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池袋ZARD OFF LIKE IT 報告書
1809 選択 アネ研 2009-12-28 00:00:59 返信 報告

こんばんは、みなさん

１年ぶりにＺＡＲＤ オフ会に⾏って参りました。
 昨年⾏ったのは１１⽉に渋⾕のLIKE IT でした。

 別スレのZESTさんによる情報をもとに池袋を⽬指しました。

池袋北⼝を出ての１本道で、迷⼦にならずに着きました。（笑）
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1810 選択 アネ研 2009-12-28 00:15:04 返信 報告

15⼈くらい並んでいたんですが、⼊場券を買った後に⼿荷物検査をしていました。（汗）
 え︕カメラ禁⽌なの︖と驚きました。１眼レフは鞄の中に裸で⼊れてたんで⾒られたら没収と思

い、考えた挙句サブのコンパクトカメラをズボンのポケットに⼊れ、さらにそこへ携帯電話も⼊
れて解りずらくしてみました。これで準備完了。

 しかし、私の番になりましたが、何の事はなく、鞄のカメラもOKでした。（笑）
 ほかの⼈を⾒てたら、どうやら、飲み物の持ち込みが禁⽌だったようでした。

 そして、⼊場したら係に⼈に名前を聞かれ「アネ研」ですというと名札を作ってくれました。
 きゃーちょっとはずかし〜。（汗）

池袋ZARD OFF LIKE IT 報告書３
1811 選択 アネ研 2009-12-28 00:21:24 返信 報告

⼊⼝にはZARDグッツがいくつか置いてありました。
 写真展ではなくバンド関連だけあって、楽譜が多くありました。

 また、話題の⾚いピアノもありました。
 本物ではないですが、ちょっと弾けて嬉しかったです。（笑）

 

池袋ZARD OFF LIKE IT 報告書４
1812 選択 アネ研 2009-12-28 00:29:56 返信 報告

バーには、ZARDrinkがありました。
 私は、「来年に夏も」と「悲しいほど貴⽅が好き」をいただきました。

 「来年に夏も」は夏のように爽やかで、
 「悲しいほど貴⽅が好き」は澄んだ雪のような味でした。

 どちらも美味しかったです。（笑）
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池袋ZARD OFF LIKE IT 報告書５
1813 選択 アネ研 2009-12-28 00:31:25 返信 報告

これが、「悲しいほど貴⽅が好き」です。

池袋ZARD OFF LIKE IT 報告書6
1814 選択 アネ研 2009-12-28 00:56:29 返信 報告

じつは、並んでる時に「かず」さんが、名札をもって外に出かけるさい、私の前の⼈とも少しお話してたんでかなり接近
したんです。

 しかし、私にとってかずさんはボーカルではなくバックで男の⼈という思い込みがあり、驚きとともに、気さくなかわい
らしさに圧倒されて、声をかけることができませんでした。

 お酒を少し飲んで、いい感じになったところで、
 再びかずさんが、客の中を名札をもって現れたんで、

 さっそく、私も名乗りました。「アネ研です︕」
 すると、かずさん、「キャー︕アネ研さん来てくれたんですね〜〇◆▽☆ミ」と喜んで両⼿をっとって、

 仲間の⽅に連れて⾏ってくれて、Z研の⼈です。
 と紹介してくれました。

 喜んでくれて私も嬉しかったです。（笑）
 バンドやコピーの話をしました。

 ちょっとして、かずさんは「着替えてきま〜す」と奥へ⾏きました。

池袋ZARD OFF LIKE IT 報告書７
1815 選択 アネ研 2009-12-28 01:27:18 返信 報告
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「クリスマスタイム」からスタート
数⽇ずれたけど、いい感じですね。

 唄声も⼒ずよく伸びやかで、感激しました。（涙）
 ⾐装も⿊っぽいスーツです。

 あまり気にしてませんでしたが、今⽇は7⼈くらいのバンド「ZEST」ではなく、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」でした。
聴く前は演奏が薄いのかな︖とも思っていましたが、そんなこともなく曲の世界に引き込まれました。

