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1. Jet black dancer

2. Malice Act

4. Save your story

5. Dying mind

7. With easy light

欺瞞に満ちた偽善の風
卑屈に人を狂わしていく
感情に委ねたナイフは
冷たく人を切り裂いていく

息を潜めて隠した
偽善のデスマスクには
理を縛り…滅する
呪呪しき事ども
矢継ぎ早に否定する
欺瞞に満ちる仮面
蔑みを祓うための
呪呪しき事ども

疎ましき日々が糧で
頽廃美の塔を築こう
儚く枯れる華も
耽美的な部屋に飾ろう

燈火で翳せば
闇の淵で蠢く
呪われた絡繰り
君が飼い慣らす

軋むような心の奥で
囚われたdetail捨てて
安い買い物…慰めて
逃げた君には戸惑って

言葉遊び 曖昧に
知らぬ顔で そっと撫でた
距離の歪み 絶妙な
視線感じた&Low

優しさで覆えば
闇の淵で蠢く
言い包めて囁く
「土に埋まりたい」と

歪み含んだ心は痛い
囚われた月日の数さ
値札を気にして…期待する
君の澄ました面みたい

悲しみは 君の中に 眠るだけ 闇の淵に
言霊で 呪するだけで 幸福は 地平の果てに

Dying mind!!
飾りかけのStyle捨てて
君の中のLonely hole

軋むような心の奥で
囚われたdetail捨てて
安い買い物…慰めて
逃げた君には戸惑って

重ねた感情 揺るぎ無い意思と
想いを重ねた夜に
蔑む感情 ロジック並べて
偽り重ねた日々に
冒涜に染まる虚構の果て
歪んだ正義…悪と為りて
感情の連鎖…言葉の棘
己に還るは呪言の群れ
重ねた感情 揺るぎ無い意思と
想いを重ねた夜に
蔑む感情 ロジック並べて
偽り重ねた日々に
Dancing, Dancing
Come again！
Beauty, Beauty
望むでしょ?
Do you know my soul color?
土に還れば教えてやるさ
Dancing, Dancing
Come again！
Beauty, Beauty
求めるの？
Do you know my soul color?
嘘を暴いて壊れてやるさ
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Dancing, Dancing
Some again！
Beauty, Beauty
Orgy party!!
Do you know my soul color?
土に埋まれば明日も来るさ
Dancing, Dancing
Come again！
Beauty, Beauty
求めるの？
Do you know my soul color?
嘘を暴いて壊れてやるさ

So blind again
君だけ…優しく…見つめて…
Lies, Lies,浅ましき骸
鈍化する思考の果てに
Malice Act！何処にも行けずに
…悪意の残像
Lies, Lies,饒舌に生きて
加速する思考の末路
Malice Act！何処にも行けずに
…悪意の残像
Lies, Lies, So blind again…
Lies, Lies, Lies, Malice Act!

疎ましき君を糧に
頽廃美の塔を築こう
儚く枯れる君を
耽美的に壊してやろう

Dying mind!!
理屈だらけのStyle捨てて
君が開けLonely hole

言葉遊び 曖昧に
知らぬ顔で そっと撫でた
距離の歪み 絶妙な
視線感じた&Low

Dying
Dying
Dying
Dying

mind!!
mind!!
mind!!
mind!!

悲しみは 君の中に 眠るだけ 闇の淵に
言霊で 呪するだけで 幸福は 地平の果てに
3. Exquisite fake
思い出しては
懺悔の話か
最期にキメれば
変わらぬMy way!
奴等の言葉
信じて良いのか
Psychoにキメれば
いつものMy food!
悍ましき憎悪の群れは
虚空に向かいて…呪したるに
外道の縛りを課す

6. Heavy abyss
悲しみは 君の中に 眠るだけ 闇の淵に
言霊で 呪するだけで 幸福は 地平の果てに

Imagination
抉り出すんだ
したくないことを
してても…
Imagination
抉り出すんだ
遠く見つめりゃ…
あの娘だ

届かない想いなんて
煌びやかに散り往く
So 君に伝えたい
呪呪しく言葉で…
過ぎ去るだけ堕落した
君の論理も霞めば…
So 君に伝えたい
不幸せな色 染まるのか
You are sacrifice
With easy light
We are sacrifice
With easy light

深く抉られ感じる
重き深淵…落日
深く抉られ悟れば
重き深淵…底無し

Face to the fake
Under the sun
Face to the fake
不思議なれ
嗚呼…畏れていた僕…
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