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|C 　　 F 　　 |C 　　 F 　　 |C 　　 F 　　 |G 　　　　　　|

 うんちバリバリ うんちバリバリ うんちバリバリ OI　OI　OI　OI

|C 　　 F 　　 |C 　　 F 　　 |C 　　 F 　　 |G 　　　　　　|

 うんちバリバリ うんちバリバリ うんちバリバリ OI　OI　OI　OI

|C 　　　　　　|G 　　　　　　|

 イエ〜

 

|C 　　　　　　|F 　　　　　　|G 　　　　　　|C 　　　　　　|

 先生！　　　　 うんちが　　　 ウンチが出ちゃいそうなの

|C 　　　　　　|F 　　　　　　|G 　　　　　　|C 　　　　　　|

　　おトイレに　行って 　　　　バリバリだして くるからね

|C 　　　　　　|F 　　　　　　|G 　　　　　　|C 　　　　　　|

　　今日も　　　あえたね　　　 大好きカワイイ うんちくん

|C 　　　　　　|F 　　　　　　|G 　　　　　　|C 　　　　　　|

　　流すのは　　もったいないけどそろそろお別れしなくちゃね

 

|F 　　　　　　|F 　　　　　　|G 　　　　　　|G 　　　　　　|

　たくさんウン チが　     出ると　　OI　　OI　　　OI　　OI

|F 　　　　　　|F 　　　　　　|G 　　　　　　|G 　　　　　　|

　　パパとママ がよろこぶ　 から　　OI　　OI 1　 2　 3　 4

|C 　　 F 　　 |C 　　 F 　　 |C 　　 F 　　 |G 　　　　　　|

 うんちバリバリ うんちバリバリ うんちバリバリ OI　OI　OI　OI

|C 　　 F 　　 |C 　　 F 　　 |C 　　 F 　　 |G 　　　　　　|

 うんちバリバリ うんちバリバリ うんちバリバリ OI　OI　OI　OI

|C 　　　　　　|C 　B 　C 　　|

 イエ〜

うんちバリバリ
作詞・作曲：Unching Brothers Band
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C　　 F　　　　　　C　　 F
 Poop Buddy Buddy, Poop Buddy Buddy,

C　　 F　　　　　 G
Poop Buddy Buddy, Oi Oi Oi Oi

C　　 F　　　　　　C　　 F
 Poop Buddy Buddy, Poop Buddy Buddy,

C　　 F　　　　　 G
 Poop Buddy Buddy, Oi Oi Oi Oi

C　　 G
Yay~!

 

C　　　　　 F
　Look Mom! I did good.

G　　　　　　　 C
I pooped in the potty today.

C　　　　　　F　　　G　　　C
　I'm proud!  I didn't poop in diaper.

C　　　  F
　I am a big boy, so

G　　　　　　　　 C
I made a big poop. Yay yay!

C　　　　　　　　F
　I'm gonna show it to daddy,

G　　　　　　 C
and he will be proud of me.

F　　　　　　   F　　    G　　 G
　Mom and dad both are happy,

F　　　　　 F　　　　　　　 G　　G
　because I pooped as a big boy.　1 2 3 4

Poop Buddy Buddy
作詞：sachi    作曲：Unching Brothers Band

 C　　 F　　　　　　C　　 F
 Poop Buddy Buddy, Poop Buddy Buddy,

C　　 F　　　　　 G
Poop Buddy Buddy, Oi Oi Oi Oi

C　　 F　　　　　　C　　 F
 Poop Buddy Buddy, Poop Buddy Buddy,

C　　 F　　　　　 G
 Poop Buddy Buddy, Oi Oi Oi Oi

C　　 C B C
Yay~!
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|C 　　　　　　|C
おしっこ Pee  おしっこ Pee 

|C 　　　　　　|C
おしっこ Pee  oioioi

 

|C 　　　　　　|C
 夢の中の　　　 おトイレで

|C 　　　　　　|C
 おしっこしたら おねしょになるよ

|C 　　　　　　|C
 ほっぺをつねって夢から覚めて

|C 　　　　　　|C
 おトイレ行って Pee Pee Pee

 

|D# 　 D 　　 |C 　A#  C
 お 　　しっ　　　　こ

|C 　　　　　　|C　　　　　　　
 Pee  Pee  Pee

|D# 　 D 　　 |C 　A#  C
 お 　　しっ　　　　こ

|C 　　　　　　|C　　　　　　　
 Pee  Pee  Pee

 

|C 　　　　　　|C
 夜中のおトイレ お化けが怖い

|C 　　　　　　|C
 このまま寝たら おねしょになるよ

|C 　　　　　　|C
 勇気を出して　　おまたをおさえて

|C 　　　　　　|C
トイレに駆け込み Pee Pee Pee

おしっこ Pee
作詞・作曲：Unching Brothers Band

|D# 　 D 　　 |C 　A#  C
 お 　　しっ　　　　こ
|C 　　　　　　|C　　　　　　　
 Pee  Pee  Pee
|D# 　 D 　　 |C   A#  C
 お 　　しっ　　　  こ
|C 　　　　　　|C　　　　　　　
 Pee  Pee  Pee
 
|C 　　　　　 |C　　　
おしっこ Pee  おしっこ Pee 
|C 　　　　　 |C
おしっこ Pee  oioioi
|C 　　　　　 |C
おしっこ Pee  oioioi
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|C 　　　　　　　|F 　　　C 　　　|

 バイ菌バッチッチ　イマ 除 菌

|C 　　　　　　　|F 　　　C 　　　|

 ゴシゴシ手洗い　　スグ 除 菌

 

|G 　　　　　　C |G 　　　　　　C |

 うぉ〜　　　　oi うぉ〜　　　　 oi

|G 　　　　　　C |G 　　　　　　　|

 うぉ〜　　　　oi

 

|C 　　　　　　　|F 　　　　　　　|

 ご飯を食べるよ　 手を洗おう（ハンドソープ）

|G 　　　　　　　|C 　　　　　　　|

 粘土で遊んだ手を 洗おう（さっぱり〜）

|C 　　　　　　　|F 　　　　　　　|

 外から帰った手を 洗おう（きれいきれい）

|G 　　　　　　　|C 　　　　　　　|

 おしっこしてきた 手洗おう（いえぇ〜い！）

 

|C 　　　　　　　|F 　　　C 　　　|

 バイ菌バッチッチ　イマ 除 菌

|C 　　　　　　　|F 　　　C 　　　|

 ゴシゴシ手洗い　　スグ 除 菌

 

