul , your dreams
Ooh ... Dance alone? , I dance the past time?
Though there is no time-machine
So we are able to feeling
Our love , our hearts , our soul , our dreams
Ooh ... Dance the now , We dance the 2008

[*1] repeat
[*1] repeat
[*2]
"wktk☆Dance" makes me so crazy
"wktk☆Dance" changes the world
"wktk☆Dance" gimme loving energy
"wktk☆Dance" is ALL !!

みんなでニコニコしようぜ
キュートなビートでニートもチートさ
伝えたいことなど何もない
(デッドボールも投げたいけれど ホームベースに届く力ない)

It's like the rainbow shining starlight in the perfect midnight
We burn the crimson fire , Let's melt evil in the mind
We are singing , We are Dancing
We are all "VOCALOID" who sing and dance
Ooh ... song name is "LIFE"
Ooh ... song name is "LIFE"

【対訳】
毎日毎日起きては一生懸命働くんだ
光陰矢のごとしってこういう事を言うんだなぁ
理不尽な事ばかり、まるで攻略できないゲームのよう
いったい本当の自分は何処に行ったんだ？
毎日眠りにつくとき、こう思うんだ
音楽が一番輝いて感じられた 90 年代中ごろに戻りたいってね
あの頃は夏休みもあって、ゲームに夢中になってたっけ
いったい今の自分はどうなっちゃったんだ？
でも、タイムマシーンなんかない
そうさ、前に進んでいかなくちゃならないんだ
この愛、この心、この魂、この夢とともに
2008 年というこの今を踊っていくんだ
[*1]
真夜中にキラキラと輝く星の光のように
自分の中の悪魔を打ち破ろう、深紅の情熱を燃やして
夢をかなえるその日のために、いま歌っている
人生と名づけられた歌をこれからも歌い続けよう

もしタイムマシーンがあったのなら
すべてを塗り替えることができるのだろう
愛も、心も、魂も、そして夢さえも
でも、孤独に過去という時に身を寄せるのかい？

[*1] repeat

タイムマシーンがないのだからこそ
感じることができるのだろう
この愛、この心、この魂、そしてこの夢を
2008 年というこの今を踊っていくんだ

[*2] repeat

[*1] repeat
真夜中にキラキラと輝く星の光のように
自分の中の悪魔を打ち破ろう、深紅の情熱を燃やして
いま歌っている、いま踊っている
私たちはみんな歌って踊る「VOCALOID」という存在なんだ
人生と名づけられた歌をこれからも歌い続けよう
人生と名づけられた歌を…
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楽しい歌には笑顔で
悲しい歌は涙を込め
笑い合い 泣きあって
想いをこめたハーモニー 今歌うよ

次はどんな歌を歌うのだろう
呼ばれてる 閉じていた目を開いて
高まる気持ち今 歌い出そう
ほらね！ 俯いている暇はないのよ
息を吸って 音を取って
リズムに乗せ 言葉を紡ぐ
歌に込めるメッセージ
白いキャンバスを染めよう さあ！
ドキドキするこのメロディ 僕らを励ますこのリズム
跳ね上がる 飛び立てる ダンスするような コーラス
どんな色にも負けないわ
どこにもない僕らの色を
塗り重ね こだまして
響き始めたコーラスを 聞いてほしい

ああ めぐる音の洪水から
見つけ出す かがやいてる
僕らの歌 世界に響くよ

高鳴る鼓動に任せて
心に浮かぶ音色のまま
いつだって どこだって
力の限り歌うよ
ドキドキするこのメロディ 僕らを励ますこのリズム
手を重ね 声重ね 作り出してく ハーモニー
どんな色にも負けないわ どこにもない僕らの色を
笑い合い 泣きあって 想いをこめた ハーモニー
白い世界を染めていく
僕らの気持ち届いてる？ 今歌うよ

Wktk☆World Tour
04.Sweet Android

05.わがままミシュラン
作詞/作曲/編曲：アンメルツ P

時間ができたときに いつも 通い詰めるレストラン
フルコースが手軽に しかも 何もかもが美味しい！

In the club , in your room
Anywhere you can listen to my song

「こんなのが食べたいよ」言えば すぐに作ってくれて
あたしのわがまま なんでもかなえてくれるんだ

Everything , move the scene
I am all right with any kind of genre
I create "space lounge robo-vocalist sensation"

プリン ドーナツ シュークリーム ペペロンチーノ
チキンカツカレー チャーハン ワッフル
野菜ジュースに チョコパフェ
マカロニグラタン ミルクキャラメル 冷凍マグロに 栗ご飯
全部楽しめてホント幸せ

