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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

松坂屋 ZARD展
7742 選択 noritama 2011-06-28 00:37:56 返信 報告

名古屋 松坂屋 ZARD展写真です｡
 地下鉄⽮場町駅から､松坂屋南館地下階に通じる地下道を⾏くと､右⼿に⼤きなPOPの泉⽔さんが迎えてく

れました｡ 地上⼊⼝から⼊ると､気が付かない所だったのでよかったです･･(笑)(この辺りにコンビニが無
くてウロウロして､たまたま⾒つけました) 

 地上階のPOPは､新宿⾼島屋さんと同様⼩さいサイズのPOPでした｡
 

Re:松坂屋 ZARD展
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7743 選択 noritama 2011-06-28 00:57:07 返信 報告

松坂屋地下階⼊⼝にも｡

Re:松坂屋 ZARD展
7744 選択 noritama 2011-06-28 01:12:25 返信 報告

8階に上がると､

Re:松坂屋 ZARD展
7745 選択 noritama 2011-06-28 01:28:21 返信 報告

反対側から(笑)

Re:松坂屋 ZARD展
7746 選択 noritama 2011-06-28 01:43:15 返信 報告

https://bbsee.info/newbbs/id/7742.html?edt=on&rid=7743
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=7743
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/e9f586fda2075a00e9c19361abf115ef.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/7742.html?edt=on&rid=7744
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=7744
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/320755112b6d9e248ce1c26e1fcf534b.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/7742.html?edt=on&rid=7745
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=7745
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/58ec72df0caca51df569d0b497c33805.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/7742.html?edt=on&rid=7746
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=7746
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/f51dc802382ce2b548bf73ff0726a31d.jpg


左がGoods販売コーナー&出⼝で､右がZARD展⼊⼝｡

Re:松坂屋 ZARD展
7747 選択 noritama 2011-06-28 03:28:31 返信 報告

写真撮影はここまで(笑)
   

 パネル等の展⽰内容は､新宿⾼島屋の時と同じと思いますが､
   

 例のGoodsタワーには､はじめ⾒回ったときに､ヘッドホン･トイピアノが置いてなく"やはり･･･"
と思いましたが､30分位して戻ってきたら､展⽰してありました(あれ?笑;) 

 お客が少なくなる時間と､係員が少ない時はバックルームにさげているのでしょうか｡｡それとも(笑)
   

 ZARD展 上映映像の追加部分(2011WBM)は､泉⽔さんが⻘のデニムシャツで裾を前で縛って"負けないで"を歌っている映
像(後半部分)> "どうもありがとう!"の後の間奏部分に､ステージ&ステージから客席の映像> 泉⽔さんの写真(いつもの右
頬に⼿を当てている)のインサート> ステージでの写真撮影のシーンです｡

 新宿⾼島屋の時は"Blu-Ray"って画⾯にマーク出てましたが､今回はありませんでした｡ 
   

 募⾦のコーナーも､"負けないで"シングルジャケット写真を使った⼤きいタペストリーが飾ってあり､ ⼤きく?判り易くなっ
て､"負けないで"PV&やじうまTVランキングの映像"が､モニターにてリピートで流れてました｡

   
 上映と募⾦コーナーで､"負けないで"の合唱･輪唱･歌合戦です(笑)

   
 Goods販売コーナーは割と⼤きかったです｡

"負けないで"マグは売り切れ､"揺れる想い"マグは商品札が30枚ぐらい残っていたでしょうか｡｡帰る頃には20枚位｡｡｡
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新しいマグは､上記のマグとベースは同じと思います｡､､､､､､､
  
 さて､展⽰品で気になったのは"Don't you see!"のスーツ｡ 前から脇下など割と⽑⽻⽴ってました? 痛みが出てきてるのか
な｡｡ 照明の具合かな? 

