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ＺＡＲＤ オフ会潜⼊ルポ①
3428 選択 アネ研 2010-05-23 23:21:14 返信 報告

こんばんは、みなさん
 今週、東京は、『ZARD Screen Harmony』でZARD⼀⾊にそまりますが、その前夜祭のようなZARD オフ会があったので潜⼊

してきました。（あまり把握してませんが、mixi関係者がほとんでのようです。）

場所は前回の２⽉と同じ池袋のlike it です。
 http://www.clubberia.com/clubs/1398

ＺＡＲＤ オフ会潜⼊ルポ②
3429 選択 アネ研 2010-05-23 23:24:14 返信 報告
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会場は地下１階でこんな感じで、階段付近では泉⽔さんのライブ映像が流れていました。

ＺＡＲＤ オフ会潜⼊ルポ③
3430 選択 アネ研 2010-05-23 23:31:07 返信 報告

１６時開演で、私がついたのは１７時くらいだったので、
 すでに１部は始まっていました。

会場へ⼊るや否や、とある⼥性が唄っていました。

かずさんが唄う事しかしらなかったの︖︖︖と混乱ぎみでした。

どうやら、何⼈かがZARDの曲を歌うようでした。
 なっとく、みなさんそれぞれ活動されてるようで、いい感じでした。

ＺＡＲＤ オフ会潜⼊ルポ④
3431 選択 アネ研 2010-05-23 23:38:30 返信 報告

１部終了後、さっそくお⽬当てのZARDrinkをご馳⾛になりました。⽢酸っぱくてとっても美味
しかったです。

また、先ほど唄ったTさんや、泉⽔さんっぽい髪型のSさんともお話できて楽しかったです。

また、ある⼈からは研究所ならばK病院の謎を究明するよう葉っぱもかけられてしまいました。
（汗）

ＺＡＲＤ オフ会潜⼊ルポ⑤
3432 選択 アネ研 2010-05-23 23:40:56 返信 報告
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バックがこんな感じです。

ＺＡＲＤ オフ会潜⼊ルポ⑥
3433 選択 アネ研 2010-05-23 23:43:04 返信 報告

そして、ステージからがこんな感じで４、５０⼈くらいだったでしょうか。
 和気あいあいな感じでした。

ＺＡＲＤ オフ会潜⼊ルポ⑦
3434 選択 アネ研 2010-05-23 23:57:21 返信 報告

そして、２部、再びZARDソングのオンパレードでした。

１部、２部で６⼈くらいだったでしょうか。

みなさんが⽬の前で唄ってる姿を⾒るにつけ、ZARD の歌はキーが⾼く、⼒強く唄うんだな
〜と納得しました。

みなさん、それぞれいい感じで感激しました。

終了後

かずさんにお花をプレゼントして、ゼットンと記念写真をパチリ︕

いつの⽇かZ研のオフ会でも、唄ってくださいねっとお願しました。
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その後、間に合わなかった所⻑とミニオフ会をやりました。
今後のZ研の展開のかたい話もなく、楽しい⼀晩でした。(笑)

セットリスト完成したら貼ります。

つづく

Re:ＺＡＲＤ オフ会潜⼊ルポ⑦
3435 選択 ペケ 2010-05-24 00:03:44 返信 報告

アネ研さん、潜⼊ルポお疲れ様でした。楽しまれたようですね〜。⼤物の有名⼈さんが、間に合わなかったようで・・・
（笑）。

Re:ＺＡＲＤ オフ会潜⼊ルポ
3436 選択 suu 2010-05-24 00:44:28 返信 報告

アネ研さん、皆さん、こんばんは。

アネ研さん先⼊ルポお疲れ様です。
 ⽇曜⽇の⼭下公園でもミニライブが開催されました。

 mixi繋がりでYOSHIさんにお逢いする事が出来ましたよ。
 アネ研さんに昨⽇逢いましたと⾔ってましたね。

 また⾒逃してしまったsuuでした。^^
 ⼭下公園は、野外で⾬でしたが⽣ライブ良かったですよ。

 次回は必ず10⽉に参加したいと思います。
ありがとうございました。

Re:ＺＡＲＤ オフ会潜⼊ルポ
3438 選択 stray 2010-05-24 12:30:37 返信 報告

アネ研さん、こんにちは。
 ⼟曜⽇はお疲れさまでした（笑）。
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まさか、ゼットン連れで⾏ってたとは︕（笑）
ゼットンもアネ研さんよりかずさんのほうが居⼼地良さそう（笑）。

