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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

20周年記念CD・写真集
4978 選択 stray 2010-12-27 12:13:27 返信 報告

皆さんこんにちは、お久しぶりです。

WEZARDに「ZARD 20th Anniversary」サイトがプレオープンし、
 ZARD デビュー20周年を飾るCD・写真集の詳細が明らかになりましたね。

まずはＣＤ「ZARD Single Collection 〜20TH ANNIVERSARY〜」

”20周年Year第1弾リリースは・・・”とあるので、
 第2弾、第3弾があるということでしょう︕
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全99曲、CD6枚組＋ボーナスディスク、¥12,600
・全曲デジタル・リマスタリング

 ・LPサイズスペシャルパッケージ仕様
 ・豪華ブックレット付

 ・参加楽曲収録 BONUS DISC付

このシングルコレクションは、⼀体誰をターゲットにしているのか︖
 普通のリスナーは¥12,600も出して買わないでしょうね（笑）。

 ファンだって、P-BOXを持っている⼈は⼆の⾜を踏む可能性も・・・
 私は「豪華ブックレット付」に釣られて買いますけども（笑）、

 売れてもせいぜい２〜３万枚程度でしょう。

Re:20周年記念CD・写真集
4979 選択 stray 2010-12-27 12:14:14 返信 報告

WEZARDにはジャケ写は載っていませんが、ネット通販では
 この画像（WEZARD特設サイト画像）がイメージ写真として使われています。

Re:20周年記念CD・写真集
4980 選択 stray 2010-12-27 12:16:29 返信 報告

お次は写真集「ZARD Portfolio du 20eme anniversaire」

なにこのフランス語は（笑）。
 Soffioが潰れたのでイタリア語は縁起が悪いということでしょうか（笑）。
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【夏・秋・冬・春】をイメージした4冊を⼀気に発売 各¥3,800
・サイズ:225mm×284mm

 ・布張ハードカバー仕様

中途半端な⼤きさですねぇ（笑）、保管に困りそう。
 布張ハードカバーなんて必要ないから安くして︕（笑）

書店では扱わないようなので、とりあえず中⾝を⾒てからというわけにはいきません。
 ページ数が書いてないところが怪しいしのと、既出アー写のオンパレードだったり

 するかもしれませんが（笑）、ファンなら買うっきゃないでしょうね。
 

Re:20周年記念CD・写真集
4981 選択 stray 2010-12-27 12:18:46 返信 報告

ＣＤと写真集4冊をまとめ買いすると、合計¥27,800円です。ちとお⾼いですね。
 ネットで値引き販売がないかと探してみたのですが、どこも定価でした。

 amazonがポイント5％還元で送料無料、これが⼀番⼿っ取り早いでしょう。

私は「ぐるぐる王国」で予約しました。
 http://store.shopping.yahoo.co.jp/dss/jbcd-2011.html

 Yahooスタークラブのプラチナ会員なので、Yahoo!ポイント15倍還元です。
 ⽬下のところ、これが（私にとって）最安。

Re:20周年記念CD・写真集
4984 選択 stray 2010-12-27 17:03:34 返信 報告

[4979]は、テレ朝 Ｍステのスタジオでの
 「OH MY LOVE」プロモ撮影時のものです。

（出典︓⼥性⾃⾝ 2008年8⽉21/28号）
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Re:20周年記念CD・写真集
4985 選択 stray 2010-12-27 17:04:54 返信 報告

映像としては、「OH MY LOVE」プロモーションの
 「If You gimme smile」に少しだけ使われています。

 ⾒たいですか︖（笑）

Re:20周年記念CD・写真集
4986 選択 チョコレート 2010-12-27 17:54:22 返信 報告

所⻑さ〜ん、お久しぶりでーす︕︕(笑)
 しばらく、お姿をお⾒かけしなかったので、⼼配していましたよ〜。お忙しかっただけなら、良いのですけど･･･。

 雪もかなり降っているようなので、まさか、⾞で⽴ち往⽣したんじゃないかと･･･(汗)。
 ご無事で何よりです。

いよいよ、20周年の情報が出てきましたね。
 しかし･･･⾼いなぁ〜。所⻑さんのような、お⾦持ちには問題ないのでしょうが、どうしたものか･･･悩みます(苦笑)。

 私の場合、来年はSHに初めて参加させてもらうことが決まっているので、そのグッズも欲しくなっちゃうし･･･。
 でもでも、写真集は逃せないかなぁ〜〜〜〜〜。どうしましょ(笑)。
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 サンタさんにクリスマスプレゼントをお願いしなかった分、これをお願いしようかなぁ〜(笑)。サンタさん、カモン︕︕
ぎゃはは︕

> 映像としては、「OH MY LOVE」プロモーションの 
 > 「If You gimme smile」に少しだけ使われています。 

 > ⾒たいですか︖（笑） 
 えへへ、もちろん、⾒たいで〜す︕ｺﾞﾛﾆｬﾝ(笑)

Re:20周年記念CD・写真集
4987 選択 Ａｋｉ 2010-12-27 18:04:23 返信 報告

> ”20周年Year第1弾リリースは・・・”とあるので、 
 > 第2弾、第3弾があるということでしょう︕ 

  第2弾・第3弾も楽しみですね。
 > 全99曲、CD6枚組＋ボーナスディスク、¥12,600 

 > ・全曲デジタル・リマスタリング 
 > ・LPサイズスペシャルパッケージ仕様 

 > ・豪華ブックレット付 
 > ・参加楽曲収録 BONUS DISC付 

  皆が最初に望んでいたのは、まさしくコレなんですよね…巧い具合にＬｉｖｅ会場にて「8センチＣＤ売りまくり」を⾏
い、1回忌ギリギリで「シングルＢＯＸセット」を売って、それから今度がこのＣＤセット…（汗）

  本来は超お⼿頃なんですけれどね…7枚のＤｉｓｃなので、1枚辺り2000円もしないというお⼿頃さ。
  最初（1回忌）にコレを出していれば印象は悪くなかったのですが…（ＤＶＤが無い為に、予約時や発売時には価格が下

