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ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [7507]「愛が⾒えない」 泉⽔さんコメント(0) [7505]「ZARD BLEND 〜SUN&STONE〜」 泉⽔さんコメント(0) [7494](無
題)(2) [7479]presented by 皐 ⑦(10) [7114]ロケ地巡り【⿇布⼗番①】(21) [7446]井泉(いいずみ)さん(3) [7076]代々⽊レ
ポート①(46) [7321]キャー（笑）(72) [7207]代々⽊でのＺＡＲＤグッズ(7) [7453]ZARD坂井泉⽔さん⼀周忌追悼特番(1)

新しい話題を投稿する
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「愛が⾒えない」 泉⽔さんコメント

7507 選択 stray 2008-06-04 21:40:23 返信 報告

「愛が⾒えない」

残酷なテロが起こり報復戦争の勃発...。
 ⽣々しい映像は「事実は⼩説よりも奇ない」ですね。

 激動の2001年秋となりましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか︖
 この曲は主に恋愛の歌ですが、タイトルにあるように、今の時代、愛は⾒えにくいのです。

 だからこそ、私は歌を創る必要があると思います。
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[ZARD 10th ANNIVERSARY サイトへのメッセージ]より

「ZARD BLEND 〜SUN&STONE〜」 泉⽔さんコメント

7505 選択 stray 2008-06-04 21:35:34 返信 報告

「ZARD BLEND 〜SUN&STONE〜」

アルバム8枚⽬にして、初めてのコンビレーション・アルバム。
ジャケットの写真はサンフランシスコのとある場所。

 実際にはもっと古びた感じだったと記憶しています。
 現在は残っているのかなぁ・・・︖

 私はこの⻘⾊（正確には藍⾊︖）が好きなので（確かピカソにも「⻘の時代」がありますよね。）
 絵画展へ⾒に⾏っても、藍⾊に魅かれてジーっと⽴ち⽌まってしまいます。

[ZARD 10th ANNIVERSARY サイトへのメッセージ]より

発売⽇にアップするつもりが、忘れてました（笑）。

(無題)

7494 選択 ⼭茶花 2008-06-04 17:37:31 返信 報告

#7470のsakiさんの投稿されていた画像ですが、多分、「こんなにそばに居るのに」のPV映像からチャプターされたものでは
ないかと思いますが、最初、この映像をみたとき、⼿に楽譜を持って、レコーディングした⾳を確認されている映像に⾒えた
んですね。よ〜くみてみますと、襟ぐりを掴んでるみたいですね。

 

Re:(無題)

7496 選択 saki 2008-06-04 18:10:41 返信 報告
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⼭茶花さん、こんばんは。

>#7470のsakiさんの投稿されていた画像ですが、多分、「こんなにそばに居るのに」のPV映像からチャプターされ
たものではないかと思いますが、

これは、Z.pのアキラさん、XXXさんがキャプチャーされたもので、私にはよく解りません(>_<)
 お⼆⼈共、同じ画像をキャプチャーされてたみたいで、おかしかったです（笑）

 気が合うんでしょうね︕

sakiさんへ

7499 選択 ⼭茶花 2008-06-04 20:34:12 返信 報告

sakiさん、こちらこそこんばんは。

>> これは、Z.pのアキラさん、XXXさんがキャプチャーされたもので、私にはよく解りません(>_<) 
 あれ︖違うんですか︖

> お⼆⼈共、同じ画像をキャプチャーされてたみたいで、おかしかったです（笑） 
 > 気が合うんでしょうね︕ 

 なるほどー。違う⽅の製作された加⼯画だったんですね。
 失礼しましたm(_ _)m

 因みに、確かxxxさんも逝去された⽅でしたよね︖
 あの⽅も、坂井さんと同じ、今年、⼀周忌を迎えるんですね。

 私⾃⾝、お会いしたことはなかったんですが、とても気さくな⽅だったみたいで。
 出来れば私も⽣前にお会いしてみたかったです。

 

presented by 皐 ⑦

7479 選択 stray 2008-06-03 16:22:06 返信 報告

皆さんこんにちは︕
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明⽇はアルバム『OH MY LOVE』の発売⽇。
ZARDの最⾼傑作の呼び声⾼いアルバムですね。

最近２度もアップし忘れが続いたので、
 今回は早⽬にアップしときます（笑）。

卒業制作である「アルバム企画シリーズ」の１作品です。
 この企画、じつは⼭茶花さんのリクエストに応えたものなんですよ。

 ⼭茶花さんは覚えてないかも知れないけど・・・（笑）

ＢＢＳに残る皐ちゃん本⼈の”ぬくもり”と合わせてご堪能ください。

Re:presented by 皐 ⑦

7480 選択 stray 2008-06-03 16:23:51 返信 報告

部⻑へ︕

１周忌作品（xs4pedさんとの合作）のアップもお願いします。
 http://bbsee.info/straylove/id/7060.html

 ↑が元画です。
 タイトルは「君と今⽇の事を⼀⽣忘れない」 2008-05-27

今⽇は飲み会なので、あとはよろぴく︕（笑） 

Re:presented by 皐 ⑦

7481 選択 チョコレート 2008-06-03 18:15:32 返信 報告

皐さん、皆さん、こんばんは。チョコレートです。
 今回の画像も素敵ですね〜。「OH MY LOVE」のイメージそのまま。

 ほわっと優しくて温かくて、私の年代になるとちょっと恥ずかしくなってしまうようなこの曲。でも⼤好きです。
 PVももちろん⼤好きです。泉⽔さんがとっても優しい表情をしていて、⾒とれちゃいます（笑）。

 私は、皐さんのイメージともちょっと重なる気がしていますが･･･皆さんはいかがでしょうか。
 所⻑さん、忘れずにアップしてくださってありがとうございました︕
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Re:presented by 皐 ⑦

7482 選択 xs4ped 2008-06-03 18:59:53 返信 報告

皐ちゃん、strayさん、皆さん、こんばんは。

> 明⽇はアルバム『OH MY LOVE』の発売⽇。 
 > ZARDの最⾼傑作の呼び声⾼いアルバムですね。 

 4th ALBUM「揺れる想い」に続き、2枚連続のダブルミリオンを達成したアルバムですね。
 このジャケ写はお気に⼊りですね。

 泉⽔さんの優しい表情が溜まりませんね〜 
 思わずウットリしてしまいます。

 ジャケ写買いした⼈も多かったかも知れませんね。
 ライブでポスター購⼊出来て、良かったです︕(^_^)

 このALでは「I still remember 」と「来年の夏も」が特にお気に⼊りですね♪
 「Oh my love」この曲は泉⽔さんも、シングルカットしたかったようですが、何故、⾒送られたんでしょうかね〜

 シングルカットしても良さそうな曲だと思いませんか。
 ライブで流れた映像もとても良かったですね〜(笑)

  

〇〇才に⾒える・・

7484 選択 シヴァ 2008-06-03 21:54:27 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑さん、こんばんは︕

このジャケットの泉⽔ちゃんは本当にかわいいですよね︕
 とても２６〜２７才に⾒えない・・。

 〇〇才くらいに⾒える・・。

皐さん、こんばんは︕

今回もとっても綺麗ですね︕
 もちろん会社へＧＯ︕です︕
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 ありがとうございます︕

Re:presented by 皐 ⑦

7487 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-06-04 00:18:58 返信 報告

こんばんは。
 お互い物忘れが激しくなりましたね（笑）。

2作品とも、皐Gの4MGに追加いたしました。
 明⽇にでも・・・、って、もう今⽇か︕（笑） 確認よろぴく︕（笑）

 酔っぱらい（私）がアップしたので、怪しいから念⼊りにお願いね︕（笑）

皐ちゃんへ
 卒業制作作品ありがとね︕︕

 アルバム企画シリーズはまだあるんですよね︖
 期待して待ってま〜す（笑）。

チョコレートさんへ
 私もそうです︕

 脳内イメージはバッチリ重なってます（笑）。
 

Re:presented by 皐 ⑦

7489 選択 ミキティ 2008-06-04 00:35:56 返信 報告

みなさん こんばんは☆

 『OH MY LOVE』 ⼤⼤好きなアルバムです☆
  皐ちゃんの素敵な作品ありがとうございます♪

   優しさが溢れ出るような作品ですね（＾－＾）
  

  OH MY LOVE♪
   ほら 加速度つけて
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  あなたを好きになる
   Oh my love

    キュン♡とくるような歌詞がいっぱい〜♡

  私も皐ちゃんのイメージ そのものでーす(*^_^*)
 

Re:presented by 皐 ⑦

7490 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-06-04 06:09:13 返信 報告

おはようございます。皐ちゃん、
 ラフでほんわかしてていいですね。

 右上の画像はよく使われてるし⼤好きです。

> この企画、じつは⼭茶花さんのリクエストに応えたものなんですよ。 
 ⼭茶花さん、いいな〜早く来て〜

曲もほんわかバラード⼤好きです。

Re:presented by 皐 ⑦

7492 選択 pine 2008-06-04 10:18:57 返信 報告

皐さん おはようございます。

淡く優しい⾊合いで、泉⽔さんもちょっと休憩〜みたいな感じで、⾒ていてホッとしますね。
 チョコレートさんと同じく、「OH MY LOVE」はちょっと恥ずかしくなってしまうけど、

学⽣の頃に戻ったような気分になります。（気持ちだけ）

卒業制作、まだまだ拝⾒できそうなので楽しみに待ってま〜す

Re:presented by 皐 ⑦

7493 選択 ⼭茶花 2008-06-04 17:21:34 返信 報告
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strayさん、アネ研さん、みなさん、今晩は。

>> この企画、じつは⼭茶花さんのリクエストに応えたものなんですよ。 
 strayさん、私のリクエストに応えて下さって有り難うございます。

 いえいえ。ちゃんと覚えていますよ。
 折⾓なので、記念に持ち帰らせて頂きますね。

>>⼭茶花さん、いいな〜早く来て〜 
 アネ研さん、お呼びでしょうか︖(笑)
 こんな私のために･･･嬉しいです。

 stray所⻑に⼤感謝です!

ps.皐さんへ、ステキな卒業制作作品を、
 どうもありがとうございました。

 

Re:presented by 皐 ⑦

7495 選択 saki 2008-06-04 18:02:42 返信 報告

あっちゃ〜︕ すっかり出遅れてしまいました。
 皐さん、ごめんなさ〜いm(_ _)m

私は、このアルバムの中では、”来年の夏も”が特に好きですね〜
 ”来年の夏もとなりにいるのが、どうか私でありますように♪”  キュ〜ンって来ますね〜? 

それに、皐さんの画像の特⻑である、斜をかけたような（って表現でいいのかな︖）表現が好きですね。
 泉⽔さんが、⼀層、柔らかく穏やかな感じになってますね〜  いいなぁ〜…?

