
《Sunny Side Music R467》
1. ALLaNHiLLZ / WHICH DOCCHI  (Answer Ver.)

2. CHIROLYN / FreeSoul

3. 加々美亜矢 / 青空
4. がが / タイヨウノウタ
5. 丸山永司 / 走馬燈
6. ZaLoud / Country Town Punks

7. 角刈りデートクラブ / ベビーベッドの上
8. ちがらじFriends feat.関将 / 湘南STEAVIE

9. TOME FUYA / STORM -2020 Remix Edition-

10.イチノイー/ ONE

11.いしいひろき / 東京の空色
12.フルヤトモヒロ / Ready Go！
13.碧琥夕陽 / 空飛ぶ魚
14.Megu-Band / またね。。。

◇ ALLaNHiLLZ /WHICH DOCCHI  (Answer Ver.)

Lyric : 井出匠 Music : 井出匡 Arrangement : ALLaNHiLLZ明日はどっち キミならどっち選ぶ 明日はどっち ボクならこっち選ぶ明日はどっち いつでもジャッジして 今、此処に立っているんだろう明日はどっち キミならどっち向かう 明日はどっち ボクならこっち向かおう明日はどっち 希望はどっち 光はどっち あっちそっちってどっち何時でも選んで 何処かで間違え また立ち止まってきりがないな でもやめられないな誰かに訊いても 隅を探しても 見あたらないのはそうさボク自身の中に隠れているから明日はどっち キミならどっち選ぶ 明日はどっち ボクならこっち選ぶ明日はどっち いつでもジャッジして 今、此処に立っているんだろう眠らない街に 止めどなくアップデートして届かない声が やるせなくフィードバックしてそれでも何かを 残して 残してこれでもかとまた 叫んで 叫んで何度も巡る季節 知らん顔でボクを置き去りにしてくようで虚しさ淋しさの 境界線わからずに使い捨てるようで不完全な己に嫌悪感 周りと比べてまた劣等感でも違う「らしく」あることを忘れないでどんな時も明日はどっち キミならどっち選ぶの 明日はどっち ボクならこっち選ぼう明日はどっち 東ってどっち 西ってどっち この際どっちでもいい明日はどっち 希望はどっち 絶望はどっち 誰も教えてくれないけど今ここで君に出逢えたことがすべてさ 愛しいよいつでも何処でも 僕が選んだこのメロディをずっと歌うよ このメロディをまた
長野県佐久市出身の井出匠(Vo.)井出匡(Vo.Gt)による双子ユニット
"ALLaNHiLLZ(アランヒルズ)"「アランヒルズ」とは南極に落ちた隕石の名前。正確にはアランヒルズ84001。
Rock・Funk・Soul・Bossa・HipHop・
R&B・Electro等、様々なジャンルを独自に昇華しつづけるフレキシブルツインズユニット。合言葉は『双子で！天パで！！左利き！！！』匠の生まれ持ったハイトーンボイスに、匡の絶妙なるコーラスワークとギターが加わり、時に優しく、時に激しくメッセージを投げかける。

◇ CHIROLYN /FreeSoul作詞/作曲 CHIROLYN&Jun-Jun     編曲 CHIROLYNくだらない事に振り回されて 自分の心 見失いそうになった夢や希望も喜びさえも 暗闇の中 消えて行きそうで何もかもが全て嫌になってしまうそんな過去に 自分を閉じ込めていたI just feel forever   届かない夢 胸に抱きしめてYou must be dreams come true   変わらない空 闇を突き抜けてYou can fly理想の果てに打ちのめされて リアルな日々に 潰されそうになったこんな小さな悩みでさえも 人ゴミの中 踏みにじられそうで何を言っても どうせ勝手に回る世界そんな事より 大事なもの抱きしめて 自分を捜しに行こう空に輝く星達よ 俺を導いてくれI wanna change my mind   大切な事は 自分だけが知ってるYou must be dreams come true  届かない空 闇を突き抜けてI just feel forever   終わらない夢 胸に抱きしめてYou must be dreams come true   果てしない空 闇を突き抜けてI can fly孤高のベーシストCHIROLYN。hide with Spread Beaverのベーシスト。湘南出身。数多くのメジャーアーティストのライブやレコーディングに於いてサポートを務める。ベーシストとしてサポートを務める傍ら、 2000年にソロアーティストとしてメジャーデビュー。バンドスタイルまたは弾き語りで精力的に活動中。◇サポートアーティスト大澤誉志幸,布袋寅泰,The Brow Beat(佐藤流司),GACKT,倖田來未,東方神起等…多数。◇公式サイト http://www.chirolyn.jp/top.php◇ 加々美亜矢加々美亜矢加々美亜矢加々美亜矢////青空青空青空青空作詞・作曲・編曲/加々美亜矢 Mixed by Hiroki Yasuda悪いニュースがとまらなくてされどスルーもできなくてどうにかこうにか日々をやり過ごして気づけば溜息色に染まりそう厚くなってゆくばかりの雲で見えなくても青空はそこにあるなくなったわけじゃないもっと 笑って いいんだね塞ぐ気持ち 抜け出して思いだそう 青い空もっと 笑って いいんだよいつのまにか 忘れそうだった心は自由