> 研究所ならばK病院の謎を究明するよう葉っぱもかけられてしまいました。 
 あはは、たしかに世間の感⼼はそこにあると⾔ってもよいでしょうね。

 Google で「zard」と検索すると、他のキーワードの先頭に「死因」が出てきますので。
 ちなみに「zard研究所」が moonさんの「zardな⽇記」を抑えて2番⽬なんですね（笑）。

 Z研の「K病院の謎究明チーム」はメガちゃん亡き後活動休⽌してますが、
 ⼤本営発表の誤謬を徹底的に指摘できるだけの材料は揃ってます。

 ただ、如何せん状況証拠に過ぎないので、発表したところでBBSが炎上するだけでしょう（笑）。
 世の中には、真相を明らかにしないほうが良いこともたくさんありますしね。

ペケさん、こんにちは。
 ⼤物の有名⼈さんは、OFFには間に合いませんでした（笑）。

 が、終了後、ZESTのかずさん、あさみさん、YOSHIさんにお会いすることができましたよ。

suuさん、こんにちは。
 ⼭下公園のミニライブ、別荘経由で拝⾒させてもらいました（笑）。

 ボーカルのお⼀⼈は、YouTubeでお馴染み（ZARD OFF で検索）の歌姫さんですか︖
 私も、次回（10/23）のZEST LIVEは何としてでも聴きたいと思ってます。

 

Re:ＺＡＲＤ オフ会潜⼊ルポ
3439 選択 goro 2010-05-24 12:31:24 返信 報告

アネ研さん strayさん みなさん こんばんわ

弾丸トラベルじゃなくてトラブルしている私です(笑)。
レポートを読ませていただきました。ありがとうございます。

 こんな楽しいイベントがあったんですね︕
 是⾮とも聴いてみたかったな〜

 アネ研さんの楽しそうな様⼦が伺えますね︕
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strayさんともオフ会して楽しかったようで良かったですね。
27⽇にはもちろん帰っていますので、体調を整えておこう︕

楽しみです。

Re:ＺＡＲＤ オフ会潜⼊ルポ
3442 選択 YOSHI 2010-05-24 22:09:56 返信 報告

アネ研さん strayさん みなさん こんばんわ

オフ会ではお世話様でした。
 12⽉以来の2度⽬のご対⾯でしたが、お久しぶりでした。

今回は、ライブには残念ながら間に合いませんでしたが、strayさんにお会いできて良かったです。
 Z研のオフ会、もし開催したら部外者ですがそっと混ぜてください。

  
皆さん、10⽉のZESTライブでお待ちしてますので

 また、お会いできるのを楽しみにしております。

今後ともよろしくお願いいたします。m(__)m
 

Re:ＺＡＲＤ オフ会潜⼊ルポ①
3443 選択 ドルチェ 2010-05-24 22:43:52 返信 報告

アネちゃん、みなさん こんばんは︕

アネちゃん、オフ会潜⼊レポお疲れサマ〜（＾０＾）
 ZARD好きばかりが集まってのオフ会って、本当に楽しいですよね。私も⾏きたいなぁ。

 今回は、かずさんだけじゃなく他の⽅の歌も聴けたんですね︕ ZARDの歌をうまく歌える⽅は、尊敬しちゃいます（笑）
 そうそう、前にちょっと⾯⽩い（ふざけた︕︖）ことを考えていたことがあったのですが・・

 もしも、⼀⽇だけ泉⽔さんになることが出来るとしたら、、、
 ①⼀⽇中、鏡の前でうっとりする。

 ②⼤好きな「サヨナラ⾔えなくて」「遠い⽇のNostalgia」を歌って⾃分で聴き惚れる。
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この⼆つは絶〜対、やりたい︕と（笑）妄想すぎて気持ち悪いですけど（笑）
たまにZARDの歌を歌ってみても、全然ダメダメで欲求不満度120%なので、

