
BLEND / HGP
All music & Lylic by HGP Recorded at Sanaru ST

Track01 ： Back To The World

僕らの世界は渦巻くアメ玉のようで

子供の心に溶けてくカラフルなハーモニー

分かってるかい ...

キックスネアの間のゲート 開けばトップスピードで滑り出す

来たぜ救世主この２MC 稀に見ないこのオリジナリティ

故郷はどこと聞かれれば 茶っ葉の名産地のとこ

カテキン効果でサラサラ ヘモグロビンのように君に届ける

君が快適に過ごすためとなる 君が心開くこの曲になる

Noと言えないYesmanにお灸 うちらウナギでビタミンA補給

遠州から響き渡れ HGP mellow sound

そうさLike a Rolling Stone 音の旅 佐鳴Lake発終着駅はなし

右脳左脳つなぐ砂浜 まるでイビザ埋め尽くす言葉の貝で

そう素足で踏みしめてよ Close your eyes聞こえるかい

ワンピースの裾をめくる 脚の間を風がくぐる

Close your eyes 感じるかい？ 今宵最高の音が出る

僕らの世界は渦巻くアメ玉のようで

子供の心に溶けてくカラフルなハーモニー

分かってるかい ...

NEW WAVE SOUND 空気のよう 音になって鼻をくすぐる

NEW WAVE SOUND 見上げれば 夜空きらめく音符達

NEW WAVE SOUND 派手すぎない ガキには分からん色づかい

NEW WAVE SOUND 音の旅 佐鳴LAKE発終着駅はなし



Black & PinkTrack02 ：

MIC CHECK 1.2 事件だ急行 StickとMICの武装で行こう

BlackとPinkのモトクロにRide on ブラットピットすら敵わないのさ

鳴らすサイレンはPeople get ready そう B-BOY 蹴散らすSound

揺らすGroove 犯人翻弄 助けるCuteなマリリンモンロー

エレキのLoopで包囲 行くぜ戦闘体制用意

After5Partyおとり捜査 Wanted犯人踊りそうさ

ダンディ，セクシーなDay&Day Mute効かせて江戸風べらんめえ

もう逃げられないぜ手挙げなHandsup！

Black & Pink... Yeah! Yeah! Yeah!

Shure58という名の武器 飛び出す弾丸言葉のBoogie

時には呪い 時には甘い 助ける未だ原石のRuby

君を救うOld school 温故知新を超越Style

俺は常にダンディー目指す 履きこなすスラックスでリラックス

レコード針でとどめを刺す

ひでぶ・あべし まるでケンシロウ 時にはそんな腕っぷし披露

コートを脱ぎ君に着せる 君の涙がキラリ惑わせる

いつもここからネゴシエーター 言葉巧みなあぶない刑事

Black & Pink... Yeah! Yeah! Yeah!

今宵もくまなくパトロール それは夜空散りばめるショートロール

明け方の246にこだまする 単気筒のエンジン音

On&On... 続くワインディング 旅のエンディング 君とワインで

ダンディーにBlack SexyにPink 言葉巧みなあぶない刑事

Black & Pink... Yeah! Yeah! Yeah!



Track03 ： Jolie's Cafe

あちぃ... 燃えてる!!

