
Mi waan say nuff respect to all di early comers dem, seen!
早い時間から来てくれたみんなにたくさんの礼を言いたい、わかってるだろう！

Yahman, Big up to all a di promoter dem zeen.
ヤーマン、全てのプロモーター達によろしく。

Yu done know, whole heap a sound man deh yah, Large up yourself.
みんな知っての通り、たくさんのサウンドマン達がここに集結しているぞー、よろしく頼むぜ。

Nuff respec to all a di crew dem bout yah! A Club Zion wi deh!
ここにいるクルー達をよろしく！俺たちは今クラブザイオンにいるんだぞー！

Easy man like Aset! You a di real bigman bout yah!
アセットよどうかリラックスしてくれ！君はここでは大物なのだから。

Yahman, Gwaan buy yu liquer and enjoy yurself massive.
ヤーマン、みんなお酒でも買って、盛り上がって楽しんでくれ。

DANCEHALL – ShoutOuts & BawlOuts
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Arrtie, A maad ting tonite, memba mi tell yu.
アーライ、今夜は超ヤバイダンスになるぞ、覚悟しなよ！

Well right now, you done know, da tune yah go way back…listen!
さあ今からは、お馴染みの昔からある曲をかけるぜ、聴いてくれ！

Da artist yah a veteran. Shanchez！ see it yah!
このアーティストはベテランだぞ、サンチェス！よー聴いて！

Tonite da dance yah a go wicked, memba dat!
今夜はヤバイダンスになるぞ、忘れるなー！
※ダンス＝イベント

A party wi say! Ketch da one yah!
パーティーだぞー！この曲を受け止めてくれ！

Yu done know, da one yah a request!
この曲はリクエストのやつだぜ！

Yahman, Request to all di early comers dem ina di building!
ヤーマン、この建物に早い時間から来てくれた者達からのリクエストだ！

Pull up da one yah! yahman nuttiin nuh start yet. Man just a warm up.
この曲もう一度！ヤーマン、まだまだこれからだぞ、まずはウォームアップといこう。

Easy massive, nuh worry yurself, Nuff tune deh yah, seen!, 
みんな安心してくれ、ここにたくさんの曲を用意してあるから、心配無用！

Ready again! Shabba! Ting call Wicked ina Bed, Listen!
もう一回ぶっ飛ばそうぜシャバ！この曲は「ウィーキッ・イナ・ベッド」だ、聴いてくれ！

If yu memba da tune yah gimi a early signal!
もしこの曲を覚えているなら、早めのサインをくれ！

All a di ragamuffin dem, gimi a early lighter pon da one yah!
全てのラガマフィン達よ、この曲でアーリーライターを見せてくれ！

Mi a go play a tune fi di ladies dem rigth now. Check dis!
今からは女性たちのために曲をかけていくぜ。聴いてくれ！

Well yu done know people, a bashment ting tonight.
みんな知っての通り、今夜は超ビックなダンスなんだぞー。

2. Dancehall – Early Time Part 2



A foundation ting man a deal wid…see mi a say?!
俺はファンデーションチューンをかけているんだぞ….わかってるよな?!

Hardcore foundation again, Request!
ハードコアなファンデーションをまたかけるぜ、リクエストに答えて！

All foundation yute, push up unu lighter pon da one yah!
すべてのファンデーション好きなやつよ、この曲でライターを上げて見せてくれ！

All foundation ladies, bruck out pon da one yah!
すべてのファンデーション女性たちよ、この曲で踊ってみせてくれ！

Raga-Raga …riiiight!
ラガラガ…ライッ！（ラガマフィンが好きな人へ）

Yahman, dem tune yah haffi play, nuh true?!
ヤーマン、こういった曲はかけるべきだよなー、だろ?!
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Mi ago buss it same way…Daddy Screw! 
この曲も同じような感じでかけるぜ….ダディ・スクルゥーだ！

Da one yah fi di foundation ladies…No.1 pon di look-good chat.
この曲はファンデーション好きな女性たちのために…1番輝いてる女性たちにね。

Dem tune yah cyaan dead Iyah. Original foundation!
こういった曲は永遠になくならないんだぜー、オリジナルファンデーションの曲だ！

