
Water Flow
Lyrics, Produce: NF Zessho

この際もうどうにでもなれと深い呼吸でOD 黄泉渡る船
イラつきフラつきそれと何よりやるせなさにFreeze
思考ウィキペディアのように飛んだLink
Left to the right 幻聴
折れた舵 気づいた頃には潰れてた船頭
ピントズレた核心を持ち込んだ確信犯
すぐに勘繰りは加速した
何もしなければすぐ楽になる 脂汗が滲むシャツ
発言に裏の意味見え隠れ
ただの思い込みと思いたいほどにBadは反比例
ブラックアウト寸前の不安感抱えたランナー
朝が来るまではジェットコースター 記憶が飛んだ
何をしたいのか忘れたが家にいるのに家に帰りたい感覚

汚れた手で触れる綺麗なモノ これ以上話すと出るボロ
Unityはない もしあるとしたら例えばエルドラド
深い欲望は深海のよう 流されて別の場所
張りのない現実がかける拍車
装う善人風も大根役者
纏わりつくな 俺に触るな トラウマ 気安く話しかけんな
おめでたい頭にMedic
誰もが皆 片翼で目指した天竺
道は半ば 掘り返す墓場 願ったエンディング
今はAnother それもまぁ気休めか
みんな死んだら良いと思った
虚無の賢者その真相はPrecious
期待を裏切った罰から与えなきゃ
騒いで人が来る前に振り下ろす鉈

人の間 利害関係 妥協と協調
俺が俺でなくなり俯瞰的
小洒落てる女の顔面を殴打
法律がなければいなくなる犯罪者
世界のネガティヴ 根源を辿れば個人
狭い見識 語る非常識
水が俺のFlow 世間は油
静寂をただ見つめるだけの片目の達磨

Jenny Gump
Lyrics, Produce: NF Zessho

俺のくだらねえPrime疼きWriting 
溶ける事ない氷砕くIce pick
Quick like Curry 着実に邁進
でも気づいた時は元通りのストーリー
俺が生きてる今は昨日と同じ
で明日もおそらく同じになる
生きてく為に金を稼いで並の幸せ買う
誰のライフだってそうだろJenny Gump 
汚え心ごと積むぜキャリア
上がり下がり激しいこの波
自分を偽ってTurn it up でも
FameがChainに変わる イケてればウザイ奴もすぐに黙る
それを理解すれば何か変えられる
マスゲーム降りて焚きつけるFresh

浮かんだLimit 膨大なEpicを処理してる
揺れるCity lights 歪んだRealにBye

鏡の前で剥がすリップ
金も無いのに遊びに行く
酒で洗い流している傷
行き場をなくしここにいる



Unlade
Lyrics, Produce: NF Zessho

何一つとして思い通りにいかない夜は
いっそ虚言だとしても縋る調和
生き様の裏では一人考える死に方
エゴが宿る限りいない完全な味方
道は長いがRough バグる頭を修理
経験と知識 ライムに変えたMr.エドワード・エルリック
些細な事で怒り縮んだ呼吸の感覚整い次第で急ぐ先をサーチ
PureもいつかNasty
浮いたり沈んだりを繰り返して踊る中
またも生真面目に待つだけじゃ見るバカ
実績よりはハイライト 俺は俺の真ん中
何やるにも他人気にし始めたら終わるから
このままやるだけだPrimary
Realはファンタジー
これが良いのか悪いのかとかそれもFuck the shit
他人の価値観いつもかったるい
ナイスな音を鳴らしBangin'

立ち直ってFlat そんでMoving up
勝手に独り歩きしてた俺自身から勝手に呆れTake it back
でまたMoving up
この酔いが覚めても俺は正しいと言える
お前は一体誰？
他人が決めたラインに合わせ生きるのがお前の安定？
俺が死んだらお前もMovin' up
踏み潰したBad and bad and bad..
It's up to me

自分をコントロールできない内に枯れて果てはHold on
アンジュとカーフェイみたく最後に幸よあれ
フルハウスとワンペア
もちろん俺は後者 退路の消えた香車
何かなせば成香 その時に俺は勝者か
誰が分けるボーダー 勝ちや負けにあてがう価値は障害
自分で見つけてくさ本題 またも夜が到来
俺は自分の事くらいは自分でPick それに自分で動く
人を勘繰っている俺は信用を知らないヤツ
お前がどう俺の事悪く思うのも言うのも勝手
Mindを変え流す灯籠　
腹をくくり爆笑すりゃすぐに緩む故にこれがJust
イマイチ人とずれた健常 下げる程度　
Unlade 俺は今は正常

