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Conta um conto e me faz cantar
Alegria é amor e paixão no ar
Abre a roda e vem 
Vem que vem, sambar 
Com a Alice em Asakusa!
 
O rosa e o prata vão te arrepiar
O show já vai começar    
Sacode Alegria o meu carnaval
Trazendo uma história sensacional
 
Alice, um coelhinho viu 
Correndo, num instante ele sumiu
Num abismo ela caiu 
E o sonho começa, assim
 
Cresce e decresce 
Come uma torta e se engrandece
O gato ri e desaparece    
Misteriosos seres 
 
Leão e ratos vão nos enganar
E os Tweedles nos ajudar
 
「「「「Só tem maluco aqui」」」」 
Diz o Chapeleiro Louco, assim...
Joga o xadrez, aqui 
Toca a bateria, assim  
 
「「「「Só tem maluco aqui」」」」        
Diz o Chapeleiro Louco, assim...
Samba a Duquesa, aqui        
Roda baiana pra mim, assim 
 
E, neste reino o bafafá se deu
Alice, a lagarta verde respondeu
「「「「Que medo, ao ver 
Jabberwock, enfurecer」」」」
No muro está     Humpty Dumpty
Pode cair e se quebrar 
 
 
 

Alice É Só Alegria Em Asakusa!

Conta um conto e me faz cantar 
Alegria é amor e paixão no ar 

Com a Alice em Asakusa! (×２２２２) 

O rosa e o prata vão te arrepiar 
     

Sacode Alegria o meu carnaval 
Trazendo uma história sensacional         

 
Correndo, num instante ele sumiu 

E o sonho começa, assim 

Come uma torta e se engrandece 
     

Leão e ratos vão nos enganar 
E os Tweedles nos ajudar  

 
Diz o Chapeleiro Louco, assim... 

         
Diz o Chapeleiro Louco, assim... 

         
Roda baiana pra mim, assim  

E, neste reino o bafafá se deu     
Alice, a lagarta verde respondeu     

」」」」 
Humpty Dumpty 

O Coelho Branco anunciou
「「「「
A Rainha berrava e enfezada
Acusava, esperneava
E o baralho do Rei de Copas, 
Ela enfrentou e acordou
 
Há cento e cinquenta anos
Que esse
E o nosso pavilhão
Que balança o coração
Traz o Luis Carol com 
 
物語が始まる！もう歌わずにはいられない物語が始まる！もう歌わずにはいられない物語が始まる！もう歌わずにはいられない物語が始まる！もう歌わずにはいられない

アレグリアアレグリアアレグリアアレグリア

一緒に踊りの輪一緒に踊りの輪一緒に踊りの輪一緒に踊りの輪

さあ、来てさあ、来てさあ、来てさあ、来て

    

ピンクピンクピンクピンク

ショーが始まるショーが始まるショーが始まるショーが始まる

アレグリアが魅せる素敵な物語アレグリアが魅せる素敵な物語アレグリアが魅せる素敵な物語アレグリアが魅せる素敵な物語

    

アリスはアリスはアリスはアリスは

追いかけて暗く深い穴に落ちていくアリス追いかけて暗く深い穴に落ちていくアリス追いかけて暗く深い穴に落ちていくアリス追いかけて暗く深い穴に落ちていくアリス

    

アリスの身体は大きくなったり、小さくなったりアリスの身体は大きくなったり、小さくなったりアリスの身体は大きくなったり、小さくなったりアリスの身体は大きくなったり、小さくなったり

ケーキを食べればもっと体が大きくなるよケーキを食べればもっと体が大きくなるよケーキを食べればもっと体が大きくなるよケーキを食べればもっと体が大きくなるよ

チェシャ猫は笑ってチェシャ猫は笑ってチェシャ猫は笑ってチェシャ猫は笑って

ライオンとネズミはみんなを騙すけど双子のトィードルライオンとネズミはみんなを騙すけど双子のトィードルライオンとネズミはみんなを騙すけど双子のトィードルライオンとネズミはみんなを騙すけど双子のトィードル

    

「ここには「ここには「ここには「ここには

チェスの闘いを始めようチェスの闘いを始めようチェスの闘いを始めようチェスの闘いを始めよう

「ここには「ここには「ここには「ここには

サンバを踊るサンバを踊るサンバを踊るサンバを踊る

    