がらないのが難点（汗））

 あの当時、Ｂ社の売り⽅を知らない新規が追悼モードにすっかり釣られて散々擁護していましたが、ようやく実態が解
かった︖という感じですかね︖（汗）

  批判していた⼈たちは、別に意地悪で批判していたわけでは無いのですよ…今までの傾向からいければ「安く良いモノが
出る・出来る」という予測を⽴てていました。

 私の予想では「Ａ⾯ＢＯＸ＋ＤＶＤ」と「Ｂ⾯＋ＤＶＤ」だと想ったのですがね…（Ｂ社は「ビートルズ」のマネが多く
「⾚盤」「⻘盤」的な感じは多いですね。ＺＡＲＤの場合は断然初期の⽅に⼈気が集中して居る為、シングル・カップリ
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ング。そしてＢ⾯は売れない可能性が⾼い為「ＤＶＤを…」という⼿法か︖と想いました。（30万枚で2000万になるの
で）

 写真集の「フランス語」。「フレンチレストランの開店︖」もし開くとしても今度は繁華街でないと儲からないでしょ
うね（笑）（15周年時のように渋⾕で期間限定でのお店とかならいいのですけれどね）

  オルゴールのリリース順の写真集…

「布張り」は⼩松さんの「ヘンなものさし２」でも使われた⼿法。「保存版」なのでしょうね…
  15周年写真集の取り扱いがＭｕｓｉｎｇでも無い為に、その写真もあるのかも︖

  写真はそんなに無いでしょうね…⼤抵は92年〜93年が⼀番多い感じがします。

 「買い⽅」が解かりません（汗）
  関東地区で怪しいのは「タワーレコード渋⾕店」辺りは「抽選会」の可能性。ＣＤ－ＢＯＸは⾼くても、写真集はまだ

⼿頃な価格。⼭野楽器では「メモリアルチケット・メモリアルカード」は確実ですが、その他にあるのかどうか︖
  ⼀般のお店でポスター1枚も無い場合は、Ｌｉｖｅ会場。今回は「ＳＨ」ということでしょうか︖

 「ＳＨ」やら「20周年Ｌｉｖｅ」「ＺＡＲＤ坂井泉⽔展」も普通に⾏って、普通にグッズ買いまくったら、今年は直ぐ
に10万は⾏きそうですね…（汗）

  ＣＤ－ＢＯＸ・写真集4冊だけで既に3万近く…

 ＤＶＤもＬｉｖｅ映像に使いそうも無い映像はＤＶＤに纏めて欲しいですね。（それこそ4作同時でも構わないので）
  ⼀旦ＴＶで流れたのなら、ＮＧということはないでしょう…という感じもします。

＞映像としては、「OH MY LOVE」プロモーションの「If You gimme smile」に少しだけ使われています。
 ＞⾒たいですか︖（笑）

  はい（笑）

Re:20周年記念CD・写真集
4989 選択 stray 2010-12-27 19:02:27 返信 報告

チョコさん、こんばんは、お久しぶりでーす︕︕(笑)

いやぁ、ご⼼配おかけして申し訳ないです。
 ⾞で⽴ち往⽣して⾃衛隊に助けてもらったわけじゃなくて（笑）
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たんに忙しかった（取り込んでいた）だけです。

前にアップしたような気もしますが、リクエストにお応えして「NO.OH MY LOVE全曲紹介」です。
 http://www.youtube.com/watch?v=0HHMpCMVsDU

写真集は「未公開の写真も含めて・・・」と書いてあるように
 あまり期待できないと思いますよ（笑）。発売後に購⼊を考えて遅くないかと。

> サンタさんにクリスマスプレゼントをお願いしなかった分、これをお願いしようかなぁ〜(笑)。サンタさん、カモ
ン︕︕ぎゃはは︕

ぎゃはは（笑）、チョコさん家に⾏くサンタさん、居ませんか〜︕（笑）
 

Re:20周年記念CD・写真集
4991 選択 stray 2010-12-27 19:19:39 返信 報告

Ａｋｉさん、こんばんは、お久しぶりです。

私が販促責任者なら、c/wを収録しないで、３枚組＋特典DVD付き
 ¥6,800円にしますけどねぇ（笑）。

 隠れZARDファンや、ZARDを知らない世代に買ってもらうところに
 シングル・コンプリート集の価値があると思うんですけどねぇ。

まさか今度は「フレンチレストラン」を開く気じゃないとは思いますけど（笑）
 安易なネーミングですよね、センスを疑います。

8cmシングルCDにも、P-BOXにも、それぞれ価値があるわけですが
 今回のシングルコンプリート集にどんな価値があるかと考えると

 「全曲リマスタリング」しかないわけで（笑）。

>  「買い⽅」が解かりません（汗） 
>  関東地区で怪しいのは「タワーレコード渋⾕店」辺りは「抽選会」の可能性。ＣＤ－ＢＯＸは⾼くても、写真集はま
だ⼿頃な価格。⼭野楽器では「メモリアルチケット・メモリアルカード」は確実ですが、その他にあるのかどうか︖ 

 >  ⼀般のお店でポスター1枚も無い場合は、Ｌｉｖｅ会場。今回は「ＳＨ」ということでしょうか︖
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たしかに、買い⽅が難しいですね。
2/6の⼤阪ＳＨで売ったらフライイングし過ぎになるので、たぶんないでしょう。

 2/10の東京ＳＨは間違いなく販売するでしょう。
 ⼭野楽器は、コンプリート購⼊に何か特典が付くかも知れませんね。

 １５周年の前例がありますので。

> 今年は直ぐに10万は⾏きそうですね…（汗）

はい、皆さん来年は、10万円覚悟しておいて下さい（笑）。
 

Re:20周年記念CD・写真集
4997 選択 Ａｋｉ 2010-12-28 01:02:31 返信 報告

> まさか今度は「フレンチレストラン」を開く気じゃないとは思いますけど（笑） 
 > 安易なネーミングですよね、センスを疑います。 

  会報誌で「ＺＡＲＤの曲でフレンチ」をしましたから、お店があっても不思議では無いですね（苦笑）
  但し、横浜市のプチセレブ住宅街には絶対に創らない⽅がいいと横浜市⺠の私は断⾔できます（笑）

> 8センチシングルCDにも、P-BOXにも、それぞれ価値があるわけですが今回のシングルコンプリート集にどんな価値が
あるかと考えると「全曲リマスタリング」しかないわけで（笑）。 

