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01. 海物語
 ～Go!Go!SEA STORY セカンドシーズン～
 歌：マリン&ワリン&ウリン

GREAT SEA STORY
-BEST ALBUM-

輝くマリンブルー　やっと出会ったサマータイム
ミラクルマリンパワー　「せーの」で飛び込もう！
Go！Go！Let’s Go！ SEA STORY

太陽さんさん　裸足で　かけだしていこうビーチへ
トコナツ　冒険　
見つけにいこう　海のワンダーランド

みんな歌えば（歌おう）　
イルカがジャンプ（高く）
カニとタコのダンス（ワンツー）　
スペシャルな夢を描こう！ 

輝くマリンブルー　やっと出会ったサマータイム
ミラクルマリンパワー　「せーの」で飛び込もう！

Go！Go！Let’s Go！ SEA STORY

海底探検　泳いで　一緒に遊びにいこうよ
笑顔が何よりの
たったひとつの宝物だよ

シャチの背中に（乗って）
サンゴのトンネル（抜けて）
クラゲのリズム（ワンツー）
始まる夢のステージ！

きらめくマリンスノー　みんないっしょにEveryday
スペシャルサマーソング　「せーの」で始めよう！

Go！Go！Let’s Go！ SEA STORY

輝くマリンブルー　やっと出会ったサマータイム
ミラクルマリンパワー　「せーの」で飛び込もう！

グレートマリンブルー　水平線の彼方まで
ミラクルマリンパワー　「せーの」で飛び込もう！

02. Musical in the Sea ～大海物語の1日～
 歌：マリン

タコさん　カメさん
起きて！起きて！みんなの出番よ！
寝ぼけてないで　ちゃんと並んで！
おめかしして　お出迎えしなくちゃ

準備はいいかな？
はいっ　１・２・３！　２・２・３！
サメさん　アンコウさん　どんどん泳いで！
いっぱい泳いで　幸せ届けよう！

お魚さんが流れたら　今度は私の番ね
ジュゴンさん　準備はいーい？

みんなで歌って盛り上げよう！
楽しい時間の始まりよ！
嬉しい笑顔を集めよう！
大きなストーリーこれからもずっと！
この広がる舞台で　みんなで楽しい海物語
この輝く世界で　みんなで一緒に遊ぼうよ！
まだまだやることはたくさん！　さぁがんばるぞー！

タコさん　カメさん
はやく！はやく！出番が来ちゃうよ！
寝起きの顔も　シャキっと直して！
最高の笑顔で　今日もがんばろう！

準備はいいかな？
それっ　３・２・３！　４・２・３！
サメさん　アンコウさん　遅れているかな？
みんなで一緒に　元気よく泳ごう！

お魚さんがいっぱいね　私も準備万端！
「ジュゴンさん　今日もおねがーい！」

Happy Lucky楽しく踊りましょう！
眩い光に包まれて！
素敵な音色を奏でよう！
大きなストーリー響いてくもっと！
この広がる舞台で　みんなで楽しい海物語
この輝く世界で　みんなで一緒に遊ぼうよ！
やることはまだ無限大！　さぁ、夢を見よう！

まだまだ歌って踊りましょう！
楽しい時間を最後まで！
素敵な奇跡を届けよう！
大きなストーリーこれからもきっと！！
この広がる舞台で　いつでも楽しい海物語
この輝く世界で　いつでも一緒に遊ぼうよ！
みんな明日もよろしくね！　いつもありがとう！

03. Day & Day
 歌：マリン&ウリン

何気ない日々　元気な声が　キラキラと響いてる
昨日今日明日　繰り返して　未来を紡いでいく

いつも自由で　ちょっとワガママなところも
ありのままでいい　それが２人だから

私達今日も　Let's & Go！
一緒ならきっと　Happy Day！
笑顔ずっと続け　Keep Smiling！
光り輝くStory
私達明日も　Love & Peace！
一緒ならもっと　Shiny Day！
どんな日も乗り越えられる
素敵な思い出綴る My Sister

２人歩んだ　この並木道　また花が咲いていた
いつもどこかで　はしゃぎあってた
声が聞こえてくるよ

髪を撫でると　ちょっとはにかみ　微笑んで
そんなところも　大好きなんだよ

毎日がまさに　Lucky Day！

２人ならいつも　Fly &　Day！
青空にずっと　Kiss &　Kiss
新たな夢作ろう
どんな日もずっと　I miss you！　
体中響け　It's my Dream！
今日もまた笑顔になる
素敵な思い出綴る My Sister

