1. あたしのとなり／初音ミク
2. 君の瞳に映っていたい／巡音ルカ

「あたしのとなり」
作詞：やまちゃん
作曲／編曲：山崎 真

3. 黄色い帯の汽車に乗って／初音ミク

あたしの隣であなたが微笑む
あなたの隣であたしは愛を感じるの！

4. はつねの電車／初音ミク

朝の眩しい光に あなたの笑顔輝いている
あたしは振り返って あなたとの愛を確かめるの

5. まだ見ぬあなたに逢えるよ～Version 2010～／初音ミク

あたしの心の中は いつもいつもあなただけ
二人の愛はどこまでも そうよ未来に続いているの

6. あなたに出会えてよかった／初音ミク
7. 幸せの翼／初音ミク

あたしの隣であなたが見つめる
あなたの隣であたしは愛を信じるの！

8. ★あの日に帰りたい（初音ミクバージョン）／初音ミク

夜の暗闇の中で あなたの帰り待っている
あたしはあなたを想い あなたとの愛を育むの

9. ひとつのカケラ／鏡音レン & Vocaloid All Stars

もしも世界が終わっても あなたがいれば大丈夫
二人の愛はどこまでも そうよ明日に続いているの

10. うつくしまふくしま

みんなの故郷／初音ミク＆巡音ルカ

11. あなたのやさしさと／初音ミク

あたしの隣であなたが囁く
あなたの隣であたしは愛を喜ぶの！
そんなあなたがいた頃が
あたしの全ての幸せだった…
※あれからいくつかの季節が巡って
あたしの隣にあなたはもういない…
（※Repeat）

「君の瞳に映っていたい」
作詞：ai
作曲／編曲：山崎 真

「黄色い帯の汽車に乗って」
作詞：やまちゃん
作曲／編曲：山崎 真

あなたの瞳の中に いつも映っていたい
あなたを愛しているから．．．
あなたを想うと すべてが溶けてゆく
土曜日の木漏れ日が揺れる

歴史重ねた城下町の 駅のホームを
黄色い帯の汽車が、今走り出す

※切ないこの想い あなたは気付かずにいる
愛の欠片集めたら あなたの心に届くかしら．．．

私のあの人は どこへ行ったのだろう？
こころに思いつつ 今旅に出る

どうかずっとそばにいて たった１つ願っている
※※あなたの幸せ 消えない恋であればいいのに．．．

（ルルルル）

あなたの瞳の中に いつも映っていたい
あなたを想っているから
あなたがいること 私のすべてだよ
愛されたい 青い海揺れる
大好き この想い 空の果てまで広がる
夢の欠片 集めたら 願いは あなたに届くかしら．．．
あなたの胸の中で ぐっすりと眠りたい
ずっと いつまでも あなたの中で眠りたい ねぇ．．．

街を抜けて 緑映える 田畑の中の
単線のレールの上 夢を乗せて

ダムの湖を右に見て 長いトンネルへ
スピード上げてまっすぐに 汽車は進み行く
江戸が残る宿場町を 訪ねた旅人で
茅葺の駅舎の中 笑顔が溢れる
長い川の上流を 何度も渡り
癒された者たちの 心乗せて
私のあの人と いつか出会うことを
こころに想いながら 旅は続いてゆく
（ルルルル）

（※Repeat）
（※※Repeat）

いくつもの山を抜けて 大きな温泉街へ
黄色い帯の汽車は 今走り着く
今走り着く

「はつねの電車」
作詞：やまちゃん
作曲／編曲：山崎
「はつね」の電車が

「まだ見ぬあなたに逢えるよ～version 2010～」
作詞：二瀬川ヤコビアン
作曲／編曲：山崎 真

真
北へ向かっていくよ

夜明けの東京駅 ここは 22 番ホーム
爽やかな色の電車が 旅立ちを待っている
北へ向かう人たちは みんな明るい笑顔で
その電車の出発に 心はずませる
北の国には新しい希望と

