
幸せな休日（Happy Holidays） 

作詞＆作曲：Music Box MAO  

 

ルート１３４ 車走らせ 茅ヶ崎の海へ 

二人で見た 夕焼けの空 覚えているかい 

あの日君は 髪を揺らして 僕に言ったね 

風が頬を 撫でてゆくの  気分も上がるわ 

 

来年も 変わらずに こうして一緒に 居られますように 

 

So Everything’s gonna be alright. 

And we really love happy holidays. 

明日もきっと晴れると良いな！ 

 

雨が上がって 外に出たら まだ歩道は濡れてた 

あの日二人で 見上げた空に 虹が架かってた 

今日も一緒に 歩いてゆく あの街のカフェへ 

君はいつも 大きな瞳で 無邪気に笑ってる 

 

来年も 変わらずに こうして一緒に 居られますように 

 

So Everything’s gonna be alright. 

And we really love happy holidays. 

明日もきっと晴れると良いな！ 

 

来年も 変わらずに こうして一緒に 居られますように 

 

So Everything’s gonna be alright. 

And we really love happy holidays. 

So Everything’s gonna be alright. 

And we really love happy holidays. 

 

So Everything’s gonna be alright. 

And we really love happy holidays. 

明日もきっと晴れると良いな！ 

明日もきっと晴れると良いな！ 



アジサイの花（The Hydrangeas） 

作詞＆作曲：Music Box MAO  

 

黒い雲間から雨が降ってきた 

道の真ん中に水溜りが出来てる 

アジサイの花が鮮やかに咲き出し 

落ち込んだ心を癒してくれた 

 

小さい頃からずっと一緒にいた 

あいつと夢を熱く語り合った 

時には悪戯もやったりしたんだ 

楽しい日々は過ぎてしまった 

 

突然あいつは遠くに行ってしまった 

激しく雨が降るこんな日だった 

長い間追い続けた大きな夢が 

あと少しで叶うと言うその前に 

 

悩みを抱えて苦しんでいたのか 

僕は気付いてやれなかった 

ほんの一瞬の出来事だった 

願いはむなしく砕け散った 

 

雨の日に街の中を歩きながら 

車が通るのをふと眺めてると 

目の前に浮かぶあいつの姿 

夢に向かって笑ってた 

 

何気ないこんな日が明日も来ると思ってた 

それが間違いだと僕は気づかなかった 

永遠なんて言う言葉はどこを探しても 

見つからないって事を僕は知らなかった 

 

突然あいつは遠くに行ってしまった 

激しく雨が降るこんな日だった 

長い間追い続けた大きな夢が 

あと少しで叶うと言うその前に 



貴女と共に（Stay With You） 

作詞＆作曲：Music Box MAO  

 

苦しい事やつらい事や忘れたい事が 

沢山あってやりきれない日々もあるけど 

悩んでみても答えは見つからない 

嫌な事は早く忘れて 

明日を待てば楽しい事もある 

 

このかけがえのない日を帰らない日々を 

大切にしよう二人一緒に 

二度と来ない一瞬を戻らない時を 

貴女と共に生きて行く 

 

悲しい事や泣きたい事や怒りたい事が 

沢山あってやりきれない日々もあるけど 

人生は捨てたモンじゃない 

一日の終わりに全て忘れて 

夜が明ければ新しい日が来る 

 

気が付けば隣に貴方がいた 

もっと早く気付けば良かった 

どんなに辛い事も苦しい事も 

貴女と二人で乗り越えよう 

 

このかけがえのない日を帰らない日々を 

大切にしよう二人一緒に 

二度と来ない一瞬を戻らない時を 

貴女と共に生きて行く 



危険なヴィーナス（Venus） 

作詞＆作曲：Music Box MAO  

 

夕闇迫るホテルのロビーで一人たたずむ 

黒いドレスの女はいつでも不思議にミステリアス 

目と目が合うだけで 言葉も交わさず惹かれあう 

Ah お前は危険なヴィーナス 

俺を虜にする瞳 

Ah 二度と抜け出せない 

二人は朝まで燃え上がる 

 

