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どんなことでもする あらゆる方法で
そうすればよく分かる これからどうなるのか
君に大切な人がいても構わない
君が僕を見つめてくれるだけで
それだけで心の中で満足するんだ
君に大切な人がいても興味ない
現実がどうあっても気にしない
なぜだか君が心の中にいるんだ

どんなことでもする あらゆる方法で
僕と一緒にいて安心させてあげる
でも 僕たちは知り合ったばかり
目が合っただけで
僕には分かる これからどうなるのか

君に大切な人がいても構わない
君が僕を見るだけで
それだけで心の中で満足するんだ
君に大切な人がいても興味ない
現実がどうあっても気にしない
なぜだか君が心の中にいるんだ

どんなことでもする あらゆる方法で
僕と一緒にいて安心させてあげる
でも 僕たちは知り合ったばかり
目が合っただけで
僕には分かる これからどうなるのか

Everything[ทุกอย่าง] Escape[หนี]

あの時のことを忘れられずにいる
昨日僕たちが言葉を交わした時
その時の言葉が頭から離れない
日が沈んでいくのをぼんやり見つめる
目を覚ますと必ず思い出す
頭から離れないあの言葉を

だからあの日聴いていた曲を口ずさむ
すると淋しさがしだいに薄れてくる
傷ついた僕の心を癒やしてくれる

ただ逃げようとしているだけ 
過去の真実を消し去らずに
苦しいのなら 一度少し離れればいい
今はただ目を閉じていたい

だからあの日聴いていた曲を口ずさむ
すると淋しさがしだいに薄れてくる
傷ついた僕の心を癒やしてくれる

ただ逃げようとしているだけ 
過去の真実を消し去らずに
苦しいのなら 一度少し離れればいい
今はただ逃げていたい
過去の真実を消し去らずに
苦しいのなら 一度少し離れればいい
今はただ目を閉じていたい



心の深いところでは よく分かっている
一瞬一瞬に たぶんストーリーがあること
僕と君は 必ず出会わないといけない
日付が変わっても 僕たちはまだ近くにいる

探す… 全ての感情の中から
深いところで… 慣れた日常の中で
まだ気持ちがもやもやしている
本当の気持ちを突き止めたい

僕たちが会った時に
気持ちが震えたせいかもしれない
その時の光景がはっきり浮かんでくる
それは僕たちを結ぶ大切な瞬間でもある
少なくとも君がそばにいれば 僕には分かる
他のことは気にしなくていい

深く考えれば もうその時が来た
昔の思い出は 今でも僕たちのもの

探す… 全ての感情の中から
深いところで… 慣れた日常の中で
まだ気持ちがもやもやしている
本当の気持ちを突き止めたい

Deep[ลึกลึก]

僕たちが会った時に
気持ちが震えたせいかもしれない
その時の光景がはっきり浮かんでくる
それは僕たちを結ぶ大切な瞬間でもある
少なくとも君がそばにいれば 僕には分かる
どんなに時間が過ぎても 君と僕だけがいればいい

僕たちが会った時に
気持ちが震えたせいかもしれない
その時の光景がはっきり浮かんでくる
それは僕たちを結ぶ大切な瞬間でもある
少なくとも君がそばにいれば 僕には分かる
どんなに時間が過ぎても 
君と僕だけがいればいい



あまりにも近すぎて どんな言葉も出てこない
あまりにも近すぎて 他の人が見えない

あまりにも近すぎて 息が止まりそう
近すぎて 今は君と僕しかいない

もしかしたら君が僕に
偶然出会ったからかもしれない
もしかしたら僕らが
偶然一緒にいたからかもしれない
君には経験がないから 
この気持ちが何なのか分からない
そして自分でも分からない 
どうしてそうなってしまうのか
僕らが１度も話さなければ 
きっと誰にも分からない
あの日君にも 僕にも
その気持ちが何なのか分からなかった
気持ちを止められるはずがない

