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いよいよグランキューブ⼤阪ライブ
7273 選択 goro 2011-05-29 14:02:21 返信 報告

皆さん こんにちわ

今⽇はいよいよグランキューブ⼤阪ライブですね

私は先ほど⼤阪伊丹空港に着きました

新幹線より安いチケットが⼿に⼊ったので⾶⾏機での⼤阪⼊りです
 台⾵の影響はあると思いますが⾏きは無事に着きました

帰りは22時の夜⾏バスで帰るので⽋便しないかどうか不安です
 19時頃に運⾏状況を確認して夜⾏バスに乗れるか途中で切り上げて新幹線に乗るかの判断をします
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最後までみたいな

今阪急電⾞に乗っていますが はほとんど降っていないのにはびっくりです

このまま 降らないといいな

で伝え⾟いですがチョコチョコお伝えします

蓬莱551の豚まん美味しかったな〜

PANさんとカーディガンさんは新幹線で⼤阪に向かっています
 14時過ぎには着くのかな︖

もうすぐ梅⽥駅です

goroさんへ︕
7274 選択 PAN 2011-05-29 14:29:49 返信 報告

goroさん、こんにちは︕
 いま阪急の地下街でやっと昼⾷がすんだところです(笑)

 わたしは今から会場に向かいたいと思いますが、途中でスタバとかみつけて
 休憩したいと思います︕

ｸﾞﾗﾝｷｭｰﾌﾞ⼤阪
7275 選択 サンタ 2011-05-29 14:31:07 返信 報告

皆さんこんにちは。
 僕も本⽇、ｸﾞﾗﾝｷｭｰﾌﾞ⼤阪参加します。

 グッズの先⾏発売が14︓30〜12:30に繰り上げられ、12︓00頃会場到着。
 ⾬のせいか思ったほど並んでなくてジオラマ３種類を購⼊しました。

 他のグッズは開演前に購⼊予定。
 家がすぐ近く（チャリ５分） なので⼀旦戻り、2008､2009のライヴを只今⾒ております。

 気分も盛り上がり、テンションあげて、ライヴに参加します。
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無事到着
7283 選択 MISORA 2011-05-29 15:11:12 返信 報告

台⾵の中、皆さんお疲れ様です

無事⼤阪に到着しました
 こちらは、今のところ⼤⾬とまではいかない程度で良かったです

帰りが⼼配ですが…
 とりあえず会場には向かえそうです

⼼斎橋で少し休憩して会場に向かいたいと思います
 

グランキューブ⼤阪到着
7284 選択 goro 2011-05-29 15:16:10 返信 報告

PANさんと連絡が取れましたので後ほど合流します
 グッズ売り場はファンクラブは混んでいませんでしたが会報は半分くらい売り切れでした

 オフィシャルの⽅は沢⼭の⼈が並んでいます
 5階までエスカレーターはしんどいのでエレベーターがいいかも

グッズ売り場混んでる
7285 選択 goro 2011-05-29 15:18:23 返信 報告

こんな感じ
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いよいよですね︕
7286 選択 KOH 2011-05-29 15:19:14 返信 報告

goroさんPANさんサンタさんMISORAさんこんにちはです。
 goroさんPANさん無事に⼤阪⼊りできたんですね︕良かった︕

 あとは帰りですね(^_^;)とりあえずはラストライブ楽しみましょね︕goroさん次に機会があったらなんばの⼆⾒の豚ま
んも⾷べてみてくださいね〜︕（笑）

 サンタさんも会場にいらっしゃるんですね︕私も無事にグッズ関係買えました︕ニアミスしてるかもですね︕︕
 今は会場から離れて休憩中です。

 みなさんまた会場で︕

PAN さんと合流
7289 選択 goro 2011-05-29 15:37:06 返信 報告

KOHさん MISORAさん サンタさん

こんにちわ

みなさんグランキューブに向けて着実に動いていますね

先ほどPAN さんと合流しました

は降ったり⽌んだりのようです
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KOH さん ⼤阪の情報ありがとうございます
とりあえず私は今甲賀流たこ焼きが⾷べたいです

 