|G 　　　　　　C |G 　　　　　　C |

 うぉ〜　　　　oi うぉ〜　　　　 oi

|G 　　　　　　C |G 　　　　　　　|

 うぉ〜　　　　oi

バイ菌バッチッチ
作詞・作曲：Unching Brothers Band

|C 　　　　　　　|F 　　　　　　　|

 おやつ食べるよ　 手を洗おう（洗面所）

|G 　　　　　　　|C 　　　　　　　|

 砂場で遊んだ手を 洗おう（ばいばい菌）

|C 　　　　　　　|F 　　　　　　　|

 お使い帰った手を 洗おう（これで安心）

|G 　　　　　　　|C 　　　　　　　|

 うんちをしてきた 手を洗おう（いえぇ〜い！）

 

|C 　　　　　　　|F 　　　C 　　　|

 バイ菌バッチッチ　イマ 除 菌

|C 　　　　　　　|F 　　　C 　　　|

 ゴシゴシ手洗い　　スグ 除 菌
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よぉ〜っ
出ものはれものところかまわず
天下ごめんのおならっぺぇ〜
 
|C　　　　　　　　　　 |F 　　　　　　　　|
 んだっぺーんだっぺー　 くさいくさい
|C　　　　　　　　　　 |F 　　　　　　　　|
 んだっぺーんだっぺーく おならくさい
 
よぉ〜っ
犬も歩けば棒にあたるが
たまらないのが すかしっぺぇ〜
 
|C　　　　　　　　　　 |F 　　　　　　　　|
 んだっぺーんだっぺー　 くさいくさい
|C　　　　　　　　　　 |F 　　　　　　　　|
 んだっぺーんだっぺーく おならくさい
 
よぉ〜っ
人に迷惑かけちゃいけない
ならば手に取りにぎりっぺぇ〜
 
|C　　　　　　　　　　 |F 　　　　　　　　|
 んだっぺーんだっぺー　 くさいくさい
|C　　　　　　　　　　 |F 　　　　　　　　|
 んだっぺーんだっぺーく おならくさい

んだっぺーおならくさい
作詞・作曲：Unching Brothers Band
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|G 　　　　　|C 　　　　　|
 Yo　　　　　 Yo Yo
|G 　　|C 　　 |G 　　　　　　 |C　　　　　　|
 消防車 救急車　パトカー 護送車 バス タクシー
|G 　　　  |C 　　　　 |G 　　　  |C　　　　　　|
 道路　パトロールカー 貨物自動車 パッカー車
 
|G 　　　　　|C 　　　　　|
 Yo　　　　　 Yo Yo
|G 　　　　|C 　　　  |G 　　　　　　 |C　　　　|
 トレーラー コンバイン ユンボ に パワーショベルカー
|G 　　　　 |C 　　　  |G 　　　　|C　　　　|
 レッカー車 クレーン車 高所作業車 路面清掃車
 
|G 　　　　　|C 　　　　　|
 Yo　　　　　 Yo Yo
|G 　　　|C 　　　 |G 　　　　 |C　　　　|
働く Yo　働く Yo　 働く Yo Yo 働く Car
 
|G 　　　　　|C 　　　　　|
 Yo　　　　　 Yo Yo
|G 　　　　|C 　　　 　 |G 　　　　　　 |C　　　　|
 ダンプカー キャリアカー ローリーローリータンクローリー
|G 　　　　　|C 　　　　　 |G 　　　|C　　　　|
 ブルドーザー フォークリフト 高速バスにマイクロバス
 
|G 　　　　　|C 　　　　　|
 Yo　　　　　 Yo Yo
|G 　　　|C 　　　 |G 　　　　 |C　　　　|
働く Yo　働く Yo　働く Yo Yo 働く Car

はたらく car
作詞・作曲：Unching Brothers Band
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|C 　　　　　  |C 　　　　　　　|Am　　　|Am　　　　|
 ピーマンなんて食べたくないない な〜い（ピーマンないないな〜い）
|C 　　　　　  |C 　　　　　　　|Am　　　|Am　　　　|
 にんじんだって食べたくないない な〜い（にんじんないないな〜い）
 
|F 　　G 　  |C　　Am|F　　　 G　　|C　Am　|
 ママのお手伝いで　　 ピーマンきったよ〜
|F　　 G 　　  |C　Am|F　　　 G　　|C　　　|G　|
 パパとキャンプで　　 にんじんやいたよ〜　　
 
|C 　　　　  |C 　　　　　　 |Am　　　　|Am　　　　|
 自分で作るとなんでもおい〜しい（食べたよピーマン）
|C 　　　　      |C 　　　　　　 |Am　　　　|Am　　　　|
 みんなとたべるとなんでもおい〜しい（たべたよにんじん）
 
|F　　 G　　|C 　  Am 　　|
 一緒にお料理楽しく作れば
|F 　　　G 　　　|C 　　　|
 たくさん食べるよ  oioioi
 
|C 　　　　 |C 　　　　 　　|Am　　　　|Am　　　　|
そら豆なんて食べたくないないな〜い（そら豆ないないな〜い）
|C 　　　 |C 　　　　　 　|Am　　　　|Am　　　　|
牛乳だって飲みたくないないな〜い（はなから牛乳）
 
|F　　　 G　　　|C 　　  Am 　　|
 食べたくないものおへらししてね
|F 　　 G 　　  |C 　　　|
たくさん食べるよ oioioi
 
|F　　 G　　|C 　  Am 　　|
 パパとママと楽しく食べれば
|F 　　 G 　　  |C 　　　|
たくさん食べるよ oioioi

ピーマンにんじん
作詞・作曲：Unching Brothers Band
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|G 　　　　　　 |G 　　　|D　　　|D　　　|
 おこられちゃったの　　　ぴえん　 ぴえん
|G 　　　　　　 |G 　　　|D　　　|D　　　|
 しっぱいしちゃったの　　ぴえん ぴえん
 
|Em　　　　 |Em　|Bm　　|Bm　　　　|
 なぐさめてほしいのマ〜　　マ
|C　　　　　 |C　　　 |B7　　|B7　　|
 ぎゅっとしてほしいのパパ〜
 
|Em　　　　　　　　　|D　　　　　　　　　|
 ぴえん ぴえん ぴえん ぴえん ぴえん ぴえん
|G 　　　　　　|G　　　　　　　　　|
 なきべそかいてる
|Em　　　　　　　　　|D　　　　　　　　　|
ぴえん ぴえん ぴえん ぴえん ぴえん ぴえん
|C　　　　　　|D　　　　　　|
 そろそろわらおう
 
|G 　　　|G 　　　|D　　　|D　　　|
|G 　　　|G 　　　|D　　　|D　　　|
 
|Em　　　　 |Em　|Bm　　|Bm　　　　|
 なぐさめてほしいのマ〜　　マ
|C　　　　　 |C　　　 |B7　　|B7　　|
 ぎゅっとしてほしいのパパ〜
 
|Em　　　　　　　　　|D　　　　　　　　　|
 ぴえん ぴえん ぴえん ぴえん ぴえん ぴえん
|G 　　　　　　|G　　　　　　　　　|
 なきべそかいてる
|Em　　　　　　　　　|D　　　　　　　　　|
ぴえん ぴえん ぴえん ぴえん ぴえん ぴえん
|C　　　 |D　　　|G　　　|G　　　|
 あしたは はれるかな