あまりにも近すぎて 息が止まりそう
近すぎて 今は君と僕しかいない

もしかしたら君が僕に
偶然出会ったからかもしれない
もしかしたら僕らが
偶然一緒にいたからかもしれない
君には経験がないから 
この気持ちが何なのか分からない
そして自分でも分からない 
どうしてそうなってしまうのか

Closer[ใกล้](Close)

僕らが１度も話さなければ 
きっと誰にも分からない
あの日君にも 僕にも
その気持ちが何なのか分からなかった
誰のために自分を止めるのか 誰のため？ 
気持ちを止められるはずがない

道は二手に分かれている 
僕らは決断しなければいけない
どちらの道を行けばいいのか 
立ち止まるのか進むのか

もしかしたら君が僕に
偶然出会ったからかもしれない
もしかしたら僕らが
偶然一緒にいたからかもしれない
君には経験がないから 
この気持ちが何なのか分からない
そして自分でも分からない 
どうしてそうなってしまうのか
僕らが１度も話さなければ 
きっと誰にも分からない
あの日君にも 僕にも
その気持ちが何なのか分からなかった
このまま歩き続ける？ 誰のために？

誰のために自分を止めるのか



ここで一緒にいられる素晴らしい日が
来るなんて思ってもいなかった
初めて会った時にすぐに気づいた 何かがあると
話をして分かった この出会いには意味があると
僕ら２人の間には何かがある 
お互いの心が繋がっている

（お互いに分かってる） いとも簡単に
（他の人とは違う） とてもとても
（本心を打ち明ける） お互いにどう思ってるか

何度も混乱したかもしれない 
出会って去ってゆく多くの人々
でもあなたとの出会いは違った 
僕は確信できたから
今日だけの出会いで終わったら 
それはたぶん間違っている
理想に描いた人と出会うと 心にぴったりくる

（お互いに分かってる） いとも簡単に
（他の人とは違う） とてもとても
（本心を打ち明ける）
（心がささやくとおり しっくりとくる）
こんな人に出会ったことがない 
右でも左でもない 完璧でもない
ネガティブに見ない それに我が儘でもない 
でも普通ではない何かがある
こんな人に出会ったことがない 
出会いは早すぎず遅すぎず ちょうど良い
でも誰よりも素晴らしい 
自分の心にぴったりと合う

Click[เข้ากันดี]

（お互いに分かってる）
（他の人とは違う）
（本心を打ち明ける）
（心がささやくとおり しっくりとくる）

こんな人に出会ったことがない 
右でも左でもない 完璧でもない
ネガティブに見ない それに我が儘でもない 
でも普通ではない何かがある
こんな人に出会ったことがない 
出会いは早すぎず遅すぎず ちょうど良い
でも誰よりも素晴らしい 
自分の心にぴったりと合う

ここで一緒にいられる素晴らしい日が
来るなんて思ってもいなかった
初めて会った時にすぐに気づいた 何かがあると



出会っておこう 手遅れにならないように
この人だと思ったら
心にしまっておかないで 
いつまでも１人寂しくいないで
黙っていても 誰も分かってくれない
こんな風に出会うのは簡単なことじゃない
探し求めていたチャンスが逃げてしまう前に

もしかしたら君はたった１人の
探し求めていた人 何かが欠けていた人生で
たぶんこの人 目の前にいる
素晴らしい日々で満たしてくれる 
これからの人生を
たぶんこの人 もしもこの人だったら
空白だった世界は もう二度と同じではない
君に試してほしい

僕を見て 手遅れにならないように
僕を運命の人だと思ったら
心にしまっておかないで 
いつまでも１人寂しくいないで
もしかしたら君はたった１人の
探し求めていた人 何かが欠けていた人生で

たぶんこの人 目の前にいる
素晴らしい日々で満たしてくれる 
これからの人生を
たぶんこの人 もしもこの人だったら
空白だった世界は もう二度と同じではない
君が知りたければ

The One[คนนี้](This person)

