
01.

TAME

作詞・作曲：MACHEE DEF

松坂大輔　広末涼子　岡田准一に　嵐の大野
くまきりあさ美　相沢真紀　矢沢心
小島よしお　鬼束ちひろ　キングコングの梶原西野
中田ヤスタカ　ピース又吉に　乙葉
つーか優香　田臥勇太　salyu 山崎祐太
要潤　夏川純　しずるの村上純
小野真弓　根本はるみ　EXILE ボーカル ATSUSHI
新山千春　酒井若菜　鳥居みゆきに　朝河蘭は…

全部タメ　俺とタメ　みんなタメ　俺とタメ　みんなタメ

杉浦太陽　小池栄子　島谷ひとみ　巻誠一郎
鈴木桂治　玉田圭司　村主章枝に　保田圭
中村憲吾　忍成修吾　ヒャダインに　末継慎吾
亜波根綾乃　榎本加奈子　戸部洋子　アジアン馬場園
知念里奈　田中麗奈　愛内里菜　井上和香
長谷川穂積　杉内俊哉　和田毅に　ジョイマン
ムーディ勝山　檀蜜　たむらぱん
眞鍋かをり　妻夫木聡　年上だと思っていたのに…

全部タメ　俺とタメ　みんなタメ　俺とタメ　みんなタメ

朝青龍　チェホンマン　アシャンティ　ケリーローランド
ピットブルに　アリシアキーズ　マコーレカルキン　マルチナヒンギス
パクチソン　ジェシカシンプソン　アギレラに　パリスヒルトン
モニカ　イライジャウッド　ジャスティンティンバーレイクも…

全部タメ　( つまり same age)　俺とタメ　( 俺と same age)
みんなタメ　( みんな same age)　俺とタメ　みんなタメ

俺とタメ

04.
オンラインストーカー

作詞：MACHEE DEF　作曲：MACHEE DEF, 三ツ橋大輔

君と僕はただの友達　席はうしろのとなりのとなり
そっち見ちゃうけどなるべく　見ないように心がけてる
気持ち伝えて２ヶ月経って　今ではもう好きではないさって
素振りを装って会話する　でもホントは今でも I LOVE YOU
休み時間に君と話す　話題は昨日のテレビドラマ
あとは遊びに行った場所等々　たわいもない事がほとんど
それらを僕は初めて聞いた　ような顔して知らないフリしちゃ

「へぇーそっか ^o^」って聞いてる　だけど知ってるのさ全部

だって家で君のブログを見てる　ツイッター見てる　写メ画像見てる
今何してる？ 気になっちゃって　だけどそんな事聞けない関係
更新ボタンを何度も押して　帰宅したっぽい呟きを見て
勝手にホッとしているのさ　僕はオンラインストーカー

“最近好きな人ができました♪　歳はワタシよりも 1 つ下 ( はぁと )”
そんな投稿記事を見かけ　思わずブラウザごと閉じた目
そっかそうだよなって　わかってたけど胸は痛くて
それからというもの　彼女と話しててもいつもと
違う感じになってしまって　素直に願えてない幸せ
そんな自分が嫌にもなるが　やっぱり好きだし諦めらんない
何度も削除しようと　カーソル合わせはするものの
結局消せずそのままにしちゃう　君へのブックマーク

今日も家で君のブログを見てる　ツイッター見てる　写メ画像見てる
今何してる？ 気になっちゃって　だけどそんな事聞けない関係
更新ボタンを何度も押して　君がよく使う顔文字を見て
勝手にホッとしているのさ　僕はオンラインストーカー

嗚呼こんな好きになっちゃうなんて　１回フラれているのになんで
ほんとバカみたいだって思う　だけどやっぱつい気になってしまう
更新ボタンを何度も押して　帰宅したっぽい呟きを見て
勝手にホッとしているのさ　僕はオンラインストーカー

03.

