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ZARD 25周年記念Page 更新
17936 選択 Aki 2015-12-31 21:25:22 返信 報告

http://wezard.net/25th/index.html#release
  アルバムのジャケット写真が更新されていました。

  このような写真が残っていたのですね･･･

 Liveのお知らせも発表されています。

オールタイムベストのジャケ写
17943 選択 stray 2015-12-31 22:54:51 返信 報告
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こんな前髪の泉⽔さんは初⾒です。
いつ頃なんでしょ︖ ドルちゃんなら分かるかな︖（笑）

Re:ZARD 25周年記念Page 更新
17944 選択 noritama 2015-12-31 23:03:15 返信 報告

こんばんは

取り急ぎ(笑)
 上演が終わってパシフィコ出⼝エントランスに⼈だかりが出来ているなと思ったらこれでした｡

 ジャケットと同じ写真ラベルですね｡

Re:ZARD 25周年記念Page 更新
17946 選択 stray 2015-12-31 23:10:13 返信 報告

noritamaさん︕

お疲れさまでした。
 このワインは横浜限定発売でしょうか︖

 欲しい（笑）。

Re:オールタイムベストのジャケ写
17949 選択 stray 2016-01-01 08:08:40 返信 報告
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強いて挙げれば、この髪型に似ていますね。
ジャスビリのセッション（1993年10⽉頃、芝浦スタジオ 501）です。

⿊の⻑袖Ｔシャツなので、セーターを脱いだインナー姿なのかも。

Re:ZARD 25周年記念Page 更新
17950 選択 noritama 2016-01-01 08:17:29 返信 報告

strayさん 皆さま あけましておめでとうございます｡ 
 今年もどうぞよろしくお願い致しますm(_ _)m

> このワインは横浜限定発売でしょうか︖ 
 > 欲しい（笑）。 

 現物と掲⽰の看板は､､⼈だかりが阻んで近づくことが出来ず､､ズームでとってもボケボケだったので､
 [17944]の写真の看板を拡⼤･切り抜いてみました｡何とか読めますがボケててすみません･･

ギャラリーのワイングラスの展⽰BOXの中に"25th 2016"の印刷されたワインボトルサイズの⽊箱が⼊
っていたので､

 周りの⼈と"GOODSでワイン売るんじゃね""いくらだろう""3万ぐらい?""いやいや1.5万位まででしょう"って
 話してました(笑)

 やっぱり!って感じ(^^;

GOLDラベル･SILVERラベル 各500本限定⽣産 15000円也
 

Re:オールタイムベストのジャケ写
17951 選択 noritama 2016-01-01 08:30:13 返信 報告

>ジャスビリのセッション（1993年10⽉頃、芝浦スタジオ 501）です。 
 おぉ､なんとタイミングの良い(^^)どのセッションか調べる⼿間が省けました｡
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この芝浦スタジオ 501セッションの⾓度違いって､今までありましたでしょうか?って後のレポで質問しようかと思ってい
たんです｡

 今回のギャラリー展⽰のパネルの中に､
 この⿊ハイネックセーターの写真(これよりもちょっと下からの撮影で⿊セーター姿でマイクと背景に調整ルーム?の窓が

写っている写真でした)があったので､
 あまりみたこと無いなって気になっていたのです｡

 それとも同じかなぁ?(笑)
 

Re:ZARD 25周年記念Page 更新
17952 選択 彦パパ 2016-01-01 08:44:38 返信 報告

みなさん、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
 昨⽇は楽しい⼀⽇でした。会場でお会いできた⽅ありがとうございました。

>でも、不思議に、彦パパさんとは、お会い出来ませんでした。 
 → ⼀瞬、トイレに⼊る陸奥さんをお⾒かけしましたよ︕ブログの更新とスタンプで忙しくしていました。またゆっくりお

会いしましょう。

>私も⼀階席後⽅に座っていたのですが１階席はほぼ満席。２階席より上は状況が解りません。 
 → 開演30分前に最前列から⾒上げたら真っ暗でした。おそらく２階・３階は⼊れてなかったと思います。また、真ん中通

路より前の席もよく⾒ると空席が結構ありました。両サイドも⾒にくいせいか空席ばかり。
 イメージ的には１階の3分の2程度のような気がしました。

>このワインは横浜限定発売でしょうか︖ 
 欲しい（笑）。

 → Stray所⻑ご無沙汰しております。ワインはwezard等で注⽂できるそうです。
画像をアップしておきました。

 ↓
 http://s.ameblo.jp/izumilove0206/entry-12112368565.html

 

