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ZARD 20th YEAR展・福岡⼤丸 PANレポート（後半）
8855 選択 PAN 2011-10-10 23:57:55 返信 報告

みなさん、こんにちは︕
 ZARD 20th YEAR展・福岡⼤丸レポ、前半からかなりお待たせしてすみませんでした︕＾＾︔

 後半をお届けさせていただきます︕

9⽉24⽇（⼟）、2⽇⽬の福岡もZARDブルーの秋晴れの空でした。昨晩はぐっすり休むことが出来たの
で、

 パワーも回復です︕（笑）
 ドルちゃんはゆっくりと午後出勤、goroさんも⽤事があるとのことなので、三⼈は13時に⼤丸で待ち合わせる
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ことになりました。所⻑からは宿題（絵画のサイン疑惑解明）の件もありましたので、⾃分は朝からZARD展を
観ることにし、宿泊先のホテルから⼤丸に向かいました︕

 

Re:ZARD 20th YEAR展・福岡⼤丸 PANレポート（後半）
8857 選択 PAN 2011-10-11 00:02:01 返信 報告

10時すぎに⼤丸に⼊店、今⽇も泉⽔さんの⼤きなパネルが出迎えてくれました︕＾＾
 昨⽇の午前よりはお客さんが多かったように感じました。⾐装などの展⽰物は午後にゆっくり

観ることにして、
 ⾜早に絵画の飾ってるコーナーまで⾏きました。まずは本物の花の絵をじっくりと観察。そし

て、会場出⼝に
 飾ってある販売と⽐較。ぱっと⾒てわかる違いは本物にはサインがなく、販売品にはサインが

あること、それに
 表⾯の違い（販売品にはデコボコがない）くらいです。本物と販売品の間を何度も⾏き来して⾒⽐べましたが、

 異なる作品には⾒えませんでした。そのうち疲れてきたので、シアターコーナで休憩することにしました（笑）
 

Re:ZARD 20th YEAR展・福岡⼤丸 PANレポート（後半）
8858 選択 PAN 2011-10-11 00:03:28 返信 報告

シアターを⾒終わったあと、会場を出たところでgoroさんに遭遇しました︕（笑）
 少しお話をして、また午後に落ち合うことになりました。ちなみに、この画像の「ワインフェ

ア」のスペースを
 まっすぐ歩いて、右に曲がった所がグッズ売り場（会場の出⼝）になっています。

 いったん⼤丸を出たあと、買い物と昼⾷がてら天神の街を散策しました︕（笑）
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12時半頃、再び、⼤丸の会場に戻りました。ソファで休憩しながらドルちゃんとgoroさん待ち
です。

 13時も近づき、エスカレータの前で待っていたところ、ある男性の⽅から「あの、PANさんで
すよね︕」と

 お声を掛けられました。「ええっ、どうしてわかたんですか︕︖」と思わず驚きました（笑）
 その⽅はCB-1さんでした。実は、今年5⽉の葉⼭・ロケ地巡りツアー[7461]にて、suuさんの
 ご⼀⾏と遭遇したのですが、そのときにsuuさんから名前をお聞きになられていたとのことでした︕＾＾

 そして、CB-1さんからは⼥性の⽅を紹介いただいたのですが、その⼈はなんとoy-miyuさんでした︕
 oy-miyuさんとは全くの初対⾯（広島SHで遭遇していたかも︖）でしたが、まさか今回のZARD展で
 お逢いできるとは思っていませんでした︕（笑）

 

Re:ZARD 20th YEAR展・福岡⼤丸 PANレポート（後半）
8860 選択 PAN 2011-10-11 00:14:38 返信 報告

そのあとすぐ、ドルちゃん、goroさんがやって来ましたので、三⼈揃ってZARD展鑑賞です︕（笑）
 午前中は⾜早に観ていったので、今度はゆっくりと鑑賞です。前半のレポ[8766]で書いた、

 「Don't you see!」などの⾐装のあるブースまでやって来ると、また⾐装に合わせて曲が流れないか
と

 みんなでドキドキしました。しかし、そのとき天井のスピーカーから流れてきたのはZARDではない、
 全く知らない洋楽でした（笑）

 例の絵画のところでは、今度は三⼈で⾒⽐べることになりました。本物の作品と、少し離れた場所に
 ある販売品の間をスタコラ往復です（笑）何箇所か本物の作品の特徴を記憶して、販売品も同じように

