
WttD
Lyrics: NF Zessho
Produce: CRAM

天元からまず軽く突破
随一のTruthを歌いGrooveを飼いならす
この際だ唸らす ジャギったROMでバグ食らわす
Type-2 良いヤツであればまず疑う
NiceとViceを足して壊れた倫理
Shit 左鉤突きからハマりFinish
右から左に行く事実
ありあわせの武器に手に握る不謹慎
地頭が資本 シンプルな問題は
シンプルに「指導、指導、以上」
菅野直ばり特攻志望 全部Destroy
カルマ積んで速攻で地獄まで呼ばれて転送
ステルスでシューティング like 西 丈一郎
最後の最後で頂く為にひそめる影 今は畜生
弾丸が駆けるバレル My addiction

闇に光を放ったGold chain  
硬い殻の内はまだFlawless
不安もFuckもプラス　全部OK
時計の針今越えた頂点

苦労を買うまでもなく出すクロウカード
生き様込みで死に様は三島のようになるか浮浪者
ライムは講釈 鎧外したソルジャー
俺以下全部が全部が情弱
それじゃあちょちょいとおっぱじめますか対話
俺が腹を切ったらCRAMが介錯
チキって快楽遠ざけてたクランケ
今早良区で異質なバンデット
軸の無いBrainを回転さすも酷
これでもその頭振れなきゃ多分死後硬直
レンズ ブレにブレまくる視界
その先明るい未来はあるかい？
欲の深い奴ら幸せに飢えてる
一撃 冷静に悟らせるエッセンス
目の前の未知を知り俺は今を生きる
その暁 夜明けへの道を行く

R.I.P. NFZ
Lyrics: NF Zessho
Produce: Yoshinuma

最早止まろうとしたって
止まらないくらいに回るエンジン
回る時計 回すlife そこに針を突き刺して
かき鳴らした音 質はとうに最低 
レベルは赤 何がマイペース
惰性で過ごすための言い訳や御託今ここに捨てて
Lowに揺れるため 今の内生き急ぐ
聞くな「何故？」
要は妥協よりも得たい確証
それと金にProp あとはもちろん大爆笑
追えば追うほどに離れてくものは
案外引いたって離れてくものさ
閑話休題
見極めるメインミッション
全て後悔がないといえば嘘になる
腕に抱いた体温 ごく普通のJob
でも実はそれくらいのもんでそれ以外は心底最高
俺が死んだ時はみんな言え"R.I.P"
死にてえやつは乗りなBack seat 地獄行き

あくる日のSmoke そんでDown
残りはHeavenでLayback
WeedよりGimme more チャリ & 紙
I'm fine  
Peace & One love
Car crush like Fight club
誰もWorld is mine
答えは俺の目の中
Fuck
Peace & One love

肝心な時に落ちる火種
若くして死ねる内か
俺は兎角 日がねえ
無下にした過去Chop&Flip そしてPayment
棺桶に詰めるはずの金のチェーンが冥銭の代わり
大義成すためのPiece それが死であれば
リリックは遺書の代わり 身辺整理の最中
このLife特に意味も無いからな
後付で決めた俺は俺だけの生き方
今落ちきれば無駄死にもいいとこ
だから音は止めれない
頼む今だけは縋らせろ
クソな綺麗事は失せろ
そのマイク貸せ俺にFlowさせろ
息苦しい毎夜 望む事は解放
それは自死またはこの曲のような胎動
どうせ俺の曲なんて誰も聞きやしねえよ
でも俺が死ねばお前にとってLegendary collection



Bandana
Lyrics, Produce: NF Zessho

蹴り飛ばすLife like a Rolling stone
それを弾に変え 放つスリングショット
晒す生き恥がウィークポイント
イカれそうな夜に声上げて実証
失笑 畜生 思想 色欲　
無一文 丸め込み尖らせるFlow
余生を疾走 希望掴む為の放蕩
乗ったGrooveをChop
ガキを騙し金稼ぐミュージシャン
殺すVerse  俺はシャウトするフーリガン
なぁ「俺は俺」 強く言えるか？
強者ゆえの孤独 送るBig shout
このものさしは誰よりも崇高
Freedom描くGペン 任務遂行
"タタキは派手に"ってのがセオリー
ENPそれにAWOL Reppin'