⼤阪公演
7297 選択 カーディガン 2011-05-29 16:24:07 返信 報告

goroさん、みなさんこんにちは︕
 私は今ヒルズパン⼯場です。時間的にはもうそろそろグランキューブへ出発です。

 ここではいつもヒルズパン⼯場のマグカップでコーヒーがのめます。ZARDファンらしき⼈たち
も少しいます。

 ⼤阪もこれでラストです。もう⾒納めなのですね。もう東京にしか⾏きません(笑)
 では、⾏ってきます︕

無事到着
7298 選択 pine 2011-05-29 16:25:55 返信 報告

皆さん こんにちは。⼤阪参加組のみなさん、台⾵の中、ご苦労様です。
 私も先程到着し、グッズも購⼊しました。エスカレーターで上がってしまったので、五階までえらい⻑かったです

 皆さんに会えるかな

到着しました
7300 選択 MISORA 2011-05-29 16:30:32 返信 報告

 
只今グッズ購⼊終わりました

皆さんどちらかで集合されているのでしょうか…

できれば開演までに
 合流できればと
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Re:いよいよグランキューブ⼤阪ライブ
7304 選択 ミキティ 2011-05-29 16:58:11 返信 報告

みなさん こんにちは（＾－＾）

今⽇は⼤阪ライブですね(*^ｰ^)ﾉ

台⾵を⼼配していますが 参加組のみなさんが着々とお着きになられて良かったです☆:*:

goroさん♪ ＰＡＮさん♪サンタさん♪MISORAさん♪KOHさん♪カーディガン♪pineさん♪くろいさん♪
 参加組のみなさん♪ （＾－＾） 北の⼤地で応援しながら みなさんの⽣レポ お話を楽しみにしています（＾－＾）

たくさん泉⽔さんを感じる素敵な時間をお過ごしくださいね(=^ｰ^)ﾉ⼺☆゜・。・゜★

pineさ〜ん♪ ご無事に会場に着いてよかったです（嬉涙） 

参加組のみなさんが無事に合流出来て楽しめますように(*^ｰ^)ﾉ
 

開場⼊り
7307 選択 サンタ 2011-05-29 17:22:47 返信 報告

先頭で開場⼊りしました。
 気持ちいいくらいまだ空席です。

 ２Ｆ前の⽅です〜ここに⼊るのは初めて〜綺麗なホールです。

開演待ち
7309 選択 MISORA 2011-05-29 17:36:02 返信 報告
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⼤阪公演参加の皆さん
⼊場されましたか︖

只今２階ロビーで開演待ちです(^^)

サンタさん
 私も2階前⽅ですよ

 お近くかも

⼊場しました
7310 選択 pine 2011-05-29 17:36:54 返信 報告

先程PANさんにお会いしました。
 MISORAさんにもお会いできればいいのですが…。今、Ｃ２の⼊り⼝付近にいます。

Pineさんへ
7312 選択 MISORA 2011-05-29 17:39:47 返信 報告

Ｃ2 ⼊⼝ですね

向かいます

まもなく開演
7315 選択 goro 2011-05-29 18:05:04 返信 報告

Pineさん MISORAさんマリオネットさんにもお会いできて嬉しいです

私の席は2階席の真ん中です

武道館同様周りが⾒渡せます

夜⾏バスは今のところ運⾏予定

1920にまた確認します
 まずは楽しみます
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まもなく開演
7316 選択 サンタ 2011-05-29 18:06:02 返信 報告

ZARDｷｬｯﾌﾟ被ってます〜⾒掛けたら声かけて下さいね〜

開演しました
7317 選択 goro 2011-05-29 18:17:03 返信 報告

約7分遅れですが問題なしです

くろいさんにもお会いできて嬉しかったです

Re:いよいよグランキューブ⼤阪ライブ
7320 選択 ミキティ 2011-05-29 18:28:38 返信 報告

⼤阪コンサート 開演〜.:♪*:･'ﾟ♭.:*･♪'ﾟ｡.*#:･'ﾟ.:*♪:･'

みなさんが泉⽔さんを⾝体中で感じでたくさん楽しまれますように（＾－＾）☆:*:

お帰りの際は台⾵の影響がありませんように祈っています☆:*:

みなさんのレポートを楽しみにしていま〜す(=^ｰ^)ﾉ⼺☆゜・。・゜★

ｸﾞﾗﾝｷｭｰﾌﾞ⼤阪
7348 選択 サンタ 2011-05-29 21:02:50 返信 報告
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18︓06スタート
21︓00終了しました。最後のライヴおもいきり楽しみ歌いました

