


いいえ。
私はバンドのすべてのB、聖地のA、aha、aha、
Sシニアあなたのお金、蜂蜜と2つのT、aha、aha、
あなたが私にもう少しお金を払うなら、私はずっ
と少ないことができます、私はあなたが探してい
ない笑顔です。

私たちはあなたに歌っている、私にそれを歌う、
私たちは幻想的ではありませんが、
あなたはあなたの人生を離れて署名します、あな
たは遊びに支払うことができます、
しかし、幻想の下であなたのやり方で演奏するこ
とはできません。

もしあなたが私がA＆Rだと思うなら、あなたはあ
なたが遠くに行っていると思う、aha、
私にDライト、S、点線にサインをしてくださ
い、aha、aha、
ああ、たぶん私はあなたの歯でピックアップしてい
る歯科医です、
あなたが必要としない問題をあなたに与える。

私たちはあなたに歌っている、私にそれを歌う、
私たちは幻想的ではありませんが、
あなたはあなたの人生を離れて署名します、あな
たは遊びに支払うことができます、
しかし、幻想の下であなた自身のやり方で演奏す
ることはできません。
それを自分のやり方で演じて、
それを自分のやり方で演じて、
それを自分のやり方で演奏する

あなたがしていることをやらなければならない、
一度あなたが通過したら、
それはあなたのやり方です、それはあなたのやり方
です。

私たちはあなたに歌っている、私にそれを歌う、
私たちは幻想的ではありませんが、
あなたはあなたの人生を離れて署名します、あなた
は遊びに支払うことができます、
しかし、幻想の下に...

それを自分のやり方で演奏する
それを自分のやり方で演じて、
それを自分のやり方で演じて、
それをあなた自身のやり方で...... ......
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中国プレート。

これは私が茶のために持っていたものです。
あなたは私の猫と私を見たいですか？
私は今日買ったすべてのものをあなたに見せても
らえますか？
私はあなたの新しいタトゥーを見たくないので
すが、
あなたがしていることをあなたの顔に笑顔で、
あなたが簡単に傷ついたら投票する方法を教え
てください。

私はもうあなたの友人になりたくありません。
Facebookの公式の個人的なものではない。
しかし私はあなたが私の方法で物事を見ない理
由を理解していない、
私はあなたとつながりたくないのですが、
あなたはp pの視点を見たくないので、
私は彼らが気にかけていると確信しているので、
皆に通知します。

私は本当にあなたのマッシュを取り除きたい、
しかし、プッシュするときに私のバンドが好きで
す。
私はあなたの顔を解き放つだろうし、この奇妙な
ことを続けていくことができる。
あなたの醜い子供からあなたの醜い暴言まで、
私のズボンで私を見たいですか？
しかし、私たちは両方ともスコープが偉大だと思う
という事実を掘り起こす......ブラックアウト!!

しかし、私はもうあなたの友人になりたくありま
せん。
Facebookの公式の個人的なものではない。
しかし私はあなたが私の方法で物事を見ない理
由を理解していない、

私はあなたとつながりたくないのですが、
あなたはp pの視点を見たくないので、
私は皆に気付き、彼らが気にかけているとかなり
確信しています。

499人の友人と落ち込み者、498人の友人と落ち
込み者、497人の友人と落ち人、
しかし、私たちはいつもあなたが大好きです。

私はもうあなたの友人になりたくありません。
Facebookの公式の個人的なものではない。
しかし私はあなたが私の方法で物事を見ない理
由を理解していない、
私はあなたとつながりたくないのですが、
あなたはp pの視点を見たくないので、
私は皆に気付き、彼らが気にかけているとかなり
確信しています。

私は彼らが気にかけていることは確かだ
私は彼らが気にかけていることは確かだ

あなた、ええ、あなた、
あなたはどうですか、
そして、あなたはどうですか？
私たちはいつも友人になるでしょう。

あなた、あなたとあなたのええ、
ねえ、あなたはどう？
そして、あなたはどうですか？
私たちはいつも友人になるよね、

あなたとあなたはあなたとあなたです。
うんうん、あなたとあなたのええ、
私たちはいつも友人になるよね、

あなたは、あなた......