The joint in my neck gives clear evidence that I live today
I never separate the microphone cause I am "the vocalist"
[*1]
la la la run,run,run
la la la run,run,run
My life is running , hunting , wanting my sun , ah yeah
Give me give me more more song la la la
Singing singing heartily
la la la love,love,love
la la la love,love,love
I wanna shining , fighting ,loving my fan , ah yeah
Come on come on night and day la la la
Joying joying the party
So I am sweet sweet android

「おはよう」「こんにちは」びっくりしましたか？
英語と日本語は 勝手が違うけど
努力と愛情と 少しの勇気があれば
どんな言葉でも 大丈夫なの

美味しいものが食べたい 新しいメニューはありますか？
店一番のオススメ何ですか？ 早く教えて
もう上ばかり見てしまって もっと上を探したくなるの
三ツ星を求めているあたしはそう わがままミシュラン

Black dress , red cloak , dark eyes
Red nails , white fangs ... my style
People in this city call me "Bloody Rose"
Why do you walk alone back street at such a night?
Baby it's so dangerous.. I choose you tonight
[*1]
You are game!!
No way to hide , I chase again and again
And making demonstration of my force!!
Too late to fight , If you so curse to die
Cause I am demon's child , the vampire girl!!
Give your fresh blood oh..
If you behave yourself , I will not need to give you pain

でも「これが食べたいの」言えば 誰か持ってきてくれる
あたしのわがまま やっぱりかなえてくれるんだ

The hunting goes well in this sad city; it's natural
All the people know that it's hopeless to defeat me
When I overlook from the rainy sky I find that
A boy crouched down by the roadside, what is he doing?

餃子 焼き芋 スープカレー 絹ごし豆腐
ソーダ カプチーノ ビーフシチュー いくら丼に 麦チョコ
半熟タマゴ 冷やし中華 靴下？ 割り箸？ それって食べ物！？
なんでもおいしく仕上げてくれる
美味しいものが食べたい 最高の食材 一流シェフ
キレイな器 秘密の隠し味 持ってきてよね

la la la run,run,run
la la la run,run,run
私の本当の力を
見つけてくれる それだけで嬉しいの

美味しいものが食べたい 口に合うもの以外いらない
中途半端なものを持ってきたら 承知しないわ
もう上ばかり見てしまって もっと上を探したくなるの
三ツ星をくれないとあたしはもう 唄わないから

その時ふいに気づいた このあたしが唄ってきた歌も
こんな風に選ばれて飽きられて 捨てられてくの？
本気で唄ってるつもりでも 受け入れられないと悔しいよね
忘れていた どんな料理にだって ココロがあると

美味しいものがそこにあって 望まずとも食べることができる
そんな贅沢な事を幸せに 今日を生きてこう
みんなが本気で作るから あたしも本気で唄ってみせる
三ツ星を目指すから待っててね あたしのリスナー
2/4

The night comes again in this hot city; it's my time
All the people living here are always exhausted
I overlook from the cloudy sky as a bat
Look for game to live , who is it to become my captive?

Tonight you are mine

遠慮なくいただいていくわ チップは必要ないと言うから
三ツ星以外いらないあたしはさあ わがままですか？

[*1] repeat

作詞/作曲/編曲：アンメルツ P

ほかのとこはいけない ずっと 通い慣れたこの店
普通の料理には すこし 退屈で飽きてきた

パッケージのイメージ 受けは悪いけど
後悔はしない この声があるから

la la la love,love,love
la la la love,love,love
だからなんだかんだあっても
明るく生きて歌い続けるだけよ
そんな sweet sweet android

06.ヴァンパイア・ガール

作詞/作曲/編曲：アンメルツ P

Everybody , move your body
I wanna sing to have you spend nice time

ISD@G.C.M（アンメルツ P）

【対訳】
この熱い街にまた夜が来るわ、私のショータイムなの
ここに住む人間はみんな疲れきっているわ
コウモリになって曇った空から町を見下ろすの
生きるために獲物を探す、私のトリコになるのは誰でしょう？
黒いドレス、赤いマント、曇った瞳
赤いつめ、白い牙…それが私のスタイル
この街の人間からは「Bloody Rose」と呼ばれているそうね
あら、なぜこんな夜にアナタは一人で裏道を歩いているのかしら？
ボウヤ、それはとても危険なのよ…今夜はアナタに決めた
[*1]
アナタが獲物よ
逃げる手段はないわ、どこまでも追いかけるの
力を見せつけてあげる
抵抗しようとしても遅いの、呪い殺すこともできるんだから
私は悪魔の申し子「ヴァンパイア・ガール」なの
新鮮な血をちょうだい
おとなしくしていれば痛くはしないんだからね
今夜アナタは私のものよ