 描かれているか地道に確認しました。みんなで⼿分けをしましたが、どこにも差異が⾒当たらず、
やはり販売品は本物の作品の転写であるとの結論に達しました。

 本物作品にはサインが無いのに、販売品にはサインがあることについては、goroさんが勇気を出して
 店員さんに質問︕さすが、goroさん頼もしいです︕＾＾

（詳細は[8611]〜をご覧ください︕）
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https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/ac0071f018d6ac7568394853c44cef1f.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id7461.html
https://bbsee.info/newbbs/id/8855.html?edt=on&rid=8860
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=8860
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/22bb543b251c39ccdad8063d486987bb.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id8766.html
https://bbsee.info/newbbs/id8611.html


8861 選択 PAN 2011-10-11 00:17:46 返信 報告

店員さんは、商品の担当者に問い合わせるので、1時間程度待ってほしいとのことでした。
 この間を利⽤してカフェでお茶をしようということになったのですが、ドルちゃんがぜひ⾏って

 みたいというカフェが岩⽥屋というデパートの中にあるということなので、そちらに⾏くことに
 なりました。岩⽥屋デパートも同じ天神の街にあるのですが、⼤丸から少し離れた場所にあります。

 7〜8分ほど歩いて岩⽥屋の建物が⾒えてきたとき、何やら巨⼤な物体が⽴っているではありません
か︕

 この巨⼤な物体は⼀体何なのでしょうか︕︖
 

Re:ZARD 20th YEAR展・福岡⼤丸 PANレポート（後半）
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回り込んで⾒上げてみると、なんとこの物体は「鉄⼈28号」でした︕
 ドコモのイベントの客寄せとして特設されていたようです︕（笑）それにしてもすごいですね︕＾＾

 

Re:ZARD 20th YEAR展・福岡⼤丸 PANレポート（後半）
8863 選択 PAN 2011-10-11 00:21:21 返信 報告

岩⽥屋の店内に⼊り、カフェに到着︕（実際に座ったテーブルは⼿前のテーブルです）
 ドルちゃんのお⽬当ては「ラテ・アート」と呼ばれる、⽂字や動物が装飾された特製のラテです（笑）

 みんなで、ラテ＆ケーキセット（それぞれ異なるケーキ）をオーダーしました。どんなラテ・アートが
 ⾒れるか楽しみ〜〜（笑）
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Re:ZARD 20th YEAR展・福岡⼤丸 PANレポート（後半）
8864 選択 PAN 2011-10-11 00:23:23 返信 報告

しばらくして、次々とラテ＆ケーキセットが運ばれてきました。みんな⼤喜び︕（特にドルち
ゃん）

 ⾷べる前に撮影タイムを楽しみました︕（笑）
 いちばん上がドルちゃんの「ハートマーク・ラテ」、左側がgoroさんの「ツリー︖・ラテ」、

そして
 ⼿前が⾃分の「ウサギ・ラテ」です。デザインはお店側にお任せしたところ、ウサギのデザイ

ンで
 作ってくれました（笑）

 

Re:ZARD 20th YEAR展・福岡⼤丸 PANレポート（後半）
8865 選択 PAN 2011-10-11 00:24:14 返信 報告

セットのチーズケーキも濃厚で上品な味で、とても美味しかったです︕＾＾
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Re:ZARD 20th YEAR展・福岡⼤丸 PANレポート（後半）
8866 選択 PAN 2011-10-11 00:26:05 返信 報告

カフェタイムをゆっくり満喫したあと、絵画の問い合わせの結果を聞きに、⼤丸まで戻りました。
 （問い合わせの結果は[8616]をご覧ください︕）

 このあと、三⼈でカラオケに⾏くことになりました。再び、岩⽥屋の⽅⾯（飲⾷店が多く集まるエリ
ア）

 まで歩いて⾏き、こちらのビルのカラオケ屋さんに⼊ることになりました︕
 

Re:ZARD 20th YEAR展・福岡⼤丸 PANレポート（後半）
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本⼈出演カラオケから始まり、ZARDの曲を次から次へ予約していきました。ほとんどドルち
ゃんが

 メインで唄って、あとはgoroさんとわたしがほぼ交替でドルちゃんとデュエットしました
（笑）

 お酒が⼊っていなかったので最初は緊張していましたが、どんどん唄っていくうちに盛り上が
って

 いきました（笑）ドルちゃんは泉⽔さんのように、とってもノビのある素敵な歌声でした︕＾＾
 

Re:ZARD 20th YEAR展・福岡⼤丸 PANレポート（後半）
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負けないで♪
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Re:ZARD 20th YEAR展・福岡⼤丸 PANレポート（後半）
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永遠♪
 

