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Lucid Dreaming
1. I Was Swimming To The Shore And Heard This
2. Flower In The Dark
3. Mist
4. It’s So Natural
5. Spider Dancing (Album edit)  
6. Demo CD-R From The Dead
7. 5AM
8. Kids On The Stage
9.  Broken Radio
10.  Show Me How (Album edit)
11. Lucid Dreaming
12. System
13. Nagaretari
14. Zenbu Dreaming



 

M2/ Flower In The Dark 

Going up darkened stairs
Close to the sun
The more I go, the more I feel
I wanna see you again

Going up darkened stairs
Close to the sun
The more I go, the more I feel
I won’t see you again

When the water drops to the sink
I hear you singing
The more it flows, the more I feel
I hope you see me here

Why do I feel you so close?
Like we were together till now
I close my eyes and try to touch
But countless days and nights hide you away
How can I feel it a little more
Don’t wake me up until the end
I know, you know it hurts a lot
But countless days and nights find me again

If I could see the flower that never dies
I would picture the moment when it blooms
Lilies will not grow without the light
But they can live in the dark quietly
Life is not just a sequence of good things 
bad things truth & lies
Why we’re supposed to want a happy 
ending?
The more it flows, the more I feel
I hope you see me here

Why do I feel you so close?
Like we were together till now
I close my eyes and try to touch
But countless days and nights hide you away
How can I feel it a little more
Don’t wake me up until the end
I know, you know it hurts a lot
But countless days and nights find me again 

Make me find you again
Here, there
Make me find you again
Here, there and everywhere

Going up darkened stairs
Close to the sun
The more I go, the more I know
I won’t see you again

When the water drops to the sink
I hear you singing
The more it flows, the more I feel
I hope you see me here

[和訳]

暗い階段を上っていく 
太陽に近づいて 
上れば上るほど 
君にもう一度会いたいと思う 

暗い階段を上っていく 
太陽に近づいて 
上れば上るほど 
もう二度と会えないと感じる 

水が一滴シンクへ流れ落ちるとき 
君の歌が聞こえてくる 
溢れれば溢れるほど　君を感じる 
君にも私が見えているといいな 

どうして君をこんなに近くに感じるんだろう
今まで一緒にいたみたい
目を閉じて触れようとしているけど
数えきれない夜と朝が君を隠してしまう
どうすればもう少し感じていられるんだろう
もう終わりの時まで起こさないで
この痛みならもう分かりきってる
それでも数えきれない夜と朝が　
また私を見つける

もしも不死の花を見ることができたら
その花が咲く瞬間を想像するよ
百合は光なしには育たないけど
暗闇の中でも静かに生きていける
人生は単なる良い事、悪い事、真実、嘘の繰り返しではないよね
どうしてハッピーエンドを求めることになっているんだろう？
溢れれば溢れるほど　君を感じる
君にも私が見えているといいな

どうして君をこんなに近くに感じるんだろう
今まで一緒にいたみたい
目を閉じて触れようとしているけど
数えきれない夜と朝が
君を隠してしまう
どうすればもう少し感じていられるの
もう終わりまで起こさないで
この痛みならもう分かりきってる
それでも数えきれない夜と朝が
また私を見つける

もう一度、君を見つけさせて
此処で、彼処で
もう一度、君を見つけさせて
此処で、彼処で、全ての場所で



M3/ Mist

Adieu, le rêveur
Au fond de mon cœur
Moi je respire
Encore sur la plage

Ma vie est la tienne
Même si tu ne m’entends plus
Ta voix, dans la brume
Je l’entends claire au loin

"Why?" "I don’ t know."
"Why?" and then, "I don’ t know."
"Why?" "I don’ t know."
"Why?" and then, "I don’ t know."

絵のように見える
黄色の雷雨
海、荒れる
霧の向こうで

The wave

Adieu, le rêveur
Au fond de mon cœur
Moi je respire
Encore sur la plage
(Now deeper and deeper, into the 
mist)

冷たい雨みたいに
泣いても
消えない影みたいで　
my faith
暮れない陽を抱いて
my hands
愛しい目を開いて
My dearest

[和訳]

さようなら、
心の奥の夢想家
私はまだ浜辺で息をしてる
私の人生はあなたのもの
私の声があなたにはもう聞こえなくても

霧の中のあなたの声
遠くからでもはっきりと聞こえる

「なぜ？」
「わからない」
「なぜ？」
「わからない」

絵のように見える
黄色の雷雨
海、荒れる
霧の向こうで

波 (The wave)

