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ついに初参加︕(笑) SH静岡〜チョコレポート〜その１
5225 選択 チョコレート 2011-02-01 09:17:11 返信 報告

所⻑さん、Z研にお集まりの皆さん、こんにちは︕
 ついに、私、チョコレートは、静岡でのSHに⾏って参りました︕(笑)

ファン歴だけは⽴派なチョコですが、なんと、ホールでのイベントは初参加(苦笑)。 
 SH直前はソワソワして、落ち着かなくて、緊張もあって(汗)、予習もあまり頭に⼊らない状態でしたが、所⻑さんや従業員室の皆

さんの熱烈応援を受け(笑)、無事に参加することができました︕︕ありがとうございます。
 いや〜〜〜幸せな週末でしたぁ(笑)。⼤きなスクリーンで観る泉⽔さんは、それはそれは、美しく･･･うっとりする2時間でしたよ

〜(笑)。
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今週末には堂島のSHも控えていますね。pineさんもSH初参加の予定ということで、早速、チョコレポをアップしたいと思いま
す。

 あ、今さらですが、【ネタばれ注意︕?】で〜す(笑)。ぎゃははは︕
 

SH静岡〜チョコレポート〜その2
5226 選択 チョコレート 2011-02-01 09:18:27 返信 報告

会場は東静岡駅からすぐのところにあるコンベンションセンター「グランシップ」中ホ
ール。

 こじんまりしたコンサートホールで、客席は700席程度だったと思います。この建物の
近くにあの巨⼤ガンダムが⽴っています(笑)。

 私は電⾞で会場へ向かいました。しばらく、電⾞に乗る必要の無い⽣活をしている私
(笑)。

 切符売り場は････(汗)。あれ?!新幹線︖︖違う、違う･･･在来線よ(⼤汗)。
 近距離切符は･･･ウロウロ･･･あ、あった︕︕(笑)あー、切符買えてよかった〜(苦笑)。

 そうそう、ドリンクも持って⾏かなくちゃね︕→少し余裕が出てきました(苦笑)。

私が会場についたときにはすでに、300⼈くらい︖の⼈が列を微妙に作りながら、10番ごとに⼊場が始まっていました。
 私は200番台なので⼊場までに10分くらい待ったと思います。

 

SH静岡〜チョコレポート〜その3
5227 選択 チョコレート 2011-02-01 09:19:46 返信 報告

ホールに⼊って、まず、グッズ売り場をスルーして、客席へ。
 中央のブロックを中⼼に席が埋まり始めていて、私はスクリーンの⾒やすい後⽅の席を取りまし

た。コートを席に置いてすぐにグッズ売り場へ。⼊り⼝ではまだ外に列を作って⼊場を待つ⼈が
数⼗⼈︖残っていました。

 

SH静岡〜チョコレポート〜その4

https://bbsee.info/newbbs/id/5225.html?edt=on&rid=5226
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=5226
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/8726bb30dc7ce15023daa8ff8402bcfd.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/5225.html?edt=on&rid=5227
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=5227
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/b91f4f4d36fa98a94ac5584af95594a0.jpg


5228 選択 チョコレート 2011-02-01 09:21:21 返信 報告

グッズ売り場はCDブースとインテリアドッグのブースはほとんど⼈が並んでいなくて、パンフレッ
トなどのブースのみがごった返し状態。ざっと50⼈くらいが並んでいた印象でした。

 それにしても、インテリアドッグ･･･でかっ︕(笑)
 ミニチュアダックスなどの⼩型⽝を1匹だっこするような雰囲気です(笑)。

 あれは･･･買って持ち帰るのは･･･⼤変じゃないかと(汗)。
 もっと⼩さな、机の上におくようなものかと勘違いしていたので、とてもびっくりしました(笑)。

 

SH静岡〜チョコレポート〜その5
5229 選択 チョコレート 2011-02-01 09:22:08 返信 報告

並んでいたグッズは、パンフ、ボールペン、クリアファイル、♪マークTシャツ、ブックカバー、
キーホルダー、MFMだったと思います。タオルとキャリングバッグには気づきませんでした
ね。あったのかな︖

 私はパンフとクリアファイルとMFMを購⼊。おまけのZARD紙袋は⾼級げで使わないまま、持参
したエコバッグに⼊れました(笑)。

 

SH静岡〜チョコレポート〜その6
5230 選択 チョコレート 2011-02-01 09:24:00 返信 報告

グッズを買って席に戻ると、まもなく開演のアナウンスが︕
 客席は⾒回したところ、7割くらい??は埋まっていたような･･･客席数から考えると最終的には500⼈くらい⼊っていたと

いう感じでしょうか。もっと少ないと予想していたので、うれしい驚きでした(苦笑)。
 あー、ドキドキする︕︕(焦) 緊張して、のどもカラカラ︕

 そうだ、持参したドリンクを今のうちに飲もう･･･。
 外が寒かったのでホットコーヒーを1本、会場は暑いくらいだろうと考えてポカリを1本、駅で買っていたので、コーヒー