  8センチＣＤは坂井さんが「紙質までこだわった・今では⽣産されていない」という「Ｍｙ Ｂａｂｙ Ｇｒａｎｄ」な
どのエピソードがあり、「ｐ－ＢＯＸ」は中にシングル未発表の写真が数点含まれていたり、初版しか持っていない⼈か
らすると、最新リマスタリングの⾳が⼊っていたり（Ｌｉｖｅ会場で8センチＣＤを買えば同じですが（汗））と⾔うのは
在りますが、年中50枚もＣＤ出し⼊れしていたら、取り出しボタンが壊れてしまいます（汗）

  今回のは「今後Ｆａｎになった⼈向け」と⾔う感じですね。（って直ぐに⽣産やめないでね（苦笑））

> たしかに、買い⽅が難しいですね。 
> 2/6の⼤阪ＳＨで売ったらフライイングし過ぎになるので、たぶんないでしょう。 

 > 2/10の東京ＳＨは間違いなく販売するでしょう。 
 > ⼭野楽器は、コンプリート購⼊に何か特典が付くかも知れませんね。１５周年の前例がありますので。 

  此処最近、何の特典も無い場合は、⼤抵Ｌｉｖｅ会場で付くケースが多いですね…
  1万の代物に抽選会は聞いたことはありませんが、3800円くらいなら抽選会開いても不思議では無いですし…
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 15周年の⼭野楽器ではＣＤ・ＤＶＤ・写真集3つ同時購⼊でオリジナル特典として「3アイテム収納ケース」（私はオー
クションで⾒ただけですが）がプレゼント。

  前作「素直にいえなくて」では「⼭野楽器特典クリアファイル（⻘）」と「武道館限定でのクリアファイル（⾚）」が
ありました。某サイトでウワサとして⽿にしては居ましたが、本当でしたね。

  武道館限定⾊クリアファイルの対象商品は「素直にいえなくて」（初回ｏｒ通常）であり、「ポスター」は「素直にい
えなくて以外の3000円分」という振り分け。おそらく⼤阪ではリリース前だったので公平性を保ったのだと想いますが、
⼤阪では「詞集」の在庫（訳あり商品（︖））が売られていましたから、「おあいこ」ですけれどね（笑）

> はい、皆さん来年は、10万円覚悟しておいて下さい（笑）。 
  チャチな商品を創られるよりもキッチリした商品で発売されるのであれば嬉しいことですね。

Re:20周年記念CD・写真集
5007 選択 Ａｋｉ 2010-12-29 23:12:35 返信 報告

> 【夏・秋・冬・春】をイメージした4冊を⼀気に発売 各¥3,800 
 何故夏から︖と思いきや、オルゴール集と同じ順番なのですね。

 > ・サイズ:225mm×284mm 
 > ・布張ハードカバー仕様 

 > 布張ハードカバーなんて必要ないから安くして︕（笑） 
  写真集の前にＬｉｖｅパンフやら図録であの価格だったのはこの前フリ︖（苦笑）（ファンはもう騙されませんよ

（笑））でも、Ｌｉｖｅパンフで約40ページが多いので、50〜80ページ︖「お決まり」の写真で半分が埋め尽くされたと
しても安いのかな︖

 

Re:20周年記念CD・写真集
5008 選択 Ａｋｉ 2010-12-29 23:17:46 返信 報告

> たしかに、買い⽅が難しいですね。 
 > 2/6の⼤阪ＳＨで売ったらフライイングし過ぎになるので、たぶんないでしょう。 

 > 2/10の東京ＳＨは間違いなく販売するでしょう。 
 > ⼭野楽器は、コンプリート購⼊に何か特典が付くかも知れませんね。 
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> １５周年の前例がありますので。 
 ＳＨでポスターは付きそう（但し、前回のように公平を期すために最新アイテムは除外と⾔う条件で…）

  ポスターは絵柄が良ければ欲しいですが、宣伝などで写真が全然ないと迷いますね…「Ｂｒｅｚｚａ〜」や「Ｒｅｑｕｅ
ｓｔ Ｂｅｓｔ」も同時リリースの宣伝とかＬｉｖｅ⽇程が書いてあったりで写真部分が少なすぎて諦めました（苦笑）
今回も、同時リリースで写真集4冊の告知は⼊るでしょうから…

 いち早く
 「京都のＺＡＲＤ坂井泉⽔展」のグッズ売り場

 「⼤阪 ＳＨ」のＣＤ売り場の様⼦
 「東京 銀座⼭野楽器ＺＡＲＤ展初⽇」のレポートが即座に⾒たいですね…

Re:20周年記念CD・写真集
5010 選択 stray 2011-01-03 22:49:33 返信 報告

Ａｋｉさん、こんばんは。

Le Port 写真集は 128ページで3,570 円でしたから、
 50〜80ページで3,800円は⾼いすぎでしょう（笑）。
 せめて100ページ。掲載写真の撮影年⽉＆場所がわかる「LIST OF IMAGES」もお願いしたいところです。

>  いち早く 
 > 「京都のＺＡＲＤ坂井泉⽔展」のグッズ売り場 

 > 「⼤阪 ＳＨ」のＣＤ売り場の様⼦ 
 > 「東京 銀座⼭野楽器ＺＡＲＤ展初⽇」のレポートが即座に⾒たいですね…

賛成です︕
 私はあいにく1⽉〜2⽉のイベントは全てパスしますので（笑）

参加された⽅のレポートをお待ちしております。どうぞよろしく︕

Re:20周年記念CD・写真集
5014 選択 Ａｋｉ 2011-01-04 12:18:03 返信 報告

https://bbsee.info/newbbs/id/4978.html?edt=on&rid=5010
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> せめて100ページ。掲載写真の撮影年⽉＆場所がわかる「LIST OF IMAGES」もお願いしたいところです。 
 4冊で約400枚の写真を出せるのかどうか︖約半分が既出でも残り200枚もの未公開写真を出せるのかどうか︖

> > 「京都のＺＡＲＤ坂井泉⽔展」のグッズ売り場 
 > > 「⼤阪 ＳＨ」のＣＤ売り場の様⼦ 

 > > 「東京 銀座⼭野楽器ＺＡＲＤ展初⽇」のレポートが即座に⾒たいですね… 
 > 賛成です︕ 

  ⼤体は関⻄地区が最初に⾏われるので、その様⼦は知りたいですね…東京も⼭野楽器初⽇の場合は、⼭野楽器ポイントカ
ード2倍デーなので東京にお住まいの⽅は２⽇かけても平気ということになります。

