
Profile

1988年結成。現在9⼈組ファンクバンド。
1989年、TBSの⼈気番組「平成名物TV・三宅裕司のいかすバンド天国」に出演。
3代⽬イカ天キングとして5週連続勝ち抜きを達成、初代グランドキングとなる。
1990年、シングル「幸せであるように」でメジャーデビュー。
その後、スマッシュヒットを連発。19枚のシングルと11枚のアルバムをリリースし、
1998年に解散。
2007年に再結成し、新曲発表、ライブ、⾳楽フェス等への出演など精⼒的に活動中。
FLYING KIDS結成30周年となった2018年は、アナログ盤リリース、スタートの地＝原宿
クロコダイル３か⽉連続ライブ、そして、フルアルバム『みんなあれについて考えてる』
をリリース。新メンバー加⼊で9⼈の⼤所帯となり、2019年から2020年へと華やかに、
そして、さらに勢いを加速させている。

Flying Kids official HomePage : http://fk6.jp/

Key:SWING-O Bass:伏島和雄 Drums:中園浩之 Vo.:浜崎貴司 Vo.:Elli Perc.:⽵本⼀匹 Gt.:丸⼭史朗
Sax.:UGAMARI Gt.:加藤英彦

[Member]

About this Album

いままでの FLYING KIDSの⼀番美味しいところである“ファンク”って部分と、“ファンク
だけど今までにない部分“と⼆つのポイントが表現でき、すごく新しい印象の作品になった。

浜崎貴司

かなり振り切れたという気がしている。FLYING KIDSのオリジナリティを追求してきたが、
メンバーそれぞれの⾊も出せたし、とても挑戦的な作品ができた。

伏島和雄

http://fk6.jp/


1.ワレメユニバース

作詞：浜崎貴司 作曲：FLYING KIDS

生存競争 この妄想 やめてーな 体の安心 明日 WORK’IN ツレネーナ
やらない勇気よりやる勇気 まくとぅそ～け～なんくるないさ～

アブラカタブラ～
我等ワレメの
奥で生まれた
神の申し子

私の最新 まだ内心 未完成だ 話題を更新 立て続け 疲れんな～
SNS見て誰かの幸せを 羨むなんて しちゃ、ダメッサ

アブラカタブラ～
我等ワレメの
奥で生まれた
神の申し子

光を浴び その姿を見せつけろ 必ず立ちあがり荒野を突き進め

君と僕のため息 気持ち良い荒い息 あっふ～ふ～ふ～ふ～
君と僕のため息 気持ち良い荒い息 あっふ～ふ～ふ～ふ～いえ～

お尻はカッチン そろそろカエリーナ いや今夜はドンストップ！ バストアップ！ ムネハリーナ
やらない勇気よりやる勇気 諦めなんて～いらねーべー！

アブラカタブラ～
我等ワレメの
奥で生まれた
神の申し子

光を浴び その姿を見せつけろ 必ず立ちあがり荒野を突き進め

君と僕のため息 気持ち良い荒い息 あっふ～ふ～ふ～ふ～
君と僕のため息 気持ち良い荒い息 あっふ～ふ～ふ～ふ～いえ～

僕らはワレメにはまって動けない 僕らはワレメにはまって動けない
僕らはワレメにはまって動けない 僕らはワレメにはまって動けない



2.オードレイ！

作詞：浜崎貴司 作曲：浜崎貴司/丸山史朗

何も考えられないのさ アホが全然なおらねえのさ
クズ まともになるにゃ10万年 現代(いま)と明日 探る中間点
縄文時代にこれからワープすんの？
ワッツアップメ～ン ナンカオコスノ ドウスンノ？

オードレイ！ ここで さあ
オードレイ！ ノンストップで NOW！
オードレイ！ 求めた リズムにあわせ

何を信じていい？わかる？ ニセの演説まかりとおる
またひとりやられちまった 春の花びら 散っちゃった
状況次第であなたとキスするよ
ワッツアップメ～ン ゲンキだすなら GOするよー