悪いニュースを追いかけては不安と憤りばかりでどうにもこうにもお先は真っ暗で気づけば絶望色に呑まれそう暗くなってゆくばかりの陰を集めないで青空はそこにある止まない雨はないもっと 笑って いいんだね肩の力 抜いてみて仰いでみよう 青い空もっと 笑って いいんだよ雨も晴れも 自分で決める心は自由元々さ 明日のことさえどうせ誰にも分からないんだけど今 愛する人を守り今 ある幸せを感じひとりじゃ ないから今 ひとりでいるもっと 笑って いいんだね黒い雲の 向こう側信じてみよう 青い空もっと 笑って いいんだよいつのまにか 忘れそうだった心は自由心に青空
◇ がががががががが////タイヨウノウタタイヨウノウタタイヨウノウタタイヨウノウタ作詞作曲 清水芳仁もし君は僕の腕が無くなったとしてもその細い体で空高く傘をさし雨をさえぎるだろうもし君は僕の記憶が無くなったとしても君が僕の記憶のすべて聞かせてくれるだろ暖かい太陽の陽射しが血液を熱く動かすから僕は足が動かなくても君のもとへ行く

◇ 丸山永司丸山永司丸山永司丸山永司////走馬燈走馬燈走馬燈走馬燈P.Sあれから長い長い年月が経ったけど、僕は一度足りとも君のことを忘れた事なんてなかったんだよまたこうして会える日が来るだなんて思いもしなかったから今はまだ少しだけ何を話せばいいのかわからないけれどちっちゃなちっちゃな昔の僕らはとにかく二人でいっしょに過ごした進入禁止の柵の向こうでおんなじ神様に叱られたり水玉スカート黄色いリボンのあの子を泣かせたこともあったねおぼえてるかなぁそんなことをおもいだしながら歩いた夜明けの路地裏で焼きたてのパンの匂いが鼻の奥をくすぐるけれど僕宛の手紙とチケットの入った便箋握りしめ最後の始発をうたた寝しながらベンチに座って待っていた旅立つこの日の天気は快晴昨日の予報がそう告げていた朝焼けの中にもまだ小さな星がきらめいている君と最後に過ごした日も確かこんな風に綺麗な星空でまるで世界を二人で独り占めしているみたいだったあの時君が言った言葉が結局最後まで思い出せないまま今日に至ります

1997年ゲーム「センチメンタルグラフティ」で作詞作曲家デビュー。その後シンガーソングライターとしての活動を開始しシングル 2 枚を発売。香港の歌手容祖兒をはじめ楽曲提供も行う。2016年1stアルバム「1212」を発表。座間市のご当地ソングや小学校の50周年記念ソングの制作など地元での活動も多い。代表作にTVアニメ「武装錬金」ED「愛しき世界」(作詞.歌)、PS2 「薄桜鬼」OP「はらり」(作詞)等。
Ｖｏ＆Ｇ清水Ｂ＆Ｖｏ松倉相模原を中心に活動するレゲエユニット。自ら企画するLIVEイベント「Ｇjam」を地域のみんなと盛り上げ音楽活動を繰り広げている。