   
 展⽰品の囲いは､新宿の時よりも微妙に少し距離をとっているようにみられました｡

   
 LOVEちゃん写真を再び⾒れて､嬉しかったです(^-^

Re:松坂屋 ZARD展
7748 選択 チョコレート 2011-06-28 09:08:13 返信 報告

noritamaさん、皆さん、こんにちは︕(笑)

名古屋ZARD展の話がなかなか出てこないので、Z研関係者は名古屋は参加されていないのかなぁ〜︖と思っていました
(苦笑)。

 でも、noritamaさんのレポがアップされていて、うれしいです。
実は、週末、チョコも名古屋に⾏ってきましたので･･･後ほど、チョコVer.も報告させていただきますね(汗)。

画像つきで詳しいレポ、ありがとうございます︕
 例のGoodsタワー、私が⾒に⾏ったときにはヘッドホンも乗せてありました。時間で引っ込めているのでしょうか︖それ

もどうなんでしょ︖︖(苦笑)⾒れなかった⼈がいたら、気の毒ですね。

上映映像の追加部分(2011WBM)は､⽇本⻘年館の映像で、私はとても感動しました。
 所⻑さんには、⽇本⻘年館での「負けないで」映像はちょっと･･･とライブ後に伺いましたけど、チョコ的には⽩︖マイク

「負けないで」を⾒たかったので、うれしかったです︕(笑)

> さて､展⽰品で気になったのは"Don't you see!"のスーツ｡ 前から脇下など割と⽑⽻⽴ってました? 痛みが出てきてるの
かな｡｡ 照明の具合かな? 
ぎゃははは︕noritamaさん、そんなところ⾒てくる⼈は･･･間違いなく「pine様病」です。しかも、かなり重症ですね
(笑)。もちろん、私もそいうところ、よ〜く⾒てしまいました（苦笑)。

https://bbsee.info/newbbs/id/7742.html?edt=on&rid=7748
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Re:松坂屋 ZARD展
7749 選択 pine 2011-06-28 13:41:06 返信 報告

noritamaさん チョコさん みなさん こんにちは︕

noritamaさん 千葉SHへ⾏かれて、名古屋のZARD展へも⾏かれたんですね︕︕
 軽いフットワークは「goro様病」も発症なさっているのでは︖（笑）

 地下道で泉⽔さんが出迎えてくださって、それだけでドキドキしそうですね。（*^-^*）
 ヘッドホンやトイピアノが⾒れない時があるのは、運次第ってことなのでしょうか。それもどうかな︖という気がします

が…（笑）
 警備員さんが、しっかり⾒ていてくれれば良いのではと思います。

 京都でグッズタワーを⾒ている時は、すぐ横に警備員さんがいらして、ずっと視線を感じていました。
 が︕それは私が怪しいヤツだったからなのかも…と今、気付きました。（^^;）何せ、pine病ですから…（苦笑）

 noritamaさんのレポを拝⾒していたら、泉⽔さんに囲まれた⾄福の空間に、また⾏きたくなりました。
 ありがとうございました。m(^^)m

noritamaさん、スレお借りしますね。

チョコさん 名古屋⾏かれたんですね︕⾏けたかな︖と思っていたので、嬉しいです。(^-^)
 展⽰物も映像も、⾒応え⼗分だったでしょう。(^-^)

 チョコレポも楽しみに待っていますね︕

Re:松坂屋 ZARD展
7764 選択 ドルチェ 2011-06-28 21:06:48 返信 報告

noritamaさん、チョコちゃん、pineさん こんばんは︕

お〜〜ッ︕︕ noritamaさんは、千葉のSHの次は名古屋のZARD展にも⾏かれたんですね〜〜︕︕ 
 本当に、goroさん並みにフットワーク軽いですね〜(笑)

松坂屋南館地下階に通じる地下道の巨⼤POP、素敵︕ あの中で寝泊りしたい(*^^*)
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会場の様⼦も、ぎりぎりまでお写真に撮ってもらっててすごーくよくわかりました︕
ホントに、たくさんの泉⽔さんに囲まれて夢のような空間ですね。。Paradiso!!

> 例のGoodsタワーには､はじめ⾒回ったときに､ヘッドホン･トイピアノが置いてなく"やはり･･･" と思いましたが､30分
位して戻ってきたら､展⽰してありました(あれ?笑;) 
えー、そんなことがあるんですか〜。

 私は、ZARD展は9⽉の福岡が全くの初めてでまだどれにも⼀度もお⽬にかかったことがないので、
 展⽰してあったり、なかったり、そういう⾵じゃ困るんですけど(笑) とにかく早く9⽉にならないかな〜(^^)