いつも自由で　ちょっとワガママなところも
ありのままでいい　それが２人だから

私達今日も　Let's & Go！
一緒ならきっと　Happy Day！
笑顔ずっと続け　Keep Smiling！
光り輝くStory
私達明日も　Love & Peace！
一緒ならもっと　Shiny Day！
どんな日も乗り越えられる
素敵な２人魅惑の My Sister

04. キボウへ
 歌：マリンWith8代目ミスマリンちゃん

何まだ見ぬ明日へ、きっと行ける気がするんだ

波打ち際 揺れる心
不安の向こうに 光はあるかな
胸を締める もどかしさが
こらえきれなくて 願いへ走り出した

扉を開いたら カラフルな服を選んで
手を伸ばそう 太陽よりもまぶしい世界
「ほら行こうよ」

Good time まだ見ぬ奇跡へ 全力全身で進め
俯いてたら見えない愛や出会いが満ちてる
１人じゃないよ
far away まばゆい時間を 結んだ絆と分かち合えたなら
つないだ手 いつまでも離れないから

大事そうに 抱えていた
孤独に手を振り 靴紐締め直して
いつの間にか この手の中
握りしめていた 願いまでの未来図

心を開いたら　魔法の言葉を唱えて

見つけ出そう　宇宙よりも大きなファンタジー
「無限大の」

Dreaming まだ見ぬキボウへ 震える想い振り上げて
いつも見守ってくれる愛や祈りを抱きしめ
１人じゃないよ
Moving 新しい日々が 彩る道のり“ありがとう”達
虹色の可能性は途切れないから

擦りむくたび増える傷は　臆病にカサブタの蓋をして
強い意志に変えてく　oh

Good time まだ見ぬ奇跡へ 全力全身で進め
俯いてたら見えない愛や出会いが満ちてる １人じゃないよ
for away 眩い時間を 結んだ絆と分かち合いながら
つないだ手いつまでも離さぬよう

Dreaming まだ見ぬキボウへ 震える想い振り上げて
いつも見守ってくれる愛や祈りを抱きしめ １人じゃないよ

Moving 新しい日々が 彩る道のり“ありがとう”達
虹色の可能性は途切れないまま

大海物語４
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09. 星に伝えて
 歌：6代目ミスマリンちゃん

静かな海映り込む　淡い光揺らめいて
ふとして見上げた星空は
あの頃と同じように輝いている

君の優しさに　ああ　どれほど夢を見ただろう
水面に浮かぶ思い出たち笑ってる
きらめく星に伝えたいよ　「ありがとう」

足早に過ぎ去っていく　うしろ姿見えなくなる
素直な気持ちがあふれ出す
いつまでもこのままじゃいられないと

君のぬくもりは　ああ　偽りなんかじゃない
季節はめぐり同じ空眺める夜
あの日のように君のそばにいるから

10. 夏色 ～Touch My Heart～
 歌：マリン

Touch My Heart　照れないで
Touch My Love　つかまえて

真夏に燃える太陽
小麦の素肌を照らす
海辺をあなたと走り抜ける

Touch My Heart　私だけ
Touch My Love　みつめてよ
つぶらな瞳の奥　爽やか夏の色

やさしい風が吹いて
黒髪なびかせてゆく
愛らしい笑顔に胸が弾む

Catch The Sky　どこまでも
Catch The Sea 　波に乗って
ビキニが似合う季節　感じて抱きしめて

憧れてた世界が広がってく

Touch My Heart　いつまでも
Touch My Love　そばにいて
恋していいか？なんて　聞かずに抱きしめて

Catch The Sky　どこまでも
Catch The Sea 　波に乗って
ビキニが似合う季節　感じて抱きしめて

12. ジャングルツアーLET'S GO!!
 歌：ワリン

YES!　ジャングルツアーLET’S GO!!
たからもの　抱きしめよう

いよいよ始まる　ミステリー溢れるジャングルへLET’S GO
長い道のりで高まる　サプライズが待ってるはず

ゆかいなあいさつ　仲良くなれるよ
手と手をつないで　もっと先へ進め　急げ！

YES!　ジャングルツアーLET’S GO!!
パラダイスみつけた
HEY!　ジャングルツアーLET’S JOY!!
海の色ピュアだね
大切な出逢い　みんなたからもの

まだまだ続くよ　未知なるジャングル　気分ハイテンション
マングローブの森　到着！　ターザンごっこしてみたいね

不思議な体験　たくさんできるよ
イメージするより　もっと楽しいところ　おいで！

YES!　ジャングルツアーLET’S JUMP!!
ほら一緒に　はしゃごう
HEY!　ジャングルツアーLET’S GET!!
光る夢つかもう
夕焼けもキレイ　明日また遊ぼう