Blono's way
Lyrics, Produce: NF Zessho

内面のアウトサイダー BLOODY ROAR
Coolより冷えた熱 イカしたSpit for 特区
速攻現実を切り上げてアゲるフレンド
Go to the front
手垢つく前に打つStyleにタグ
My way 生き様は感動の引用で抗鬱の財産
すり替える陰と陽
FOLGORE シュプレヒコールを裂いて
"GO!GO!NFZ" 調子も上々
防壁を抜け脳に潜伏
生半可な退路は断ったゆえにBreakthrough
オーダーはシカト 俺の音楽ぶち込むそのビッグマウス
代償に現実はカス
「オールドスクール蹴った挑戦のシューズ」
俺のフォースワン 泥だらけ当面はブルース
達観したら気にも留めねえぜ勝ち方
盤外戦さながら梶原修人

霧がかる街で斬りかかる"悪即斬"
このFlipでBring the light
完全にコントロール このダークサイド
Killing my Ego 手筋 like 佐為の囲碁
Soulで延命 まるでブチャラティ「アリアリアリアリ..」
次第に変わる空気たちまち立ち込める生気
今はDon't kill my vibe
次から次 Fuck面倒なクエスト Over Time

ルールとモラルは実に紙一重だな
Bringing back 巻き直す黒いバンダナ
壊された玩具使い からくりを組んだら
転じて得た再生能力 カブキフォーエバー
俺は旧式 ボロカスのハードウェア　
けどエースパイロット ぶっ壊す最新型
お前は上げたスキルよりかマンパワー
来世また会えたらな
今世ではアリーヴェデルチ(さよならだ)
進化 今Bring the shit 曲は"brave heart"
ブルってるのは足よりもデジヴァイス
めでたいから俺の脳内は真っさら
108の煩悩でStardom
よそ行きのシャツ汚す大実験
ラボを留守にして動き出したAsianGangAge
暗躍して制裁 この特区のVigilantes
不屈のキャリア like ブルース・ウェイン



Velvet Sofa
Lyrics, Produce: NF Zessho

Sit for a minitue くつろぎを得る砂上の楼閣
今だけの快楽に身任せたらRoll up
勝ちよりも価値あるものを感じ
変える生き方にPeace送り幸あれと願った
Just breezin' 自分を変えるきっかけは思えばEasy
例えばFriendたちと行く緑色のExit
ただ眺めていただけ ダチの変わる日々を
今背にし違う道を一人歩き出したのさ
Think backする暇もないくらいにFly high
既に死んだ感情もある意味じゃ感慨
プラスあとはマイナスも身を隠す迷彩
沿うフロイト 昇華 俺のShit SクラスのAir line
誰の生き方も否定せずに生きていければ
多分 既にUnityってヤツはこの手の中
でも開いた手を見ても空を切った世界だけが..
忘れていたタバコ思い出し吹かしてLay back

Time 積もるTo Do それを全部投げ出してFly　
意味を与えるPrime 
何もないほどにLife いつも窮屈 Bare truth
Time 削るTo Do 少しBreak挟みAll right
飛んだCloud 9 速度緩め悠々
Time タスクだけじゃ退屈　Save The Truth

やっぱリスペクト受けるヤツにそれなりの理由
あるものはあるし無いものはないと今だから知る
埋まる事ないギャップ 諦めも時に肝心
身なり整える 俺に不相応なBring-bring
Kill the negativity ライフに祈り
気休めにもならないがじっと保つ意思
見つからない答え探すよりも自らでPick
紛いなりに見出したモノ 今はそれが軸
yeah yeah 香が昇るマリア
何故かまだ探してる去った怒りのやり場
管を巻いたRIZLA 正しい道が見えて
萎縮してたMindついに足を延ばし跨ぐ分岐点
街の興味 着々と移り変わり
自分で選んできたように思うものもUnreal
この世界ってよりはこの時代の中に生きる
皆はBusy 俺は小休止 その後Let's begin