お写真付きのレポ、ありがとうございました︕

Re:松坂屋 ZARD展
7767 選択 アネ研 2011-06-28 22:32:46 返信 報告

こんばんは、 noritamaさん、チョコさん、pineさん、ドルちゃん、みなさん
 何処にお住まいかしりませんが、今⽇は千葉、明⽇は名古屋とはすばらしいフットワークですね。

 ほんとgoroさんやPANさんみたくて羨ましいです。
 しかし、

 > 例のGoodsタワーには､はじめ⾒回ったときに､ヘッドホン･トイピアノが置いてなく"やはり･･･" と思いましたが､30分
位して戻ってきたら､展⽰してありました(あれ?笑;) 
> お客が少なくなる時間と､係員が少ない時はバックルームにさげているのでしょうか｡｡それとも(笑) 

 これってなんなんでしょう。
 危険な時間帯でもあるのでしょうか︖(笑)

 是⾮是⾮、理由を聞きたいですね。
 

Re:松坂屋 ZARD展
7776 選択 noritama 2011-06-29 02:41:10 返信 報告

みなさんこんばんは!
 >是⾮是⾮、理由を聞きたいですね。 

 考えられるのは････
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1.寝不⾜だったので⾒間違えた｡｡(マグがない実感が､､､⾒間違えを?)だったらごめんなさーぃ(汗;;;; そういうそういうこ
とにして丸く収めてくださいm(_ _)m

 2.休⽇と平⽇(⽇曜以降の､もしくは､PM3時前と後(⼟⽇や⼣⽅には､良く知っているお客さまは多くなり､展⽰無いと⽬に
つきますから)の区分け

 3.防犯絡みの何か(新宿の時(私が⾏ったのは5/28だったので事件後ですが)のような警備員は､今回いませんでしたので､､
ピン!ときた推測される詳細は､､､今後の防犯のため⾃主規制(笑))

 4.まさかの出し忘れ(無いでしょう(笑))
 5.要注意⼈物がいた｡｡(私?(爆笑)｡｡｡)

 6.係員の配置や時間の都合(展⽰場内は､⼈も係員も少なかったですよ(平⽇だからかも)｡ 係員は⼊⼝､シアター係､タワー辺
りをシアター辺りから(時にシアター兼任?)､出⼝｡ 時々係場内巡回ぐらい)

   
 チョコレートさんのレポート素敵です!

 ⼦供は親の鏡?(笑)
 ファイルは､最終⽇売り切れてましたよ｡

   
 >フットワーク･･･ 

 今年後半や来年のイベント(関東)開催ってあるのか､､と思うと､今⾏ける所に｡｡｡と思って､､でも､福岡･北海道はちょっと
お財布具合で(^-^)Zard予算が捻出出来ない｡｡⼤阪に引き続き､今回も⾼速バス&ネットカフェ利⽤ですし(笑)

 新宿の時の⾒⽅失敗したんですよ(⼣⽅だったので展⽰も流し⾒で､上映を何回か⾒たくて(間の展⽰観賞も細切れ)最終上映
後､Goods販売コーナーちらっと⾒て戻ろうとしたら､､､もう閉館の30分前越してたので再⼊場出来ず｡｡中で募⾦出来ず｡｡
LOVEちゃんのお顔良く⾒ず(笑))だから余計に｡｡

   
 >あの中で寝泊りしたい 

 ドルチェさん｡｡｡｡ご乱⼼なされてはなりません(笑)テレビ報道ものになってしまいます(汗; ある意味違うお宝映像になっ
てしまいます(笑)

 最終⽇には､その展⽰もさっさと取りかえられて7/1からのセールの⻩⾊い空間POPになってました｡
 会場⼊⼝は(会場内撮影駄⽬なのは判っているので)お約束で､必ず先に係員の⼈に念押しして"外(から)は良いですか?((注)

⼊⼝にギリ⽴って中を撮る意味ではなくて(^-^))"と訊いてから撮ります(チラッと⾒える部分が撮れるだけでも嬉しい)｡
他POPや遠⽬からは常識の範囲で｡

 



  
pineさん｡｡良いお医者様もしくは処⽅箋ありませんか?(笑)

   
 今回の上映映像､､追加映像(2011WBM)されていても短くなっていました｡｡｡確か､新宿の時は15〜17分?､今回は15分弱

(内2011WBM部分は後半の2分位)､､あれ? 何が削られてる???
 ってことは､今後の開催地でも映像変えることもあるかな?