 泉⽔さんの声で、あの歌い⽅で唄うことができたらきっと涙が出るくらいに感動するんだろうなぁ・・って。
 でももちろん、それよりも泉⽔さんが⽬の前で唄ってくれることをずっとずっと夢⾒ていたんですけど。。

えっと、またいつものクセで話が⾶んでしまったようですが（笑） オフ会は、いいですよね〜ほんとに。
 ZARDrinkも、いつも曲のタイトルをつけてあったりして素敵ですよね。これは名前は何だったのでしょうか︖︖

かずさんとゼットン君のツーショットも、すごくいい感じです︕ この前のDarkさんの時より嬉しそう︖（笑）
 そして花束には、カラーの花も︕ アネちゃん、⼼憎い演出ですね〜♪

 ストちゃん所⻑とのミニオフ会も、楽しかったみたいでよかったですね︕ 来年は、きっと会おうね。

Re:ＺＡＲＤ オフ会潜⼊ルポ
3444 選択 アネ研 2010-05-24 22:53:17 返信 報告

こんばんは、みなさん

ペケさん
 こんばんは、いつの⽇にかのＺ研のパンフレットは是⾮、

 ペケさん、協⼒してくださいね。
 sakiさんとコンペになるかもしれませんが︖(笑)

suuさん
 こんばんは、翌⽇に横浜でも、やってたんですか、知りませんでした。

 今度、会ったらいっしょに盛り上がりましょう。

所⻑
 こんばんは、その葉っぱかけてくれた⼈は、なななんと、K病院の写真が携帯の待ち受けだったんです。

さすがの私も、ちょっと引きました。(笑)

goroさん
 こんばんは、ブーメラントラベルお疲れさまです。(笑)

 時差ぼけに気をつけて、27⽇の泉⽔さんを応援してくださいね。
 ちなみに私は、30⽇に参加します。
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YOSHIさん、かずさん
こんばんは、

 先⽇は、やさしい対応感謝します。
 ありがとうございました。

是⾮とも10⽉のライブはしっかり参加したいと思います。
 宜しくお願いします。

ドルちゃん
 こんばんは
 ほんと、ドルちゃんは喜びそうなイベントでしたよ。

 来年のZ研のオフ会は是⾮是⾮、着てちょ。
 そして、似てなくてもいいんで、泉⽔さんの初期の歌をきかせてね。(笑)

 今から楽しみです。
 そして、さすがドルちゃん、花束までよく⾒ましたね。

 参った︕参った︕(笑)

最後に主催のSENSUIさん、
 こんばんは、

 素早いセットリストのご協⼒ありがとうございます。
 やってることは違いますが、おたがいにZARDを応援していきましょう。

 ありがとうございました。

【第１部】（敬称略） 
  マイ フレンド（和） 
  翼を広げて（和） 

  Change my mind （ふじめぐ） 
  運命のルーレット廻して（ふじめぐ） 

  眠れない夜を抱いて（さっちー） 
  愛が⾒えない（⽉島華凛） 

  永遠（まっちょ） 
  きっと忘れない（みのり）



【第２部】（敬称略） 
 Just believe in love（さっちー） 

  Get U're Dream（⽉島華凛） 
  IN MY ARMS TONIGHT（みのり） 

  君がいない（ふじめぐ） 
  GOOD DAY（ふじめぐ） 
  もう探さない（和） 

  素直に⾔えなくて（和）

【ラスト】 
 負けないで (Live)（全員） 

  Don' t you see!（全員） 
 

Re:ＺＡＲＤ オフ会潜⼊ルポ
3445 選択 M.Dark 2010-05-24 23:41:41 返信 報告

こんばんは 皆さん。
 アネ研さん、オフ会レポ ありがとうございます。

声に⾃信のある⽅たちのZARDの歌をまとめて聴けるってあまりありませんよね。
 いきたかったなあ。

ところでバックでギターとかドラムなんか演奏するのですか︖
  Just believe in love 

  IN MY ARMS TONIGHT 
 なんて”春”曲の演奏があればこれも⾒て⾒たいなあ。

ドルチェさん
 ＞かずさんとゼットン君のツーショットも、すごくいい感じです︕ 

 ＞この前のDarkさんの時より嬉しそう︖（笑）

そら そうでしょう︕ 男の⼦だし、⼤家さんと⼀緒だしね。（笑）
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Re:ＺＡＲＤ オフ会潜⼊ルポ
3446 選択 ZEST 2010-05-25 02:28:22 返信 報告