YES!　ジャングルツアーLET’S GO!!
パラダイスみつけた
HEY!　ジャングルツアーLET’S JOY!!
海の色ピュアだね
大切な出逢い　みんなたからもの

11. 期待100%フラッシュ!
 歌：マリン

大きな海まで夢を見つけに行こう
光れ！ド・デ・カ・イ・期待１００％フラッシュ

さあ行こう　海の底まで　映る世界はカラフル
みんなおいでよ　ハート高鳴らせ
まるい珊瑚の島から　遠くの水平線まで
はしゃぎ過ぎな波を飛び越えてく

チャンスは１度きり　見逃さないで
その手　伸ばして
何が起こるの？光の先
夢でいっぱいのドキドキの箱

大きな海へと繋がるLagoon
迷うことなんて何もない
でっかい夢打ち上げて
今　目の前広がる魅惑のAtlantis
探し求めたTreasure この手に
輝くOcean Dream
掴め！ド・デ・カ・イ・期待１００％フラッシュ

どんなに寂しい時も　一人きりなんかじゃない
小さな仲間が導いてくれる
青い海のVenus　どこかで息ひそめてる
ついておいでDon't worry　勇気出して

心の準備はイイ？よそ見はNG！
その手　かざして
地図なんて意味ない　誰も知らない
謎でいっぱいの　海の大冒険

大きな海までひとっ飛びTogether
夢へのヒント追いかけて
向かい風　突き進め
今　この海響いた祝福の鐘の音が
鳴り止んだ時　きっとその先には
生まれるOcean Dream
開け！ド・デ・カ・イ・期待１００％フラッシュ

七色に輝いた伝説の宝物
...ここに！

大きな瞳に夢を抱いて
必ず手にしてみせる
面舵いっぱい　さあ進め
今　光が差し込み照らし出す真実は
大海原に語り継がれた
輝くOcean Dream
光れ！ド・デ・カ・イ・期待１００％フラッシュ

07. 夏空 ―かけがえのないDays―
 歌：6代目ミスマリンちゃん

いつまでも忘れない　思い出になる

歌う風のむこうで海が笑う
灼熱のサマータイム
陽の光に焦らされ
高まってく気持ち　もう止められない

突き抜けてく夏空
―かけがえのないDays―

手を叩いて笑った
手を取りあって走った
どんな時でもどんな場所でも
めぐる季節の中で膨らんだ夢は
夏の太陽が叶えてくれる
青い海の物語　描き続けよう

蜃気楼に揺らめく水平線
楽園のサマータイム
白い砂の舞台で
きらめく夢乗せて風が踊るよ

駆け抜けてく夏空
―かけがえのないDays―

声を上げて笑った
波に向かって走った
どんな時でもどんな場所でも
カメラなんかじゃ写せない
ちょっとせっかちな夏を
心の奥に焼き付けておこう
青い海の物語　描き続けよう

08. 夏の奇跡
 歌：6代目ミスマリンちゃん

広いビーチに背の高い影
砂に残した思い出たち

今年もこうやって海へ来れたこと
きっと夏の奇跡　まるで夢みたいだよ

空は甘く甘いオレンジにとろけて
全部抱きしめていく
キラリ涙をさらってく
遠く遠く雲を連れてく
心の奥がキュンと鳴る

風のメロディー耳をすませて
夏の日差しは眠りにつく

このままどこまでも海を漂って
いつかたどり着くよ　夏の誰かの元へ

空は甘く甘いオレンジにとろけて
全部優しくなってく
太陽が海に混ざってく
世界中が愛で満ちてく
心の奥がキュンと鳴る

空は甘く甘いオレンジにとろけて
今日を終わらせていく
波音だけを残して

空は甘く甘いオレンジにとろけて
全部抱きしめていく
キラリ涙をさらってく
遠く遠く雲を連れてく
心の奥がキュンと鳴る

大海物語BLACK05. 全力アソビヨリ！
 歌：マリンWith8代目ミスマリンちゃん

ひさびさ休日だし
のんびりしてる暇じゃないよ！
ワクワクの地図広げて
裸足のまま飛び出そうじゃん

真夏の風
日差しの向こうから 波の音がする
高鳴る鼓動が 連れてく海のパラダイス

贅沢！ENJOY！夏だTRY！
完全ムテキ はしゃGOー！
どんなユウウツだって吹き飛ばすくらい
It’s now or never！
全開！テンション！海へDIVE！
感覚ビンカン　アゲてこう
呼吸も忘れるほど　ときめこう
全力アソビヨリ！　とき放て