Go deh mi gyal…laaawd. 
もっと踊れ…！ラァァァゥド。

Pull uuup! Yahman play it again!
もう一回！ヤーマンこの曲を最初から！

A so wi do it! Fire burn, let it go!
そんな感じで！盛り上がれ、曲をかけろ！

Ting call “Hold Me”, Gyptian! Wi nuh fraid fi buss tune!
この曲はジプシャンの”ホールドミー”だ！新曲だぞ、マジワクワクするぜ！

Good vibez non-stop, member mi tell yu!
いいノリは止まないぜ、みんなこのノリを忘れるなよ！

Leggo di next tune deh!
次の曲をかけてくれ！

Bomboclaaaat! Unu ready!?
ボンボクラッ！準備はいいかい!?

Gimi di baseline! Baseline!
重低音をくれ！重低音だ！

Yahman..a so di ting go…maaad!
ヤーマン…そうこんな感じでやるぜ…ヤバイぞ！

Lighter pond a one yah….lighter mi say!
この曲でライターを見せてくれ….ライターを見せろ！

A juggling time enoh ladies….Party!!
さあダンスの時間だ女性たちよ….パーティーだぜ!!

4. Dancehall – Juggling Session



Da riddim yah maad to bomboclaat!
このリズムはすごくヤバイぞー！

Arn ina di air! Arn in a di air!
手を上げてくれ！手をあげろー！

Turn on yu lighter! turn dem on!!
ライターをつけてくれ！ライターをつけろ!!

Arrtie…new dance buss! New dance!
ほら………新しいダンスがでたぞ！新しいダンスだ！

Go so noh massive…Go so!!
みんなこうやって….こんな感じ!!（MCの振りを真似る）

Wave yu arn two side..wave unu arn!
みな手を左右に振ってくれ….振って！

5. Dancehall – Mash Up Part 1
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みな手を左右に振 てくれ 振 て

We a go buss di place, hold on!!
この場所が爆発するくらい盛り上がるぞー、このままー!!

Buss a wine noh gyal!
ギャルたちよーワイニーしてくれ!!

Yess Iyah! Bomboclaat! a murder!!
イエスッサヤー！ボンボクラッ！ヤバイぞー!!

Da tune yah a mash up di world right now!
この曲は今まさに世界中を揺るがしているぜー！

Gimi di sexy wine noh ladies! Laaawwd!
女性たちよ、今セクシーなワイニーを見せてくれ！ラァァァゥド

Mek wi get mad noh massive!
みんな今からはもうメチャクチャに盛り上がろうぜー！

Da tune yah nuh regular. Maad mi say!
この曲は普通の曲じゃないんだぜ。超ヤバイぞー！

A mash up business wi deh pon! More fire mi say!
今宵は盛り上がりっぱなしでぶっ飛ばすぜー！もっと盛り上がれー！

Dance maad yah now! Yeahhh!
今まさにダンスは絶頂だ！イェー！

All who like da tune yah, say Bomboclaat!
この曲が好きなやつは皆、「ボンボクラッ」と叫べ！

All who like da tune yah, 2 arn ina di air!!
この曲が好きなやつは皆、両手を上げてくれ！

All sexy ladies, gallang bad now!
全てのセクシーな女性たちよ、超ヤバイダンスを踊ってくれ！

Bruck out fi mi noh gyal!  Awooo!
ギャルたちよー踊れー！アウォォォー！

A whe di gyalis dem deh? Arite, Ketch da vibez yah!
モテル野郎たちはどこにいるんだい？アーラィ、このヴァイブス（曲）を受け止めろーイェー！

6. Dancehall – Mash Up Part 2



All independent ladies, listen!
自分を持っている女性たちよ皆聴いてくれー！

A weh di sexy ladies dem deh! 
セクシーな女性たちはいったいどこにいるんだい！

Big up all di sexy body gyal dem ina di place, fi real!
ここにいるセクシーなギャルたちすべてに、よろしくな！マジだぞ！

Whole heap a sweet ladies!! Gyall!
可愛い女性たちがたくさんいるぜー!!ギャール！

All a di gyal dem wey luv dancehall, wine pon da tune yah!
ダンスホールが好きな女性たちよ、この曲で皆ワイニーしてくれ！

Request, fi di sexy ladies. Straight!
全てのセクシーな女性たちのためのリクエスト曲だぜ、マジで！

All sexy ladies bruck out! Buss a wine!