Re:ZARD 20th YEAR展・福岡⼤丸 PANレポート（後半）
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カラオケは2時間で予約していましたが、延⻑はせずに、そのまま飲みに⾏くことになりまし
た︕

 すぐ近くに居酒屋「和⺠」を発⾒︕（笑）こちらの店舗は特に時間制限はないとのことなの
で、

 迷わずに⼊ることにしました。
 カラオケお疲れ様でした、かんぱ〜い︕︕「お通し」をつまむドルちゃんの指先（笑）
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goroさんは翌⽇、朝⼀の⾶⾏機で帰京するため、三⼈揃っての⾷事は今晩が最後となります。
お酒や料理を囲みながら、ドルちゃん、goroさんと楽しいひと時を過ごしました︕＾＾

 ここでドルちゃんから、ZARD・10周年のチャットイベント参加で抽選でもらったという
 貴重なピンバッチのセットや、いろいろな新聞の切り抜きなどを⾒せてもらいました︕

 

Re:ZARD 20th YEAR展・福岡⼤丸 PANレポート（後半）
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和⺠で楽しく過ごしたあと、21:40頃お店を出ました。
 ドルちゃんは今晩も⾼速バスで帰るので、goroさんとわたしはバスセンターまで送っていくこ

とになりました。
 ドルちゃんの乗るバスの時間まで20分くらいありましたので、三⼈で話をしながらバスを待っ

ていました。
 バスが到着してドルちゃんを⾒送ったあと、goroさんとはバスセンターのビルで解散をしまし

た。
 goroさん、2⽇間、本当にありがとうございました︕明⽇は気を付けて帰ってくださいね︕＾＾

 

Re:ZARD 20th YEAR展・福岡⼤丸 PANレポート（後半）
8874 選択 PAN 2011-10-11 00:47:37 返信 報告

そしていよいよ、3⽇⽬の朝になりました。旅⾏最終⽇ですが、嬉しいことこの⽇もZARDブル
ーの快晴と

 なりました。ドルちゃんは午後出勤なので、午前は開店時刻にあわせて⼀⼈で⼤丸に向かいまし
た（笑）

 まだ開店した直後ですが、この⽇は朝からお客さんがとても多かったです︕
 この⽇最初のZARD展を⾒終わって、会場⼊り⼝でうろうろしていた時、すぐ近くにジェラート

売り場が
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あることに気が付きました。売り場があることはおとといの時点で知っていたのですが、何となく気に
なりましたので、近寄ってふとショーケースを覗いてみました︕

 

Re:ZARD 20th YEAR展・福岡⼤丸 PANレポート（後半）
8875 選択 PAN 2011-10-11 00:50:42 返信 報告

すると、何ということでしょう︕（笑）ショーケースの中にはなんと、泉⽔さんのシルエット
と、

 ZARDのロゴが⼊ったジェラートがあるではありませんか︕3⽇⽬にして初めて気が付いたので
すが、

 さすがに驚きました︕すぐにドルちゃんにもメールしました︕（笑）
 出来ればgoroさんの居るときに気付いとけばよかったです・・

 

Re:ZARD 20th YEAR展・福岡⼤丸 PANレポート（後半）
8876 選択 PAN 2011-10-11 00:55:48 返信 報告

ドルちゃんは12時前頃に天神に到着しました。会場で待ち合わせをして、ドルちゃんもジェラ
ート

 売り場を⾒学︕鮮やかなZARDジェラートにドルちゃんも⼤喜びでした︕（笑）
 お昼の時間帯ですがドルちゃんは昼⾷は済ませてきたとのことなので、ジェラート売り場を⾒

た後
 昼⾷に付き合ってもらいました。

 

Re:ZARD 20th YEAR展・福岡⼤丸 PANレポート（後半）
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昼⾷後、ふたたび会場のジェラート売り場に︕（笑）
 ジェラート売り場の店員さんにお断りして、⼆⼈でバチバチ写真を撮りました︕店員さんもすごく

 良い⼈でした︕写真を撮ったあと、ジェラートを買って⾷べることにしました︕
⾃分はジャージーミルクとマンゴーのトッピングで注⽂しました。濃厚なミルクとトロピカールな
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マンゴーがとても美味しかったです︕
ドルちゃん注⽂したジェラートもぜひ紹介してね︕＾＾

 