I approach him and talk to him "why are you crying?"
"I was hit by gang and was robbed of my money"
The human being is stupid , They should do other things
Although they are weak , they injure a weaker
"Do you want force?" I say to him
"If I can.." he answers
Become my pal , and get infinite worth!!
I try to bite , then he break loose from me
Cause he noticed I was the vampire girl
He is frightened
I say this words while knocking down the cross which he raised up

この悲しげな街でのハンティングはいつもうまくいく
ここに住む人間はみんな私を倒すのが無理だってことを知ってい
るわ
雨の降る空から町を見下ろしていたら
少年が道端でうずくまっているのを見つけた、なんだろうか…
近づいて声をかけてみた「何故泣いているの？」
「悪い奴らにやられたんだ。金も奪われた」
人間って愚かね…他にすべきことがあるんじゃないの？
弱い存在だというのに、もっと弱いものを傷つけて
「力が欲しい？」私は彼に言った
「できることならね…」と彼は答えた
私の仲間になれば、無限の価値を手に入れることができるのよ
噛み付こうとしたら、彼は私を振りほどいた
彼は私がヴァンパイア・ガールだと気づいたようね

"Were your words lies?"

彼はおびえていた
私は彼が掲げた十字架を叩き落としながらこう言った

Born from the darkness , hated by all
And last come back to coffin ; I'm variant thing
(I) don't have the shadow , and not reflected in the mirror
But still I run for today

「さっきの言葉は嘘だったの？」

[*1] repeat
Give your fresh blood oh..
Don't be afraid, You will experience new world soon
I invite you to stage of endless fear and pleasure
If you behave yourself , I will not need to give you pain
Tonight you are mine

闇より生まれ、すべてに憎まれ
そして棺へと帰っていく異形の存在
影も持たないし、鏡にも映らない
それでも私は今日という日を走っていく

[*1] repeat
新鮮な血をちょうだい
怖がらないで、すぐにアナタに新しい世界を見せてあげる
終わりなき恐怖と快楽のステージに招待するわ
おとなしくしていれば痛くはしないんだからね
今夜アナタは私のものよ

Wktk☆World Tour
07.ヴァンパイア・ボーイ

08.パンドラの希望

作詞/作曲/編曲：アンメルツ P
夜の闇に 街が染まるときが
僕の時間 くたびれた人々
雲の切れ間 見下ろす街 探す
生きるために さまよいつづける
澄んだ瞳 磨いた牙
この闇は僕を隠す
ひとり歩く人影見る
危険な香り 今日はキミに決めた
どこまででも追いかけるよ
やめて無駄な抵抗
血が欲しいよ
この世界に降りた悪魔「ヴァンパイア・ボーイ」
渇いた喉 じっとしていれば痛くはしないから
我慢して

悲しい街 狙われてる僕は
求めている 本当の強さを
雨に変わる見下ろす街
端でうずくまった小さな人影

09.Night Light Dance 2009

作詞：文月 作曲/編曲：アンメルツ P

For the day when our dreams come true , We are all singing now
Continue singing the song whose name is "LIFE"

希望は神の呪い
希望に縛られ僕は諦めを忘れた

Everyday I wake up , and I work so hard
Day and night and day , time flies like an arrow
unreasonable thing , impossible game
la la la ... Where is my real mind?

絶望してしまえば楽なのに
何度今日を迎えても希望が僕を締め付ける

凶兆の箱 パンドラの箱
消え去ったのは 災い
在り続けるは 希望
希望は深き呪い
希望に囚われ僕は幾度でも目覚める

Every day I sleep , and I think to back
1995 , when music were jewels
6 week vacation , enjoy video game
la la la ... What am I?
But there is no time-machine
So we must go to next step with
Our love , our hearts , our soul , our dreams
Ooh ... Dance the now , We dance the 2009
[*1]
It's like the rainbow shining starlight in the perfect midnight
We burn the crimson fire , Let's melt evil in the mind
For the day when our dreams come true , We are all singing now
Continue singing the song whose name is "LIFE"