なぁ派手にやるぜいっそ死ぬなら
Low-Class life マジにやらかしな
お前は言うゲーム でも俺にとって生き様
身動きが取れる内 用意しとけ死に方
そんな場合じゃねえだろ 今すぐに支度しな
Quality of life テメェの価値ぶち上げな
溜め込んだそれクソな街にぶちまけな
言い訳はFuckだろ 誰が無理と決めたんだ？

ダチと別れ 考えた仲間
音が流れ思い出したAnother one
デカく鳴らしOvergroundでキャッシュバック
どこに行こうが居座るぜUnderground
誇りは高くしな
そうじゃなけりゃ高くつくぜこのヤマ
我がで決める勝ち方
特区を飛び出した自警団
大胆にこなしてく緻密な計画
次々とトラブルは重なるが
いちいち落ちて悩むような暇も無く
Rhymeに変えTurn it up
手垢ついたパンチライン
ちゃちなそれじゃ俺の耳は騙せない
ダチや女、クルー マジに盤石
でも俺は誰の為じゃ無くやる
Get the fuck out
トロすぎるヤツに見せるギアテク
どうせそんなヤツらすぐどこか消えてく

deep ocean
Lyrics: NF Zessho
Produce: VoldMars

どこまでも果てしないマイナスへ縦軸をプラス
あの日あの時の愚弄のおかげでGrow覚えた
Shout送る 終わった目で時見てるBrother
背負ったものを切り取れば誰も同じで残骸
持った才の采配 それと音に身を委ねて
この時計の針の先 賭したEDEN
行き詰まった暁は死に様に投資
今おぼつかずの足で立った 沙汰 in the 正気
Low-class life 受ける抑圧
逆に言えばまだ何か俺にあると示してた
フォーカス 目眩ましの先をRaw cut
病気じみた日々にライム絞り浄化
気を違えたヤツであふれかえる街
俺の価値 試す生き様 人だかりの端
クローバー踏みにじったForce1
悪態を曝け出したActor like ボージャック・ホースマン

Wave 立てる追い風
その隙間を縫ってフレーズ叩きつけ
Blaze 要は止まることが無い時の中で
終わりを見据え
俺が明日死んじまったとしてそれはそれで
慌ただしい街も恐らく予定通り動いてく
それよりもただ今もずっと一人恐れてること
Fakeにあてられて俺もFakeじみてくこと

負け筋を変えるためにひねるアイデア
ろくでもないヤツに"6" 示すライミング
並列化される民のID
個人を保つことの痛みと誇りを換金
この道の先にあるか幸ってより起こったこと全て
どう捉えるってのが肝心
VibeをCatch それをクラッシュ 時間も込みで巻き
あてるパッチ 安酒でふらつきがち
賽は既に投げられ
でもそれを誰もしてねえ理解
互いに思ったはずだ「やっぱお前はキチガイ」
拘る意味 はたしているか丁寧なプロセス
俺もお前も世界もそんな綺麗じゃないってことに気づいてくれ
いずれ人は死んでそれまで
墓に刻む名義よりも愛してるぜNF
むせ返る浅はかな空気
それに陽の光も届かずにいる
潜るInner Blue



I’ll bite U
Lyrics, Produce: NF Zessho

心が壊れそうになる夜
街並みは静寂を語り俺の背景を彩る
押し込めた弱音一人紐解く
それをデザイン 白紙に黒を落とす
Lifeに影落とす些細な栄光
故に待ちわびる夜 闇は平等
俺は賭した俺のMission
この道を行く以上街の裏切り者
人生の最後 迎える前に探しに行く死に場所
誰がどう思えど手繰る俺の納得
不安はあるが恐れはない変わっていくこと
それよりも早いとこ君のもとまで
辿り着くことに思いを馳せ
それだけを糧にこの夜を耐える
計らずも愛情に救われ
もう望まないとしても朝は現れる窓辺
意図して業は積まれ
時として糸の切れたように人が離れ
俺は街を捨てて 失ったGangage
口よりも行動のほうがよほど雄弁な語り手
この世界の中で 時はただ流れ
いつか誰も屍 自分で掴む運命
つつがなく過ぎる日々に別れ
憂いや悲しみがないことが悲しみと察しても
揺れない心 揺れてる音に乗り
一番大切な人を想う
心が壊れそうになる夜
一番大切な人を想う
物事や人や街並みは移ろう
決して同じものは無い それは俺すらも
ゆっくりと開いてく瞳孔
今 暗闇で見えたもの

