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☆Z研HP３周年おめでとうございます☆
4829 選択 チョコレート 2010-11-15 08:45:16 返信 報告

Z研にお集まりの皆さま、おはようございます。ショムニ・チョコです(笑)。

本⽇、11⽉15⽇はＺ研にとって特別な⽇ですね。
 「promised you」発売⽇でもあり、xxxさんのご命⽇でもありますね。

 xxxさんが楽しみにしていらしたという、Z研HP･･･いつまでも居⼼地のよい、素敵な研究所でありますよう
に。

今⽇は･･･動画祭︖︖(笑)たのしみにしてまーす。
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Z研HP３周年 おめでとうございます︕
4830 選択 pine 2010-11-15 09:08:27 返信 報告

所⻑さん チョコさん 皆さん おはようございます。

本⽇は『Ｚ研ＨＰ３周年』おめでとうございます。(*^ω^)ﾉ∠※
 ＨＰ開設、「promised you」発売⽇、そしてxxxさんのご命⽇。
 ３つの出来事が揃った⽇が、３度⽬を迎えましたね。

 いろんな気持ちが交じり合いますが、４周年への第⼀歩の⽇として、楽しく過ごしたいと思います。

これからもＺ研が、ZARDファンにとっての憩いの場でありますように。

☆Z研HP３周年おめでとうございます☆
4831 選択 Ｔ２８ 2010-11-15 09:54:35 返信 報告

皆さん、おはようございます。
 チョコさん、pineさん、朝からご苦労様です。

所⻑、所員の皆さん、Z研3周年おめでとう︕︕（←⼀応ね（笑））
 慌ただしかったあの頃を思い出すと、「まだ３年･･･か」とも思います。

最近はパトロールだけで、なかなか深い話題にはついていけませんが（汗）、
 これからもZARDファンの道標であり続けて欲しいと思います。

「たっすいがは、いかんぜよ︕」
 これからも”濃ゆい”Z研でいてくださいね︕

 

Re:☆Z研HP３周年おめでとうございます☆
4832 選択 stray 2010-11-15 12:51:58 返信 報告

チョコさん、pineさん、ご隠居部⻑、皆さんこんにちは。
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お祝い、どうもありがとうございます。
おかげさまで今⽇、Z研HP開設３周年を迎えました。

 これもひとえに私の努⼒の賜物です（笑）。

３年間いろんなことがありましたねぇ。
 楽しいことも、悲しいことも・・・

 幸い、Z研BBSは誹謗中傷ごとがないので、安⼼して覗けるサイトだと思うのですが
 ロケ地探しもほぼやり尽くして、ネタが無いのが⾟いところです（笑）。

私⽣活のほうがバタバタしてまして、イベントは企画倒れとなってしまいました（笑）。
 xxxさんのご命⽇なので、旧トップ画像を期間限定で復刻しました。

 美術館xxxギャラリーも何とか今⽇中に復刻する予定ですので、
 xxxさんの作品に込められた想いと、当時の熱気を感じとっていただければ幸いです。

> 「たっすいがは、いかんぜよ︕」

ん︖ 何て⾔ってるの︖「隠居しちゃいかんぜよ︕」か︖（笑）

Re:☆Z研HP３周年おめでとうございます☆
4835 選択 saki 2010-11-15 17:08:23 返信 報告

 
パパァ〜♡︕︕ チョコせんぱ〜い♡  ぶちょ〜♡    pineせんぱ〜い♡

 みなさ〜ん︕︕ Z研HP3周年おめでとう〜︕︕ (^^)/

おひさしぶり〜(^^)/    sakiで〜す。 お元気ですかぁ〜︖︕
 sakiはお騒がせすることもなく地道にコツコツと、でも、相変わらずの低空⾶⾏で頑張ってまぁ

〜す。(^_^;)

私が、Z研の存在を初めて知ったのは、美術館xxxギャラリーが開館された時でした・・・
 strayさんにその時初めてレスしたんですよ〜（Z板雑談だったけど・・・ぎゃははは︕︕） 覚えてるぅ〜︖︖