恋人たちは珈琲大好き 甘いモカの香りが包むのか

とりとめのない交わす愛 別れたくない二人を包み込む

君はSUGAR どぼどぼ 分かってない

俺はミルクオンリー 分かってよ

昨日のいいわけをドリップ 隠し味君の可愛いRIP

夏はアイコ キンキンに冷えたグラスに注いでよ濃い目BLACK頂戴

中元・歳暮・ギフトにコーヒー違いの分かる味な男 Have a break人生必要

君はガムシロばかり分かってない 俺はミルクオンリー分かってよ

この苦みと人生の苦みブレンド 飲み干せば見えるじゃろキリマン

香りに誘われ 引き寄せられてく

ねぇマスターおすすめの熱いのちょうだい

香り立つ挽き立ての豆 粗めに挽くは君のため

一杯に夢と希望をさらに入れるコクと酸味 インスタントじゃ出ない味

君は香りも無視で分かってない この一杯への愛分かってよ

俺の魂ブルマン超えウルトラマン Over The Rainbow俺グァテマラ

ブレイクビーツ粗めこだわりの豆に 注ぐ湯は my sunshine 緩めに

ティースプーン転がす甘い愛 カップの底残されてるmy愛

そんあMOOD時間かけ抽出 そろそろいい時間だね chuする

昨日の過ちをDRIP 騙された君のその可愛いRIP



Track04 ： エクササイズ ～ Cool down

心地よい筋肉痛 １，２ 毎週

男なら体を磨けよ

女なら脂肪を燃やせよ

Hi！エクササイズ 気になる３サイズ 日頃の健康管理はダメダメ

このまま言ったらお前は亀亀 目指せ１ランク上へMy Way

今年も来たぜ暑い夏が 目指せボンキュボーン 燃やせ体脂肪

お気にビキニでさぁビーチに 今年は違うとこ見せてやりな

健康第一はいストレッチ 準備運動はTarzanで熟知

活字なら読んだ 夢見る体 線は細いが芯は太い

まず腕立て奮い立て 上腕二頭筋に集中

たくましい腕で君をGet You！

日々筋トレ 精を出せ 夜はあの娘に夢中イメトレ

TV,音楽をながらでPush Up 朝食いつものバランスアップ

ノースリーブからこんにちわ まだ白く細いBodyだけど

Loop狂行くぜPool今日 スイムウエアのこだわりは愛嬌

２５超えて気づいたこの腹 黒くなるだけで引きしまらねぇ

かかるはMoney日々MakeMoney パンツにのる肉許さねぇ

たかが贅肉されど贅肉 ナメてかかれば増えるだけ

始めようぜ 皆様様々な スポーツ＆エクササイズ

心地よい筋肉痛 １，２ 毎週

男なら体を磨けよ

女なら脂肪を燃やせよ

濡れた唇やけにSEXY 誰もが認めるNICE BODY

努力の結果食事ヘルシー ひっぱりだこさコンパの嵐



Track05 ： Last Summer (REMASTER)

トンネルを抜ければ見えてくる 心を弾ませるこの季節

SHYな気持ちがほら邪魔をする いつも遠回りの僕の道

夏が終わるのなら 君とどこかへ 夏が終わるのなら ああ君と...

ロケット花火が音を立てて飛んだ 涙がなぜか ああこぼれた

ポケットの中には言えなかった言葉が 淋しそうに背を丸めていた

夢の中で会おう 約束はBEERの泡のよう 苦いのか

夏が終わるのなら 君とどこかへ 夏が終わるのなら ああ君と...

夏が終わるのなら 君とどこかへ 夏が終わるのなら 君と...

ロケット花火が音を立てて飛んだ 涙がなぜか ああこぼれた

ポケットの中には言えなかった言葉が 淋しそうに背を丸めていた



Track06 ： Dance in the dark (REMASTER)