 そして、「MｙBaby Grand〜ぬくもりが欲しくて〜」
 「息もできない」「⼼を開いて」［You and I」

 最後は「来年の夏も」でした。
 あきてぃのシンセの間奏のコピーもバッチグ〜で、

 鍵盤をドレミファソラシド〜って弾くところは、まじか観れて感激でした。
 みなさんも泉⽔さんのアカペラの映像を⾒てると思いますが、

 かずさんも⼒ずよく時には握りこぶしをつくながら歌いあげてくれました。

池袋ZARD OFF LIKE IT 報告書８
1816 選択 アネ研 2009-12-28 01:32:20 返信 報告

少しして、かずさんさんとあきさんが出てきたんで、記念にサインをいただきました。
 「アネ研さんへ」なんて書いていただいてこれまた感激です。（嬉）

池袋ZARD OFF LIKE IT 報告書９
1817 選択 アネ研 2009-12-28 01:46:39 返信 報告
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そして、最後はみんなで⼀緒に「負けないで」と「Don't you see !」の⼤合唱でした。（笑）

主催者のせんすいさん（⽂字が解りません）
 seazのかずさん、あきさん

 また、バーテンのオネーちゃん、みなさん
 楽しいひと時を過ごすことができました。
 ありがとうございました。

帰り道、かずさんが、「このZARD OFF会にゲストで出れたことを光栄」と⾔ってましたが、いつの⽇か「Z研ともコラ
ボできればいいな〜」と思ったものでした。

 また、逢いましょう︕（笑）

おしまい

曲の間違いがあったら教えてください、訂正します。アネ研

Re:池袋ZARD OFF LIKE IT 報告書
1818 選択 saki 2009-12-28 10:01:09 返信 報告

アネ研さん、みなさん、こんにちは〜(^^)/

アネ研さ〜ん、凄い、すご〜い︕︕
 ZARDオフ会に⾏って来られたんですね〜 すご〜い︕︕

 ZESTのかずさんや他の⽅達に逢って来られたようで・・・羨ましいなぁ〜︕︕
 アネ研さんのレポートで、とても盛り上がっていた事が想像出来ます。

しかし、アネ研さんも勇気ありますね〜
 私なんか⼈⾒知りが激しいので（笑）とても⼀⼈では知らない⼈達の中には⼊れません・・(^^;)

 でも、ZARD仲間だからみんな友達なんですよね〜  いいなぁ〜

アネ研さんもZARD仲間の中で有名⼈なんですね (^_-)-☆  なんか私も嬉しくなっちゃった・・・
 seazのかずさん、あきさんもこのスレ⾒ておられるかな︖︖ 

 私も御挨拶しとかなくっちゃ・・Z研”お騒がせ娘”sakiと⾔います宜しくお願いしま〜す。（笑）
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演奏曲を伺ってると私の好きな曲ばかり・・(って、ZARDの曲はみんな好きなんだけど・・・） 
⽣演奏にみんなで⼀緒に歌って、なぁ〜んか夢の空間みたいですね。   羨ましいなぁ〜 (=^ｰ^)ﾉ⼺☆゜・。・゜★

Re:池袋ZARD OFF LIKE IT 報告書９
1819 選択 YOSHI 2009-12-28 11:26:46 返信 報告

アネ研さん、Z研のみなさん、こんにちは

そして初めましてm(__)m
 初めて投稿させていただきます。

 ZESTのサポートをさせて頂いております、YOSHIと申します。

いつもこちらの記事を楽しく読ませて頂いております。
 メンバーの皆様のZARDへの熱い思いにいつも感嘆させられております。

昨⽇は、アネ研さんにお会いできて嬉しかったです。

>そして、⼊場したら係に⼈に名前を聞かれ「アネ研」ですというと名札を作ってくれました。 
 > 

 この時、お声をかけたのが私です。(笑)

seazのライブの後にも、⾊々お話しさせて頂きありがとうございました。

昨⽇は、本当にありがとうございました。

来年は是⾮、ZESTのライブにおいでください
 お待ちしておりますので m(__)m

今後とも、ZESTを宜しくお願いいたします。

追伸
 > 主催者のせんすいさん（⽂字が解りません） 

> 
 ⽂字は、SENSUIさんになります。

Re:池袋ZARD OFF LIKE IT 報告書
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1820 選択 stray 2009-12-28 16:51:46 返信 報告