3年間、Z研を存続して頂いて「おめでとう︕」と⾔うより、「ありがとう︕︕」の気持ちで⼀杯です。
 迷惑かけてばかりで、何も協⼒は出来なかったけど・・此からも楽しく続けられる事をココロから願っています。（笑）
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今⽇の画像は、xxxさんの作品の中で⼀番好きな「祈り･･･」をコピーしたものです。
どんな気持ちでこれを作られたんだろう･･･と、思うと・・作りながら涙が溢れて来ました・・・(T_T)

>美術館xxxギャラリーも何とか今⽇中に復刻する予定ですので、 
>xxxさんの作品に込められた想いと、当時の熱気を感じとっていただければ幸いです。

ヤッホー︕︕ 懐かしいなぁ〜楽しみだなぁ〜(*^ｰ^)ﾉ☆:*: 。*:・'゜☆。.:*:・'゜★゜☆。.:*:・'゜★゜'・:*:.。.:* 
でも・・・泣いちゃうかもなぁ〜・・・

                                    お騒がせ娘  saki    でした。（笑）

Re:Z研3周年おめでとうございます
4836 選択 カーディガン 2010-11-15 18:04:34 返信 報告

チョコさん、みなさん、こんばんは︕
 お久しぶりにみなさんにお会いできてうれしいです。

 この研究所のBBSももう3周年ですね。早いものですね。これもみなさんのおかげですね。コアな話題を欲する所⻑の書き
込みに、話題も豊富でしたね。そろそろ来年の情報でしょうか、期待して待ちたいと思います。

 所⻑の姿を最近⾒かけないと思ったら、私⽣活でバタバタしていたんですね。よかったぁ。ニューヨークにでも⾏ってし
まったのかと思いました。来年の情報を載せた会報は次号でしょうか、次にこなかったらどうしましょう。しばらく冬眠
して春を待つしかないようで(^^;)

 今⽇の記念⽇、参加者が少ないですね。でも懐かしい⽅にひさびさにお会いできてよかったです。

Re:☆Z研HP３周年おめでとうございます☆
4837 選択 ペケ 2010-11-15 18:50:44 返信 報告

所⻑、皆さん、こんばんは。

Ｚ研HP開設3周年おめでとうございます。今後とも、ZARDの研究にお励み下さい（笑）。

今⽇は、お祝いと3000点の返済を兼ねて下記のモノを献上致します。

「翼を広げて piano edition」 ZARD feat.Hiromi haneda
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http://xfs.jp/EDR4m

前回は、ペケの下⼿なピアノだったので、今回は、泉⽔さんと裕美さんの夢の競演です︕何れB社
も出す企画だと思いますけど︖。promised youは、裕美さんが弾いていないので別曲です
が・・・。

しかし、裕美さんのピアノは伴奏⽤に弾かれていないので、テンポはかなり遅く、部分的にフリー
テンポ、途中で転調していたり、曲⾃体の構成も違うし・・・苦労しましたが、何とかなってるか

な︖（笑）。

Re:☆Z研HP３周年おめでとうございます☆
4838 選択 ⿊杉 2010-11-15 19:07:15 返信 報告

皆さん、今晩は。

Z研HP3周年、おめでとうございます!!

「ZARDとは? 坂井さんとは、どんな⼈?」
 そんな疑問を抱え、

 右も左も分からずにZ研に迷い込んで来たのが、
 つい昨⽇の事のように思い出されます。

それからは、皆さんの御厚意に⽢え、
 図々しくも、どかっと腰を据えさせて頂きました。(笑)

楽しい事は数え上げられぬ事は勿論、
 ⾟く悲しい御別れもありましたが、

 Z研の居⼼地の良さは、格別なものですね。

研究所と云う割には、研究に尽⼒してなくとも、
怒られないし…(ボソボソ)(笑)

私が研究に貢献しているかどうかは抜きにしても(笑)

いつまでも、誰もが気軽に訪れる事が出来る、
 それでいて、ディープでセクシーな研究所所員(?)の皆さんが暖かい眼差しで出迎えてくれる、
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 そんな素敵な場所であってほしいと、願っております。(笑)