オードレイ！ ここで さあ
オードレイ！ ノンストップで NOW！
オードレイ！ 求めた イズムにあわせ

目を背けてた 未来を探せ 動き始めた風に 手を伸ばせ

オードレイ！ オードレイ！ さあ
変わる時代 変わらぬ風景 誰か 出会い 合わさる運命

オードレイ！ オードレイ！ さあ
また何か生まれるはずさ 新しい輝きになるさ

オードレイ！ オードレイ！ さあ
あなたを抱きしめた 温もり噛みしめた

オードレイ！ オードレイ！ さあ
あなたの瞳に映る 己も噛みしめた

オードレイ！ オードレイ！ さあ オードレイ！ノンストップで NOW！

3.メタモルフォーゼ～GO GO HEAVEN～

作詞：SWING-O/浜崎貴司 作曲：SWING-O

初めまして二割増しで修羅場にしてみようよ
お代わりして 変わり果てて どうなるか楽しむの

ハネ欲しいヒトよ腰を揺らせよ
肢体姿態(シタイシタイ) 身体呼び醒ませよ
弾けるよBomb Bomb
変態(メタモルフォーゼ)

サナギのヒトよ 心を揺らせよ
擬態義体(ギタイギタイ) 殻を打ち破れよ
いただき登ろう
天国へGO GO

願いまして かける百で修羅場にしてみようよ
お代わりして 変わり果てて どうなるか楽しむの

ハネ欲しいヒトよ腰を揺らせよ
肢体姿態(シタイシタイ) 身体呼び醒ませよ
弾けるよBomb Bomb
変態(メタモルフォーゼ)

サナギのヒトよ 心を揺らせよ
擬態義体(ギタイギタイ) 殻を打ち破れよ
いただき登ろう
天国へGO GO



4. アソボ

作詞：浜崎貴司 作曲：SWING-O/浜崎貴司

アソボ HANG OUT ほ～らみんなでウロウロ
アソボ 明日は ほ～らみんなでブラブラ

踊るためのスペースがない 勝利のためのスペードもない
騒ぐための音楽には ビートビシバシくるしかない
みんなで海岸行ったり うまい魚を食ったり
夜に花火が上がれば やばい思い出 いっちょ上がりだね

アソボ HANG OUT ほ～らみんなでウロウロ
アソボ 明日は ほ～らみんなでブラブラ

つるむための単車がない お互い出会えた感謝もない
出かけるためにまたがった 駅前でチャリが盗まれた
先月クビになったバイト 理由は態度が悪いだけ
世間知らずでずっと生きる 強い覚悟で もういっちょ上がり

アソボ HANG OUT ほ～らみんなでウロウロ
アソボ 明日は ほ～らみんなでブラブラ

快楽のため努力をし 考えないけど考えて
本当に楽しいことのため チョロイことには目もくれず
遠くを見つめるずっともっと先 (遠くを見つめるずっともっと先)
遠くを見つめるずっともっと先 (遠くを見つめるずっともっと先)

カフェ飯食って ナカメのバーで ビッケに会って 朝まで飲むか？
携帯電話を 窓から投げた エリーが笑う 「そんなの捨てろ！」

アソボ HANG OUT ほ～らみんなでウロウロ
アソボ 明日は ほ～らみんなでブラブラ
アソボ HANG OUT ほ～らみんなでウロウロ
アソボ 明日は ほ～らおもてでブラブラ