夢が詰まっているのかな？

いつものプラットホーム 別の列車に飛び乗り
まだ見ぬあなたの暮らす終着駅…
これって逃避行？
灰色だった景色 まどろみから覚めたら
雲はホントに真っ白なんだね
5 ヶ月前から 週末だけのメッセージ
あなたは いつも 勇気をくれた

「はつね」の電車が 北へ向かっていくよ
緑の若葉が映える大地へ！
「はつね」の電車は 時速 300km 越えて
青い森めざし走りゆく

※今…気持ち直結してるの
“あなたに逢いたい”※
あの雲は知らん顔して どこかへ流れていくけど
どうか遠くで見守っていてね

晴れた日の仙台駅 杜の都の木々たちが
鮮やかな色の電車を 迎えてくれている
北に住む人たちは みんな暖かい気持ちで
その電車の到着に 心躍らせる

いつものメイルアドレス 何故か返信待ち遠しい
まだ見ぬあなたは誰を見つめてるの？
これって嫉妬かな？
蒼い海や空も トンネルから抜けたら
木の葉がビミョーに色づいてるね

北の国には新しい勇気と

愛が溢れているのかな？

「はつね」の電車が 北へ向かっていくよ
白い雪が美しい大地へ！
「はつね」の電車は 遠く 700km 越えて
青い森めざし走りゆく
いつの日か 海底トンネル抜けて
私の故郷まで 走ってみたいな・・・
※「はつね」の電車が 北へ向かっていくよ
果てしなく広がる大地へ！
「はつね」の電車は ひたすらまっすぐに
青い森越えて走りゆく

2 ヶ月前には “逢おう”なんてメッセージ
ごめん…あの時勇気がなくて
今…気持ち直結してるの
“あなたを知りたい”
あの木々は今度逢うとき 別の色に変わってるけど
どうか遠くで見守っていてね
今…気持ち直結してるの
“あなたにまっすぐ”
※※あの列車 涼しい顔して どこかへ帰っていくけど
どうか遠くで見守っていてね※※
（※Repeat※）
（※※Repeat※※）

「あなたに出会えてよかった」
作詞：やまちゃん
作曲／編曲：山崎 真
寒さが震える冬の夜
街は白い衣をまとう
しんしんと降り積もる
凍りつくような雪
その雪の中人たちは
家路を急いでゆく
誰もみな疲れた顔で
電車に揺られている
そんな苦しいときであっても
あなたがそばにいるの
寒い夜道もあたたかく
あー あなたとともに
あなたに出会えてよかった
私の大切な人
厳しい冬もあなたと共に生きるの
あなたに出会えてよかった
街中きらめくイルミネーション
クリスマスの歌が聞こえる
にぎやかな光の中
降り続いていく雪
その光の中人たちは
忙しく動いていく
誰もみな師走の中を
ひしひしと生きている
そんな苦しい日々であっても
あなたがいつもいるの
星が瞬く冬の空
あー あなたと見たい

あなたに出会えてよかった
私の大切な人
聖なる夜はあなたと共に過ごすの
あなたに出会えてよかった
例え私がこの先
命滅びるときにも
あなたがいたことを
あー 忘れないよ
あなたに出会えてよかった
私の大切な人
命尽きるまであなたと共に生きるの
あなたに出会えてよかった

「幸せの翼」
作詞：ai & やまちゃん
作曲／編曲：山崎 真

「★あの日に帰りたい」
作詞：ai
作曲／編曲：山崎 真

※あなたと出逢えたこと 夢のよう
私 幸せよ
あなたさえいればいい
もう 何もいらない
二人 夢見て生きてゆきたいの
幸せの翼で．．．

理由（わけ）もなく 涙があふれて
あなたへの想いが 蘇る
季節は変わるのに
あなたへの想いは (Ah) そのままで．．．

さあ 君も飛び立とうよ
自由になれる 翼手に入れて．．
さあ すぐに 勇気を持って
幸せな春の国へと
目覚めて想ったのは あなたのこと
二人で手に入れた夢
誰も壊せない
あなたと歩きたかったから
※Repeat
さあ 君も飛び立とうよ
幸せになれる 翼 手に入れて．．．
さあ すぐに 希望を持って
自由な夢の国へと．．．
初めて気づいたの あなたのこと
あのとき あなたに出逢った
とても 素敵だね
二人で歩いてきた道