I`ll bite you slowly,
you'll like it while having sex for breakfast...

untitled from AWOL feat. RAITAMEN, サトウユウヤ

Lyrics: NF Zessho, RAITAMEN, サトウユウヤ
Produce: NF Zessho

笑い声が今に移り変わるスラング
音が止まるまで俺は懲りずこの場所で歌う
早良区に帰る事もきっといずれ無くなる
白いForce 黒に染まる夜にLantern
このStyleがゲームの基礎になった頃
消えたWack達も呼んでこれで踊ろう
気づけば時代変わる子供
気遣うまでもなく残るmate ホンモノ
18歳を振り返る日
次はメッキ脱いで18金のBlingにGrill
この街と同じ風 別の場所で浴びる
そしてその時に書くはずのこの曲の続き
踵返すならば今 コンクリート
生き急ぐヤツにBig shout 祈るCome clean
引かれたライン飛び越えるオーリー
ネームタグが直に塗りつぶす烙印

床に吐いたRhyme 紛いなりのTruth
FriendsからPick そんで幅利かすBoom
不謹慎がチェーン ぶら下げてBrings
未だEgoをFlip それ組み替えてBlues
綺麗なNew Kicks 嫌いなニュービー
カス辞めるDig 対しこの場所にギーク
世界の中心 眺めてるStreet
端に追いやられようが確かに伸ばしてるLimit

片田舎 24時越える時もう
ヒト一人居ない 道走る 今日も
片道2千円かけて 週末にライブ
何年たっても地元にはならねぇ
俺には流れる 北九の血 
チャチャやリバ たむろした頃から
あまり変わらん 腹の内
でも変えてきた 住む街 人達
読む裏の裏 はまるフロムの罠
本当の宝 利害の向こう側
どんだけ 電脳浸かっても
現実は3D step in
キングスフィールド
聖剣持っても座れない王座
なら受けるか ラップの講座
誰の指示でもなく 選ぶローカル
誰の犬でもなく 俺の音楽

泣いても泣いても 砕いても砕いても
何回も回って戻っては呆れかえる
クソなループだね パットでも叩くか？
クソなニュースだね バッドでも明日が来る相模原の空
大体のことは強くなるために起きる 恐らく
オレが向いてる方に風が抜けて 否が応でも先に進みだすのさ
絶望乗せて走る機関車 今は希望を乗せてオレ達にアンサー
時に言葉を詰めブッ放す機関銃 
数えきれない夜 youngin' 放り投げな A-sign
ベイビー 探ろうかmaybe あなたが観てたのは映画のスクリーン
オレの方はどうしようもねえ
覗いてたのは凡愚の火皿のスクリーン



Lyyn_[keep.vibin]
Lyrics, Produce: NF Zessho

振り切るカルマ この現実はフリーキー
人に合わしてばっかだったBrain ピーキー
汚えラインこそがある意味じゃReal shit
Make more yen もっと手にしたいBling bling
Ladyのtalk やけに意味深気味が多いが
大半頭悪いだけってオチ　
世塵置き去りのAG's Slang聞いて踊りな
俺、君　繋がれどボージャックとサブリナ
閑日 淹れるKaldi
ダチがjob終え電話鳴らすまでRelaxing
Represent GangAge
Dripping my knowledge
早良区のVigilante Keep今日の晴れ
"Movie on the Sunday"売って買ったAir MAX
その時 なった俺はヘッズからプレイヤー
俺のライフ故に俺だけでレイアウト
人間風情思うが性悪 Word up

Wack遠ざけてGive me the right
相手しててもキリがない ah yeah yeah
くだらねえlifeを送ってるやつほど語る「chill」Bad bad...
まぁ俺らは俺らでKeep on shining