さようなら、
心の奥の夢想家
私はまだ浜辺で息をしてる
（深く、もっと深く、霧の中へ）

冷たい雨みたいに
泣いても
消えない影みたいで　
my faith
暮れない陽を抱いて
my hands
愛しい目を開いて
my dearest



M4/ It’s So Natural 

It’s so natural to be in the dark  
It’s so ironical to feel alone  
Something’s in the air between the two of us 
Then I would say : we’re falling in love  

 
It’s unacceptable to be in the dark  
But then I would know the place I go  
Something’s in the air between the two of us   
Then I would say : we’re falling in love   
 
It’s so natural like being in the pool  
How alchemical, the things you do    
Something’s in the air between the two of us   
Then I would say : we’re falling in love   
 
Today 
Today 
Today 
 
いっそうのこと忘れたら 
一生ものを無くしそう 
最大の敵見つかれば 
再興の時始まるよう 
 
It’s so natural to be in the dark  
It’s so ironical to feel alone  
Something’s in the air between the two of us   
Then it makes me blind: we’re falling in love    
 
Today 
Today 
Today

[和訳]

暗闇の中にいるのは　 
なんて自然なことなんだろう 
自分を孤独だと感じるのは皮肉なこと

あなたと私の間に何かがあるとき 
私は言う：「恋に落ちている」

暗闇の中にいることは 
本当に受け入れがたい 
だからこそ私は 
次にどこへ行けばいいかが分かる 
 
あなたと私の間に何かがあるとき 
私は言う：「恋に落ちている」 
 
まるでプールの中にいるように 
とても自然なこと 
あなたがすることは錬金術的 
 
あなたと私の間に何かがあるとき 
私は言う：「恋に落ちている」 
 
Today 
Today 
Today 
 
いっそうのこと忘れたら 
一生ものを無くしそう 
最大の敵見つかれば 
再興の時始まるよう 
 

 
 
暗闇の中にいるのは 
なんて自然なことなんだろう 
 
自分を孤独だと感じるのは皮肉なこと 
あなたと私の間に何かがあるとき 
私は言う：「恋に落ちている」 
 
Today 
Today 
Today



M5/ Spider Dancing

Here is the melody I need
And this is the beat that you’ll dance with

Here is the melody I need 
(Let’s make music visible)
And this is the beat that you’ll dance with 
(Picture the light on your beat)

あり余る愛 
未来に祝い
意味はいらない 
今の耳鳴り

Baby can you project the butterfly
on that biggest screen?
I’m so starving and I need to start
I can’t wait it anymore

Here is the melody I need
And this is the beat that you’ll dance with

あり余る愛 
未来に祝い
意味は見えない 
今の耳鳴り

Here is the melody I need
And this is the beat that you’ll dance with
※ Repeat

[和訳]

これこそは私に必要なメロディ
そしてこれは、あなたたちが踊るためのビート　

（音楽を視覚化しよう)
（ビートの上に光を描いて）

あり余る愛
未来に祝い
意味はいらない 
今の耳鳴り

ベイビー、あの一番大きなスクリーンに
蝶々を写してくれない？
私はとてもお腹がすいていて
もう待てない

これこそは私に必要なメロディ
そしてこれは、あなたたちが踊るためのビート

あり余る愛 
未来に祝い
意味は見えない 
今の耳鳴り

これこそは私に必要なメロディ
そしてこれは、あなたたちが踊るためのビート
※ Repeat



M7/ 5AM

Dense fog at 5am
Reminds me of the pain you have gone through 
Airflow I slightly felt 
That’s how you show me I live with you 

I float in this lake to feel safe
But sound of water tells I don’t belong (here) 
Hide the emotions upon my face 
I don’t even know if I’m glad or blue 

Daylight that keeps me awake 
reminds me of the warmth you pursued 
The shadow of my left hand 
That’s how you show me I’m here with you

I float in this lake to feel safe
But sound of water tells I don’t belong (here) 
Hide the emotions upon my face 
I don’t even know if I’m glad or blue 

This ache won’t last for too long  
Don’t go away, this is just a ritual
I’m trying my best not to get it too low    
5am I’m searching for your soul 

Can’t go back I lost my passport
Hold me tight coz I won’t feel you anymore 
Teach me how to go 極楽浄土
5am I’m searching for your soul

[和訳]

午前5時の深い霧で 
君の痛みを思い出すよ 
かすかに感じた空気の流れ 
君と生きていることを、 
教えているんだね 
 
安心したいから、この湖で浮かぶんだ 
でも水の音を聞くと、ここは私の居場所じゃないって気がする 
私の顔に映る感情を隠して 
嬉しいのか憂鬱なのか、それすら分からないよ 
 
日の光で目は覚めたまま 
君が求めた温かさを思い出すよ 
私の冷たい左手の影 
君とここにいることを、教えているんだね 
 
安心したいから、この湖で浮かぶんだ 
でも水の音を聞くと、ここは私の居場所じゃないって気がする 
私の顔に映る感情を隠して 
嬉しいのか憂鬱なのか、それすら分からないよ 
 