月の光が 綺麗な夜は
特別に 悲しくなるよ
いっそ このまま
月の光に 溶けてしまいたい
寂しさは 胸の中にしまって
また 涙一つ零れ落ちる
ねぇ 私たち 何で別れたのかな？
時の悪戯かな？
懐かしい匂いの星空
二人よく数えた星の数
あの日に帰りたい
あなたが大好き (Ah)

誰よりも．．．

星の光が綺麗な夜は
いつの日も 記憶が戻る
二人笑った あの日のことを
愛しく感じて...

※Repeat

※幸せは 記憶の底で眠り
二人の未来 そっと消えた
ねぇ もう一度 私を抱きしめてよ
※※あの日に帰りたい

ずっと 見つめ続けてきたの
私は あなたを大切に思うの

※Repeat
※※Repeat

※Repeat×2

「ひとつのカケラ」
作詞：志音 作曲／編曲：山崎

真

怖いよね 辛いよね 泣きたいなら涙を
零したっていい 僕も皆もいるから
突然日常が壊れて 小さなカケラになった
奇声 叫び声 イロイロなモノ混ざり
セカイがぐじゃぐじゃに見えた
怖くて 怖くて 顔を歪ませて走った
君がいなくて 皆がいなくて
心細くて仕方なかった
解らない どこなんだ 探しても探しても
見つからないんだ どこにいるか教えて
僕の足は駅へと向かう 皆には会えたけど
君はどこにいる? あちこち見渡しても
君の姿どこにもない
不安で 不安で 顔を隠してうずくまった
励ます皆の 優しさ嬉しく
雫が思わず落ちてきた
悔しくて 寂しくて 無力な僕が嫌で
堪らなくなった 連絡が欲しかった
君がゆっくり歩いてきた ボロボロだけど力強く
嬉しくて 嬉しくて ぎゅっと君を抱き寄せた
※怖いよね 辛いよね 泣きたいなら涙を
零したっていい 僕も皆もいるから
※Repeat
カケラまだ バラバラで セカイは別れている
けれどもヒトは 強く繋がっているから

「うつくしまふくしま
作詞：やまちゃん
作曲／編曲：山崎 真

みんなの故郷」

ここには美しい山がある
ここには美しい大地がある
ここには美しい街がある
ここには美しい人たちがいる
※人が生きている限り
いろんなことが起きるけど
人が生きている限り
それは新しい世界の始まり
※※みんなで守っていこう
みんなで作っていこう
今この時だから みんなの力で
うつくしま ふくしま みんなの故郷
ここには楽しい世界がある
ここには楽しい暮らしがある
ここには楽しい日常がある
ここには楽しい人たちがいる
人が生きている限り
いろんな苦難拾うけど
人が生きている限り
それは楽しい世界の始まり
みんなで開いていこう
みんなで築いていこう
今この時だから みんなの力で
うつくしま ふくしま みんなの故郷
※Repeat
※※Repeat

「あなたのやさしさと」
作詞：やまちゃん
作曲／編曲：山崎 真

＜使用音源＞
「あたしのとなり」2008 年 5 月作曲

いつもの 私の住む街で
その運命の一時に あなたを見つけた
あなたの その笑顔のまぶしさに
私は いつしか 心惹かれた

Vocal: HATSUNE MIKU
Drums, Guitar1, Synthe Brass & Strings :YAMAHA MU-50
E.Piano: Clavinova CVP-96
Guitar2: Roland VSC
Analog Synthesizer: Synth1
FM Synthesizer: Hexter