the World Beginning
Lyrics, Produce: NF Zessho

寝て待つのか来世 なれるかどうかアーティスト
一人きりでも輝くBitch 首を絞めるアクセ
愛着ある家具捨てReady これからゆく千里
起き抜けに吸いこむシガー ひとえに勝ちが握る権利
まともになんかなれやしない 同類同士との馴れ合い辞退
自分は自分 変わりはしない 一人で走り犯す間違い
誰が決める価値 また誰かを見下す
偽善者が動く街中でも平等に照らすSunshine
要はAll in my life 君にはどう見えてる？
All in my life 俺の道はB面
今考える事多すぎてパンク 目の前保つ安定
Cheapなプライド 俺ならGrow そんで柱にする尊厳
0時 新しい俺になるアップデート
啓示降臨するまで待つには足りないCash Money
悪循環のサイクル Wassup? What's good?
死にてえとか生きる意味ねえなんて最初からわかってるだろ
大丈夫 毎分 毎秒 邁進　
大丈夫 毎分 毎秒 邁進
一秒先の未来 景色を変えてく
まずは近い将来 なあどうしたい？兄弟

It's over 全ては過ぎ行き遥か遠くへ
昨日と今日の境目に揺られたmoment
後は何得ればできる納得
It's over 全てが消え去りくだらねえと憂う

考えるより動き出す こんな場所よりまず遠くに
間違いもある過ちもある それでもKeep rollin'
考えるより動き出す こんな場所よりまず遠くに
勘違いもある 思い上がりかも それでもKeep rollin'



Inner Child
Lyrics, Produce: NF Zessho

正直者が馬鹿を見るかLady
今いるのは自分の中で信じる折れない正義
壊れかけのブレーキ 語れもしない平日
Bitchを抱いて眠りたくなるような夜に走る鉛筆
空の心 満たされる事ない子供
強請るほどに何故か遠のいた理想郷
Pay day 延命 届きはしないメーデー
誰が俺の怒りを生もうと一人で消化していけるぜBlaze
変わっていく仲間 変わっていくHoney されど暗澹
暗闇に灯すチャンバー 積み重ねてきたTrust
簡単 壊れるのはOne time
Bad跨ぎSunshine
ただ光消える前に俺は進む前に
誰も待たない帰りそれもある意味ではタイミング
I'm sorry 外れていく道理 全て放棄
これは現実逃避

先行きの不安に思い悩んでいる時に
生温い言葉じゃならないぜ励み
俺個人の動きには関係すら無い他人
本当の意味じゃ必要も無いのかもMy bitch

今近くたって明日違ってくる方向
何故生きてるとか小さい事ごと消灯
避けては通れない 期待はずれNo more
悪いがそこをどいてくれないか俺が通る



Jenny Gump[Another] feat. サトウユウヤ

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

俺のくだらねえPrime疼きWriting
溶ける事ない氷砕くIce pick
Quick like Curry 着実に邁進
でも気づいた時は元通りのストーリー
俺が生きてる今は昨日と同じ
で明日もおそらく同じになる
生きてく為に金を稼いで並の幸せ買う
誰のLifeだってそうだろJenny Gump
汚い心ごと積むぜキャリア
上がり下がり激しいこの波
自分を偽ってTurn it up
でもFameがChainに変わる
イケてればウザいヤツもすぐに黙る
それを理解すれば何か変えられる
マスゲーム降りて焚きつけるFresh

俺は考えてる 歩いてく道が反対でも
俺は俺のway 君は君のway
深夜に切腹 気持ちを割り切ってから割らずに飲んだニッカ
しっかりとため込んで咳き込む2回
子供の自分にはまだちょっと苦い
とか言ってらんない
こんなマインドは今夜きり
物事は常に向かってるend この曲を感じ取ってくれるfriend
一晩中騒いで世田谷のマーニン 進んでるぜ確かに
このプレゼントを丁寧にラッピング 今はできる事これくらい
古傷なぞる癖やめないと 笑い飛ばすことできるまでI go
切ない気持ちのゴミ捨て場 25の夜 またステップアップ
フリックするようにまた新しいページ
クリックしな my shit サトウユウヤ
未だ愚かな事ばっかしてるけど この無謀な若さこそprecious
こんな時間に頭抱えて落ちてる俺は自分を殺したい今夜

潔く手放すから このままひとり過ごすtonight

鏡の前で剥がすリップ
金も無いのに遊びに行く
酒で洗い流している傷
行き場をなくしここにいる

"AWOL" 分け与えられたGift でもStay Sick
現実は窮屈で鬱 まるでJenny
装具なら走るうち取れるI'm ready
理解者より代謝 紙に書くネガにEnvy
Fuckな女どもに金使うよりも踊る夜選んで
価値を生んだラッパー 日々は懺悔
遠い過去の安定に問いを投げるクランケ
安心が得たくなれば買うリネンのブランケット
その時になるまではRun like フォレスト・ガンプ 
人生俺と俺のFriend達がメインキャスト
あとは関係ねえ脇役 そう思えた時やっと少しだけ救われた
Iceは尖らせたMind それで砕こうとするより
熱いVibe保ち溶かすほうが多分正しいと悟る時
外はまだ暗かったがサトウユウヤがくれたWatch見て
朝が近いことを知った