REGGAE MC EXPRESSIONS
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All sexy ladies, bruck out! Buss a wine!
全てのセクシーな女性たちよ、踊ってくれ！ワイニーしてくれよ！

Gimi di dutty wine noh ladies. Riiight!
レディーたちよねえ”ドティワイン”を見せてくれよ、マジほんと！

Back it up noh gyal! Go deh mi gyal!
ギャルたちよほらお尻を突き出してよ、踊って！

Tik Tak pon it noh gyal!　Laawd!!
ギャルたちよねえ、腰をチックタックして！ロード！
※Tik Tak＝秒針を刻むようにカクンカクン動かすこと

Big up to all a di goodas gyal dem!
すべてのイカした女性たちよ、よろしく頼むぜ！

All a di gyal dem wid di tightness, ketch da one yah!
シマリの良い女性たちは皆、この曲を聴いてくれ！

All a di gyal wey hav 1 man, push up 1 finger ina di air!
唯一の男性を保持しているギャルはみな、1本の指を掲げてくれ！

Yes mi gyal, go dung ina it. Wine pon it noh gyal.
ギャルたちよ、床に沈むくらい踊ってみせて、ここにワイニーしてくれ！

Position gyal! Kack it up noh gyal!
卑猥なポーズをしてみて！お尻を突き出して！

Ram it up, Kack it up ..Laaawd!
くっ付いてー、お尻を突き出してー！ロード！

Gallang Bad mi gyal..Gyal yu gooood!
悪女のように踊ってみせてー！おーナイス、そんな感じで！

Fling it noh baby…Gyall! ..Aliee!
こっちにアピール（披露）して見せて！…えーうそだろー！

Gyal pickney……Awhooo!
おーお嬢さん凄いねーアウゥゥー！

Big up to da gyal deh ina di pink, Yahman buss a wine!
ピンク色の服や小物を身につけているギャルたちよーよろしく！じゃあ、ワイニーして！

8. Dancehall – Gyal Tune Part 2



Reaching to all a di rudeboy dem sameway.
この曲をすべてのルードボーイたちに届けよう！

Big up to all di artical rudeboy ina di place! 
ここにいる全ての本物のルードボーイたちよ、よろしく頼むぜ！

A rudeboy tune now, watch ya noh!
これからルードボーイたちの曲をかけるぜ、注目しろ！

All a di rudebowy dem, hear wah gwaan!
全てのルードボーイたちよ！この曲を聴いてくれ！

All a di gyalis ina do ouse, buss a blank!
ここにいる全てのモテ男たちよ、シグナルを見せてくれ！

All know how fi luv up di gyal dem, 5 finger deh so!
自分の女を上手に扱える男たちよ皆、5本の指を見せてくれ！

Make dem know! Rudeboy nuh ramp wid di gyal dem!

9. Dancehall – Rudeboy Tune
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Make dem know! Rudeboy nuh ramp wid di gyal dem!
宣言してくれ！ルードボーイは決して女に左右されることがないことをなー！

You done know rudeboy, we deh pon a level now.
みなおわかりのように、今はめちゃいい感じでノッて来てるぜー。

All who smoke di highest grade, say Ganja!
ハイグレードを吸っているやつは皆、ガンジャと叫べ！

All who burn out cokehead, say Fire Burn!
コカインをやっているやつらを皆やっつけろー、ファイヤーボンと叫べ！
※ハイグレード＝質の良いマリファナのことをこう表現する場合がある（*あくまでも解説に限り、決して肯定はしていません）

Yah hear mi, a badman seenting now! Leggo It!
聴いてくれ！今からはバッドマンの曲を流していくぜ！よし曲いけー！

Da tune yah fi di original gangstar dem ina di ouse!
この曲はここにいるオリジナルギャングスターたちの為の曲だぜー！

A who a di real badman dem round yah!?
ここにいる本物のバットマンだというやつは誰なんだい！

Da one yah fi di real Don dem ina di house!
この曲はここにいる大物たちの為の曲だぞ！

All a di man dem wey can defend yurself, gun arn ina di air!
自分を守れるという男たちよ皆、ガンフィンガーを見せてくれ！