ぴえんのうた
作詞・作曲：Unching Brothers Band
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|C 　G 　|C 　G 　 |C 　 |G 　　|
 どんどん どんどん　 お金出る
 
|F 　　　　|F 　　  |C 　　  |C 　　　|
 コンビニの ATM　　郵便局の ATM
|G 　　　　 |G 　 |F 　　　　 |G　　 |
 スーパーの ATM　まほうのカード
 
|F 　　　　　 |F 　　　|
 大きくなったら僕だって
|C 　　　　　　|C 　　　|
 やってみたいな リボ払い
|G 　　　　　 |G 　　　　　|
 正義の味方だ　◯◯カードマン
|C 　　　　　|C 　　　　　|
 
|C 　G 　|C 　G 　 |C 　 |G 　　|
 どんどん どんどん　 お金出る
 
|F 　　　　　　　 |F  　|C 　　  |C 　　　|
 パチンコ屋さんの ATM　競馬場の ATM
|G 　　　　 |G 　 |F 　　　 |G 　　　|
 競艇そばの ATM　自転車こいで
 
|F 　　　　　  |F 　　　|
 大きくなったら僕だって
|C 　　　　　　|C 　　　|
 やってみたいなカードローン
|G 　　　　　 |G 　　　　　|
 正義の味方か　◯◯カードマン
|C 　　　　　|C 　　　　　|
 
|C 　G 　|C 　G 　 |C 　 |G 　　|
 どんどん どんどん　 お金出る
|C 　G 　|C 　G 　|C 　　|C 　　|
どんどん どんどん どんどん どんどん

ATM です マーチ
作詞・作曲：Unching Brothers Band
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|C 　　　　　　　　　|C 　　　　　　　　　|
 たま たま たま たま　たま たま たま たま
|G 　　　　　　　　　|G 　　　　　　　　　|
 たまごやき           oi oi
|F 　　　　　　　　　|F 　　　　　　　　　|
 たま たま たま たま　たま たま たま たま
|G 　　　　　　　　　|G 　　　　　　　　　|
 たまごやき           oi oi
 
|C 　　　　　　　　　|C 　　　　　B　C　 |
 
|C 　　　|C 　　　|G 　　　　　 |G　　　 |
 たまごと さとうと しょうゆにおしお
|F 　　　 |F 　　　 |G 　　　　　 |G　　　|
 まとめて かきまぜ　くるくるホイップ〜
|C 　　　|C 　　　   |G 　　　　 |G　　　|
 しかくい フライパンにサラダゆひいて
|F 　　　  |F 　　　|G 　　　　　|G　　　　|
 ちゅうびでやきます おなかがすいた
 
|C 　　　　　　　　　|C 　　　　　　　　　|
 たま たま たま たま　たま たま たま たま
|G 　　　　　　　　　|G 　　　　　　　　　|
 たまごやき           oi oi
|F 　　　　　　　　　|F 　　　　　　　　　|
 たま たま たま たま　たま たま たま たま
|G 　　　　　　　　　|C 　　　　　　　　　|
　　　　　　　たまごやき
|G 　　　B　C　　| 

たまごやき
作詞・作曲：Unching Brothers Band
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　　　　 |C 　　　　　|C 　 　|F 　　 |F 　　　|
 オンリーワン ナンバーワン 君がいたから
　　　　 |C 　　　　　|C 　　　　|G 　　　 |C 　　　|
 オンリーワン ナンバーワン こころ優しくなれた
 
|F 　　　　　　  |F 　　　　　　|C 　　　　　 |C 　 　|
 かけっこびりでも気にしない たべるのおそくても気にしない
|F 　　　　　　|F 　　　  |G 　　　　　 　|G 　 　　　|
 いつでも笑顔でいてほしい やりたくないことやらなきゃいい
 
　　　　|C 　　　　　 |C 　　|F 　　 |F 　　　   |
 オンリーワン ナンバーワン 教えてくれた
　　　　|C 　　　　　 |C 　　　　|G 　　　 |C 　  |
 オンリーワン ナンバーワン 一緒にいる事が幸せ
 
|F 　　　　　|F 　　　　  |C 　　　　　　 |C 　　　 　|
 算数できなくてもいいよ 学校いきたくなきゃいかなきゃいい
|F 　　　　　 |F 　　　  |G 　　　　　　 |G 　　　　|
 いつでも笑顔でいてほしい やりたくないことやらなきゃいい
 
　　　　 |C 　　　　　|C 　　  |F 　　　 |F 　　 　|
 オンリーワン ナンバーワン 気づかせてくれた
　　　　 |C 　　　　　|C 　　　|G 　　　　　 |C　　|
 オンリーワン ナンバーワン きみといる事がキセキ
　　 |G 　　　　　 |C 　　　|
 きみといる事がキセキ

オンリーワン ナンバーワン
作詞・作曲：Unching Brothers Band
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|D7　　　　　|
 おなら
|G　　　　　　　　　　　　　　　　　|D　　　　　　　　|
 ヨーデル ヨーデル ヨーデル ヨーデル おならプップッ〜
|C　　　　　　　　　　　　　　　　　|G　　　　　　　　|
 ヨロレイ ヨロレイ ヨロレイ ヨロレイ おならプップッ〜
 
|G 　　　　　　|D 　　　　　　|
 おならの国からやってきた
|C 　　　　　　|G 　　　　　　|
 こころの優しい おなら使い
|C　　　　　　　|G 　　　　　　|
 みてごらん　オナラで空飛ぶよ
　 |D　　　　　　|G 　　　　　|
いろんな街たびしてる　おなら
 
|G　　　　　　　　　　　　　　　　　|D　　　　　　　　|
 ヨーデル ヨーデル ヨーデル ヨーデル おならプップッ〜
|C　　　　　　　　　　　　　　　　　|G　　　　　　　　|
 ヨロレイ ヨロレイ ヨロレイ ヨロレイ おならプップッ〜
 