乗車駅の道すがら出した君に宛てた返信は君にきちんと届いて読んでから待ち合わせ場所に来るのかな今思うと少しだけP.Sが長すぎた気がするなぁ思い出が尽きなくて思うままに書き綴っていたからなぁ最後に大したことではないけど大切な人が僕にも出来たよ勿論君もそうだけど君以外に二人一人は君もよく知ってる子でどちらかと言うと泣き顔の方が君の記憶の中では生きてるんじゃないかなぁ水玉スカート黄色いリボンでくしゃくしゃに笑いはしゃぐあの子が僕の二人目寂しくないなんて言ってもそいつは全部嘘になるからたまらなく寂しい悲しいと一人でたらふく叫んできた控えめの音量にしといた時計のアラームが鳴り響くもう少ししたら君が僕を迎えに来るその時刻時間よりも君は少しだけ遅れてくるだろうハネた前髪を揺らして直に現れるだろうそんなことも全部なんか凄く懐かしくてさ慌てて転んだりしてたら僕、笑うよ？夜を越えて銀河鉄道がもうすぐ来るから君とどっちのが早いかなねぼすけさん「ごめんごめん」て息を切らしながら君は微笑むそれにつられて僕も、笑っていたんだ君の笑顔は遠い昔と変わらなくて放つ言葉もずっと鳴り止まなくてまるで昨日も会って遊んだみたいで静けさの立ち入る隙間もない予定の時刻を守った銀河鉄道がリリとベルを鳴らして出発を告げる「そういえば、俺が出した手紙は呼んだかい」「君こそ、僕が書いた返事は読んだの？」「あぁ、ごめんごめん読んでないや」「そんな事だろうと思ったよ」「ドアが閉まっちゃうからもう行くよ。またね。楽しかったよ。僕」出来るなら一番大きな星になりたいなだってそうすれば皆がちゃんと僕を見つけてくれるから一番前の車両で僕がうとうととうたた寝をしている頃に「あっ流れ星」だと空を指差したのがあなただったらいいのになぁ神奈川県横浜市戸塚区出身。1992年。7月19日生まれ。ギター弾き語りで活動している。15歳からギターを始め、ひょんなことから2015年の秋頃に、人前で歌う事になる。詩や言葉が好き。2017年の3月に自主制作弾き語りシングル【なる】をリリース。好きなアーティストは、たま。BUMP OF CHICKEN。YouTube・Twitter・Instagram・Facebook→【丸山永司】

もし限られた時間しか君にはなければ瞬きを閉じるその時まで君に歌いかけよう人と自然との調和がとれたこの星の中で新たなるものはいらない繰り返されるのはメロディー二人の夢を 世界中の人と奏でようタイヨウノウタ夜明けの海で ありったけの命奏でようタイヨウノウタ二人の夢を 世界中の人と奏でようタイヨウノウタ夜明けの海で ありったけの命奏でようタイヨウノウタ涙の夜は この町の人々と奏でようタイヨウノウタ生まれた場所は 違うけれど見上げれば同じタイヨウノウタ



町田、相模原の飲食店、酒場を中心に体臭酒場系ブルースを弾き語り歩いているアコースティックユニット。独自の視点から日々の風景を描く。あちこちのお祭りやイベントも出演！全国流通CD1st.アルバム『角刈り日和』他ライブ音源、オリジナルグッズ販売。新しいアルバムレコーディング中！株式会社うんこの代理店、イメージソングを歌っています。公式Site  https://kakugaridc.wixsite.com/kakugari