の残りを飲み⼲し、それでも⾜りずにポカリも3分の１ほどを飲みました。ほっと、⼀息。ブザーが鳴り、照明がだんだん
暗くなり、開演です。
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バッグからごそごそと、pineさんからいただいた予習⽤メモとボールペンを取り出して、準備OKです︕?(笑)
はっ︕︕しまった︕(汗)トイレに⾏くの忘れてた(苦笑)。2時間、もちますように･･･(笑)。

 

SH静岡〜チョコレポート〜その7
5231 選択 チョコレート 2011-02-01 09:25:08 返信 報告

もうオープニング映像の間、ドキドキで⼼臓が⼝から⾶び出しそうでした(笑)。
 あんなにドキドキしてるのは私だけだっただろうなぁ〜(苦笑)。

それから1時間50分、⼿拍⼦しながら、スクリーンを⾒つめていました。
 いつもよりも瞬きを少なく(笑)、しかもするときは超⾼速で(⼤笑)、メモを取るときは、バンド

のメンバーが映っている瞬間を活⽤(笑)、なるべく逃さないようにみてきましたよ〜。

最初のうちは泉⽔さんの声がこもっている感じがしましたが、その後は直ったのか、気にならな
くなりました。

 ⼤きなスクリーンに映る泉⽔さんはなんて美しいのでしょう︕︕︕うっとりします。
 あんなにアップに堪えられる⼈、なかなか居ませんよね︖感動しました。

「息もできない」では以前の所⻑さんのレポではなくなっていたという情報の“⾏進シーン”も、復活︖していました〜。
この曲の時には数⼈のグループが⽴ち上がって、泉⽔さんと⼀緒に⾏進していましたよ(笑)。ポーズも⼀緒に決めてい
て、楽しそうでした。

SH静岡〜チョコレポート〜その8
5232 選択 チョコレート 2011-02-01 09:26:07 返信 報告

会場の雰囲気ですが、客の年齢層は「⾼いなぁ〜」というのがまず第1印象(笑)。
 30〜40代以降の⽅が圧倒的に多かったのではないかと思います。

 中にはお⺟さんが⼩さい⼦どもや、⾼校⽣くらいの娘さんを連れて⼀緒に来ているという⽅もありましたが若い⼈はやは
り少なめですかねぇ。

 でも、最初の曲から⼿拍⼦も多く、盛り上がっていたように感じました。
 スタンディングはごくわずか、アンコールのあたりで数⼗⼈程度が⽴ち上がっていた印象ですけど、それぞれが楽しんで
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いるようで、良いコンサートだったと思います。
私も参加できて、本当に良かったと思いました︕

 

SH静岡〜チョコレポート〜その9
5233 選択 チョコレート 2011-02-01 09:27:52 返信 報告

そうそう、所⻑さんから宿題だった、「マイフレンドの振り返らない微笑みシーン」もしっ
かり確認できました︕

 曲のあとのほうで出てきました。肩をゆさゆさ、かわいいですよね(笑)。
 泉⽔さん、空を⾒て、何がうれしくなっちゃったのかなぁ〜︖(笑)

「Don't you see!」(の「ひざ⼩僧美⼈のアーチ扉」は残念ながら確認できませんでした。
 所⻑さんが書かれていた「ピンクのワンピにサングラス、帽⼦姿で道路に下りてくる」映像･･･⾒た記憶が･･･無いんです

(汗)。これはまた週末、pineさんに確認をお願いしたいと思います。あったのかなぁ〜︖⾒逃したかなぁ〜︖
 pineさん、堂島で確認してくださ〜い(笑)。

SH静岡〜チョコレポート〜その10
5234 選択 チョコレート 2011-02-01 09:29:48 返信 報告

MFM買いました︕これって、どう報告すれば良いのかな︖︖
 前書きにありますが、発⾏当時表紙にならなかったシングル18作のジャケ写を使⽤して、

 “もしもあの時、表紙なら”という企画があったり、その表紙をポストカードサイズにした、切り取りおまけも後ろのほう
についていました(笑)。

 皆さん、買ったほうが良いのかなぁ〜︖(苦笑)

所⻑さん、報告の仕⽅がよくわからないので、何なりときいてくださーい︕
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SH静岡〜チョコレポート〜その11
5235 選択 チョコレート 2011-02-01 09:32:23 返信 報告

映像を⾒ていて、Z研でロケ地捜査や、あ〜でもない、こ〜でもないと検証をしていたこと、go
roさんの海外ロケ地ツアー⽣レポなどなど、次々と思い出されて、たくさんの映像がZ研にリン
クしていることに、すっごく感動しました〜(笑)。