|G 　　　　　　|D 　　　　　　|
 たかいやまを　 こえてきた
|C 　　　　　　|G 　　　　　　|
 なんでもできる おならつかい
|C　　　　　　　|G 　　　　　　|
 みみすまして　　きいてごらんよ
　 |D　　　　　　　 |G 　　　　　|
おならでうた うたってる　おなら
 
|G　　　　　　　　　　　　　　　　　|D　　　　　　　　|
 ヨーデル ヨーデル ヨーデル ヨーデル おならプップッ〜
|C　　　　　　　　　　　　　　　　　|G　　　　　　　　|
 ヨロレイ ヨロレイ ヨロレイ ヨロレイ おならプップッ〜おなら
|G　　　　　　　　　　　　　　　　　|D　　　　　　　　|
 ヨーデル ヨーデル ヨーデル ヨーデル おならプップッ〜
|C　　　　　　　　　　　　　　　　　|G　　　　　　　　|
 ヨロレイ ヨロレイ ヨロレイ ヨロレイ おならプップッ〜

|G D Em D |G♭ G |

ヨーデル おなら
作詞・作曲：Unching Brothers Band

×２
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ç
 かっ から からあげ 食べたい Let's Go!
|C 　　　　　　　　 |C　　    B 　 C 　|
 かっ から からあげ 食べたい Let's Go!
|C 　　　　　　　　 |C　　    B 　 C 　|
 かっ から からあげ 食べたい Let's Go!
|C 　　　　　　　　 |C　　    B 　 C 　|
 かっ から からあげ 食べたい Let's Go!
|C　|F　|G　|C　| 

|C 　　　　　　 |F　　　　　　　|
 ご飯におつまみ 弁当 おにぎり
|G 　　　　　　 |C　　　　　　　|
 なんでも来いの からあげ
|C 　　　　　　 |F　　　　　　　|
 レモンにカレー粉すだちにこしょうを
|G 　　　　　　 |C　　　　　　　|
 たくさんかけて からあげ
 
|F　　　　　　　　　　　|C　　　　　　　　　|
 ももからあげ チキーン　むねからあげ チキーン
|F　　　　　　　　　　　|G　　　　　　　　　|
 手羽先からあげ チキーン みんな大好き １２３４

 ※
|C 　　　　　　　|F　　　　　　　|
 にくじるたっぷり ボリューム満点
|G 　　　　　　　|C　　　　　　　|
 ハフハフしながら からあげ
|C 　　　　　　　|F　　　　　　　|
 コーラにカルピス 麦茶に牛乳
|G 　　　　　　　|C　　　　　　　|
 なんでもあうぞ　 からあげ

からあげたべたい  
作詞・作曲：Unching Brothers Band

|F　　　　　　　　　　|C　　　　　　　　　|
 たつたあげ チキーン　ささみのからあげ チキーン
|F　　　　　　　　　　 |G　　　　　　　 　|
 若鳥からあげ チキーン みんな大好き １２３４
 
|C 　　　　　　　　 |C　　    B 　 C 　|
 かっ から からあげ 食べたい Let's Go!
|C 　　　　　　　　 |C　　    B 　 C 　|
 かっ から からあげ 食べたい Let's Go!
|C 　　　　　　　　 |C　　    B 　 C 　|
 かっ から からあげ 食べたい Let's Go!
|C 　　　　　　　　 |C　　  C|
 かっ から からあげ 食べたい 

※

×２
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|C 　　　　|F 　　　  |C 　　 　 |F 　　  G　|
 ウインナー WINNER  ウインナー ソーセージ
|C 　　　　|F 　　　  |C 　　 　 |F 　　  G　|
 ウインナー WINNER  ウインナー ソーセージ
 
|C　　　　　　　  F　　　　　　　|C　　　　　　 C　　　 |
 遠足いって　　　沢山歩く　　　 お弁当の時間だ　ウインナー
|C　　　　　　　  F　　　　　　　|C　　　　　　  G　　　 |
 みんなのおかずをのぞいてみたら どいつもこいつも ウインナー
|C　　　　　　　   F　　　　　　　|C　　　　　　 C　　　 |
 フライパン水入れ 強火で煮込んで 中ジューシーの　ウインナー
|C　　　　　　　 F　　　　　　　|C　　　　　　 G　　　  |
 水気が飛んだら　弱火で炒めて　　皮パリパリの　 ウインナー
 
|C 　　　　|F 　　　 |C 　　　  |F 　　　 G　　|
 ウインナー WINNER ウインナー ソーセージ
|C 　　　　|F 　　　 |C 　　　  |F 　　　 G　　|
 ウインナー WINNER ウインナー ソーセージ
 
|C　　　　　　　 F　　　　　　　|C　　　　　　   C　　　 |
 受験戦争　　　　勝ち抜くために　がんかけ食べるぞウインナー
|C　　　　　　　 F　　　　　　　|C　　　　　　  G　　　  |
 角のベーカリー　人気の菓子パン　いつも完売　　 ウインナー
|C　　　　　　　　　　 F　　　　  |C　　　　　   C　　　 |
 コッペパンにケチャップマスタード　ホットドック　ウインナー
|C　　　　　　　F　　　　　　|C　　　　　　　　  G　　　 |
 毎日毎日　　　　毎食毎食　　　たべても飽きない　ウインナー
 
|C　　　　　　　 F　　　　　　　|C　　　　　　 C　　　 |
|C　　　　　　　 F　　　　　　　|C　　　　　　 G　　　 |
 
|C　　　　 F　　　　　　|C　　　　　　　F　　　　　　|
 あらびき　ウインナー　　熟成　　　　　　ウインナー
|C　　　　 F　　　　　　|C　　　　　　　F　　　　　　|
 スモーク　ウインナー　　やきたて　　　　ウインナー
|C　　　　 F　　　　　　|C　　　　　　　F　　　　　　|
 ポトフに　ウインナー　　ロールサンドに　ウインナー
|C　　　　 F　　　　　　|C　　　　　　　F　　　　　　|
 シチューにウインナー　　タコちゃん　　　ウインナー
 
|C 　　　　|F 　　　  |C 　　 　 |F 　　  G　|
 ウインナー WINNER  ウインナー ソーセージ
|C 　　　　|F 　　　  |C 　　 　 |F 　　  G　|C　　　|
 ウインナー WINNER ウインナー ソーセージ