「この大国は「この大国は「この大国は「この大国は

「ジャバウオークが怒るのを見るのが怖いよ」「ジャバウオークが怒るのを見るのが怖いよ」「ジャバウオークが怒るのを見るのが怖いよ」「ジャバウオークが怒るのを見るのが怖いよ」

壁の上に座っているハンプティ・ダンプティ壁の上に座っているハンプティ・ダンプティ壁の上に座っているハンプティ・ダンプティ壁の上に座っているハンプティ・ダンプティ

    

白ウサギが白ウサギが白ウサギが白ウサギが

女王様は怒り女王様は怒り女王様は怒り女王様は怒り

けれどけれどけれどけれど

その時！夢から覚めたその時！夢から覚めたその時！夢から覚めたその時！夢から覚めた

    

１５０年前からずっと今まで世界を魅惑し続ける１５０年前からずっと今まで世界を魅惑し続ける１５０年前からずっと今まで世界を魅惑し続ける１５０年前からずっと今まで世界を魅惑し続ける

私たちの心を私たちの心を私たちの心を私たちの心を

アレグリアはルイス・キャロルと共に感動を連れてきたのですアレグリアはルイス・キャロルと共に感動を連れてきたのですアレグリアはルイス・キャロルと共に感動を連れてきたのですアレグリアはルイス・キャロルと共に感動を連れてきたのです

legria Em Asakusa!

O Coelho Branco anunciou        
「「「「Quando Alice ao tribunal chegou, ôoo
A Rainha berrava e enfezada    
Acusava, esperneava mas Alice era um gigante
E o baralho do Rei de Copas, 
Ela enfrentou e acordou 
 
Há cento e cinquenta anos 
Que esse  conto encantou, amor
E o nosso pavilhão 
Que balança o coração 
Traz o Luis Carol com emoção
 
物語が始まる！もう歌わずにはいられない物語が始まる！もう歌わずにはいられない物語が始まる！もう歌わずにはいられない物語が始まる！もう歌わずにはいられない    

アレグリアアレグリアアレグリアアレグリアのののの愛情と情熱愛情と情熱愛情と情熱愛情と情熱は空気には空気には空気には空気に満ち溢れ満ち溢れ満ち溢れ満ち溢れるるるる

一緒に踊りの輪一緒に踊りの輪一緒に踊りの輪一緒に踊りの輪にににに来て来て来て来て    

さあ、来てさあ、来てさあ、来てさあ、来て！！！！サンバサンバサンバサンバを奏でようを奏でようを奏でようを奏でよう、、、、アリスとアリスとアリスとアリスと一緒に一緒に一緒に一緒に

    

ピンクピンクピンクピンクとシルバーとシルバーとシルバーとシルバーの極彩の極彩の極彩の極彩にみんな鳥肌がゾクゾクにみんな鳥肌がゾクゾクにみんな鳥肌がゾクゾクにみんな鳥肌がゾクゾク

ショーが始まるショーが始まるショーが始まるショーが始まるんだ！んだ！んだ！んだ！    

アレグリアが魅せる素敵な物語アレグリアが魅せる素敵な物語アレグリアが魅せる素敵な物語アレグリアが魅せる素敵な物語    カーニバルは最高潮カーニバルは最高潮カーニバルは最高潮カーニバルは最高潮

    

アリスはアリスはアリスはアリスはウサギを見つけたウサギを見つけたウサギを見つけたウサギを見つけたよよよよ        ウサギは走り出すと突然消えたウサギは走り出すと突然消えたウサギは走り出すと突然消えたウサギは走り出すと突然消えた

追いかけて暗く深い穴に落ちていくアリス追いかけて暗く深い穴に落ちていくアリス追いかけて暗く深い穴に落ちていくアリス追いかけて暗く深い穴に落ちていくアリス............