◇ 角刈角刈角刈角刈りデートクラブりデートクラブりデートクラブりデートクラブ////ベビーベッドのベビーベッドのベビーベッドのベビーベッドの上上上上作詞/作曲 長谷川直樹ベビーベッドの上泣きじゃくる声テレビはさっきっからつけっぱなしのまんま女はレシートと家計簿と電卓を何度も見比べてる穏やかな暮らしを思い浮かべど安らぎはいつまても訪れず黒々とした雑木林の向こうに点在する無数の光の中に足早に消えていく男や女や性別の分からない人どんな強い意志を持った人間もあの光の中に取り込まれちまうどんな政治家もどんな革命家もどんな思想家も…ここには目印がない誰かの真似ばかりしていたかもしれない皆が行く方に着いて行けば大きな間違いをせず済む…そう、いつしかそれが俺たちの答えになっていたのかもしれないな…あの夏の空の青さが見えるとこまでとりあえずのところは行く事にしてる一体 何を手に入れて？一体 何を失った？ベビーベッドの上泣きじゃくる声何億年も前からずっとそんな光景を見続けてる気がするテレビはさっきっからつけっぱなしのまま名前も顔も知らない何千の人達と毎日毎日すれ違い人も金も命も消費しつくしたその後にいつか遠い遠いずっと先の未来の昼下がり地平線の向こう真夏の入道雲とただセミの声だけあの夏の空の青さが見えるとこまであの夏の空の青さが見えるとこまで

◇ ZaLoud/Country Town Punks張り出した張り紙 深く空気吸い込んでまだみぬ明日へ行こうか羽ばたき出してもない現状放り出してもおかしくはない肩に重くのしかかる荷物 描いた情景狙って打ってみたって当たらない あてのないハミングを色のない世界 まだ立ち尽くしていると思っていたくはない絵に描いた突拍子もない期待と青さを兼ね備えていたいね未来へ未だ 革命前世界今だ 絶好の狼煙あげて行こうぜきっといつか笑ってやんだ世界と二人で前を向け軌道のってきた弾丸を撃て素晴らしい日々踊り出す風 あぜ道の上懐かしんでいる暇もない奮い立て追い風よその向こうへ前に出した歌の声 そっと吸い込んで灯りはまだ消えていないほら顔を上へ向け 昨日へ飛んで行こう平均台へ即降下揺らいでクライミングタイミング良好の上いつの日か待ってるんだ希望へ向かって前を向け追いかけ続け何千だって行こう素晴らしい日々踊り出す風 あぜ道の上懐かしんでいる暇もないんだ急ぐ急勾配を抜け荒地行ったれ 死んでも本望さきっといつか笑ってやんだ世界と二人で前を向け軌道のってきた弾丸を撃て素晴らしい日々踊り出す風 あぜ道の上懐かしんでいる暇もない奮い立て追い風よその向こうへ

あの夏の空の青さが見えるとこまで見えるとこまで見えるとこまで

湘南藤沢発メロディックパンクバンド『ZaLoud』（ザラウド）です！！！2011年から活動を開始し、2018年頃から地元藤沢を拠点にし、本格始動。神奈川県の藤沢駅にある"湘南bit"をホームとして活動しており、定期的に自主企画を開催。昨年、2019年の10月にホームの湘南bitで初のワンマンライブを行い、湘南bitのワンマン動員記録を更新し、ソールドアウトを記録。Album「ten 10s」会場、各種サブスクリプションにて販売中。

◇ ちがらじちがらじちがらじちがらじブレンズブレンズブレンズブレンズ feat.feat.feat.feat.関将関将関将関将 ////湘南湘南湘南湘南STEAVIESTEAVIESTEAVIESTEAVIEComposed by Seki ShowBass:さわっちPer:HirocoG:関将Harp:居相毅Pf:佐野麻里HandCrap:七つ屋ギタリスト関将による書き下ろし新曲を、ミュージシャンでもありFMパーソナリティー(レディオ湘南・FMやまと・FMさがみ)としても活躍する さわっち、Hirocoその仲間たちによるリモート・時間差レコーディングにより、一度も全員で顔を会わすことなく完成させた。コロナ禍終息後、このメンバーでのライブに乞うご期待！



