
 

 
8.女王蜂のブルース 

 

あなたは火星から来た蜘蛛の群れと  

皆殺しのブルースを唄う 

錆び付いた古いギターのように  

あなたは唄う 終わりの日を 

あなたの身体の一部を切除して保存したい  

産むだけの存在 人格はない 

女王蜂のブルースの 甘い毒に犯された 

 

あなたの蜜は液体火薬の匂い  

罪と罰の ブルースを唄う 

モルヒネをむさぼるような  

快楽に底はない ない 

 あなたの身体の一部を切除して保存したい 

産むだけの存在 人格はない 

女王蜂のブルースの 甘い毒に犯された 

 

女王蜂のブルースの 甘い毒に犯された 

女王蜂のブルースの 甘い毒に犯された 

 

5.ウサギノハミング 
 
青いリボンが 風にゆれて ウサギのボクは空にあこがれる 

(ゆれている ゆれている)ボクの気持ち  

(せつなくて せつなくて)はねてみるけど 

耳をすませばほら ５月の原っぱから きこえるよウサギノハミング ララルー  

あいたいあいたい どこにいるの 誰も知らない 秘密の話 

 

鼻をピクピクさせてみるけど あのコの匂い さがしだせない 

(おねがいだ 神さまが)いるのならば (おしえてよ おしえてよ)風のありかを 

耳をすませばほら ５月の原っぱから きこえるよウサギノハミング ララルー  

あいたいあいたい どこにいるの 誰も知らない 秘密の話 

 

(ゆれている ゆれている)ボクの気持ち (せつなくて せつなくて)はねてみるけど 

耳をすませばほら ５月の原っぱから きこえるよウサギノハミング ララルー  

あいたいあいたい どこにいるの 誰も知らない 秘密の話 

耳をすませばほら ５月の原っぱから きこえるよウサギノハミング ララルー  

あいたいあいたい どこにいるの 誰も知らない 秘密の話 

 

3.すべての若き馬鹿野郎ども 
 
青い春の風に誘われ 僕はあなたに恋をしました 

黒い瞳をいつか涙で 濡らしたいなんていけないことですか 

乙女心は秋の空模様 好きのスの字がいえないのです 

今はただのクラスメイトだけどいつかあなたと手をつなぎたい 

恋は突然おとずれるもの 僕はあなたを好きになりました 

 

待ち合わせした映画の帰り勇気を出して告白したよ 

女の子の匂いがするシャツであなたは僕を抱きしめてくれた 

僕の好きなシャンプーの香り あなたの髪にそっとキスした 

すべての愛すべき若き馬鹿野郎ども  いいことあるさ あきらめなけりゃ 

All Lovely Stupid Young Dudes Oh Yeah,Oh Yeah,Oh Yeah 

 

家に帰ると手紙が届いてた 遠くの街へ引っ越しすると 

すべての愛すべき若き馬鹿野郎ども いいことあるさ あきらめなけりゃ 

All Lovely Stupid Young Dudes Oh Yeah,Oh Yeah,Oh Yeah 

すべての愛すべき若き馬鹿野郎ども いいことあるさ あきらめなけりゃ 

All Lovely Stupid Young Dudes Oh Yeah,Oh Yeah,Oh Yeah 

 
4.blue velvet skirt 
 

青いベルベットのスカート  風にゆれてる 君は荒野に咲く花 

ふたりは小さく小さくキスして 手をふり さよならを言った 

僕は赤い髪をなびかせて 夏の陽差し 目指して旅にでるよ   

オレンジの月と白いときめきの甘いメロディーを 僕にきかせてよ   

今でも胸の奥には  君が笑ったままさ 

 

青いベルベットのスカートに 咲いた小さな花  

灰色の街 唇をかんで 冬の風に 僕はコートの襟を立てる 

やわらかな雨と長いくちづけの 甘いメロディーで僕を溶かしてよ 

今でも耳をすませば 君の唄がきこえる 

 

オレンジの月と白いときめきの 

甘いメロディーを僕にきかせてよ 

今でも胸の奥には 君が笑ったままさ  

今でも胸の奥には 君が笑ったままさ 

 

2.電流 Boogie 
 
君の瞳の奥に 誰が映っているの？  

長いまつ毛を伏せた  あの夏の夜 

ロックンロールに恋してる 君の素敵なくちびると                   

しびれるようなその声に 100万ボルトの恋をした 

(ちょうだいちょうだい)君の愛を (ちょうだいちょうだい)僕に全部 

(ちょうだいちょうだい)君の愛を (ちょうだいちょうだい)僕に全部 

 