この痛みは長くは続かない  
行かないで、これはただの儀式 
悲観しすぎないように、頑張ってるんだよ  
午前5時、君の魂を探してる 
 
戻れはしない、パスポートは無くしたよ 
抱きしめて、もう君を感じることはできなくなるから  
極楽浄土への行き方を教えて  
午前5時、君の魂を探してる



M10/ Show Me How

That’s the only way
I can get back to my life
But I lost my keys and phone
I’m not ready to go home 

If I didn’t have the words
I could make it easier
I am poisoned by myself
Sowing seeds of hell in the ground

Won’t you let me play a song
Let me play it all night long
If I see you sing along 
I’ll be cured in 3 seconds 

Would you walk with me on air  
Would you take the shade away  
I have nothing to be proud of  
but I know you’ll show me how  

The words turn into rain 
turn into a hundred needles 
Baby, please don’t look away 
You’re the only holy child 

Baby, let me try to find
all the things I left behind
Though I open up my eyes
No messages are at my back 

You blow my mind 
I turn on the Moog 
You blow my mind 
I turn on the Moog  
You blow my mind 
I turn on the Moog 
You blow my mind 
I turn on the light 
 

Won’t you let me play a song
Let me play it all night long
If I see you sing along
I’ll be cured in 3 seconds 

Would you walk with me on air 
Would you take the shade away
I have nothing to be proud of 
but I know you’ll show me how  

You blow my mind 
I turn on the Moog 
You blow my mind 
I turn on the Moog  

[和訳]

たった一つ
本当の自分に帰れる道がある
だけど私は鍵も電話も無くして
家に帰れない

もしも言葉さえ持っていなければ 
もっと単純にできたはず 
私は自分に毒されて  
地獄の種を蒔いている 

音楽を演らせて 
一晩中演らせて 
君が歌っているところを見れば 
３秒で救われるはず 

一緒に舞い上がってくれる？ 
あの影を取り払ってくれる？
誇れるものは何もないけど  
君がそれを教えてくれるんだと思う 

私たちの言葉は雨になって 
百の針になる 
目をそらさないで  
君はただ一人の聖なる子 

私がどこかに置いてきたもの
見つけさせてほしい
目を見開いているけど
過去にはなんのメッセージもない

君が私を揺さぶる
私はムーグのスイッチを入れる
君が私を揺さぶる
私はムーグのスイッチを入れる
君が私を揺さぶる
私はムーグのスイッチを入れる
君が私を揺さぶる
私は灯りをつける

音楽を演らせて 
一晩中演らせて 
君が歌っているところを見れば 
３秒で救われるはず 

一緒に舞い上がってくれる？ 
あの影を取り払ってくれる？
誇れるものは何もないけど  
君がそれを教えてくれるんだと思う

君は私を感動させる
私はムーグのスイッチを入れる
君は私を感動させる
私はムーグのスイッチを入れる



M11/ Lucid Dreaming

Was it a wink from the place unknown?
Or was it an ache unavoidable?
Was it a dream come true? Or was it a myth of the moon?
I still feel your warmth in the room

You’re so pure
Like water sacred
That’s why I cannot
I cannot touch your existence
You flow, shine, and fall in the name of love
That’s why we’re not, we’re not distant forever

Was it a link to the place unknown?
Or was it an ordeal unavoidable?
Is this the sound meant as words from you?
Or is this the noise made to not be alone?

You’re so pure
Like water sacred
That’s why I cannot
I cannot touch your existence
I flow, shine, and fall in the name of love
That’s why we’re not, we’re not distant forever

[和訳]

それは未知の場所からのウインクだったのか
それとも避けられない痛みだったのか
夢が叶ったのか、月の神話だったのか
今でも部屋の中にあなたの温もりを感じる

あなたはとてもピュアだね
神聖な水のように
だから私には 
あなたの存在に触れることはできない 
あなたは愛の名の下に
流れて、輝いて、そして落ちていく
だからこそ私たちは、
私たちは永遠に遠く離れた存在ではないのでしょう

それは未知の場所からの挨拶だったのか
それとも、避けられない試練だったのか
これはあなたからの言葉としての音なのか
それとも、ひとりぼっちにならないための雑音なのか

あなたはとてもピュアだね
神聖な水のように
だから私には
あなたの存在に触れることはできない
わたしは愛の名の下に
流れて、輝いて、そして落ちていく
だからこそ私たちは、
私たちは永遠に遠く離れた存在ではないのでしょう



　　　M12/ System 

Thousands of wrong cards I didn’t need to have 
　Rolled the dice but the room is still cold 