Re:ｸﾞﾗﾝｷｭｰﾌﾞ⼤阪
7350 選択 stray 2011-05-29 21:16:57 返信 報告

⼤阪参加組の皆さん、お疲れさまでした︕

きれいなホールで、座席も⼤きめ︖ ⾳響も良さそうですから、
 ラストコンサートをさぞかし満喫できたのではないでしょうか。

サンタさんは声かけてもらえたでしょうか（笑）。
 pineさんはPANさんと無事会えたようで。

 MISORAさんや、goroさんとも会えたのでしょうか。

記憶が新しいうちに、私のセトリ詳細に補てん情報よろしく︕（笑）

終わっちゃった
7353 選択 pine 2011-05-29 21:56:07 返信 報告

余韻に浸りながら帰宅中です。
 感無量です。最後涙がでちゃった

 PANさん、カーディガンさん、KOHさん、goroさん、くろいさん、MISORAさん、マリオネットさんとお会いでき、開演
までの僅かな時間ですが、お話させて頂きました。サンタさんとは会えず、残念でした。

 皆さんありがとうございました。お気をつけてお帰り下さいね。
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終演
7357 選択 カーディガン 2011-05-29 22:16:58 返信 報告

みなさん、こんばんは︕とうとう、終わってしまいました。
 BBSでしかお会いできなかった⽅も多く来られていて、今回ご挨拶ができ、いろんな意味で来て良かったです。pineさん

にもお会い出来、良かったです。これでなかなか機会がなくなるのはとても残念ですね。
 今⽇はみんなノリノリでした。評価についでは後ほどにしたいと思います。

 さて、終演後、とんだハプニングが。○○さんだと思ったら、寺尾さんでした(笑)前も⼤阪でいらっしゃいましたが、今⽇
もですか。お疲れ様でした。また、関係者の皆様もお疲れ様でした。

 ファンの皆様もお気をつけて︕みなさん、ありがとうございました︕︕

ありがとうございます
7361 選択 goro 2011-05-29 22:40:06 返信 報告

みなさん こんばんは

今⽇も楽しく過ごすことができました

沢⼭の⽅にお会い出来たのも嬉しかったです
 またお会いできるといいですね

今夜⾏バスに乗って東京に向かっています

無事に出発できて良かった
 

お疲れ様です
7362 選択 サンタ 2011-05-29 23:26:16 返信 報告

皆さん気をつけておかえり下さい。
 Ｚ研の⽅とは結局逢えませんでしたが、モバのZARDサークルの⽅２⼈とお逢いする事はできました。

ライヴですが六本⽊⼼中はいらなかったのでは︖
 と思ったのは僕だけでしょうか
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終わってしまいましたね。
7363 選択 KOH 2011-05-29 23:41:59 返信 報告

みなさんこんばんはです。

ラストライブ、終わってしまいました。
 感無量です。

 「Jusut believe in love」と「forever you」はうるっとしてしまいました。

今回初めて⼤阪・東京両⽇参加させて頂き、所員の⽅、BBSの⽅に会えた事は私にとってはかけがえのない体験でした。
 本当にありがとうございました!!

 これで終わりではなく、始まりにしたいです!!
 みなさん無事に帰宅の途についたようですね!

 お気をつけて帰って下さいね!

Re:いよいよグランキューブ⼤阪ライブ
7364 選択 hang 2011-05-30 01:37:22 返信 報告

皆さん こんにちわ
 今まで東京にいます
 ⾬降間ありません

 注意しませんから
 印鑑アルバム壊れた(淚)

goroさんREPORT感謝ました
 ⼤阪場GOODS数量⼗分ですか?

 私は4時に武道館到著
 たくさんGOODSもSOLD OUTました

 フォトスタンドない!! Σ┗(＠ロ＠;)┛
 Tシャツサイズ"S"ない!!(淚)

 並び2時間まで
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会報バックナンバーない~~ Orz
⾃分過失を抱きしめていて⾹港に返えます(/Д`)~ﾟ｡

 

Re:いよいよグランキューブ⼤阪ライブ
7366 選択 くろい 2011-05-30 06:48:10 返信 報告

みなさん、おはようございます︕
 昨⽇はお疲れさまでした。

 ⻑距離バスでお帰りになったカーディガンさんとgoroさんは、そろそろ東京に到着された頃でしょうか︖︖
 台⾵は温帯低気圧になったようですが、京都は⼀晩中すごい⾵と⾬でした。