あなたが愛するたった１人の人
あなたが出会いたいと願っている人
あなたがずっと前から探し求めていた 
たった１人の人

たぶんこの人 目の前にいる
素晴らしい日々で満たしてくれる 
これからの人生を
たぶんこの人 もしもこの人だったら
空白だった世界は もう二度と同じではない
君が知りたければ



目を開けて新しい日の空を見上げる 
心を空っぽにして見る
過去のつらいことは忘れる 
悲しい日々は過ぎ去ってゆく
旅に出る 一緒に歩いていこう
時には失敗することもあるだろう
くじけそうになる時 
君がそばにいて慰めてくれる

もちろん 僕は君に全てをあげる
君が一緒に歩いてくれたら 
どんなに時が過ぎても
僕はそばにいる
でもそれだけじゃない もっと素晴らしいことが
毎回増えていく そしてこれだけじゃない
君には自信を持ってほしい

君がくれた全てのことに 
どんなに価値があるだろう
これから僕は君１人だけに何でもあげよう

旅に出る 一緒に歩いていこう
時に失敗することもあるだろう
くじけそうになる時 
君がそばにいて慰めてくれる

Always[ให้เธอ](To You／For You)

もちろん 僕は君に全てをあげる
君が一緒に歩いてくれたら 
どんなに時が過ぎても
僕はそばにいる
でもそれだけじゃない もっと素晴らしいことが
毎回増えていく そしてこれだけじゃない
君には自信を持ってほしい

もちろん 僕は君に全てをあげる
君が一緒に歩いてくれたら 
どんなに時が過ぎても そばにいる
でもそれだけじゃない もっと素晴らしいことが
毎回増えていく そしてこれだけじゃない
君に自信を持って欲しい
もっと素晴らしいことが増えていく 
これだけじゃない 
君には自信を持ってほしい

僕が一緒にいれば 他の人はどうでもいい
どうか気がついて ２人でいられればそれでいい



君が一度ほほ笑むだけで
これまでのつらいことを全て忘れられる
もっと大切なことに気づかせてくれる
かけがえのない大切なことに

君の声を一度聞くだけで
はるか遠くへ飛んでいける
初めて感じるこの特別な想いは
言葉でなんか表せない

今目を閉じると あの日の笑顔が浮かんでくる

ただ時間が止まってほしい
少しの間でいい 昔ほど簡単じゃないのなら
ただ君にそう願っていたい

君が一度ほほ笑むだけで
そこには決して忘れたくない良い意味が
ある日気づく 何よりも大切なことは まだ心に
刻まれていると

今目を閉じると あの日の笑顔が浮かんでくる

ただ時間が止まってほしい
少しの間でいい 昔ほど簡単じゃないのなら
ただ君の笑顔を大切にしまっていたい
何か大切な意味がきっとある 
ただこの時だけを想っていたい

短い時間の間に 何かが変わってしまう
一瞬の間に

Smile[รอยยิ ้ม](Your smile)

ただ時間が止まってほしい
少しの間でいい 昔ほど簡単じゃないのなら
ただ君の笑顔を大切にしまっていたい
何か大切な意味がきっとある ただこの時だけを
想っていたい



世界がどれだけ残酷だったとしても
光のない 暗闇と悲しみに包まれていたとしても
いろんなことにぶつかって 悲しくなったとしても
でもそんなの平気だよ

感じたことなんてない 思ったことなんてない
周りが怖いなんて
僕は全部受け入れるよ

君だけいてほしい 君１人でいい
それだけでいい あとは何もいらない
君だけそばにいてほしい 僕たち２人だけでいい
２人でいるだけで どんなことよりもずっといい

僕と君が２人で立ち向かわなければならないもの
その壁がどれだけ高くても 
僕たちは最後まで戦う

感じたことなんてない 思ったことなんてない
周りが怖いなんて
僕は全部受け入れるよ

君だけいてほしい 君１人でいい
それだけでいい あとは何もいらない
君だけそばにいてほしい 僕たち２人だけでいい
２人でいるだけで どんなことよりもずっといい

Only you[ขอ](Wish)