Re:ZARD 20th YEAR展・福岡⼤丸 PANレポート（後半）
8878 選択 PAN 2011-10-11 00:59:13 返信 報告

新しいZARDジェラートも⼊ってきました︕（笑）
 

Re:ZARD 20th YEAR展・福岡⼤丸 PANレポート（後半）
8879 選択 PAN 2011-10-11 01:01:41 返信 報告

美味しいジェラートを⾷べたあと、ZARD展に⼊場しました。ドルちゃんと観るZARD展もこ
れで最後なので、

 悔いのないよう、ゆっくりと鑑賞しました。やはり何度観ても良かったです︕＾＾
 

Re:ZARD 20th YEAR展・福岡⼤丸 PANレポート（後半）
8881 選択 PAN 2011-10-11 01:04:37 返信 報告
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ZARD展を観終わったあと、グッズ売り場を⾒たり、お⼟産を買うなどしました。
ドルちゃんもわたしも明⽇から仕事なので、明⽇に備えて早めに帰ることにしました。楽しか
った3⽇間も

 いよいよ終わろうとしています。バスセンターのビルまで⾏って、ドルちゃんと解散になりま
した。

 ドルちゃんと初めて逢うことが出来て嬉しかったし、3⽇間、本当に楽しかったよ︕またきっと
逢おうね︕︕＾＾

 やはり寂しかったですが、またみんなで逢えることを願って、福岡の街を後にしました︕
 ⻑くなりましたが、今回のレポートはこれで終わりです︕（笑）

 ドルちゃん、goroさん、福岡では⼤変お世話になり、本当にありがとうございました︕︕
 応援していただいたみなさんも、どうもありがとうございました︕︕＾＾

 

Re:ZARD 20th YEAR展・福岡⼤丸 PANレポート（後半）
8882 選択 PAN 2011-10-11 07:50:33 返信 報告

⼤変遅くなって申し訳ないのですが、先⽇書き込んでいただいた感想のお礼です︕＾＾

MORさん
 参加された気分になっていただけて嬉しく思います︕＾＾

 謎のベールに包まれたZ研のマドンナこと、ドルちゃんからのメッセージもあるかも︖しれませ
んので

 楽しみに待っててくださいね（笑）
 今回、⾚系で統⼀されたレイアウトはインパクトがあって、かなり良かったです︕＾＾

 別スレになりますが、p.y⼟ワイverのチェック、最近はいかがでしょうか︖
こちらの地域は週1〜2回程度で再放送がありますが、⽐較的最近の作品ばかりです＾＾︔

 全部、捕獲出来るよう、みんなで頑張りましょうね︕（笑）

pineさん
 pineさんにも会場の雰囲気を味わってもらえて何よりです︕＾＾

 展覧会の内容はほかの地域と同じだと思いますが、前回参加した東京（新宿⾼島屋）とはひと味
 違った会場づくりで、新鮮な気分で楽しむことが出来ました︕（笑）
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今回はドルちゃんとgoroさんが⼀緒でしたので、よりいっそう楽しかったのだと思います。
もっと以前は⼀⼈での参加ばかりでしたが、Z研を通して多くのみなさんと知り合うことが出来て

 ほんとうに嬉しく思います︕
 またイベントでお逢いする機会があったらぜひ宜しくお願いしますね〜︕＾＾

所⻑
 後半のレポートが遅くなってすみません︕また、福岡ではチャットでお世話になりました︕（笑）

 ドルちゃんファンが納得出来るような写真がほとんどなくてすみません︕＾＾︔
会場の広さ⾃体は新宿の時とあまり変わらないといった感じでしたが、会場⼊り⼝のところは

 凝ったレイアウトになっていましたが、今回、会場内には新宿のようなスタンプコーナーは設置
 されていませんでした。また来年はみんなで集まることが出来ればいいですね︕（笑）

チョコさん
 とりあえずPCが復活して良かったですね︕写真も喜んでもらえて何よりです︕＾＾

 チョコさんのとこから福岡は遠いですからね、実際に⾏くとなるとかなり⼤変だと思います。
 うちから福岡はすごく近いという距離ではないのですが、東京遠征のことを思うとやはり違います（笑）

 今回はチョコさん憧れのドルちゃんも、独り占め（⼆⼈占め）しちゃいましたが、
 チョコさんとドルちゃんも、いつかきっと逢うことが出来るといいですね︕＾＾

カーディガンさん
 とってもお久しぶりですね︕その後、お変わりないでしょうか︖

 ZARD展の開催時間は10:00〜20:00でしたが、⻑くても17時頃（1⽇⽬）ぐらいしか居ませんでした＾＾
カーディガンさんのところから福岡はかなり遠いので、⾏くとなれば⼤変だと思いますが、⾶⾏機の

 直通便もあるんですね︕今年は20周年ということもあって、たくさんイベントがありましたね（笑）
 今後、イベントが無くなるのは寂しいので、今後もスクリーン・ハーモニーのような企画があることを