  
 皐さん、参考に（真似）させて下さいね (^_-)-☆

ロケ地巡り【⿇布⼗番①】
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7114 選択 stray 2008-05-28 21:55:12 返信 報告

東京は今⽇も暑かった︕
 ホテルで朝⾷を⾷べながら、PANさん、カーディガンさんと

 今⽇のスケジュールを確認。⿃居坂の事務所はパスして、
 坂を下るのはいいが、決して登らないコースに決定（笑）。

 まずは、⿇布⼗番の「浪花屋」さんへ。

意外に⼩さいお店で、店内は４⼈掛けテーブルが３つ。
 しかも鯛焼き機の熱で超暑い︕ エアコンなし（笑）。

 お茶を飲みながら鯛焼きをいただこうと思ったのですが、
 １１時までは持ち帰りオンリーなんだそうで、しかたなく持ち帰り。

店の写真をバチバチ撮っていたら、名物ご主⼈が出てきて
 「取材か︖」と（笑）。撮られるのに慣れてるのでしょう。

 ⽩⾦⾏きのバス乗り場を聞いたら、親切に教えてくれました。
 が、どこだか判らず、結局地下鉄で移動（笑）。

 

ロケ地巡り【⿇布⼗番②】

7115 選択 stray 2008-05-28 21:57:55 返信 報告

地下鉄のホームで、鯛焼きをいただきました（笑）。
 ”パリっと”焼かれてて、尻尾まであんこが詰まった、
 美味しい鯛焼きでした。

 １ヶ¥１５０円也。

ロケ地巡り【⽩⾦】

7116 選択 stray 2008-05-28 22:02:27 返信 報告
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⽩⾦と⾔えば「カラっと⾏こう」のPV撮影地ですね。
”パリっと”→”カラっと”、洒落たコースだなぁ（笑）。

⽩⾦第⼀マンションズの看板、
 WEZARD.netを飾った⽩い道路、バス停…。

 アネ研さんに到底かなわないので、写真はパス（笑）。
 場所を知らない⽅は、下記をご覧下さい。

 http://www7b.biglobe.ne.jp/~zard_labo/pv/PV12.html

PANさんとカーディガンさんは２⼈でバチバチ撮り合ってました（笑）。

ロケ地巡り【恵⽐寿⻄①】

7118 選択 stray 2008-05-28 22:12:15 返信 報告

ここまでは単なるロケ地巡りで、
 ここからの⽬的は、カメさんが取りこぼしたロケ地の捜査。

今だにアップできないでいる『君とのDistance』ロケ地の
 完全制覇をめざして、タクシーで恵⽐寿⻄に移動。

 この写真の場所を求めて、ハックネット周辺へ︕

ハックネット開店が１２時。
 ちょっとだけ早かったので、近くの⽇本料理店で昼⾷。

 これが思わぬ展開になろうとは…。

ロケ地巡り【恵⽐寿⻄②】

7120 選択 stray 2008-05-28 22:21:19 返信 報告

ハックネットのすぐ隣にある⽇本料理店「やまびこ」。
 メニューが出ていて、ランチが¥１，０００円。

 代官⼭にしてはリーズナブルで、
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お客さんが次から次へと⼊っていくので、
捜査隊も釣られて⼊店（笑）。

ロケ地巡り【恵⽐寿⻄③】

7122 選択 stray 2008-05-28 22:29:00 返信 報告

私が頼んだのは「冷やしきつねと地鶏から揚げ」。
 コシがあって美味しかったです。

 カーディガンさんが頼んだ「ひれかつ定⾷」は、
 ⼤きなひれかつが４枚も︕（笑）

 PANさん注⽂の「から揚げ定⾷」もボリュームたっぷり。
 ごはんおかわり可能、⾔う事なしでした。

#7118の現場は、きっとこの近くだから、
 なんとしてでも探し当てるぞ︕オッー︕︕と気勢を上げ（笑）、

 PANさんが”左端で光ってる物体は⾃動販売機ですかね︖”と。
 これが私の脳裏にインプットされて…。

Re:ロケ地巡り【恵⽐寿⻄③】

7123 選択 stray 2008-05-28 22:32:10 返信 報告

勘が鋭い⼈は、もうオチが⾒えたでしょうか（笑）。
 疲れたので、ここでちょっと休憩（笑）。

 引っ張るなあ（笑）。

ロケ地巡り【恵⽐寿⻄④】
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7125 選択 stray 2008-05-28 22:39:25 返信 報告

⾷べ終えて店を出て、何気なしに振り返ると、

な〜んだ、ここじゃん︕︕（笑）

奥まったところに⾃動販売機が２台。
 メニューボード、エコー代官⼭の⿊いプレート…、

 なんてことはない、ここだったのです。
 カメさん、なんで⾒逃しちゃったんだろ（笑）。

ここで昼⾷を取ったのは”きっと泉⽔さんのお導き”と、
 妙に納得した（⾃⼰満⾜）した捜査隊であった（笑）。

ロケ地巡り【猿楽町①】

7126 選択 stray 2008-05-28 22:54:47 返信 報告

早々の発⾒に気を良くした捜査隊は、
 タクシーで猿楽町へ移動。

 部⻑、タクシー代の清算よろしくネ︕（笑）

今⽇の最⼤の⽬的である『君Dis』ジャケ写の撮影地へ︕

ロケ地巡り【猿楽町②】

7132 選択 stray 2008-05-28 23:03:14 返信 報告

結論を先に⾔うと、このビルは（正確にはビルの外観は）、

もう存在しません。
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事前調査でそのことは判っていました。
じつは、Ｚ研ロケ地究明特捜係のラッキー係⻑が（笑）、

 そのことを突き⽌めて私に情報をくれたのです。

ラッキーさん、どうもありがとね︕

#7126のチラシでは「８⽉３⽇発売」となっていますが、
 実際は「９⽉７⽇」にリリースが延期されています。

 公式チラシがこれ。ジャケ写にはこっちが使われていますが、
 PVには「８⽉３⽇発売」ver.の映像が使われています。

２つの画像をよ〜く⾒⽐べてみて下さい。
 「８⽉３⽇発売」ver.を⾒れば（PVを⾒れば）、

 簡単に場所が特定できてしまうんです。
 

ロケ地巡り【猿楽町③】

7134 選択 stray 2008-05-28 23:10:13 返信 報告

泉⽔さんの頭上に書かれている、

side1:enchainement  
 side2:mignon（PVで確認できる）

は、そのものズバリお店の名前なのです。
 フランス語で「アンシェヌマン」と「ミニョン」。

 猿楽町にあるお洒落なブティックの１階・２階です。

現在はこんなビルの外観に変わってしまってます。
 ⾚い○印がジャケ撮影ポイントです。

ロケ地巡り【猿楽町④】

7135 選択 stray 2008-05-28 23:21:57 返信 報告
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ここが撮影ポイント。

この写真はアネ研さんが数週間前に撮影したものです。

今回は私が聞き込み取材担当ということで（笑）、
 店員さん（美⼈でした）に#7126のチラシを⾒せて
 直撃取材を敢⾏︕ 以下、店員さんの証⾔です。

当店で間違いない。
 以前は、現在の外観の上に板を張っていたが、

 ２年前くらいに取り払った。
 丸窓⾵、店名の部分は板を⽻⽬殺し。

 ZARDさんのロケーションに使われたとは知らなかった。
 （上の⼈間は知ってると思うが）

ロケ地巡り【猿楽町⑤】

7136 選択 stray 2008-05-28 23:30:00 返信 報告

怪しまれたらＺ研IDカードを⾒せる予定でしたが（笑）、
 美⼈店員さんはとっても丁寧に応対してくれました。

店員︓（うちが）何のロケに使われたんですか︖
 stray︓アルバムのジャケット写真です。

 店員︓へぇ〜（嬉しそうに）。
    ZARDさんの追悼企画があるんですよね︖

 stray︓はい、昨⽇コンサートがありました。
     そのついでに調べているんです。

 店員︓よくこれで（ここだと）わかりましたね。
 stray︓はい、Ｚ研ですから（笑）←内⼼

    （事前チラシに店名が書かれていることを説明）

こんなやり取りをして、ついにジャケ写撮影地を
 特定することができました︕
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以上、ロケ地巡り＆捜査報告、おしまい︕︕
今⽇はもう寝ます（笑）。

Re:ロケ地巡り

7142 選択 pine 2008-05-29 10:46:58 返信 報告

所⻑さん みなさん こんにちは︕

すごい︕すごいっ︕ ワクワクしながら読ませて頂きました!
 が、途中じらさないで下さいよっ︕所⻑さんのイジワルゥ〜(・ε・)

鯛焼き＆ランチもおいしそうですが、「泉⽔さんのお導き」でロケ地発⾒とは素晴らしいですね。
 わかった瞬間、きっとお三⽅で⼤騒ぎされたんでしょうね（笑）

 『君Dis』のビルは、これだけ外観が変わってしまうと、全く判りませんね。
 板張りの壁、残しておいて欲しかったですね〜。残念です(;_;)

所⻑さん、PANさん、カーディガンさん 暑い中、お疲れ様でした ＆ 有難うございます︕
 Ｚ研ロケ地究明特捜係のラッキー係⻑︕有難うございました。

ロケ地巡り【猿楽町⑥】

7146 選択 stray 2008-05-29 12:04:20 返信 報告

１つ書き忘れてました。

これはアンシェヌマンと鉢⼭中学校の中間点、
PAZZA-LA（ピザーラ）の前です。

 ジャケブックレットの写真をよ〜く⾒ると、
 ガラスに「PAZZA-LA」の看板が映りこんで（反射）います。

 （カーディガンさんが発⾒︕）

残念ながら、この店舗は解体され、さら地となっていました。
 PAZZA-LAの店員さんに写真を⾒せたところ、

 ”以前このような建物があった”との証⾔をゲット。
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『君Dis』PVの撮影は、ハックネット付近と猿楽町の２箇所で、
いずれも極狭い範囲において⼿早く敢⾏されたものと思われます。

 #7118の泉⽔さんは北東を向いてますので、頭部に当たってる
 光線の加減からして、時間帯は⼣⽅（⻄⽇）でしょう。

 時期は分かりません。まさか真夏にマフラーはないですから、
 同年春か、もしくは前年の晩秋か…。

 アンシェヌマンの経営者に直撃するしかないですね（笑）。

【追記 5/31】
 Le Poet 写真集に「Shibuya,2004,Nov.」とありました。

 

Re:ロケ地巡り【猿楽町⑥】

7157 選択 M.Dark 2008-05-29 21:09:42 返信 報告

 
所⻑さん 皆さん こんばんは︕

どこにレスすればいいのかな。（笑）
 当分の間 興奮状況が続きそうですね。

 （所⻑ ⾟⼝なことおっしゃってますが
 本当はウルウルだったりして︖（笑））

最終⽇のイベント参加は無理だったのですが
 ﾘｱﾙﾀｲﾑで雰囲気が感じられありがたいです。
 本当にお疲れ様でした。

じっくりと検証させて頂きますので。（笑）

Re:ロケ地巡り【⿇布⼗番①】

7159 選択 カーディガン 2008-05-29 21:15:10 返信 報告
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所⻑様、こんばんは。
今回は、いい仕事をしましたね。詳細レポも、本当に学⽣時代みたいですね(笑)お疲れ様です。

さて、君ディスのロケ地巡りはなかなか楽しかったですね。
 ⽇本国内なので、泉⽔さんに想いを寄せることもできて、とてもよかったです。捜査というより、私は楽しんでまわ