からからからに渇いた喉にゴクリum ミネラル含んだ水とサプリ

全身潤わせたなら 君のためだけの旅の創造

右脳全快 超えるぜ限界 １．２．３ 頼むぜアミノ酸

世界なんてのは幻 yeah! 暗闇を貫け

Dance in the dark赤い情熱 青い鳥何処？ 白い恋人

東京タワー そびえ立つ孤独 味気ないパワー

日出ずる国のプライド 保てるのなら未来はバラ色

流れ出す 電光掲示板を満たす 情報多過 馬鹿なやつがそれを重宝

甘いアイス いつも簡単にとろけ出す

守りたい気持ち山々 しかし完全なるものなんてない

転がるダイス そのまま進まなくたっていい

しがらみもあって当然 全て君の挑戦次第

Dance in the dark赤い情熱 青い鳥何処？ 白い恋人

Hey! ようこそ 想像の世界 電波すら入らないこの町を

からからカラフルに彩ろう バスキア並みのスプレー使い

パレットに乗せた愛の言葉 カセットに吹き込むhip hopper

シャープする感情セーブしてちゃ Romanceなんて永遠無縁

穴の開いた心すりぬける Major7th コード染みてく

本能覚醒させてくMoog 既に出来上がる洒落たMovie

主役がはくセリフは「I LOVE YOU」 ヒロインと抱き合った快楽

世界なんてのは幻 Yeah! 暗闇を貫け

Dance in the dark赤い情熱 青い鳥何処？ 白い恋人

憧れたり 救われたり・・・



Track07 ： CROSS

たわいもない言葉たちは 夜空に穴開けるパズル

バラバラほらこぼさないで 繋がり合うこのCircle

テレフォンコール絡み合う線が２人を繋ぐ

今日もどこかで喜怒哀楽のお知らせ

心の隙間を埋め合う 互いに傷を舐め合う

あの時君を受け止めたなら今の僕に何が出来ただろう

一人の夜だからみんなきっと組み合わせるのさパズル

信じる気持ち持ち合わせな つまりこうさ夢描きな

心の四隅は不安定 誰だって僕だって

足りない時間感じて 寂しさを感じて

謎ばかりモザイクな夜 ムードに酔う

息をのんで潜んでいても 何も変わらない

君の鼓動４つ打ち ＢＰＭ変動常にＬＯＯＰ

離れても感じるＲＯＯＭ 終わらない君とのＧＡＭＥ

たわいもない言葉たちは 夜空に穴開けるパズル

バラバラほらこぼさないで 繋がり合うこのCircle

例えばこの言葉たちに ぴしゃり落ちる稲妻

ばらばらでも離れないで 繋がり合うこのサークル



Track08 ： JAWS

はいはいおいで子猫ちゃん お願いばかり甘ったれ

そんな顔でコッチ見ても ダメなものはダメ

「ちょっと太った？」ってこの前言ったのに何もしていない君

笑ってゴマかしてるだけで 自分だとピンと気づいたくせに

３食プラスおやつガツガツ 食べてもいいが運動もね

ってな具合にね いきたいっすね パクリくわえる技は上達

炊事・洗濯・家事NG こんな未来とても寂しい

何が欲しい？アレが欲しい？ 俺はゆとりが欲しい！

聞いてるか？

また聞いてない！

大切な話なんですけど・・・

男は不器用分かってよ 自分勝手？ちょっと待って

男女平等 言動は変動 女性上位 まぁ好きだけど

外見からは想像もつかない テクとセンス ブラとパンツ

お願いたてて 音も立てて？ あっ上手

普通だと言ってる人に限って 夜はけっこう大胆

ムードにフェロモンムンムンクンクン 期待さらにぐんぐん

今日こそ決めたい夜に限って 飲んだくれて即寝

朝来て目が覚め酔い冷めて さあ人食い鮫

久しぶりに会ったと思ったら アニュハセヨ 金かせよ？って

またバッグでも買いに行くの？ でもこの間も買ったよね。

超かわいい～ 超欲しい～ って もうまじキレそうなんですけど

（キレてなーい） ああ 男はつらいよ 女もつらいよ はい あーめん

男は不器用分かってよ 自分勝手？ちょっと待って

男女平等 言動は変動 女性上位 まぁ好きだけど

外見からは想像もつかない テクとセンス ブラとパンツ

お願いたてて 音も立てて？ あっ上手

JAWSかなんだか知らんけど、アニュハセヨ 金かせよ・・・

朝来て目が覚め酔い冷めて 俺のは・サ・メ!!



Track09 ： SANARU娘 (REMASTER)

S・A・N・A・R・U・娘

これがHCL産メローサウンド

俺がＭＣマッチーlowだろ 俺がDAI high トラックメーカー

あの娘にズキュンとぶち込むぜ BANG BANG BANG・・・

夢見がちな少年時代 俺はHIGH DAIと逢いもう

２０年の付き合い これは愛 楽しい思い出は小中

今じゃ焼酎 乾杯のBEERは生 SUMMER近づく暑い季節

盃交わしたならホラ、BROTHER マイクパスハイボイスDAI

ハーイlowからバトンタッチ バイクと煙草がばれるseventeen

２人仲良く停学 親は言ったget up! 俺がゲロッた！ 友裏切った！ 自分にビンタ！

転んでもただでは起きないぜ 素直にI’m sorry(sorry)

I’m a super star そう崖っぷち強し

思い出せば 高校は親不孝なTEENAGE BLUES

妖しいロンゲ振り乱し 想像もつかないVISUAL

１度きりの人生 COME ON SAY EVERYTHING IS GONNA BE ALRIGHT

七転び八起きいいんじゃない 立ち上がれ自分の人生を FREESTYLE

夢見がちな大人になり、今もlowと創造の日々repert 下げたspeed 愛す君と

最高の夕焼け見つけようよ

チャリンコも今じゃモトクロ 金出しても買いなもっと苦労

Backsheetに乗せた思い出の日々 ルララ 続くよサウンドの波

故郷懐かし佐鳴LAKE GOALまで走る本番前

TAKE１，２ 浜松 思い出のパンツ 今ごろあの娘何してるのかな？

HIGHとLOW今日もRIDE ON 思い出の全ては最高

さあ漕ぎ出すよハイカラなBOAT 書き込もう君のハイカラNOTE

S・A・N・A・R・U・娘

これがHCL産メローサウンド

俺がＭＣマッチーlowだろ 俺がDAI high トラックメーカー

ロン毛の俺らを知ってるかい？ BANG BANG BANG・・・