 この研究所の住⼈で良かった︕と⼼から思っちゃいました(笑)。やめられませんね〜(苦笑)。ぎ
ゃははは︕

⻑々と、つたないチョコレポートを読んでいただき、ありがとうございました︕
 ⼤満⾜︕幸せ︕もう何度でも観たい︕︕(笑)

 pineさんはいよいよ今週末ですね〜。泉⽔さんの誕⽣⽇の堂島SH。他にも参加される⽅も多いのではないでしょうか。
 体調を整えて、どうぞ素敵な時間を過ごせますように、私も応援しています︕(笑)

最後に、pineさんからいただいた予習メモを元に、少し付け加えたチョコメモを貼り付けますね。
 良かったら、参考にしてください。【ネタばれ注意︕】です (笑)。

 

【ネタばれ注意︕】SH静岡〜チョコメモ〜
5236 選択 チョコレート 2011-02-01 09:33:51 返信 報告

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
 ① あの微笑を忘れないで  

 ・ジーンズをちょん切った短パン＆Gジャンでくねくね踊り(笑) ⽇本⻘年館かな︖
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 ②君に逢いたくなったら
･基本的にはグリーンのチェックシャツで歌っている

 ･ソファにひざを抱えて座ったり、寝そべったり
 ･絵の具を出して油絵を描いたりする

 ･⽩い布を持ってくるくる廻るシーン
 ･テレビゲームで遊んだり、⻩⾊いタイプライターをタイピングしているシーン

 ･⼩さな⽩⽊のアルファベットを「IZUMI SAKAI ZARD」と並べて遊んでいるシーンもあったかな︖
 ③Top Secret

 ・「あなたを感じていたい」の横縞セーター ⽇本⻘年館かな︖
 ④You and me (and…) 

 ・⽇本⻘年館の階段セットに座って歌う映像。
 ･紺のダボダボセーター＆ジーンズ

 ･２コーラス⽬に⽴ち上がって階段を下りてくる。
 ⑤息もできない

 ･ジャガー、ノロノロ運転で到着。帽⼦＆Gジャンのジャケ写姿で⻘年館に⼊るシーン
 ･⾸から⿊い紐につながった物（真ん中に⽩いピンポン⽟みたいなものがある）を下げ、それを⼿に持って曲を⼝ずさむ

 ･ファイティングポーズをするシーン
 ・⽿たぶには確かにキラリと光るものあり

 ･何かのCDを⼿に持っているシーン
 ･⾏進のシーンあり

 ⑥⾬に濡れて
 ･♪ I love you の「you」の⾳に拘ってる （NHKsongsの映像）グリーンのセーター

・机に座って書き物するシーンを正⾯からアップで
 ･録⾳ブースでの歌⼊れシーンを右からアップで

 ･ゴルフスイングのマネをするシーン

⑦ハイヒール脱ぎ捨てて
 ･「さよならは今も・・・」っぽい⽩いブラウスだけど、全⾯にシワ加⼯︖(笑)のあるもの

 ⽇本⻘年館かな
 ⑧こんなにそばに居るのに

 



･最初にワンコーラス分使って、バンドのメンバー紹介をして、歌が始まる
･外⼈⼥性の写真のプリントつき⽩Tシャツでレコーディング中の映像

  ・スタジオで後姿で映る⼥性を話しているときにカメラに気づき、⼿を振るシーンなど
 ⑨素直に⾔えなくて

 ・⽇本⻘年館での撮影シーン
 ⑩きっと忘れない

 ･⿊のハイネックセーター＆⿊ジャケットの泉⽔さんが⽇本⻘年館に⼊るシーンから始まる
 ･No.5と書かれたドアのところに移動するまでカメラが泉⽔さんを追いかける

 ･ホールに切り替わって、ジョージアのカフェ・オレを持って、頭の上にサングラスをのせた泉⽔さんが客席に⽴つシーン
 ・椅⼦に座って原稿︖を⾒るシーンを正⾯から

 ・ホール内に「きっと忘れない」が流れてきて、これに被せるように曲出し
 ⑪もう少し あと少し…

 ･⽩のダボダボセーター＆ジーンズ ⽇本⻘年館かな
 ⑫あなたに帰りたい

   ･⿊のワンピース 床にはたくさんの電球︖星空の中で歌っているみたい
 ・電球→観客席の会サイリューム

 ⑬Forever you 
 ･⽩Ｔ（⿊の模様⼊り→アルファベットがデザインされているみたいに⾒える CKとか︖︖）

 ⿊のスリット⼊りロングスカート、
 ・Grand cafe で撮影とのこと リハーサルなのかしら︖

（映像のみ）3回忌特番で⾒た映像がしばらく流れる
 pineさんの⼤好きな「笑いが⽌まらない」シーン、チョコが好きな(チャットのアイコンにもなっている)カメラを指差す