◇ イチノイーイチノイーイチノイーイチノイー/ONE作詞作曲 石渡省吾答えのないままくすぶってたんだとりとめない時間をありきたりじゃ ほら物足りなくて違うものを探してた時計は動きだすあまりに無情なほど鮮やかにだからもう迷わないで駆けだして熱くなれ！！いつだって一人じゃないんだそばには 仲間がいる答えを探すのはボクとキミさ 疾れ更なる高みを目指していけ誰にも邪魔させない迷いなく ありのままで光が照らす 夢の先へ見えない壁の中立ち止まってしまう時もあるけどためらわずに行こうボク達には無限の翼がある想いは緩やかにときに激しく心かき乱すだからもう振り返らず駆けだして熱くなれ！！いつだって一人じゃないんだそばには 仲間がいる答えを探すのはボクとキミさ 疾れいつだって やり直せるんだ誰だって無敵じゃないそうやってガムシャラに生きて刻みつけろ 今をこんな時代（とき）を生きていくんだ今こそ一つになれ遠慮はすんな 泥臭くても魅せろ 生き様を更なる高みを目指していけ誰にも邪魔させない迷いなく ありのままで光が照らす 夢の先へ

◇ いしいひろきいしいひろきいしいひろきいしいひろき////東京東京東京東京のののの空色空色空色空色作詞・作曲：いしいひろきため息ついたスニーカー 無口なエスカレーター顔を伏せた自転車 偉そうな自動車やたら揺れる歩道橋 見上げれば曇天模様東京の空色片道切符で行けるところまで辿り着いた場所 希望の丘の上風がやんでしまって くすんだ夕焼け色東京の空色小さな悩みが混ざって色を付ける明日は何色だろう東京の空色僕のそらいろ笑わなくなったトースター すれ違ってゆくバター忘れられたベランダ 呆れ顔のカレンダーやたら鳴るアラーム くたびれた枕カバー僕のせいだよ片道切符でここまで着たのさこの先どこまで行けるのだろうかいつも肝心なとき降りだした群青色東京の空色小さな悩みが混ざって色を付ける明日は何色だろう東京の空色僕のそらいろため息ついたスニーカー 無口なエスカレーター顔を伏せた自転車 偉そうな自動車やたら揺れる歩道橋 見上げれば曇天模様東京の空色僕のそらいろ
イチノイー
Vocalの石渡省吾を中心に2002年に結成。
2007年1月、配信ミニアルバムでビクターエンタテインメントよりメジャーデビュー。
2012年に横浜のレーシングチームTeam KAGAYAMAの応援ソング「burn out」を制作。
2015年テイチクエンタテインメントより3rdアルバム『Re-Birth』をリリース。
2019年に現在のメンバーとなり、地元の湘南、横浜を中心に活動中。 神奈川県相模原市出身コーヒーを愛するフォーク系シンガーソングライター相模原のラジオ局FM HOT83.9にてパーソナリティーを務める他、コーヒーマイスターの資格所持者でもあり、自家焙煎珈琲の販売やコーヒーと音楽のコラボイベント等を定期的に開催している。

◇ TOME FUYA/STORM -2020 Remix Edition-Composed by TOME Arranged by TOME FUYA Mixed by DJ-JTOME(ｱｺｰｽﾃｨｯｸｷﾞﾀｰ)とFUYA(ｶﾎﾝ)でインストゥルメンタルを演奏する2人組。変則チューニングギターからの独特で重なりあう響きとメロディに、ドラムプレイのようなカホンサウンドを融合した『TOME FUYA』。2019.07.19 アコースティックダイナミクス満載の1st CDアルバム『Infinite World』全国のCDショップで絶賛発売中。tomefuya.com



◇ Megu-Band/またねまたねまたねまたね。。。。。。。。。。。。詞・曲 megu大事なものが 何なのかみんな 気付いてる欲しいものが 何なのかみんな わかってるここへ おいで ここで 歌おうここで きっと会えるから今は 二人歩めなくても笑って 手を振るよまたね またねまたね 会う日まで 元気でねまたね またねまたね 会う日まで 元気でねまたね。。。ずっと続く 幸せはすぐ そこにある上を向いて 祈ることきっとかなう 夢ここへおいで ここで歌おうここで きっと会えるから今は 二人歩めなくても笑って 手を振るよまたね またねまたね 会う日まで 元気でねまたね またねまたね 会う日まで 元気でねまたね またね。。。会う日まで 元気でね。。。
megu（Vo. Gt）斎藤剛(Cho. Gt)結成11年目を迎えるアコースティックユニット。地元湘南の美しい海と空と風と月の歌を、シンプルなメロディーと切ないVo.＆Gtにのせて、届けます。いろんなことに振り回されても、苦しい事に出会っても、変わらない自分でいられるように、会いたい人にまた、きっと会える日が来るように、祈りと願いを込めて「またね。。。」この曲を送ります。昨年5月、Megu-Band10周年記念アルバム「碧い」をリリース。