 みなさんご無事にお家に帰ってられるとよいのですが…。⼼配です。

東京に引き続き、⼤阪の会場でもPANさん、カーディガンさん、KOHさん、goroさん、マリオネットさんにお会いでき
て、

 とてもうれしかったです。
 それに、開演前のほんの⼀瞬でしたが、pineさんにもお会いできてめっちゃうれしかったです。

 ほんとはもっとお話したかったのですが、緊張してしまって何もお話しできなくて、ちょっと残念でした。
 またいつか機会がありましたら、ぜひぜひよろしくお願いします(^o^)

最後にいつもの「また会いましょー︕」が⼤阪でもやっぱりなかったので、もうこれで本当にラストなのかと悲しい気持
ちになってしまいましたが、東京と⼤阪の公演に参加できて、所員の⽅々、BBSの⽅々にお会いできたことは私の⼀⽣の
思い出になりました。

 みなさん、本当にありがとうございました︕︕
 BBSでお声をかけてくださったミキティさんもありがとうございました︕︕

 またお話できるのを楽しみにしていま〜す＼(^o^)／

Re:いよいよグランキューブ⼤阪ライブ
7367 選択 goro 2011-05-30 08:42:46 返信 報告

みなさん おはようございます。
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無事に東京駅につき、今は会社近くのマックで朝マックしています。
先ほど、みなさんに簡単ですがメッセージを書いて送信しようとしましたら、無線LANが不良で、全部消去になってしま
いました(笑)

帰宅してからあらためてお伝えします。

本当に昨⽇は⼤勢のかたにお会いお話が出来て嬉しかったです。
 ありがとうです。

みなさん お疲れ様でした
7369 選択 pine 2011-05-30 09:53:48 返信 報告

みなさん おはようございます︕

ライブ前⽇はドキドキで眠れず、昨夜は興奮して眠れず、寝不⾜気味です。（苦笑）
 でも、泉⽔さんと皆さんにい〜っぱい元気を頂いたので、超元気です。(^-^）/

 皆さんご無事に帰宅されましたでしょうか︖遠⽅から、台⾵の中、本当にお疲れ様でした。
 昨⽇の⼤阪の⾬が東へ移動し、仙台は今⽇⼤⾬みたいなので、カーディガンさんお気をつけて…。

対⾯コーディネーター（笑）のPANさんのおかげで、皆さんに会うことが出来ました︕PANさんありがとうございまし
た。

 そして、初対⾯なのに、皆さん気さくに話しかけて下さってありがとうございました。嬉しかったです。(^-^)
 MISORAさんには「被り物は︖」と突っ込んでいただき、くろいさんからは告⽩されちゃったよ〜ん。(*^-^*)
 もっとお話したかったので、終演後、５Fのロビーに暫くいたのですが、あの⼈込みの中ではどなたも⾒つけることが出来

ませんでした。(><)
 また機会がありましたら、今度はゆっくりとお話させていただきたいです。(^-^)

ミキティさん
ミキティさんが応援してくださったお陰で、今回は無事に到着できましたよ︕ありがとうございました。(^-^)

無事、家に帰ってきました
7376 選択 カーディガン 2011-05-30 13:36:40 返信 報告
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みなさん、こんばんは︕

台⾵がすごくて、⾬が降りっぱなしだったので、帰ってくるのも⼀苦労でした。
⾼速バスで東京駅に着いて、朝の東北新幹線に乗り、さきほど家に着いたところです。

帰ってきての感想、うるっときました。というのも、仙台駅はものすごい被害であったのにもかかわらず、1ヶ⽉半ほどで
復旧し、平常どおりに運⾏していたので。武道館へ、新幹線で向かった⼈もかなり多かったことと思います。東北からも
向かった⼈は、今回のコンサートで少し元気がもらえたでしょうか。期待したようなコンサートではないながらも、精⼀
杯のところのものであったと思います。なんとか今回の公演を鑑賞でき、帰ってこれてよかったです。