CPC - コストパフォーマンスコントロール -

作詞：MACHEE DEF　作曲：KO-ney

しょうがねぇ買っちゃったモンは
そっからが勝負ってもんさ
結局は費用対効果
そう てめぇ次第だぜコストパフォーマンス

Hey 衝動買い　ジャケ買い 箱買い 買い間違い
財布ん中のモンと引き換えに　手にした “失敗” という見返り
そいつをどうするか　次に活かすなんて当然だ
それ以上の価値見出して　捨てるとかせずに狙え起死回生
例えばリサイクル　または別の使い道探る
例えば失敗談　話のネタにも活かしたりさ
考え方ひとつで　モノの価値なんて変わるハズです
“もったいない” とかって損得カンジョウ　
そんなもんある程度どうにでもなんぞ！

プライスレス Do it myself…
プライスレス Do it yourself…
プライスレス Do it myself…
yourself ？ myself ？ yourself ！ myself ！ yourself ！

しょうがねぇ買っちゃったモンは
そっからが勝負ってもんさ
結局は費用対効果
そう てめぇ次第だぜコストパフォーマンス

とは言え　損した事にゃ変わりねぇって？
まぁ確かにそうかもしれん　でもそれは一側面から見た視点
つまり見方を変え　別の角度からモノを捉える
すると見える新しいモンが　想像力次第コストパフォーマンス
たとえばオレがそれ　買ったせいで誰かが倒れ
その人の彼氏が看病に行って二人は愛を再確認
別れようと思ってた彼女は彼氏とやり直す事を決心
そして二人の間に生まれた子供が将来オレを助けんだ！

きっと…必ずそうなる…
これが あれで それが あれで
きっと…必ずあれがこれで…
きっと必ずあれがこれで…そうなる！

しょうがねぇ買っちゃったモンは
そっからが勝負ってもんさ
結局は費用対効果
そう てめぇ次第だぜコストパフォーマンス

モノに限らずかかるコスト　買い損 やり損 含むロスト
そこにゃ必ず対価が生まれ　己にふりかかってくるだけ
ならばどう捉えるかが勝負　価値は見出してこそ価値が生ず
つまり所詮 “ムダ遣い” は　てめぇが作り出した虚しさ

しょうがねぇ買っちゃったモンは
そっからが勝負ってもんさ
結局は費用対効果
そう てめぇ次第だぜコストパフォーマンス

02.

It's A New Day

作詞：MACHEE DEF　作曲：KO-ney

目覚ましのベル待てずに 6 時に起床　カーテン開けて太陽が差し込むと
まさに今日というこの門出に　相応しすぎる気持ちイイこもれび
制服着て歯を磨き　鏡でチェックする身だしなみ
見慣れない自分のその姿見て　家を出てからもずっとニヤついてる
それにしても世界が　こんな変わるとは驚いた
今まで見てきたモンが全部　くっきりと映し出されていく
人々の顔や店の看板　横を走り去る車のナンバー
同じ通学路とは思えない　昨日までとは景色が大違い

今日から僕はメガネ男子　なんて思うとまだ変な感じ
だってずっと憧れてたんだ　そしたらまんまと目が悪くなっちゃった
Oh ！ It's A New Day　昨日と違う今日の自分へ
Oh Yeah ！ It's A New Day　変われる気がするんです

学校のみんなは何て言うかな　最悪誰も気付かんちゅうパターン？
いやさすがにそれはないか　とか収まらない不安と期待感
電車の窓に顔を写して　グっと唇噛み人差し指で
ズレたメガネ持ち上げてみたり　んー、、やっぱまだぎこちないみたい
でも何か頭良さそう？　気のせいかもだけど何もかも
昨日までの自分とは違って　不思議なパワーがみなぎってる
たかがメガネ　されどメガネ　もしかして自分変えるきっかけ
にもなるかもしれんこのアイテム　やっべほらまたニヤニヤしてる

今日から僕はメガネ男子　なんて思うとまだ変な感じ
だってずっと憧れてたんだ　そしたらまんまと目が悪くなっちゃった
Oh ！ It's A New Day　昨日と違う今日の自分へ
Oh Yeah ！ It's A New Day　変われる気がするんです