ウインナー WINNER
作詞・作曲：Unching Brothers Band
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|C　　　 |F　　　  |C　　　 |F　　　|
 筋トレしマッスル　筋トレしマッスル
|C　　　 |F　　　 |G　　　　　    |G　　　　　　　　|
 筋トレしマッスル キンキンキンキン筋トレしマッスル
|C　　　 |G　　　|
 
|C　　　　|G　　　　　　　|Am　　　 |Em　　|
 体は　　　ひょろひょろ 　彼女も　　 いない
|F　　　　 |C　　　　　　　 |G　　　　|G　　　|
 いつでも　オタクのあいつと つるんで いたよ
|C　　　　|G　　　　　　　  |Am　　　|Em　　|
 ある朝　　テレビを　　　　 ながめて　いたら
|F　　　　|C　　　　　　　 |G　　　　|C　　　|
 筋肉　　　マッチョが脳裏に 焼き ついた
 
|E7　　　|E7　　　　　　　 |Am　　　　　|Am　　|
 ぼくにも 出来るかなぁ〜な　腹筋 スクワット
|E7　　　|E7　　　　　　　 |Am　　　　　　　|Am　　|
 いつまで 続くかぁ〜な　　　うでたてふせ けんすい
|F　　　　　　 |F　 |G　　　　|Gsus4　G　|
 おもいたったが吉日 さあ始めよう
 
|C　　　 |F　　　  |C　　　 |F　　　|
 筋トレしマッスル　筋トレしマッスル
|C　　　 |F　　　 |G　　　　　    |G　　　　　　　　|
 筋トレしマッスル キンキンキンキン筋トレしマッスル
|C　　　 |G　　　|
 

筋トレしマッスル               1/2
作詞・作曲：Unching Brothers Band

きんトレしマッスル
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キン筋トレしマッスル              2/2
作詞・作曲：Unching Brothers Band

|C　　　　 |G　　　　　　 |Am　　  |Em　　|
 ネットで　ポチるよ　　　 筋トレ　　グッズ
|F　　　　|C　　　　　　　|G　　　　|G　　　|
 ダンベル　腹筋ローラー　　懸垂　　　マシーン
|C　　　　|G　　　　　　　|Am　　　 |Em　　|
 日サロに　通うよ　　　　　小麦色の　肌
|F　　　　|C　　　　　　　  |G　　　　|C　　　|
 オタクに　さよなら バイバイマッチョになるんだ

|E7　　　　　|E7　　　　　　　|Am　　　　　|Am　　|
 ツイッターで激白するんだ　　　筋トレ 始めると
|E7　　　　　　|E7　　　　　 |Am　　　　　　|Am　　|
 タイムラインがざわつき始めた 華麗に スルーする
|F　　　　 |F　　  　　　|G　　　　|Gsus4　G　|
 今年の夏はビキニパンツで海水浴するぞ　
 
|C　　　 |F　　　  |C　　　 |F　　　|
 筋トレしマッスル　筋トレしマッスル
|C　　　 |F　　　 |G　　　　　    |G　　　　　　　　|
 筋トレしマッスル キンキンキンキン筋トレ筋
|C　　　 |F　　　  |C　　　 |F　　　|
 筋トレしマッスル　筋トレしマッスル
|C　　　 |F　　　 |G　　　　　    |G　　　　　　　　|
 筋トレしマッスル キンキンキンキン筋トレしマッスル
|C　　　 |F　　　 |G　　　　　    |G　　　　　　　　|
　　　　　　　 　 キンキンキンキン筋トレしマッスル
|C　　　 |C　　　|
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|C 　　　 Am　　 |Am　　　　|C 　　　 Am　　 |Am　　　　|
 
|C 　　　 Am　　 |Am　　　　|C 　　　 Am　　 |Am　　　　|
 ピ〜ロリ ピロピロ ピロリ菌　 ピ〜ロリ ピロピロ ピロリ菌
|C 　　　  Am　　  |Am　　　 |
 ピロピロ　ピロピロ ピロリ菌
 
|Am　　　　  |Am　　　　 |Am　　　　    |Am　　　　|
 ぴーろーぴろ ぴーろーぴろ ぴろぴろぴろぴろぴーろぴろ
 
|C 　　　 Am　　 |Am　　　　|
 
|C 　　　 Am　　 |Am　　　　|C 　 Am　　  |Am　　　　|
 胃袋　　の中に　　ピロリ菌  本当の 名前は　　ヘリコ バクター・ピロリ
|C 　　　 Am　　 |Am　　　　|
 ピロピロ　ピロピロ ピロリ菌
 
|C 　　　 Am　　 |Am　　　　|
 
|C 　　　 Am　　 |Am　　 　|C 　　 Am　　|Am　　　　|
 胃炎、　胃潰瘍、十二指腸潰瘍 再発　　くり　 返すときは
|C 　　　 Am　　 |Am　　　　|
 ピロピロ　ピロピロ ピロリ菌
 
|Am　　　　  |Am　　　　 |Am　　　　    |Am　　　|
 ぴーろーぴろ ぴーろーぴろ ぴろぴろぴろぴろぴーろぴろ
 
|C 　　　 Am　　 |Am　　　　|

ピロリ菌音頭　　　　　　　1/2
作詞・作曲：Unching Brothers Band
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|C 　　　 Am　　 |Am　　　 |C 　　 Am　　  |Am　　　　|
 胃がんに なる 　発がん因子　認定　　されたよ W H O
|C 　　　 Am　　 |Am　　　　|
 ピロピロ　ピロピロ ピロリ菌

|C 　　　 Am　　 |Am　　　　|
 
|C 　　　  Am　　 |Am　　　 |C  　　　Am　　 |Am　　　　|
 胃酸の　　抑えと　抗生物質　薬で　　　除菌だ　１週間
|C 　　　 Am　　 |Am　　　　|
 ピロピロ　ピロピロ ピロリ菌
 
 
|Am　　　　  |Am　　　　 |Am　　　　    |Am　　　　|
 ぴーろーぴろ ぴーろーぴろ ぴろぴろぴろぴろぴーろぴろ
 
|C 　　　 Am　　 |Am　　　　|
 
|C 　　　 Am　　  |Am　　　　|C 　　　 Am　　  |Am　　　　|
 ピ〜ロリ ピロピロ ピロリ菌　 ピ〜ロリ ピロピロ ピロリ菌
|C 　　　  Am　　  |Am　　　|
 ピロピロ　ピロピロ ピロリ菌
 
|Am　　　　  |Am　　　　 |Am　　　　    |Am　　　　|
 ぴーろーぴろ ぴーろーぴろ ぴろぴろぴろぴろぴーろぴろ
 
|C 　　　 Am　　 |Am　　　　|C 　　　 Am　　 |Am　　　　|

ピロリ菌音頭　　　　　　　2/2
作詞・作曲：Unching Brothers Band
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|C 　　　　　　　　　　　　　　　　　　      |
 マクド行く？（マック行く？）
|C 　　　　　　　　　　　　　　　　　　      |
 ロイホ集合な（ロイヤルホスト集合ね）
|C 　　　　　　　　　　　　　　　　　　      |
 それさらやん（それ新品だよ）
|C 　　　　　　　　　　　　　　　　　　      |
 これつぶれてんで（壊れてるじゃん）
 