Re:☆Z研HP３周年おめでとうございます☆
4839 選択 xs4ped 2010-11-15 20:45:35 返信 報告

strayさん、皆さん、こんばんは。

「Ｚ研ＨＰ３周年」おめでとう御座います︕
 今⽇は“未公開映像”祭り︖と⾔う事で(笑)、楽しみにしてたのに企画倒れですか︖

 ショボ〜ン(T_T)
 仕⽅ないので、此⽅の“未公開映像”で(笑)、「今⽇はゆっくり話そう」ネ︕

 出来⽴てホヤホヤです。(^_-)v
 http://www.youtube.com/watch?v=CRB_-PfHops

Re:☆Z研HP３周年おめでとうございます☆
4840 選択 goro 2010-11-15 21:03:03 返信 報告

strayさん チョコレートさん みなさん こんばんは

３周年、おめでとうございます。
 私はＺ研に辿り着いて２年と数ヶ⽉経ちます。

 strayさんやみなさんとこうしてお話が出来て嬉しく思っています。
 私は旅⼈になるのが好きで(笑)、ふらっと旅をしてしまいますが、

 ここ数年間はみなさんと⼀緒に旅をしているように思えて嬉しいです。
 ロケ地もいっぱいみなさんと捜査して、⾃分の⽬で⾒て、報告できてと感謝の気持ちでいっぱいでございます。

 時には失敗して期待ハズレ︖の結果になることもありましたが、
 おっちょこちょいの私らしさ︖もでてご勘弁くださいね。

また機会があったら国内・国外問わず⾏きたいと思っています。
 オーストラリアは⼊国審査で捕まって︖こっぴどくしぼられた苦い経験がありますので(笑)、

 しばらくは⾏くことはないと思いますが・・・(笑)
 でも今はじっとして資⾦を貯めなければ・・・(笑)
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私の事ばかり書いて申し訳ありませんが、今後ともよろしくお願いします。
strayさんはゆっくりのんびり疲れないように運営して下さいね︕
これからも居⼼地の良いＺ研であることを願っています︕

 そしてみなさんも私も泉⽔さんを想いながらZ研を盛り上げていきましょうね︕

画像はアメリカのホワイトサンズの⾵紋です。strayさんが軽チャーで⽩い砂浜と⻘い空と仰ってましたが、
 私はこの画像が「ZARD BEST The Single Collection〜軌跡〜」の⽩い砂浜と⻘い空のイメージのように泉⽔さんぽくて

よいなって思いました(笑)。
 

Re:☆Z研HP３周年おめでとうございます☆
4841 選択 KOH 2010-11-15 21:19:59 返信 報告

みなさんこんばんはです︕︕

ZARD研究所HP３周年おめでとうございますっ︕︕

もう3年たつんですね〜。
 ここの雰囲気は所⻑の懐の深さが表れてて(笑)すごい居⼼地のいい場所ですよね︕

表にはあまり現れませんが、これからもどうぞよろしくお願いします︕︕

Z研万歳〜っ︕︕(笑)

ｘｘｘギャラリー期間限定で復刻
4842 選択 stray 2010-11-15 21:34:51 返信 報告

皆さんこんばんは︕

Ｚ研美術館ｘｘｘギャラリーの復刻作業、ようやく終わりました（笑）。
 http://zard-lab.net/museum/

当時、私の⼟地２つと部⻑の⼟地に３分散してアップしていたので
 リンクの貼り替えがたいへんのなんのって（笑）。

 しばらくいじってないのでタグもすっかり忘れてるし（笑）。
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なつかしいですねぇ、私もこれからじっくり鑑賞することにします。
期間限定がいつまでかは私の気分次第ってことで（笑）。

動画のリクエストは告知スレにお願いします。

レスは後ほど・・・ＮＹに⾏ってきま〜す︕（笑）
 

Re:☆Z研HP３周年おめでとうございます☆
4843 選択 メパ 2010-11-15 22:01:51 返信 報告

strayさん、皆さん、こんばんは。
 御無沙汰しております。

 皆さんの御活躍は毎⽇のように拝⾒しておりましたよ。
 最近、なかなか話題について⾏けずに…^^;