シーン、⿇⽣⼗番で信⾦前で⼦どもと記念撮影しているシーン、たい焼き⾷べてるシーン、NYロケでのお茶⽬ポーズ、葉
⼭の海岸での⾚セーターでカメラマンの⼿を引っ張るシーンなど

 ⑭⼼を開いて
 ･ネグレスコホテル ⼤きなキャリーバックを引いて移動するシーンを横から撮ったもので、ソファに座るまでの３〜４

秒。
 ・ロビーのソファーは⾚

 ･ロクブリュヌ おばさんと記念撮影、チューのシーン
 



･ロクブリュヌで、壁に寄りかかるシーンを⾼所から撮ったもの、タンクトップのみの映像、路地を歩くシーン、階段を昇
るシーン。

 ･ニースのシャルルフェリックス階段#10124
 ･サレヤ広場では、花屋の店員さんと２⾔３⾔交わして、花を受け取る

 ・カンヌでは、Festival de Cannes の広告塔の前で⾶び跳ねているシーンが追加。⾵が強く て泉⽔さんの髪が乱れに乱
れていた。

 ･最後は⾃転⾞シーン
 ⑮Today is another day

 ･サッカーゲームが置いてあるモナコの路上カフェを、海側から泉⽔さんを撮った映像
 ・係留ロープ⽌めに座るシーンや、座って釣り⼈と話しているシーンも。

 ⑯愛が⾒えない
 ･ジープを運転する場⾯が少し⻑い感じがしました

 ・細かいチェック（紺、茶、細い⾚、⽩）のネルシャツで、スタジオで歌うシーン。
 （マイフレンドの１シーンとそっくり）

⑰君がいない
   ･ベージュ︖⻩⾊︖のシャツに中は⽩Tシャツ＆ジーンズ  ⽇本⻘年館かな︖

 ⑱マイフレンド
 ･⿊い外⾞のボディに寄りかかるシーン

 ･⾚いパーカー姿で、TWA（⾚字の看板）のお店の前を歩くシーン
 ･オレンジのダボダボセーターにオレンジの襟付きシャツで通りを歩いたり、踊ったり、エアギターしたり道に座ったりす

るシーン
 ･外⾞の運転席（左側）から⾸を出すシーン

 （服は紺⾊の細い線のチェック柄シャツに中は⽩Tシャツ）
 ・薄いグレーのＴシャツで、ジャングルジムのようなセットの前で歌う映像

 ・⾚いパーカーで髪を下ろし、⿊いバッグを右肩にかけて通りを歩くシーン
 ･バスの横で歩きながら空を⾒上げて微笑むシーン

⑲Don't you see!
 ･Fallin of the rainの撮影⾵景 （室内スタジオ壁にもたれて）

 ・ ⻩Ｔ、サングラス、屋上（３回忌）「ANNASUI︖」←確認



 
→このシーンの記憶が・・・私はありません。(汗)確認お願いします
・外⼈⼥３⼈と並んでウォーキング（〃）

 ・⿊ミニスカートで階段を駆け上がる（〃）→このシーンは無かった気がする
 ・壁にもたれてポーズ取る（〃）

 ・⿊キャミソール︖胸元にカメラズーム、⾊っぽい（〃）→でもピンボケですね(笑)
 ・泉⽔さん＋⼥２⼈＋男１⼈で並んで歩く

 ・NY 薄ピンクワンピ、サングラス、帽⼦姿で、少し⾼い位置にあるカフェテラスから道路に降り るシーンが５秒程度
→このシーンも記憶がないです(汗)確認お願いします。

            ということで、宿題の「アーチ扉」発⾒できませんでした。
 ･ANNASUIの⿊Tシャツに⿊のコート、⿊のパンツで歩くシーン

 ⑳揺れる想い
 ・おなじみのスチル写真や映像がランダムに出てくる、"ZARDヒストリー的"な構成

 21.負けないで
   ・ミュージックステーションの映像

 エンドロール  かけがえのないもの
 

Re:SH静岡〜チョコレポート
5239 選択 stray 2011-02-01 12:47:19 返信 報告

チョコさん、こんにちは︕

初ＳＨ、思いっきり堪能されたようで何よりです︕
 主催者に成り代わり、御礼申し上げます（笑）。

チョコさんのドキドキが伝わってくる（別の意味で）臨場感溢れるレポートありがとうございます（笑）。

チョコさんも、泉⽔さんの声がこもって聞こえましたか。
 私もCCレモンホールでそう感じましたが、何曲⽬からか忘れましたが（笑）

 すぐに違和感なくなったので会場の違いによるものじゃなさそうですね。

昨年5/27ＳＨの映像とは少し違っているようですね。

https://bbsee.info/newbbs/id/5225.html?edt=on&rid=5239
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> 「君に逢いたくなったら」の⽩⽊のアルファベットを「IZUMI SAKAI ZARD」と並べて遊んでいるシーン 
私はまったく記憶にないので、新映像でしょうか・・・