父ちゃんや先生に憧れて　思うようになったメガネかけてぇ
その夢が今こうやって叶って　僕の顔にもそいつがかかってる
今日からちょっとオトナ　子供だった部分見直すのさ
胸を張り教室のドアを開け　新しい人生が幕を開ける

今日から僕はメガネ男子　なんて思うとまだ変な感じ
だってずっと憧れてたんだ　そしたらまんまと目が悪くなっちゃった
Oh ！ It's A New Day　昨日と違う今日の自分へ
Oh Yeah ！ It's A New Day　変われる気がするんです

今日から僕はメガネ男子

Oh ！ It's A New ！ Day ！



[ トータル プロデュース ]
MACHEE DEF

[ レコーディング・ミックス・マスタリング ]
KO-ney

[ ジャケット デザイン ]
MACHEE DEF, カワタツ美術館

[ 歌詞カード デザイン ]
ノラネコデザイン

MACHEE DEF に関する情報は HP をチェック！
「machee」で検索！

07.

City Boy's Revenge

作詞：MACHEE DEF　作曲：KO-ney

俺は東京生まれ渋谷区育ち　ご近所さんはだいたい地方人
盆と正月人が消える　そんな街で 30 年暮らしてる
そうここが俺のふるさと　とは言え外からも人が来る場所
だからちっとも落ち着きゃしねぇ　思い出の空き地だって今じゃ家
中学や高校ももうなくなった　子供が減って誰が集まった？
家族じゃなくてビジネスマンや　野心を持った若者やなんか
それ受け入れていく度俺は　心のどっかで悔しさ覚えた
その炎は今も消えず　この街で成功夢見ている

生まれ育った街大東京　ここは俺の故郷であり戦場
塗り替えられる景色に涙　しながらその度野望を抱いた
生まれ育った街大東京　ここは俺の故郷であり戦場
いまだそっぽ向かれたまま　だが必ず振り向かしてみせる

学生の頃は地続きに見えた　東京が今じゃ高くそびえ立つ
軽く騙された気にもなった　調子こいてた分面くらった
社会に出た途端にアウェイ　都内出身者は少数派で
言ってみりゃそこは全国大会　各地代表者の地位の奪い合い
上京組に覚悟に圧倒　され模索する在京組のバックボーン
俺ら固有の財産ってなんだ？　ハナからそんなもんはありゃしなかった
方言 訛り ルーツや故郷　どれも俺にとっちゃ憧れのモノ
ゆえにそこはコンプレックス　だが意地でもこの戦いは制す

生まれ育った街大東京　ここは俺の故郷であり戦場
塗り替えられる景色に涙　しながらその度野望を抱いた
生まれ育った街大東京　ここは俺の故郷であり戦場
いまだそっぽ向かれたまま　だが必ず振り向かしてみせる

東京　東京　外から人々が移り住んでくる街
東京　東京　そして多くの人が去ってゆく街
東京　東京　次から次変えてゆく姿カタチ
東京　東京　そしてまた一つ消える街の景色

故郷に錦飾るって何？　地元で成功したいだけだし
「ニューヨーク行けば？」てそういうんじゃねんだ　俺が欲しいのはドルより円だ
こじらせること早十数年　年齢的にゃとっくのとうに中堅
負けても帰るとこはねぇ　それがシティーボーイのさだめ

生まれ育った街大東京　ここは俺の故郷であり戦場
塗り替えられる景色に涙　しながらその度野望を抱いた
生まれ育った街大東京　ここは俺の故郷であり戦場
いまだそっぽ向かれたまま　だが必ず振り向かしてみせる

05.