Re:ZARD 25周年記念Page 更新
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17954 選択 noritama 2016-01-01 09:54:02 返信 報告

YAHOOニュース
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160101-00136732-rorock-musi

BARKS
 http://www.barks.jp/news/?id=1000122876

ナタリー
 http://natalie.mu/music/news/171157

Re:ZARD 25周年記念Page 更新
17955 選択 陸奥亮⼦ 2016-01-01 10:05:01 返信 報告

皆さん、こんにちは。陸奥亮⼦です。

あけましておめでとうございます。

今年も宜しくお願いいたします。

> >でも、不思議に、彦パパさんとは、お会い出来ませんでした。 
 > → ⼀瞬、トイレに⼊る陸奥さんをお⾒かけしましたよ︕ブログの更新とスタンプで忙しくしていました。またゆっくり

お会いしましょう。

はい、次回にどこかで、⼜、お会い出来るでしょうから、その

時に、⾊々とお話しましょう。＾－＾。

> >私も⼀階席後⽅に座っていたのですが１階席はほぼ満席。２階席より上は状況が解りません。 
 > → 開演30分前に最前列から⾒上げたら真っ暗でした。おそらく２階・３階は⼊れてなかったと思います。また、真ん中

通路より前の席もよく⾒ると空席が結構ありました。両サイドも⾒にくいせいか空席ばかり。 
> イメージ的には１階の3分の2程度のような気がしました。 

  
私は、⼀階席の右後⽅の席に座りました。１階席は、ＡＡとＡ

更にＢに分かれていますが、私の席は、Ｂ－４４－５７でし
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た。１階席は、全部で３２６０席有りますが、その内、可動席

が、７１０席在り、可動席のＢー４６列とＢ－４７列は、設置

されていました。⼜、Ａの中央にある可動席（１５席分位）

は、関係者席で、恐らく、⾳響関係の装置等が置いて有り、

その装置のランプ類等が⾒えました。ＡＡとＡ部の可動席も

恐らく設置されていたかと思います。私の席の周辺は、開演

時間時には、９割以上は、埋まって居た様に思います。

ですので、観衆は、約３０００⼈位かと思うんですがね。

Re:ZARD 25周年記念ワイン
17961 選択 stray 2016-01-02 13:28:04 返信 報告

noritamaさん、彦パパさん、陸奥さん、こんにちは。

記念ワインの詳細情報どうもありがとうございます。
 泉⽔さんはグラスワイン１杯で”ゆでダコ”になるくらいアルコールに弱いのに、

 「⾃宅にワインのコレクションが残されている」とは意外です。
 貰いものを保管しておいただけなんじゃないですかね（笑）。

・フランスの⾚ワイン
 ・フルボトル 750mL
 ・完全限定⽣産 各500本

 ・ボトルに泉⽔さんのフォトと直筆メッセージ（forever）をエッチィング
 ・シリアルナンバー封印

 ・25周年ロゴ彫刻オリジナル本箱⼊り
・15,000円（送料・梱包料込）

おそらく元酒は3,500円くらいのワインですが、これは絶対に買いです。
 各500本ではアっという間に売り切れます。
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先着なのか抽選なのか、はっきりして欲しいですね（笑）。

Re:ZARD 25周年記念ワイン
18107 選択 stray 2016-01-13 12:44:42 返信 報告

皆さんこんにちは。

これまた急な告知ですが、ZARD 25周年記念ワインは
 ★明⽇（1/14）18︓00から、Musingサイトにて先着順★

 で注⽂受付です。
 １注⽂につき各２本まで

■ご注⽂受付期間
 2016年1⽉14⽇（⽊）18:00〜限定数に達し次第終了

 ※2016年1⽉28⽇（⽊）23:59までにご注⽂いただくと2016年2⽉8⽇（⽉）までにお届けいたします。
 (コンビニ決済を選択された場合は上記期間内にコンビニ店舗でのお⽀払いをお済ませください。)