アネ研さん、こんにちは。

な〜んかＺ研を代表して参加したみたくなってますが（笑）、
 池袋LIKEITの「ZARDOFF」潜⼊レポ︖、ご苦労様でした︕

 参加者はぞれぞれ名札を付けるシステムなのですね。
 「アネ研」の名札・・・かなり恥ずかしそう（笑）。
 ZARDrink いいですねぇ、次回のZARDOFFは「来年の夏」って含みも⼊ってる︖（笑）

 ５種類全部飲みたいところですが、
 ”「あきてぃ。」下さい”、”「かず」下さい”とは⾔いにくいですよね（笑）。

 曲名ですが、「You and I」って、鳩⼭友愛総理じゃないんだから（笑）。
 seazのお⼆⼈からサインまで貰って、楽しい夜を満喫されたようで、すっごく羨ましいです（笑）。

 いつか「seaz」のお⼆⼈をお招きして、Ｚ研のオフ会できるといいですね〜。

 
 かずさん（別スレのレスになりますが）、こんにちは。

ZARD OFF での LIVE お疲れさまでした︕
 うちのアネ研を歓待してくれて、どうもありがとうございます（笑）︕

 鍵盤ニスト「seaz」の存在、はじめて知りました〜（笑）。
「クリスマスタイム」をシンセだけでって、まったく想像もつかないですが、

 「You and me…」「来年の夏も」で締めるあたりは、
 2004LIVEを意識された選曲で、にくいですね〜（笑）。

 ああ〜、かずさんのアコースティックナンバー、聴きたかったなぁ︕
 是⾮YouTubeで かずさんとあきさんの勇姿︖を拝⾒したいです〜︕（笑）

 
 YOSHIさん、はじめまして、ようこそＺ研へ︕

私が紹介するのも何ですが（笑）、ZESTのメンバーは、
  ボ－カル︓かずさん

  リードギター︓isaoさん
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 サイド＆アコースティックギター︓T@Kさん
 シンセサイザー＆コーラス︓あきさん

  ベース︓Junさん
  ドラム︓⼭ちゃんさん

  コーラス︓asamiさん
 コーラス︓mihoさん

 の８⼈、プラス
  サポート＆アドミニストレーター︓YOSHIさん

 です。
 サポート＆アドミニストレーターがどんなお仕事なのか︖︖︖ですが、おそらく、

 プロデューサー 兼 ディレクター 兼 アシスタント 兼 営業 ではないかと（笑）。

皆さんお仕事をしながらの活動でしょうから、ライブ開催はもとより、
 練習するだけでも⽇程や場所等で⼤変なご苦労があるかと思いますが、
 夢のある活動ですので、今後も末永く続けていって下さい。

 ⽥舎住まいなので、丁度よく出張と重なれば（笑）、ZESTさんのLIVEに
 是⾮参加したいと思っています。陰ながら応援してますので︕

SENSUIさんって、まさか、あの伝説の SENSUIzumiさんじゃないですよね︖
 OFF会の名札は、参加者が⾃分で書くシステムでよいかと思います（笑）。

 
 sakiさん、こんにちは。

アネ研さん、羨ましいよね〜（笑）。
 アネ研さんは有名でしょう︕（笑） ⼀度聞いたら忘れられないＨＮだし（笑）。

 サウンド班、映像班、画像班、ロケ地班・・・得意は⼈それぞれでも、
 ⽬的を同じにする集まりなので、⼈⾒知りが激しい（誰が︕（笑））⼈でも、

 ⼊ってしまえばなんとかなるものです。
 WEZARD主催で、全都道府県を廻るOFF会、企画してくれないかしらん（笑）。

 

