Enjo-Gのシャッシャッシャッ

Enjo-Gの
『I LOVE YOU』

Produced By BUBBLE-B(SPEEDKING PRODUCTION)

君に会いたい そう嘘じゃない
君は僕の大事な 財布代わりさ

ワックMC皆殺し
BUBBLE-B feat. Enjo-G

離したくない 沢山のカード
限度額の 全てを 使い切りたい

YO！Enjo-Gのシャッシャッシャッ
YO！Enjo-Gのシャッシャッシャッ

高い物だって 何でも買える
家や車も 土地だって

ダウンタウン しゃっきりぽん
エヴィバーディー
YO YO YO ワッサ ワッサ
YO オーライ YO ワッサ ワッサ
俺は悪い だからジーパンが太い
俺は悪い だからジーパンが太い
俺の仲間は 全員ギャング
俺の仲間は 全員ギャング
カモン！
シャッシャッシャッシャッシャッ
シャッシャッシャッシャッシャッ
シャッシャッシャッシャッシャッシャッ
エヴィバーディー
シャッシャッシャッシャッシャッ
シャッシャッシャッシャッシャッ
シャッシャッシャッシャッシャッシャッ
エヴィバーディー
BUBBLE-B feat. Enjo-G
俺が怖いか 殴るぞ
俺様が怖いか 殴るぞ
俺の一族 全員マフィア
俺の一族 全員マフィア
殴るぞ

Produced By DJ SHIMAMURA(DYNASTY RECORDS)

YO
俺は太い
俺は太い
俺は丸い
アッ！
俺は丸い

だからズボンのベルトゆるい
だからズボンのベルトゆるい
だからクルクル回る
だからクルクル回る

カモン！
シャッシャッシャッシャッシャッ
シャッシャッシャッシャッシャッ
シャッシャッシャッシャッシャッシャッ
エヴィバーディー
シャッシャッシャッシャッシャッ
シャッシャッシャッシャッシャッ
シャッシャッシャッシャッシャッシャッ
エヴィバーディー
パイプイス パイプイス
そろばん塾 そろばん塾
ローライダー ローライダー
ビーバーエアコン 個人タクシー
俺最高 俺最高
俺ヤバイ 俺ヤバイ
オーケー？
印鑑証明 印鑑証明 印鑑証明 印鑑証明
俺は目が悪い だからメガネの度がキツイ
俺は目が悪い だからメガネの度がキツイ
BUBBLE-B feat. Enjo-G
YO！Enjo-Gのシャッシャッシャッ

超気持ちいい！
！
！
！
GO GO GO GO GO GO Enjo-G!
GO GO GO GO En! jo! G!G!G!G!
GO GO GO GO GO GO Enjo-G!
GO GO GO GO En! jo! G!G!G!G!
GO GO GO GO GO GO 子供が食べてる
GO GO GO GO GO GO 途中でしょうが
GO GO GO GO GO GO Enjo-G!
子供が食べてる途中でしょうが
ブラックライトに 触ったら
ブラックライトに 触ったら
インターネットが やりたい
インターネットが やりたいやりたい
I LOVE YOU
君に会いたい そう嘘じゃない
君は僕の大事な 財布代わりさ
離したくない 沢山のカード
限度額の 全てを 使い切りたい

あー！超気持ちいい！
！
！
！
なんも言えねー！
！
超気持ちいい！超気持ちいい！超超超超超気持ちいい！
超気持ちいい！超気持ちいい！超超超超超気持ちいい！
超気持ちいい！超気持ちいい！超超超超超気持ちいい！
超気持ちいい！超気持ちいい！超超超超超気持ちいい！
超気持ちいい！
！
！
！
なんも言えねー！
！
OI OI OI OI OI OI Enjo-G!
OI OI OI OI En! jo! G!G!G!G!
OI OI OI OI OI OI Enjo-G!
OI OI OI OI En! jo! G!G!G!G!
OI OI OI OI OI OI 痛みに耐えて
OI OI OI OI OI OI よく頑張った
OI OI OI OI OI OI Enjo-G!
痛みに耐えて途中でしょうが
学生気分が 抜けないあなたに
学生気分が 抜けないあなたに
財団法人が やりたい
財団法人が やりたいやりたい
I NEED YOU
家で寝ていたい
君が働いて 僕は好きなことだけ していたいから
お金だけ欲しい お金だけ欲しい
なにもしないでいても ご飯が食べたい
君に会いたい そう嘘じゃない
君は僕の大事な 財布代わりさ
離したくない 離したくない
君は僕の大事な 財布代わりさ