|F 　　　G 　　　|C 　　　　　　　　　      |
 あかん だめだめ　 はよせいや
 
|C 　　　　　　　　　　　　　　　　　　      |
 ほかしといてや（捨といてね）
|C 　　　　　　　　　　　　　　　　　　      |
 なおしてや（片付けといて）
|C 　　　　　　　　　　　　　　　　　　      |
 めばちこ痛いわ（ものもらいが痛いんだよね）
|C 　　　　　　　　　　　　　　　　　　      |
 カッターシャツどこ？（Yシャツどこぉ〜？）
 
|F 　　　G 　　　|C 　　　　　　　　        |
 せやな そうだ 　　なんでやねん
 
|D 　　　　　　　　　　 |Em　　　　　　　　      　|
 飛行機乗ったら１時間で 新幹線なら２時間半で
|F 　　　　　　　　　　 |G 　　　　　　　　　      |
 USJ もデズニーランドも 日帰り出来るよ
|D 　　　　　　　　　    |Em　　　　　　　      　|
 おもろい楽しい人たち沢山 集えや歌えや踊れや楽しめ
|F 　　　　　　　　　   |G 　　　　　　　　　       |
 楽器をもって大きな声でさあ
 
|C 　　　　　　　　　　　　　　　　　        |
 ぼんちあげ（歌舞伎あげ）
|C 　　　　　　　　　　　　　　　　　        |
 ケンタッキーのかしわうまいわぁ（ケンタッキーの鶏肉おいしいじゃん）
|C 　　　　　　　　　　　　　　　　　        |
 押しピン（画びょう）
|C 　　　　　　　　　　　　　　　　　        |
 にっぽんばし（にほんばし）
 
|F 　　　G 　　　|C 　　　　　　　　        |
 まいど おおきに　 ありがとさん

大阪弁東京弁（ゲストボーカル：マービンあたか）     1/2
作詞・作曲：Unching Brothers Band

※
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|C 　　　　　　　　　　　　　　　　　　      |
 おまえ性格いがんでるわ（おまえ性格ゆがんでる）
|C 　　　　　　　　　　　　　　　　        　|
 足ぐねってもうた（足くじいちゃった）
|C 　　　　　　　　　　　　　　　　　     　|
 蚊にかまれた（蚊にさされた痒い〜）     　
|C 　　　　　　　　　　　　　　　　     　　|
 あ〜こしょばゆい（くすぐったい）
 
|F 　　　G 　　　|C 　　　　　　　      　　|
 ほんま 本当 　　 おもろいで
 
 ※
 
|C 　　　　　　　　　　　　　　　　　     　 |
 遠慮のかたまり食べてや〜（最後に残った 1個食べてね）
|C 　　　　　　　　　　　　　　　　　     　 |
 シュッとしてんなぁ〜（ハンサムだねぇ〜）
|C 　　　　　　　　　　　　　　　　     　　 |
 う〜さぶいぼたった（う〜鳥肌たった）      　    　
|C 　　　　　　　　　　　　　　　　　     　 |
 ナイロン袋（レジ袋）
 
|F 　　　G 　　　|C      　　　　　　　　　 |
 なんぼ いくら　　 おばんざい

|C 　　　　　　　　　　　　     　　　　　　 |
 ちゃうちゃう（違う違う）
|C 　　　　　　　　　　　　　　　　     　　 |
 めっちゃくちゃやん（おぉ〜すごいじゃん）
|C 　　　　　　　　　　　　　　　　　     　 |
 いきしなおうてん（行く途中会ったよね）
|C 　　　　　　　　　　　　　　　　　     　 |
 かえりしな見てん（帰る途中見たよ）
 

|F 　　　G 　　　|C 　　　　　　　　     　 |
 突き出し お通し　　酒のあて
 
 ※
 
しらんけど

 

大阪弁東京弁（ゲストボーカル：マービンあたか）     2/2
作詞・作曲：Unching Brothers Band
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|C 　　 |F 　　　 |C 　　 |F 　　　　|
 歯磨き　楽しいな　歯磨き　嬉しいな
|G 　　　　　　　|G 　　 |C 　|C 　|
 おりこうさんだね 上手に　できた
 
|Am　　　　　 |Em　　　　|F 　　　　　|G 　　|
 ちゃんと歯磨きできないと　こ〜わいところへ
|Am　　　　 |Em　　　|F　　　Fm　　　 |G　|Gsus4 G |
 歯医者さんがまっている痛くて 泣いちゃうよ〜
 
|C 　　 |F 　　　 |C 　　 |F 　　　　|
 歯磨き　楽しいな　歯磨き　嬉しいな
|G 　　　　　　　|G 　　　　|C 　|C 　|
 大人といっしょだ 一人で出来た
 
|Am　　　　　　 |Em　　　 |F 　　　　　 |G 　　|
 おいしいおやつを食べたあと 綺麗に出来ないと
|Am　　　　 |Em　　　|F　　Fm　　　 |G　|Gsus4 G |
 歯の隙間に虫集まって 虫歯が出来ちゃうよ
 
|C 　　 |F 　　　 |C 　　 |F 　　　　|
 歯磨き　楽しいな　歯磨き　嬉しいな
|G 　　　　　　　|G 　　　　|C 　|C 　|
 大人といっしょだ 一人で出来た
|G 　　　　　　　|G 　　　　|C 　|C 　|
 おりこうさんだね 上手にできた

はみがきたのしいな
作詞・作曲：Unching Brothers Band

はみがき
たのしいな
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|C　　|A#　C　|C　　|A#　C　|
 
|C　　　　　|G 　 |A#　 |G　　|
 うんこをする時　僕らは拝む
|C　　　　　|G 　|A#　  |G　 |
 奥歯をかみしめ 両手を合わせ
 
|D　　　　　|C　　　　　|D　　　　|C　　　　　|
　 暗くて狭い　部屋の中　　君も僕も　　一人ぼっち
|D　　　　　|C　　　　　|D　　　　|G　　　　　|
　 いやな事　　忘れたいと　祈りを捧げる
 
|C　　|A#　C　|C　　|A#　C　|
 
|C　　　　　|G 　|A#　   |G　　|
 和式、　　洋式どちらでもいい
|C　　　　　|G 　|A#　   |G　　|
 祈りを　捧げる 便器があれば
 
|D　　　　　   |C　　　　　|D 　　　　|C　　　　|
　 なるべくなら 和式の方が　便所神に　 祈りやすい
|D　　　　　 |C　　　 　    |D　　　　|G　　　　|
　 昔の人は　 みんなそうして 祈りを捧げた
 