HP開設3周年、おめでとうございます。m(__)m
 同時に今⽇はXXXさんのご命⽇でもあるんですね。

 XXXさんと⾔えば「マイフレンド」の画像が強烈な印象を残していますね。
 そんな訳で「マイフレンド」からキャプチャア画像を1枚。

 XXXさんとは画⾵（︖）は違いますが、
 メパ⾵「マイフレンド」という事で。^^

これからも皆さんの御活躍、楽しみにしております。m(__)m

追伸︓泉⽔さんが「マイフレンド」を歌われていたスタジオ（︖）は何処だか判らないでしょうか︖
 気になって夜も寝られません。ってのはウソです。(^^ゞ

Re:☆Z研HP３周年おめでとうございます☆
4845 選択 PAN 2010-11-15 22:19:57 返信 報告

所⻑、みなさん、こんばんは︕

Ｚ研のＨＰ、３周年おめでとうございます︕︕あれから３年経つんですね〜
 楽しいことも、悲しいことも、ほんとうにいろいろなことがありました。
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ＨＰ、ギャラリーの開設にあたっては、所⻑が中⼼となって、ほんとうに苦⼼して制作されましたよね︕
わたしはほとんどお⼿伝いできなくてすみませんでした＾＾︔

先ほど所⻑が復刻してくださった、Ｚ研美術館ｘｘｘギャラリーも観ています。
ほんとうに懐かしくて、当時のこと、BBSでXXXさんとお話したこと、昨⽇のことのように思い出します。

これからもどうぞ宜しくお願いしますね︕︕
 

Re:☆Z研HP３周年おめでとうございます☆
4846 選択 アネ研 2010-11-15 22:34:13 返信 報告

こんばんは、Ｚ研のお集まりの皆様、遅ればせながら、ＨＰ完成３周年、おめでとうございます。

ＨＰ完成、xxxさんの他界の頃、megamiさんがZ研のたどり着いて、ちょっと投稿しずらかったと⾔ってましたね。
 私もちょうどそのころ、カーディガンさんの｢ウェディングドレス姿の泉⽔さんの写真」のロケ地のリベンジ捜査を遂⾏し

たのでした。
 ご承知のように、pineさんの通報で解決したんのですが。

最近は、ロケ地捜査官と⾔えば、goroさんとなってしまい、なにか違うアプローチを探してるしだいです。(汗)

また、最近はZARDの話題⾃体が少ないので、Z研にもあまり登場しなくなってしまって申し訳ない限りです。

改めてまして、所⻑、いつもHP.BBS管理お疲れ様です。
 そして、３周年おめでとうございます。

 微⼒ながら、今後ともお役に⽴ちたいと思います。
 よろしくお願いします。(笑)

⼀⾔、お祝いです。＾〜＾)
4847 選択 MIZUI 2010-11-15 22:41:07 返信 報告

strayさん、ZARD研究所の皆さん、こんばんは。

開設3周年、おめでとうございます。
 いつも凄いなぁって思いながら⾒させて頂いています。
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ロケ地の解明など本当に凄いと思います。

久しぶりの動画祭りを楽しみにしていたのですが。(笑)

ふつつかな画像を⼀枚添付。お祝いとさせて下さいね。

Re:ｘｘｘギャラリー期間限定で復刻
4848 選択 Ｔ２８ 2010-11-15 22:44:00 返信 報告

所⻑︕ Z研美術館のリフォームお疲れ様︕︕（笑）

いや〜懐かしいですなぁ〜、久しぶりに⼀回りしてきましたよ。
 我がPC内にはデータがあるので、いつでも⾒られるはずですが、
 復活したサイトで拝⾒するのは、ひと味もふた味も違いますね。

xxxさんへのメッセージを読んでいると、あの時の気持ちが甦ってきます。
 当時知り合った仲間の名前もあり、懐かしさで胸がいっぱいになります。

 復活した美術館を⾒て懐かしく思う⽅がいたら、是⾮カキコして欲しいです。

PS
 皐ちゃんとsakiさんのギャラリーへのリンクが切れているけど︖（笑）

 まっ、わざとでしょうが･･･（笑）。せめて美術館TOPにしとけばいいのに（苦笑）。
 

Re:☆Z研HP３周年おめでとうございます☆
4849 選択 Today 2010-11-15 22:54:32 返信 報告

皆様こんばんは。
 今⽇は、Z研HP３周年ですね︕おめでとうございます。

 振り返えるとZ研で皆さんと出会えた事でZARDがもっと好きになれました。
 本当に感謝してます。あと泉⽔さんとパソコンにも（笑）此れからもアットホームなZ研を⽣意気ですが応援してます。
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3周年おめでとうございます︕
4850 選択 U.H.Z 2010-11-15 23:13:50 返信 報告