しかし、あなたじゃない！



ビリーバロンヘッド。

こんにちは、私の名前はビリーバルーンヘッドはあ
なたに会いには、
私が赤を見ることができるすべての機会があるこ
とをあなたに知らせるために、それは私のバルー
ンヘッドです、
彼らは私の脳をとり、それをガソリンに置き換え
て、私に試合を与えた。
彼らは私の耳の穴にレトリックの嘔吐物を埋めま
すが、私はそれが好きです。私の動脈の中で最高
のものはコレステロールが大好きなので、
ああ、助かった。

誰かが私に教えてください、それはどんなに怒って
いるのが好きですか？
たぶん私は知らない、多分私は柔らかすぎる、多
分私は理解していない、
誰かが私に教えてください、それはどんなに怒って
いるのが好きですか？
あなたの隣人Sarjの世界では、
あなたの子供やあなたの妻があなたのお茶のため
に作ったもの。

D ‘あなたは私の声の音が好きええ、私は話し手
です、
私の小さな脳には、他の意見のためのスペースは
ありません。
私の顔が紫色に変わるか、私は拘留中です。

誰かが私に教えてください、それはどんなに怒って
いるのが好きですか？

たぶん私は知らない、多分私は柔らかすぎる、多
分私は理解していない、
誰かが私に教えてください、それはどんなに怒って
いるのが好きですか？
あなたの隣人Sarjの世界では、
あなたの子供やあなたの妻があなたのお茶のため
に作ったもの。

それはいつも素敵なので、みんなにうれしいよ、
それはいつも素敵な素敵な、誰もがいいよ、
私たちは素敵ではないのが好きではありません。

誰かが私に教えてください、それはどんなに怒って
いるのが好きですか？
たぶん私は知らない、多分私は柔らかすぎる、多
分私は理解していない、
誰かが私に教えてください、それはどんなに怒って
いるのが好きですか？
世界全体で....



サンシャインスマイル。

私たちは外側を、内側に、 アクションをロックして
ください、それは私たちとうまくいく、 それはリス
クを取る、それは賭けだ、 ケーキウォークではな
く、 私たちは転がり始めていますが、 これらは日
陰ではない長い日ですが、 群衆を感じ、私たちは
それをポンピングして、 熱波に酔っ払い、酔っ払
う アクションで。  誰もがその夏のバイブを掘り
起こし、気温は49℃に上昇し、 みんなあなたの日
差しの笑顔を見せてください。  夏季には、 その日
差しの笑顔。  あなたは外側を内側に揺らし、 モ
ッシュピットの中でアクションをロックし、 それは
汗箱の兄弟姉妹たちは狂っている、 もしあなた
が落ちたら、私はあなたを迎えます。 それは友情、
肩の肩、 私たちがそれを裂くとき、 ロッキン・ヘビ
ー、ハードコア、ロッキン・ロング・タイム、 夏の間
ずっと。  誰もがその夏のバイブを掘り起こし、 誰
がその高い5を愛していない、 みんなあなたの日
差しの笑顔を見せてください。  夏季には、 その日
差しの笑顔。



ノーザンボーイ。

北の英雄、北の少年、
町を通ってどこにも飛びません。
冷たい頭の中をステップアップして襟を下ろし、
男のための別の12と彼は家にいる、
しかし、彼の目は、彼らは嘘をつかない、

北の母私が知っている唯一の神、
彼らよりもずっと少なくなってきたマキンは、
彼女の膝の周りを叫ぶ、
少なくとも彼女は眠らない。
彼女は夏の間ペニーを放り込んでいる。
そして彼女の目は、彼らは嘘をつかない、
彼女の目は、彼らは嘘をつかない。

私は世界に伝えたくありません。私はここにいなく
てはなりません。
私は世界にそのスコアを伝えたくない。
しかし、私はあなたを一人のままにしておきま
せん。
私は豆をこぼしたくない。
私はその日を救いたいとは思わないが、
私はブルースを追いかけたくない、

そして私はあなたを一人のままにしません。

私は北部の男の子で、
私の父、私のヒーロー、
私の母は神、
私は安価で育った、
しかし、私の人生はとても甘いですが、
そして、私は私の話を変わらず、
彼らは嘘をつかない私の目に、
彼らは私の目を嘘ではない、