 期待しております。そのときはまた⼀緒に参加できればいいですね︕（笑）
 ドルちゃんはとっても素敵な⼈でしたよ︕来年はきっとみんなで逢えるといいですね︕＾＾

goroさん
 お礼が⼤変遅くなりましたが、福岡ではとってもお世話になり、ありがとうございました︕

 goroさんと飲みに⾏ったのは今回が初めてでしたね︕2⽇間とも、本当に楽しい時間を過ごすことが出来ました︕
 貴重な海外のお話も聞かせていただけましたが、いつかみんなで海外ロケ地巡りツアーが実現出来たらいいですね︕＾＾

 



特製DVDも観ることが出来て何よりです︕（笑）
⻑浜の屋台の写真もありがとうございます︕屋台で⾷べるラーメンも情緒があっていいですね︕次回、福岡に⾏った

 ときはぜひ屋台に⾏ってみたいと思います︕＾＾
 後半のレポが遅くなりましたが、⼆⽇⽬以降のことなど、またコメントくださいね︕＾＾

 

Re:ZARD 20th YEAR展・福岡⼤丸 PANレポート（後半）
8884 選択 チョコレート 2011-10-11 12:45:15 返信 報告

PANさん、皆さん、こんにちは︕
 福岡ZARD展レポ後編、お待ちしておりました〜(笑)。

 後編も超⼤作︕︕︕(笑)すごーい。
 しかも、この内容は･･･ほとんど”ドルちゃんとのデートレポ”みたいじゃないですかぁ(苦笑)。

 私の憧れのドルちゃんを独り占め(⼆⼈占め︖)しちゃって、ランチにティータイムに居酒屋、カラオケまで︕︕(笑)
 うらやましすぎる〜。良いなあ〜〜〜。

 ドルちゃんの「お通しをつまむ指先」しか⾒せてくれないなんて︕︕(泣)
 でも、とっても有意義な時間をすごされた様⼦が伝わってきて、うれしかったです。

私もいつか、プチオフ会に参加したいなぁ〜(笑)。
 憧れのドルちゃんに会いたいなぁ〜(笑)。ぎゃははは︕

 ドルちゃんとgoroさんのレポも楽しみにしています︕
 

Re:ZARD 20th YEAR展・福岡⼤丸 PANレポート（後半）
8886 選択 pine 2011-10-11 14:22:08 返信 報告

PANさん こんにちは︕

レポ後半、読ませていただきました。(^^)
 サイン疑惑の調査任務も無事に果たされて、お疲れ様でした。

 展覧会の内容は同じなので、オフ会レポを楽しみにしておりましたが、ホントに楽しそうですね︕
 メインボーカル・ドルチェさんのミニライブ（笑）も２時間歌いっぱなしですか︕︖スゴイなぁ･･･（笑）

 ところで、ドルチェさんは「泉⽔踊り」を披露されたのでしょうか︖（笑）
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ZARD展・ぷちオフ会と濃厚な３⽇間、お疲れ様でした。
超⼤作レポ、ありがとうございました。m(^-^)m

Re:ZARD 20th YEAR展・福岡⼤丸 PANレポート（後半）
8899 選択 stray 2011-10-11 22:32:20 返信 報告

PANさん、皆さん、こんばんは︕

後編お疲れさまでした。⼤作ですねぇ、こういう詳細レポは後から
 とっても役に⽴つんです。忙しいところありがとうございました︕

おおぉぉぉぉおおーー︕ ドルちゃんの指先だぁ︕︕（笑）
 スラっとして美しい指ですねぇ、まるで泉⽔さんみたいです。

 カラオケも上⼿いんですか︕ いいなぁPANさん、ドルちゃんを独り占めできて（笑）。

[8864]の⽩⿊ボーダーシャツはドルちゃんですよね︖
 ドルちゃんの２⽇⽬は、「突然」の泉⽔さんをマネっこでしょうか（笑）。

 １⽇⽬は「茶⾊」って⾔ってたけど、それも⾒たいなぁ（笑）。

チョコさん
 goroさんのレポはすでにアップされてますよ〜（笑）。[8631]〜

 オフ会楽しそうですね、私もチョコっとPANさんに嫉妬しました（笑）。
 

Re:ZARD 20th YEAR展・福岡⼤丸 PANレポート（後半）
8901 選択 xs4ped 2011-10-11 23:21:22 返信 報告

PANさん、皆さん、こんばんは。

PANさん、⼤作レポお疲れ様です。
 ドルチェさんとの“デート”も満喫されたようで、何よりです。(笑)