Re:池袋ZARD OFF LIKE IT 報告書



1822 選択 ペケ 2009-12-28 18:51:30 返信 報告

アネ研さん、sakiちゃん、YOSHIさん、所⻑、皆さん、こんばんは。

アネ研さん、潜⼊レポお疲れ様でした。間近で、素敵なかずさんのヴォーカルと美⼈で有名なアキさんのキーボードを聴
けて満⾜されたでしょう︕

 相棒はお留守番だったのですか︖（笑）。

YOSHIさん、初めまして、ペケと申します。よろしくお願いします。

Re:池袋ZARD OFF LIKE IT 報告書
1823 選択 YOSHI 2009-12-28 19:01:39 返信 報告

strayさん

ZESTのメンバーの紹介ありがとうございます。

> サポート＆アドミニストレーターがどんなお仕事なのか︖︖︖ですが、おそらく、 
 > プロデューサー 兼 ディレクター 兼 アシスタント 兼 営業 ではないかと（笑）。 

 > 
 はい、宣伝係 兼 バンドボーイ 兼 記録係です。

 要は何でも屋ですかね(笑)
 ZESTのリハ時やライブ時のビデオ撮影等もしており、メンバーにDVD（メニュー付きで）を作成して配布したりしてま

す。
  

> ⽥舎住まいなので、丁度よく出張と重なれば（笑）、ZESTさんのLIVEに 
 > 是⾮参加したいと思っています。陰ながら応援してますので︕ 

> 
 ありがとうございます。

 是⾮、ご参加くださいねお待ちしております。m(__)m
  

> SENSUIさんって、まさか、あの伝説の SENSUIzumiさんじゃないですよね︖ 
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> 
たぶん、別⼈だと思いますが

> WEZARD主催で、全都道府県を廻るOFF会、企画してくれないかしらん（笑）。 
 > 

 いいですね、是⾮実現してほしいですね

Re:池袋ZARD OFF LIKE IT 報告書
1824 選択 YOSHI 2009-12-28 19:03:58 返信 報告

ペケさん

初めまして、ありがとうございます。

新参者ですが、こちらこそ宜しくお願いいたします。m(__)m
 

Re:池袋ZARD OFF LIKE IT 報告書
1826 選択 goro 2009-12-28 20:16:28 返信 報告

アネ研さん、sakiさん、YOSHIさん、strayさん、みなさん、こんばんは

ZARDオフ会、レポートありがとうございました。
 ⼀⼈で⾏くと浮くかな〜とか、居場所があるのかな〜って不安になってしまう私ですが、皆さんと楽しく溶け込んでいら

したようで、羨ましいです(笑)。
 皆さん泉⽔さんを慕う⼈達ばかりだから、⽬的や進むべき道︖、想いが⼀緒だから、

 皆さんの泉⽔さんに対する何かを共有できて、⼤いに盛り上がったのだと思います。
 私も時間があれば⾏きたいな〜

 かずさんの歌声も聴いてみたいし、ZESTの皆さんの奏でるの⾳楽も聞いてみたいですね︕

YOSHIさん、はじめまして!
 これからもＺＡＲＤ坂井泉⽔さんを慕う⼈達やメンバー⾃⾝のために、頑張って活動をして頂ければと思います。

 ありがとうございます。
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Re:池袋ZARD OFF LIKE IT 報告書
1827 選択 YOSHI 2009-12-28 20:22:44 返信 報告

goroさん

初めまして

ありがとうございます。

これから宜しくお願いいたします。m(__)m
 

Re:池袋ZARD OFF LIKE IT 報告書
1845 選択 ZEST 2009-12-30 01:02:20 返信 報告

所⻑さん、皆様こんばんは。
 はじめましての⽅、よろしくお願いします。

 男性疑惑があるZESTのボーカル、かずです。

アネ研さん、先⽇はお世話になりました!
 もっともっともっともーっとお話したかったのですが、

 バタバタしてしまい申し訳ありませんでした。

ネットなんかに詳しい⽅は、

あのZ研の⼈がキタ!!!!

