
【『香水』の替え歌『洗体』】 

 

夜中に いきなりさ 

『良い娘ハイッタヨ』 って LINE 

店（きみ）にはもう 1 年くらい行ってないのにどうしたの？ 

 

あの頃 洗体はさ 

何でもできる気がしてた 

週 2 で、ヌキに行っては、たくさん 亜鉛取ったね 

 

でも見てよ今の僕を 

既婚者の僕を 

嫁を傷付けて 嫁泣かせても 

までは行く気おきなくてさ 

 

別に泡を求めてないけど 

駅にいられると思い出す 

君のローション&ボディーソープの 

洗体のせいだよ 

 

ﾇｰﾙﾇﾙﾇﾙﾇﾙﾇﾙ 

ﾇｰﾙﾇﾙﾇﾙﾇﾙ 

 

今更、店に行ってさ 

僕は何を言ったらいい？ 

「スペシャル コースで」嫁がいるから言えないよ 

どしたの、いきなりさぁ、店名(なまえ)なんか変わり出して 

行きたくないよ 行きたくないよ 僕が変わっただけだから 

 

でも見てよ今の僕を 

既婚者の僕を 

齡 27 にもなったけど 

ちんぽめちゃめちゃ固くてさ 

 

別に泡を求めてないけど 

謎の看板で思い出す 



君のローション&ボディーソープの洗体のせいだよ 

 

別に泡をまた好きになる 

事なんてありえないけど 

嫁のローション&唾液の 

鬼責めが思い出させる 

 

泡が無くても 駅前のビルに 

戻りたいとかは思わないけど 

嫁の手を見ると思う 

 

別に泡を求めてないけど 

雑居ビルを見て思い出す 

君のローション&ボディーソープの洗体のせいだよ 

 

別に嫁をまた好きになる 

くらい嫁は素敵な人だよ 

でもまたオラの嫁の鬼手コキで 

オラがめちゃイクんだ 

 

ﾇｰﾙﾇﾙﾇﾙﾇﾙﾇﾙ 

ﾇｰﾙﾇﾙﾇﾙﾇﾙ 

 

 

【『セロリ』の替え歌で『クンニ』】 

 

育ってきた環境が違うから好き嫌いはイナメナイ 

陰毛が濃かったり 乳輪が薄かったり するのね 

ましてや遺伝的要因だから 体臭はしょうがない 

汗かきだったり をシュレット苦手だったり するよね 

 

何がきっかけでどんなタイミングで個人差が出るんだろう 

おしっこする時とかうんちするときには 出来るだけ よく拭いて欲しいのさ 

う～頑張ってみるよ クンニだけ 頑張ってみるよ 

少しだけ なんだかんだ言っても つまりは 単純に クンニだけ苦手なのさ 

 



もともと 尿道と近すぎるから 臭いのは否めない 

アナルも近かったり 蒸れやすいとこだったりするのね 

無理して舐めないで 手マンでごまかして 逃げることできるけど 

逃げちゃだめだと 心の真ん中が さけぶから 一か八かするのさ 

 

うー、頑張ってみるよ クンニだけ 頑張ってみるよ 

クンニだけ クンニクンニ言っても やっぱり 単純に膣のこと好きなのさ 

うー、頑張ってみるよ クリトリスだけ 頑張ってみるよ 

クリトリスだけ なんだかんだ舐めても つまりは 単純に 君の事  好きなのさ 

 

【『雑に親族しょうかい』】 

 

父 浮気する 

母 ヒス凄い 

次男 多分童貞 

次男 素人童貞 

 

ざつざつざつざつ 雑に しんぞく 

紹介しようかい ざつに紹介 

 

ざつざつざつざつ 雑に しんぞく 

紹介しようかい ざつに紹介 

 

父 胸毛濃い 

父 裏ビ持つ 

母 彼氏いる 

彼氏 ナカムラサトシ 

 

ざつざつざつざつ 雑に しんぞく 

紹介しようかい ざつに紹介 

 

ざつざつざつざつ 雑に しんぞく 

紹介しようかい ざつに紹介 

 

義父 元ヤン 

義母 元ヤン 



義理の兄 元ヤン 

嫁の家 ヤンキー多い 

 

ざつざつざつざつ 雑に しんぞく 

紹介しようかい ざつに紹介 

 

ざつざつざつざつ 雑に しんぞく 

紹介しようかい  

 

雑な紹介だけど間違っちゃいない 

雑な紹介だけど親族大好き 

 

祖父 死にかけ 

祖母 死にかけ 

祖父(父方) とっくに死んだ 

祖母(父方) アルツハイマー 

嫁 かわいい 

嫁 かわいい 

嫁 手コキがうまい 

嫁 アナルがキレイ 

 

ざつざつざつざつ 雑に しんぞく 

紹介しようかい ざつに紹介 

 

ざつざつざつざつ 雑に しんぞく 

紹介しようかい  

 

 

オレ イケメン 

オレ カッコイイ 

オレ 約束守る 

オレ 洗体行かない 

オレ 嫁愛す 

オレ 嫁守る 

オレ 嫁を抱く 

オレ アナルを舐める 



 