「Don't you see!」の⿊ミニスカートで階段を駆け上がるシーンは、まさに[5112]の階段なんですけどねぇ。
 記憶に新しいはずなのでチョコさんが⾒逃すはずないし、⻩Ｔにサングラスかけて

 ビルの屋上ではしゃぐシーンも、検証をお願いした映像もなかったようで（笑）。
 もしかしたら、丼中海の映像はいくつかパターンがあるのかもしれません。

ブルードッグは本物のイヌサイズだったのですねぇ、なおさら要らない（笑）。

MFMは買いか買いじゃないかをお聞きしたかったのですが、
 MFMを定期購読してる⼈じゃないと私の期待に応えられないですよねぇ（笑）。

 無理難題、失礼しました（笑）。

いやぁ、チョコさんも⼤満⾜ということで、ＳＨの評判がますます上がりましたね（笑）。
 バンド演奏付きLIVEは今年で終わってもいいので、7回忌、13回忌では

 未公開映像のＳＨを是⾮やってほしいものです。

Re:ついに初参加︕(笑) SH静岡〜チョコレポート〜その１
5241 選択 ペケ 2011-02-01 19:48:31 返信 報告

皆さん、こんばんは。

チョコさん、SHを存分に楽しまれたようで何よりです。チョコさんの感動が伝わって来ましたよ︕
 詳しいレポートもお疲れ様でした。トイレも⼤丈夫︖だったみたいで（笑）。

Re:SH静岡〜チョコレポート
5243 選択 ドルチェ 2011-02-01 21:03:52 返信 報告

チョコちゃん、ストちゃん、ペケさん（お久しぶりです︕）みなさん こんばんは︕

⾵邪ひきさんからやっと復活して、久しぶりに遊びにきたら、
 なんとチョコちゃんレポがアップされてるではあ〜りませんか︕(笑)

https://bbsee.info/newbbs/id5112.html
https://bbsee.info/newbbs/id/5225.html?edt=on&rid=5241
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SHへの初参加、おめでとー︕︕
めっちゃ堪能できたチョコちゃんの様⼦が伝わってきてこっちまで嬉しくなりましたよ(*^^*)

 ⼤きなスクリーンで観る泉⽔さんには、本当にうっとりだよね〜。ホントに瞬きする時間さえ、惜し
かったもん。

それでなになに︖チョコちゃんは、ペン持参でメモメモしてきたんですね︕エライ︕Z研の鑑︕︕
 チョコメモがすんごく詳しく書かれているので、私もSH福岡に参加したあの時の感動が蘇ってきた

よ。ありがとう。

内容は、ほぼ変わってないみたいだけど、⼀部ちょこっと映像が⼊れ替わったりとかしてるのかな。

ちなみに「Don't you see!」の「ピンクのワンピにサングラス、帽⼦姿で道路に下りてくる」映像（添付画像のお洋服）
は、

 私の時は、ありました。ほんの⼀瞬だったよ〜。
 ⻩Ｔ・サングラス・屋上ではしゃぐのと、⿊ミニスカートで階段を駆け上がる映像もあったよん。

 その代わり、「マイフレンド」でチョコちゃんがばっちり確認できた「振り返らない微笑みシーン」はなかったよう
な･･･︖︖

 肩をゆさゆさも、超カワイイですよね〜♥ 私も⼤画⾯で観たかったー︕って福岡でも流れてたりして(笑)
 ストちゃんと同じく「君に逢いたくなったら…」で⽩⽊のアルファベットを並べて遊んでいるシーンも記憶にないなぁ〜。

 これが思い違いじゃなかったら、なんか微妙に映像を変えてくるところがビーイングっぽいですよね(笑)

チョコちゃんが書いてくれてるけど、SHの映像を観てるとgoroさんの海外ロケ地のことや、いろんなことが
 Z研にリンクされて本当に感動しちゃうよね︕ NYやロンドン・ロクブリュヌなんか特に思い⼊れが強いよね。 

次は、pineさんがSH堂島レポですね(笑) 楽しみ、楽しみ︕
 チョコちゃん、とっても詳しいレポどうもありがとうございました︕ また思いきり騒ごうね♥

ありがとうございます︕
5244 選択 チョコレート 2011-02-01 21:40:55 返信 報告

所⻑さん、ペケさん、ドルちゃん、皆さん、こんばんは︕
 きゃ〜、さっそくチョコレポを読んでくださり、ありがとうございました︕(笑)

 もう、SHに参加できて幸せで･･･帰宅後にアジアカップの決勝も勝ってうれしくて･･･(笑)⾔うことなしの週末でしたよ

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/b49d4455d64520060ac01fb5a3c757e4.jpg
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(笑)。
⽬が冴え冴えで、すんごい寝不⾜になっちゃいましたけど･･･(苦笑)。