遊びに飽きたらあぁ死にたい まだ懲りないからまたアソボ
遊びに飽きたらあぁ死にたい まだ懲りないからまたアソボ

5.Long and Deep Breath Inside

作詞：浜崎貴司 作曲：丸山史朗

夢の中聴えた 水の音が
夢の中で知る 胸が膨らむ音を
Long and Deep Breath Inside
二人で 名も知らぬ海を泳いでいた

かりそめの場所で 君の声が
確かに届いた 胸に刻む音だ
Long and Deep Breath Inside
見上げた 三日月が夜を傷つけて 朝を迎える

どうしてなんだろう？あなたを愛する意味なんてわからないまま
折り重なり合うふたりは消えるの？ まだ夢の中にいたいよ

Don’t let me down Don’t let me down
この時よ 終わらないで

現実の日々で 息が詰まる
本当の気持ちを つなぎ止めたくて
Long and Deep Breath Inside
二人で 飛び込んだ海の 幻を追いかける

どうしてなんだろう？あなたも私が愛するワケを聞かない
折り重なり合う時間は消えるの？ まだ夢の中にいたいよ

Don’t let me down Don’t let me down
この時よ 終わらないで
Don’t let me know Don’t let me know
この時よ 君の中で 終わらないで



6.祈りと祭り

作詞：浜崎貴司 作曲：丸山史朗

森から戻らない 村人たちがいた
雨がたった今 空からこぼれ
夕方キミに会いに行こう

ヨソではほら、ビッグパーティー！
そう、良からぬ感じさ
たまにやってるよ
愛なんて見えない
夕方夜に変わった

ハーイ！右に見えますのは ビッグブラザーのパーティー会場
監視カメラがしっかり完備！ 踊り子素敵なあだ名はバンビ
帰りそびれて一体何時？ そして私は気がつきゃ誰？

僕たちはまた 繰り返す 祈りと祭り
飛ぶ子供達 ファンキータイム 懲りずにわっしょい！

森から戻らない 村人たちは今
雨が降ったのに 気がつきもせず
Dancing all through the night いぇい、いぇい、いぇい、いぇ～！

僕たちはまた 繰り返す 祈りと祭り
飛ぶ子供達 ファンキータイム 懲りずにわっしょい！
僕たちはまた 繰り返す 祈りと祭り
飛ぶ子供達 ファンキータイム 懲りずにわっしょい！

ハーイ！右に見えますのは ビッグブラザーのパーティー会場
監視カメラがしっかり完備！ 踊り子素敵なあだ名はバンビ
帰りそびれて一体何時？ そして私は気がつきゃ誰？

7.キミが大好き

作詞：浜崎貴司 作曲：宇賀まり/浜崎貴司

あーキミが大好き 大好き
あーキミが大好き 大好き

挑戦者傷ついてますが 冒険だーと前を向いて言った
正念場続いてますが 応援歌届いていますか？

最近じゃ細部ばっかり見て 内心ではマジほんとウンザリ
改心して空を見上げて 雷神(ライディーン)のように勇者になれ

あーキミが大好き 大好き

貧困格差は広がって 銀行は浮かばれなくて
鎮魂歌 歌って欲しくて 新婚さん夢もっと持って

方々デモ激しさ増して HOLD ON 若者逮捕されて
横暴な指導者が増えて 労働者はAIに変わる

僕たちは次のドアを開け さらに続くドアをまた開け
共に歩む肩を並べた 仲間たちに告げる言葉は・・

国会のモンキー芝居
立派な官僚が 仕上げた答弁書を読み上げる
書き換えられてもno problem 代議士のセンセ 顧みもせんで

(キミが大好き) 次行きましょう
(キミが大好き) お情けは無用

AIがさらにスーパーな AIを生む時代来て
その時肉体は消え もう感情なんてなくて
だから今のうち叫ぶ カラダのあるうち叫ぶ
語られた人の記憶 彼方へと消える前に

