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1.Miss Butterfly

作詞、作曲：SAIJI

2.あの夏の Shinin'days

作詞、作曲：SAIJI

3.Misty Snowly

作詞、作曲：AYAME

4.最後は美しすぎる爪痕を

作詞、作曲：SAIJI

5.抱きしめてミルクティー

作詞、作曲：RYO

6.Film of Life

作詞、作曲：AYAME

7.Crescent Luna

作詞、作曲：AYAME

8.秋色インプラントドリーム

作詞、作曲：SAIJI

9.Love is True

作詞、作曲：SAIJI

10.Cradle 

作詞、作曲：SAIJI

11.地図にない明日

作詞、作曲：SAIJI

Produced by SAIJI

All Arrangement : D_CLACX



Miss Butterfly
作詞、作曲：SAIJI

海岸線の先　浮かび上がる 

二人の夜明けには　まだ見えない

いつかの夜の涙さえ 今は愛しさ覚えて

全てを消して　今すぐに

奪い去りたい

Dive to the sky 君が去り行くなら

Dive to the sky 引き止めはしないよ

Dive to the sky もう一度言わせて

Can't stop falling in love 消えていく記憶を　探しながら

　　　　

出会った思い出を　巡らせながら

かける言葉さえも　見つからない

いつかの嘘の笑顔さえ 今は愛しさ覚えて

全てを消して　今すぐに

巻き戻したい

Dive to the sky 君が去り行くなら

Dive to the sky 引き止めはしないよ

Dive to the sky もう一度言わせて

Can't stop falling in love 消えていく記憶を　探しながら

Can't you see the heart?