    

アリスの身体は大きくなったり、小さくなったりアリスの身体は大きくなったり、小さくなったりアリスの身体は大きくなったり、小さくなったりアリスの身体は大きくなったり、小さくなったり

ケーキを食べればもっと体が大きくなるよケーキを食べればもっと体が大きくなるよケーキを食べればもっと体が大きくなるよケーキを食べればもっと体が大きくなるよ    

チェシャ猫は笑ってチェシャ猫は笑ってチェシャ猫は笑ってチェシャ猫は笑って消えていく消えていく消えていく消えていく    摩訶摩訶摩訶摩訶不思議な生き物たち不思議な生き物たち不思議な生き物たち不思議な生き物たち

ライオンとネズミはみんなを騙すけど双子のトィードルライオンとネズミはみんなを騙すけど双子のトィードルライオンとネズミはみんなを騙すけど双子のトィードルライオンとネズミはみんなを騙すけど双子のトィードル

    

「ここには「ここには「ここには「ここには    おかしな人ばかりいるよおかしな人ばかりいるよおかしな人ばかりいるよおかしな人ばかりいるよ............」」」」とととと

チェスの闘いを始めようチェスの闘いを始めようチェスの闘いを始めようチェスの闘いを始めよう！！！！    さあ、バテリアよ、リズムを刻めさあ、バテリアよ、リズムを刻めさあ、バテリアよ、リズムを刻めさあ、バテリアよ、リズムを刻め

「ここには「ここには「ここには「ここには    おかしな人ばかりいるよおかしな人ばかりいるよおかしな人ばかりいるよおかしな人ばかりいるよ............」」」」とととと

サンバを踊るサンバを踊るサンバを踊るサンバを踊る公爵夫人公爵夫人公爵夫人公爵夫人    さあ、バイアーナよ、さあ、バイアーナよ、さあ、バイアーナよ、さあ、バイアーナよ、

    

「この大国は「この大国は「この大国は「この大国はメチャクチャになったメチャクチャになったメチャクチャになったメチャクチャになった」」」」アリスは緑の芋虫に答えるアリスは緑の芋虫に答えるアリスは緑の芋虫に答えるアリスは緑の芋虫に答える

「ジャバウオークが怒るのを見るのが怖いよ」「ジャバウオークが怒るのを見るのが怖いよ」「ジャバウオークが怒るのを見るのが怖いよ」「ジャバウオークが怒るのを見るのが怖いよ」

壁の上に座っているハンプティ・ダンプティ壁の上に座っているハンプティ・ダンプティ壁の上に座っているハンプティ・ダンプティ壁の上に座っているハンプティ・ダンプティ    

    

白ウサギが白ウサギが白ウサギが白ウサギが発表した！発表した！発表した！発表した！「アリスが法廷に到着「アリスが法廷に到着「アリスが法廷に到着「アリスが法廷に到着

女王様は怒り女王様は怒り女王様は怒り女王様は怒り、喚き散らす、喚き散らす、喚き散らす、喚き散らす    激しく暴れて激しく暴れて激しく暴れて激しく暴れて非難する非難する非難する非難する

けれどけれどけれどけれどアリスはアリスはアリスはアリスは巨大巨大巨大巨大になってになってになってになって王様のトランプの兵隊に立ち向か王様のトランプの兵隊に立ち向か王様のトランプの兵隊に立ち向か王様のトランプの兵隊に立ち向か

その時！夢から覚めたその時！夢から覚めたその時！夢から覚めたその時！夢から覚めた    

    

１５０年前からずっと今まで世界を魅惑し続ける１５０年前からずっと今まで世界を魅惑し続ける１５０年前からずっと今まで世界を魅惑し続ける１５０年前からずっと今まで世界を魅惑し続ける

私たちの心を私たちの心を私たちの心を私たちの心を揺さぶる揺さぶる揺さぶる揺さぶるのは誇り高きバンデイラのは誇り高きバンデイラのは誇り高きバンデイラのは誇り高きバンデイラ

アレグリアはルイス・キャロルと共に感動を連れてきたのですアレグリアはルイス・キャロルと共に感動を連れてきたのですアレグリアはルイス・キャロルと共に感動を連れてきたのですアレグリアはルイス・キャロルと共に感動を連れてきたのです

legria Em Asakusa! 歓歓歓歓びのアリスびのアリスびのアリスびのアリス、、、、狂宴狂宴狂宴狂宴のののの浅草浅草浅草浅草～～～～

         
Quando Alice ao tribunal chegou, ôoo」」」」 

     
as Alice era um gigante 

E o baralho do Rei de Copas,      

conto encantou, amor     

emoção 

    

るるるる    

一緒に一緒に一緒に一緒に！浅草で！！浅草で！！浅草で！！浅草で！    

にみんな鳥肌がゾクゾクにみんな鳥肌がゾクゾクにみんな鳥肌がゾクゾクにみんな鳥肌がゾクゾク! ! ! !     