ピカピカ太陽さえも
背中押してる気がしてる
１回きりの今日だから
最高のトキを目指そうじゃん

熱いビーチ
たなびく南風　常夏に触れて
ほころぶ心が 導く想像の世界

前進！let's go！今だSMILE！
大きな一歩踏み出そう！
どんな不安さえもない場所へ
It’s now or never！
単純！明快！海へDIVE！
感情デンパ立ててこう
奇跡をキャッチするまでカケテこう！
全力アソビヨリ！　追いかけて

すぐそばに転がる
ロマンスの欠片たち
全部かき集めたらもっと
wonderful wonder

贅沢！ENJOY！夏だTRY！
完全ムテキ はしゃGOー！
どんなユウウツだって吹き飛ばすくらい
It’s now or never！
全開！テンション！海へDIVE！
感覚ビンカン　アゲてこう
呼吸も忘れるほど　ときめこう
全力アソビヨリ！　とき放て

06. シューティング☆ジェットコースター
 歌：マリン

輝くお月さま　星たちに誘われて　ふわり
コ・コ・ロ　トキメキ　物語はつづく

キラメク瞬間　動き出すジェットコースター
さぁユメのセカイへ　ここから飛び出そう

キラリ　キラリ　手が届きそう
もっと　もっと　ワクワクしたい
導かれるまま　星の波かき分けて
キラリ　キラリ　ほら流れ星
いつも　見てる　景色の中に
海にいるような　不思議な気持ち

大空ミュージアム　星たちが作り出す　星座
突然現れた　流れ星のシャワー

瞳を閉じたら　手をつなぎ　想い込めよう
届きますようにと　願い事３回

キラリ　キラリ　みんなの願い
きっと　きっと　叶えてくれる
導かれるように　宇宙を散歩するの
キラリ　キラリ　ムネがトキメク
ゆらり　ゆらり　波のリズムに
ドキドキ止まらない　踊りだしそう

キラメク瞬間　動き出すジェットコースター
さぁユメのセカイへ　ここから飛び出すの

キラリ　キラリ　手が届きそう
ずっと　ずっと　ワクワクしたい
導かれるまま　星の波かき分けて

キラリ　キラリ　ユメを掴んで
いつも　見てる　景色の中に
海にいるようなステキな気持ち

13. ミラクル♥フレンズ　歌：サム

ハッピー　ハッピー大好き
ラブラブ♡アニマル

青い空と　熱い太陽
みどりあふれる　ワンダーランド

森の奥へ　出かけようよ
ヒミツ探しに　行こうぜ

ダーッと　飛んでかけ抜ける
きっとこれは夢の中
広い世界　いろいろあるのさ

無邪気ないたずらが
あっという間に　波の風切る
どきどき　始まる　カーチェイス
いくぜ　つぎの　旅へ

ミラクル　ミラクル　ミラクル
かわいい　友達
ハラハラ　ハラハラ　ハラハラ
きらめく　星空

ハッピー　ハッピー大好き
ラブラブ♡アニマル 
 
ハッピー　ハッピー大好き
ラブラブ♡ジャングル

俺のパワー　溢れだすぜ
ベリーキュートな　ダンシングガール

気持ち込めて　魔法かけろ
俺と一緒に　行こうぜ

ぐっと　拳握りしめ　前に前に突き進め
二人一緒にガンガン行こうぜ

ハジけるテンション 熱いパワーと
波が飛び出す
どきどき　 魅惑の冒険
いくぜ　つぎの　海へ

ミラクル　ミラクル　ミラクル
かわいい　友達

パワフル　パワフル　パワフル
きらめく　青空

ラッキー　ラッキー大好き
ラブラブ♡アニマル

ハッピー　ハッピー大好き
ラブラブ♡ジャングル
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05・06. 『だいすき』って気持ち
 　　　歌：マリン