Yow! All a di gangstar dem, sing da part yah!
ヨー！全てのギャングスターたちよ、この部分を一緒に歌ってくれ！

A wah dem a deal wid!? 
奴らは何を考えているんだい！？

A who dem a ramp wid!? 
俺らをやっつけられると思っているのかい！？

Raise the gun arn dem. Raise dem!
ガンフィンガーを揚げてくれ！かかげろー！

Da tune yah a brand new killer!
この曲は新しいキルチューンなんだぜー！

l Nahman, real gangstar dem nuh switch!
本物のギャングスターは決して裏切らない！

10. Dancehall – Badman Tune



Sellassie I know, Jah Rastafarai!!
承知の通り、ハイレ・セラシェ、ジャー・ラスタファライ（ラスタの神の呼び名）!!

Big up to all a di I-dren ina di building, yu done know.
お解りのように、ここにいる全ての兄弟たちよ皆、よろしく！

Nuff rerspec to all a di rastaman bout yah.
ここにいる全てのラスタマンたちに敬意を祓（はら）おう！

Mi gwaai play some conscious tune fi di I dem.
ここにいる皆の為にコンシャスチューンをかけよう

Yahman, di fire haffi blaze round yah, Fire burn! Let it go!
ヤーマン、もっと魂のある曲をかけるべきだよな！魂を燃やせー！曲かけろ！

Roots & Culture wi say! Jah cure! Hear dis!
ルーツ＆カルチャーだぞー！ジャー・キュアー！聴いてくれ！

REGGAE MC EXPRESSIONS
ROOTS & ROCKERS - ShoutOuts & BawlOuts

1. Roots – Early time Part 1

Copyright@2011. All Rights Reserved
 これらの掛け声があなたのiPhoneから音声で聴けるダウンロードアプリがございます！

また音声MP3ファイルもショップにて購入可能です⇒ http://reggaemc876.com

REGGAE MC

ル ツ カルチャ だぞ ジャ キ ア 聴 てくれ

Da one yah a request to all Jah bless people dem.
この曲は神のご加護を受けたものたちの為の曲だ！

Hear mi noh! Who Jah bless no man curse! Check dis!
よく聴くんだ！神からの恵みを受けたものは決して害されないんだ！聴いてくれ！

All Jah bless people, listen da one yah!
全ての神の子たちよ、この曲を聴くんだ！

Yes Iyah! A conscious vibez man a deal wid.
イエスッサヤー！俺はコンシャスチューン（*メッセージ性のある曲）しかかけないんだぜー！

Nuff respect to all JahJah warriors dem ina di building!
このビルにいる全ての神の兵士たちよ、敬意を祓（はら）おう！

Easy my yute! Big Up DJ Lantan. Wi deh yah!
寛いでくれ！ＤＪランタンをよろしく。調子は上場だぜ！

Unu see da tune yah?! Da one yah gwaai burn dung Babylon!
この曲はだなー？！バビロンを倒す曲なんだぞー！

Bombo! Wheel dat! More fire wi say!! More Fire!
ボンボ！もう一度！もっと火を!!もっと火だー！

A weh di God-bless people dem deh?! Request!
神の恵みを受けたものたちよーどこなんだい？！お前らのリクエストだぞー！

Yahman, a Love wi a deal wid. Come tell dem rasta!
ヤーマン、俺たちは愛について伝えるぜー。ラスタたちよ彼らに教えてやってくれー！

Big up to all a di clean hearted people dem in yah! 
ここにいる清い心を持っている全てのものたちよー、よろしく頼むぜー！

All artical yuteman, push up unu lighter!
本物の若者たちよ、ライターを揚げてくれー！

All who nuh like informer say Bun dem!!
密告者が気に入らないやつらは皆、やっつけろと叫べ!!

All who like da tune yah, say One Love!
この曲を気に入っているやつらは皆、ワンラブと言ってくれ!!