あーキミが大好き 大好き
あーキミが大好き 好き好き！
あーキミが大好き
あーキミが大好き



8.ドッグトゥース

作詞：浜崎貴司 作曲：浜崎貴司

タータンチェックのマフラーにボア付きのジャケット
僕たち手を繋いで震えながら歩いた
どこまでも いつまでも 二度とない この時を

知りたいことばっかりが この世に溢れて
知りたくないことさえも 頭の奥でこだました
キラキラや ギザギザを 繰り返す 青春の中で

走り出す二人の シルエットは闇に溶けてゆく
掛け合ってた言葉は うまく伝えきれなくて
また夜が来る

自殺願望のロックスターが ヘッドフォンで歌ってる
ちくしょう！こんな場面で 靴ひもがほどけてしまった

いつになくあなたは 激しいくちづけ求めた
気になってた話題は すぐに忘れてしまうから
ああ、つまらない

くるり睫毛にショートカットヘアー ドッグトゥース模様のキャスケット
僕たち手を繋いで震えながら歩いた

どこまでも いつまでも 二度とない この時を
どこまでも どこまでも 二度とない この時を

9.抱きしめたい

作詞：浜崎貴司 作曲：浜崎貴司

誰もがみんな行方を不安に思う
答え出せぬ 問題が山積みで
疑心暗鬼になって 噂に騙されてる
だから寄り添いあって だた

キミを キミだけを 強く 抱きしめていたい
時間を止めるほど 呼吸も止まるほど
想いが溢れ出し 離れないと誓う
ふたり

世界がずっと壊れ続けるのなら
将来を信じられないと思うから
揺るぎないものなんて 見つかりはしないだろう
だけど孤独は今夜 捨てる

キミを キミだけを 今日も 抱きしめ続ける
嵐に負けないで 流れにさらわれず
寄せた頬に睫毛 触れたまま動かない

この温もりが 揺るぎない勇気となる
胸弾ませて ただ・・ ただ・・

キミを キミだけを 強く 抱きしめていたい
流れ続けていた 音楽を止めないで
肩に顔を埋めて 全てをはね返す
どこにもいかないで どこにもいかないで
耳に届く鼓動 捉えて離さない
ふたり



10.背中の彼女

作詞：浜崎貴司 作曲：加藤英彦/浜崎貴司

背中むけたまま
僕に話してた
あの時の あのキッチン 特別さ 灯り優しく
鍋に火を お湯を沸かし
すぐに「体に気をつけてよ」と口癖のように繰り返す
若葉が芽吹き出すように
そのうち枝を天高く
伸ばして胸を張り
大人になるこの僕を見守ってくれた人

湯気がたち 野菜を切り
今日も「ちゃあんと食べなさいよ」と口癖のように繰り返す
青葉は紅をまとい
そのうち枯れ葉に変わり
抜けおちた向こうが
青空になるまでずっと僕が見守っていたい人

幼き日に 見上げた 笑顔がある
年老いても 微笑みは変わらない

鍋に火を お湯を沸かし
すぐに「体に気をつけてよ」と口癖のように繰り返す
若葉が芽吹き出すように
そのうち枝を天高く
伸ばして胸を張り
大人になるこの僕を見守ってくれた人

12. JUST MOVE ON

作詞：浜崎貴司 作曲：伏島和雄

EVERYDAY ボクの EMERGENCY SIRENが 鳴り続けてる
何気ない夢さえ 語れないのは 一体誰のせい？

ワンチャンスつかんで うなされてNIGHTMARE 奇跡など待ってられない
だったらどうする 目の前の壁を なんとかしよう

乗り越えて行け 途切れぬ想いのまんまで
飛び越えて行け さて、行こうか NOW！JUST MOVE ON！MOVE ON！

素敵な キミのSPARKLING ANKLE BOOTS 軽やかに舞う
追いてかれそうな 宵闇の中を 影は彷徨う

抱きしめ合いたい 勝利つかんだ瞬間に チームメイトは一体どこなの？
感じた孤独は 平等な宿命 歯を食いしばり

乗り越えて行け 消せない想いのまんまで
飛び越えて行け さて、行こうか NOW！JUST MOVE ON！MOVE ON！

EVERYDAY キミの EMERGENCY SIRENも 鳴り続けてる

ワンチャンスつかんで うなされてNIGHTMARE 奇跡など待ってられない
だったらどうする 目の前の壁を なんとかしよう

乗り越えて行け 途切れぬ想いのまんまで
飛び越えて行け さて、行こうか NOW！JUST MOVE ON！MOVE ON！