夏休み♪　でも・・・忙しい
海へ行くハズだったのに・・・
キミの予定がたて込んで
「ムリ」の一言ショックだよ～

期待ふくらんだまんまで
淋しいよ～　会いたいよ
ただ『だいすき』ってだけで
キミのこと　困らせる
そんなんじゃないんだってば・・・！

好きだから　会いたいよ
楽しいことは　ぜんぶ
キミといたい　キミじゃなきゃ
笑顔パワーも出ないもん☆

忙しいのは分かってる
（でも）割り切れないのが恋心
予定切り上げ来てくれた
キミに感動　抱きしめた

海に着くまで眠ってて

いいからね　ありがとう
ただ『だいすき』って気持ち
こんなにも　胸いっぱい
幸せになれる不思議

これからも　よろしくね
こんなわたしだけど
この笑顔　きみのもの
きみだけに見せてあげるもん♡

07. ～春～ありがとう
 歌：マリン

暖かな陽だまり　雪解け感じてる
ほらね　夢がいっぱい溢れ出す
止まらないドキドキ　素敵なときめきが
春の風に乗ってやってくるのよ　

手帳のページ　増えてくメモリー
めぐる　今日の出会いに
ありがとう☆　

桜咲いたなら　笑顔も花咲く
春の物語　はじまる
一緒にね　歩いてこう♪
桜咲いてるよ　光でいっぱいね
春のつぼみがふくらんで
明日へと続いてく道
ずっとずっとずっとその先へ　

窓をあけてみたら　花びら舞い込んだ
ほらね　胸がワクワクおどりだす
穏やかな木漏れ日　桜色のじゅうたん

瞳閉じて　寝転んでみようよ
春色ベール　聴こえるメロディ
ひびく　この瞬間を
待ってたよ☆　

桜咲いたなら　景色も色づく
春の物語　かがやく
一緒にね　歌おうよ♪
桜咲いてるよ　愛でいっぱいね
春の季節がきらめいて
未来へと続いてく道
もっともっともっとその先へ

08. ～夏～
 ドキドキ☆サマードライブ
 歌：マリン

ドキドキの夏休みがやってきたね
早起き　海へドライブ楽しんじゃおう　

白黒トンネル　くぐり抜けて

ひまわり咲く　真夏のマリンブルーの海
ほら！一緒に叶えよう　光の道走ろう
白い浜辺　広げたパラソルの花たち
窓を開けて叫ぶの
思い出はね　きっと宝物だから
Lalalala
キラキラする宝物　

ノリノリな音楽で踊っちゃおうよ
今夜は海辺でキャンプはじけたいね　

砂浜　描いた冒険の地図

花びら舞う　真夏のスカイブルーの夢
ほら！一緒に探そう　夕涼みの潮風
熱帯夜に広がる　花火が満開ね
目を閉じれば感じるの
この想いは　ずっと宝物だから
Lalalala
たったひとつの宝物

大海物語2

14. ネバギバ!
 歌：ウリン

スイスイ海を泳いでいたら見つけた
キラキラ光る「？」を

ツイツイ触れたら「！」
ドキドキが弾けちゃうよ！

みんな　みんな　飛び跳ねる
それは　それは　一大事
全力で助けにいこうー！

なんてったって　Never Give Up！
エンヤコラ頑張って
いついつだって　Never Give Up！
ガンガン進め！

まだまだずっと　Never Give Up！
ミラクルパワー全開で
ドンドン壁　越えたら
みつけた！宝物だよ

フワフワ揺れる波間にイルカのダンス
ワクワク　一緒に踊ろっ！
オヤオヤあれは何だろう
ギュンギュン　近づいてくる

みんな　みんな　勢ぞろい
いまだ　いまだ  群れになれ
奇跡を見せたいよ　君に！

かなえたくて　Happy Magic！
ドンとノッて　楽しんで
つきぬけたら　Happy Magic！
ノリノリでいこう！

キュンキュンだって　Happy Magic！
ガムシャラに追い抜いて
グルグル波　越えたら
ひろがれ！みんなの笑顔

もっともっと嬉しいこと待っているんだよ
両手じゃ抱えきれないくらい
一瞬で変わる世界　見逃さないでね☆
祝福の鐘の音　ディンドンドン鳴り響いている、今！

なんてったって　Never Give Up！
エンヤコラ頑張って
いついつだって　Never Give Up！
ガンガン進め！

まだまだずっと　Never Give Up！
ミラクルパワー全開で
ドンドン虹　越えたら
みつけた！宝物だよ

15. “Sea”you again
 歌：マリン

キラキラ光る☆の海
流れ星を探しに行こう
思い返す同じ記憶
胸のアルバムしまい込んだ

見上げる夜空に手を伸ばす
みんなの笑顔が輝いてる
夢みたいなこの時間を
ずっと忘れないよ

指切りをしたら　約束だよ
“Sea”you again　またこの海で
みんなで遊ぼう　今日のつづき
Good day Good bye　重ねて行こう
ひとつ前に進もう
まぶしい未来　ひとりじゃない