Untouchable

作詞：MACHEE DEF　作曲：STUTS

この間クラブで知り合った女の子　俺に近付こうなんていい度胸
してるぜまったく小悪魔ちゃん　俺がどんなやつかも知らぬバカ
香水の匂いを漂わせ　スキだらけの格好をしておられる
どういうつもりだか知らねぇが　話す時の距離がやたらと近ぇな
触れるか触れぬかその距離で　俺はただなにくわぬ顔して
そっちの出方をうかがってんだ　大丈夫俺だってあんだ理性は
だがスキンシップはエスカレート　さすがの俺もいい加減ヤベぇ
お嬢ちゃん 悪い事は言わないから　軽い気持ちならば他あたりな

俺に指一本触れてみろ　お前のことガチで好きになんぞ
気をつけとけ俺は Untouchable　惚れやすい性格なんだっての
俺に指一本触れてみろ　お前のことガチで好きになんぞ
言ったはずだ俺は Untouchable　惚れやすい性格なんだっての

ボケた時のツッコミありがとさん　でも二の腕辺りをバシっとさ
叩かれたらそりゃドキッとすんじゃん　本気じゃねぇなら んな事すんな
横に座った時太ももと　太ももを合わせて来るのもそう
女性の身体に触れ慣れて　いねぇからそういうのがすげぇヤベぇ
あとレジでお釣り貰う時　手が触れただけでももの凄い
体じゅうが熱くならねぇか？　あっそう俺だけかよ めでてぇなぁ
別にタイプじゃねぇコだろうと　ボディタッチされちゃすんぞロックオン
否が応でも火が点くさ　惚れられたくなければ近付くな

俺に指一本触れてみろ　お前のことガチで好きになんぞ
気をつけとけ俺は Untouchable　惚れやすい性格なんだっての
俺に指一本触れてみろ　お前のことガチで好きになんぞ
言ったはずだ俺は Untouchable　惚れやすい性格なんだっての

恋愛経験が乏しい男子にとって　小悪魔系女子はかなり魅力的
やたらボディタッチしてくれるし　つい思っちゃう「あれ、こいつ俺好き？」
だからそっちがちょいからかった　つもりでもこっちは本気になんだ
俺の体触る時は　告られる事ぐらい覚悟しな

俺に指一本触れてみろ　お前のことガチで好きになんぞ
気をつけとけ俺は Untouchable　惚れやすい性格なんだっての
俺に指一本触れてみろ　お前のことガチで好きになんぞ
言ったはずだ俺は Untouchable　惚れやすい性格なんだっての

06.
雨の日の惨事

作詞：MACHEE DEF　作曲：KO-ney,LiF

私は傘立てに傘を立てて　店内に入りジュース選んで
レジに並んでお金を払った　店を出るともうそこには既に
傘がなかった…

俺にはまったく理解できん　取られた側の身にもなってみ
確かに買うのはめんどくさいが　他人の盗むなど問題外さ
たとえ取り間違いだとしたって　ちゃんと確認しないのはなんで？
結果的に他人の物　さして帰ったらそれは泥棒
もしくは自分も取られた側で　傘がないのが困るからって
同じ事をしたら同罪　ヤられたからヤるなんて論外
ビニール傘だからとかじゃなくて　そこに思いやる気持ちはなくて？
嫌な気持ちは人から人へ　負の連鎖とはまさにこれ

傘をさして自分家出る　向かった先はセブンイレブン
雨が吹きすさぶ嵐のような　夜にあっけなくそれは起こった
私は傘立てに傘を立てて　店内に入りジュース選んで
レジに並んでお金を払った　店を出るともうそこには既に
傘がなかった…

これはとてもちっぽけな事のようだが　よく表してる今の世の中
見知らぬ人には何をしても良い？　まかり通る歪んだセオリー
損得勘定で物事判断　忘れてしまった心の何か
優先順位は常に自分が　手段を選ばず上にいるんか？
だから消えないこういう事件　負のエネルギーは増幅してく
自分棚に上げて他人のせい　大人のツラをしたガキンチョですか？
なんも難しい事なんかない　自分がされて嫌な事はやらない
それだけでちょっとは変わるだろう　心に降る雨も上がるだろう

傘をさして自分家出る　向かった先はセブンイレブン
雨が吹きすさぶ嵐のような　夜にあっけなくそれは起こった
私は傘立てに傘を立てて　店内に入りジュース選んで
レジに並んでお金を払った　店を出るともうそこには既に
傘がなかった…
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