  例年の「メモリアルチケット＆カード」は「コレクターアイテム」という感じで、毎年集めている⼈の特権な感じがし
ます。

 昔の「詞集４冊お買い上げの…」の時に「⼤判ポスター」や「ミニポスター」が貰えたことがあったので、写真集も将来
的にそういうのがあるのかどうか︖その前に絶版にしてしまうのか︖

Re:20周年記念CD・写真集
5038 選択 KOH 2011-01-07 18:30:16 返信 報告

みなさんこんばんはです︕︕
 朝から⾊々情報が⼊ってきてワクワクです︕︕

20周年記念CDのジャケット公開されましたね〜︕︕
 ん〜、みたことないですよね〜︖

 

Re:20周年記念CD・写真集
5040 選択 stray 2011-01-07 19:02:57 返信 報告

KOHさん、こんばんは︕

https://bbsee.info/newbbs/id/4978.html?edt=on&rid=5038
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=5038
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/335cd1b90bfa4ee70b39d08a4ae0cf2d.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/4978.html?edt=on&rid=5040
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=5040


今⽇は久々にワクワクな１⽇でしたね︕（笑）
20周年記念CDのジャケット、私は今朝のスポニチで⾒ました。

 私しか知らない情報かと思ってたのに（笑）、公開されたんですか︕どこで︖

私も⾒たことない画像です。

Re:20周年記念CD・写真集
5042 選択 KOH 2011-01-07 19:35:22 返信 報告

所⻑、こんばんはです︕︕
 > 20周年記念CDのジャケット、私は今朝のスポニチで⾒ました。 

 > 私しか知らない情報かと思ってたのに（笑）、公開されたんですか︕どこで︖ 
 > 

所⻑は新聞で知ってたんですね〜︕
 私は先ほどBARKSと⾔うサイトで⾒つけました。

 ここの注⽬アーティスト1位が今ZARDです︕すごいっ︕︕
 > 私も⾒たことない画像です。 

 > 
やっぱりそうですよね〜︕︕初出ですかね〜︖

100曲︖
5047 選択 Ａｋｉ 2011-01-07 21:23:30 返信 報告

ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110107-00000008-exp-musi

 こちらの記事では「100曲」とありますが、もしかして未発表曲とか⼊るのかな︖

Re:20周年記念CD・写真集
5048 選択 stray 2011-01-07 21:53:12 返信 報告
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KOHさん

BARKSでしたか、早速⾏ってきました（笑）。
 この写真は初出ですね。

全体的な雰囲気は「グロマイ」ジャケ写真に似てますが、
 髪のほつれ具合がぜんぜん違います。

タイトルに被ってよく⾒えませんが、泉⽔さんの⼿の下にあるのはグラスでしょうか︖
 グラスだとしたら凝ったデザインなので、ハウススタジオにはありそうもない。

もしかしたらジャルダンデルテ（「グロマイ」ジャケ写）かも︖

Re:100曲︖
5049 選択 stray 2011-01-07 21:55:43 返信 報告

Ａｋｉさん、こんばんは。

BARKSも「100曲」と書いていますので、単純なミスじゃなさそうですね。
 http://www.barks.jp/news/?id=1000066872

20周年コンサートで未発表曲が演奏されるそうなので、それが追加されたのか︖
 シングルCDとして発売したほうが儲かりそうですけども（笑）。

 

Re:20周年記念CD・写真集
5050 選択 Ａｋｉ 2011-01-07 21:56:25 返信 報告

> 私も⾒たことない画像です。 
  何となくシングル「揺れる想い」「運命のルーレット廻して」 アルバム「ＺＡＲＤ Ｒｅｑｕｅｓｔ Ｂｅｓｔ－ｂ

ｅａｕｔｉｆｕｌ ｍｅｍｏｒｙ－」の洋服と似てますね。

 近年使われる写真は「Ｂｒｅｚｚａ ｄｉ ｍａｒｅ」関連かシングル「揺れる想い」かの2種の別ショット系が圧倒的
に多いですね。 

 

Re:100曲︖
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5051 選択 Ａｋｉ 2011-01-07 22:00:51 返信 報告

> 20周年コンサートで未発表曲が演奏されるそうなので、それが追加されたのか︖ 
  購買者からすると「1曲のために買わせる︖」という意⾒か「購⼊するつもりだったので⼊れてくれて嬉しい」となるの

かどちらが強いのか︖

 「約束のない恋」はＦａｎ Ｃｌｕｂでは28000円のＢＯＸ・市販のシングルＢＯＸでは36000円もするのでそれと⽐
べれば相当安いといえば安いですね…

 案外「Ｇｅｔ Ｕ’ｒｅ Ｄｒｅａｍ」とかの「シークレットトラック」だったりして（笑）

Re:100曲︖
5055 選択 U.H.Z 2011-01-07 22:23:41 返信 報告

みなさん、Akiさん、こんばんは。

>「約束のない恋」はＦａｎ Ｃｌｕｂでは28000円のＢＯＸ・市販のシングルＢＯＸでは36000円もするのでそれと⽐
べれば相当安いといえば安いですね…

「約束のない恋」は、100曲の中に⼊るのでしょうか︖
 ⼊れてもらえれば、リマスタリングされて少し良い⾳になってるでしょうし、何よりP-BOXを持っていない僕にとってあ

りがたいです（笑）。

チョット疑問がわいたのですが、ZARDの曲って全部で何曲なんですか︖
 150ちょい、という情報を⽿にしたことがありますが、正確にはどうなんでしょうか︖

Re:100曲︖
5056 選択 stray 2011-01-07 22:39:41 返信 報告

曲を増やせるとすればボーナストラックでしょう。
 ボーナストラックは「坂井泉⽔参加作品」ですから、

 その中で抜けている「Black Velvet」が有⼒かと・・・
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U.H.Zさん
ZARDの曲は全部で153曲です。