“Sea”you again

１つ１つの☆たちが
結ばれて星座を作る
私たちも同じだよね
描いたキズナ　永遠だよ

キレイな夜空の輝きは
気持ちを素直にしてくれるよ
飾らないで　自分らしく
ありのまま過ごせる

変わらないずっと　約束だよ
“Sea”you again　また会えるから
明日のページへ　歩き出そう
Thank you my friend　強くなれるよ
いつも信じていてね
どんなときでも　仲間がいる

“Sea”you again

夜空に輝くお星様に
“Sea”you again　お祈りしよう
笑顔見せ合って　ずっとそばに
Good day Good Life　いられるように…

指切りをしたら　約束だよ
“Sea”you again　またこの海で
みんなで遊ぼう　今日のつづき
Good day Good bye　重ねて行こう
ひとつ前に進もう
まぶしい未来　ひとりじゃない

“Sea”you again

16. Great Sea Parade
 歌：海物語オールスターズ

おいで夢のParade
空と海　輝跡追いかけて　

歌声高く
幸せ乗せて

きっと　願いは　もっと　叶うよ
勇気　希望　忘れないで　絶やさないで
導くよ愛の海へ

大きな太陽と果てない空の下
みんなの笑い声が絆に変わる

おいで夢のParade
手をつなぎ　裸足で行こう！
光降り注ぐ空と海　奇跡は始まってる
目指せWonderland

魔法をかけて
笑顔咲かせよう

Happy！　みんなで
Goody！　はじけよう
前を向いて　夢描こう　虹を渡り　
海 溶け合う空　越えて

誰もが憧れる　果てないマリンブルー
優しい気持ちを　今　花束にして

おいで愛のParade
足を鳴らせ　トキメキなShow Time
見つめあえば　ほら
新しいドラマ生まれるよ
目指せDreamland

扉開けて　知らない世界のむこう
ドキドキするね　さぁ！一緒に行こう

大きな太陽と果てない空の下
みんなの笑い声が絆に変わる

誰もが憧れる　果てないマリンブルー
優しい気持ちを　今　花束にして

おいで夢のParade
手をつなぎ　裸足で行こう！
光降り注ぐ空と海　優しさ溢れ
導くよ 奇跡は始まってる

目指せWonderland

※DISC 2 01.～04.は歌詞の掲載がございません。予めご了承ください。



09. ～秋～コスモスはぁと
 歌：マリン

キラキラ　オレンジ色の夕陽
優しい香り　舞い込んでくる
キラキラ　コスモス色のハート
新しい季節が始まるの　

眩しい季節　過ぎ行く
思い出詰め込んだよね
景色が　移り変わって
もみじが頬を染めるの

イチョウのダンスに　ほら、合わせて踊ろう
夕暮れカーテン　星が瞬く

キラキラ　オレンジ色の季節
新しい風に包まれてる
キラキラ　コスモス色のハート
秋の物語始まるの
耳をすませば　（歌が聴こえる）
さみしくないよ　（元気をあげる）
一緒に探そう　（きっと見つかる）
特別な秋つかまえよう

夕焼け海に浮かぶの
揺れてる　月のきらめき
静かに　星のベールが
優しく　包み込むのよ　

流星に乗って　みんな歌いだそうよ
風のメロディー　心奏でる　

シャラララ　銀色の月明かり
新しい季節がやってきた
シャラララ　夢色に巡る夜
秋の物語始まるの　

キラキラ　オレンジ色の季節
新しい風に包まれてる
キラキラ　コスモス色のハート
最高の秋を見つけたよ
手を伸ばしたら　（きっと届くよ）
星に願うの　（きっと叶うよ）
一緒に探そう　（きっと見つかる）
特別な秋つかまえたよ

10. ～冬～ドットDEマリン.
 歌：マリン

1（ワン）2（ツー）3（スリー）4（フォー）
マリンと　ステップを踏んで
1（ワン）2（ツー）3（スリー）4（フォー）
マリンと　呼吸を合わせて
1（ワン）2（ツー）3（スリー）4（フォー）
マリンと　手と手を繋いで
1（ワン）2（ツー）3（スリー）GO！
マリンと　踊り始めましょ　

キラキラ　キラキラ　輝く星座たち
ゆらゆら　ゆらゆら　イルミネーション

空に魔法をかけて
遠くに聴こえる歌声　lala-lalala♪
ダイヤモンドみたいね
輝く月はミラーボール
一緒に踊ろうよ☆

1（ワン）2（ツー）3（スリー）de
シーストーリー
赤色リボンつけ
冬のプレゼント　yeah！
みんなの笑顔みたいから
1（ワン）2（ツー）3（スリー）de
シーストーリー
てらしだす銀世界
なんてステキなの　yeah！
みんな笑顔ね　パ☆ヤ☆パパ☆