  

Re:松坂屋 ZARD展
7780 選択 pine 2011-06-29 14:28:37 返信 報告

noritamaさん こんにちは︕

>良いお医者様もしくは処⽅箋ありませんか?(笑) 
 ぎゃはは︕残念ながら、pine病に特効薬はございません。（笑）

 しかも、8/10には、『増幅剤』が発売されますので、確実に病は進⾏するでしょうし。（笑えない）
 noritamaさんは、goro様病も併発されていますから、えっと…治癒は…ｺﾞﾆｮｺﾞﾆｮ… 

 私には…⾔えません。（笑）
 

Re:松坂屋 ZARD展
7782 選択 stray 2011-06-29 17:42:36 返信 報告

noritamaさん、こんにちは。

名古屋遠征は夜⾏バス＆ネットカフェですか、（さぞかし）お疲れさまです。
 ほんと、フットワークが軽くて、goroさん病も併発されていたのですね︕（笑）

ヘッドホン･トイピアノが置いてなかった理由、6.が有⼒だと思います。
 係員が交代する時間帯は「ヘッドホン･トイピアノも⼀緒に下げる」指令が出ていたのでは︖（笑）

 抜本的な対策がとられていないようですが、展⽰⾐装が盗まれないことを切に願います。
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ZARD展シアターのリストは、[5452]でKOHさんが挙げてくれてます。
新宿⾼島屋でも同じだったと思います。何が削られたのでしょう（笑）。

 まるで「Single Collection」の宣伝か︕と思わせる内容で（笑）、
 泉⽔さんがモナコで「3⼈の⼦持ち」としゃべるシーン以外、とくに
 ⾒るべき映像はなかったのですが、名古屋からWBMfのダイジェストが

 加わったということなので、WBMfに⾏けなかった⼈には朗報ですね︕

Re:松坂屋 ZARD展
7784 選択 goro 2011-06-29 22:11:33 返信 報告

こんばんは noritamaさん みなさん

名古屋のＺＡＲＤ展のレポート、ありがとうございます。
 私は⾏くことが出来なかったので、様⼦が伺えて嬉しかったです。

 少しずつですが、展⽰⽅法が変わっているようですが、
 ゆっくりと泉⽔さんの軌跡を伺えたら最⾼ですね︕

Re:松坂屋 ZARD展
7786 選択 リーフ 2011-06-29 23:55:23 返信 報告

Z研の皆様こんばんは︕⼆度⽬の登場です(笑)
 noritamaさん、スレをお借りします。

私も名古屋ZARD展、最終⽇に参加してきました︕

私は午後、かなりの時間いましたが(笑)その時間内でトイピアノやヘッドホンが⼀時的になくなるということはなかった
です。ムービー係の⽅が警備員兼任といった感じで…

 お客さんの数によって体制を変えていたのでしょうか︖

私はDon't you see!の⾐装が不思議ね…の⾐装仮説に密かに⾷い付いていたので(笑)何か⼿がかりないかな〜なんて思い
ましたが、⾒たところで分からないですよね(笑)

 でも特徴的なファスナーの取っ⼿︖部分のマーク、どこのブランドでしょう︖詳しくないもので…(苦笑)
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新宿はマグがなくなってからの参加だったので、グッズタワーには変わりに︖負けないでマグがあったと思いますが、今
回はありませんでした。そして売り切れていました。

今回ゆっくり⾒ることができ、とても良かったです(^^)

※stray所⻑さん(皆様)、初回の書き込みでは温かく迎え⼊れて下さりありがとうございましたm(__)m
 書き込んだら⼼の整理がつきました(笑)

すぐにお返事しようと思ったのですが、かなり間が空いてしまい申し訳ありません。

ここはとっても影響⼒あると思います︕(少なくとも私には 笑)

Re:松坂屋 ZARD展
7787 選択 noritama 2011-06-30 02:00:12 返信 報告

こんばんは!
 >しかも、8/10には、『増幅剤』･･･ 

 あっ(笑)
  

>名古屋遠征は･･･お疲れさまです。 
 >ZARD展シアターのリストは、[5452]で･･･新宿⾼島屋でも同じだったと思います･･･まるで「Single Collection」の宣