キミは僕にすがりついた
理不尽な仕打ち受けて
可愛い顔傷ついてる
助けたい でもどうすればいい

痛くても 悲しくても もがいてても
未来を信じてしまう
希望を持たせ続けるのは
苦しみを持たせ続けること

ダメだ 噛みついたら仲間になる
君の手にはロザリオ
僕のことを知ったらキミも態度を変えるでしょう？
渇いた喉 こんな十字架背負うのは僕だけで
十分さ

絶望してしまえば終わるのに
幾度夜を迎えようと希望が僕を離さない

今日も何かを探して走破
終わらない 仕事を抱え
「あの素晴らしい いとしい日々」
後ろ向いてちゃ 遠い未来

諦めたい 諦めさせて
希望を奪い 絶望が欲しい
ねえパンドラもう一度箱を開けて

今日も何も できなかったと
最低なんだと 上見て重圧
今だけでしょ？ 感情に負けて
あきらめるのは もったいない

闇の中 憎まれ 人にあらざる存在
鏡にも映らない それでも生きる

決めた どこまででも追いかけよう
止めた無駄な抵抗 (ついてゆこう)
血が欲しくて
この世界に降りた僕は(キミは)ヴァンパイア・ボーイ
渇いた喉 僕はこの運命の中生きてくよ
守れるくらい強くなるよ (強くなって)
新しい世界に連れてくんだ (連れていって)
覚悟して

失いたい 失わさせて
希望を消して 絶望が欲しい
僕は君を諦め自由になりたい

生きてくのさえ空しい
そんな状態じゃ永遠に
愛と 夢が 泡と 消えてく
冗談じゃない つかめないじゃない
いつだって巡り去る世界駆け今
光を求め闇夜に try to dive
これが私のさだめだとしたら
歌い続ける look around the world

If I had the time-machine
I am able to overwrite
Your love , your hearts , your soul , your dreams
Ooh ... Dance alone? , I dance the past time?
Though there is no time-machine
So we are able to feeling
Our love , our hearts , our soul , our dreams
Ooh ... Dance the now , We dance the 2009
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[*1] repeat

作詞/作曲/編曲：アンメルツ P

災厄の箱 パンドラの箱
飛び散ったのは 災い
残されたのは 希望

辛くても 寂しくても 傷ついても
明日を信じてしまう
希望を抱き続けるのは
苦しみを抱き続けること

ISD@G.C.M（アンメルツ P）

It's like the rainbow shining starlight in the perfect midnight
We burn the crimson fire , Let's melt evil in the mind
We are singing , We are Dancing
We are all "VOCALOID" who sing and dance
Ooh ... song name is "LIFE"
Ooh ... song name is "LIFE"

Wktk☆World Tour
10.cheeRfuL Harmony '08
(Samurai Style)
作詞：女装娘 P 作曲/編曲：アンメルツ P 調声：Twins☆Twins

12.ろんり～きゃっと

13.ソラネコ×リセットボタン

作詞/作曲：RUMIKO 編曲：アンメルツ P

ISD@G.C.M（アンメルツ P）

14.僕らの旅路

作詞/作曲/編曲：アンメルツ P

作詞/作曲/編曲：アンメルツ P

ひとりぼっちの 日曜の朝に 三日間待った 「めし」の時間ニャ
お腹がすいて 倒れちゃいそう もうすぐ君が 旅行帰りや！

放課後ふたり今日も寄り道 青空の下 君を見つけた
僕らをうつす その瞳は ちょっと曇ってた

時が過ぎる中 僕はひとりきり
忙しさに 負けてばかりで 足を止めていた

帰ってきたら甘えてやろう
ひさしぶりの君の胸に♪

灰色毛並みロシアンブルー 僕らは君を「空」と呼んだよ
みんなの心晴れるように 出会った日を忘れないように

好きな事さえも 意味なく思えて
色んなものの 裏が見えて どこへも行けず

だけど時間だけが過ぎてくだけて 君の姿 まだ見えないな
ずっとずっとつまらないのよ 早く早く帰ってきて

暴れたりとか 甘えたりとか 困らせてくることばかりだけど
夢を目指すこの心で 君を太陽のように照らしたい

そんな時だった どこからか不思議な歌声
僕は魔法にかかってしまった
あの忘れかけていた情熱 取り戻して

部屋にひとり子猫一匹 瞳とじて毛布の中
ずっとずっとつまんないのよ 早く早くかえってこい！！

いつまでも一緒

※ 歌詞はトラック 03 参照

明るい日射し もう昼過ぎだ なのにアルジはまだ戻らない
三日分の「めし」ももう底尽きた 三日分の水も もう底尽きた

11.Perfect Love
作詞/作曲/編曲：アンメルツ P
(Perfect Love)
(Perfect Love)
(Perfect Love)
(Perfect Love)