1（ワン）2（ツー）3（スリー）4（フォー）
みんなで　扉をひらいて
1（ワン）2（ツー）3（スリー）4（フォー）
みんなで　リズムに合わせて
1（ワン）2（ツー）3（スリー）4（フォー）
みんなで　心をひらいて
1（ワン）2（ツー）3（スリー）GO！
みんなで　踊り始めましょ

フワフワ　フワフワ　落ちた冬の天使
くるくる　くるくる　ファンタスティック

白い吐息で光る
窓の向こうにオリオン座　lala-lalala♪
ショートケーキみたいね
ふんわり世界を包んで　幸せ運ぶよ☆

1（ワン）2（ツー）3（スリー）de
シーストーリー
真っ白な　わた雪
空のプレゼント　yeah！
みんなに笑顔届けるよ

1（ワン）2（ツー）3（スリー）de
シーストーリー
あふれだす銀世界
きっとステキでしょ　yeah！
みんな笑顔ね　パ☆ヤ☆パパ☆

11. 輝け パールフラッシュ!
 歌：5代目ミスマリンちゃん

ずっと　Lucky☆Lucky　今始まるよ
Lucky☆Lucky　夢をあげるよ　
Sea Story
輝く　パールフラッシュ

（ラ・ラ・ララ　Lucky☆ラキラキラ）
（ラ・ラ・ララ　Lucky☆ラキラキラ）

はじめまして♪大きな声で（ドッドドキドキね）
オレンジ　似合うでしょ　このビキニ

ハローハローハロー　よそ見しないで　ステキなことが
ほら　ほら　ほら　きっと目が合う　一瞬のできごと
ラッキー！

真珠みたいに光る海で（ワッワワクワクね）　　
シーサイド　わかるでしょ　この気持ち

ハローハローハロー　キラキラ眩しいサンセットで
ほら　ほら　ほら　きっと叶うよ　だから笑ってね
ラッキー！

ずっと　Lucky☆Lucky　今始まるよ
Lucky☆Lucky　夢をあげるよ　
Sea Story
見つめててね
きっと　Lucky☆Lucky　さあ始まるよ
Lucky☆Lucky　深呼吸して
Sea Story　
この海に輝く　この海に輝く
この海に輝いて　パールフラッシュ
キラキラキラ

（ラ・ラ・ララ　Lucky☆ラキラキラ）
（ラ・ラ・ララ　Lucky☆ラキラキラ）

笑顔誘ってる　このリズム
シーサイド　待っていたの　こんなチャンス

ハローハローハロー　お魚さんもワクワクしてる
ほら　ほら　ほら　みんな一緒にはしゃいじゃおうよ
ハッピー♪

ずっと　Happy☆Happy　きらめく海へ
Happy☆Happy　今飛び込んで
Sea Story
つかまえよう
きっと　Happy☆Happy　最高の時
Happy☆Happy　海の仲間がいるよ
感じててね
だから　Lucky☆Lucky　君が思えば
Lucky☆Lucky
ほらね　Great Sea Story
いつもそばに
そうよ　Lucky☆Lucky　輝く海で
Lucky☆Lucky
いつも　Great Sea Story
この胸に輝く　この胸に輝く
この胸に輝いて　パールフラッシュ
キラキラキラ

（ラ・ラ・ララ　Lucky☆ラキラキラ）

12. GREAT SEA STORY
 歌：5代目ミスマリンちゃん

新しいサンダル履いて出かけよう！
始まりの合図で軽やかスキップ

昨日までの夢　今　叶うよ！

駆け出そうよ！　七色トビラがひらいたら
想い届け！　奇跡をこの手で今つかむよ
飛び出そうよ！　眩しい金色の季節も
手を握って感じたこの鼓動は
きっと永遠・・・
Sing　For　You
SEA　STORY
大きな夢を　GREAT SEA STORY！！

駆け出そうよ！　まっすぐに続くひこうき雲
見つけたんだ！　キラメキ　同じ景色の中に
飛び出そうよ！　描いた明日もあさっても
手をかざして見上げた澄みきった空
ずっとその先・・・
Sing　For　You
SEA　STORY
大きな夢を　GREAT SEA STORY！！