あ︕所⻑さん︕#5112の階段、思い出しました︕︕(苦笑)。あの画像に良く似た映像を⼀瞬だけ⾒た気がします(汗)。
 あれ︖でも、階段に泉⽔さんはいたけど、駆け上がってはいなかったような･･･(⼤汗)。

 階段･･･⾒たけど、壁に扉は⾒えなかったなぁ･･･。記憶ってあいまいですね(泣)。
 すみません、やはりここはpineさんに確認、お願いします︕(笑)

屋上⻩Tシャツと、ピンクワンピは本当に記憶に無いんです･･･。
 でも、そんなにマメに映像って変えたりするものじゃないような･･･(苦笑)。

 集中⼒がふっと途切れた瞬間に流れていってしまったのでしょうか︖(笑)
 pineさ〜ん、ココもチェックお願いしますね〜(苦笑)。

これだけZ研で映像の研究を進めているので、いっそのこと、本当にZ研に映像管理を任せてもらったほうがいいんじゃな
いかと･･･(笑)。

 そうなったら、すっごい7回忌SHできそうですよね︕︖(笑)ぎゃははは︕

ペケさん、お久しぶりです︕レスありがとうございます。
 うふふ、ご⼼配いただきましたトイレですが、エンドロールの時には結構、モジモジしちゃいましたが、なんとか間に合

いました〜(苦笑)。
 ⼊場が始まるまでに、済ませておかなくちゃいけませんねぇ。反省･･･。

ドルちゃ〜ん、お久しぶり︕最新版ドルちゃんの衝撃以来ですね(笑)。レスありがとうございます︕
 以前、ドルちゃんがSH福岡のレポをしてくれたときにも、レポ読んだだけで感動したのだけれど、⾃分が実際に参加して

みて、その感動をじかに味わうことができました︕幸せ〜。
 チョコメモはpineさんが予習⽤にまとめたメモに、ちょこっと付け加えただけなんです(苦笑)。

 私がSHの直前にあたふた焦っていて、皆さんのレポを引っ張り出す作業がうまくできないでいたら、「ありますよ〜」っ
て置いていってくださって･･･。

 その時、私にはpineさんが所⻑さんバリのドラえもんポケットを持っている気がしました(笑)。すごすぎ。
 今週末の堂島でさらに充実するんじゃ･･･(笑)。楽しみです。

 

Re:SH静岡〜チョコレポート
5248 選択 goro 2011-02-02 00:57:16 返信 報告

https://bbsee.info/newbbs/id/5225.html?edt=on&rid=5248
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チョコレートさん みなさん こんばんは

静岡のレポートをありがとうございます。
 静岡と⾔えば、⼀昨年前の名古屋で⾏われた坂井泉⽔展に⾏った帰りに、⻘春１８きっぷで各駅停⾞で東京まで⾏った途

中に静岡駅で乗り換えた記憶があります(笑)。私には静岡はお茶もそうだけど、やはりちびまるこちゃんが印象に残りま
すね〜。これは清⽔かっ︕

 スクリーンハーモニー⾏かれたんですね。pineさんメモと共に⾒ていたようで、勉強家︖でございますね(笑)。私は気の
向くままに⾒ているので、素晴らしいシーンがあっても忘れてしまうことがあります(笑)。

 スクリーンハーモニーを⾒ていると、やはり映像も流れるからみなさんと探したロケ地の事を思い出したり、実際に⾏っ
て感動した事を思い出してしまいます。特にニース･モナコの辺りは思い⼊れが深いです。本当に⾊んな所を⾒ることがで
きて感謝しています。私もＺ研の住⼈というか居座らせて頂いて良かったです。
詳しいレポートをありがとうございました。

 

Re:SH静岡〜チョコレポート
5249 選択 PAN 2011-02-02 07:17:35 返信 報告

チョコさん、みなさん、こんにちは︕
 チョコさん、この度のＳＨ静岡の参加レポートありがとうございます︕＾＾

 コンサートが始まる前のドキドキ感が伝わってきて来ますね︕初めてのホールイベント参加とあって、感動もひとしおだ
ったと思います︕

静岡県内（⼤井川鉄道があるところ）には昔⾏ったことはあるのですが、静岡の中⼼地にはまだ⾏ったことがありません
＾＾

 コンサートホールは⽴派な建物ですね︕ホール内もすごく充実してそうです︕
 インテリアドッグ、⾃分もＳＨ広島に参加した時に⾒かけたのですが、やはり⼤きいですよね〜。やはり購⼊している⼈

は⾒かけませんでした（笑）
 持ち帰るときは⼤きいＺＡＲＤロゴ⼊りのバッグにでも⼊れてくれるのかな︖（笑）

 クリアファイル購⼊したんですね︕ＭＦＭ２もいち早く購⼊出来て羨ましいですよ〜＾＾
 グッズ購⼊時に貰えるＺＡＲＤ紙袋を使わないこと、すごくわかりますよ〜︕⾃分も毎回、持参のバッグの中に⼤事に仕