Blono's way[Another] feat. RAITAMEN

Lyrics: NF Zessho, RAITAMEN
Produce: Sweet William

内面のアウトサイダー BLOODY ROAR
Coolより冷えた熱 イカしたSpit for 特区
速攻現実を切り上げてアゲるフレンド
Go to the front
手垢つく前に打つStyleにタグ
My way 生き様は感動の引用で抗鬱の財産
すり替える陰と陽
FOLGORE シュプレヒコールを裂いて
"GO!GO!NFZ" 調子も上々
防壁を抜け脳に潜伏
生半可な退路は断ったゆえにBreakthrough
オーダーはシカト 俺の音楽ぶち込むそのビッグマウス
代償に現実はカス
「オールドスクール蹴った挑戦のシューズ」
俺のフォースワン 泥だらけ当面はブルース
達観したら気にも留めねえぜ勝ち方
盤外戦さながら梶原修人

霧がかる街で斬りかかる"悪即斬"
このFlipでBring the light
完全にコントロール このダークサイド
Killing my Ego 手筋 like 佐為の囲碁
Soulで延命 まるでブチャラティ「アリアリアリアリ..」
次第に変わる空気たちまち立ち込める生気
今はDon't kill my vibe
次から次 Fuck面倒なクエスト Over Time

5マナ 5 5 Still 頭に5
此の期におよんできどるお利口
伏せるB面 それで知った口
誤魔化せない俺の眼 RAITAMEN
ヤバいバイト それかBYDO
四肢断絶 乗り込むパイロット
身を滅ぼすのは愚かなプライド
無様に生きるならば戦って死ね
予言通り 動くストーリー 知った結末
それでもまた見る同じ映画
だから書き起こす 俺のシナリオ
示す 勝ち方と人しての在り方
捲るデッキトップ それで格の差
皆でフェイス 詰める リーサル ok?
この道 描くマナカーブ 完璧
Don't you copy 雑魚 ミニオン not same



Velvet Sofa[Another]

Lyrics: NF Zessho
Produce: lee (asano+ryuhei)

オリジナル版に同じ

Refrain feat. Yoshinuma

Lyrics: NF Zessho, Yoshinuma
Produce: NF Zessho, Yoshinuma

俺は一人きりでも いや一人きりの方が
また街の風に吹かれ誰か飛んだ
それなりの生活にそれなりの女
理想よりも現実を今は皆 語りたがる
過ちももう変わりだした過去
それよりもこれからの事 それを悟るところ
遠ざけてく葛藤 耳障りな雑踏
気高さを切り売りして得る安い安堵
俺だけの感動 これ以上の贅沢と選択肢を
それとあとは保てる限りのプライド
自分を抑える為の言い訳はありふれ
あの頃の最高の曲 今Refrain
ラップしてて良かった マジこれからもそう
俺が死んでもこの曲が来世に残る
俺の仲間や兄弟をRepresent
ラップしてる時それかそれ以上に今も救われてる
現状意地に必死 変わりゆく日々
違うベクトルもそれぞれが志す道
安定 家庭 金... そのままでいい
俺の帰る場所はお前たちであってほしい
「俺の友達は最高」ってお前が言えるように
俺も人生を真っ当 この曲のように
俺の帰る場所はHood 早良区のHome
それとEnpizlab 俺の最高の相棒

Better daysの先へ 何憂い今を重ねる
青いボングならあの頃のまま
変わっていったのはそれを囲んでいる仲間
Better daysの先へ 何憂い今を重ねる
俺やお前も変わっていった女
今変わらないでいるのは今日の俺らの間柄