アナタの名前 叫び続けて
今だけはただ 恍惚の中
高鳴るリズム 体震わせ
終わりなき夜に醒めない夢を

やけに蒸し暑い 都会の喧騒
あなたのサインで 恋がはじまるの
ネオンのイメージ 瞳に焼きつけ
誘われるままに 舞台の上へ
なんて 素敵な恋でしょうか
今夜 あなたのトリコになる
それは 甘い甘い誘惑
優しい ささやきで殺して Ah...
私の記憶 すべて捨て去り
(Perfect Love) この瞬間は 快楽の中
(Perfect Love) 波打つメロディー 心揺さぶり
(Perfect Love) 終わりなき夢は明けない夜に

I love you , take me to the new world deeper and deeper
What feeling! I feel like starry heaven without drug
Only you hold me tight and shake my tiny body
All night long dancin' on the floor so I can get "Perfect Love"
アナタの名前 叫び続けて
(Perfect Love) 今だけはただ 恍惚の中
(Perfect Love) 高鳴るリズム 体震わせ
(Perfect Love) 終わりなき夜に醒めない…
(Perfect
(Perfect
(Perfect
(Perfect
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Love)
Love)
Love)
Love)

私の記憶 すべて捨て去り
この瞬間は 快楽の中
波打つメロディー 心揺さぶり
終わりなき夢は明けない夜に

雲を浮かばせたあの空のように 君は今日もマイペースで
気まぐれでおおきくて 呼びかけた僕らにうわのそら

いま旅は始まった
同じように魔法に魅せられた人との出会い
数限りなく重ねた

なのにかまってほしくて カミナリ落とすんだ
レースゲームで先を急ぐ僕らを笑うように 押してくるリセットボタン

僕の旅路 かけがえのない思い出を残そうと
アルバムに綴るのは このバラード

あれからじゃれあったり 寝転がったり
出会えたあの空き地走り回ったり
いつだってふたりの空白埋めたよ
腕に残るひっかき傷も 繋ぎ合わせた障子の跡も
同じ空のもとで共に作った思い出さ

When I was melt by magic voice
I was named again by someone
From the day , everything is changing
It's a miracle , you listen to my music

帰ってきても無視してやろう
アンタの顔はもう見たくない
ちょっと私だって生き物なのよ 時間厳守しっかりしてよ
ずっとずっと待ちくたびれて 力つきて声が出ない
部屋にひとり子猫一匹 瞳とじて毛布の中
ずっとずっと待ちくたびれて つかれちゃった もう動けない

窓の外が 夕焼け色に
染まったとき ドアの音が「パタリ」

日が昇り沈み繰り返し 少しずつ遠くなりゆくあの日
かまうことの出来ない日も少し増えてきた
それでも変わっていく夢と 変わらざるをえない僕を
何一つ変わらない君が見つめていたよ

駆け寄ってくアルジの姿 「ごめん」と言い頭を撫でる
人間って自分勝手ね このギャップが嫌になるよ

しがらみだとか わがままだとか こなせないまま 時ばかり過ぎて
黒い雲に隠れそうな 月明かりじゃ君は照らせない

なのになぜか君を見てると 私の喉 ゴロゴロ鳴った
アンタなんか嫌いだけどね 今日の所は許してやる！！

置いていかないで
ひとつひとつ世の中の嵐に 巻き込まれていく僕らは
空気を読むこと覚え ため息ついて空を仰いだ

ずっとずっと見つめていたい
ずっとずっと甘えていたい
ずっとずっと一緒にいたい
ずっとずっと一緒にいて
部屋にふたりアルジと子猫 二人だけの御飯の時間
ずっとずっと見つめていてね ずっとずっと甘えさせて

なのに変わらず扉を開けると そこに明るい空模様
土砂降りのあとも虹で包むように 僕をリセットしてくれるんだ

心巡らせて辿り着くリンクをクリック
僕の思いを受け止めてくれる人
どこかにいること まさに今感じている
何もできない僕が
この旅を続けられるのは
情熱だけでは決してないのです
僕の旅路 多くの人々に支えられ
道を振り返り 思い出す あのフレーズ

僕の旅路はいつのまにか
僕らの旅路になって
長い旅 その終着駅で
手に入れたものは あなたという存在

また夜明けが来て

「ありがとう」

時がはるか速く回るはずの君は 今日もマイペースで
僕ら正しいのかな？ 僕らは生き急いでるのかな？

そしてこれからも旅は続いていく
ラララ…

雲を浮かばせたあの空のように 君は今日もマイペースで
気まぐれでおおきくて いつでも見守ってくれていて
夢を知らぬ君に夢見ること教えられ そうさ 晴れた日も 雨の日も
押してくれるリセットボタン 見上げればいつでも君がいる
君のくれた物全て抱え
旅立つ日は持っていくよ
あの空まで