 くろいさん、pineさん、無事に家に帰ってきました。今回はいろいろとご⼼配ありがとうございました。また、ＢＢＳな
どでよろしくお願いします。

⼤阪参加組の皆さんへ︕
7382 選択 stray 2011-05-30 15:43:06 返信 報告

hangさん、こんにちは。
 せっかく⾹港からいらしたのに、お天気も悪かったし、グッズも買えず、

 しかも壊れてしまったとは（印鑑アルバムって何︖）お気の毒でした。
 B社に成り代わって不⼿際をお詫びします。

 フォトスタンドやTシャツは、後でFC通信販売で買えるはずです。
 今回は良い思い出にが作れなかったかも知れませんが、気をつけてお帰り下さいね。

 たまにはZ研にも遊びに来て下さい︕

くろいさん、東京ではお世話になりました。
 ⼤阪ではロケ地探しの神様に会えたようで（笑）、

 pineさんに何を告⽩されたのかとっても興味あるのですが・・・（笑）。
くろいさんのコアなお話、もっともっと聞きたかったのですが（笑）、

 B社が今後何もしないようなら、Z研で企画を練りますので（笑）
 是⾮参加して下さいね。またお会いできることを切に願ってます。

サンタさん、Z研のメンバーには会えませんでしたか・・・
 ZARDキャップは⿊なので⽬⽴たなかったのかも。
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六本⽊⼼中は「愚の⾻頂」だと私も思います。詳しくは[7356]をどうぞ。

KOHさん、私もお会いできて嬉しかったです。
 すぐに馴染んでくれて（笑）、Z研所員の繋がりの深さを感じました。

 我々の付き合いは、決して深い付き合いではありませんが
 「想い」は⼀緒なので、すぐ通じ合うところが嬉しいですよね。

 今後ともどうぞよろしく︕ 3⽇間どうもお疲れさまでした︕

pineさん、MISORAさん
 ロケ地映像の神様と、ロケ地画像の神様がご対⾯されましたか︕（笑）

 そのシーン、この眼で⾒たかったです（笑）。

PANさん、対⾯コーディネーター役（笑）、お疲れさまでした。
 体⼒の限界じゃないでしょうか（笑）、お疲れさまでした。

 ゆっくり話してる時間がなかったですね。あとでメールします︕

goroさん、無事東京に戻られたようで、どうもお疲れさまでした。
 ⼤阪の実況レポもありがとうございます。楽しかったですね︕

 いろいろ宿題が出来たようで（笑）、ロンドンにも、できればシドニーにも
 ⾏ってほしいというのが、みんなの願いです（笑）。

ミキティさん、応援ありがとうございました（笑）。
 不参加組の皆さんもZ研BBSで存分に楽しんでいただけたようで、嬉しい限りです。

 また出張を無理⽮理作ってミキティさんのところに遊びに⾏きますからね〜︕（笑）

カーディガンさん、震災を乗り越えての参加、ご苦労さまでした。
 地震直後は、カーディガンさんの参加は5分5分かなぁと思ってましたが

 眼に⾒えるところの復旧は案外早かったですね。今回の映像を仙台限定で
 ＳＨとして上映するとか（全国からZARDファンを集める）、

 東北に元気を取り戻してもらうために、B社に⼀肌脱いでもらいですね。
 

お疲れさまでした（*^_^*）
7399 選択 MISORA 2011-05-30 21:03:43 返信 報告
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皆さん こんばんは

⼤阪公演参加の皆様、昨⽇はお疲れさまでした〜

BBSのおかげで
 清楚でかわいいPineさんが迎えに来てくれました(*^_^*）

 開演前数分ですが
 Ｚ研メンバーにお会いすることができ

 とっても素敵なひと時を過ごすことができました

Pineさん迎えにきてくれてありがとう<(_ _)>

なんだか開演前から皆さんにお会いできた感激と興奮で…
 舞い上がっていたのか(#^.^#)

 あとから連絡交換しとげばと…残念(T_T)

サンタさん発⾒することが出来ず…すみません<(_ _)>
 素敵な刺繍⼊りの帽⼦だったんですね

いつかまた…今回お会いできなかったメンバーの皆さんにもお会いできればと思っております

帰りは皆さん無事に帰宅できて良かったです

私は京都のZARD展の時は⼤雪で⾼速が通⾏⽌め淡路まで
 地道で向い京都へ(^_^;)

今回は台⾵で⾏きは無事だったんですが
 帰りは⾼速が途中⼤⾬の為、速度制限&通⾏⽌め(ｶﾞｰﾝ)

 ⼭道を地道でAM3時帰宅｡｡｡

今⽇は余韻と寝不⾜でボ〜っとしておりますので
 後⽇｢セトリ詳細｣にも参加したいと思います

Re:いよいよグランキューブ⼤阪ライブ
7401 選択 goro 2011-05-30 22:14:08 返信 報告
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みなさん こんばんは

本当は今朝に簡単でありますが、メッセージを送ろうと思っていたのですが、
 送信時に無線ＬＡＮが切断してしまい、結果的には全て⽂章が消去してしまったので、今回再び

送るものです(笑)