っていましたので、３回⽬でしたが、ぜんぜん飽きがこなかったです。

また、国内で泉⽔さんのゆかりの地でも探せたらいいですね。海外だと、遠征が⼤変でしょうし^_^;
 またよろしくお願いします︕︕

 

ロケ地探索ツアーを︕

7160 選択 stray 2008-05-29 22:08:02 返信 報告

pineさん、こんばんは。

ワクワクしながら読んで下さって、おおきに︕（笑）
 楽しいよ〜、ロケ地探しは（笑）。

 アネ研さんが⽂句も⾔わずに毎週のように出かけてた理由が分かりました。
 ⼀度やると”はまります”（笑）。

M.Darkさん、こんばんは。

いえいえ、私は何と思われようが、批判すべきことはしますので（笑）。
 コンサート前に、所員の皆さん＆ミキティさんに会って、楽しくおしゃべりしたので、

 もうそれで満⾜してしまったのかも知れませんが（笑）。
 ごゆっくりレポートを堪能して下さい。

カーディガンさんも、捜査お疲れさま︕（笑）

⼀⼈で捜査するより⼤勢のほうが楽しいし、効率いいですよね。
 今度⼤きなヤマを⾒つけたら、ゲストの皆さんにも声がけして、
 「ロケ地探索ツアー」をやりましょう︕︕（笑）

 海外（ヨーロッパ）は、megami中東特派員の担当です（笑）。
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Re:ロケ地探索ツアーを︕

7164 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-05-29 22:46:08 返信 報告

こんばんは、
 所⻑、カーディガンさん、ＰＡＮさん

 お疲れさまでした。
 やっと、悲願の君Ｄｉｓの捜査が完結しましたね。

 しかし、デカイ⼭でした。５回くらい⾏ったかな〜。
 > アネ研さんが⽂句も⾔わずに毎週のように出かけてた理由が分かりました。 

 > ⼀度やると”はまります”（笑）。 
 なんだか、うま味を知らせてしまったかなー(笑)

こんばんは、M.Darkさん、
 これだったんです。

 あれだけ告知して、ガセだったらどうしようと思ってましたが、所⻑の突撃取材も成功して、めでたしめでたしでし
た。

でも、この捜査はラッキーさんのおかげですね。
 ラッキーさん、ありがとうございます。

 また、宜しくね。(笑)

ヨーロッパ ロケ地担当のmegamiで〜す（笑）

7179 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-05-30 02:07:03 返信 報告

stray所⻑さん みなさん こんばんは〜︕
 ロケ地巡り 聖地巡礼 本当に楽しく拝⾒させていただきました〜︕︕

最近は、毎⽇平均５時間位の停電があり 本⽇は断⽔もオマケについていたので ⼀⼈で泣いていたのですが、
 Ｚ研に出勤したら ワクワクドキドキと〜っても楽しい時間を過ごさせていただきました☆

 > 楽しいよ〜、ロケ地探しは（笑）。 
 > アネ研さんが⽂句も⾔わずに毎週のように出かけてた理由が分かりました。 ⼀度やると”はまります”（笑）。 
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> 海外（ヨーロッパ）は、megami中東特派員の担当です（笑）。 
あ〜早く私もロケ地探索ツアーに⾏きたいです♪♪

 私の段取りでは とっても時間が掛かりそうなので、所⻑さんもヨーロッパへ⼀緒に⾏って下さ〜い︕︕（笑）

Ｐ・Ｓ そういえばラッキーさんにご挨拶しておりませんでした︕︕
 ロケ地特定の捜査お疲れ様です☆カフェのメニューの時にも私のＨＮを使っていただき あの節はどうもありがとう

ございました〜♪♪

ロケ地巡り【猿楽町⑦】

7475 選択 stray 2008-06-03 12:33:06 返信 報告

追記です。

猿楽町のピザーラ前のお店です。
 これは３⽉１⽇アネ研さん撮影で、ピザーラの看板が窓に写り込んでます。

 建物はまだ残ってますが外壁が取り払われ、ガラス窓に格⼦がはめられています。
 気になるのは左隅に写っているお墓らしきもの。お花が飾られてます。

Re:ロケ地巡り【猿楽町⑦】

7476 選択 stray 2008-06-03 12:35:52 返信 報告

これは５⽉２８⽇カーディガンさん撮影。
 建物は取り壊され更地となってました。

これにも、お花が飾られたお墓らしきものが写っていて、
 捜査隊はこれが何なのかとっても気になってます。

 泉⽔さんとは無関係だと思いますが…。

井泉(いいずみ)さん
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7446 選択 stray 2008-06-02 08:57:31 返信 報告

皆さんおはようございます。

attiさんの情報から、坂井泉⽔命名の由来が、思わぬ展開に進もうとしています（笑）。
 「井泉(いいずみ)」という苗字はひじょうに珍しいですが、存在するようです。

 http://homepage1.nifty.com/forty-sixer/toukou_i.html

求⼈募集の連絡先に偽名を使うとは思えないので、実在の⼈物(Being社員)では︖
 案外、泉⽔さんの親戚筋で、泉⽔さんの⺟⽅の旧姓が井泉だったりして。

 megami説が⽊っ端微塵に砕かれましたので（笑）、
 M.Darkさん説とも絡む、この線を追ってみることにします︕

Re:井泉(いいずみ)さん

7468 選択 M.Dark 2008-06-03 02:06:28 返信 報告

所⻑さん こんばんは︕
 気になって 夜中にカキコです。（笑）

 意外な展開になってますね。

> 求⼈募集の連絡先に偽名を使うとは思えないので、実在の⼈物(Being社員)では︖

attiさんの⼊⼿されたｽﾀｯﾌ募集のﾊﾟﾝﾌは何頃でしょうか︖
 Being社内のｼﾞｮｰｸ好きな⽅が当研究所の捜査妨害を

 しているってことはないですよね。（笑）

YAHOOで”井泉”をみてみると
 とんかつ井泉 （読み せいせん→いせん）

 井泉短歌会  （読み せいせん）
 井泉⼩学校  （読み いいずみ）なんかありました。

横レス すみません。
 ｼﾞｮﾅｻﾝさん はじめまして 
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GWからカキコさせて頂いてます ほぼロム専のDARKです。
HNから ﾀﾞｰｸ＆ﾃﾞｨｰﾌﾟ なｲﾒｰｼﾞです。（笑）

 気味わるければ無視してね。（笑）
  

Re:井泉(いいずみ)さん

7469 選択 atti%hk 2008-06-03 09:34:14 返信 報告

 
> 「井泉(いいずみ)」という苗字はひじょうに珍しいですが、存在するようです。 

 > http://homepage1.nifty.com/forty-sixer/toukou_i.html 
 > 

> 求⼈募集の連絡先に偽名を使うとは思えないので、実在の⼈物(Being社員)では︖ 
 > 案外、泉⽔さんの親戚筋で、泉⽔さんの⺟⽅の旧姓が井泉だったりして。

こんにちは．野良無線からです。
 しばらくは読むことしか出来ないので調査をお願いします。

Re:井泉(いいずみ)さん

7486 選択 ATSUSHI 2008-06-03 23:46:27 返信 報告

所⻑さんへ
 Beingのexectiveプロデューサーは『もじる』のが得意のようですので。。。とくに、アーチストを誕⽣させる瞬
間である命名においてその傾向があるようですよ。この点も、お忘れなきよう。

 井泉(いいずみ)さんに連絡を取ってSoffioのオープニングスタッフに応募された⽅に取材できればわかるかもしれ
ません。（って、取材できるわけないですね。お菓⼦もピザも作れないので⾃らSoffioスタッフになるわけにもいき
ませんし）
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代々⽊レポート①

7076 選択 stray 2008-05-28 01:06:02 返信 報告

皆さんこんばんミ☆（笑）

いやぁ、⻑い１⽇でした。
 朝７︓３０に出発し、ホテルに帰り着いたのが０︓３０。

 今⽇１⽇の投稿をチェックして、ようやくご報告できます（笑）。

詳しくは後⽇書きますが、今⽇集まったメンバーは画像のとおりです（笑）。
 プラス、これは本⽇最⼤のサプライズと⾔ってもいいのですが、

 な、なんとカーディガンさんが、若くて超美⼈な⼥性同伴で現れて、
 ”え〜︕”と、いささかあわててしまいました︕（笑）

 

代々⽊レポート②

7077 選択 stray 2008-05-28 01:13:13 返信 報告

Ｚ研は個⼈のプライバシーを尊重しますので、⽣写真なしです（笑）。

カーディガンさんは２枚チケットを購⼊し、某所で１枚”お譲りします”スレを⽴て、
 詳しいことは知らないけど、うまいこと進んだようです（笑）。

 「ジョナンサン」というＨＮで書き込みがあれば、その⼈ですので、
 皆さんどうぞよろしく︕（笑）

私は、ミキティさんと無事に落ち合えるか、無事にお帰りできるか、
そればっかり気がかりでしたが、どうやら無事に⽬的の電⾞には乗れたようです。

 （いつものように）寝てしまって、乗り過ごさなければお家に着いているはずです（笑）。
 

代々⽊レポート③

7078 選択 stray 2008-05-28 01:18:27 返信 報告
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megamiさんへ

国会国⽴図書館に⾏きましたが、残念ながら成果なしでした。
 後で詳しく報告します。

画像は、代々⽊第⼀体育館です。
 原宿駅からすぐの歩道橋の上から撮ったものです。

⼿前の⾏列がグッズ販売で、右側のテントはＣＤ販売コーナーです。
 正⾯左に泉⽔さんの写真があるところが「献花」コーナーです。

 １５︓１０に⼿を合わせて黙祷している⽅が多々おられました。
 Beeingの撮影スタッフがいましたが、ＴＶ局のクルーは⾒かけませんでした。

代々⽊レポート④

7080 選択 stray 2008-05-28 01:28:52 返信 報告

上の画像右側でたなびいているのは、ZARDコンサートフラッグです。

今⽇の東京は暑い暑い（笑）。
 私は午前中、国会図書館に⾏くだけで汗だくでした（笑）。

 というか、コンサートが終わって飲み会会場に着いても汗かいてましたけど（笑）。
 ご覧のとおり、会場にも⽇陰はありません。

 なんとかせいよ︕︕（笑）

代々⽊レポート⑤

7081 選択 stray 2008-05-28 01:40:15 返信 報告

代々⽊公演は、定刻より１５分遅れでスタート。
 終わったのは２１︓５０頃でした。

 私とミキティさんは、最後の曲「負けないで」の途中で席を⽴ち、
 原宿駅までダッシュしました（笑）。
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内容は昨年９⽉のコンサートとほぼ同じ。新鮮味はなかったです。
新たな映像は、ラス前「あの微笑を忘れないで」で、ジーンズをちょん切った

 ショートパンツ＆ジージャンで腰をクネクネさせながら歌う泉⽔さんが
 ⻑々と映し出されたことですね。

 「かけがえのないもの」が新たに加わりましたが、映像はLe Port写真集中⼼の静⽌画でした。
 上⽊亜⽮さんが参加された「愛は暗闇の中で」と「翼を広げて」もありましたが、