　　Don’t want to think that I’m just out of luck  
　　　Don’t want to think that I’m not in control  
 
　　　Why?
　　　　Did I catch an evil eye?
　　　Even if you’re not mine, 
　　Let me see the light 
　The Light

　曖昧な　幾何学で 
　　あなたの頬は 
　　　擦り減って　　 
　　　　乱暴な　幾何学へ 
　　　　　吸い込まれて 
　　　　明日は 

　　　Decades of wrong cards 
　　she didn’t need to have  
　Rolled the dice but 
　　time to go home 

　　　Drink up the soda 
　　　　like your purple blood 
　　　　　Door’s always open
　　　　　　Nothing to come  

　　　　　Why?
　　　　Did I catch an evil eye?
　　　Even if you’re not mine, 
　　Here I see the light 
　The light

　Would you ever leave there? 
　　Would you ever leave System?

[和訳]

何千枚もの間違ったカード
　私には必要のなかったカード
　　サイコロをふったけど  部屋は冷たいまま

　　運がないだけだなんて 思いたくない
　　　　自分にはコントロールできないなんて 思いたくない

　　どうして？わたしは不吉な視線にさらされた？
　　　　　君が私のものにならなくても
　　　　光を見せてほしい
　
　　曖昧な　幾何学で 
　　　あなたの頬は
　　　　　擦り減って
　　　　乱暴な　幾何学へ
　　　吸い込まれて
　　明日は

　　　間違ったカードで数十年
　　　　　彼女に必要のなかった数十年

　　　　サイコロをふったけど　
　　　　もうお開きだね

　　　君の紫色の血のようなソーダを飲み干して
　　ドアは開いたまま　何もやって来はしない

　　　どうして？わたしは不吉な視線にさらされた？
　　　　　君は私のものではないけど
　　　　　　光が見える

　　　　　去ろうか、そこから
　　手放そうか、そのシステムを

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



M14/ Zenbu Dreaming

後悔した姿はどうでもいいかな
I’m lonely  
それはそれでいいとして　
携帯電話捨てちゃった　 
笑い飛ばして　笑い飛ばして 
自由な気持ち 
All I know is we don’t need it 
"What’s my name ?"

How can I be happy just from today?  
君に捧げたい  手を振って  
I wonder I wonder I wonder 
Why my life needs those ups and downs 
Why we never stop changing forever?
みんなPAPA MAMA  
恋をして
無意識に
生まれては
また恋をした？

意味もなくて しょうもない
What my life is for?
胸に焦がしたもの
傷も愛も音楽も
ひび割れた画面の
向こう側のビデオ
リアルよりエモなイメージの上に歩いて
Long long time ahead 
Where you go?

If this is a party just for today
君に捧げたい　手を振って
I wonder I wonder I wonder  
Why my life needs those ups and downs 
Why we never stop changing forever?
君はどこから 
ここへ来て
無意識に  
生まれては 
また恋をした？

How can I be happy just from today?  
君に捧げたい  手を振って  
I wonder I wonder I wonder 
Why my life needs those ups and downs 
Why we never stop changing forever?
みんなPAPA MAMA  
恋をして
無意識に
生まれては
また恋をした？

M13/ Nagaretari

Till the end
Till we see the aurora
Till the end 
Till we see the aurora 
Till the end 
Till we see the aurora
Don't stop here

(La couleur de l'eau à chaque coin de rue
Se glisse dans mon esprit  
Dans mes rêves, c'est la couleur des printemps
Je te vois dans un coin de mon album)

[和訳]

おわりまで
オーロラを見るまで
おわりまで
オーロラを見るまで
おわりまで
オーロラを見るまで
ここで止まらずに

曲がり角には水の色
私の中に滑り出す
夢の中では、それは春の色
アルバムの隅に君を見つける



Lucid Dreaming

All songs written, performed and produced by Maika Loubté
Mixed by Maika Loubté

Co-produced by Yosuke Ohno 
Co-mixed by Sountrive

Artwork by Saou Tanaka (SAOUTV) 
Mastered by Alex Gordon (Abbey Road Studios)

M-1/ I Was Swimming To The Shore And Heard This
3D mix by Sountrive 

M-4/ It's So Natural 
Lyrics by Maika Loubté & AAAMYYY 

Guest vocal & chorus AAAMYYY 

M-5/ Spider Dancing (Album edit)
Additional percussion: Sountrive

M-7/ 5AM
Lyrics by Keisei Loubté

M-11 Lucid Dreaming 
Lyrics by Maika Loubté & Keisei Loubté

M-12 System
Lyrics by Keisei Loubté & Maika Loubté

Produced by Ryan Hemsworth & Maika Loubté
Mixed by Ryan Hemsworth