週末は、武道館も含めグランキューブ⼤阪のコンサートは、総じて楽しめたものと思います。
 そして、普段お会いできない⽅にも合うことができ、お話しできたのが嬉しかったです。

 またの機会、お会いできると良いですね。

カーディガンさん、ヒルズパン⼯場に⾏かれたようですね。
 私も⾏きたかったのですが、今回は時間がなかったので、またの機会に訪れようと思います。

 カーディガンさんも無事に着かれたようでよかったです。東北地⽅ではまだ困難な状態が続くと思いますが、
 少しずつでも前に進んで今よりも良くなることを願っています。

PANさん、夜⾏バスは無事に到着したのでしょうか︖ 
 台⾵は東海沖に⾏ったようなので、問題はなかったのかな︖

 武道館も含めて、⾊々とお話しできて良かったです。
 今後、ロケ地確認等でお会いする機会があれば良いですね。

ヨシさん、マリオネットさんからご紹介頂きました。ZESTのライブ、是⾮とも今度は⾏きたいですね。
 ニューヨークの⽴ち喰いそばは閉店かもしれないとのことでしたが、再開して欲しいものですね。

 

Re:いよいよグランキューブ⼤阪ライブ
7402 選択 goro 2011-05-30 22:15:19 返信 報告

くろいさん、武道館に続き、お話しできて嬉しかったです。モナコのやニースのお話をもっと聞
きたかったです。私だけでもいいからこっそり教えて〜(笑)
今度、近くに寄りましたら、是⾮とも案内して下さいね。

 私もメッセージに「またお会いしましょう〜」がなかったのには気になりました。
 やっぱり⼀区切りなのかな︖

pineさん、まさか⼤阪でお会いできるとは思いませんでした。私の想像通りのおしとやかな⽅だ
と思い、密かに嬉しく思っていました(笑)。その反⾯、ロケ地探しの鋭い観点はどこからくるのでしょう︖(←敬意を表し
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ています) 本当にこんな機会は滅多にないので貴重な時間でした。今後、またみんなで思い切り騒ぎましょうね︕ 今後
ともよろしくお願いします。

MISORAさん、実を⾔うと⼀度pineさん達とお会いして、少しお話をして携帯のBBSを⾒たら、先程お会いした場所にMI
SORAさんがいることを知って再び現れました(笑)。少しの時間でしたがお話しできて嬉しかったです。帰りは⼤⾬等で⼤
変な帰路でしたね。無事に帰れてよかったです。今後ともよろしくお願いします。

KOHさん、丁度会場⼊りのジクザクしている列に並んでいたらKOHさんをお⾒かけしてハイタッチでしたね(笑)。武道館
に続き、お話しできて嬉しかったです。⼆⾒の豚まん、なんばにあるのですね。今度⼤阪に来た時に是⾮とも⾷せ
ば・・・。実を⾔うと、16時過ぎに⼀旦グランキューブを抜けてタクシーでアメリカ村のたこ焼き屋さんの「甲賀流たこ
焼き」を買って、同じタクシーで戻ってきてグランキューブで⾷べてました(笑)。 東京もん(笑)の私の感覚で美味しいな
〜って以前から思っていたので・・。 今後もロケ地検分とかありましたら、⼀緒に⾏きたいものです。今後ともよろし
くお願いします。

hangさん、東京にようこそ︕ ⽇本は 少しずつ 頑張っています。きっと良い国になると 思うから、応援してくださ
いね。 コンサートグッズは ⼤阪でも ファンクラブの会報は 半分 売り切れでした。 もっと早くならばないとい
けないですね。

サンタさん、お会いすることが出来なくて残念です。しかしながら、私達と同じ泉⽔さんを慕い、コンサートを満喫され
たと思うことは同じだと思います。

ミキティさん、お留守番隊での応援、ありがとうございます。お久しぶりです。今度は札幌で泉⽔さんにお会いできます
ね︕。今後もよろしくです。

 