君だけいてほしい 君１人でいい
それだけでいい あとは何もいらない
君だけそばにいてほしい 僕たち２人だけでいい
２人でいるだけで どんなことよりもずっといい



月日がゆっくりと流れてゆく
どれだけの日がやってきて
どれだけの日がやってきて 
そして過ぎていったのだろうか

君はきっとまだ歩いているよね
どれだけの人がやってきて
どれだけの人がやってきて 
そして離れていったのだろうか

月日がゆっくりと流れてゆく
どれだけの日がやってきて
どれだけの日がやってきて 
そして過ぎていったのだろうか

君はきっとまだ歩いているよね
どれだけの人がやってきて
どれだけの人がやってきて 
そして離れていったのだろうか

泣かないで また愛したいのなら
良い思い出を大事にしまっておいて
良い思い出を大事にしまっておいて
２人が愛し合ったこと 求め合ったことを
そんな日々は過ぎ去り 記憶の中に残り続ける

君はきっとまだ誰かを待っているよね
愛し いつも気にかけてくれる人を
そばにやってきて そして離れていったとしても

Forever[เก็บมันเอาไว ้](Keep it)

泣かないで また愛したいのなら
良い思い出を大事にしまっておいて
良い思い出を大事にしまっておいて
２人が愛し合ったこと 求め合ったことを
そんな日々は過ぎ去り 記憶の中に残り続ける

どうか泣かないで
また愛したいのなら
良い思い出を大事にしまっておいて
良い思い出を大事にしまっておいて
２人が愛し合ったこと 求め合ったことを
そんな日々は過ぎ去り 記憶の中に残り続ける

月日がゆっくりと流れてゆく
どれだけの日がやってきて
どれだけの日がやってきて 
そして過ぎていったのだろうか
君はきっとまだ歩いているよね
どれだけの人がやってきて
どれだけの人がやってきて 
そして離れていったのだろうか



見知らぬ人を目で追い そしてすれ違う
そんなことを繰り返す
前にもこんなことがあった気がする
前と同じだ
以前の記憶をたどってみると
そこには僕１人しかいない
知っている人はやっぱり僕だけ
何も変わっていない

1日 ひと月 1年が
ただ吹き抜けてゆく風のようだった
でも誰かが僕の時間に意味を与えてくれた

全てを変えてしまった人
どれほど悲しい時も笑顔にしてくれる人
僕の愛を変えてくれた人 それが君だった
なぜかは分からないけれど 
きっと僕たちは２人で１つだから

ある日 すれ違う君を目で追っただけなのに
見知らぬ人だったのに
これまでの日常は大きく変わってしまった

1日 ひと月 1年が
ただ吹き抜けてゆく風のようだった
でも誰かが僕の時間に意味を与えてくれた

全てを変えてしまった人
どれほど悲しい時も僕を笑顔にしてくれる人
僕の愛を変えてくれた人 それが君だった
なぜかは分からないけれど 
きっと僕たちは２人で１つだから

Soulmate[คู่กัน](Together)

1日 ひと月 1年が
ただ吹き抜けてゆく風のようだった
でも誰かが僕の時間に意味を与えてくれた

全てを変えてしまった人
どれほど悲しい時も僕を笑顔にしてくれる人
僕の愛を変えてくれた人 それが君だった
なぜかは分からないけれど 
きっと僕たちは２人で１つだから



NOT FOR SALE KEBD-1019

1  Everything[ทุกอย่าง]

2  Escape[หนี]

3  Deep[ลึกลึก]

4  Closer[ใกล]้(Close)
5  Click[เข้ากันดี]

6  The One[คนนี้](This person)
7  Always[ให้เธอ](To You／For You)
8  Smile[รอยยิ ้ม](Your smile)
9  Only you[ขอ](Wish)

10  Forever[เก็บมันเอาไว ้](Keep it)

11  Soulmate[คู่กัน](Together)