　　 |C　　|C　 |G　　|G　　　　　 |C　　|C　　|D　 　 |D　　|
そしてきっと神は 地上に降りて やがて僕らのことを救うだろう
　　 |C　　|C　 |G　　|G　　　　 　|C　　|C　　|D　 　 |D　　|
そしてきっと神は 地上に降りて やがて僕らのことを救うだろう
 
|C　GA|A#　|C　GA|A#　|C　GA|A#　|C　GA|A#　|
 
|C　　　　　|G 　 |A#　|G　　 |
 うんこをする時　僕らは拝む
|C　　　　　|G 　|A#　   |G　 |
 奥歯をかみしめ 両手を合わせ
 
|D　　　　　|C　　　　　|D　　　　|C　　　　　|
　 暗くて狭い　部屋の中　　君も僕も　　一人ぼっち
|D　　　　　|C　　　　　|D　　　　|G　　　　　|
　 いやな事　　忘れたいと　祈りを捧げる
 
　　 |C　　|C　 |G　　|G　　　　　 |C　　|C　　|D　 　 |D　　|
そしてきっと神は 地上に降りて やがて僕らのことを救うだろう
　　 |C　　|C　 |G　　|G　　　　 　|C　　|C　　|D　 　 |D　　|
そしてきっと神は 地上に降りて やがて僕らのことを救うだろう
 
|C　　|A#　C　|C　　|A#　C　|

いのりぐそ
作詞・作曲：Unching Brothers Band
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|C 　　　|C 　　　|F 　　　|F 　　　|G 　　　|G 　　　|C 　　　|C 　　　|
|C 　　　|C 　　　|F 　　　|F 　　　|G 　　　|G 　　　|C 　　　|C 　　　|
 
|C 　　　  |C 　　　|F 　　 |F 　　　|G 　　　|G 　　　|C 　　　|C 　　　|
 がんばれ　がんばれ 僕の　　声が　　あなた　に届き　 ます　  ように
|C 　　　  |C 　　　|F 　　　|F 　　　|G 　　　|G 　　　|C 　　　|C 　　　|
 がんばれ　がんばれ 大きな　声で　　 君を　　思い　　 続け　　る
 
|C 　　　|C 　　　|F 　　　|F 　　　|G 　　　|G 　　　|C 　　　|C 　　　|
 顔　　　を　　　 上げ　　 て　　　 空見     てごら   ん　　　　　　　　
|C 　　　|C 　　　|F 　　　|F 　　　|G 　　　|G 　　　|C 　　　|C 　　　|
 雲　　　がの     んび     り　　　 流　　　 れて     る　　　　　　　　
 
|C 　　　|C 　　　|F 　　　|F 　　　|G 　　　|G 　　　|C 　　　|C 　　　|
 街　　　はい     つも     と同     じ　　　 よお      に
 
|C 　　　|C 　　　|F 　　　|F 　　　|G 　　　|G 　　　|C 　　　|C 　　　|
 今日　　も　　　 夕日　　 に　　　赤く　　　染ま     る
 
|Am　　　|Am　　　|Em　　　|Em　　　|Am　　　|F 　　　|G 　　　|G 　　　|
 立ち　 止まって　 も　　良いよ　　　 君の　　　歩幅　　 で
|Am　　　|Am　　　|Em　　　|Em　　　|Am　　　|F 　　　|G 　　　|G 　　　|
 少し　　 ずつ　　 でも　 良いから　　 さあ　　　始め　　よう
|Gsus4　|G 　　　|
 
 ※
 
|C 　　　|C 　　　|F 　　　|F 　　　|G 　　　|G 　　　|C 　　　|C 　　　|
 大　　　切　　　 な　　　 人を　　 見　　  失わな　　 いで
|C 　　　|C 　　　|F 　　　|F 　　　|G 　　　|G 　　　|C 　　　|C 　　　|
 あな　　たを　　 待って　 る　　　 人　　　 がい     る

がんばれのうた                          1/2
作詞・作曲：Unching Brothers Band

※

★
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|Am　　　|Am　　　|Em　　　|Em　　　|Am　　　|F 　　　|G 　　　|G 　　　|
 笑　　　顔の　　　 君　　　　が　　　 見た　　　い　　 から
|Am　　　|Am　　　|Em　　　|Em　　　|Am　　　|F 　　　|G 　　　|G 　　　|
 明日　　　へ　　　　続　　　 く　　　 この　　　歌　　　を
|Gsus4　|G 　　　|
 

 ※ ×２
 
 ★

がんばれのうた                         2/2
作詞・作曲：Unching Brothers Band

が

れ
ばん
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|G　　　　　　　　　　　　　|G　　　　　　　　　　　　　|
 御用だ！御用だ！てやんでい　御用だ！御用だ！てやんでい
|G　　　　　　　　　　　　　|G　　　　　　　　　　　　　|
 御用だ！御用だ！てやんでい　御用だ！御用だ！てやんでい
 
|C　　　　　　  |G 　　　　　　　|
 咳出してる奴は いねだべか？
|C　　　　　　　|G 　　　　　　　|
 熱出してる奴は いねだべか？
|C　　　　　　　　 |G 　　　　　　　|
 手洗いしてねぇ奴は いねだべか？
|C　　　　　　　　　 |D 　　　　　　　|
 マスク持ってない奴は きらわれちゃうぞ ワォ〜
 
|G　　　　　　　　　　　　　|G　　　　　　　　　　　　　|
 御用だ！御用だ！てやんでい　御用だ！御用だ！てやんでい
|G　　　　　　　　　　　　　|G　　　　　　　　　　　　　|
 御用だ！御用だ！てやんでい　御用だ！御用だ！てやんでい
 
|C　　　　　　　|G 　　　　　　　|
 三密してる奴は　いねだべか？
|C　　　　　　　　|G 　　　　　　　|
 宴会してきた奴は　いねだべか？
|C　　　　　　　　　　|G 　　　　　　　|
 口角泡飛ばしてる奴は　いねだべか？
|C　　　　　　　　　　　|D 　　　　　　　|
 ワクチンうってねぇ奴は　早ぐいげ ワォ〜
 
|G　　　　　　　　　　　　　|G　　　　　　　　　　　　　|
 御用だ！御用だ！てやんでい　御用だ！御用だ！てやんでい
|G　　　　　　　　　　　　　|G　　　　　　　　　　　　　|
 御用だ！御用だ！てやんでい　御用だ！御用だ！てやんでい