 ZARD展よりこっちがメイン︖のようなレポですね。(笑)
 “運命の出逢い︖”もされたようで、良かったですね︕
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泉⽔さんの⼤型パネル欲しいな〜
飾る場所が無いけど･･･(笑)

 ゲート付近は⾚で統⼀されてインパクトが有りますね︕
 処で、今回は(福岡)“メッセージボード”とかは、なかったんでしょうか︖

前半、後半共、沢⼭の写真をUpして頂き、有り難う御座います。
 味わい深い3⽇間を過ごされたようで、良かったですね。

 いつか機会が有ったら、“義経焼き”で、オフ会やりたいですね。(笑)

Re:ZARD 20th YEAR展・福岡⼤丸 PANレポート（後半）
8902 選択 goro 2011-10-12 00:07:29 返信 報告

PANさん みなさん こんばんは

後編レポートありがとうございます。
 懐かしく楽しく読ませて頂きました。
 私にとっては連休2⽇⽬がＺＡＲＤ展をじっくり⾒る⽇だったので、

 PANさんとドルチェさんと限られた時間の中で⼀緒に⾏動できたのが嬉しかったです。
 ⼀⼈でじっくり⾒るのもいいですけど、みんなでおしゃべりしながら⾒るのも良いですね。

 ＺＡＲＤのジェラートを⾷べることは出来なかったけど(笑)、ＺＡＲＤづくしの時間を過ごせました。
 カラオケもあらためて思えば、斬新だな〜って思いました。泉⽔さんの曲ばっかりでこれがまたいい︕(笑)

 私は歌は全く上⼿く歌えませんが(笑)、ＺＡＲＤのメロディーを聴いているだけでも良かったです。
 他にもお茶したり、飲み⾷いしたり、捜査︖したりと普段私がしている⾏動とは違った雰囲気がたまらなく和めました

(笑)
 それから、泉⽔さんのことを思いきり楽しくお話しできたのが何よりですね︕

ありがとうです。
 こんなプチオフ会、またできたらいいですね︕ また福岡に⾏きたいものです。

今年は福岡に限らず、東京でも⼤阪でもＺ研の⽅々にお会いできてお話しすることができて嬉しかったとしみじみと思い
感謝しています(笑)

またお逢いしましょう〜︕(笑)
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strayさん、別スレの検索、試してみますね︕ 時々過去の出来事を⾒るのですが、なかなか辿り着くのが遅くて・・・
(笑)

 

Re:ZARD 20th YEAR展・福岡⼤丸 PANレポート（後半）
8903 選択 MOR 2011-10-12 00:13:05 返信 報告

PANさん、こんばんは。

>ドルちゃんからのメッセージもあるかも︖ 
 うーん、プレッシャをかけると無視されそうだけど、貼り付けられた写真と「共通点アリ」と勝⼿に妄想（笑 相変わら

ずです）
 テーブルがもっとピカピカだったら、顔が写った︖。

いずれにしても謎のベールに包まれた素敵な⼥性に囲まれてgoroさんと⼆⼈、有意義な時間を過ごされた事には違いは無
い訳で、羨ましいなぁー。

  
 >p.y⼟ワイverのチェック、最近はいかがでしょうか︖ 

 最近は収穫ゼロです。⼀通り放送が終わっちゃったのかも。
 でも毎⽇録画だけは続けています。

 

Re:ZARD 20th YEAR展・福岡⼤丸 PANレポート（後半）
8921 選択 カーディガン 2011-10-13 00:19:01 返信 報告

PANさん、⻑⽂レポートお疲れ様です。
 福岡、いいですねぇ、私もずいぶん前に⾏ってからどんな街だったかな︖というくらいごぶさたです。

 ZARD展も福岡での開催となり、九州あたりの⽅は多く⾏ったのでしょうか。

PANさんは、東京でもZARD展に参加して、また参加できていいですね。
 ドルちゃんとの出逢いもいいですね、いろいろと細かいところのやり取りなど、⾯⽩いですね。

 PANさんとｇｏｒｏさんもZARDでカラオケをしたんですか、ドルちゃんとのカラオケは楽しかったでしょうね。
 居酒屋でのお酒も楽しかったでしょうね、お話もはずんでいいですね。

 サインの件は、所⻑からの宿題も解決し、めでたし、めでたしです。

https://bbsee.info/newbbs/id/8855.html?edt=on&rid=8903
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=8903
https://bbsee.info/newbbs/id/8855.html?edt=on&rid=8921
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=8921