舞い込んじゃいますので︕（笑）

https://bbsee.info/newbbs/id/5225.html?edt=on&rid=5249
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トイレのお話で思い出したのですが、2004年ツアーでパシフィコ横浜に参加した時のこと、ライブが始まって10分も経た
ないうちにトイレに⾏きたくなりました。

 でも、泉⽔さんから⽬を離すわけにはいかず、耐えに耐えました（笑）
 そして、アンコールのラスト「Don't you see!」で演奏が終了して、泉⽔さんの「またお会いしましょう︕」の挨拶の直

後、⼀⽬散に客先を離れトイレに駆け込みました。
 そのことがあって、ライブ終了直後の余韻に浸ることが出来ませんでしたが、懐かしい思い出になりました（笑）

それにしても、詳細チョコメモの元がpineさんのメモというのがすごいですね︕＾＾pineさんはまだＳＨに参加したこと
がないはずなのに︖︖（笑）

 でも、pineさんの堂島ＳＨレポートも今から楽しみです︕(笑）

ともあれ、チョコさんのＳＨ初参加おめでとうございます︕また、とっても楽しい参加レポートありがとうございまし
た︕︕＾＾

 

goroさん、PANさん、ありがとうございます︕
5250 選択 チョコレート 2011-02-02 08:55:08 返信 報告

goroさん、PANさん、皆さん、こんにちは︕
 チョコレポを読んでくださって、ありがとうございました〜。

 レスいただいて、うれしいです︕(笑)

goroさん︕私、SHの映像を⾒ながら、goroさんのことを考えていたんですよ〜。
 モナコも、ロクブリュヌも、ロンドンも、NYも･･･海外ロケ地が出てくるたびに、
 「あ〜、ココはgoroさんが⽣レポしてくれたところだなぁ〜。」

 「ココ︕ぐるぐるあーすで探したなぁ〜〜。」
 「ココも、あ、ココもgoroさん⾏ってきてレポしてくれたなぁ。」

なんて、しみじみと感じたものです。
 ずいぶんとたくさんの海外ロケ地をめぐられて、その度にZ研に事前捜査や⽣レポを下さって、⼀緒に旅⾏したような気

分︖で、楽しませていただいてましたね〜。
 ⾏ってないのにこんなに感動できるのは、やはりgoroさんの現地捜査あってのことだと思いました。本当にありがとうご

ざいます︕
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残るは･･･⻤⾨のオーストラリア︖︖かなぁ〜(苦笑)。
また、みんなでワイワイ、ロケ地捜査したいですね︕

PANさん、こちらではお久しぶり︖です(笑)。やっと、やっと、参加できましたよ〜。
 PANさんが数々のイベントにほぼ全出席︖されているのを、あこがれていました︕(笑)。

 グッズの紙袋の扱いや、あわててトイレに駆け込むところなんて･･･妙なところが似てますね〜(苦笑)。ぎゃははは︕共感
していただいて、ありがとうございます。

 PANさんの次のイベントは坂井泉⽔展かなぁ︖︖またグルメも合わせて、レポ楽しみにしていまーす(笑)。
 

Re:SH静岡〜チョコレポート〜
5252 選択 pine 2011-02-02 11:39:16 返信 報告

チョコさん 皆さん こんにちは︕

⽉曜⽇に、従業員室での速報レポを読ませていただいて、「週末に向けて、⾵邪引かないように気をつけま〜す」
 って⾔ったのに、チョコレポで興奮したのか（︖）その⽇の⼣⽅から６年ぶりに熱を出して、昨⽇⼀⽇寝込んでいまし

た。（汗）
 なんでこんな時に…って思いましたが、昨⽇でよかったです。（苦笑）

何度読んでも、チョコさんのドキドキが伝わってきます。(^-^)
 それにしても、インテリアドッグってでかいんですね。（苦笑）
 飾るくらいの⼩さなものだったらもっと売れたでしょうに…。

映像も微妙に⼊れ替わってるみたいですね。
 会報によると、堂島から新映像が追加されて少し異なった編集になる、と書いてあるので、楽しみ半分、ちゃんとついて

いけるか不安が半分。(^^;)
 チョコさんのメモを⽚⼿に、堂島に乗り込みたいと思います。(^-^)

エコバッグ・ドリンク・トイレ（笑）忘れないように気をつけますね。あと、チケットも︕︕（笑）

詳しいレポ＆チョコメモありがとうございました。(^-^)

pineさん、⼤丈夫︖
5254 選択 チョコレート 2011-02-02 20:53:25 返信 報告
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pineさん、皆さん、こんばんは(笑)。
pineさん、下書きから何度も読んでいただき、ありがとうございました︕︕(笑)