と、⼤歓喜で、主催者もとてもよろこんでおりました。

オフにてお会いできて本当にうれしかったです＾＾

今、今年のライブ動画を編集してYouTubeにアップする準備をしてますが、
 動画で⾒るとかなり恥ずかい状態という...

夢のまた夢ですが、
 いつか、コラボで坂井さんへの想いを込めたイベントが出来たら良いですね!!
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素敵なレポもありがとうございました。
アネ研さん、またお会いしましょう＾＾

Re:池袋ZARD OFF LIKE IT 報告書
1846 選択 xs4ped 2009-12-30 02:28:44 返信 報告

アネ研さん、皆さん、こんばんは。
  

潜⼊捜査(ZARDオフ会)お疲れ様です︕
 「アネ研」の名札は流⽯に恥ずかしかった事でしょうね。(笑)

 でも忘れられない思い出になりましたね。(笑)
 > ⼊⼝にはZARDグッツがいくつか置いてありました。 

 > 写真展ではなくバンド関連だけあって、楽譜が多くありました。 
 > また、話題の⾚いピアノもありました。 

プチ“坂井泉⽔展”の様で良いですね。(^^♪
 伝説のオルゴールCDまで置いてあるんですね。

 > すると、かずさん、「キャー︕アネ研さん来てくれたんですね〜〇◆▽☆ミ」と喜んで両⼿をっとって、 
 > 仲間の⽅に連れて⾏ってくれて、Z研の⼈です。 

 > と紹介してくれました。 
 遂にアネ研さんも有名⼈︖になってしまった様ですね。(笑)

strayさん
 > WEZARD主催で、全都道府県を廻るOFF会、企画してくれないかしらん（笑）。 

 ほんと開催して欲しいですよね〜
全都道府県を廻るLiveTourも開催して欲しいです。(願)

YOSHIさん、はじめまして︕
 YOSHIさんはサポートされているんですね。

 今後もZESTのサポート頑張って下さいね︕

かず(ZEST)さん、はじめまして︕
 ZESTはYouTubeで以前から時々、拝⾒しておりました。m(_ _)m
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 ⼀度、⽣で聴いてみたいですが、
今すぐ⾶んでゆきたいけど

 すべてを捨てて⾏けない私がいる・・・
 今後の更なるご活躍をお祈り致します︕
 

Re:池袋ZARD OFF LIKE IT 報告書
1847 選択 YOSHI 2009-12-30 10:58:37 返信 報告

xs4pedさん

初めまして。m(__)m

コメントありがとうございます。
 これからも、ZESTのサポートとして頑張っていきます。

今後ともZEST共々、よろしくお願いいたします。m(__)m

Re:池袋ZARD OFF LIKE IT 報告書
1848 選択 ペケ 2009-12-30 14:25:46 返信 報告

皆さん、こんにちは。

YOSHIさん、かずさん、来年もバンド活動頑張って下さい︕
 動画のＵＰも期待していますよ（笑）。

 

Re:池袋ZARD OFF LIKE IT 報告書
1849 選択 ドルチェ 2009-12-30 18:20:31 返信 報告

アネちゃん、YOSHIさん、ZESTさん、みなさん こんばんは︕ アネちゃん、レスがすごーく遅くなってゴメンネ（＞
＜）
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なんとなんと、池袋LIKE ITのオフ会に⾏ってきたんですね〜〜〜︕︕ オフ会⼤好きなので、超羨ましいです︕︕
渋⾕のLIKE ITは、youtubeでの映像を⾒せていただいていて、シレッと⽬をつけてたんですが、アネちゃんに先を越され
てしまいました（笑）