2. Roots – Early time Part 2



Big up to I & I bredren dem ina di place, seen!
ここにいる我々の兄弟たちにビガップ（よろしく）、わかってるよな！

Da one yah a di Rastaman anthem! See it yah.
この曲はラスタマンたちの国歌とも言える曲だ、聴いてくれ。

All rastaman, salute da tune yah! Listen!
全てのラスタマンたちよ、この曲に敬礼してくれ、聴くんだ！

Da one yah fi all Jah bless yute dem! Sellassie I know.
ハイレ・セラシェを承知のように、この曲は神の恵みをうけた若者たち全ての為の曲だ。

All a di man dem wey bonafide, Lion paw up deh!
本物の人間たちよ皆、ライオンポーを見せてくれ！

All who say Peace, Love and Unity, 2 arn ina di air!
平和と愛を統一を望むものたちよ皆、両手を揚げてくれ！

3. Roots – Rasta Tune
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平和 愛を統 を望むも たちよ皆、両手を揚げ くれ

Mek wi chant dung Babylon! Lighter fi da tune yah!
バビロンを倒そう！この曲にライターをくれー！

Mi waan hail up all a di Kings & Queens ina di ouse, yu see mi?
このビルにいる全ての王と女王*（男と女）たちによろしくと言いたい、ね？

Listen dis! A mi a buss it, Sellassie I, mi nuh lie!
これを聴いてくれ！俺がかけてやる、セラシ・アイ、マジに！

※Lion paw＝ライオンの手のように手の平を見せながらライオンの手のごとく指の関節を曲げたポーズのこと

Big up to all a di conscious yute dem ina di place.
ここにいるコンシャスな若者たち全てによろしく

Big up to all a di I-thiopians. A Rasta levity wi say, Yahman. 
ここにいるアイ・エチオピアン（黒人たち）によろしく。我々はラスタな生き方をしているんだ、ヤーマン。

A bare conscious vibes mi a fling dung. Yu see it?
俺はコンシャスなヴァイブスをかけているんだ。わかるよな！？

Jah know Binji-I ! A Truth & Reality wi a promote.
ジャー（神）がビンギ・アイ（ラスタマン）を周知している！俺たちは真実と事実をプロモートしているんだ。

Jah know star, da tune yah a go bun dung Babylon.
ジャー（神）が知っての通り、この曲はバビロンを倒す威力があるのさ。

Pull it up selectah! A Big tune! Dis a di ghetto yute anthem!
セレクター、この曲をもう一回！これはヤバイ曲だぞ！ゲットーの若者たちの国歌とも言える曲なんだ！

Yes massive! skyank pon da one yah!
みんな！この曲にスキャンクしてくれ！

Yahman. Dubwise mi say! Feel di baseline!
ヤーマン。これはダブ風な曲だ！ベースライン（重低音）を感じてくれ！

Conscious vibes non-stop! It’s all about peace & love Iyah!
コンシャスなヴァイブス（ノリ）は止まらないぜ！それは全て平和と愛を象徴しているんだ！

Yahman, we deh a Club Zion, we a bubble!
ヤーマン。我々はクラブザイオンにいるのさ、ゆったり踊って楽しんでるぜ！

4. Roots – Conscious Tune



Da tune yah fi di ganja smokers! See it yah!
この曲はガンジャを吸っているやつらのためのものさ！聴いてくれ！

Big up to all a di weedman dem! Listen da one yah!
ウィード（マリファナ）好きなもの全てによろしく！この曲を聴いてくれ！

All a di high grade smokers, lighter ina di air!! 
ハイグレードを吸うやつらは皆、ライターを揚げてくれ!!

A ganja wi say! It a di healing of di nation!
ガンジャと叫ぼう！我々を癒してくれるものだから!!

Tell Babylon fi leggo di herbs. Capleton, come tell dem!
ハーブ（マリファナ）を解放してくれと叫ぼう。ケープリトン、彼らに言ってやれ！

Nuff respec to all a di herbalist dem ina di ouse!
ここにいるハーブ吸うやつら全てに敬意を祓おう！
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に る 吸うや ら全てに敬意を祓おう

All who smoke di high grade, mek mi see unu lighter!
ハイグレードを吸うやつらは皆、ライターを見せてくれ！

Yahman, di fire haffi blaze round yah! You done know!
ヤーマン、ここで火を燃やすんだ（※悪いやつらを追い払うかのように）！周知の通り！

High grade mi a promote. Mi nuh chat bout no cho-cho leaf!
ハイ・グレードは俺様がプロモートしているんだ。変なハッパは扱わないぜ！