I’m thinking about the night

with SIX

Dive to the sky 君が去り行くなら

Dive to the sky 引き止めはしないよ

Dive to the sky もう一度言わせて

Can't stop falling in love その名前を今も

Dive to the sky 二人出会えた意味を

Dive to the sky 作られた世界で

Dive to the sky もう一度言わせて

Can't stop falling in love 書き換える未来を　探しながら 



あの夏の Shinin'days
作詞、作曲：SAIJI

小さな車に　無理やり乗り込んで  あいつらと君と僕

たわいのない話　みんなで語り合った 海までの道　笑いながら

何年経ってもきっと変わらない 誰もが信じて願ってた

今でも　あの時間は セピア色の記憶の中

あの夏の Shinin'days 忘れない

今もにぎわうこの浜辺を見ていると

あの夏の Shinin' days 君を思い出すから

二人きりで手を繋いで　歩いていた

あの夏と何も変わらない  忘れない　Shinin' days

海の帰り道　二人で隠したね　小さな恋が芽生えた夜

何年たってもきっとこのままで　誰より　二人は願ってた

今でも　あの時間は　セピア色の記憶の中

あの夏の Shinin'days 忘れないよ

今もにぎわうこの浜辺を見ていると

あの夏の Shinin' days 君を思い出すから

二人きりで手を繋いで　歩いていた

あの夏と何も変わらない　忘れない　Shinin' days

愛し合うことを恐れた　あのときの二人は

それぞれの愛を描いてる　それぞれの歴史を刻んでる

あの夏の Shinin'days 今でもまだ

覚えてるよ　あの星空と約束を

忘れない Faraway 立ち上がるんだ今

君をずっと今でもまだ　感じたまま

あの涙とその理由を　捨てたんだ　Shinin' days



Misty Snowly
作詞、作曲：AYAME

ショーウインドウに映る少女の瞳は

何処か悲しげなルビーのようだね 

天使の羽が参り散る夜空に 想いを伝えたくて

Fall in love tonight     雪の降るこの街で        

Fall in love tonight    白い吐息重ねて

Fall in love tonight    二人愛し合えたら

Fall in love tonight    永久に深く眠り続けて

ワイングラスに揺れる少女の涙は

何処か儚げなルビーのようだね 

天使の羽が参り散る夜空に 想いを伝えたくて

Fall in love tonight     雪の降るこの街で        

Fall in love tonight    白い吐息重ねて

Fall in love tonight    二人愛し合えたら

Fall in love tonight    永久に深く眠り続けて

キャンドルが照らす 見つめ合う二人の姿を      

見守る強さと勇気が あるのなら

連れ出して

Fall in love tonight     雪の降るこの街で        

Fall in love tonight    白い吐息重ねて

Fall in love tonight    二人愛し合えたら

Fall in love tonight    永久に深く眠り続けて



最後は美しすぎる爪痕を
作詞、作曲：SAIJI

Look at backside of you

Just search for the reason

Can't stop opening new humanism

Look at backside of sign

Meaning of the name with 「D」

Look at backside of you

Can't stop …

最後は美しすぎる爪痕を

最後は美しすぎる爪痕を

星空に 煌めいた 真実に問いかける

刻まれた奥深く 問いかける 

Look at backside of you

Just search for the reason

Can't stop opening new humanism

Look at backside of sign

Meaning of the name with 「D」

Look at backside of you

Can't stop …

最後は美しすぎる爪痕を

最後は美しすぎる爪痕を

星空に 煌めいた 真実に問いかける

刻まれた奥深く 問いかける 

最後は美しすぎる爪痕を

最後は美しすぎる爪痕を

星空に 煌めいた 真実に問いかける

刻まれた奥深く 問いかける 



Guitar/AYAME



_△_



抱きしめてミルクティー
作詞、作曲：RYO

恋の向こう もてあそんだ 二回目の 約束と

そのグラス その涙 

白い君

君の嘘 僕の恋 はかなくて 奪われ

高鳴りを 覚えたよ 

触れたくて

夜明けごろ 僕の嘘 高鳴りを 今も

会いたい 無情に

抱きしめて ミルクティー はかなくて 奪われ

高鳴りを 覚えたよ 

触れたくて

夜明けごろ 僕の嘘 高鳴りを 今も

会いたい 無情に

Film of Life
作詞、作曲：AYAME

(Αποκάλυψη 66/13)

I believe...

Can't stop awaking now

I believe...

 Please me Please your truth

I believe... 

Opening your mind finally

I believe... 

Please me Please your voice 

(Αποκάλυψη 66/13)

I believe...

Can't stop awaking now

I believe...

 Please me Please your truth

I believe... 

Opening your mind finally

I believe... 

Please me Please your voice 



Bass/RYO





Crescent Luna
作詞、作曲:AYAME

君は光を纏った　貴方の夢を照らす為に

君は翼を纏った　貴方の元へ羽ばたく為に

君は瞳を失った　貴方の涙を救う為に

君は身体を無くした　貴方の傷を癒す為に

Ah...忘れないで　君の香りを

Ah...忘れないで　出会った奇跡を

何処までも　何処までも　君を探し続けているから

離れても　離れていても　また会えると信じて

Ah...忘れないで　君の香りを

Ah...忘れないで　出会った奇跡を

何処までも　何処までも　君を愛し続けているから

離れても　離れていても　また会えると信じて

三日月の夢の中で...