 ZARDグッズも⾊々飾ってあるなんて、本当に素敵ですね〜♥ わぁ、Baby Grandまであるのね︕ ポロンポロン弾いて
みたいなぁ〜。

 名札の「アネ研」の名前も、いつも以上に輝いてみえますね（＾ｍ＾） 今度からは、Z研・アネ研でよろしく〜

かずさんとあきさんのサインも、すっごく可愛らしいですね。私も、お会いしてサインを欲しいです〜♥
 かずさんアップの、seazのマークも素敵︕ かずさんは、泉⽔さんみたいに⼀つ結びだったのでしょうか♪

 これからも、泉⽔さんが残してくれた曲たちの素晴らしさを伝えていってください︕ 応援しています。

あと、主催者の⽅のSENSUIさんのお名前を⾒て、私もアノ伝説のSENSUIzumiクンを思い出しました︕（笑） 今は、
何処へ・・

Re:池袋ZARD OFF LIKE IT 報告書
1855 選択 stray 2009-12-30 19:26:45 返信 報告

かずさん、こんばんは︕

かずさん男性疑惑は、アネ研さんの頭の中だけですので（笑）。
 seazのマーク、超素敵ですね︕

 素敵すぎてストーカーの呼び⽔にならなければよいのですが（笑）。
 Ｚ研とのコラボ、マジで実現できるといいですね︕

 いつになるか分かりませんが（笑）、お互い頑張りましょう︕

> 今年のライブ動画を編集してYouTubeにアップする準備をしてますが、 
 > 動画で⾒るとかなり恥ずかい状態という...

期待しておりますので（笑）、何卒よろしくお願い申し上げます。
 

Re:池袋ZARD OFF LIKE IT 報告書
1861 選択 アネ研 2009-12-30 22:35:06 返信 報告
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こんばんは、sakiさん、YOSHIさん、所⻑、ペケさん、goroさん、ZEST（かずさん）
xs4peｄさん、ドルちゃん、みなさん、レスありがとうございます。

 わたしの感動と盛り上がりぐあいを伝えることができたようで、よかったです。（笑）

sakiさん
 早いレスありがとうございます。

 >アネ研さんもZARD仲間の中で有名⼈なんですね (^_-)-☆ 
   なんか私も嬉しくなっちゃった・・・

 その感じわかるようなきがします。
 でも、わたしなんか全然有名じゃないですよ。（笑）

 sakiだった⽇には、それこそ、VIP席にどうぞって感じでしょう︖（笑）

YOSHIさん
 レスありがとうございます。そして、ここでは、はじめましてですね。

 オフ会では、いろいろ話してくださって、ありがとうございました。
 初対⾯にもかかわらず、コピーバンドの⼤変さなども教えてくださり、私も、スタッフ側っぽい気持ちに勝⼿にさせてい