Z研のみなさん、こんばんは︕
 そして3周年、おめでとうございます︕

ZARDに関⼼を持ってからこのサイトに迷い込み、PVロケ地マップを⾒て、
 「ほっほ〜、ここすげぇ〜︕︕」

 と、１⼈ビックリしたのを覚えています（笑）。

僕はここにきて1年も経っていないのですが、⻑い間お世話になっているような気がします（笑）。ここの⽅々は親切で優
しい⼈ばかりで、⾼校⽣の分際である僕も気兼ねなく書き込みさせて頂けました。

⼒になれることと⾔っても限りなくゼロに近いですが（笑）、これからもZ研の運営、頑張ってください︕応援していま
す。

Re:ｘｘｘギャラリー期間限定で復刻
4851 選択 xs4ped 2010-11-15 23:35:19 返信 報告

strayさん、皆さん、こんばんは。

ｘｘｘギャラリー復刻お疲れ様です︕
 懐かしさと切なさで、ちょっとウルッと来てしまいました。(T_T)

Re:☆Z研HP３周年おめでとうございます☆
4852 選択 MOR 2010-11-15 23:35:35 返信 報告

皆さん、こんばんは。
 そして、お久しぶりです。
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私もどうにか記念⽇に来ることが出来ました。（笑）
この⽇を皆さんと共にお祝い出来ることに感謝です。

  
 BBSが賑わっていると、何だか嬉しいですね。(^･^)

  
 

3周年おめでとうございます︕
4853 選択 Ａｋｉ 2010-11-15 23:38:01 返信 報告

 改めまして3周年おめでとうございます。

 当初は「とく め い」で投稿させていただきましたが、同名が多すぎるということで（汗）途中で今の名前に変えま
した。

 此処では本⼼に近いこと（毒⾆（汗））を⾔っても、全てが否定されるわけでは無く、いろんな⽅の⾊んな意⾒を聞く
ことが出来る貴重な場所だと思います。

 ⾊んな⽅々が⾊んな貴重な考えや情報などを提供していただける場所です。毎回、僅かなヒントだけで場所を特定して
しまうのには驚きます。

 これからも素敵な場所でありますように…

御礼①
4858 選択 stray 2010-11-16 20:37:02 返信 報告

皆さんこんばんは。

たくさんのお祝い、どうもありがとうございました。
 昨夜はＮＹ後にビール飲んで撃沈してしまいました（笑）。

 「promised you」記念⽇だというのに、p.y.⼟ワイver.をアップ
 するのを忘れちゃいましたねぇ（笑）。

 １⽇遅れですが、聞いたことない⼈はどうぞ。
 http://www.youtube.com/watch?v=QJHQXNMDkkA
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チョコさん、pineさん
いつもＺ研を盛り上げて下さってありがとうございます。