■ご注⽂ページ
 パソコン/スマートフォン http://musing.jp/shop/oluage/

 携帯(フィーチャーフォン) http://musing.jp/mobile/shop/oluage/

Re:ZARD 25周年記念ワイン
18109 選択 ひげおやじ 2016-01-13 22:18:56 返信 報告

ワイン、私はパス。
 ⾚ワインが⼤好きだし少しは五⽉蠅い⽅なので、ヴィンテージも⽣産者も分からず、⻑期熟成に耐えるか否か怪しい様な

代物に、当たり年のメドック格付けシャトー（４／５級か、場合によっては３級も有り）のワイン並みに１５千円も出す
気は到底起きません。

 記念品として思い切って奮発するならばいざしらず、純粋にワインをと⾔う事であれば決してお勧め出来ません。
 ちなみに、ボルドー（ジロンド河左岸）のカベルネ主体のがっちり系も良いけれど、私は何と⾔ってもブルゴーニュ（ピ

ノ１００％）の繊細かつしっかりしたワインが⼀番。
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「⾃宅にコレクションが何本か」 → 本数が少な過ぎるので、ワインセラーは無かったのでしょう。
と⾔う事は、元々良い品だったとしてもとっくに傷んでしまっているか、冷蔵庫などで保管していたのだとすると熟成が
⽌まってしまっているはず。

 そう⾔えば、以前（ソフィオのオープン時だったかしら︖）は「イタリアワインが好き」と書いてあったのに、⼀体どち
らが本当︖

Ｂ社のやる事は全く信⽤出来ず︕ こんな商売をしていては、泉⽔さんが泣いているのでは︖

Re:ZARD 25周年記念ワイン
18115 選択 ソルト 2016-01-14 21:37:47 返信 報告

stray所⻑、ひげおやじさん、こんばんは。
  

買おうかどうしようか考えている内にSOLD OUTになってしまうんでしょうけど
 限定物だし欲しい事は欲しいですね。

 B社さんもこの機会に泉⽔さんとワインの話しをもっと⾊々伝えてくれれば良いのですが･･･。
  

「⽉に願いを」の歌詞にワインが出てきますが、泉⽔さんがワイン好きだったと⾔うのは、
 私には新情報なので具体的にどの銘柄が好きだったのか教えてほしいものです。

⿇布⼗番の浪花屋家総本店さんの鯛焼きを頬張ると泉⽔さんも同じ味を味わったんだなぁ〜
 なんて想いに浸れるのと同じで好んで飲んでいた銘柄が分かれば買いに⾏って

 家でゆっくり飲んでみたいものです。（⾼価過ぎなければですが･･･）
 

Re:ZARD 25周年記念ワイン
18117 選択 stray 2016-01-14 22:46:42 返信 報告

ひげおやじさん、ソルトさん、こんばんは。

ひげおやじさんは相変わらずお厳しいですが、
 もちろんワインそのものには何ら期待していません。

 完全に記念品として飾っておくつもりで、
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ゴールドとシルバーを１本ずつ注⽂しました（笑）。
まだ売り切れていないみたいです。

原価3,500円、彫刻加⼯3,000円、箱代1,000円、B社の儲け7,500円
 ってところだと思います。ワインに限らず、グッズ商売は泉⽔さん

 ⽣存中からえげつなかったわけで、今に始まったことじゃないかと。

> そう⾔えば、以前（ソフィオのオープン時だったかしら︖）は「イタリアワインが好き」と書いてあったのに、⼀体ど
ちらが本当︖

出典、おわかりですか︖
 つい最近、泉⽔さんがワインに関して語っている記事を読んだばかりなのですが、

 何の記事だったのかまったく思い出せません（笑）。

会報30号のQ&Aで「体が受け付けなくなりました」と語っていますので、
 若い時はそこそこ飲めたのかも知れませんね。

 「CMサイズの唄⼊れ」とは「さわやかな君の気持ち」のことです。

> 「⽉に願いを」の歌詞にワインが出てきますが、泉⽔さんがワイン好きだったと⾔うのは、 
 > 私には新情報なので具体的にどの銘柄が好きだったのか教えてほしいものです。

noritamaさんの25AEレポ[17989]に、
 シャンパン（ブルーノ・パイヤール）の記載がありますね。

BRUNO PAILLARD N.P.U 1990

泉⽔さんがお好きな銘柄だったかどうかは不明ですが、
 わざわざ展⽰したってことは、そういうことなのか︖

 図録に解説が載ることを期待しましょう。

会報30号の記事からして、泉⽔さんがご⾃宅で、⾚ワインを常飲していたとは考えにくいです。

Re:ZARD 25周年記念ワイン
18118 選択 sakura 2016-01-14 22:55:55 返信 報告

strayさん、こんばんは。

https://bbsee.info/newbbs/id17989.html
https://bbsee.info/newbbs/id/17936.html?edt=on&rid=18118
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=18118