ざつざつざつざつ 雑に しんぞく 

紹介しようかい ざつに紹介 

 

ざつざつざつざつ 雑に しんぞく 

紹介しようかい ざつに紹介 

  

勝手な結婚で 吉田家キレてる 

ずっとキレている 犯罪者扱い 

 

ざつざつざつざつ 雑に しんぞく 

紹介しようかい ざつに紹介 

 

ざつざつざつざつ 雑に しんぞく 

紹介しようかい ざつに紹介  

 

【スピッツ『チェリー』の替え歌で『童貞(チェリー)』】 

 

君を忘れない 曲がりくねった内部構造 

一緒についてくるローションと 日貫通型のフォルム  

 

二度と戻れない 初めてオナホを買った日 

あの日 想像した以上に 柔らかい未来が僕を待ってた 

 

オナホ所有者の響きだけで 強くなれる気がしたよ 

新品の小名ホールを つぶれるほど抱きしめて 

 

こぼれそうなローション 空気抜きが下手くそで 

このちんちんが入るのか そう 1 人で呟いた 

 

少しだけ狭い 僕のチンコでこじあけて 

今 せかされるように 飛ばされるように ピストンしてく 

あっだっめだ と思った瞬間 すでに射精をしてたよ 

部屋で丸くなりながら、目を閉じ余韻を感じる 

 

どんなに洗っても こびりついた 生死がなかなか落ちない 



もう使わないと 切り裂いたオナホ 燃えないゴミで捨てたけれど 気持ち良かった よー 

 

君を忘れない 裏返して洗った日 

きっと 想像した以上の 賢者タイムが僕をまっててた 

 

ちんちん出して お菜穂洗う その姿 が悲しくて 

オナホなんて人生に 必要ないと知った 

 

テレビを見てるときっにナマコが画面に移ると 

条件反射のようにちんちんが少したった 

 

 

【泥ラジ振り返りの歌 2020】 

 

泥ラジ振り返り 

2020 年 はじめるよ 

 

「イキそうと」と言われた 

そしたら返せよ「再会（サイツェン）」と 

 

乳首責めされると 

女の子みたいになるのかな 

乳首攻められてる 

俺は世界一可愛いかなぁ 

 

あの日 中野駅前  

マンボー １人 

昼行灯を待つ俺 

 

童貞卒業した上 

彼女になったし、最早入籍した 

Doro love forever 

 

AV 女優に気に入られたい 性病検査行く 

 

金が無いから 



僕と長谷川 

同じ家住むよ 

 

 

リビングでオナニー 

してもいいのかは、分からない 

 

ホッホッホホホホ 

陽気なチンパンジーみたいだ 

 

ヤバいセフレと示談 

カオス過ぎる 市川くんからの文（ふみ） 

 

ヤバいセフレが彼女に 

長谷川、彼女と、謎の三人生活 

ホッホホホホ 

 

ヤバいセフレと 

結婚したよ 

付き合って２ヶ月 

結婚したら女子のフォロワー 

バチクソ減ったよね 

 

ホッホッホホホ 

眼球手術 めちゃくちゃ痛い 

ビスコ食べ 我慢 

 

ここの歌詞だけ 

まるで浮かばない 

ホホホ  ホホ ホッホホ 

 

記憶の中のピンサロ行くよ 

ピンサロコスパいい 

 

声優がキャラ 

クターを語るな 



 

飲み会でやれよ 

飲み会でやれよ 

 

【チムチムチェリーの替え歌で『パイパイおっぱい』】 

 

おっぱい おっぱい パイパイ おっぱい 

おっぱいのいいとこをいうよ 

 

おっぱい おっぱい パイパイ おっぱい 

町一番のバスト好き 

みなさん聞いて くださいな 

 

生まれて初めて何を飲む 十中八九はおっぱいさ 

おっぱいに顔よせて眠るとき 男は鎧を脱ぎ捨てる 

 

おっぱい おっぱい パイパイ おっぱい 

おっぱいになら殺されてもいい 

おっぱい おっぱい パイパイ おっぱい 

 

おっぱいへの熱意を感じておくれ 

みなさん聞いて くださいな 

 

おっぱいを僕がのぞくとき 僕もおっぱいからのぞかれる 

おっぱいを僕がもむときに 僕もおっぱいからもまれたい 

 

おっぱい おっぱい パイパイ おっぱい 

おっぱいを壁に埋め込みたい 

 

おっぱい おっぱい パイパイ おっぱい 

もちろん乳首もアイラビューニップルズ 

みなさん感じて おりますか？ 

 

わたしの好きなおっぱいは 大きさやハリや形じゃない 

いわば優しさその権化 帰る故郷というべきか 

 



なんてすてきな そのおっぱい 

 

  

おっぱい おっぱい パイパイ おっぱい 

あっぱいで握った寿司を食べたい 

 

さあさ みんなで 歌いましょう 

おっぱいおっぱい パイパイ おっぱい 

おっぱい おっぱい パイパイ おっぱい 