御用だ！
作詞・作曲：Unching Brothers Band
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|C 　　　　　|F 　　　　　|C 　　　　　|G 　　　　　|
 寿司食わせろ 寿司食わせろ 寿司食わせろ お寿司
|C 　　　　　|F 　　　　　|C　　 G　　|C 　　　　　|
 寿司食わせろ 寿司食わせろ 寿司食わせろ お寿司
 
|C 　　　　　|F 　　　　　|C 　　　　　|F 　　　　　|
 回らない　　 お寿司 　　　四角くない　　お寿司
|C 　　　　　|F 　　　　　|G 　　　　　|G 　　　　　|
 手のひらで　 握った　　　 お寿司が食べたいなぁ〜
|G 　　　　　|G 　　　　　|G 　　　　　|G 　　　　　|
 あ〜　　　　 あ〜　　　　 あ〜　　　　 あ〜
 
|C 　　　　　|F 　　　　　|C 　　　　　|G 　　　　　|
 寿司食わせろ 寿司食わせろ 寿司食わせろ お寿司
|C 　　　　　|F 　　　　　|C　　 G　　|C 　　　　　|
 寿司食わせろ 寿司食わせろ 寿司食わせろ お寿司
|C　　　G　　     |C　　G　C　|
 寿司食わせろ　お寿司

すしくわせろ
作詞・作曲：Unching Brothers Band
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C
 
C　　　　　G
 君の頭が必要
C　　　　　　  G
 朝日みたいに輝く
F　　　　　　　  　　C
 俺の存在を輝かせてくれ
F　　　　　　　　  　C
 君の存在も輝かせてくれ
 
 はげぇ〜
 
C　　G
C　　G
F　　G
C　　C
 
C　　　　　　  G
 今こそ光をはなて
C　　　　　　　　  G
 世間が君を求めている
 
F　　　　　　　　　  C
 俺の存在を輝かせてくれ
F　　　　　　　　　  C
 君の存在も輝かせてくれ
 
 はげぇ〜

はげぇ
作詞・作曲：Unching Brothers Band

はげぇ～
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C                 G
How are you, grandchildren?

C                       G
I want to see you, grandchildren.

F        G  C    Am
Grandpa is lonely.

  F             G         C     C
I don't feel it on a videophone.

 

C                   G
I want to see your mam.

C                     G
I want to thank your dad.

F        G  C      Am
Grandma is lonely too.

  F               G           C     C
I won't touch you on the videophone.

 

F  G   C      Am
we are very lonely.

  F           G         C    C
I want to see you right now.

Grandpa
作詞・作曲：Unching Brothers Band
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G　　　　 G　　　　　　　　
今日の事は内緒にしといてね　
G　　　　　 G
明日のことも内緒にしといてね
C　　　　　 C
気になる事はたくさんあっただろう
G　　　　　　　 G
みてみぬふりして内緒にしといてね
D7　　　　　C7　　  G
求めてますよ大人の対応
 
G　　　　　　 G
忘れて欲しいのわかってますよ
G　　　　 G
大人の対応心得てますよ
C　　　　　　C
内緒にします お腹がすいた
G　　　　　 G
おすしに焼肉食べたいなぁ〜なぁ〜
D7　　　　　　C7　　　 G
これから一緒にいかがですか？
 
C　　 C　 G　　　　　 G
S　N　S で公開しないでね
C　　 C　　D　　　　　　　D
S　N　S にタグ付けしないでね
 
G　　　　　 G
あの日の事は内緒にしといてね
G　　　　　　 G
その日のことも内緒にしといてね
C　　　　　 C
知りたい事はたくさんあっただろう
G　　　　　　　 G
みてみぬふりして内緒にしといてね
D7　　　　　　　C7　　　　　 G
みざる いわざる きかざる が大事
 
C　　 C　 G　　　　　 G
S　N　S で公開しないでね
C　　 C　　D　　　　　　　D
S　N　S にタグ付けしないでね
C　　 C　 G　　　　　 G
S　N　S で公開しないでね
C　　 C　　D　　　　　　　D
S　N　S にタグ付けしないでね
G

ないしょの話
作詞・作曲：Unching Brothers Band

S

S

N
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|C 　　　|Am　　　|F 　　　|G 　　　|C 　　　|Am　　　|F 　　　|G 　　　|
 
|C 　　　|Am　　　|F 　　　|G　　　|
 ワイキキビーチに　　腰を　 おろして
|C 　　　|Am　　　|F 　　　|G　　　|
 語り　　　かけたい あなた　に
|C 　　　|Am　　　|F 　　　|G 　　　|
 今度の　 日曜日　　 時間が あるなら
|C 　　　|Am　　　|F 　　　     |G 　　　|
 二人で　 一緒に　 行きたいところがあるんだ
 
|E7　　　|Am　　　|F 　　　 |G 　　　|
 　水平　 線に　　 夕日が落ちてく
|E7　　　  |Am　　　|F 　　　|G 　　　|Gsus4 G|
 　椰子の木揺れる　　 夜風が 吹く
 
|C 　　　   |Am　　　|F 　　　|G 　　　|
アロハオエクーイポ　　一緒に　歩こう
|C 　　　  |Am　　|F 　　　|G 　　　|
アロハオエクーイポ　いつまでもいつまでも
 
|C 　　　|Am　　　|F 　　　|G 　　　|C 　　　|Am　　　|F 　　　|G 　　　|
 (あ、一番星だ ほらあそこにも　　　　こうして二人でのんびりとね）

|C 　　  　|Am　　　|F 　　　|G　　　|
 　星降る　夜に　　 あなたと 二人
|C 　　  　|Am　　　|F 　　　|G　　　|
 恋しい　　夜に　　　抱かれていたい
 
|E7　　　   |Am　　　|F 　　　|G 　　　|
 タンタラスの丘で　   伝えた　 恋の
|E7　　　|Am　　　|F 　　　     |G 　　　|Gsus4 G|
 　返事をそろそろ　　聞かせてくれないか？

|C 　　　|Am　　　|F 　　　  |G 　　　|
アロハオエクーイポ　　一緒に　歩こう
|C 　　　 |Am　　　|F 　　　|G 　　　|
アロハオエクーイポ　いつまでも
|C 　　　 |Am　　　|F 　　　  |G 　　　|
アロハオエクーイポ　　一緒に　歩こう
|C 　　　 |Am　　　|F 　　　|G 　　　|
アロハオエクーイポ　いつまでもいつまでも
 
|C 　　　|Am　　　|F 　　　|G 　　　|C 　　　|Am　　　|F 　　　|G 　　　|

アロハオエ・クウイポ
作詞・作曲：Unching Brothers Band
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オリジナルギターコード表
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オリジナルウクレレコード表
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