ZARD展もおなごり惜しいですが、もう終わりですね。
私は２０周年ではほとんど⽇本ががんばらねばならない時に、ほとんどメッセージがなく、残念でした。

 ZARD展でも募⾦箱などはありましたが、扱いはすごく⼩さくて、疑問を感じました。
 いろいろなアーティストが形だけでも⽀援をしているのに、何なのかと思ったものです。

 マグカップも返却されることなく、なんだか後味の悪い感じです。
 ZARD展でのマグカップが返却されることもないので、オフィシャルサイトには、

 「ZARD 20th YEAR展に関する重要なお知らせ」で、返却を再度求めていますが、未だ返却がないようです。

早く、マグカップを「復刻」しないし、レプリカをつくらないからこういうことになるんだ︕とまた⾔いたいです。
 あ、でも、もうB社にはあまり期待していません。マグカップの復刻はけっこうかんたんですので。

 ただし、数量が多くないとだめですが。偽造品なら安くつくれるんですが・・・。

PANさん、来年までZARD熱が続きますように。
 最近はファンクラブからの不定期メールも少ないので、情報も少ないですが、あまり期待しないでいます。

 

Re:ZARD 20th YEAR展・福岡⼤丸 PANレポート（後半）
8922 選択 noritama 2011-10-13 03:37:39 返信 報告

PANさん おはようございます

ドルチェさん、goroさんとの、ZARD展＆ミニオフのご様⼦レポート前半・後半、とても楽しく読まさせていただきまし
た（^^）

 また、絵画チェック、あらためましてご苦労様でした。ありがとうございました︕

[8871]のドルチェさん、goroさんのビールの減り具合がお揃い! PANさんのジョッキが⾒えないのが怪しい（笑）皆さん
○杯⽬︖（^^）

 いいなぁ〜。

goroさん、ジェラートは通販もあるみたいですよ（^^）
 6個⼊りでちょっとお値段はりますが(^^;)

 [8874]ジェラートのショーケースの"SAMURAI GELATO"から、
 ↓こちら↓

 ttp://www.sakura-f.co.jp/
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Re:ZARD 20th YEAR展・福岡⼤丸 PANレポート（後半）
8936 選択 ドルチェ 2011-10-13 21:56:07 返信 報告

PANちゃん、みなさん、こんばんは︕

福岡ZARD展後半レポも超⼤作ですね〜︕ PANちゃん、お疲れさま＆ありがとう︕(笑)
 それと、PANちゃん＆ドルちゃんデートレポにコメントをくださった⽅も、ありがと〜う(笑)ぎゃはは︕

遅くなっても(もう既に遅いけど 汗)絶〜対レピはしますので、気⻑に待っててくださいね〜︕
 その時に、デートレポにコメントいただいた⽅にもお返事しますね(*^^*)えへへ。

Re:ZARD 20th YEAR展・福岡⼤丸 PANレポート（後半）
8939 選択 PAN 2011-10-14 07:52:24 返信 報告

チョコさん、pineさん、所⻑、xs4pedさん、goroさん、MORさん、カーディガンさん、noritamaさん、ドルちゃん、
 こんにちは︕たくさんのレスをいただき、たいへんありがとうございました︕＾＾

チョコさん
 福岡ではドルちゃんを独り占め（⼆⼈占め）しちゃいましたが（笑）近い将来オフ会で、チョコさんも

 憧れのドルちゃんに逢えるといいですね︕＾＾

pineさん
 プチオフ会、楽しかったですよ〜︕（笑）でも、ドルちゃんの泉⽔踊りは･･･なかったような気がします＾＾︔

 また関⻄でもZARDのイベントあるといいですね︕（笑）

所⻑
 そうです︕⽩⿊ボーダーシャツはドルちゃんです︕写真でお気付きなったのはさすがですね︕（笑）

 でもカラオケで「突然」は唄いませんでした〜（笑）

xs4pedさん
 お久しぶりですね︕お元気でしたか︖（笑）福岡ではメッセージボードもスタンプコーナもありませんでした。

 スタンプコーナーは期待していたんですが（笑）義経焼き、わたしも⼀度ぜひ⾷べてみたいです︕＾＾
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goroさん
福岡、楽しいところですね、わたしも機会があればまた⾏ってみたいと思います︕＾＾