カーニバルは最高潮カーニバルは最高潮カーニバルは最高潮カーニバルは最高潮    
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............これが夢の始まりこれが夢の始まりこれが夢の始まりこれが夢の始まり    
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ととととイカレ帽子屋は言うイカレ帽子屋は言うイカレ帽子屋は言うイカレ帽子屋は言う    
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アレグリアはルイス・キャロルと共に感動を連れてきたのですアレグリアはルイス・キャロルと共に感動を連れてきたのですアレグリアはルイス・キャロルと共に感動を連れてきたのですアレグリアはルイス・キャロルと共に感動を連れてきたのです    

        

ｺﾝﾀ ｳﾝ
ｱﾚｸﾞﾘｱ
ｱﾌﾞﾘ ｱ
ｳﾞｪﾝ ｷ
ｺﾝｱ ｱﾘｯｼ
 

ｳ ﾎｰｻﾞ
ｳ ｼｮｰ 
ｻｺﾁﾞ ｱﾚｸﾞﾘｱ
ﾄｩﾗｾﾞﾝﾄﾞｩﾏ
 

ｱﾘｯｼ ｳﾝ
ｺﾍﾝﾄﾞ 
ﾇﾝ ｱﾋﾞ
ｲ ｳ ｿｰ
 

ｸﾚｼ ｲ 
ｺ－ﾐ ｳﾏ
ｳ ｶﾞﾄ 
ﾐｽﾃﾘｵｰ
 

ﾚｧｫﾝ ｲ
ｲ ｳｽ ﾄｩｲ
 

ｿｰﾃﾝ ﾏﾙ
ｼﾞｮｰｶﾞ
ﾄｶ ﾊﾞﾃﾘｱ
 

ｿｰ ﾃﾝ 
ｻﾝﾊﾞ ｱ
ﾎｰﾀﾞ ﾊﾞｲｱ
 

ｲ ﾈｽﾁ 
ｱﾘｯｼ ｱ
ｷ ﾒｰﾄﾞ
ｼﾞｬｳﾞｪﾙｳｫｯｷ
ﾇ ﾑｰﾙ 
ﾎﾟｰﾁﾞﾞ
 

ｳ ｺｴｰﾘｮ
ｸｧﾝﾄﾞ 
ｱ ﾊｲｰﾆｬ
ｱｸｻﾞｰｳﾞｧ
ｲ ｳ ﾊﾞﾗﾘｮ
 

ｱ ｾﾝﾄ 
ｲ ｳ ﾉｯｼ
ﾄｩﾗｽ ｳ

～～～～エキセントリックでエキセントリックでエキセントリックでエキセントリックで愛愛愛愛おしいおしいおしいおしい仲間仲間仲間仲間たちのたちのたちのたちの

ｳﾝ ｺﾝﾄ ｲ ﾐ ﾌｧｰｽ ｶﾝﾀｰ 
ｱﾚｸﾞﾘｱ ｴｰ ｱﾓｰﾙ ｲ ﾊﾟｲｼｬｵﾝ ﾉ ｱｰ 