先⽇お会いしましたstrayさん、ｱﾈ研さん、Z研の皆様、こんばんは。
 こちらの記事に時々名前が出てきてます(笑)、和です。

 オフ会のレポがあったとは、今気づきました(汗)
 私、姿勢がめちゃめちゃ悪いですね(画像)ｗ

ｱﾈ研さんがいらっしゃったことにとても驚いたんですが、
 こんな詳しく書けるぐらいの時間滞在してたとは知りませんでした＞＜

 だったらもっと早く声掛けて下さいよーーーーーー(泣)

⼤物有名⼈な⽅にもお会い出来て光栄でした!!
 今度は私が出張致しますー＾＾

あと僅かで27⽇ですね。
 どんな１⽇になるかまだ未知です。

Re:ＺＡＲＤ オフ会潜⼊ルポ
3447 選択 stray 2010-05-25 17:57:44 返信 報告

YOSHIさん、和（かず）さん
 わざわざのお出まし、ご丁寧にどうもありがとうございます。

 短い時間ですがお会いできて嬉しかったです。
 10⽉のZAEST LIVEは何としてでも駆けつけますので︕

「ZEST LIVE in Z研 OFF」・・・タイトルはすでに決まっているので（笑）
 是⾮とも実現させたいですね︕ その節は何卒よろしくお願い申し上げます。

goroさん
 今頃太平洋の上空でしょうか︖（笑）

 5/27は慌ただしく⽇帰りしますので、⼊れ替えの時に姿を⾒つけたら
 声をかけて下さいね。
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ドルちゃん
また脱線してるし〜（笑）。

 ⼀⽇だけ泉⽔さんになることが出来るとしたら︖
 そりゃ、もちろんZ研オフ会にご出席してもらわねば︕（笑）

アネ研さん
 セットリストの詳細、主催者から⼊⼿してくれたんですね︕

 SENSUIさん、どうもありがとうございます。
 和さんは頭とトリですか・・・さぞかし⾼ギャラ︖（笑）

 どなたも存知あげませんが、個性的なお名前が並んでますねぇ。
 聴きたかったなぁ。。。

（追記）
 M.Darkさんを忘れてた（笑）。

> ところでバックでギターとかドラムなんか演奏するのですか︖ 
 和さんに代わって説明しますが（笑）、5/22のLIVEはオケだったそうです。

＞そら そうでしょう︕ 男の⼦だし、⼤家さんと⼀緒だしね。（笑）
 いや、⼤家さんのほうは関係ないと思いますけど（笑）。

Re:ＺＡＲＤ オフ会潜⼊ルポ
3449 選択 アネ研 2010-05-25 23:18:10 返信 報告

こんばんは、ZEST・かずさん、M.Darkさん、みなさん
  

 かずさん
こんばんは、お越しいただいて、光栄です。

 所員でYou Tubeで⾒つけたころは、⽣で⾒ることさえ、悲願の夢と思ってましたので、ここいう関係(どういう関係︖）
になれたなんて夢のようです。(笑)

また、今回は遅刻してしまい、１部の途中からだったので、てっきりかずさんみたいな有名な⼈は、楽屋にいるのだ!と勝
⼿に決めつけてしまいました。
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もっと、よく探せばよかったんですね。(笑)
次回は、最初から拝⾒させてもらいます。

 宜しくお願いします。

M.Darkさん
 こんばんは、質問の回答は、所⻑の⾔うとうりです。(笑)

 何処にお住まいかわかりませんが、１０⽉にこっちに来れたら、⼀緒に応援しましょう。
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