 さんざん⾒てるからねぇ（笑）。

盛り上がりは、私は今ひとつだったと思います。
 スクリーンが⼩さい。⾳が悪すぎ。代々⽊体育館はコンサート向きじゃないです。

 司会も今ひとつ。１周忌にこのコンサート開催するコンセプトの説明もなし。
 私は⾟⼝なので厳しいですが（笑）、PANさん、カーディガンさんはご満⾜されてました。

代々⽊レポート⑥

7082 選択 stray 2008-05-28 01:48:33 返信 報告

そうそう、xxxさんを代々⽊にお連れしました。
 「izumi.sakai forever」を、カラーの花束に添えて献花してきました。

 カラーの花は事前に近くの花屋さんに予約していたのですが、
 全⻑１ｍくらいありました（笑）。カラーってそんなに⼤きな花なの︖

 それとも私の頼み⽅が悪いのか︖（笑）

Z.p.の皆さんとは残念ながら遭遇しませんでした。
 時間帯が違っていたのかも知れません。

 グッズ販売は⻑蛇の列だったので、早々に諦めて、近くのファミレスで休憩。
 #7076の写真はそこで撮ったものです。

代々⽊レポート⑦

7083 選択 stray 2008-05-28 01:59:08 返信 報告
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１曲⽬からスタンディングする元気なファンもいましたが、
司会者から「しばらくはゆっくりご鑑賞を」と釘を指されてました（笑）。

 全員スタンディングしたのは「きっと忘れない」から。
 私はジジイだし、⾒慣れた映像なので座ったまま、２階席のモニタを⾒てました（笑）。

 特筆すべきは、「あの微笑を…」の映像だけですね。

コンサート終了後、原宿の居酒屋さんで、ミキティさんを除く４⼈でオフ会。
 アネ研さんは電⾞の関係で１２時前にご帰還。

 残る３⼈は歩いて５分のホテルに帰還。

明⽇は代官⼭・六本⽊を廻る予定です。
 ああ〜、眠い。おやすみ〜（笑）。

 

代々⽊レポート⑧アネ研

7084 選択 アネ研  ◆craoLd8Ou2 2008-05-28 02:10:20 返信 報告

こんばんは、私は、さきほど帰宅しました。
 ３時１０分には、あいにく私はグッズ売り場にいました。

 しかし、近くの知らない⼈と時計をみながら、その時刻に献花台に向かって黙祷しました。
 たぶんアナウンスはなかったと思います。

 留守番組のみなさんのほうが、落ち着いて黙祷できたのではと思っています。
 ライブの件は所⻑と同じです。

 画像は明⽇アップします。
 参加された⽅も、留守番された⽅も今⽇は⻑い⼀⽇だったのではないでしょうか。

 では、お休みなさいzzz
 

皆様、お疲れ様でした

7085 選択 ⿊杉 2008-05-28 02:24:35 返信 報告

代々⽊に⾏かれました、stray所⻑さん、アネ研さん、カーディガンさん、PANさん、ミキティさん、お疲れ様でし
た。
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残念ながら、驚くようなサプライズは無かったようですね。
それでも、きっと、今までのコンサートの中で、⼀番素晴らしいコンサートであったと思います。

stray所⻑さんは⾮常に⾟⼝ですが……
 続きのレポートをお待ちしています。
 アネ研さんやカーディガンさんを始め、皆様の御感想やレポートも、是⾮是⾮、お聞かせ下さい。

今夜は、本当にお疲れ様でした。ゆっくりと、休まれて下さい。

では、失礼を。
                          ⿊杉

 

代々⽊レポート⑧

7086 選択 stray 2008-05-28 07:46:06 返信 報告

代々⽊公演のセットリストです。

１．揺れる想い
 ２．IN MY ARMS TONIGHT (short ver.)

 ３．just for you (short ver.)
 ４．遠い⽇のNostalgia (short ver.)

メドレー (1コーラス)
 ５．Season

 ６．ひとりが好き
 ７．不思議ね

 ８．I Want You

９．突然
 １０．眠り

 １１．素直に⾔えなくて
 １２．愛は暗闇の中で
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１３．少⼥の頃に戻ったみたいに
１４．もっと近くで君の横顔⾒ていたい

 １５．かけがえのないもの
 １６．あなたに帰りたい

 １７．I still remember
 １８．My Baby Grand 〜ぬくもりが欲しくて〜

 １９．⽌まっていた時計が今動き出した
 ２０．サヨナラは今もこの胸にいます

 ２１．もう少し あと少し…
 ２２．こんなにそばに居るのに

 ２３．きっと忘れない
 ２４．君がいない

 ２５．⼼を開いて
 ２６．Today is another day

 ２７．愛が⾒えない
 ２８．マイフレンド
 ２９．Don't you see

アンコール
 ３０．Oh my love

 ３１．グロリアス マインド
 ３２．翼を広げて

 ３３．永遠
 ３４．あの微笑みを忘れないで

 ３５．負けないで

カットされた曲は、
 「この愛に泳ぎつかれても」「瞳閉じて」「君がいたから」の３曲。

「あなたに帰りたい」のサイリュームは⻘⼀⾊。
 「愛は暗闇の中で」は上⽊彩⽮さんがコラボして追加歌詞部分を担当。

 



その後もコーラスに加わってました。

代々⽊レポート2 アネ研

7088 選択 アネ研 2008-05-28 08:59:30 返信 報告

「負けないで」のときに、ある部分⽚⼿をグーで突き上げて、ｴｲ︕ｴｲ︕ｴｲ︕とやってる⼈がいました。私もですが、
 これは初めて⾒ました。

 思うに「愛は暗闇の中で」がロックして事が影響ではと思いました。
 ⽇テレの24時間テレビでも、そうなるか期待です。（笑）

代々⽊レポート⑨

7089 選択 stray 2008-05-28 09:23:43 返信 報告

⼊場の際の配布物です。
 右側のカードは昨年はありませんでした。

 裏にQRコードが印刷されていて、携帯の待ち受け画⾯としてDLできます。

アネ研さん、おはようございます︕
 昨⽇はたいへんお世話になりました。

 今⽇は（ズル）休みですか︖（笑）
 今朝⾷を⾷べたところですが、これから３⼈で、⿇布⼗番→⽩⾦→代官⼭

 と廻ることに決定︕︕ ズル休みしてるんなら合流しませんか︖（笑）

私も⾏きたいな〜。

7090 選択 アネ研 2008-05-28 09:39:12 返信 報告

おはようございます。
 仕事してます︕（笑）
 今⽇は投稿できるよう、⼀⼈になるように調整してたんです。
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今⽇の捜査期待してますよ︕
あ〜31⽇もひとりなれるかな〜︖

Re:代々⽊レポート①

7091 選択 チョコレート 2008-05-28 09:40:43 返信 報告

所⻑さん、ライブに参加された皆さん、お疲れさまでした︕
 昨⽇は泉⽔さんパワー炸裂で暑くなったようですね。会場に⼊るまでにかなり消耗されたことでしょう。

 ライブレポートありがとうございます︕私はお留守番隊でしたので、皆さんのレポートで会場の雰囲気や様⼦を知る
ことが出来て、本当にうれしいです。

 まだ今⽇は余韻に浸りながら、泉⽔さんの⾜跡をたどられるのでしょうね。
 皆さんのレポート、楽しみにしています。

追伸、遠くから代々⽊に参加された皆さん、気をつけてお帰りくださいね。

Re:代々⽊レポート①

7093 選択 saki 2008-05-28 11:14:41 返信 報告

みなさん、おはようございます。

ライブは、楽しかったですか︖ 若⼲御１名様が、ブツブツダメ出しをされているようでけど…
 まぁ〜︕ あの⼈はそう⾔う性分なので… ┐(-_-)┌ ﾊｧ〜

 ココロの９割は満⾜なのに、１割の不満だけを⼝にされるんでしょうね〜（←家の旦那と⼀緒）

strayさんが仰ってた⼀曲⽬からスタンディングゥ〜をされてたのは、きっとZ.pの居眠りネコさんじゃ︖
 2階席の端っこで、司会者に注意されても無視してたって仰ってました（笑）

 居眠りネコさんもグゥ〜⾺県からいらっしたそうですよ。

strayさんのレポートで嬉しい事が⼀つ、＃7032でUPした画像に書いてる「izumi sakai forever」の⽂字は、
 xxxさんの「izumi sakai forever」を切り抜いたものです。 な〜んか嬉しい…(^^)/

 でも、これって私とxxxさんが、シンクロしてるんじゃなくて、それを選んだstrayさんとシンクロしてるんですよね
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(^^;)
う、うれしいな… (^^;)/

あまり素晴らしかったと⾔うと、⾏けなかった私達が悔しい思いをするから、
 わざと、冷めたレポートをされたんですよねっ、 strayさん︕

そこが、stray所⻑のお優しい所なんですよね〜  （そう⾔う事にしとこッ） 

今⽇も、ひき続き泉⽔さんの軌跡を辿って、楽しんで来て下さいね〜

                      saki
 

お疲れ様でした・・・

7094 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-05-28 11:52:46 返信 報告

stray所⻑さん アネ研さん カーディガンさん PANさん ミキティさん 本当にお疲れ様でした︕
 レポートを拝⾒させていただき とっても興奮しました︕︕

 オフ会がとっても楽しそうで 私も参加したかったで〜す♪

> 国会国⽴図書館に⾏きましたが、残念ながら成果なしでした。 
 ガーーーーーン｡゜ﾟ(>ヘ＜）ﾟ ゜｡暑い中わざわざ⾏っていただいたのにスミマセン・・・

 詳しいお話お待ちしております。

本⽇も捜査でお忙しいのですね︕どうかお気をつけて(*^▽^*)/

Re:代々⽊レポート①

7095 選択 ｙａｓｕｄａ 2008-05-28 12:04:44 返信 報告

管理⼈さん 皆さん こんにちは。
 昨⽇ですが私も参加しました。今⽇の朝ですが夜⾏バスで

 帰宅しました。今⽇は有給休暇を取っており、ゆっくり
 しています。

 早速ですが、お聞きしたいのですが画像のカードは会員向けのカードでしょうか。

https://bbsee.info/straylove/id/7076.html?edt=on&rid=7094
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=7094
https://bbsee.info/straylove/id/7076.html?edt=on&rid=7095
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=7095


Re:代々⽊レポート①

7096 選択 アキラ 2008-05-28 12:43:54 返信 報告

こんにちわstrayさん&研究所の皆さん＼(^o^)／昨⽇は研究所の⽅々と代々⽊でお逢いできるのをZ.pのメンバー＋
Daysメンバーの皆さんで楽しみにしてましたが残念ながら夢叶わずでしたね(;_:)いやーさすが⾟⼝にstrayさんです
（笑）私は昨⽇のライブはもう感動の⼀⾔でしたよ♪ただ⼀つ不満だったのは最初から ６速全開で泉⽔さんの応援す
る気マンマンだったのでスタンディングしたのに３曲⽬で司会の⽅に座ってくださいと⾔われたことでしたねm(__)
mしかも私はアリーナではなく北スタンド１ＦＥブロックでほとんどの⽅が座っている中⽴ったのに〜(>_<)「こん
なにそばに居るのに」で周りがスタンディングしてきたので喜んでスタンドしましたけどね♪今⽇は泉⽔さんの⾜跡探
しですか、楽しんで来て下さいね(^_^)v

それとちょっとスペースお借りしますm(__)m
 sakiさん昨⽇はZ.pにとても素晴らしい加⼯画と詩をありがとうございました(^_-)-☆我が家の家宝決定です︕（誰

かさんの真似です〜 笑）ありがたく保存させていただきましたよ☆それと以前に私と我が師匠にしまるさんのキャ
プ画を使っていただいた加⼯画は未だに携帯の待受けに使ってますよ!(^^)!でも私もあのキャプ画はメパさんのと思
ってました（⼤汗）

Re:代々⽊レポート①

7098 選択 pine 2008-05-28 13:24:41 返信 報告

みなさん こんにちは︕

コンサートに参加された皆さん お疲れ様でした。
留守番隊に、昨⽇の感動のおすそ分けをありがとうございま〜す。m(^_^)m
楽しみに待っておりました。o(^-^)o 開場前からの様⼦がわかって嬉しいです︕

 所⻑さんの⾟⼝レポートは… らしいですね。（笑）

ロケ地捜査レポートも楽しみに待ってま〜す︕

Re:代々⽊レポート①
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7104 選択 miho 2008-05-28 19:50:45 返信 報告

strayさんみなさんこんばんは!!