伝か︕と･･･ 
 strayさんありがとうございます｡ 

 夜⾏バスは(安上がりにするため(笑))､⼤阪の時に使って空き(待ち)時間に折⾓だからと京都(Live当⽇)･神⼾-琵琶湖(Live
後⽇)と観光しましたが､､疲れました(笑)｡ 今回は朝&⼣⽅発のバスで観光無しにしました｡ こんなに時間取れるのも今だけ
と思います(笑)

 そうか! 新宿の時は整理券で並んで⼊場だったから少し時間が取られてた&"上映時間は約**分です"っての鵜呑みに､､､今
回のはKOHさんのリストと同じですね｡ "Good-bye my lonliness"以外は20秒位のダイジェストでしたので､まさに「Sin
gle Collection」の宣伝!､､そういえば上映タイトルに"20th ZARD展 single collection"って強調が(笑)

   
 goroさん､リーフさん はじめまして｡

 >ゆっくりと泉⽔さんの軌跡を伺えたら最⾼ですね︕ 
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本当にそう思います｡ 泉⽔さん(Zard)を感じること(⽇常でも､この様な最⾼のイベントの機会でも､ロケ地探索でも(^-
^))がなくなったら｡｡それは本当に失ってしまうそんな気がしてなりません｡

  
>⼀時的になくなるということはなかったです。 

 そうですね! 前⽇とヘッドホンのコードの垂れ下がった感じは変わってませんでしたので､動かしてはなさそうでした｡ 
   

 m(_ _)m
  

Re:松坂屋 ZARD展
7789 選択 noritama 2011-06-30 10:08:58 返信 報告

珍しくメモとってしまいましたので(笑)追加レポ｡
 ZARD展 松坂屋名古屋の展⽰配置は､こんな感じでした(表記の不備･⽋落はご容赦ください)｡

 ネタばれになりますので､次回開催地で楽しみにしている⼈は､注意(添付を保存して⾒るか､そ
れとも⾒ないか)してね(笑) 楽しみ⽅は⼈それぞれだから(^-^

Re:松坂屋 ZARD展
7790 選択 チョコレート 2011-06-30 12:47:01 返信 報告

noritamaさん、こんにちは︕

> ZARD展 松坂屋名古屋の展⽰配置は､こんな感じでした(表記の不備･⽋落はご容赦ください)｡ 
 きゃ〜〜︕すごい︕︕(笑)このメモは完璧ですね〜。

 私は今回はメモなしで⾒てきたので、すでに配置も忘れかけていましたが(汗)、このメモを⾒て、思い出すことができそ
うです(笑)。ありがとうございます︕

ちなみに、メモを取ってしまうのも、Z研症候群の症状のひとつですが(苦笑)･･･どうぞお⼤事に︕(笑)

Re:松坂屋 ZARD展
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7791 選択 stray 2011-06-30 21:48:38 返信 報告

goroさん、リーフさん、noritamaさん、チョコさん、こんばんは。

goroさんはいろんなところで話題になりますね（笑）。

リーフさん、１ヶ⽉ぶりくらいでしょうか。
 私の仮説[7421]に喰いついていただき（笑）、恐縮です。

そのファスナーの特徴を説明してもらえると、ブランドものなら
 MISORAさんがピーンとくるかも知れません。よろぴくどうぞ︕（笑）

noritamaさん、ぜんぶメモって来たのですか︕︕︕
 しかも、そのメモを元にちゃんと作図までされて・・・凄過ぎ︕

 しかし、かなり怪しい⼈物に⾒られたでしょうね（笑）。
 ヘッドホン･トイピアノが置いてなかった理由を、5.に訂正させてもらいます（笑）。

チョコさん、Ｚ研症候群の症状って、多岐に渡るようですね（笑）。
 治療薬が無いっていうのが何とも・・・（笑）

Re:松坂屋 ZARD展
7794 選択 goro 2011-06-30 22:58:06 返信 報告

strayさん みなさん こんばんは

私のネームがチョコチョコ⼊っていましたのでコメントを(笑)

Ｚ研症候群は良きも悪くも⾃覚症状がないような気がします。
 少なくてもg型は殆ど⾃覚症状がありませんので(笑)、ご注意を・・・。

 p型、ｄ型、s型、c型・・・等々、
Ｚ研症候群には沢⼭の型がありますので素晴らしい限りです(笑)

 

Re:松坂屋 ZARD展
7798 選択 ドルチェ 2011-06-30 23:22:25 返信 報告
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noritamaさん、みなさん、こんばんは。