Re:いよいよグランキューブ⼤阪ライブ
7403 選択 goro 2011-05-30 22:16:18 返信 報告

strayさん、沢⼭のスレがたってしまったので、申し訳ないですがこちらで、お伝えします。週
末の武道館のレポート、ありがとうございます。忘れかけていたことを思い出しました。武道館
では久々にお会いできて⾊々とお話できて嬉しかったです。こんご、こういったコンサートは無
くなり、定期的にお会いすることが少なくなるような気もしますが、ロケ地検分等あれば、是⾮
ともお声かけて下さればと思います。これからもオーストラリアはさておき(笑)、きままにロケ
地巡りをしたいと思います。国内も⼒を⼊れたいものです。
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ドルチェさん、別スレになってしまって、スミマセン。武道館・グランキューブに⾏くことができ、泉⽔さんの声はもち
ろんのこと、ロケ地映像を楽しむことができました。決して私独りでは探すことが出来なかった数々のロケ地を巡ること
ができて感謝しています。ドルチェさんにもいっぱいいっぱい教えて下さって感謝しています。今回も未公開映像がたく
さんありましたので、ドルチェさんにも⾒ていただきたいものが沢⼭ありました。特にロサンゼルスダウンタウンの⾵船
の映像は可愛かったですよ︕ そうそう、９⽉に福岡で坂井泉⽔展がありますね。是⾮ともご覧になって下さいね︕

チョコレートさん、お留守番隊⻑お疲れ様でした(笑) 武道館では⾊々と盛り上げて下さって楽しかったですよ。strayさ
んが詳細を書いて下さったので、まさにそのとおりで、⾏った気分にもなれるくらいです。コンサートが⼀区切りしてし
まいましたが、今後も盛り上げていきましょうね。

 

Re:いよいよグランキューブ⼤阪ライブ
7410 選択 pine 2011-05-31 13:57:38 返信 報告

MISORAさん goroさん くろいさん こんにちは︕

MISORAさん 先⽇はお会いすることが出来て嬉しかったです。(*^-^*)
 どうしたら会えるだろう…きっと、BBSを⾒て下さっていると信じて書いて、良かったです。

 帰り道は、とっても⼤変だったんですね。(><)
 終演時間には⼩ぶりだった⾵⾬ですが、遅い時間のほうがひどかったですから…。

 でも、無事に帰り着かれて何よりです。ゆっくり疲れを癒してくださいね。(^-^)
>あとから連絡交換しとげばと…残念(T_T) 

 そうなんです︕私も同じことを思っていました。
 MISORAさん、みなさん︕いつかまた⼤阪⽅⾯に来られることがありましたら、所⻑さん経由で連絡下さい。（笑）（所

⻑さん、その時はよろしくお願いします。m(^-^)m）

goroさん 丁寧にメッセージをありがとうございます。
当⽇BBSを⾒るまで、goroさんが⼤阪に来られることを知らなかったので、サプライズでした。(^-^)

 甲賀流たこやきをタクシー⾶ばして買いに⾛られるあたり、さすが、弾丸goroさんですね。（笑）
 わずかな時間でも楽しむ気持ちが⼤切ですね。⾒習いたいと思います。(*^-^*)

 次回は、「会津屋」のたこ焼きもお試し下さい。ソースをつけずに⾷べるたこ焼き、美味しいですよ︕
 あっ︕megamiさんも⾏かれたと仰っていた「やまもと」のねぎ焼きも是⾮︕(^-^)
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くろいさんは京都にお住まいなのですか︖
でしたら、またお会いできる機会があるかもしれませんね︕(^-^)

 なになに…モナコやニースのお話…があるのですか︕︖
 goroさんにだけじゃなくて、是⾮是⾮、お話聞かせてくださ〜い︕

Re:いよいよグランキューブ⼤阪ライブ
7422 選択 goro 2011-06-01 00:45:53 返信 報告

pineさん みなさん こんばんは

グランキューブ⼤阪は⾏く⽤意はしていたものの、直前まで⾏けるのか解らなかったのであえてふせていました。PANさ
んが、今⽇pineさんにお会いできるかもとの知らせを聞いたのも当⽇の会場で、私もサプライズでございましたよ。

 今回は滞在時間が少なかったですが、どうしてもたこ焼きが⾷べたくて、会場を抜け出して1時間以内に帰ってきました
(笑)。そういえばタクシーの運転⼿さんが⼤阪のたこ焼きは、⾃分の家のたこ焼きでソースをつけないでダシを⼊れるた
こ焼きが美味いな〜って⾔ってましたね(笑)。奥が深いです。「会津屋」のたこ焼きもソースをつけないようですので、
同じなのかな︖ チェックします︕ 「やまもと」のねぎ焼きですか︕ ねぎ焼きとは何でしょう︖(笑) 明⽇調べてみ
よう。軽チャー的な話題になってしまいましたが、あらためてpineさんにお会いできて嬉しかったです。ありがとうござ
います。今後もよろしくです。