13. 春・夏・秋・冬～SEA STORY～
 歌：マリン

輝く世界　春夏秋冬　今始まる
思い出　胸にいっぱい　一緒に　Sea Story

待ちに待った weekend　海が見える secret spot
耳をすましたら　波の音が呼んでるよ

熱くなったビーチも　風に揺れる髪も
特別な今日を　今だけ独り占めして

気持ち騒いでる　思い描いた景色が ah
目の前　広がっているから

輝く世界　春夏秋冬　今始まる
また新しいStory　胸に刻んで
きらめく空　春も夏も秋冬　ステキな色
だからね　ずっとずっと　Sea Story・・・

夕暮れ　squall　海を飾る twinkle stars
透き通った空を　今だけ独り占めして

気持ちはしゃいでる　約束してた景色を ah
この手で　抱きしめられるから

輝く世界　春夏秋冬　今始まる
また新しいStartの　勇気くれるよ
想い届け　春も夏も秋冬　ずっとそばに
だからね　もっともっと　Sea Story・・・

day by day Sea Story  Hey！Hey！
you take me there today  Hey！Hey！Hey！
day by day Sea Story  Hey！Hey！
you show me （the）luck tonight  Hey！Hey！Hey！
sha-lala　lalalala　sha-lala　lalalala　Hey！Hey！Yeah！

輝く世界　春夏秋冬　今始まる
また新しいStory　胸に刻んで
きらめく空　春も夏も秋冬　ステキな色
だからね　ずっとずっと　Sea Story・・・

14. 明日への道しるべ
 歌：マリン

照らす太陽　誘う風
きっとどんなときも
続く砂浜　どこまでも
連れてってくれる

数え切れない夢を
一緒に見たいよ
大切なみんなと

空を見上げたら　きらめいた
今すぐ伝えたい
嬉しくて弾む想い
ただ伝えたくて
はにかんだ笑顔　伸びる影
この夏一番の
澄んだ空　ずっと向こう
明日への道しるべ

白いパラソル　なびく雲
きっといつの日にも
誰も見たことないような
特別な場所

あふれ出した想いが
導いてくれる
夢中で駆け出した

空を見上げてる　夢を見た
確かに感じてる
この想い本当だから
ただ届けたくて
ずっとこの先も　忘れない
この夏一番の
青い空　彩る風
明日への道しるべ

15. きっと。。。魚群
 歌：マリン

真夏の海で
ずっと　ずっと　ずっと夢見たいのよ
ふるえるハート　そっとタッチして

砂浜に書いた　秘密のメッセージ
白い貝殻に　耳を澄ましてる
寝転んだビーチ　遠くの水平線

イルカもジャンプしてる　こっちにおいでよ

珊瑚礁　海の宝石箱
ときめくの　素敵なことが始まる

真夏の海で　ずっと　ずっと
ずっと夢見たいのよ
カラフル魚群　ぐっと　ぐっと
ぐっと引き寄せて
ふるえるハート　そっとタッチして

青い空見上げ　両手広げよう
風をだきしめて　海へ駆け出そう
揺らめくパラソル　波間のパレード
くらげがダンスしてる　一緒に踊ろう

色とりどりの海のトンネル
見つけたの　大きな夢の始まり

真夏の海を　もっと　もっと
もっと感じたいのよ
カラフル魚群　きっと　きっと
きっと叶えてね

高鳴るハート　そっとタッチして

16. 海物語～GO!GO!SEA STORY～
 歌：マリン

輝くマリンブルー　やっと出会ったサマータイム
ミラクルマリンパワー　「せーの」で飛び込もう！
Go！Go！Let’s Go！ SEA STORY

太陽さんさん　裸足で　かけだしていこうビーチへ
トコナツ　冒険　
見つけにいこう　海のワンダーランド

みんな歌えば（歌おう）　
イルカがジャンプ（高く）
カニとタコのダンス（ワンツー）　
スペシャルな夢を描こう！ 

輝くマリンブルー　やっと出会ったサマータイム
ミラクルマリンパワー　「せーの」で飛び込もう！
Go！Go！Let’s Go！ SEA STORY

海底探検　泳いで　一緒に遊びにいこうよ
笑顔が何よりの
たったひとつの宝物だよ

シャチの背中に（乗って）
サンゴのトンネル（抜けて）
クラゲのリズム（ワンツー）
始まる夢のステージ！

きらめくマリンスノー　みんないっしょにEveryday
スペシャルサマーソング　「せーの」で始めよう！
Go！Go！Let’s Go！ SEA STORY

輝くマリンブルー　やっと出会ったサマータイム
ミラクルマリンパワー　「せーの」で飛び込もう！

グレートマリンブルー　水平線の彼方まで
ミラクルマリンパワー　「せーの」で飛び込もう！