碧琥夕陽2018年1月1日結成フロントマンであるVoのオヌキ諒を筆頭とし、作曲家チームによる楽曲制作、サウンドプロデュースを行う音楽ユニット「碧琥夕陽」。
2018年8月から、5曲連続で各音楽配信サイトにて楽曲を発表。
2019年7月には代官山LOOPにて、碧琥夕陽として初のワンマンライブを開催する。

◇ 碧琥夕陽碧琥夕陽碧琥夕陽碧琥夕陽////空飛空飛空飛空飛ぶぶぶぶ魚魚魚魚作詞・作曲：オヌキ諒/編曲：磯貝マナト・碧琥夕陽片想いだよ 多分 絶対君の赤い糸 僕と 繋がらないでも 好きなんだよ君が 欲しくなったんだよ誰より早く気付けるよ 少し髪を梳いていたりお腹が減って 不機嫌になってる時も気付くのが遅くなったのは 君が僕以外にも優しい事これ以上 欲張れないから 水の中へ釣られた魚は それを 覚えててもう釣られまいと 君を 見て見ない振りでも なんでなんだろう君が ここにいるの目を閉じれば君の声が 耳を塞げば君の指が僕の心を飛び回って 虹を架けてく気付いたら いつだって僕は 君と空を飛ぼうとしてるんだけど 分かってしまう 僕は魚だよ 飛べないんだよ君の本当を本当は知りたいでも 恐くて仕方ないんだよ水の中でしか 息もろくに出来ない君がいるあの空へ 虹の架かるあの空へ鰭を羽根に変えてさ 飛べ誰より早く気付けるよ 少し髪を梳いていたりお腹が減って 不機嫌になってる時も誰より君を愛せるよ こんな捻くれた愛唄も出来たよ今だって目を閉じても君の指が 耳を塞いでも君の声が僕の心を飛び回って 虹を架けてくんだ息が続く限り僕は 片想いを唄い続けるよ本当の君に逢いに行く 空を泳ぐ
静岡県出身。シンガー・ソングライター、ベーシスト。東京パラリンピック正式種目【パラサイクリング】応援ソング「no 
border」を、日本パラサイクリング連盟の公認を日本人で唯一取得し制作、歌唱。音楽フェスへの出演も積極的に行い、【ACO CHiLL CAMP】に4年連続で出演、2018年は会場MCも担当し、2020年には【マグロック
2019】に、DJダイノジのパフォーマーとして2日間出演。
https://cetomohiro.amebaownd.com/

◇ フルヤトモヒロフルヤトモヒロフルヤトモヒロフルヤトモヒロ/Ready Go！！！！作詞・作曲・編曲／フルヤトモヒロそびえるは高い壁見上げてはため息ついて崩れそうな淡い自信選択肢は二つ 「逃げる」か「立ち止まる」かでも君の声が新たな答え導いてくれるどんな時でも
Are you ready？ Go！
Are you ready？ Go！笑いながら蹴散らしていこうぜ
Are you ready？ Go！
Are you ready？ Go！明日を変えるのは自分自身なんだ振り返れば いつだって仲間がいて 君がいて喜び 分かち合ったたとえば君が 言いようの無い不安の波飲み込まれたなら 頼りないけどこの腕で君を救い出すから
Are you ready？ Go！
Are you ready？ Go！君がいたから笑いあえた
Are you ready？ Go！
Are you ready？ Go！「転んだって大したことない」って背負えない傷は分け合おう一人で抱えないで共に陽が照らす明日へ さぁ走り出そういつの日か また笑顔で・・・
Are you ready？ Go！
Are you ready？ Go！君がいたから強くなれた
Are you ready？ Go！
Are you ready？ Go！君がいたから走れるんだ長い旅路で迷った時は目を閉じて思い出して共に駆け抜けた仲間が見守っているから