 カニさんに修学旅⾏の餞別を置いておきましたので（笑）。

Re:100曲︖
5062 選択 U.H.Z 2011-01-08 09:50:51 返信 報告

strayさん、おはようございます。

> ZARDの曲は全部で153曲です。 
 > カニさんに修学旅⾏の餞別を置いておきましたので（笑）。

153曲でしたか︕ありがとうございました。

>カニさんに修学旅⾏の餞別を置いておきましたので（笑）。

こちらもありがとうございます。無事に頂きました（笑）。

ＤＶＤ詳細
5066 選択 stray 2011-01-08 14:40:33 返信 報告

DVD『What a beautiful memory 2007』
 2011年4⽉発売 ¥4,800- （TAX IN）

 坂井泉⽔が亡くなって最初に⾏なわれた追悼ライブは、2004年のライブ・ツアーのラストとなった武道館で⾏なわれた。
この作品は、そのライブの模様を中⼼に編集。また、亡くなって１ヶ⽉後に東京・⻘⼭斎場で⾏なわれた「会」の模様や
会場の様⼦をドキュメントとして収録。この催事には、4万⼈を超える⼈が参列、坂井泉⽔とのお別れに臨んだ。

DVD『What a beautiful memory 2008』
 2011年4⽉発売 ¥4,800- （TAX IN）

 2007のライブに対して、全国で⾏って欲しいというファンのリクエストの応えて実現した全国ツアーの模様を収録。ラス
トは、⼀周忌に東京・代々⽊体育館に8,000⼈を集めて⾏なわれた。また、全国各都市での会場の模様をドキュメントと
して収録。

https://bbsee.info/newbbs/id/4978.html?edt=on&rid=5062
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DVD『What a beautiful memory 2009』
2011年4⽉発売 ¥4,800- （TAX IN）

 3回忌にあたる2009年5⽉27⽇、⽇本武道館に戻って⾏なわれたライブの模様を収録。演奏曲⾃体も過去のライブから⼤
きく⼊れ替わったものとなった。同時に、ライブ⾃体のメイキングや会場に集まったファンの声をドキュメント映像とと
もに収録。

 

10万超え
5069 選択 Ａｋｉ 2011-01-08 15:25:01 返信 報告

 おそらく、2⽉の「SH」「⼭野楽器イベント」にシングルBOXに写真集4冊・ｍFm第2弾と4⽉のDVD3作・5⽉のLiv
e・Liveグッズ 2⽉〜「ZARD坂井泉⽔展」（グッズがあるらしい︖）と上半期だけでへたすると10万超えする⽅が続
出︖

  おそらく5⽉のLiveも12⽉ごろにはリリースするでしょうし、未発表曲というモノがどんなカタチでCD⾳源化が実現す
るのか︖

 テレ朝とかから「ミュージックステーション＋NO（エヌオー）集」とか出してほしいですね…（⼭⼝百恵さんや中森明
菜さんの全出演収録のような…）

  B社がダメならテレ朝で…（苦笑）

Re:ＤＶＤ詳細
5073 選択 Ａｋｉ 2011-01-08 22:30:48 返信 報告

> DVD『What a beautiful memory 2007』 
 > DVD『What a beautiful memory 2008』 
 > DVD『What a beautiful memory 2009』 
  この3本で完全に今までのDVD部分は網羅されそう（苦笑）逆に、既存のDVD映像だけ抜かれても困りますけど（汗）

 愛内さんのDVDは初回盤にミニポスター（B3)が付いてきたようですが、ZARDも今年の⾼価アイテムはミニポスター
（B3)位は付けてほしいな…と想います。

 （B3までしか収納ファイルが100円ショップでは売っていないですし、告知ポスターは収納も難しい上に案外、写真部分
が少ない…）
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Re:20周年記念CD・写真集
5087 選択 ＭＩＳＯＲＡ 2011-01-11 20:44:53 返信 報告

strayさん・皆さん

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

> タイトルに被ってよく⾒えませんが、泉⽔さんの⼿の下にあるのはグラスでしょうか︖ 
> グラスだとしたら凝ったデザインなので、ハウススタジオにはありそうもない。 

> もしかしたらジャルダンデルテ（「グロマイ」ジャケ写）かも︖ 
>

きっとこれはバインダーですね（泉⽔さん愛⽤ものなのかな?）
 ＦＣ2001カレンダーに載っていたバインダーと同じ物だとおもいます

レコーディング⻑時間で髪がみだれてきたのかな…

今年も頑張って写真探ししますね（*^_^*）
 

Re:20周年記念CD・写真集
5088 選択 stray 2011-01-11 21:31:33 返信 報告

ＭＩＳＯＲＡさん、こんばんは。
 こちらこそ今年もどうぞよろしくお願いします。

なるほど、バインダーですか︕ 
 さすが画像の⻤ＭＩＳＯＲＡさんです︕（笑）

何でしょうね︖
 泉⽔さんの私物︖ ハードカヴァーのノートか。

 私物だとすればアー写じゃなくて、スタジオ内で偶然撮られたものかも知れませんね。

> 今年も頑張って写真探ししますね（*^_^*）
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ハイ︕ 今年も頼りにしてますので、どうぞよろしく︕

Re:20周年記念CD・写真集
5089 選択 Ａｋｉ 2011-01-11 23:14:36 返信 報告

 私は「柿の⽊坂スタジオ」（「ＺＡＲＤ Ｒｅｑｕｅｓｔ Ｂｅｓｔ〜ｂｅａｕｔｉｆｕｌ ｍｅｍｏｒｙ〜」ｅｔ
ｃ）の反転した写真かな︖と想います。

Re:20周年記念CD・写真集
5090 選択 stray 2011-01-11 23:42:49 返信 報告

Ａｋｉさん、こんばんは。

「柿の⽊坂」のスタジオで撮られたこげ茶⾊のシャツは
 デニム⽣地なのか襟にシワが寄っていますが（あるいはステッチかも）、

 今回のジャケ写はそれが無いんです。薄⼿の⽣地でツルっとしてます。
 Ｚ研を欺くためにＢ社がそこまでするとは思えませんねぇ（笑）。

 

Re:20周年記念CD・写真集
5091 選択 stray 2011-01-11 23:45:34 返信 報告

 
このシャツっぽいような気もしますが・・・

（会報5号の表紙と同じ）

https://bbsee.info/newbbs/id/4978.html?edt=on&rid=5089
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=5089
https://bbsee.info/newbbs/id/4978.html?edt=on&rid=5090
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=5090
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/98c56bce74669e2e4e7a9fc1caa8c326.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/4978.html?edt=on&rid=5091
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=5091
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/237168031d88451c78fd8d6d6378c0b2.jpg