 年末から来年2⽉にかけて、再びZARDイベントがあると予想しています。またオフ会が出来たらいいですね︕（笑）

MORさん
 ⼟ワイの再放送はここ近年のハイビジョン作品が主流になっている感じです。引き続き、⼀緒に頑張りましょうね︕＾＾

カーディガンさん
 ZARD熱、なんとか来年まで維持するつもりで頑張りますので安⼼してくださいね︕＾＾

 ちなみに、いままでのZARDイベントの参加歴をまとめてみたので、別途レスします（笑）

noritamaさん
 福岡ZARD展レポ、楽しんでいただけて嬉しいです︕ビールはわたしも飲んでいましたよ︕＾＾

 ジェラートの情報もありがとうございます︕goroさんにも是⾮⾷べていただきましょう︕（笑）

ドルちゃん
 ドルちゃんも3⽇間のZARD展参加、お疲れ様でした︕＾＾

 たくさんのドルちゃんファンのためにもオフ会が実現出来たらいいですね︕泉⽔踊りも楽しみ︕（笑）
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いままで参加したZARDイベントをまとめてみました︕なんと今年で10年でした（笑）

2001年2⽉14⽇ ZARDパネル展 銀座⼭野楽器 *1
 2001年11⽉20⽇ ZARDパネル展 新星堂 横浜ジョイナス店 *2

 2001年11⽉20⽇ ZARDポスター展 秋葉原・ISHIMARU SOFT ONE *2
 2001年12⽉29⽇ ZARD 10th Anniversary in Jamspot 銀座⼭野楽器 *2

2004年3⽉8⽇ What a beautiful moment 東京国際フォーラムA
 2004年3⽉9⽇ What a beautiful moment 東京国際フォーラムA
 2004年4⽉8⽇ What a beautiful moment パシフィコ横浜国⽴⼤ホール

 2004年7⽉23⽇ What a beautiful moment ⽇本武道館
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2007年6⽉27⽇ ZARD/坂井泉⽔さんを偲ぶ会 ⻘⼭葬儀場
2007年9⽉14⽇ ZARD What a beautiful memory 2007 ⽇本武道館

 2007年12⽉31⽇ 第58回NHK紅⽩歌合戦 フィルム＆ライブコンサートNHK⼤阪ホール

2008年5⽉25⽇ ZARD What a beautiful memory 2008 堂島リバーフォーラム
 2008年5⽉27⽇ ZARD What a beautiful memory 2008 ⽇本武道館

 2008年8⽉30⽇ スゴ夏 名探偵コナン夏祭り ⼤阪城ホール
 2008年12⽉20⽇ ZARD 坂井泉⽔展 ⾼島屋⼤阪店

 2008年12⽉27⽇ ZARD 坂井泉⽔展 三越広島店

2009年1⽉10⽇ ZARD 坂井泉⽔展 そごう徳島店
 2009年4⽉4⽇ ⽻⽥裕美ミニピアノコンサート ⾼島屋京都店

 2009年5⽉27⽇ ZARD 坂井泉⽔展 ⾼島屋新宿店
 2009年5⽉27⽇ ZARD What a beautiful memory 2009 ⽇本武道館

2010年2⽉10⽇ ZARD 19th Anniversary 〜beautiful memory〜 銀座⼭野楽器
 2010年10⽉4⽇ ZARD Screen Harmony 広島アステールプラザ

2011年2⽉11⽇ ZARD 20th Anniversary 〜beautiful memory〜 銀座⼭野楽器
 2011年2⽉11⽇ ZARD 20th ANNIVERSARY×TOWER RECORDS SHIBUYA タワーレコード渋⾕店

 2011年5⽉27⽇ ZARD 20th YEAR展 ⾼島屋新宿店
 2011年5⽉27⽇ ZARD What a beautiful memory 〜forever you〜 ⽇本武道館

 2011年5⽉29⽇ ZARD What a beautiful memory 〜forever you〜 グランキューブ⼤阪
 2011年9⽉23⽇ ZARD 20th YEAR展 ⼤丸福岡店

*1 AL「時間の翼」発売 ＆ ZARDデビュー10周年記念
 *2 AL「ZARD BLEND II 〜LEAF＆SNOW〜」発売 ＆ ZARDデビュー10周年記念
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PANさん、皆さん、こんにちは︕(笑)
 PANさん︕︕︕イベント参加歴、すごいですね〜〜︕(驚)(゜ロ゜)/
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こんなにもたくさんのイベントに参加されていたとは･･･
うわさには聞いていましたが、⼀覧表を⾒てびっくりしました〜(笑)。

 このレポートをすべて集めたら、本が出せちゃいそうですね(笑)。読んでみたいです。

これからは、イベントが少なくなってしまうような気がして、さびしいですけど･･･また参加できるイベントがあると良い
ですね。

 そのときには、詳細レポ、楽しみにしています(笑)。
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