わたしの目は、彼らは嘘をつかない、
私の目は、嘘をつけない、彼らは嘘をつかない。



ロボット

あなたはロボットよりもロボットです。
忘れてしまったロボットの脳は、
あなたがしないことを悪用すると、
あなたと同意しない、
リサイクルされた情報、
大きな誘惑を喫煙し、
あなたが国を再起動するのを助け、
あなたは本当のためにすることはできませんが、
あなたは意識的な理由で揚げた、
信じる理由はなく、
私はあなたが味付けしたと思う、
ガスマーク3のあなたの心は、
私はあなたのスペクトルを診断し、
直腸の中のあなたの頭、
ステップインしたスペクトル、
私は無料で薬を服用します。

眠りの安全と健全な私が周りにいる知っている、
ええ、
あなたは銀の霧を通って航行しましたか？
あなたは私のヒスノスを聞いたのですか？

地球は永遠に平らで、
バラクは天気をコントロールし、
サダムは時間旅行者で、
クイーンズワニ、
誘惑に至らないリード、
国家に対する脅威、
数式は、
私は簡単に把握しますが、
空は雨が降っていて、
悪いので、違法、
火星人は私のために来たが、
彼らは私の貴重な雑草を取り、

眠りの安全と健全な私が周りにいる知っている、
ええ、
あなたは銀の霧を通って航行しましたか？
あなたは私のヒス、ええ聞こえましたか？

私を信じて
私を信じて

眠りの安全と健全な私が周りにいる知っている、
ええ、
あなたは銀の霧を通って航行しましたか？
あなたは私のヒス、ええ聞こえましたか？

眠りの安全と健全な私が周りにいる知っている、
ええ、
あなたは銀の霧を通って航行しましたか？
あなたは私のヒス、ええ聞こえましたか？



スタックに戻る。

白い騎士、ステージ右、排水管、デニムデュース、
弾丸を入手し、ビールを手に入れて、私たちが奪っ
た火を手に入れ、
右手の重いリズムブギーウーギーwreckinマシ
ン、
それを大音量に保ち、それを実に保ち、重く保ち、
きれいに保ち、
私たちはもっと深く、深く、
毎時間、毎分、各ショーの毎秒キリン、
白い線、赤ワインはいつも壁にボールを投げ、

スタックに戻って、あなたが知っている最大の攻
撃は、
スタックに戻って、最大の攻撃、あなたが知ってい
る、あなたが知っている、
スタックに戻って、最大の攻撃は、あなたが知って
いることを知っている、
スタックに戻って、最大の攻撃、深いあなたが知っ
ている、あなたは知っている。

彼は失うことは何もないのようなRJPの生活は、
落ち着き、汚れている、悪い、あなたのために青
を得る、
実際の取引、実際の感じ、リアルスチールすべて
の時間、

スタックに戻って、あなたが知っている最大の攻
撃は、
スタックに戻って、最大の攻撃、あなたが知ってい
る、あなたが知っている、
スタックに戻って、最大の攻撃は、あなたが知って
いることを知っている、
スタックに戻って、最大の攻撃、深いあなたが知っ

ている、あなたは知っている。

リアルディール、リアルフィール、リアルスティー
ル、すべての時間...
なぜあなたはあなたの硝子を上げていないので
すか？

スタックに戻って、
スタックに戻って、あなたが知っている最大の攻
撃は、
スタックに戻って、最大の攻撃、あなたが知ってい
る、あなたが知っている、
スタックに戻って、最大の攻撃は、あなたが知って
いることを知っている、
スタックに戻って、最大の攻撃、深いあなたが知っ
ている、あなたは知っている。



私を憎む。

 私はスタンドを作ったことがない、
私は確かにあなたの手を保持したいとは思わな
いが、
私は決してあなたの夢を排水の下に流したがって
いませんでした。
私はあなたが私のお尻を蹴るようにしたいだけ
でした
そして私は私たちが草の中に座ることを望みま
した、
草の中に座って、雨の中で歌を歌いなさい。

ベビー、なぜあなたは私を憎むのですか？
あなたはあなたがあなたの人生を歌う人生を失う
ことを失うことを愛する。
私はちょうど私たちが乗りたかったことは決して
なかった、
私は確かにあなたの時間を無駄にしたくない、
あなたのミイラを抱きしめる彼女はすべてが大丈
夫だろうと伝えます、
あなたは彼のボーイフレンドをバーに戻すことが
できます。
遠くに行くことのない敗者を笑うことができます。
雨の中で彼の歌を歌っている芝生の上のSittin。