部屋の灯かりは点けずに恋のラビリンス 

真っ赤なくちびる誘惑の罠俺を引き込む 

二人は恋に落ちる もう誰も止められない 

Ah お前は危険なヴィーナス 

男が溺れる恋の罠 

Ah 二度と抜け出せない 

二人で堕ちてゆくヘブン 

 

Ah お前は危険なヴィーナス 

俺を虜にする瞳 

Ah 二度と抜け出せない 

二人は朝まで燃え上がる Uh～ 

 

Ah お前は危険なヴィーナス 

男が溺れる恋の罠 

Ah 二度と抜け出せない 

二人で堕ちてゆくヘブン 



スマイル！（Smile！） 

作詞＆作曲：Music Box MAO  

 

君が涙流し 空見上げる時 

僕は暖かく包む 太陽になろう 

君が眠れぬ夜 一人過ごす時 

僕は君を照らす 星になろう 

 

どんなに辛く 明日が見えなくなり 

希望を持てない 日が続いても 

 

Smile, 君が笑顔になれるなら 

僕はどんな事もやるだろう 

Smile, 君が笑顔で居てくれたら 

僕はずっと幸せで居られる 

 

泣いたり笑ったりの毎日だった 

一人怯えてるなら そっと包んであげよう 

夢破れ希望を 失くした時には 

僕がそばにいて 君を支えよう 

 

生きる意味を 探してた 

答えをずっと 求めてた 

 

Smile, 君を笑顔にする事が 

僕のたった一つのやるべき事 

Smile, 君の笑顔を見る事が 

僕が見つけた生きる意味 



My Hometown（My Hometown） 

作詞＆作曲：Music Box MAO  

 

目の前の青い海  白い波と戯れる 

爽やかな風が流れ こんな気分は久しぶり 

ここはHometown  僕が生まれた 

人混みの中 もう都会には戻れそうにない 

 

懐かしい友たちよ 会うのは何年ぶりだろう 

心の底から楽しい 時間を一緒に過ごした 

My Hometown  僕が育った 

人混みの中 もう都会には戻りたくない 

 

父と母が残してくれた 古里の家に皆集まり 

昔話を語り合った 

 

白い砂浜が続く 見えないくらい遠くへ 

とても晴れやかな気分 砂浜を駆け出す 

ここはHometown  僕が生まれた 

人混みの中 もう都会には戻れそうにない 

 

My Hometown  僕が帰る場所 

人混みの中 もう都会になんか戻るもんか 



哀愁の列車（Train of Sorrow） 

作詞＆作曲：Music Box MAO  

 

時には想い出行きの 列車に乗って 

あの頃というステージに立ってみたい 

明日に向かって夢と希望に  満ち溢れ 

出来ない事など無いと  思ってた 

 

貴方との事もうまく  やって行けると 

あんなに楽しい毎日  だったのに 

知らぬ間に隙間風が  しのび込み 

元に戻る事が  出来なかった 

 

Train of Sorrow  何を間違えたのか 

Train of Sorrow どうしてこんなになったのか 

 

私は今、哀愁の  列車に乗って 

一人見知らぬ街へ  旅に出る 

 

あの頃は若さと勢いに  まかせて 

どんな事も出来ると  信じてた 

溢れてた自信はいつしか  崩れ去り 

全てを失った  私がいる 

 

記憶の中の貴方を 追いかける 

どんなに離れていても  忘れない 

つないだ貴方の手の  温もりが 

今も私の手の中に  残ってる 

 

Train of Sorrow  どこで間違えたのか 

Train of Sorrow 誰か教えてくれないか 

 

私は今、哀愁の  列車に乗って 

一人見知らぬ街へ  旅に出る 



TOKYO（TOKYO） 

作詞＆作曲：Music Box MAO  

 

原宿の竹下通りはいつも ティーン達でごった返してる 

いったいどこからあんなに 集まってくる来るんだろう 

品川の駅前は今朝も サラリーマンでいっぱい 

電車は今日も満員で ３密なんてもんじゃない 

 

渋谷のスクランブル交差点には 今夜も若者が集まってる 

宣言解除だなんて言って 今日もまた飲むんだろう 

俺も以前は同じ事を やっていたかも知れない 

でもあの日から俺は 変わったんだ 

 

