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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

ZARDたまり場ってあるのですか?
1654 選択 Oyaji911 2009-12-14 21:35:25 返信 報告

所⻑様、Z研にお集まりの皆様、ご無沙汰しております。
 皆さんにお聞きしたいことがあって久しぶりに投稿させていただきます。

先週、NHKBS２で4時間にわたり⽇本のROCK&POPS特集というのがあり、ZARDが出るかと思い⾒ていましたが、残念ながら最
後まで出ませんでした。60⼈ほどのアーテイストメニューからリクエストする⽅式でした。ZARDはメニューになかったのでし
た。（がっくり）

 で、その番組の中で何⼈かのアーテイストのコアなファンが
 経営するファンたまり場のような店が紹介されていました。たとえば、中島みゆきは会員制バー、⽮沢永吉は居酒屋といった具合

です。ZARDもそんな店があればいいなと思います。さて、ZARDにそういった店はどこかにあるのでしょうか。
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soffioというイタリアンのお店があるのは承知していますが、ZARD⾊をむしろ控えているように聞いています。
ZARDについて思いっきり語り合えるような場所は無いものでしょうか。ZARDの場合は居酒屋というより、カフェのようなイメー
ジでしょうが。

 みなさん、ご存じでしたら教えてください。
 よろしくお願いします。

Re:ZARDたまり場ってあるのですか?
1658 選択 stray 2009-12-14 22:48:21 返信 報告

Oyaji911さん、こんばんは、お久しぶりです。

ZARDたまり場ですか・・・
 私は⽥舎暮らしなので、そういう情報にはからっきし弱いのです（笑）。

 soffioはオープン当初はZARD⾊がまったくなかったのですが、
 最近では、ZARDの曲を流したり、フラワーギフトのアルバムが置いてあったりと、

 少しずつZARD⾊を出してきているようですが、
 ファン同⼠が語り合いとなると、そういう雰囲気ではないかもです。

ZARDファンが経営するカフェとか、スナックとか、知ってる⼈いませんか︖

Re:ZARDたまり場ってあるのですか?
1700 選択 Ａｋｉ 2009-12-17 17:17:50 返信 報告

 ＺＡＲＤの場合はＢ社が⽤意した場（１５周年記念の時に期間限定で渋⾕でお店をオープンしたり、Ｆａｎ Ｃｌｕｂ
限定サイト）が「公式」となってしまいますね。

 「Ｓｏｆｆｉｏ」も出来る前から「近隣の⽅の配慮を」とか「駐⾞場はお客様の…（ってＦａｎ Ｃｌｕｂ会員は客じゃ
ないんかい︖（苦笑）」というような、イメージとしてはどこかで「アイドル」的存在という感じとなって、いざと⾔う
時にいま⼀つ「アーティスト」という感じの認知が低いですね。

 （そんなに⼀度に⼤挙して来るとも思えないですけれども…）
  客数が微妙になるとグッズを発売をして何だか「来てほしいの︖欲しくないの︖」という感じもします。
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 オフィシャル店として「Ｓｏｆｆｉｏ」がある限りは難しいでしょうし、そこでＺＡＲＤ談話で盛り上がるのはご法度
なのでしょうね…

Re:ZARDたまり場ってあるのですか?
1725 選択 Oyaji911 2009-12-18 21:02:36 返信 報告

所⻑さん、Akiさん、ご回答ありがとうございます。

そうですか。そういうところはないのですか。
 やはり、中島みゆきや⽮沢永吉のようにオフィシャル

 じゃないファン⾃⾝が勝⼿にやってる店のほうが
 盛り上がるんでしょうね。

 だれか、そういうお店を出してくれないかなあ。
 ⼊りびたるけど。

 所⻑さん、思い切っていかがですか（笑）
 ところで、そのオフィシャルSoffioなるレストランに

 近々偵察に⾏ってきます。
 さりげなく︖ZARDを出しているんですね。

Re:ZARDのたまり場ってあるのですか?
1774 選択 たま 2009-12-23 22:46:27 返信 報告

こんばんは。
 はじめまして。

いつも楽しく拝⾒しております。

タイムリーな記事を⾒つけたので書き込み失礼します。

私の住んでる県内(関東)に、⼩さなバーがあり、そこには坂井さんの直筆サインがあり、そこでZARDファンが集まってオ
フ会などをしてるようです。

 坂井さんが来店した訳ではなくビーイングスタッフが通っていたそうです。
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⼀時話に出ていたZARDカバーバンドのZESTと⾔うバンドのボーカルさんもそこで時々アコースティックﾗｲﾌﾞをしてるそ
うですよ。