君はスパンコールの 屈折する星屑 頬に光る涙が 輝いている 

ロックンロールに恋狂い あの娘のハートにふれたなら 

ビリビリくるぜ 気をつけ 100万ボルトのロックスター 

(ちょうだいちょうだい)君の愛を (ちょうだいちょうだい)僕に全部 

(ちょうだいちょうだい)君の愛を (ちょうだいちょうだい)僕に全部 

 

ロックンロールに恋してる 君の素敵なくちびると                   

しびれるようなその声に 100万ボルトの恋をした 

(ちょうだいちょうだい)君の愛を (ちょうだいちょうだい)僕に全部 

(ちょうだいちょうだい)君の愛を (ちょうだいちょうだい)僕に全部 

(ちょうだいちょうだい)君の愛を (ちょうだいちょうだい)僕に全部 

(ちょうだいちょうだい)君の愛を (ちょうだいちょうだい)僕に全部 

 

 

 

 

6.さかしま 
 

悪魔のしもべはのろまが嫌い 顔の無い馬にまたがって 

お前の首を狩りにくる お前の骨が欲しいのさ 

気狂い娼婦を逆さ吊り 甘美な罵声を浴びせたら 

お前の部分を切除する お前の眼球をしゃぶるのさ 

綺麗なドレスに着せ替えて 絹の靴下を履かせたら 

ガラスのケェスに押し込めて 生き人形の出来上がり！ 

 

いかさまピエロは泣き笑い いかれたお唄うたいながら 

お供を連れて出かけましょう アントニウスを誘惑に 

いとも豪華なる拷問の 身の毛もよだつ快楽よ 

これこそ地獄のロマネスク 畜生道の花ざかり！ 

 

 
7.キスを 
 

堕落した言葉と思想を抱いて   

この世の果てを見に行こう   

君と手をつないで   

 

素敵な冒涜と宇宙の血と砂   

薔薇が咲くから鳥は眠る   

君は僕を破壊する   

  

何もかも忘れ君と眠る   

世界一淫らなキスをしよう   

 

キスをしよう  

 

1.ボウイフレンド 
 

好き好きダーリン 抱きしめて Baby  

あなたはあたしの可愛いボウイフレンド Baby 

彼女の彼氏は色彩倒錯 Oh Yeah(Oh Yeah) 

シアン、マジェンタ、イエロー、ブラック 目をみはるようなカラー 

彼氏の彼女はラバーフェチ  Oh Yeah(Oh Yeah) 

ガスマスクで愛し合って 近未来スーツで Letsgo 

Ah可愛いな Babyアハハン(アハハン) Ah裏切りと誘惑の RockNRoll！ 

愛するひとよ泣かないで笑ってね つないだ 手と手を はなさないで  

おねがいよ ダーリン 愛してるの 

 

あたしの正体はセクサロイド・ハニーOh Yeah(Oh Yeah) 

Please Kiss Me My Main Man,Honeyプログラムされた欲情 

あんたの正体はコズミック・ギャング Bang！Bang！Oh Yeah(Oh Yeah) 

爆音ジェットで火星に連れてってね Baby 

Ah危険だわ Babyアハハン(アハハン) Ah官能と本能の RollNRoll！ 

愛するひとよ泣かないで笑ってね つないだ 手と手を はなさないで  

おねがいよダーリン 愛してるの 

 

Ah可愛いな Babyアハハン(アハハン) Ah裏切りと誘惑の RockNRoll！ 

愛するひとよ泣かないで笑ってね つないだ 手と手を はなさないで  

おねがい 

愛するひとよ泣かないで笑ってね つないだ 手と手を はなさないで  

おねがいよダーリン 愛してるの 

HERSHEY’s/HERSHEY’s FIRST TOUR 

 

1.ボウイフレンド 

2.電流 Boogie 

3.すべての若き馬鹿野郎ども 

4.blue velvet skirt 

5.ウサギノハミング 

6.さかしま 

7.キスを 

8.女王蜂のブルース 

 

(All songs written by AI) 

   HERSHEY’s  are: 

  

   AIchan/Vocal,Guitar 

 

   Hershey/Bass,vocal 

 

   Hato/Keyboards,Vocal 

 

   Momo-zo/Drums,Vocal 

 

 