 ♪また思いきり騒ごうね〜
 

goroさんへ
7426 選択 pine 2011-06-01 14:23:29 返信 報告

goroさん こんにちは︕

軽チャー的な話題なので、こっそりと…（笑）
 「ねぎ焼き」とは、簡単に⾔うと、キャベツの代わりにねぎを⼊れたお好み焼です。

 「ねぎ焼き やまもと」で検索していただければ、すぐにわかると思います。
 今度⼤阪に来られる時は、⼆⾒の豚まん、たこ焼、ねぎ焼き、お腹の調⼦を整えてお来し下さいね。(^-^)

 

Re:goroさんへ
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7435 選択 goro 2011-06-01 21:55:46 返信 報告

pineさん こんばんは
 なるほど〜お好み焼きはキャベツじゃなくて、ねぎでもあるのですか︕

 それが「ねぎ焼き」ですか︕奥が深いです。
 ⾊々と⼤阪の名物を堪能できそうです。今度⾏くのが楽しみです。

 軽チャーの話題、こっそりとありがとうございます(笑)。
 

Re:いよいよグランキューブ⼤阪ライブ
7438 選択 くろい 2011-06-02 01:05:34 返信 報告

みなさん、こんばんは︕

stray所⻑さん、こちらこそ、東京では⼤変お世話になりました。
ご出発直前のお忙しい時に、お返事をいただき、本当にありがとうございました︕︕

 所⻑さんのご厚意のおかげで、みなさんにもお会いでき、とっても貴重な経験をさせていただきました。
 私のマニアックな話にもおつきあいくださり、所⻑さんの深〜い懐に感謝いたしております。

 今後ともどうぞよろしくお願いします(^o^)

カーディガンさん、遅くなってしまいましたが、ご無事に帰宅されてほんとによかったです(^_^)
 「もう⼤阪はラストです」とおっしゃってましたが、また機会がありましたら、ぜひぜひいらしてください︕

 まだまだ⼤変で困難な⽇が続くかもしれませんが、カーディガンさんや被災されたすべてのみなさんが1⽇も早く平穏で、
落ち着いた⽣活を取り戻されますようお祈りしています︕︕

 どうかお⾝体に気をつけて、がんばってくださいね。応援しています(^O^)／

goroさん、こちらこそ、いろいろお話できてうれしかったです。ありがとうございました︕
海外ロケ地巡りの神様から直接お話を聞けるなんて、夢のようでした（笑）

 また関⻄⽅⾯に来られることがありましたら、pineさんもおっしゃってますが、所⻑さん経由でご連絡くださいね。（所
⻑さん、お⼿数をおかけして申し訳ありませんm(_ _)m）

pineさん、は〜い、私は京都に住んでます︕
 先⽇はお会いしていきなり告⽩しちゃって、すみませんでした（笑）

 もしお近くでしたら、ぜひぜひまたお会いできるとうれしいです〜(*^O^*)
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 ロケ地探しのこととか、いろいろお話し聞かせてくださいね。
カルチャー的な話題を引きずってすみませんが、「やまもと」のねぎ焼き、めっちゃ美味しいですよね〜。

 ⼤阪は京都と違って、美味しいお店がいっぱいあってうらやまし〜です。

今回のライブでお会いすることができたアネ研さん、PANさん、KOHさん、マリオネットさん、ジョナサンさん、お話し
できて、すっごくうれしかったです。ありがとうございました(^^)

 お留守番隊のドルチェ副所⻑さん、チョコレートさん、sakiさん、ミキティさんもほんとにありがとうございました(^_
^)

 これからもどうぞよろしくお願いしま〜す︕︕
 もしお近くにお越しの際は、ぜひご連絡ください。お待ちしていま〜す(^o^)

 

くろいさんへ
7442 選択 pine 2011-06-02 22:06:13 返信 報告

くろいさん こんばんは︕
 >先⽇はお会いしていきなり告⽩しちゃって、すみませんでした（笑） 

 いえいえ。突然だったのでびっくりしましたが、⾝に余るお⾔葉を頂いて嬉しかったですよ。(^-^)
 私は、南⼤阪に住んでます。京都までは電⾞で２時間弱ですが、短⼤の２年間、京都まで通っていました。(^-^)

 京都も湯⾖腐やお漬物…美味しいものがいっぱいありますね。⼤阪とはまた違ったグルメですね。
 本当に、またお会いすることが出来たらいいですね︕
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