 お⼆⼈にはとっても感謝しております、ホントに（笑）。
 ４周年は半端なのでやりませんが（笑）、５周年までもったら

 盛⼤にパーティやりましょう︕ ショムニから異動できませんなぁ（笑）。

部⻑︕
 ２周年はアっという間だったけど、「まだ３年･･･か」だよねぇ（笑）。

 ロケ地探しとか美術館建設とか、夢中で過ごした⽇々は早く過ぎるけど、
 ダラダラ過ごした⽇々は遅く感じるんだろうねぇ（笑）。

 ⼈⽣も⼀緒か・・・（笑）

sakiさん、久しぶり〜〜︕
 元気そうですね、相変わらず能天気そうだし（笑）。

 ま、それはパパ譲りだからしょうがないけど（笑）。
 最初のレスは、何だか（看護師さん探しされて）迷惑そうなレスジャなかった︖（笑）

 ｘｘｘギャラリー再建しました︕
 技術的にはsakiさんのほうが数段上だけど、ｘｘｘさんは先駆者として

 ZARD加⼯画⽂化を根付かせた功績が⼤きいです。Ｚ研美術館はｘｘｘさん
 の全作品を所蔵する殿堂でもあるので、いつか全復活したいですね。

 元気になって戻って来たら、saki Gallery も再建してあげるけんね︕（笑）

カーディガンさん
 私⽣活のバタバタはもうじき終息しますので少々お待ち下さい（笑）。

 12⽉の会報情報によっては、また賑わいを取り戻せるかも知れません（笑）。
 期待しましょう︕

ペケさん
 「翼を広げて」のピアノver.もなかなかいいものですねぇ。

 私は泉⽔さんのボーカルがずいぶんスローだなぁと感じたのですが、
 何とかなっている以上の出来ですよ。3,000点、確かに頂きましたので（笑）。



⿊杉さん
⿊杉さんの質問から「Get U're Dream」の歌詞違いの謎が解けたこともありましたね。

 懐かしいですねぇ。他に何か質問はないでしょうか（笑）。
 もともと「おちゃらけコンビ」が始めたＢＢＳなので、

 「笑いを取る」という⼤事な使命があるのです（笑）。
 ⾯⽩、楽しく皆さんと共に過ごせるのが⼀番ですね︕

xs4pedさん
 ｘｘｘさんの短い加⼯画⼈⽣は「今⽇もゆっくり…」から始まったので

天国からこのスライドショーを感無量でご覧になっていることでしょう。
 エンディングの「ｗｉｔｈ ｙｏｕ ♡」にグっとくるものがありますね。

goroさん
 ホワイトサンズの写真、ウソのように真っ⻘な空ですね。

 これをZARDのジャケに使っても何の違和感もないでしょう。
 goroさんが居てくれなかったら、２年で潰れてましたね（笑）。

 Ｚ研はロケ地探し⼤好き⼈間の集まりですので（笑）、
 今後ともgoroさんの⾏動⼒と財⼒に（笑）期待しています。

御礼②
4859 選択 stray 2010-11-16 21:06:21 返信 報告

KOHさん
 ここではお久しぶり〜（笑）。

 KOHさんが活躍する機会がなかなかなくてすまないねぇ（笑）。
20周年はたくさん仕事があると思うので（笑）、よろぴくね〜︕

メパさん、お久しぶりです。
 ｘｘｘさんと⾔えば「マイフレンド」、

 マイフレンドといえば「こ〜んな感じの看護師さん」、
 こ〜んな感じの美⼈看護師といえば ｘｘｘさんのお弟⼦さん（笑）。

 ネズミ講みたくどこまでも連鎖が続きそうですが（笑）、
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 それが⼈と⼈の繋がりってものなのでしょう。⼤事にしたいです。、
メパさんのキャプ画＆お化粧技術とｘｘｘさんの技術のコラボを