 ⼀度⾜を運んでみたいと思います︕

Re:ZARDのたまり場ってあるのですか?
1775 選択 DAI 2009-12-23 23:52:57 返信 報告

たまさん、初めまして︕DAIと申します。

> 私の住んでる県内(関東)に、⼩さなバーがあり、そこには坂井さんの直筆サインがあり、そこでZARDファンが集まっ
てオフ会などをしてるようです。 

 え︕泉⽔さんの直筆サインですか︕
 そんな場所があるんだ・・・。知らなかった(汗)

 できれば、詳しい場所などを教えていただけませんか︖

Re:ZARDのたまり場ってあるのですか?
1782 選択 stray 2009-12-24 19:13:59 返信 報告

たまさん、はじめまして、こんばんは︕

情報どうもありがとうございます︕
 やはり、あるところには有るんですねぇ（笑）。

 かずさん（ZESTのボーカル）がアコースティックライブですか︕
 それは是⾮、⼀度⾜を運んでみるべきかもです。

 ⽣レポートお待ちしておりますので︕

 
 Oyaji911さん、Ａｋｉさん、DAIさん、こんばんは。

渋⾕の LIKEIT というクラブで、⽉1回 ZARDOFF会なるものが開催されてました。
 けっこう参加⼈数も多くて、楽しそうな集まりに⾒えました、

 アネ研さんが潜⼊するはずだったのですが、どうなったん︖（笑）
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YouTubeで、”ZARDOFF” か”ZARD LIKEIT”で検索してみて下さい。
今年に⼊ってから消滅しちゃったのかな〜。

Re:ZARDのたまり場ってあるのですか?
1791 選択 ZEST 2009-12-25 16:34:39 返信 報告

strayさん、皆様お久しぶりﾃﾞｽ!!
 急に寒くなってまいりましたが、
 体調崩されてませんか︖

 素敵なクリスマスを過ごされてるでしょうか♪

そのﾊﾞｰ、埼⽟県⼤宮市のFIVEさんですね。
 ちなみに私はそこでライブはやったことはないんですが、

 ちょうど明⽇、ZARD FAMILYとそのお店を貸し切りにして、
 忘年会をやります。

 普段は、ごく普通のバーですね。

そして、

> 渋⾕の LIKEIT というクラブで、⽉1回 ZARDOFF会なるものが開催されてました。

と、所⻑さんが書かれてるLIKE IT...

これまたびっくりで、渋⾕から池袋に移転し、
 ちょうど明後⽇、池袋のLIKE ITになってから
 初の⼤きなZARDオフ会が⾏われるんですが、
 そのゲストで私が鍵盤の⼦と演奏させていただくんです＞＜

主催者さんが配布してる詳細は以下ですよ。

-------------------------------------------------------

■池袋ZARD OFF LIKE IT@2009,12/27 
 hライブハウス貸切での⼤型ZARDオフです。
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ZARD MUSICと、胸いっぱいの想い出(memories)とともに… 
天使のような笑顔で再会しましょう

遥かな未来へと新しいドアを開け、動き始めます

12⽉27⽇オフ会の中で≪カバーライブ≫を⾏うことが決まりました

アーティスト紹介

ZARDのアコースティックカバーを奏でる鍵盤ニスト(けんばにすと)、 
 あき＆かずのZARDトリビュートデュオ

seaz

あの名曲がこんな形に… 
 普通のアコースティックとは違う、シンセが作り出すZARDの世界。

ZARDrink復活 
 ⾷べ物持ち込み可

【⽇時】2009年12⽉27⽇(⽇)16:00〜19:00

【場所】池袋 LIKE IT 
    （豊島区池袋4-26-11 B1-2）

【アクセス】 
  http://likeit.biz/sub2.html (PC) 

  http://likeits.biz/sub2.html (携帯)

⇒池袋北⼝を出て約200ｍ直進 
 ⇒⻄京信⽤⾦庫を左へ（歌広が⾒えます） 

 ⇒交差点を渡り“へいわ通り”をひたすら直進 
 ⇒ひたすら直進 

 ⇒ひたすら直進 
 ⇒⾸都⾼が⾒えたらもうすぐ 

 ⇒「LIKE IT」の看板が左⼿に⾒えます 
 ⇒階段を下りたら受付けを済ませてください



【料⾦】<事前参加表明> 2500円/2d 
     < 当 ⽇ >   3000円/2d

【ZARD オフ会＠池袋 LIKE IT 】 
  

 ★ZARD友達が欲しい︕増やしたい︕ 
 ★ZARDを共有して味わいたい︕︕ 

 ★ZARDもCLUBで流れるべきだ︕ 
 ★ZARDの⾳楽を⼤⾳量で聴いてみたい︕ 

 ★隠れZARD FANである︕ 
 ★坂井さんが理想の⼥性像である︕ 

 ★ZARDの曲に想い出がある︕︕ 
 ★ZARDが兎にっ⾓好きだ︕ 

 ★ZARDのグッズを持っている・⾒たい・触りたい︕︕ 
 ★坂井さんをきっと忘れない︕いや“絶対”忘れない︕ 

 ★ZARDの曲が１曲でも好きな⽅︕

上記の⽅は参加すべきです!!!!!!!!!!ｄ(ゝд◕ )