えんじょうじはU.F.O!!
Produced By MISSILE CHEWBACCA

俺はえんじょうじだ
Produced By DJ JET BARONG(ILL-SEME RECORDS)

母さん、
僕のあの帽子どうしたんでしょうね、
、
、
、
メロンに生ハム！フレンチキス！
！
！グータンヌーボ！
！
！
！
！
電車ってなんだかテンション上がるよな」
あがる a GIRL！ アップダウンクイズ！
まんまるお目目のおやじの職業は ハイ！カン！コー！
宿題を忘れると必ず現れる異星人は チン！
ドン！ヤー！
ダメだ！口からハム 耳には娼婦！被った帽子のイニシャルは！セイ！
UFO！UFO！ワレワレハウチュウジンダ！
！ナニ見てんのよ！
UFO！UFO！チョリス！
トゥルース！ダンスneedゴン
UFO！UFO！ゲッダウン おかま店長
UFO！UFO！スパークリング！
へぅへっへ～ぅ～！YOっと！やんやんヤンタン！アメダマちょうだい！
あーおにぎり用心 義母超人！マッチよっちゃんトシオブハート！
わぉ！毒ガスだ！総会屋～のオールナイトギッポン！
なんだかベトベトするぞ！
わーホントだ！なんだこれ！？足の裏に
「MA.YO.NE-----------ず！」
UFO！UFO！奥さん！森進一です！
UFO！UFO！見たい！聞きたい！
！歌い鯛！
UFO！UFO！円城寺はただものではない！すんごいですねぇ～
UFO！UFO！スピードキング！
！
！
チューバッカも慕う 円城寺はグルメなおじさん
美味しんぼ読みすぎてだいぶ ウンチクがくどい
チューバッカも妬む 円城寺の悲惨なMC
シューズイジりすぎてヒンシュク 後々がこわい
母さん、
僕のあの帽子どうしたんでしょうね？
人間'z証明！

誰がなんと言っても俺は
俺はえんじょう、
えんじょうじだ

Enjo-G To Consume -Enjo-Gは屍体を貪り喰うProduced By OZIGIRI(MOB SQUAD TOKYO)

俺は死体を喰う お前を殺して喰う
なおかつ犯して喰う 骨まで残さず喰う
死人に口無し 俺は玉無し 気になる世間体
就職勧める両親 冷たい近所の評判
俺は死体を喰う できれば殺して喰う
心情的には喰ってる 喰えるもんなら喰う
黒いＴシャツ ロングヘアーで週５のアルバイト
週末電車に飛び乗って 自殺の名所で肝試し ＧＯ！
青木ヶ原 東尋坊 天ヶ瀬ダム
三段壁 華厳の滝 中央線
えん！じょう！じー！
青木ヶ原 東尋坊 天ヶ瀬ダム
三段壁 華厳の滝 中央線
えん！じょう！じー！
青木ヶ原 東尋坊 天ヶ瀬ダム
三段壁 華厳の滝 中央線
現実は 残酷だ 容赦がない
貯金もない 名誉もない 彼女いない

Enjo-Gのテクノ大好き！
Produced By LBT(LBT)

HELLO 俺はえんじょうじ
テクノ大好き DJもこなす男
クラブ行こう
クラフトワークにケンイシイ
YMOもどんと来い
テクノカット！
テクノ テクノ OH OH
テクノ テクノ OH OH
マジ俺テクノ！
俺本当テクノ！
HELLO 俺はえんじょうじ
テクノ大好き DJもこなす男
クラブ行こう
HELLO 俺はえんじょうじ
テクノ大好き DJもこなす男
クラブ行こう
テクノ テクノ テクノ テクノ