レポートありがとうございます。
 お疲れ様です。

ZARDのコンサートは⾏ったことがないので、⾏った気分を味わえました!!!
 もし…いけたら…みなさんに会ってみたいです（笑）

ロケ地捜査も楽しみにしてますね!!!

実は・・

7107 選択 シヴァ 2008-05-28 20:51:58 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑さん、こんばんは︕

実は私も代々⽊に⾏ってたんで〜す︕
 もう後悔するのはイヤだから・・。

職場の⼈に「休ませて」と⾔ったら、なんと「来年も休むの︖」って聞かれたんです︕
 バレてる︕しかも「去年も今ぐらいの時期だったよね︖」とも⾔われたんです︕

 これは⾳楽葬のことです︕この時も仕事を休んで⾏きましたから︕
 堂々と泉⽔ちゃんの画像に⾒とれたりしてるから、職場の⼈は私がＺＡＲＤの⼤ファンって知ってるんです。

 もう笑うしかないですよね︕でもこれで来年なにかあっても休めま〜す︕
 機嫌を取るためにおみやげを明⽇持って⾏きま〜す。

相変わらず⾟⼝ですね︕⼩学⽣の時、好きな⼥の⼦をイジめてたでしょ︖
 私は⼤満⾜でした︕早々と⽴ち上がってました︕

 司会の⼈に⾔われたから座りましたけど。

ちなみにこれは私が泉⽔ちゃんにプレゼントしたお花で〜す︕
 泉⽔ちゃんほどではないけど綺麗でしょ︖
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泉⽔ちゃんと私が好きな花︕

7109 選択 シヴァ 2008-05-28 21:00:13 返信 報告

続きで〜す︕

今まで知らなかったんですけど、泉⽔ちゃんはアジサイが好きなんですね。
 私もで〜す︕これが証拠写真︕

 今⽇、東京の墨⽥公園で撮ってきました︕
 私も好きだからこそ撮ってきたんです︕

東京ではもう咲いてるんだ〜って思ったからでもありますけど・・。
 ６⽉中旬くらいになったら満開になると思うのでｕｐしてもいいですよね︖

 なんと⾔っても泉⽔ちゃんが好きな花なんだから関係ないことないですよね︕
 

Re:代々⽊レポート⑨

7121 選択 atti 2008-05-28 22:25:10 返信 報告

strayさん、こんにちは。

> ⼊場の際の配布物です。 
 > 右側のカードは昨年はありませんでした。 

 > 裏にQRコードが印刷されていて、携帯の待ち受け画⾯としてDLできます。

QRコード認識が、泉⽔さんのシルエットを隠すことで、読み込めました。
 参加された皆さん、明⽇までですよ・・・

PS.所⻑は、泉⽔さんの絵は⾒ましたか︖。
   献花台の横だったのか、それとも⽞関の中︖

   アリーナであったので、1F正⾯へは回らなかったので
   花スタンドも⾒れなかった(泣)

  このサイトの皆さんに会えなかったのが(泣)
   事前に聞いておくべきだった・・・ 
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代々⽊レポート・献花台

7127 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-05-28 22:55:11 返信 報告

こんばんは、シヴァさん、ａｔｔｉさん、みなさん、
 私が撮ったのも何枚か貼ちゃいます。

 > PS.所⻑は、泉⽔さんの絵は⾒ましたか︖。 
 >    献花台の横だったのか、それとも⽞関の中︖ 

 >    アリーナであったので、1F正⾯へは回らなかったので 
 >    花スタンドも⾒れなかった(泣) 

 え〜私もアリーナだったから全然わかりません。（涙）

Re:代々⽊レポート・ブルーフラッグ

7128 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-05-28 22:56:25 返信 報告

本⽂なし

代々⽊レポート・テント

7129 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-05-28 22:57:28 返信 報告

本⽂なし
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Re:代々⽊レポート①

7130 選択 ⼭茶花 2008-05-28 22:59:16 返信 報告

strayさん、常連の投稿者の皆さん、こんばんは。
 昨⽇は⼀周忌と、追悼コンサートのファイナルだったんですよね︖

 ご参加、お疲れ様でした。

>>今⽇集まったメンバーは画像のとおりです（笑）。 
 こちらのサイトで書き込みをされている⽅とコンサート会場で実際にお会いされたんですか。

 驚きました。

東⻄南北･･･どっちに向いて拝んで良いやら(笑)
 私は“負けないで”を含む名曲を流しながら、5分ほど拝んでおりました。

 ⼀周忌だなんて･･･⼀年なんてほんとにあっという間で早いですねー。

コンサートについての感想など、お聞かせ下さい。
 

代々⽊レポート・献花

7131 選択 アネ研  ◆craoLd8Ou2 2008-05-28 23:00:54 返信 報告

所⻑じゃないけど、ほんと⼀番⼤きかったんじゃないかと思えるカラーでした。
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Re:代々⽊レポート・献花

7133 選択 ⼭茶花 2008-05-28 23:07:06 返信 報告

>>アネ研さんへ 
 こんばんは。

>>所⻑じゃないけど、ほんと⼀番⼤きかったんじゃないかと思えるカラーです。 
 確かにそちらの⽅が⼤きくてステキなカラーですね。

 坂井さんもきっと⼤喜びではないかと(笑)
 カラーは坂井さんの好きなお花だと⾔ってましたし。

 

Re:代々⽊レポート・献花台

7140 選択 ATSUSHI 2008-05-29 09:13:44 返信 報告

attiさま、アネ研さま

絵の写真など毎⽇新聞にあります。
 ttp://mainichi.jp/enta/geinou/graph/200805/28/

 このページの中程のサムネイルをクリックすると⼤きく表⽰されます。

⼭茶花さん、ATSUSHIさんへ

7141 選択 アネ研 2008-05-29 10:34:52 返信 報告
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おはようございます。
⼭茶花さん

 カラーの献花はおおかったですよ。
 泉⽔さんも喜んでくれてると思います。

ATSUSHIさん、
 初めてまして、ありがとうございます。今は携帯なので、あとでゆっくり観たいと思います。

Re:代々⽊レポート

7145 選択 xs4ped 2008-05-29 12:00:11 返信 報告

strayさん、皆さん、こんにちは。

お疲れ様でした︕
 代々⽊レポート有難う御座います︕

 > そうそう、xxxさんを代々⽊にお連れしました。 
 > 「izumi.sakai forever」を、カラーの花束に添えて献花してきました。 

 きっとxxxさんも喜んでいる事と思います。
 私も、何とか泉⽔さんに「想い」を届ける事が出来ました。(8曲⽬、16曲⽬)(^_^)

> Z.p.の皆さんとは残念ながら遭遇しませんでした。 
 > 時間帯が違っていたのかも知れません。 

 残念でしたね。
 TV(ズームイン)で⻩⾊のTシャツ姿が⾒えましたが、Z.p.の⽅でしょうかね〜

 > 内容は昨年９⽉のコンサートとほぼ同じ。新鮮味はなかったです。 
 > 新たな映像は、ラス前「あの微笑を忘れないで」で、ジーンズをちょん切った 

 > ショートパンツ＆ジージャンで腰をクネクネさせながら歌う泉⽔さんが 
 > ⻑々と映し出されたことですね。 

 「あの微笑を忘れないで」の映像は良かったですよね〜
 新潟公演で⾒れて良かったです。

 > 盛り上がりは、私は今ひとつだったと思います。 
 > 私は⾟⼝なので厳しいですが（笑）、PANさん、カーディガンさんはご満⾜されてました。 
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 TVでは盛り上がっている様に⾒えましたが・・・
ラスト「負けないで」の映像なので、当然と⾔う事かな︖

アネ研さんへ
 > 「負けないで」のときに、ある部分⽚⼿をグーで突き上げて、ｴｲ︕ｴｲ︕ｴｲ︕とやってる⼈がいました。私もです

が、 
 > これは初めて⾒ました。 

 私も新潟公演でやって来ました。(笑)

皆さんへのレスです①

7148 選択 stray 2008-05-29 14:29:27 返信 報告

sakiさん、こんにちは。

sakiさんの旦那様も、性格が捻くれてるということですね（笑）。
 私はアリーナ席だったので、２階席のスタンディングゥ〜には

 気づきませんでした。奇声を上げてる⼈が１名いましたが（笑）。
 「izumi sakai forever」は、もし⾃分が（病状が回復して）武道館に⾏けたら、

 泉⽔さんに捧げるつもりで作った作品だろうと、勝⼿に理解してました。
 なので、持って⾏くならこれしか考えられませんでした。

 xxxさんと私＆sakiさんがシンクロしてたってことでしょう。
 sakiさんの作品を⾒て、私も”にんまり”しましたよ（笑）。

 ⽂句なしの素晴らしい出来栄えですね︕

シヴァさん、こんにちは。

シヴァさんも代々⽊にいらしてたんですか︕︕︕（笑）
 ん〜、お会いして性別をはっきりさせたかったですねぇ（笑）。

 はい、今でも好きな⼥の⼦をイジめてます（笑）。
 ⽴つってことは後ろのお客さんが”⾒えない”ってことですから、

 ⾃分だけ盛り上がるようなことはＮＧですね〜。
 アジサイは私も好きです。家にもアジサイの⽊ありますよ〜。
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献花場にもアジサイがたくさんありましたね。
季節がきたら、是⾮きれいな写真をここにアップして下さい。

attiさん、こんにちは。

Ｚ研オフ会は、内輪だけで内密に事が進んでましたので（笑）。
 泉⽔さんの絵は気づきませんでした。どこにあったんですかね︖
 献花場の脇に置くとか、気づきやすいところに置くべきですよね。