しかし、赤ちゃん、なぜあなたは私を憎むのです
か？
あなたはあなたを愛していますあなたは生きるで
しょう生命はそれを歌います、
この状況は混乱の地獄、少し叫んであなたの胸か
らそれを得る、

あなたはあなたがあなたの人生を歌う人生を失う
ことを失うことを愛する。

しかし、赤ちゃん、なぜあなたは私を憎むのです
か？
あなたはあなたを愛していますあなたは生きるで
しょう生命はそれを歌います、
なぜあなたは私を憎むのですか？
あなたはあなたを愛していますあなたは生きるで
しょう生命はそれを歌います、
この状況は混乱の地獄、少し叫んであなたの胸か
らそれを得る、
あなたはあなたを愛していますあなたは生きるで
しょう生命はそれを歌います、
この状況は混乱の地獄、少し叫んであなたの胸か
らそれを得る、
あなたはあなたがあなたの人生を歌う人生を失う
ことを失うことを愛する。



リストの最後に。

ここで私たちは、全人類、
スペースを通ってスピンナンをするだけで、
どのくらいの難しさがありますか？
あなたは私をだますことができた知的人生の人、
あなたが時間がかかることを望むなら、私に理由
を与えてください。
それは私たちがラインの後ろにあるフロントに来
るとき、
イエス様が帰ってきたら、私は彼が悩みの種と話
したいと思います。
イエスが帰ってきたら、私が溺れるまで飲むと
思う。

自分の中で誰もが主張しているパーティーへよう
こそ。もしあなたが一緒に来た男にパンチをした
いのなら、
まあそれは大丈夫です、

ハレルヤは主を賞賛し、多分彼は退屈になると私
たちを救うでしょう、
あるいは、私たちは本当に長いリストの上にいる
かもしれませんが、
あるいは、彼が存在しないという事実かもしれ
ない。

あなたが知っているかどうか、あなたがそうしない
かどうかに関わらず、
あなたの隣人に親切に、あなたの母親をより多く
の抱擁を与える、あなたに無料の薬を与える人々
に素敵な。

自分の中で誰もが主張しているパーティーへよう
こそ。もしあなたが一緒に来た男にパンチをした
いのなら、

まあそれは大丈夫です、

ハレルヤは主を賞賛し、多分彼は退屈になると私
たちを救うでしょう、
あるいは、私たちは本当に長いリストの上にいる
かもしれませんが、
あるいは、彼が存在しないという事実かもしれ
ない。
ジョニーは歌うことができ、ルーキは祈ることが
できます、
しかし、彼は彼らが言う言葉をいつも聞いている
のですか？

ハレルヤは主を賞賛し、多分彼は退屈になると私
たちを救うでしょう、
あるいは、私たちは本当に長いリストの上にいる
かもしれませんが、
あるいは、彼が存在しないという事実は、

ハレルヤは主よ、私たちを救うつもりはありませ
ん。退屈にならない、
私たちは彼の本当に長いリストでさえも最後で
はない、
彼は存在しないという事実はあなたに伝えます。



ヴェルダン・ヘイズのバラード

誰もが暴動し、あなた自身をコントロールし、
誰もが暴動して座ってください、
誰もが暴動し、あなたが話したように、
誰もが暴動して、あなたはずっと古いです。

ヴェルダン・ヘイズは飛行機から飛び出し、
その男は百人、
まだ強い、
彼は何を望みますか？
彼は誰にも聞きません。
マシンは、
リーンと彼は平均ですが、
1000人の人生は彼が見たものを見ません。

いいえボールゲーム、みんな暴動、
補償請求、皆の暴動、
元気に戻ってください。誰もが暴動します。
花は攻撃する、
誰もが床に当たった。
私の靴は誰かが報告書を書き留めています、
誰もがあなたの足元に戻って、みんな静かに騒
ぎます。

ヴェルダン・ヘイズは飛行機から飛び出し、
その男は百人、
まだ強い、
彼は何を望みますか？
彼は誰も聞いていない、
マシンは、
リーンと彼は平均ですが、
千人の人生は、彼が見たものを見ないでしょう。

健康と安全のサブセクション3では、常に楽しいこ

とは規定されていませんが、
ここにあなたの党を台無しにして、あなたが大丈
夫だと確信するのではない...