Re:20周年記念CD・写真集
5092 選択 ドルチェ 2011-01-12 00:09:01 返信 報告

お久しぶりです、ドルチェです。
 諸事情で随分とご無沙汰してましたが、⽣きてます。

 別スレでどうしてもレスしたいものがあったので、こちらにもチラッと。。

#5038の写真は、私もＭＩＳＯＲＡさんと同じく2001年オフィシャルカレンダーの写真とバインダー
が⼀緒かなと思いました。

 ストちゃんの世代だと、回覧板とか⽤箋挟とか呼ぶのかな。って私も、回覧板って⾔ってるけど。そ
の裏側です。

 ⼀応、画像を添付しておきますね(笑)
 そのうちまた顔を出しますので、ZARD20周年をみなさんで盛り上げていてください︕

Re:20周年記念CD・写真集
5097 選択 stray 2011-01-12 12:36:45 返信 報告

ドルちゃん、お久しぶり︕

おう︕ ⽣きてましたか（笑）、ドルちゃんがいなくて超淋しかったよ〜ん（笑）。
 今年は寒気が⻄廻りで⼊ってくるから、寒さ対策は万全にね︕

回覧板の裏って、あまりにも夢がなくない︖（笑）
 たしかに、昔の回覧板は、裏にこんな模様があったような気もするけど、

 私ん家には無地裏のものしかないので、ドルちゃん家に現存してるなら写真アップしてちょ︕（笑）

レコーディングの時、歌詞を挟んで⼿直しするのに使ったのかなぁ。
 ⼤きさからすると確かに回覧板っぽいけど、信じたくな〜い（笑）。
 伊東屋さんでオシャレなクリップボードを売っていたとか・・・

 修学旅⾏中のU.H.Zさんに確かめて来てもらいましょうか（笑）。
 

Re:20周年記念CD・写真集
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5101 選択 ドルチェ 2011-01-13 00:07:32 返信 報告

ストちゃん、こんばんは。

たぶんまたちょっと冬眠しちゃうと思うけど、ゴメンネ(笑)

職場の古そうな回覧板の裏を⾒ましたが、花柄の地模様に「KOKUYO」とか書いてあるのしかなかったです(笑)
 あんな模様があったと思ったけど、思い違いかも。というワケで忘れてくださ〜い。

回覧板(笑)
5102 選択 KOH 2011-01-13 01:49:57 返信 報告

ん〜、こんなやつなんかな〜︖

ちと違うか︕(笑)

Re:回覧板(笑)
5103 選択 stray 2011-01-13 20:51:57 返信 報告

ドルちゃん、こんばんは︕

また冬眠しちゃうの〜、お腹が空いたら出ておいでよ〜（笑）。
 私も菱形模様の記憶があるんだけど、なんだったんだろ（笑）。
 拡⼤してみると、⽩の斜め線が盛り上がって⾒えますね。

 菱形模様の中にも模様があって、けっこう⼿が込んでます。

 
 KOHさん、こんばんは。

そうそう、これこれ（笑）。
 昔の回覧板は”ねずみ⾊”⼀⾊でしたね（笑）。
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Re:回覧板(笑)
5104 選択 MOR 2011-01-13 21:48:24 返信 報告

みなさん、こんばんは。

チラッと覗いたら懐かしいボードの話題が。（笑）

回覧板と⾔うより伝票挟んで使っていた、遠ーい昔を思い出しました。
 使い込んでいる傷み⽅が、スタジオ常設のものなのでしょうかね。

 スタジオ使⽤書の類なのかも。
 裏側のクリップを⽌めている箇所の傷みが尋常じゃない。（笑）

この⼿のボードはボールペンでも書きやすい固さだったと記憶しています。
 （写真は鉛筆っぽいですね）

柄はコーヒー⾖︖。

KOHさんのキャブを⾒かけて⽴ち寄ってみました。(^^ゞ
  

 

Re:回覧板(笑)
5105 選択 stray 2011-01-13 22:16:12 返信 報告

MORさん、こんばんは。

今夜はお早いご出勤で（笑）。
 ガンマ補正かけると⾦具⽌めがハッキリ⾒えますね︕

 ドルちゃんの説、⼤当たり︕だったようです。

STUDIO BIRDMAN は1981年開設ですから、スタジオ常設のものだったら
 10年以上使い込んだ品ということになります。

 40年前の回覧板ですか・・・
 ドルちゃんは歳をごまかしてるんじゃ（笑）。

> この⼿のボードはボールペンでも書きやすい固さだったと記憶しています。
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MORさんもかなり年季が⼊ってますね（笑）。

> 柄はコーヒー⾖︖。

なるほど︕ コーヒー⾖柄、当たりかも︕
 う〜ん、この回覧板、何としても探し出したい︕（笑）

 

Re:回覧板(笑)
5106 選択 ドルチェ 2011-01-14 01:13:44 返信 報告

みなさん、こんばんは。

回覧板じゃないんですけど(笑)同じ模様ぽいですよね︖
 昔の⽤箋挟やファイルなどの⼀般的な裏紙の模様だったのかもしれないですね。

> 40年前の回覧板ですか・・・ 
 > ドルちゃんは歳をごまかしてるんじゃ（笑）。 

 いえいえ、回覧板と同い年くらいですよ(笑)

ドルちゃん、すごい︕︕︕(笑)
5107 選択 チョコレート 2011-01-14 08:19:34 返信 報告

皆さん、おはようございます︕
 なかなか表に出てこないチョコですが、あまりの発⾒にでてきちゃいました︕(笑)

 ぎゃははは︕ドルちゃん、すごいですね〜(笑)。
 回覧板を突き⽌めたことだけでもすごいのに、この裏表紙の模様まで引っ張り出してくるなんて︕︕︕(笑)

 回覧板で間違いなしですね(笑)。
 朝からあまりに笑撃(笑)だったので、出てきました〜。

追伸、ドルちゃん、お久しぶり︕お忙しいようでなかなかお会いできず寂しいです(笑)。
 また時間ができたらお話しようね〜︕今年もよろしくお願いします︕

Re:ドルちゃん、すごい︕︕︕(笑)
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5108 選択 stray 2011-01-14 12:46:08 返信 報告

ドルちゃん、チョコさん、こんにちは。

ドルちゃん、よくぞ⾒つけましたね︕
 バインダーと回覧板の素材・模様が同じで、何ら不思議ないですね。

 私の会社には30年前のバインダーと回覧板がゴロゴロしてますが（笑）、
 両⽅とも「コクヨ柄」（笑）で同じでした。それ以前のコクヨ製なのか︖
 もっと古いのがどこかの部署にあるかも知れないので探してみます（笑）。