 あ〜、また⾟⼝批評が…（笑）

皆さんへのレスです②

7149 選択 stray 2008-05-29 14:32:36 返信 報告

ATSUSHIさん、はじめまして。

毎⽇ｊｐサイトのご紹介、ありがとうございます。
 泉⽔さんの絵画を⾒れなかったので、すっごく嬉しいです。

 （みなさん）右クリックで画像保存できないようになってますが、
 URLの「.html」を「.jpg」に直してリターンすれば、

 保存できますので（笑）。

xs4pedさん、寝不⾜⼤丈夫ですか︖ （笑）

地⽅公演で先に「あの微笑を忘れないで」の映像が流れたと知って、
 ますます腹が⽴ってきました（笑）。代々⽊独⾃の演出は、

 エンディングでのスタッフのパフォーマンスだけってことですか…。
他のレポート（国会図書館レポ、会議室⽤、カフェ従業員室⽤）

 に追われてまして、まるで学⽣時代の様相と化してるので（笑）、
 まだ作品を拝⾒できていません。あとでゆっくり⾒ますので。

⿊杉さん、pineさん、megamiさん、mihoさん、⼭茶花さん、こんにちは。

献花台の前に⽴つと、やはり込み上げてくるものがありました。
 あれから１年経つんだなぁ〜、ホントに天国に⾏っちゃったんだなぁって。
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写真パネルのド真ん中に、（ミキティさんが）⼤きなカラーの花をお供えしてきましたよ。
xxxさんをはじめ、参加できない⼈の願いと祈りを込めて。

 留守中盛り上げて下さってありがとうございました︕

代々⽊レポート【特別席】

7150 選択 stray 2008-05-29 15:48:53 返信 報告

南スタンド１階中央に「特別席」があります。
 図の⽩い部分、「Ｆ」の⽂字の下です。

 そこだけ椅⼦が⾚いのですぐわかります。
 席数は１００席近く。

 私の席は「アリーナＣ」前⽅の南スタンド寄りだったので、
 特別席がよく観察できる位置でした。

特別席の最前列・左側に、泉⽔さんのご家族と思われる⽅たちが並んでいました。
 ⼦供を連れた泉⽔さん似の美⼈（妹さん︖）、お⺟さんらしき年配の⼥性、

 男性２⼈（⼀⼈は弟さんか︖）の順番で。お⽗さんらしき年配の⽅は⾒かけませんでした。
 最前列・右側（ステージ寄り）には、年配の男性と30代の男性が。あの⼈が⻑⼾御⼤︖

会ったことがない⼈たちですので、状況からして”そう思った”に過ぎません。
 他サイトへの情報持ち出しはご遠慮ください。

了解です︕

7158 選択 シヴァ 2008-05-29 21:11:36 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑さん、こんばんは︕

> ⽴つってことは後ろのお客さんが”⾒えない”ってことですから、 
 > ⾃分だけ盛り上がるようなことはＮＧですね〜。 

 私の席はアリーナの端っこで、通路の⽅に出て⽴っていたので後ろの⼈が⾒えないということは無かったと思いま
す。
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なので私も泉⽔ちゃんが描いたという油絵は⽣で観てません・・。
ｓｏｆｆｉｏに飾られるんでしょうね。

> アジサイは私も好きです。家にもアジサイの⽊ありますよ〜。 
 > 献花場にもアジサイがたくさんありましたね。 

 > 季節がきたら、是⾮きれいな写真をここにアップして下さい。 
 了解です︕∠（＾＾）

 泉⽔ちゃんも所⻑さんも好きな花なら気合⼊れて撮ってきますね︕
 

Re:代々⽊レポート①  みなさまにごあいさつ（＾＾）

7448 選択 ジョナサン☆ 2008-06-02 12:12:08 返信 報告

こんにちは。はじめまして。

ジョナサンと申します。

代々⽊ではみなさんにお世話になりました。

ご挨拶が遅くなり、申し訳ありません。

ところで所⻑さん、突っ込みどころ満載です。
 若くて、というのも、超美⼈、というのも違います。

 みなさんが勘違いされるじゃないですか〜
 それでもって、「ジョナンサン」じゃなくて

 「ジョナサン」ですから〜〜〜（笑）

今回は、カーディガンさんのおかげで、ライブに初めて⾏くことができました。
 ずっと夢⾒ていた坂井さんにお会いすることができてうれしかったです。

 「揺れる想い」となぜだか「⼼を開いて」のときには、
 涙が⽌まりませんでしたね〜。

研究所の⽅達は、初めてお会いするにも関わらず、
 いい⽅ばかりで、そして、とてもよくしていただいて、感激しました。

 また、お会いできたらいいなと思っています。
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そして、ミキteaさん
グッズ売り場のポスター選びに思わず時間がかかってしまい、座席に遊びにいくことができませんでした〜（泣）

 アドレスの交換ができなかったのが残念で仕⽅ありません。
 今度また、機会がありましたら、お話しましょうね︕︕

それではまた、ライブなどでお会いしましょう。

ジョナサンさん、ようこそ︕

7449 選択 stray 2008-06-02 12:45:06 返信 報告

こんにちは、所⻑のstrayです。

よく来て下さいました︕ チャットでお⾒かけした翌⽇、
 カーディガンさんはチャットの前で徹夜されてましたよ︕（笑）

 こちらこそ代々⽊ではお世話になりました。
 ジョナサンで出逢ったのでＨＮはジョナサン（間違えてごめん）でいいんじゃない、

 って適当なこと⾔いましたが、”サン”と”さん”が並ぶので⾔いづらいですね（笑）。

> 若くて、というのも、超美⼈、というのも違います。 
 > みなさんが勘違いされるじゃないですか〜 

 いえいえ、私から⾒れば皆さん「お若い」し（笑）、とってもおキレイでらっしゃいましたよ。
 しかも、このノリの良さなので、Ｚ研にずっ〜と引き留めておきたいキャラです（笑）。

 気が向いたらまた遊びに来て下さいネ︕

> 「揺れる想い」となぜだか「⼼を開いて」のときには、 
 > 涙が⽌まりませんでしたね〜。 

 そうですか…、隣でカーディガンさんも⼀緒に泣いてたんでしょうか。

これも何かのご縁ですので、今後ともどうぞよろしくお願いします︕
 ご丁寧にどうもありがとう︕

ジョナサン☆さんへ

https://bbsee.info/straylove/id/7076.html?edt=on&rid=7449
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=7449


7450 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-06-02 12:50:39 返信 報告

ジョナサン☆さん、こんにちは。
 先⽇、チャットでお話しさせていただいた、Ｔ２８です。

 あの時は突然だったため、驚かせてしまったと思います。ゴメンなさい。

Z研へようこそ︕
 BBSに書き込んで頂けて、ホッとしてます（笑）。

 私のせいにならなくて良かったぁ〜（汗）。

ツッコミどころ満載かどうかは、私には分かりかねますが（笑）、
 >それでもって、「ジョナンサン」じゃなくて 

 >「ジョナサン」ですから〜〜〜（笑） 
 ホントだ︕ 「ジョナンサン」さんになってますね、気が付きませんでした（汗）。

 なのに、チャットでも最初から「ジョナサン」さんとお呼びしていました。
 良かった〜（笑）、失礼を重ねなくて・・・（苦笑）。

これに懲りずに、ちょくちょく書き込んで頂けたらと思います。
 どうぞ、よろしく︕︕

 

ジョナサンさん、いらっしゃいませ〜♡ ♡

7451 選択 saki 2008-06-02 13:27:10 返信 報告

 
ジョナサンさん、初めまして、Z研の"お騒がせ娘"こと saki です(^^)/

私も、此⽅では新参になりますけど、みなさんお優しい⽅ばかりなので、楽しく書き込みさせて頂いています。
 此⽅は、研究所というちょっと堅苦しい名前ですけど、ZARDの事を良く知らない私でも、

 気楽にお付き合いさせてもらっています。
 それに、ミキティさんを初め優しい⼥性陣が多くいらっしゃって⼼強く楽しいですよ（笑）

所⻑のレポートからジョナサンさんが若くて綺麗な⽅だと聞いていますので、
 きっと、男性陣も⼤歓迎だと思います、もちろん私達⼥性も⼤、⼤歓迎ですよ〜。

 

https://bbsee.info/straylove/id/7076.html?edt=on&rid=7450
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これからも、ドンドン投稿して下さいね︕    
  
                 宜しくお願いしま〜す(^_-)-☆

                 
                                   saki

ジョナサン☆さん はじめまして︕︕

7455 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-06-02 15:45:46 返信 報告

ジョナサン☆さんへ こんにちは
 はじめましてｍｅｇａｍｉと申します︕︕

 所⻑さん始め 所員の⽅から 素晴らしいお噂はた〜くさん伺っておりました〜（笑）

ｓａｋｉさんもおっしゃってますけど こちらにいらっしゃる⼥性の⽅々は とってもお優しい⽅ばかりが揃ってお
りますので どうか安⼼してお話しましょう︕︕

 これからジョナサン☆さんもご⼀緒にお話させていただけると思うと とっても嬉しいで〜す︕
 これからどうぞヨロシクお願い致します♪

 

ジョナサンさん、はじめまして︕

7456 選択 チョコレート 2008-06-02 17:18:19 返信 報告

こんばんは。ジョナサンさん、初めまして、チョコレートと申します。
ミキティさんと⼀緒に、Z研美術館併設のカフェでお店番をさせていただいております。私の場合、ミキティさんより
も少ーし（︖かなり︖）年齢層が上ではありますけれど･･･。

代々⽊から戻られた所⻑さんをはじめ、所員の皆さんから、素敵な⽅だとお噂は聞いております（笑）。
 こちらの掲⽰板でも、カフェのチャットでも、気軽に遊びにいらしていただきたいなと思っております。皆さん、喜

ばれること間違いなしです︕
 私もぜひ、ご⼀緒にお話をさせていただけたらと思います。

 よろしくお願いします。
 

https://bbsee.info/straylove/id/7076.html?edt=on&rid=7455
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ジョナサンさんへ

7457 選択 アネ研 2008-06-02 18:20:43 返信 報告

こんにちは、先⽇のオフ会は楽しかったですネ。
 HNで思い出しそうで愉快です。

 BBSデビューの前にチャットデビューを果たすなんて貴重な⽅です。（笑）
 どうか、気になる話題には軽い気持ちでレスください。

 宜しくお願いしま〜す。

ジョナサンさん、お待ちしておりました(^_-)-☆

7458 選択 カーディガン 2008-06-02 19:45:51 返信 報告

ジョナサンさん、こんばんは︕︕

⾸を⻑ーくして、待っていましたよ。
 先⽇のコンサートではありがとうございました。

 とてもいいコンサートになりました。
 オフ会もジョナサンさんが来たので、さらに華やぎましたね(^^♪

 私もコンサートはずっと泣きっぱなしでしたよ(T_T)
 とても感動的でした(ToT)/~~~

こちらの掲⽰板の⽅たちはみんなやさしい⼈たちなので、ぜひ、また遊びにきてお話してくださいね。ちょっとマニ
アックな話題もありますが、⼀部の⽅︖なので気にしないでくださいね。

こちらの所⻑が書いているように私はずっとテントを張って待っていましたよ(^_-)-☆
 少し、外は寒くてかぜをひきそうでした(笑)