> 完全に記念品として飾っておくつもりで、

私もシルバーを注⽂しましたが、完全に記念品です。

> ゴールドとシルバーを１本ずつ注⽂しました（笑）。

さすが、所⻑さんですね︕
 私は２本注⽂する勇気はなかったです（笑）。

Re:ZARD 25周年記念ワイン
18119 選択 ソルト 2016-01-15 02:03:46 返信 報告

stray所⻑、こんばんは。

> BRUNO PAILLARD N.P.U 1990 
 > 泉⽔さんがお好きな銘柄だったかどうかは不明ですが、 

 > わざわざ展⽰したってことは、そういうことなのか︖

展⽰品の説明には「デビューの年のシャンパンだから記念に栓を抜かずに保管していた。」
 といった事が書かれていました。

 調べたら今このシャンパンを買うと約142＄。17000円弱ってとこでしょうか。
 せっかくならこれにしてZARDラベルとか♪（無理ですね・・）

 値段からして複数購⼊して泉⽔さんも飲まれたかもしれません。

> 会報30号の記事からして、泉⽔さんがご⾃宅で、⾚ワインを常飲していたとは考えにくいです。

体質的にアルコールがダメな⼈が常飲は有り得ませんね･･･。
 それでもたまに部屋でラブちゃん相⼿にひとりで飲んでたりしたんでしょうか︖

それはそれで泉⽔さんなら絵になって良いかも（笑）。

Re:ZARD 25周年記念ワイン
18263 選択 stray 2016-02-06 13:37:41 返信 報告

今⽇、届きました︕
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⽩の専⽤ダンボ－ルに⼊っていて、Musingの⽂字はありませんが、
デザインは[18220]と同じです。

シルバーは濃いめのグレー、ゴールドはゴールドです。

Re:ZARD 25周年記念ワイン
18264 選択 stray 2016-02-06 13:48:17 返信 報告

ダンボールを開けると、プチプチで厳重に巻かれた桐箱が。
 フタに25周年のロゴが彫られています（印刷じゃない）。

私のは、シルバー、ゴールドともに同じシリアルナンバーでした。
 「シリアルナンバーはご注⽂順ではございません。」と書いてあったので、

 別々のシリアルナンバーなんだろうなと思っていたので意外。
 そこまで気を回せるほど売れてないのでしょうか（笑）。

Re:ZARD 25周年記念ワイン
18266 選択 stray 2016-02-06 14:00:26 返信 報告

元酒は、トム・クルーズが⾃家⽤ジェットで買い付けに来るという
 アラン・ブリュモンのシャトー・ブースカッセです。

 別⼝で購⼊済みなので（笑）、さっそく味わってみることにします。

Re:ZARD 25周年記念ワイン
18277 選択 sakura 2016-02-07 01:24:06 返信 報告
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strayさん、こんばんは。

私のところにも、シルバーが届きました。
 30番台。

Re:ZARD 25周年記念ワイン
18278 選択 kei 2016-02-07 08:04:21 返信 報告

strayさん こんにちは。

初めて投稿させていただきます。 
 以前から拝⾒させて頂いておりました。

 ⽇々、いち早い情報に感謝申し上げます。

ここ最近フリーの時間が取れ、各イベントにも
 毎回参加可能になりました。

もう⼀度、ZARDに逢える今年は⼤変うれしいです。
 これからもよろしくお願い致します。

Re:ZARD 25周年記念ワイン
18284 選択 stray 2016-02-07 14:04:06 返信 報告

keiさん、はじめまして、こんにちは。

いつもご覧下さいまして、ありがとうございます。
 私は⽥舎暮らしなので、年1回のWBM or SH に参加するのがせいぜいですが、

 情報収集は⽥舎でもできますので（笑）、どこよりも早くお知らせるように⼼がけております。
 こちらこそ今後ともどうぞよろしくお願いします。

パスワード︓  編集  削除

https://bbsee.info/newbbs/id/17936.html?edt=on&rid=18278
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=18278
https://bbsee.info/newbbs/id/17936.html?edt=on&rid=18284
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=18284


Powered by bbsee.info. Copyright © 2005-2022
HTML generated at 2022-09-24 09:47:49 (0.024 sec).

https://bbsee.info/