Wi nuh waan no coke-head bout yah! Bare Ganja wi say!
コカインを吸うやつらはこの場から去ってくれ！ガンジャにしか要はない！

Going out to all rockers! Yahman, a so wi dweet! Listen!
ロッカーズ好きな人全てに届けよう！ヤーマン、俺らはこんな感じでやっていくぜ！聴いてくれ！

Mi waan say nuf respect to all di lovely ladies ina di building.
このビルにいる愛しい女性たち全てに挨拶を言いたい。

All ladies wey know how fi luv up yu man, check da one yah!
自らの男性の扱い方をわかっている女性たち全てのために、この曲を聴いてくれ！

Beres Hamond! Reaching out to all di ladies wid di swagga!
ベレス・ハモンド！イカした女性たち全てに届けよう！

Big up all di independent ladies ina di ouse. Yu have everyting sort out!
ここにいる自分を持っている女性たち全てによろしく。全て順調に流れているぜ！

Gyal you look good, yu shape good, yu smell good…come rock pon da one yah!.
ギャルよーいい雰囲気を出しているぜ、体つきもいいし、いい香りも漂わせてるぜ…さあこの曲で踊ってみせてくれ！

In di mean time, going out to all di sexy body gyal dem. Run it!
今からは、セクシーな体を持つギャルたち全ての時間なんだ、曲かけろ！

A weh di goodas gyal dem deh? Whe una deh?! Model fi mi noh ladies.
イカした女性たちはどこにいるんだい？どこだー？この曲でモデル風に振舞ってみせてくれ。

Ladies! If you know sey yu man luv yu, arn ina di air!
女性たちよ！自らの男性から愛されていると確信しているのなら、手をあげてくれ！

All sexy ladies, da one yah a special request! Leggo it!
全てのセクシーな女性たちよ、これは特別なリクエストだぜ！曲をかけろ！

6. Lovers Rock– Part 1 



All a di man dem wey can take care a dem woman, one finger up deh!
自らの女を守ることができるという男たちよ皆、1本の指をあげてくれ！

Da one yah fi di rubeboy dem wey nuh ramp ina bed.
ベッドの上ではリードできるルードボーイたちのための曲だ。

A weh di gyalis dem deh? All gyalis, hear da one yah!
モテる男たちはどこにいるんだい？全てのモテ男たちよ、この曲を聴いてくれ！

Pull it up! Yahman, yu done know, mi cater fi di gyal dem. Run it!
曲を止めろ！みな知っての通り、俺はギャルたちのために曲をかけてるんだ。曲いけ！

Da tune yah fi di lovers dem ina di ouse, seen? Jahcure! Come sing fi dem.
この曲はここにいる全てカップルたちのための曲なんだぜ、だろ？ジャー・キュア！彼らのために歌ってくれ！

Wheeel it up, Ehhh…di gayl dem waan hear da tune yah again. 
もう一回、イィィィ…..ギャルたちはこの曲をもう一回聴きたがっているんだ。

7. Lovers Rock– Part 2
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もう 回、イィィィ ギャルたちは の曲をもう 回聴きたが て るんだ。

Man nuh partial wid di gyal yuknow. Phat gyal, Slim gyal, unu ketch dis! 
俺は女性に偏見など持たないぜ。ぽっちゃりさんも、スレンダーさんもこの曲を聴いて！

Mi waan see the ladies bruck wine pon da one yah!
俺は、この曲で女性たちが思いっきり踊っているところが見たいんだ！

Tik-Tak fi mi noh ladies! Gimi di slow wine! Ehhh!
女性たちよチックタック踊りしてくれ！スローなワイニーも見せてー！イィィィー！

Jah know, star. Mi love di gyal dem Straight! Hear da tune yah ladies!
ジャー（神）も知っての通り、俺は女が好きなんだ、ホントに！女性たちよこの曲を聴いてくれ！

Wha gwaan massive, taking it warn & easy! 
みんな調子はどうだい、ゆっくりと寛ぎを感じさせながら曲をかけていくぜ！

Big up all rudeboys ina di building. ..respec to di sexy ladies, yu done know.
このビルにいる全てのルードボーイたちによろしく…セクシーな女性たちによろしく、わかってるよね。