ではでは、また気軽にカキコしに遊びに来てくださいね。みんな⼤歓迎ですよ(^^♪

Re:代々⽊レポート①  みなさまにごあいさつ（＾＾）

7465 選択 匿名 2008-06-02 23:26:34 返信 報告
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こんばんはぁ〜〜って、みなさんレス早っ︕︕

みなさんのフットワークの軽さと、研究所の奥の深さに
 改めてびっくりしております。

 すごいネットワークなのですね〜。

所⻑さま。

「カーディガンさんはチャットの前で徹夜」って、なんか想像できますね〜。
 申し訳ありませんでした。

 また、チャットに遊びにいきますね。
 私もニアミスで、びっくりしたんですよー︕

「隣でカーディガンさんも⼀緒に泣いてたんでしょうか」
 って、私もそれどころではなかったです。

 泣いてたのかしら・・・︖

みなさんの書き込みを⾒る限り、所⻑のお姿を拝⾒しているのは、少数の⽅なんですね。
 私はなんてラッキーなのでしょう。

 所⻑は、素敵な紳⼠でありました（＾＾）

T28さん。

私がチャットに慣れていないせいで、
 話があまりかみ合っていませんでしたね・・・反省

ブラインドタッチを習得してから、また挑戦しますね。
 その時は、よろしくお願いします。

sakiさん、megamiさん、チョコレートさん。

早速の返信、ありがとうございます。

今まで私はいつも、はぼひとりでZARDのCDを聴いていました。

でも、ひょんなことから、この研究所を知り、
 こんなにたくさんのお友達ができました。



ありがとうございます。うれしいです。

これからも、よろしくお願いします。

アネ研さん。

代々⽊では、ありがとうございました。
 「BBSデビューの前にチャットデビューを果たすなんて貴重な⽅です。（笑）」って、え〜〜そうなんですかぁーー

ー

すみません。⾮常識でしたかねぇ・・・。
 なんか、どなたか知っている⽅がいらっしゃるかと思って、好奇⼼からつい覗いてしまいましたぁ。

代々⽊では、みなさん、楽しそうにお話されてて、
 とーってもうらやましかったですよ︕

カーディガンさん。

チャットでは、じらしてしまったみたいで、申し訳ありませんでした（笑）
 今回、カーディガンさんがいらっしゃらなかったら、

 私はライブに⾏けなかったでしょうし、
 このサイトも知ることがなかったでしょう。

すごく感謝しています。

今回わかったことは、ZARDを好きな⼈は、やさしくて、みんないい⼈だってことです。

私、てっきり、カーディガンさんは、⼥性だと勝⼿に思い込んでたんですよ。
 んで、チケット１枚譲って頂いたんですけど。

本名を聞いたときに、「ええっっ︕︕︖︖」って感じで。初めてお会いするし、どうしようかなって、正直思ったん
ですね。

 でも実際、お会いしてみて、ZARDのファンに⼥性も男性も無いなって思いました。
 カーディガンさんをはじめ、みなさん気さくに接してくださって、うれしかったです。

また、お会いしたいです。

うわっっ、こんなに⻑くなっちゃった。すみません。



Re:代々⽊レポート①  みなさまにごあいさつ（＾＾）

7466 選択 ジョナサン☆ 2008-06-02 23:29:12 返信 報告

↑  あれっ、名前がない・・・

あまりにも⻑く書きすぎて、名前⼊れるの忘れてました・・・

ジョナサンさんでした。

ジョナサン☆ こんにちは︕☆

7472 選択 ミキティ 2008-06-03 12:21:28 返信 報告

ジョナサン☆さん こんにちは（＾－＾）

 ジョナサン☆さん 先⽇はお世話になりましてありがとうございました♪
 いらっしゃるのをずっと⼼待ちにしていましたよぉ〜♪

 とってもお綺麗なジョナサンさんの登場で とっても華やぎましたね☆
 もっともっとたくさんお話したっかたです。

  是⾮ 是⾮ Z研さんにいらしてくださいね（＾－＾）と
 お話して（お願いして︕ 笑）来てくださって本当に嬉しいです。

  お会い出来たご縁を⼤切に またたくさん遊びにきてくださいね
 お待ちしています〜(*^_^*)

  カフェでもゆっくりしていってくださいね( ^^) _旦~~
 

キャー（笑）

7321 選択 stray 2008-05-31 17:23:00 返信 報告
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皐ちゃんと私が同時に別スレ⽴てて、同時に削除してしまったようです（笑）。
さすが「Web親⼦」息がピッタリ︕（笑）

------------------------------------------------
 100レス突破したところで、「返信はできません」と表⽰されてしまいました。

 今までは無制限にレスできたのですが…。
 管理⼈さんが設定を変更した可能性があります。

皐ちゃんを囲んでのトークは、このスレでつづきを⾏うこととします。

------------------------------------------------

皐ちゃん、さっきのスレッド、元に戻せるなら戻して下さい。
 このスレはその後削除しますので。

Re:キャー part②（笑）

7322 選択 皐 2008-05-31 17:27:46 返信 報告

さすがweb親⼦ですね〜(笑)⾒られちゃったの、ちょっと恥ずかしいぃ〜っ(●＞ω＜●)(笑)
 もう⼀度書き直すのも⼤変なので、ここに続けて書いて良いですか︖

> 100レス突破したところで、「返信はできません」と表⽰されてしまいました。 
 > 管理⼈さんが設定を変更した可能性があります。 

 でしょうね︕ちょっと⼾惑っていました(笑)
 > 皐ちゃんを囲んでのトークは、このスレでつづきを⾏うこととします。 

 よろしくお願いします(o^ω^o)レスを↓↓に載せておきますね♡

--------------------------------------------
 気が付けばもうそんなにレスが!?

 驚きました〜(◎’□’◎)なんかあっという間で︕︕
 >皐ちゃん、疲れてませんか︖ 

 それが、まったく疲れていないんですよ☆ﾐ楽しいです〜♪♪

https://bbsee.info/straylove/id/7321.html?edt=on&rid=7322
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「第１回Ｚ研お花⾒」を後に知ったんですが、私も参加したかったです〜(笑)
確か、そこでお酒の話題があったような…。

 夜に備えて、九州の魔王というお酒を⽤意しました☆ﾐ
 sakiさんが魔王のお話をしていませんでしたっけ︖(*^u^*)

>皐ちゃん１⼈いるだけで、ＢＢＳが明るく華やぐんです。 
 そう⾔って頂けて、本当に光栄です(o≧ω≦o)所⻑ありがとう☆ﾐ

Re:キャー part②（笑）

7324 選択 stray 2008-05-31 17:34:56 返信 報告

皐ちゃん、せっかくの帰還なのに、スレッド名が「キャー」でいいの︖（笑）
 それも⼄って⾔えば⼄だけどね（笑）。

> それが、まったく疲れていないんですよ☆ﾐ楽しいです〜♪♪ 
 そうですか、ならいいです、安⼼しました。

 私も昨夜は飲み会で相当飲んできたのですが、今⽇はスッキリ︕で（笑）、
 まったく疲れもありません。⽯⽥純⼀じゃあるまいし、ピンクのスーツは持ってないです（笑）。

夜の部の準備もしてきたの︕︕（笑）
 さすが我が娘、⽤意周到だねぇ（笑）。

魔王の話も出ましたよ。sakiさんだったかな。
 ３⽉末に東京に出張したときに、池袋の居酒屋に「魔王」があったんです︕

 ガボガボ飲んできました（笑）。
 そのスレ探してみるからちょっと待ってね。

お花⾒「魔王」スレ

7325 選択 stray 2008-05-31 17:42:47 返信 報告

皐ちゃん、これです。
 http://bbsee.info/straylove/id/6147.html#a6155
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http://bbsee.info/straylove/id/6147.html#a6163

お花⾒も楽しかったよ〜、来年もやるから来てちょ︕（笑）

さすが親⼦ですね。

7326 選択 アネ研 2008-05-31 17:42:57 返信 報告

⽇本酒いただきま〜す。
 これから夜の部でしょうが、じつはこれから送別会なので、⼀応挨拶します。

 皐ちゃんがあいかわらず元気で、よかったです。
 どうか、また、遊びに来てくださいね。

 捜査のテレパシーも宜しく、ではまた︕（笑）

OKですよ♡

7327 選択 皐 2008-05-31 17:43:24 返信 報告

>皐ちゃん、せっかくの帰還なのに、スレッド名が「キャー」でいいの︖（笑） 
 OKですよ(o^∇^o)なんか可愛いくて⾯⽩いし(笑)

所⻑は昨⽇飲み会だったんですね(’o’)翌⽇にこうしてPCに向かってくれてありがとうございます︕
 疲れもなくスッキリであれば、安⼼です(*^v^*)(笑)

夜⽤の魔王も⽤意して来ましたよ☆ﾐ(笑)ラーメンだけじゃなぁと思ってたので(笑)
 >魔王の話も出ましたよ。sakiさんだったかな。 

出ましたよね︕私もハッキリとsakiさんだったか覚えてないんですが、
 魔王のスレは⾒かけた気がしていたんです(*^o^*)

⾒つかったら教えてくださいね♪

P.S.
 >⽯⽥純⼀じゃあるまいし、ピンクのスーツは持ってないです（笑）。 

 ですよね︕(笑)
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こんにち…ばんは︖(笑)

7328 選択 皐 2008-05-31 17:50:13 返信 報告

所⻑、レスのURLありがとうございます︕
 やはりsakiさんでしたね︕さすが九州⼈♡(笑)

 来年のお花⾒は、サクラの影からいきなり「こんにちは♪」って参加しようかな☆ﾐ(笑)

アネ研さん、こんに…もうこんばんはかな︖(笑)
 これから送別会に⾏かれるんですね＾＾

 挨拶にきてくれてありがとうございます︕また遊びに来ますね☆ﾐ
 その時に、今追ってるデカイ⼭のお話を聞かせてください(o^∇^o)

 ではでは︕九州からテレパシーを送っておきますね〜♪(笑)

⼤きなヤマ

7330 選択 stray 2008-05-31 17:56:44 返信 報告

> 来年のお花⾒は、サクラの影からいきなり「こんにちは♪」って参加しようかな☆ﾐ(笑) 
 それ、いいねぇ、加⼯画作っておくから（笑）。

> その時に、今追ってるデカイ⼭のお話を聞かせてください(o^∇^o) 
 別スレで暴露しちゃいました（笑）。

さて、わたしは「⽝の散歩」「⾵呂」「⾷事」を済ませて、20時頃に再び戻ります。
 皐ちゃんも休んで下さい。

0時からZARD特番がありますが、ギリギリまで⼤丈夫でしょうか︖

この辺で失礼します(*^u^*)ﾉｼ

7331 選択 皐 2008-05-31 18:04:16 返信 報告

>別スレで暴露しちゃいました（笑）。 
 あれ︕︖そうでしたっけ♪探そうかなぁ〜☆ﾐ
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…いや!!楽しみにしておこう(笑)

>さて、わたしは「⽝の散歩」「⾵呂」「⾷事」を済ませて、20時頃に再び戻ります。 
 >皐ちゃんも休んで下さい。 

 そうですね＾＾それでは、私も8時か9時頃に戻ってこようかと思います(*^u^*)