秋色インプラントドリーム
作詞、作曲：SAIJI

同じ空の下 歩いた日々 何も変わらないと信じていた

寄り添う毎日 過ぎていく時が 賑わう駅のエントランス

太陽の日差しが 包み込む頃　君はまだ眠ったまま

流れてく ときめいた 二人 肌を重ねて

約束の その日まで 夢を二人描いて

夏が終わり 雪が降り 春の日差し浴びたら

失われた秋の匂い 今も君に重ねて

三日月が照らした 夜の訪れ　君が今踊り出す

流れてく ときめいた 二人 肌を重ねて

約束の その日まで 夢を二人描いて

夏が終わり 雪が降り 春の日差し浴びたら

失われた秋の匂い 今も君に重ねて

キスをした あの日から 愛を二人重ねて

約束は あの日から 何も変わらなくて

夏が終わり 雪が降り 春の日差しが浴びたら

失われた秋の匂い 今も君に重ねて

流れてく ときめいた 二人 肌を重ねて

約束の その日まで 夢を二人描いて

夏が終わり 雪が降り 春の日差し浴びたら

失われた秋の匂い 今も君に重ねて 



Love is True
作詞：作曲：SAIJI

玄関の前で泣いていた君の涙で伝わった　

二人の恋の行方と意味　

冷たくなった君の指先で　不確かな愛　感じたよ

もう離さない　瞳を閉じてそのままで

言葉は要らない　時を止めて　愛のまま

Love is True  Love is True  Realize

気づいていたね　伝えることに慣れていなくて

Love is True  Love is True  Realize

抱きしめたまま

Stop the time Feel so love Everlasting Love

Stop the time Feel so love Everlasting Love

感じてる

もう離さない　瞳を閉じてそのままで

言葉は要らない　時を止めて　愛のまま

Love is True  Love is True  Realize

気づいていたね　伝えることに慣れていなくて

Love is True  Love is True  Realize

抱きしめたまま

Stop the time Feel so love Everlasting Love

Stop the time Feel so love Everlasting Love

感じてる

Love is True  Love is True  Realize

(Oh...where's my love Oh...Where's my love)

気づいていたね　伝えることに慣れていなくて

Love is True  Love is True  Realize

(Oh...Where's my love)

抱きしめたまま

Stop the time Feel so love Everlasting Love

Stop the time Feel so love Everlasting Love

感じてる

Oh...Where's my love

Oh...Where's my love



Drums,Vocal/SAIJI





Cradle
作詞、作曲：SAIJI

欲望にまみれた夜の風 殺された魂と時計の針

渇望に沈んだ空の果て 必ず絶望を変えるんだ

壊してあげよう 今すぐに

嘘で閉じ込めた あなたのために

Tell me why... Tell me why...

Tell me why... Tell me why...

未来を誓った あの日のように

もう一度叫ぼう Tell me why...

壊してあげよう 今すぐに

嘘で閉じ込めた あなたのために

Tell me why... Tell me why...

Tell me why... Tell me why...

未来を誓った あの日のように

もう一度叫ぼう Tell me why...

Takeoff!!! Break all!!!

Stick it up!!! You're Mother Fxxker!!! 

Takeoff!!! Break all!!!

Stick it up!!! You're Mother Fxxker!!! 

Takeoff!!! Break all!!!

Stick it up!!! You're Mother Fxxker!!!

Takeoff!!! Break all!!!

Stick it up!!! You're Mother Fxxker!!! 

Tell me why... Tell me why...

Tell me why... Tell me why...

未来を誓った あの日のように

もう一度叫ぼう Tell me why...



地図にない明日
作詞、作曲：SAIJI

僕らの未来を 占う予想図が

あったなら 僕と君は 出会わなかったはずさ

偶然がすぎる 君のその一言で 

時計の針の流れ 止められるなら

伝えたいよ もう一度

涙は君には似合わないよ

また会えると信じているから

二人が出会えたことの意味を

君だけを 今もずっと ずっと

突然 降りだした 雪が雨に変わり

時計と思い出達 全てを濡らし

消える前に もう一度

いつかの夢の欠片探して

また会えると約束した

涙は君には似合わないよ

また会えると信じているから

二人が出会えたことの意味を

君だけを 今もずっと ずっと





D_CLACX

RYO  / SAIJI / AYAME

ディークラックスイリス

Drums, Keyboard, Synthesizer, Programing & Vocal:SAIJI a.k.a DJ SAIJI

Electric Guitar, Acoustic Guitar & Backing Vocal:AYAME

Electric Bass & Backing Vocal:RYO

Female Voice : ディークラックスイリス

Produced by SAIJI

All Arrangement: D_CLACX

Recording at plastic earth groove STUDIO
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Recording,Mixed&Mastered by SAIJI
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Music Video Produced by AYAME
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