サングラスをかけよう
電気グル好き
ジェフミルズ宇宙
エイフェックスツイン
テクノ テクノ OH OH
テクノ テクノ OH OH
未来がくるぞ
俺本当テクノ！
HELLO 俺はえんじょうじ
テクノ大好き DJもこなす男
クラブ行こう
HELLO 俺はえんじょうじ
テクノ大好き DJもこなす男
クラブ行こう
HELLO, 俺はえんじょうじ
テクノ大好き
DJもこなす男
クラブ行こう
HELLO 俺はえんじょうじ
テクノ大好き DJもこなす男
クラブ行こう

Enjo-Gのハードボイルド☆☆☆

EnjoのG☆SPOT

Produced By salchok from JASCO

Produced By m1dy(MADDEST CHICK'NDOM)

真夏の恋人が 津波にさらわれる
稲村ヶ崎には 俺は住んでない
渚のステージに 汚い声の旋律(しらべ)
見目麗し君と 敬語でロマンス
太陽もギラギラ 俺に熱視線
ビーチの噂 独り占め
「よう！俺Enjo-G！知ってんだろ！
肉体(カラダ)が火照るなら…全部脱いじゃえよ！」

キてるね ヤバイね

炎上のG☆SPOT 俺のテトラポッド いい感じでショ？
濡れた乳房 鷲掴みしてLove affair
そうさG☆SPOT 君にダンクショット 書いときな遺書！
ヘヴン行きの片道切符
陽に焼けた 肌合わせ 情熱のデスマーチ
エボシ岩の横で 君が溺れている
砂に書いた名前は 俺の本名さ
由比ヶ浜に 首まで埋まり
見上げる花火 切ない

「よう！俺Enjo-G！…知らないのー！？
汚い声でおなじみの！ご存知…俺だよ！」
艶姿マーメイド すごい透明度 キテるでショ？
波打ち際 阿鼻叫喚 パラダイス
俺がマーメイド 職場亀戸 江東区役所
海啼くカモメ 追い掛け回し
過ぎ去った 夏の日は 灼熱のラプソディー
際疾い水着 眩しい姿
君の目は俺に 釘付け
「ごらんよ！イルカが死んでるよ！
素敵だね…キスしてやるよ！おい！どこ行くんだよ！」
炎上のG☆SPOT 俺のテトラポッド いい感じでショ？
濡れた乳房 鷲掴みしてLove affair
そうさG☆SPOT 君にダンクショット 書いときな遺書！
ヘヴン行きの片道切符
陽に焼けた 肌合わせ 情熱のデスマーチ
モテすぎて ノイローゼ
燃え上がれ パシフィックホテル
So, You love me...

Enjo-Gのラブラブカップル
Produced By SMILE HUNTERS(電撃ハードコアレコーディングス)

Enjo-Gの催眠テクノ
Produced By DJ SHARPNEL(SHARPNELSOUND)

君と出会った瞬間
天から神が降りてきた
眩しい後光を放つ
路地裏で見つけた僕の女神
マイハニー 一緒にいよう
僕をダーリンと呼んで
こんな気持ちもう出会えない
揺れるブランコ 二人を乗せ
サンシャイン バージンナイト
誰も知らない秘密の花園 夢の中
目覚めたらキスをして
もういちど膨らまそう
ほら、
弾け飛ぶよ僕たちの未来
ラブラブ カップル 僕たちカップル
ラブラブ カップル 永遠のカップル
お風呂に一緒に入ろう
シャボン玉々転がして
ペアのパジャマでベッドイン
君のキスで 悪夢が終わる ご機嫌な世界
天国みたいな こんな気持 神様ありがとう
僕はもう ひとりじゃない 天使が頭を廻っている
君がいれば毎日がパーフェクトデイズ
パーフェクトデイズ
ラブラブ カップル 僕たちカップル
ラブラブ カップル 永遠のカップル
お風呂に一緒に入ろう
シャボン玉々転がして
ペアのパジャマでベッドイン
お風呂に一緒に入ろう
シャボン玉々転がして
ロケットに乗ってランデブー

さあ 今から素敵な音楽が始まります