ヴェルダン・ヘイズは飛行機から飛び出し、
ヴェルダン・ヘイズはもう一度、
ヴェルダン、ヴェルダン....

その男は百人、
まだ強い、
彼は何を望みますか？
誰も聞いていない、
男はマシンですが、
リーンと彼は平均ですが、
千人の人生は、彼が見たものを見ないでしょう。

あなたがすることは、あなたがしたくないことをし
ないでください。
もしあなたが望むなら、あなたが望むならば、それ
のすべての王になりなさい、
それらのドアの外側には世界的な人がい
る、whooa whoa
世界には行き止まりがあり、それはあなたのもの
であり、それはあなたのものです。



比

6月中旬、熱気球
それは雨が降り始める

暑い午後私の庭はヌードです
天は私に雹を送りました

私は飲み物のために出かける私は私の顔が蹴
られる

刑務所で起きる、ええ
彼は飛ぶことを学ぶ乗り物のために出かける

天使と話す
私の比率でうんざり

誰かが私の比率を乱している

私が学ぶとすぐに、私が飛ぶことを学ぶとすぐに
私はここから出てきます

ビールが安い場所に行く
クレイックは良いですし、ジュークボックスは無

料です

私の人生のほとんどを過ごして、私の家を美しく
見せる

それは火の上に置く
私は道で仕事をした

穴を埋めると走り出した、ええ
私は朝から夜まで過ごす

ちょっとしたことをやり直して

私が学ぶとすぐに、私が飛ぶことを学ぶとすぐに
私はここから出てきます

みんなが歌う場所に行く
バディーが生きてエルヴィスが王様なところ

東京

私たちは長い道のりを歩いて、同じ曲を演奏する
私たちはそれを家に持ち帰ります。
私が家に帰ると、ライトをつけておいてください。
私たちはあなたの心を傷つけ、人生は通りに通
ります
死んだ人の中でも常に音楽の演奏が行われた
日と日の間
私たちはこの土地のいたるところで遊んだよ、そ
うではない...

彼らはラジオで私たちを演奏しません
あーのいいえ
私は誰と一緒に寝なければならないのか分から
ない
何がおまえなの？
いいえ、彼らは私たちを東京に連れて行かない
でしょう
ああ、いや、いや、いいえ、私たちはあなたのすべて
の顔を愛する
あなたは最高のファックです

ライトが明るいところ、汚れた暗闇の中で



All songs published by Earache Songs Ltd.

THANKS
We’ve played all over this land, oh no… Another album and the world is rocking harder than ever!  Awesome new bands 

striding out with killer vibes and bags of confidence, it seems the rock music community hasn’t been this strong in a long, 
long time.  We are still here putting out what we believe are better albums and more vibrant live performances than the ones 

before, and ultimately that’s the heart of what bands strive to achieve.  However, were it not for the masses supporting the 
cause by attending shows, buying merch, pre ordering albums and the general shouting and screaming support for your 

favourite noise makers - it would all be nothing.  So thank you from the bottom of our hearts once again for being here with 
us.  Let’s keep this show rolling, we’ve got something special here, hopefully something that will be remembered in the 

annals of rock history. Here’s to us, here’s to bands and here’s to you!!  
Much love and keep on rockin X

With Thanks To: Terri - whom without there’d be no albums to release or shows to play, Heidi, Neil, Psycho Steve, Steve Revier, 
Matt Elliss, Ben Ward at UTA, Valeria, Jon & Duff at Duff Press, Guy Bellamy, Digby, Dan Tobin, Tom H, Dan H, Gary L, Lucy, all 
the quite bloody wonderful people at Earache, the whole Planet Rock team, the Primordial Radio massive, HRH radio, Mike 
Exeter, Dave Steen, Dave Sanders, LMC Studio, Guy Linden, Dave Ritchie, Mark Leary @ ASYLUMseventy7, Ruki, Johnny, 

Gareth, Andy, Urby, Sue Marriott, Paul Newcomb, Dario N, all at OYR, any journo, photographer or webzine reviewer who’s ever 
given us time, plus a special thank you to Carol, Ian, Gordon and all the members of the Wagons fan group and the rockers 

and rollers all over the world.

Lastly a special thanks to our wonderful families.  A bands foundation goes beyond the studio and stage, 
without your support we couldn’t do any of this - love and thanks always x 