Gwaan enjoy yourself people. Wi a build a vibez round yah…eeeh.
みんなゆっくりと楽しんでくれ。俺はここでいい雰囲気を確立していくからさ….イィィィ。

Nuff respect to all massive & crew! Yahman wi deh yah.
みんなと全てのクルーに敬意を祓おう！ヤーマン俺らは元気にがんばってるぜ。

Mi waan big up di promoter dem, you done know.
俺はプロモーターたちにも敬意を祓いたい、わかってくれていると思うが。

Gregory Issacs! Ting call “Night Nurse” Ketch di vibez massive.
グレゴリー・アイザックだ！曲の名は”ナイト・ナース”このノリを感じてくれ。

Come sing fi dem Cocoa Tea…Da artist yah a veteran.
ココティーよ彼らのために歌ってやってくれ…このアーティストはベテランだぜ。

Wheeel and come again, Beres….massive listen!
もう一回かけてくれ、ベレス（ベレス・ハモンドのこと）…みんな聴いてくれ！

Dem tune yah I & I rate. Dem haffi play, yu see me?
こういった曲を俺たちは評価するのさ。かけるべきだよな！だろ？

Mi gwaai turn up di vibez…unu ready fi dance? Arrite.
そろそろヴァイブスを高めて行こうか…ダンスの準備は整ってるかい？よっし。

8. Warm & Easy



Pull Uuppp!…Yeah! A weh di gyal dem wid di swagga deh?
曲を止めろー！…イエイ！イカす女性たちはいったいどこにいるんだい？

Arrite!! gimi di new dance massive! Di new dance!
じゃあ!!みんな新しいダンスを見せてくれ！新しいダンスをね！

Ladies! Mi waan see unu go dung pon da one yah!
女性たちよ！この曲で床まで沈み込む踊りが見たいぜ！

Bruck out! …Skin out! …Go deh mi gyal.
踊ってくれ！セクシーさをアピールして…もっと盛り上がれ。

All a di gyal dem wid di swagga, get mad now!
すべてのイカした女性たちよ、弾けろ！

All a di sexy ladies dis a fi yur tune!

9. Bawl Outs –Part 1
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All a di sexy ladies dis a fi yur tune!
すべてのセクシーな女性たちよ、この曲は君たちのためのものだ！

A big tune! Da one yah sell off! Da one yah gone!
ヤバい曲だぜ！この曲は売れまくっている！超流行っているぜ！

Dance mad yah now! Da dance yah cyaan stop! 
今はもうダンス(イベント）が最高に盛り上がっている時だ！これはもう誰にも止められないぜー！

Yahman, a lock dung ting tonight…we nah ease up!
ヤーマン、今夜この場所はすでに抑えられているぜ…..俺らでさえも収められないくらいにね！

Wine gyal pickney! Wine fi mi noh gyal!
ギャルたちよワイニーして！俺にワイニーを見せてくれ！

Laawd have his mercy, hear what di man say!
マジに…この曲の歌詞を聴いてくれ！

A yah so wi ready fi get mad now! Leggo di next tune deh!
我々は今から弾けるぞー！次の曲かけてくれ！

Laawwd…….Gyaall! Awhoo!! 
ロード…ギャル！アワゥゥゥゥ！！

It a go wicked round yah! Hold on!
様子を見てみて、このあたりはもうすぐヤバくなるぞ！（※徐々に盛りがってくること）

A murder !….A liee! Out and Baaad!
ヤバイ曲だぜ！…ホントだぜ！めちゃくちゃ流行るぜ！

All sexy ladies!! Party time now…unu ready!?
セクシーな女性たちよ！！パーティの始まりだよ..準備はいいかい？

Wine fi me noh gyall!!　Whooo!　Laaaawd!
ギャルたちよワイニーしてくれ！！ウゥゥゥ！ロァァァド！

All ladies! Gallang bad now! Maad!
全ての女性たちよー！悪女のように弾けろ！弾けて！

Back it up…Fling it up….Kack it up…Awhooo!
お尻を突き出して…フリフルして．．．ヨコやタテやナナメに前に突き出して…アゥゥゥ！

Yah hear mi! Party nuh done yet…wi a party till di morning!
聴いてくれ！パーティはまだ終わっていないんだぜ…朝までノンストップで行くぜー！

10. Bawl Outs – Part 2