 ええ〜っ!?pineさん、熱出して寝込んでいたの︖︖⼤丈夫ですか︖
 待ちに待ったSHがすぐそこで、メモを⾒ながら⼭ごもりでもしているのかと思ってました〜(苦笑)。

 あ、もしかして、予習しすぎで知恵熱︖︖(確か、ドルちゃんもこんなことあったような??･･･笑)

まだ3⽇ありますから焦らず(苦笑)、しっかり養⽣して、体調バッチリな状態でSHに参加できますように︕
 堂島からの新映像も気になりますね〜。Pineさんの報告を楽しみにしていますよ。

 pineさんも素敵な時間を過ごされるように、応援しています︕(笑)
 

Re:ついに初参加︕(笑) SH静岡〜チョコレポート〜その１
5255 選択 カーディガン 2011-02-02 21:00:49 返信 報告

チョコレートさん、こんばんは︕

SH初参加したんですねぇ、とても感動できるフィルムコンサートでよかったですね。コンサートホールもかっこいいで
す。近くにガンダムもあるなんて、なかなかいいところですね。初めてのコンサートは待ちに待っただけに、とても新鮮
だったでしょうか。

私が地元で⾒たところでは、未公開映像はそれほど多くはありませんでしたが、何度⾒てもいいものでした。チョコさん
レポは、着ているものや場所など、とてもよくメモできていますね。泉⽔さんの映像を⾒逃さないように、チョコレート
さんが必死にメモしていた姿が⽬に浮かぶようです(^^♪

スタンディングしていた⼈もまあまあいたようで盛り上がったようですね。また、⼈の⼊りもけっこうよかったようで、
今回の公演もいい感じですね。次の堂島は、さらに未公開映像が出るといる話ですが、それも楽しみです。参加される⽅
は、ぜひレポートをよろしくお願いしま〜す(^^)/~~~

カーディガンさん、お久しぶりです(笑)
5261 選択 チョコレート 2011-02-03 09:26:04 返信 報告

カーディガンさん、皆さん、こんにちは︕
 カーディガンさん、チョコレポを読んでくださり、ありがとうございました〜。
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私も、ようやく、初参加することができ、幸せ気分がまだ続いています(笑)。
昨年末にカーディガンさんのSH仙台レポを拝⾒したときに、「厳選映像。全体的にいい公演。」とのコメントがありまし
たが、まさにそのとおりだと感じました。

 でもでも、Bさん、まだまだたーくさんの素晴らしい映像を隠している気配がありありですよね〜(笑)。
 今週末のSH堂島から新映像も追加されるらしいですけど、追悼コンサートが終了しても、持っている映像はお蔵⼊りさせ

ないで、出してもらいたいなと思います(笑)。

SH静岡の会場を⾒回しましたけど、告知ポスターは⾒つけられず(汗)、当⽇も⼊場後のグッズ販売コーナーに1枚だけポ
スターを⾒かけただけでした。控えめすぎ︖じゃないかしら・・・。もう少し、宣伝してもいいんじゃ・・・(苦笑)。

 それでも、予想外に⼈も⼊り、雰囲気もよくて、チョコは満⾜でした。
 カーディガンさんの次のイベントレポも楽しみにしています︕

 

Re:ついに初参加︕(笑) SH静岡〜チョコレポート〜その１
5454 選択 ミキティ 2011-02-10 19:40:57 返信 報告

チョコさん♪ みなさん♪ こんばんは（＾－＾）

みなさん☆:*:お久しぶりです(*^ｰ^)ﾉとっても久しぶりに地上に出て来ました（笑）
 ⻑〜いコタツ冬眠でしたヽ(･ｪ･^)/（笑）

チョコさん♪
 SH静岡チョコレポートニコニコしながら拝⾒しました（＾－＾）

 始まる数⽇前からドキドキ♡ソワソワなチョコさん☆:*:
 初参加おめでとうございます（＾－＾）

北国までチョコさんのドキドキが伝わってきて来ましたよ☆
 無事に参加出来て満喫してお帰りになるまでチョコさんの応援隊＆⾒守り隊の思い通じたでしょうか（＾－＾）

わたしも気持ちを連れて⾏ってもらえた気分で⼀緒に楽しく過ごさせていただきました（＾－＾）
 ありがとうございます（＾－＾）

そしてとてもきれいな会場ですね♪ すご〜い☆:*:
 チョコさんがきれいな泉⽔さんにみとれてうっとり お⽬⽬が（♡♡）になっていたお顔が想像できます(*^ｰ^*)

 丁寧に詳しく書いて下さって内容や雰囲気ファンの⽅のこともわかりやすい チョコさんらしいレポートをありがとうご
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ざいました☆:*:
これからもワイワイしましょうね♪

パスワード︓  編集  削除

Powered by bbsee.info. Copyright © 2005-2022
HTML generated at 2022-09-23 14:40:54 (0.067 sec).

https://bbsee.info/