 「マイフレンド」を歌われていたスタジオは、まだ判明してません。
 眠れない夜をお過ごし下さい（笑）。

PANさん
 みんなで何かを創るとか、夢中で何かを探すって楽しいですねぇ。

 ワクワクするような話題・謎。どこかに落ちてないですかね（笑）。
 ２０周年はまたみんなで⼤騒ぎしましょうね︕

MIZUIさん、お久しぶりです。
 [4847]の加⼯画は「バードマンウエスト」ですね︕

 レコーディングの合間に、時々外に出てこんな⾵に新鮮な空気を
 吸っておられたかのようなリアリティがありますね。

 動画祭りは「動画リクエスト祭り」に変わりましたので（笑）、
 ご希望の映像があったら別スレにお願いします。

Todayさん
 Soffioがこんなに早く潰れたのは想定外でしたが（笑）、

 もう何年も前のような気がするのは歳のせいでしょうか・・・（笑）
 来年は盛⼤なオフ会も考えてますので、またご⼀緒できると嬉しいです。

 今後とも暖かく⾒守って下さいね。

U.H.Zさん
 Ｚ研に迷い込まれてもう１年も経ったんですか︕ （笑）

 ファンの皆さんに驚かれるような謎解きを今後も続けるつもりなので
 若い⼈の柔軟な思考回路でぜひご協⼒のほどを。

MORさん
 深夜部隊のMORさんにしてはお早い出勤でしたねぇ（笑）。

 ⽇本⼈は⾏列が出来てきると並びたくなるらしいですが、
 それと⼀緒でＢＢＳも賑わっていると思わず参加したくなる

 効果があるんでしょうねぇ。深夜に盛り上げておいて下さい（笑）。

https://bbsee.info/newbbs/id4847.html


Ａｋｉさん
最近は私より投稿数が多いんじゃ・・・（笑）

 Ａｋｉさんの毒⾆（笑）、私は同感な部分が多いのでレスするのですが
 さらに輪をかけた毒⾆が返ってくるので（笑）、もうたじたじです（笑）。

 楽しい（くだらない）話題にもぜひ参加して下さいね（笑）。
 

アネ研さんを忘れた（笑）
4861 選択 stray 2010-11-16 22:09:48 返信 報告

アネ研さん、こんばんは。

御礼から漏れちゃいました（笑）、わざとじゃありませんので（笑）。
 最近影が薄いよ〜〜︕（笑）

 アネ研＆ゼットンのコンビの活躍をみんな期待していると思われますが
 ネタがないことにはねぇ（笑）。違うアプローチ︖

 富⼠⼭麓の別荘を虱潰しに廻るとか︖（笑）
 来年は⼤きなネタをゲットしたいですね︕（笑）

 
 （ついいでに）部⻑︕

いやぁ、Z研美術館のリフォーム、恐ろしく⼤変だった（笑）
 ローカルでFLASHが動かなくて、何でだろうって何時間も悪戦苦闘して

 IEで試したらすんなり動いたり（Cromeはダメ）。
 ２⼈で美術館建てたのが懐かしいねぇ・・・

 皐ちゃんとsakiさんが元気に復活したら、美術館を復活しましょう︕

> ギャラリーへのリンクが切れているけど︖（笑）

うん、わざとだから、気にしないでちょ（笑）。
 （リンクはずすの⾯倒くさいから）

Re:☆Z研HP３周年おめでとうございます☆
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4862 選択 ⼭茶花 2010-11-17 11:02:18 返信 報告

strayさん、みなさん、こんにちは。

Z研HP３周年、おめでとうございます。
 遅くなりました(汗)

Z研究所が設⽴されてから３年ですかー。失礼ですが、まだそんなに経っていないサイトだったんですね。
 私の感覚では、もう５年か１０年ほど経っている感じに思っていたのですが、

 不思議な感覚です。

私が当サイトと出会ったのは、今はもう記憶が薄れていますが･･･確か坂井さんの訃報が切っ掛けだったと思います。
 何かステキな画像がないかを調べていたときに、ちょうどこのサイトに出会いました。

 Z研サイトと出会えたことに、改めて感謝します。

こちらでは、ZARDの世界観や、⾃分の知らなかった坂井さんのことなど、
 ネットという環境を通じて、いろんなことを教わったような気がします。

これからも『永遠』に、Z研が今まで以上に、輝く素晴らしいサイトになっていくことを、
 ⼼から、願っております。

運営、頑張って下さい。
 

Re:御礼②
4863 選択 Ａｋｉ 2010-11-17 13:02:35 返信 報告

> Ａｋｉさんの毒⾆（笑）、私は同感な部分が多いのでレスするのですがさらに輪をかけた毒⾆が返ってくるので
（笑）、もうたじたじです（笑）。 

 > 楽しい（くだらない）話題にもぜひ参加して下さいね（笑）。

 Ｂ社のすることってツッコミどころ満載（笑）ある意味それも魅⼒︖（苦笑）
 何故お⾦を払っている側が気を使うのか︖という素朴な疑問がいつもあります。何故それを許す︖みたいな…

  ⼀応、投稿する前に⾒直して結構直してます…（直す前のはもっと酷いですね（汗））昔なら、そのまま投稿してしまっ
ていたと思いますが、「悪⼝」であってはいけませんね…（笑）

  結果論として「解かり易く」というと「⾝も蓋もないこと」になり「毒⾆」になるのでしょうね…
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