Re:ドルちゃん、すごい︕︕︕(笑)
5109 選択 ドルチェ 2011-01-15 00:44:45 返信 報告

チョコちゃん、ストちゃん こんばんは。

チョコちゃん、すんごくご無沙汰しちゃってゴメンね〜〜︕お久しぶりです︕︕
というか、みなさんに新年のご挨拶もしてませんでした(汗)

コーヒー⾖模様の裏表紙に引かれて、つい出てきてくれてありがとう︕コーヒー⾖柄、パワーあるなぁ〜(笑)
 ぼちぼちだけど、なるべく顔を出すようにするね。今年も、どうぞよろしくお願いしまーす(^^)

私の職場の古い回覧板も全部、ストちゃんがアップしてくれたのと同じ「KOKUYO」模様でした(笑)残念。「PLUS」柄も
あったよ〜。

 引き続き、コーヒー⾖柄の回覧板探しお願いしますね〜。

そうそう、ぐるぐるアースのストビューでロクブリュヌの町の中の展望台っぽい場所が追加で⾒られるようになってまし
たよ。すごく綺麗です。

 泉⽔さんも(goroさんも︓笑)、きっとその場所からの素敵な景⾊を⾒たハズなので、ビューンと⾶んで同じ感動を味わっ
てみては︖

Re:ドルちゃん、すごい︕︕︕(笑)
5122 選択 goro 2011-01-16 22:33:32 返信 報告
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ドルチェさん strayさん Ｚ研の皆様 お久しぶりです。
かなり遅くなりましたが、新年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。

ドルチェさんが呼んでいるようなきがしましたので(笑)でてきました。
 今年は⾊々と泉⽔さんを慕う催しがあるようですので、私は体調と相談しながら参加したいと思っています（といっても

⾄って何とか健康ですが・・・）。
 私はやはり写真集が凄く気になります。期待しすぎると期待外れのショックが凄いのであまり気にしないようにしていま

すが、また機会があれば撮影地を旅してみたいものです。
 そうそう、ドルチェさんが仰っていたストリートビュー、グーグルマップでも、ピンポイントですが写真で⾒る事ができ

ていて、その付近の写真もある程度ですが⾒ることができました。ロクブリュヌの街の近くまでストリートビューが⾒ら
れるようになっていました。ドルチェさんが好きな教会も⾒ることができましたが、教会のすぐ横の泉⽔さんがチュッさ
れた⽯段の坂は⾒ることができないのが残念です。少しずつですが、ストリートビューが進化しているようですね。

まずは銀座⼭野楽器店に⾏きたいと思っています。
 

Re:ドルちゃん、すごい︕︕︕(笑)
5123 選択 stray 2011-01-17 12:23:00 返信 報告

goroさん、こんにちは。

てっきり弾丸トラベル中かと思ってましたが（笑）、
 ⽇本にいらしたんですねぇ。写真集に過度の期待は禁物です、

 期待外れのショックが⼤きいし、何度もそういう⽬に遭ってますから（笑）。

[5112]の件で、またNY⾏きをお願いするかも知れませんが（笑）、
 今年も（捜査を（笑））どうぞよろしくお願いします。

⼭野楽器では、4⽉発売のDVDの映像が先⾏上映されるようなので
 「Don't you see!」の映像をよ〜〜く⾒てみて下さいね︕

Re:ドルちゃん、すごい︕︕︕(笑)
5129 選択 ドルチェ 2011-01-17 21:24:52 返信 報告
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goroさんもお久しぶりなんですね(笑)出てきていただいて、ありがとうございまーす。
写真集、本当に気になりますよね。

 全くの未公開写真ばかりまとめて⼀冊にしてくれればいいのに、たぶんちょこちょこ今まで⾒たことあるのとか⼊れてく
るんでしょうね。

それと、もうひとつ書き忘れてたことが。
 ストリートビューで、decimoの舞台になったジェノヴァのPalazzo San Giorgioの中も⼀部分だけど⾒られるようになっ

てますよー︕
 前は、この周辺だけストビューでお散歩できないようになっていたのに、すごい進化。グーグルエライ。

 泉⽔さんがヴォーカルレッスンをしたお部屋なども⾒られて、なんだかすごく感動しちゃいました。是⾮︕

アーチ窓だ︕（笑）
5134 選択 stray 2011-01-17 22:10:12 返信 報告

ドルちゃん、こんばんは︕

なかなか巣⽳に戻れないねぇ（笑）。

> ストリートビューで、decimoの舞台になったジェノヴァのPalazzo San Giorgioの中も⼀部
分だけど⾒られるようになってますよー︕

泉⽔さんがヴォーカルレッスンをした部屋って、このアーチ窓だよね︖
 やっぱり泉⽔さんはアーチ窓（扉）が⼤好きなんじゃ・・・（笑）

Re:ドルちゃん、すごい︕︕︕(笑)
5135 選択 goro 2011-01-17 22:23:15 返信 報告

strayさん ドルチェさん こんばんは

私は空っ⾵が吹く関東に質素にじっとしています(笑)。
 2⽉になれば出費がかさみそうな予感が・・・。

 ⼭野楽器は今週末にでも⾏ってみようと思います。
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あまり期待せずに⾏きます(笑)。
写真集はほんの少し期待しています。

ドルチェさん、イタリアのジェノバも⾒れるようになっていましたね。
 流⽯、ドルチェさんです。今⾒ましたよ。懐かしいです。

 中に⼊ることが出来なかったけど、
 運よく外から中の様⼦が少し⾒れたのに感動したことを思い出します。

 グーグルの進化には感謝しています。
 写真集がでたら、グーグルお散歩したいですね︕

Re:アーチ窓だ︕（笑）
5136 選択 ドルチェ 2011-01-17 22:43:03 返信 報告

ストちゃん、goroさん、こんばんは〜。

> なかなか巣⽳に戻れないねぇ（笑）。 
ぎゃはは。ホントホント(笑)

 4⽉末までは、ちょっとワケありでZARD封印するつもりだったんだけど。マジで。でもムリっぽいな
ぁ(笑)