Between you and me
Have no contract
唯一あるモノを書き置いた
この世の隅に like dust 集い
星じゃない自分自身を知り得ては
それぞれがストラグルを胸中に続きを綴る漂流記
空みたいなTalkingも過ぎ去れば
その中に意味 持ちだすように
自覚のあとに比べる今すらも置き去りにして
燃やすライフタイムが非可逆に生みだす熱と光
もしも生き急ぐのなら マイクは捨てればいい
死に急ぐのなら こんな所 去ればいい
酒を飲み くだを巻き 何を待ちわびる?
自らを進めればそこもきっと帰るべきホームになるが
またも知る 何ができてできないか
ならばできる事だけをこぼさずにWalk 幸あれと想う
夜になれど沈まない 自分だけの太陽
巡らせたルーツをプルーフに変える体温
願い事はいずれ 世迷言のシルエット
行ったり来たりの雲 降らす無数のリグレット
頭からのリフレイン ありきたりのモーメント
一度きりの情景 ここで共に見せてくれよ
Better days その先へ
まだ足りねえ むしろマイナス
お前も同じならば かけプラスに転じてみせるか
冴えてないやり方はいくらでもあるんだろう



Hey People
Lyrics: NF Zessho
Produce: Aru-2

Hey People 調子はどう？
俺は一生に一度きりの今日掴みGrow 
またyo yo 今頃 昨日までの俺は空虚
新たなChapter one 死ぬまでの猶予
人波が交差 
ぶつかり合いすれ違う中でただ君だけをめがけ手をのばしたが
その手は身体の向こう側 すり抜けた
時は無為に過ぎ 未練を恨んだ
もう行かなきゃな その時のハニー　
その時のダチ、街 忘れ損得の先
選択を捨てれば 縦・横に振れずの首
ならとりあえず音に乗ればいい
何が正しい より自分を正しいと思うパワー
最悪な一日も歌い寝ればサイナラ
夜を越え朝 街が動き出す
yo People 行くか決めな 黄色い信号

Hey ミス・ミセス・ミスターに全部見せます 俺の内側の手
変なヤツも底辺なヤツも音にノリ踊りな Hey Hey
フレー フレー 明日の自分へ
俺は今日も腹の中さらけ出して前へ行くぜ Hey Hey

"Hey people 俺はきっと 明日にもスッといなくなるだろう"
皆 等しく絶つ消息
静寂の中 街は闇と共に遠のく
漠然と過ぎ行くだけの時の中 掴む感動
今だけのFriend達に愛を
対峙する過去 立ち上がりSpit RhymeはTight
昨日の俺をKick 越えていく今日
跳ねるBeat 流すだけルーティンアクション
終わらせて踏み出した足 新しい感触
それが衝動に変わる時 Reborn
少しずつかき集めてモノにする希望
君との思い出を抱き捨てて拾って
その1loopの上 FlowしてくEyday
繰り返してく昨日今日明日も発見発展願ってくMy way

Wonder Child feat. 唾奇

Lyrics: NF Zessho, 唾奇
Produce: NF Zessho

正直者がバカばかり見てる世界を眺め
何か一つだけでも信じれるか永遠
君が変わる時を指 咥え待った
持て余してからはパッド叩きRhyme乗せてLouder
君に堕ち探した免罪符
答えは「先に変わるから」と別れ告げ願った先の再会
誰と共にしても"My life"
愛に幸 まずは自分が持ってこその分かち合い
もう不幸じゃなくなるってのに何故か不安感
覚えた俺はうろ覚えの思い出浸るワンループの中で
Flow走らせ見出した価値が財産
それで人が踊る姿見て一つ癒やされたトラウマ
怒りは一人昇華 でダチと笑う今夜
Back 2 back 互いに分かち合うナイスな音楽　
誰と共にしても"One life"
今 俺は今日と明日の合間で
多分あと少しでSunrise

時世と業 もがいて今に振り切るLonely
俯瞰捨てて愛を思い出してI keep going
冷めてる世の中 適温はMedicine
真っ白な灰になって消えるまでFadin'

今近いとこにいるが明日は変わる方向
それとしても今は恐らく今だけだし楽しもう
期待外れも少々でも笑えてるし楽勝
暇つぶしのLifeさ深く考えずに..

軽快に歩く糞な世界 現在俺は笑えてる
多少の夢も叶えて
失った過去 ありがとう
お前無しの俺は居ない
日々は唐突に遠のく
音楽の前に立つ人間これに尽きる
お前と俺に降る雨は街を平等に濡らす
確かチコと俺のライブを見てた客はchouji一人だった
今じゃもうパンパンのフロア
愛してくれ 愛してるぜ
終わりたくない 夜にある理由をずっと探していた
笑われてた仲間達と笑っていた
何故かこうなる事も分かっていた
パーカーに刻んだエンブレムを首に下げる
また一人... それぞれの人生に帰る   
決して間違いじゃない
音が止まれば Sunrise
お前と俺にあたる光は街を平等に照らす