ｱ ﾎｰﾀﾞ ｲ ｳﾞｪﾝ 
ｷ ｳﾞｪﾝ ｻﾝﾊﾞ 
ｱﾘｯｼ ｴﾝ ｱｻｸｻ 

ｻﾞ ｲ ｵ ﾌﾟﾗｯﾀ ｳﾞｧｵ ﾁ ｱﾍﾋﾟｱｰ 
 ｼﾞｬ ｳﾞｧｲ ｺｰﾒｯｻｰ 
ｱﾚｸﾞﾘｱ ｳ ﾒｳ ｶﾙﾅｳﾞｧｳ 

ﾄｩﾗｾﾞﾝﾄﾞｩﾏ ｲｽﾄﾘｱ ｾﾝｻｼｵﾅｳ 

ｳﾝ ｺｴﾘﾆｮ ｳﾞｨｳ 
 ﾇﾝ ｲﾝｽﾀﾝﾁ ｴﾘ ｽﾐｳ 

ｱﾋﾞｰｽﾞﾓ ｴﾗ ｶｲｳ 
ｰﾆｮ ｺﾒｯｻ ｱｯｼﾝ 

 ﾃﾞｸﾚｰｼ 
ｳﾏ ﾄﾙﾀ ｲ ｼ ｴﾝｸﾞﾗﾝﾃﾞｼ 
 ﾋ ｲ ﾃﾞｻﾊﾟﾚｼ  
ｰｿﾞｽ ｾﾘｰｽ 

ｲ ﾊｯﾄｽ ｳﾞｧｵ ﾉｽ ｴﾝｶﾞﾅｰ 
ﾄｩｲ－ﾄﾞｩﾚｽ ﾉｽ ｱｼﾞｭﾀﾞｰ 

ﾏﾙｰｺ ｱｷ ﾁﾞｽﾞ ｳ ｼｬﾍﾟﾚｲﾙ ﾛｳｺ ｱｯｼﾝ
ｶﾞ ｳ ｼｬﾄﾞﾚｽ ｱｷ 

ﾊﾞﾃﾘｱ ｱｯｼﾝ 

 ﾏﾙｰｺ ｱｷ ﾁﾞｽﾞ ｳ ｼｬﾍﾟﾚｲﾙ ﾛｳｺ ｱｯｼﾝ
ｱ ﾄﾞｩｹｰｻﾞ ｱｷ 
ﾊﾞｲｱ‐ﾅ ﾌﾟﾗ ﾐﾝ ｱｯｼﾝ 

 ﾍｲﾉ ﾊﾞﾌｧﾌｧ ｼ ﾃﾞｳ 
ｱ ﾗｶﾞﾙﾀ ｳﾞｪﾙｼﾞ ﾍｽﾎﾟﾝﾃﾞｳ 

ﾒｰﾄﾞ ｱｵ ｳﾞｪｰ  

ｼﾞｬｳﾞｪﾙｳｫｯｷ ｴﾝﾌﾚﾝｾﾙ 
 ｴｽﾀｰ  ｱﾝﾌﾟﾁ ﾀﾞﾝﾌﾟﾁ 
ﾞ ｶｲｰﾙ ｲ ｼ ｹﾌﾞﾗｰ 

ﾘｮ ﾌﾞﾗﾝｺ ｱﾇﾝｼｵｳ 
 ｱﾘｯｼ ｱｵ ﾄｩﾘﾌﾞﾅｳ ｼｪｺﾞｳ ｳｳｳｰ 
ﾆｬ ﾍﾞﾊｰｳﾞｧ ｲ ｴﾝﾌｪｻﾞ-ﾀﾞ 
ｳﾞｧ ｴｽﾍﾟﾙﾈｱｰｳﾞｧ ﾏｽ ｱﾘｯｼ ｴﾗ ｳﾝ ｼﾞｶﾞﾝﾁ
ﾊﾞﾗﾘｮ ﾄﾞ ﾍｲ ﾁﾞ ｺｯﾊﾟｽ ｴﾗ ｴﾝﾌﾚﾝﾄｳ 

 ｲ ｼﾝｸｪﾝﾀ ｱ-ﾉｽ ｷ ｴｯｼ ｺﾝﾄ ｴﾝｶﾝﾄｳ
ﾉｯｼ ﾊﾟｳﾞｨﾘｬｫﾝ ｷ ﾊﾞﾗﾝｻ ｳ ｺﾗｻｧｫﾝ 
ｳ ﾙｲｽ ｷｬﾛﾙ ｺﾝ ｴﾓｯｻｧｫﾝ 

たちのたちのたちのたちの共演共演共演共演    

ｱｯｼﾝ 

ｱｯｼﾝ 

ｼﾞｶﾞﾝﾁ 
 ｲ ｱｺｰﾙﾄﾞｳ 

ｴﾝｶﾝﾄｳ ｱﾓ-ﾙ 


