Grievous Graves
I'm standing at ( the ) graveyard, facing ( to ) one of them.
and see the name of that.
I know the dead, I know the name well.
We're mortal, we are so frail, like a trashy rusting nail
In no time, we'll pass away.
What do you grieve for in dark and cold grave?
I ask in hollow and get no answer.
Why did you bleed for your greed?
I kill my mind and kill the silence.
Why is the twilight flaring up so sadly to impress me?
I feel it seems divinely.
For your soul, I play requiem.
Immortal thing is there maybe - though I can not take it in my hand.
I still long, struggle to be there.
What did you leave for me who be alone?
Is that my sorrow that never fades out( away )?
No, I know what is that indeed.
I see a light into your silence.

私は墓地に立ち、私の運命と向かい合う
我々は限りあるもの、我々はとても脆い、下らない錆び釘の様に
程なく、我々も過ぎ去るだろう
より多くの叫びが私を貴方の側に導くだろう
いつか、私がそこに至るまで
私は信じよう、私がそこに在ると
もっと貴方の墓を誇ることができるよう、貴方の出血を積み重ねよう
私は悲しい墓を造ります
私たちはあなたに思い出さる
私は忘れない

It's time to die.
Everyday, walk toward the end of your live
I wanna find out one rise of all rivers.
I feel I 'm not enough.
We must go, return to all in one.
When I maybe all resolve, I will see the gate be opened finally.
There will be all we love.There is no one to cry.

I'm standing at ( the ) graveyard, facing ( to ) my fate.
We're mortal, we are so frail, like a trashy rusting nail
In no time, we'll pass away.

These are only troublesome and really meaningless
Wasting your time.
I began searching for the other way, to see a lively sky.
Only you can save you

We remind you...

I never forget...

私は墓地に立ち、それらの一つに相対し銘を見る
私は死者を知っている 私はその名をよく知っている
我々は限りあるもの、我々はとても脆い、下らない錆び釘の様に
程なく、我々も過ぎ去るだろう
貴方は暗く寒い墓で何を悲しみますか
私は空しく尋ね、答えを得ない
何故貴方は貴方の飢えの為に血を流したのか
私は私の心を抑え沈黙を破ります
何故黄昏は悲しげに燃え上がり私を感動させるのか
私には、それが神々しく見える
貴方の魂の為に鎮魂歌を奏でる
恐らくそこに永久はあるのだろう
私がそれを手にすることは出来ないが
私は未だ熱望し、そこに在ろうと努力する
あなたは孤独な私に何を残しましたのか?
それは決して色褪せない私の悲しみ?
いや、私はそれが何であるかを知っています。
私はあなたの静寂へ光を見る
より多くの叫びが私が生きていると私に告げる
だから貴方は苦悩するのです
問題だらけの日々に飛び込め
私は、まだ薄暗い道で泣いていて、貴方の悲しい墓を造る
私はあえて悲しみを築き上げよう

私は全ての謎の最後の符号を得ました
貴方は何処へと帰るのですか？
私達は行かなければならない、私の魂は1つに戻ります
私がなぜそこにいたかを見つけたいと思います 私の終着点は何処？
そこにすべての結果があるでしょう そこに神聖な時間があるでしょう
不徳と戦って下さい
今、洗練して下さい
折から出て、恐れずに
貴方だけが貴方を救うことができる

Innocent Winner
I was crawling in the mud and was a slave of scares.
All was so gray.
I could not dare to say any words.
Don't prey on me. No more!
wallowed in bad thought

More cry will tell me I'm alive.
And so you agonize
Dive into troubled days
I'm crying still in gloomy way and build your grievous grave.
I dare to build the sorrows.

More cry will lead me to your side
Someday, until I'm there.
I believe, I will be there
More stack your bleeding for your grave to be able to pride.
I build the grievous graves

これ以上泣く時間はありません
私は決して絶望しない

No time to cry anymore.
So I will never despair
I got that final code of the all riddles.
Where are you comming back?
We must go, my soul returns to one.
I wanna find out why I was there. Where's my terminal?
There will be all result. There will be holy time.
Fight to your vice
Now refine! Get out from your cage.
Don't be scared Only you can save you
walk toward the end of your lives
私は泥の中を這い、恐怖の奴隷でした
全てがとても灰色でした
どんな言葉も思い切って言う事は出来なかった
これ以上私を食い物にするな
悪い考えにふけります
それは死ぬための時間
毎日、貴方の人生の終わりに向かって歩いてください

Mental Destruction
I promise You are already ill
Yeah, say good by to life.
Shall I tell you how to die?
May you have better suicide.
Follow your sorrow.
I will taste the sigh of your last.
I tell you to die so gravely.
Yeah, become a lovely dead.
May you be blessed in this time
Shall I tell you how to make the last supper?
Have a fucking good time.
I got a will of breaking the seal for - my wrath gonna deal blows to fall.
you are the poodle of the libido.
I'm gonna darken your soul.
私が保証します

貴方は既に病気です

はい、人生にさよならを告げてください
どうすれば死ねるかあなたに教えましょうか?
貴方がより良い自殺を遂げますように
悲しみに従ってください
私は、貴方の最後の嘆息を味わいましょう
私は貴方に言います

荘厳に死になさい

はい、愛らしい死体になって下さい
今この時、貴方に祝福があらん事を
最後の晩餐、作り方をあなたに教えましょうか?
最高に楽しんでください
私は封印を壊す意志を得ました
滅びの一撃を与え行く私の激怒の封印
貴方は愛欲の僕
私は貴方の魂を暗く染めましょう

私は見つけ出したい、全ての川の1つの起源
私は、十分でないと感じています
私たちは行かなければなりません、一つの中のすべてに返ります
私がいつかきっと全てを決意する時、最終的に門が開かれるのを見るだろう
そこには愛する全てがあるだろう
誰一人泣く者はいない
これらは、厄介であるだけであって本当に無意味です
あなたの時間を浪費します
私は他の方法を探し始めました、鮮やかな空を見る為に
貴方だけが貴方を救うことができる
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