昨日の戦いに敗れて 去って行った人がいる 

どんなに頑張ってみても どうにもならない事がある 

明日の戦いで負けるのは お前かも知れないぜ 

いや、そう言う俺が アタリかも知れない 

これがTOKYOと言う街  強くなきゃいけない 

これじゃ明日（あした）の希望が持てない 

 

新宿2丁目の街角には 妖しい女が立っていて 

もし腕を掴まれたら それで一巻の終わりさ 

赤羽の町は昼間から 酔っぱらってる人がいて 

路上でもたくさんの人が 飲んでいる 

 

昨日の戦いに敗れて 去って行った人がいる 

どんなに頑張ってみても 勝てない時がある 

明日の戦いで負けるのは お前かも知れないぜ 

いや、そう言う俺が ターゲットかも知れない 

これがTOKYOと言う街  強いやつしか生きられない 

徹夜しても止められない  ゴールの無いゲームみたいだ 

 

昨日の戦いに敗れて 去って行った人がいる 

どんなに頑張ってみても どうにもならない事がある 

明日の戦いで負けるのは お前かも知れないぜ 

いや、そう言う俺が 犠牲者かも知れない 

これがTOKYOと言う街  弱い者は切り捨てられる 

これじゃ明日（あす）への出口が見えない 



最後のキス（Last Kiss） 

作詞＆作曲：Music Box MAO  

 

今も忘れない君と 別れたあの日の夜 

雨に濡れた歩道に 車のライトが光る 

星が瞬く夜空に 滲んだ光が震える 

頬を伝う涙が 想い出をよみがえらせる 

 

最後のキスは   雨の降る夜 

君の瞳が濡れていた 

もう一度君に会いたい 

それは叶わぬ願いでしょうか？ 

もう二度と会えない君は 

届かぬ世界に行ったのでしょうか？ 

 

一人ぼっち雨に打たれ 涙もかれ果てて 

夢の中で彷徨いながら 君の呼ぶ声が聞こえる 

忘れられぬ面影が 今も脳裏に焼き付いてる 

心のままに語り合えた あの日はもう戻らない 

 

最後のキスは   雨の降る夜 

君の瞳が濡れていた 

もう一度君に会いたい 

それは叶わぬ願いでしょうか？ 

もう二度と会えない君は 

届かぬ世界に行ったのでしょうか？ 

 

もう一度君に会いたい 

それは叶わぬ願いでしょうか？ 

 

最後のキスは   雨の降る夜 

君の瞳が濡れていた 

もう一度君に会いたい 

それは叶わぬ願いでしょうか？ 

もう二度と会えない君は 

届かぬ世界に行ったのでしょうか？ 



Dream Girl（Dream Girl） 

作詞＆作曲：Music Box MAO  

 

この街を出て行ったのは もう何年も前の事 

家族とか友達とか 全てがうるさかった 

都会での暮らしぶりも 僕には悪くはなかった 

仕事も恋人も うまくやって来たつもり 

 

だけど時々 寂しくなるんだ 

君の温もりを 想い出す日もある 

君は Dream Girl 憧れの人 

君は Dream Girl すぐ会いたい 

 

夢を語り合ったのは 一体いつの事だろう 

何を言ったか忘れたが 君の横顔は好きだった 

会えない日が続くけど 寂しいときは空を見よう 

きっとどこかで君と 繋がってるはずだから 

 

次の休みに 君に会いに行こう 

僕の事を覚えて いてくれるかな？ 

You’re My Dream Girl 憧れの人 

You’re My Dream Girl すぐ会いたい 

 

この街に戻るのは 何年ぶりの事だろう 

今も忘れることはない あの頃の想い出 

もうすぐ君に会える はずむ心抑えきれない 

それは夢にまで見た 素敵な事のはずだった 

 

街並みは 変わってしまった 

通いなれた道も  今は分からない 

君は Dream Girl 憧れの人 

君は Dream Girl すぐ会いたい 

 

人の心も  変わるものなのか 

僕の知ってる  君はもういない 

You’re My Dream Girl 僕が想ってた 

You’re My Dream Girl もういない 

 