ただきました。
 ⾏って良かったです。

所⻑
 ほんとよかったですよ、所⻑にも聴かせたかったです。（笑）

 Z研のオフ会も是⾮、是⾮、ZESTさんをお招きしましょう。（笑）

ペケさん
 元気そうでなによりです。

 カレンダーも素敵ですね。
 ３⽉４⽉版も待ってて、いいのでしょうか︖（笑）

goroさん
 おひさしぶりです。

 会場で⼀番に探したのは、goroさんでした。
 なんだか、来てそうな気がしたのですが〜。（汗）

 今度、時間があったら⾏きましょうね︕



Re:池袋ZARD OFF LIKE IT 報告書
1863 選択 アネ研 2009-12-30 23:09:41 返信 報告

ZESTさん
 オフ会では、忙しい中、お話してもらって、

 また、チェキというか、熱唱を聴かせてもっらってありがとうございます。
 みんなにも聴かせられるといいですね。

 今度は、バンドのライブにもお邪魔させてもらいますので、
 宜しくお願いします。

xs４edさん
 おひさしぶりです。

 >今すぐ⾶んでゆきたいけど 
 >すべて捨てて⾏けない私がいる・・・ 

 そんなこと⾔わず、翼を広げて、⾶んできてください︕（笑）

ドルちゃん
 >渋⾕のLIKE ITは、youtubeでの映像を⾒せていただいていて、 

 >シレッと⽬をつけてたんですが、アネちゃんに先を越されてしまいました（笑） 
 私も⾒てましたが、お話までできるとは思ってはいませんでした。

 望みは、常に思っていれば、いつかかなうのかましれませんね。（笑）
 >かずさんは、泉⽔さんみたいに⼀つ結びだったのでしょうか 

 ⼀本結びではなかったけど、ZARDのライブの時の様なスーツでしたよ。
 「Z研・アネ研」の件、了解です。（笑）

Re:池袋ZARD OFF LIKE IT 報告書
1868 選択 goro 2009-12-31 00:44:58 返信 報告

アネ研さん、みなさん こんばんは
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⾏けなくてスミマセンでした(笑)。
私も⾏って、アネ研さんに再会したかったですね〜(笑)。

 今度、催しがあれば⾏ってみたいものです︕
 同じ想いの⽅々が沢⼭いますから、素晴らしさも無限に広がりますしね︕

 

Re:池袋ZARD OFF LIKE IT 報告書
1869 選択 アネ研 2009-12-31 11:06:29 返信 報告

こんにちは、goroさん
 >⾏けなくてスミマセンでした(笑)。 

 （笑）が⼊ってますが、恐縮です。（笑）
 ただ、Ｚ研の看板を背中にしょってるとはいえ、

 知ってる⼈がいなくて寂しかったんです。（笑）

goroさん、来年もZARDのイベントでのオフ会や、
 ロケ地捜査で競い合いましょうね。

 今年は、どうもありがとうございました。（笑）
 

Re:池袋ZARD OFF LIKE IT 報告書
1870 選択 suu 2009-12-31 14:35:12 返信 報告

アネ研さん、皆さん、こんにちは。

アネ研さんＺＡＲＤオフ会に⾏かれたのですね。
 私ももう少し早く分かって⼊れば⾏っていたと思います。

 素敵な内容のステージが有って⾒たかったです。
 来年はチャンスが有れば参加したいです。

ZESTの皆様、YOSHIさん初めまして宜しくお願いします。
 関東圏なのでチャンスが有れば是⾮。

ロゴがとても素敵です。
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Re:池袋ZARD OFF LIKE IT 報告書
1872 選択 YOSHI 2009-12-31 14:46:55 返信 報告

ペケさん

こんにちは。

素敵なカレンダー、ありがとうございます。m(__)m

動画のアップはかずさんがアップする予定ですので、少しお待ちくださいね

今後ともZESTを宜しくお願いいたします。m(__)m

Re:池袋ZARD OFF LIKE IT 報告書
1873 選択 YOSHI 2009-12-31 14:55:47 返信 報告

ドルチェさん

初めまして
 新参者ですが、宜しくお願いいたします。m(__)m

 

Re:池袋ZARD OFF LIKE IT 報告書
1874 選択 YOSHI 2009-12-31 15:01:11 返信 報告

こんにちは、アネ研さん

> オフ会では、いろいろ話してくださって、ありがとうございました。 
 > 

初対⾯なのに図々しくお話して、かえってご迷惑ではありませんでしたか(^_^;)

私の⽅こそ、⾊々お話しできて嬉しかったです。m(__)m

Re:池袋ZARD OFF LIKE IT 報告書
1875 選択 YOSHI 2009-12-31 15:03:39 返信 報告
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こんにちは、suuさん

初めまして、こちらこそ宜しくお願い致します。

> 関東圏なのでチャンスが有れば是⾮。 
 > 

 是⾮、次回のライブの際はおいでください
 お待ちしてますって、まだ時期は決まってませんが(^_^;)

Re:池袋ZARD OFF LIKE IT 報告書
1878 選択 goro 2009-12-31 18:34:46 返信 報告

アネ研さん みなさん こんばんは

こちらこそ、今年もどうもありがとうございました。
 来年も盛り上げていきたいものですね︕

 来年も泉⽔さんを慕うＬＩＶＥやＯＦＦ会があるといいですね。
 無理は禁物、健康第⼀で頑張りたいですね︕
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