  
> 泉⽔さんがヴォーカルレッスンをした部屋って、このアーチ窓だよね︖ 

 そうだよ︕それでね、グーグルアースのストリートビューだとお部屋の中にも⼊れるよ︕
 今のところ、パラッツォの中の三ヶ所が⾒られるんだけど、

 写真集にもある吹抜けになったエントランスとかタイルの壁とか。
 添付画像のお部屋も⾒ることができるよ︕

> やっぱり泉⽔さんはアーチ窓（扉）が⼤好きなんじゃ・・・（笑） 
 確かに、ジェノヴァ、NY、ロンドン、ミュージアム1999だっけ︖・・他にも⾊々あるような・・(笑)

goroさんに、喜んでもらえてよかったです︕
 ジェノヴァが⾒られるようになったのを知った瞬間、これはgoroさんにお伝えしないと︕と思ってました。
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特に、goroさんは実際訪れていらっしゃるので、思い⼊れが強いでしょうね︕
プライバシーの侵害で訴えられない程度に、もっとどんどん進化していって欲しいですね(笑)

どうやって︖（笑）
5137 選択 stray 2011-01-17 22:50:05 返信 報告

ドルちゃん、またまた、こんばんは〜。

ぎゃはは、4⽉末までZARD封印って、そりゃ無理でしょう（笑）。

> そうだよ︕それでね、グーグルアースのストリートビューだとお部屋の中にも⼊れるよ︕

えっ︖ストビューで建物の中が⾒れるの︖ 
 どうやって⼊るの︖ おせぇて、おせぇて〜︕（笑）

Re:どうやって︖（笑）
5139 選択 ドルチェ 2011-01-17 23:08:20 返信 報告

ストちゃん、またまた、こんばんは〜(笑)

> ぎゃはは、4⽉末までZARD封印って、そりゃ無理でしょう（笑）。 
 やっぱり、ムリですよね〜(笑) でも、ホントに封印しないといけないくらい危なかったんだか

ら、私︕

> えっ︖ストビューで建物の中が⾒れるの︖ 
> どうやって⼊るの︖ おせぇて、おせぇて〜︕（笑） 

 グーグルアースを起動したら、⾒れるよ︕
 アーチ窓のお部屋の中から例のステンドグラスもばっちり⾒れるよ︕

 私は、マップの⽅は良く分からないからほとんどアースのストビュー専⾨なんだけど、マップでは⾒られないのかな︖︖
 グーグルアースで、普通にパラッツォに接近していったら、カメラマークじゃないストビューできる球体がでてくるから
 それに、⼊っちゃえばお部屋に⼊れるよ︕球体は、三つあるよ〜

 分かるかな︖ホントにすごく感動するから早く⾒てー︕
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Re:どうやって︖（笑）
5140 選択 チョコレート 2011-01-18 09:31:43 返信 報告

所⻑さん、ドルちゃん、goroさん、皆さん、こんにちは︕
 連⽇、ドルちゃんのレスを発⾒できてうれしいわ〜(笑)。

 ノロにやられて寝込んでましたが(汗)、なんとかおさまり、出てこられました〜(苦笑)。

> > えっ︖ストビューで建物の中が⾒れるの︖ 
> > どうやって⼊るの︖ おせぇて、おせぇて〜︕（笑） 

 > グーグルアースを起動したら、⾒れるよ︕ 
 > アーチ窓のお部屋の中から例のステンドグラスもばっちり⾒れるよ︕ 

 え︖え︖えーっ︕︖︖建物の中も⾒学できちゃうの︖︖︖
 きゃー︕すごい︕すごい︕私も⾒たい︕︕︕

 サンジョルジョといえば、goroさんが弾丸トラベルで、南仏から⽇帰りドライブでレポしてくれた記憶が･･･(笑)。懐かし
いなぁ。

 goroさん、⼤変な道のりでしたよね、たぶん。ありがとうございました︕

さっそく、ぐるぐるあーすサン・ジョルジョ宮前の球体を発⾒︕
 その中に⼊ってみたものの･･･えっと･･･近づいただけで建物の中には⼊れず(汗)。ふえ〜ん(泣)。

 なぜ︖Why︖︖(笑)しょぼーん。

所⻑さん、⾒ることができたら教えてください︕
 

パノラマだぁ（笑）
5146 選択 pine 2011-01-18 12:16:44 返信 報告

ドルチェさん 所⻑さん goroさん チョコさん 皆さん こんにちは〜︕
 回覧板の発⾒に次いで、グルグルアースでPalazzo San Giorgioが⾒れる︕なんて素敵〜︕

 と喜び勇んだのも束の間…（^^;） ウチのPCにはグルグルアースがDLされていませんでした。
 勝⼿にしたら怒られるから、しばらく我慢。（笑）

 で、他を探してたら⾒っけました︕
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グルグルアースでどれだけ⾒られるのかわからないけど、これも結構すごいと思います。
ボーカルレッスンの部屋３６０℃パノラマ写真が⾒れますよ︕︕(^^)

 ttp://www.360cities.net/image/palazzo-san-giorgio-sala-del-capitano-genoa-italy#-378.16,11.97,70.0

中庭
 ttp://www.360cities.net/image/palazzo-san-giorgio-loggia-genoa-italy#-20.72,3.57,70.0

神様、仏様、pine様︕︕（笑）
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pineさん、こんにちは︕︕
 ありがとうございます〜救いの神・pine様登場(笑)。

 やっぱりグルグルアースはわからず、泣いておりました〜。

さっそくpineさんご紹介のページを⾒てみました︕
 すごい︕︕美しい︕︕ホント、360℃⾒ることができる︕︕

 きゃ〜〜〜〜。
 中庭もきれい︕︕goroさんは柵越しに眺められた中庭。これを⾒たらさぞ感激されるのでは︖︖

ドルちゃんが貼ってくれた#5136の画像、泉⽔さんの後⽅にぼんやり映る彫刻︖像︖もこちらでお散歩するとはっきりと
⾒えます︕

 #5136はまた別の真っ⽩いお部屋みたいですね〜。
 ttp://www.360cities.net/image/palazzo-san-giorgio-sala-delle-compere-genoa-italy#13.45,8.91,70.0

しかし、すごいなぁ････。pineさん、グルグルアース無くても探してこられるなんて･･･(笑)。
 何か、別の職業をお勧めしたくなる今⽇この頃です(笑)。ぎゃははは︕
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