展⽰配置メモ、スゴイ︕(笑) やっぱり、noritamaさんはタダモノではないですね〜(笑)

> ネタばれになりますので､次回開催地で楽しみにしている⼈は､注意(添付を保存して⾒るか､それとも⾒ないか)してね
(笑) 楽しみ⽅は⼈それぞれだから(^-^ 

 私は、み〜っちり予習して⾏きたいタイプなので、こういうのは嬉しいですよ〜(^^)
 会場によって、もちろん展⽰配置は少しずつ違ってくるとは思いますが、

 今度⾏く福岡が最初で最後になっちゃうかもなので、ひとつの展⽰物も絶〜対⾒逃せないですもんっ︕

Re:松坂屋 ZARD展
7799 選択 リーフ 2011-06-30 23:34:55 返信 報告

皆さん、こんばんは︕

noritamaさん、はじめまして︕にもかかわらず、挨拶が抜けてしまって申し訳ありませんでし
たm(__)m

そして粗末な⼿書きを投稿してすみません(^^;
 パソコンよりは美術の⽅が得意なので許して下さい(笑)

さてファスナーの件ですが、その場でメモをとったものを元に書きました。今回は⾐装の周りに⾚い仕切りがあって、細
部まで⾒るにはちょっと距離がありましたが、こんな感じです。

全体はシルバーで、私の⽬にはライオンに⾒えたのですが…トラ︖やその他の可能性もあります。体全体にラインが⼊って
いて、筋⾁質に⾒えました。

 

Re:松坂屋 ZARD展
7800 選択 noritama 2011-07-01 06:35:28 返信 報告

おはようございます｡
 >作図までされて・・・･･かなり怪しい⼈物に⾒られたでしょうね（笑）･･･置いてなかった理由を、5.に訂正させて･･･ 

 いえいえ､､はじめはメモ取ってなくて､再⼊場したのときに取ったので､､でも､⼈が少ないときは⽬⽴ちますね､怪しい⼈で
す(笑)｡ 元メモは後で⾒ると⾃分でも何を書いたのか???の部分がいっぱいある位酷いので(笑)活⽤出来そうな時は記憶に
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有るうちに処理しないと忘れます･･
いつもはポンヤリと⾒ているだけです(勿体ないですね(笑)) 

   
 >私のネームがチョコチョコ⼊っていましたので･･･ 

 goroさんの すごさは過去スレを少し読むだけでも伝わってきます｡ 海外は､､語学が駄⽬な私には･･･完全感染はなさそう
です(^-^ 

  
チョコレートさん､ドルチェさん

 活⽤してしていただければ幸いです(^^ 
   

 >パソコンよりは美術の⽅が･･ 
 リーフさん｡ おはようございます｡

 私も昔は⼈に伝える時､⼿書きの説明が多かったです｡(⾔葉やイメージが通じない時など筆談が有効なように､即効性があ
ります)パソコンとかでニュアンスを伝えるのは難しく､慣れと時間が掛かります｡ ⼿書きの絵⼼が有るとより有効かと思い
ます｡ これからもうまく活⽤してください｡ 

 

Re:松坂屋 ZARD展
7804 選択 stray 2011-07-01 12:59:43 返信 報告

リーフさん、こんにちは。

⼿描きのイラスト、早速どうもありがとうございます。
 ライオンには⾒えないですね（笑）。

ジャガー（イギリスの⾃動⾞メーカー）じゃないでしょうか。
体全体にラインは⼊ってませんけども（笑）。

ジャガーRQチームのユニフォームだったりして。
 

Re:松坂屋 ZARD展
7834 選択 リーフ 2011-07-05 00:28:07 返信 報告
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strayさん、こんばんは︕

> ライオンには⾒えないですね（笑）。 
 確かに・・・⾒えないです（笑）体型は違うな〜と思いつつ、⾸回りがいまいちよく⾒えなくて。（たてがみ︖）それだ

けの理由です。
 > ジャガー（イギリスの⾃動⾞メーカー）じゃないでしょうか。 

 画像ありがとうございます。体型は近いと思うんですが、⼿⾜はそろっていませんでしたし、違いますね。でもロゴが変
わったとかってことも︖みなさんのようにロケ地は発⾒できそうにないので、地味に探してみます（笑）
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