あなたとの その出会いは
私の気持ちを 前向きにしてくれる

「君の瞳に映っていたい」2011 年 9 月作曲

※あなたの やさしさと
あなたの 強さと
あなたの 明るさと
あなたの ひたむきさと
※※私には もうあなたしかいない
あなたとの そのひとときを大切にしたい
いつもの 私の日常も
あの日の一時の あなたに染まってく
あなたを 想う心のときめきで
私は いつしか 心落ち着ける
あなたとの
私の未来は

その出会いで
きっと変われる

あなたの 目線と
あなたの 表情と
あなたの しぐさと
あなたの おしゃべりと
※※Repeat
あなたとの その出会いを
私の心に いつまでも輝かせたい
※Repeat
※※Repeat×2

Vocal: MEGURINE LUKA
Drums: Drop Zone
Bass & Acoustic Guitar:TTS-1
Lead Guitar: KONTAKT Factory Selection
Piano: Virtual Grand Piano 2
Organ:CVP-96
Analog Synthesizer: Synth 1
「黄色い帯の汽車に乗って」2009 年 5 月作曲
Vocal & Chorus: HATSUNE MIKU
Drums ,Bass, Guitar & Strings: TTS-1
Analog Synthesizer:Synth1
FM Synthesizer: Hexter
「はつねの電車」2010 年 3 月作曲
Vocal: HATSUNE MIKU
Drum & Piano: Drop Zone
Guitar: TTS-1
Organ & Bass: CVP-96

「まだ見ぬあなたに逢えるよ～version 2010～」
2000 年 5 月作曲 2010 年 6 月リアレンジ
Vocal: HATSUNE MIKU
Drums: Drop Zone
Guitar & Bass: TTS-1
Strings: Orchestral
Brass & Organ:CVP-96
Analog Synthesizer: Synth1
SE:MT-1 EX
「あなたに出会えてよかった」2012 年 11 月作曲
Vocal: HATSUNE MIKU
Classical Orchestra: Orchestral
「幸せの翼」2012 年 5 月作曲
Vocal & Chorus: HATSUNE MIKU
Bass & Drums: Drop Zone
Guitar: TTS-1
Lead Guitar: Kontakt 4
Piano: Virtual Grand Piano 2
Organ:CVP-96
Analog Synthesizer:Synth1
「★あの日に帰りたい」2011 年 7 月作曲
Vocal: HATUNE MIKU
Drums, Latin Percussions, Bass & Guitar: TTS-1
Flute: Orchestral
Piano: Virtual Grand Piano 2

「ひとつのカケラ」2011 年 5 月作曲
Main Vocal: KAGAMINE LEN
Chorus: VOCALOID All Stars（初音ミク、鏡音リン、巡音ルカ、KAITO、
神威がくぽ（がくっぽいど）、GUMI（メグッポイド）、Lily、氷川キヨテル、
歌愛ユキ、猫村いろは、PIKO）
Piano: Virtual Grand Piano 2
String Quartet: Orchestral
Drum: Drop Zone
Bass: KONTAKT Factory Selection
Guitar: TTS-1
Organ: CVP-96
「うつくしまふくしま

みんなの故郷」2011 年 3 月作曲

Main Vocal: HATSUNE MIKU
Sub Vocal: MEGURINE LUKA
Piano: Virtual Grand Piano 2
Guitar: TTS-1
Bass & Castanet: Clavinova CVP-96
Strings: Orchestral
Drums: Drop Zone
Analog Synthesizer: Synth1
「あなたのやさしさと」2010 年 5 月作曲
Vocal: HATUNE MIKU
Drum: Drop Zone
Guitar & Bass: TTS-1
Piano: Virtual Grand Piano 2
Cello: Orchestral
Analog Synthesizer: Synth1
All Songs Computer, Synthesizer & Vocaloid Operator: Makoto Yamazaki
Track 9”ひとつのカケラ” Vocaloid Operator:”はる（´∀｀）”
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