ZARDレアグッズが無料で⾒放題、触り放題 
 （プレミアムボックス３種類・WEZARD会報フルセット・オルゴールバス・泉⽔さん巨⼤ポスター・⾚いトイピアノ(泉

⽔さん愛⽤のものと同型)・詩集フルセット・ZARDロゴ⼊りi-Pod などなど…）

♬♫.｡･+ﾟﾟ+･｡ஐ｡･+ﾟﾟ+･★.｡･:*:･ﾟ'☆♪･:*:･ﾟ'♬♫.｡･+ﾟﾟ+･｡ஐ｡･+★.｡･:*:･ﾟ'☆♪･:*:･ﾟ

〜坂井泉⽔さんへ〜

かけがえのない“キズナ”を私たちにくれたこと 本当に感謝します 
 どうもありがとうございます 

 これからもずーっとずっとずっと宜しくお願いします

*:..｡o○♬♪♩♬○o｡*ﾟ¨ﾟﾟ･*:..｡o○ ♬♪♩♬○o｡*ﾟ¨ﾟﾟ･*:..｡o○♬♪♩♬○o｡*ﾟ¨ﾟﾟ

----------------------------------------------------------



>>アネ研さんが潜⼊するはずだったのですが、どうなったん︖（笑）

そうなんですか(笑
 アネ研さん、いらした際には是⾮お声掛け下さい♪

では、⻑々と失礼しました。

Re:ZARDのたまり場ってあるのですか?
1792 選択 stray 2009-12-25 17:40:21 返信 報告

かずさん、こんばんは、お久しぶりです︕

ブログを突然閉鎖されたので、どこか具合でも悪いのかなぁと⼼配しておりましたが、
 お元気そうで何よりです︕

 ⼦供が⼤きくなると、クリスマスは単なる⼀平⽇になっちゃいます（笑）。

⼤宮市のFIVEさん・・・でしたか、って知りませんけども（笑）。
 なるほど、たま〜に ZARD FAMILYが集まって、ワイワイやるわけですね。

 なら、普通の⽇に⾏っても”しょボーン”状態になるかも（笑）。

LIKEIT は池袋に移転したんですか︕ 知りませんでした・・・
 たしか、以前は⽉命⽇にOFFを開いていたような。

 １２・２７のイベント情報どうもありがとうございます︕
 在京なら⾶んで⾏くところですが、⽥舎者なので無理です（笑）。

 楽しそうですよ〜、かずさんのアコースティックカバーも聴けるそうなので、
 お近くの⼈は、是⾮顔を出してみてください︕

12/27の模様は、是⾮YouTubeにアップしてほしいですね。
 かずさん︕ 主催者さんにヨロシク︕お伝え下さい（笑）。

Re:ZARDのたまり場ってあるのですか?
1798 選択 Oyaji911 2009-12-26 09:42:55 返信 報告
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かずさん、はじめまして。情報ありがとうございます。
池袋のオフ会、⼤いに盛り上がりそうですね。

 ⼩⽣、千葉に住んでおりますので、ちょっと遠いですが⾏けない距離ではありません。
 でも、⼤⼈数だと気の弱い私などはしり込みするかも（笑）

所⻑さん、
 ＞なるほど、たま〜に ZARD FAMILYが集まって、ワイワイ＞やるわけですね。

 ＞なら、普通の⽇に⾏っても”しょボーン”状態になるかも＞（笑）。

そうですねー。常設のたまり場じゃなさそうですね。

ところで、12⽉20⽇にSOFFIOに⾏ってまいりました。
 時期的にクリスマスランチでした。

 これまで何⼈かの⽅が情報UPされてましたが、明るくてさわやかな気持いい⼀軒家レストランでしたね。
 フラワーギフトも拝⾒してきました。なんとなく、ほかのお客もZARDファンのように⾒受けられましたが、とても気軽に

 声をかけられるような雰囲気ではありませんでした。
 なにせ、BGMはZARDではなかったので（笑）。

 

Re:ZARDのたまり場ってあるのですか︖
1808 選択 ZEST 2009-12-27 23:49:07 返信 報告

トピずれになってしまいますがすみません(>_<)

所⻑ー︕︕

上記のZARDｵﾌに、アネ研さんがいらしてくれました(つД｀)

もう嬉しくて嬉しくて嬉しくて、握⼿しまくってしまいました(>_<)

あのZ研の︖︕とZARD仲間が驚いてましたよ(^^;

ZARDｵﾌ⾃体は、初参加な⽅や⼀⼈参加の⽅も多かったです。
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