>0時からZARD特番がありますが、ギリギリまで⼤丈夫でしょうか︖ 
 はい︕ZARD特番が始まるまでココに居ても平気ですよ(o^∇^o)♡

それではまた後ほど♪

Re:キャー（笑）

7332 選択 ミキティ 2008-05-31 18:05:50 返信 報告

100レス突破 おめでとうございまーす (*^ｰ^)ﾉ(^-^)(-^ )(^ )( )( ^)( ^-)(^-^)ﾉオメデトウ

送信出来ずに おろおろU｡･x･)ﾉ
  作ったメッセージも私も迷⼦になって やっと戻ってきました（笑）

  ⼊⼒しなおしたほうがはやいかな

  休みながら 待っててね〜♡

Re:キャー（笑）

7334 選択 ミキティ 2008-05-31 18:16:59 返信 報告

皐さん おろおろしている頃に
 なんて書いてあったかすっかり頭からとんじゃいました。。（笑）

 そうそう年齢のお話だったかな

 おばあちゃん疑惑がはれて良かったです（笑）

 皐さんはとってもとってもお若くて可愛らしいと思っています︕（＾－＾）
  いつもキュートで♡(^_-)-☆
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  スーツ姿の。。。
皐さんが⼀番近いかも（爆笑） (*^ｰ^)ﾉ

 皐さんに ずっとお聞きしたかったことがあります♪
  是⾮ 皐ちゃんと呼んでもいいですか♡

 皐さんも⼀息ついてゆっくり休んでくださいね
   またいらっしゃるころに ⾶んできます(*＾ー＾)／

私って。。。

7336 選択 ミキティ 2008-05-31 18:22:22 返信 報告

どうしていつもこんなタイミングぅなんだろ。。。
 （部屋の⾓で体育座りに のの字 うずまき）

 また気を取り直して 夜に出直しまーす(^o^)⼃

ＰＳ また部⻑さんにつっこまれそうです U｡･x･)ﾉ
  

お待たせしました︕

7337 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-05-31 19:28:21 返信 報告

こんばんは。
 皐ギャラリー内、携帯Gを更新しました︕

ZARD BEST The Single Collection 〜軌跡〜の加⼯画を追加です。

せっかくご本⼈が来てるので、皐ちゃ〜ん︕ 確認よろしく︕︕
 あぁ〜、でも無理かな︖ 皐ちゃんのPCじゃ（笑）、それとも、新型になった︖（嬉）

 まぁいいやっ︕ 誰でもいいので、不具合あったら報告して下さいね（笑）。

それじゃ〜、幻の焼酎「魔王」でも戴きますかね。
 今週で⻭の治療も終了したので、リミッター制限解除です（笑）。
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そこら辺で寝てても気にしないでほっといてね（笑）。
ただし、踏んづけないように・・・（頼）。

皐ちゃん︕ 花⾒に⾶び込み参加はいいアイデアです。
 って⾔うか、都合が許せば、いつでもBBSに⾶び込んで来てよ︕

 予告無しだって、追っかけ1号は1番レスを取る⾃信あり︕（笑）

Ｐ.Ｓ. やばっ、ミキティさんにツッコんじゃいました（汗）。
  悪いから、私も編集してカット、カットと・・・（笑）。

 

 こんばんは☆

7338 選択 ミキティ 2008-05-31 20:16:40 返信 報告

こんばんは（＾－＾）

 部⻑さん 私 部⻑さんを踏んづちゃう⾃信⼤有り（笑）
  気をつけないように 気をつけます（笑）

レスは「100」まで

7340 選択 stray 2008-05-31 20:38:13 返信 報告

皐ちゃん、bbsee管理⼈さんからの返事です。

サービス開始当初から、100件を超えてコメントは付けることができないようになっております。

皐ちゃん謝恩会スレは93レス
お花⾒スレは99レス

でした。100は前⼈未到だったんですね（笑）。

おさけをどうぞ︕

7341 選択 シヴァ 2008-05-31 20:40:50 返信 報告
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皆さん、こんばんは︕

きっとこれからは、おさけが必要になるんでしょ︖
 なのでお持ちしました︕

カルシウムたっぷりですが塩分取りすぎにはご注意を︕
 

夜の部☆

7342 選択 ミキティ 2008-05-31 20:54:27 返信 報告

 そろそろいい感じにみなさんお酒が⼊るのかな〜
 ちょっと影からみていよう(^o^)⼃

 また後程きまーす☆

Re:夜の部☆

7343 選択 stray 2008-05-31 20:55:41 返信 報告

ミキティさん、後から来るのはいいけど、コタツで寝ないでよ︕（笑）
 私のところは超寒くて、ストーブつけてます（笑）。

皆さん
 今⽇のテレ朝特番は、０︓３０〜に変更されたようです。

お邪魔します︕

7344 選択 くむすん 2008-05-31 20:58:12 返信 報告

皐さんが卒業するときに
 ご挨拶させてもらいました

 くむすんと申します。
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今⽇は、皐さんが戻ってくるということで、
お昼から、こちらを覗かせて貰ってるのですが

 すごいことになってますね︕︕

こういう所に慣れていない私は、ずーと⾒守って
 いようかと思ってたのですが、やっぱり私も

 参加したーい︕︕と気持ちが変化したのですが・・
 いざ書き込もうとすると緊張して、

 この⽂章を書き込むのにも、凄く時間が
 掛かってるような・・（苦笑）

皐さん、今⽇は思いっきり楽しんでくださいね︕

こんばんは☆ﾐ

7347 選択 皐 2008-05-31 21:44:50 返信 報告

皆さん こんばんは︕予定を過ぎちゃってスミマセン(*^_^*)ゞ

ミキティさんこんばんは☆ﾐ⼊れ違いだったみたいですね〜(*^｡^*)
 え︖なになに??“皐ちゃん”ですか︖(◎’o’◎)

 もぅ是⾮!!(笑)やっぱり“ちゃん”の⽅が親しみが湧きますよね(●＞∀＜●)
 これからは“皐ちゃん”と呼んでください(o^∇^o)そうしてもらえると嬉しいです♡

部⻑、ギャラリーの更新ありがとうございました︕
 今までのPCから帰郷しているので、チェックしましたが確認できませんでした(苦笑)

 私の使ってるPC以外なら、きっと⼤丈夫(不具合なし)だと思いますよ☆ﾐ(笑)
  お花⾒は参加してみたいですね〜♪♪来年はひょっこり現れちゃうかも︖(笑)
  

 ところで所⻑、bbsee管理⼈さんに質問していたんですね︕
 お返事では“100件を超えてコメントは付けることができない”ようで…(◎’□’◎)

 それはスゴイことを聞きました(笑)なんか嬉しいですね〜(o≧∇≦o)(笑)
 P.S.えっ!?所⻑ストーブ付けてるんですか!!?九州ではあり得ない光景ですね(笑)
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くむすんさん、こんばんは︕
お話しできて嬉しいです〜(o≧∇≦o)卒業の⽇に初めて知って、そしてお別れしましたね。

 でも、こうして再会できて良かったです☆ﾐレスくださってありがとうございました︕
 私もキーボードを打つのにすごく時間が掛かってしまいますよ(*^_^*)

 まぁ私の場合は打つ⼿が遅いだけですが(苦笑)
 今⽇は“♪また思いきり騒ごうね”という気持ちなので、共通のZARDトークで くむすんさんも楽しみましょう♪

では︕今夜はお酒(魔王)とシヴァさんからの⿂(でかすぎます!!(笑))で楽しく過ごしましょうね☆ﾐ

あれ︖

7348 選択 シヴァ 2008-05-31 21:57:32 返信 報告

皐さん、こんばんは︕

> 私もキーボードを打つのにすごく時間が掛かってしまいますよ(*^_^*) 
 > まぁ私の場合は打つ⼿が遅いだけですが(苦笑) 

 えっ︕ウソでしょ︖私は皐さんはすっごく早く打てるのかと思ってました。
  

> では︕今夜はお酒(魔王)とシヴァさんからの⿂(でかすぎます!!(笑))で楽しく過ごしましょうね☆ﾐ 
 あれ︖⿂じゃなくて、お”鮭”なんですけど・・。

 だれもつっこんでくれなかったから、わかりにくい画像だったのかな・・︖
 

お帰り☆ﾐ

7349 選択 stray 2008-05-31 22:00:04 返信 報告

皐ちゃん、お帰り（笑）。

毎⽇⾃炊してるんですか︖
 ちゃんと栄養あるもの⾷べてる︖さっきのカップラーメンが主⾷じゃないよね（笑）。

 ちなみに私は「⻑崎チャンポン」が⼤好きで、毎⽇でもいいですね（笑）。
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mihoちゃんへ︕
さっきmihoちゃんのスレを⾒かけましたが・・・

 このスレにレスする形でいいから、皐ちゃんとお話しませんか︖

シヴァさん、お”鮭”は分かったんだけど、でかすぎ︕（笑）

Re:キャー part②（笑）皐さん、お久しぶりです。

7351 選択 MIZUI 2008-05-31 22:13:51 返信 報告

strayさん、ZARD研究所の皆さん、今晩は。
 strayさん、お邪魔します。

 皐さんが、今⽇、お戻りになるとのお話は、伺っていました。m(_ _)m。皐さん、お久しぶりで
す。

 お元気そうで何よりです(笑)

レスが凄いですね、さすが、皐さん、⼈気ですね。
 皐さん、久しぶりの⾥帰りですので、楽しんで⾏って下さいね。

 strayさん、私はP/C⾳痴ですので、変なところにレスしていましたら、遠慮なく削除して下さい
ね(汗)

 ⼀⾔、皐さんにご挨拶に伺いました。

私の加⼯画を置いて⾏きます。皆さんで笑っていただければ、幸いです。Daysの⽅にUPした物なんですが。
 この、岩は、絶対に崩れませんので、皆さん、安⼼して下さいね。

 では、失礼します。
 皐さん、お元気でお過ごし下さい。（＾_-)－☆

ごめんなさい!!

7352 選択 ⿊杉 2008-05-31 22:13:53 返信 報告

皐さん。ご、ごめんなさい!!
 >良かったら、ぜひ︕今⽇はお話してみませんか︖(*^u^*)ZARDという共通の話題で盛り上がりましょう!!
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私の書き込みにコメントを頂いていたのに、返信を確認せぬまま仮眠を取って、仕事に⾏ってしまいまし
た! 申し訳ありません!!

慌てて謝罪⽂を打とうと思ったら、返信できません、の表⽰に、⾃分の顔から⾎の気が引いて⾏くのを感
じました。

 私の無作法に激怒したstray所⻑さんの、⻤のように怒り狂った顔が脳裏を過ぎりました。

⾝を震わせながら思いました。とうとうZ研を追放になった!!

OH〜NO〜!!!!!!!

パニックになりながらも、何でこんな時に英語?って冷静に突っ込んでいる⾃分の性(さが)が、ちょっと
悲しかったです。(泣)

良く⾒てみると、100件超えると書き込み出来ないようになっているのですね。
 締め出されたんじゃないんだと、少し、いえ、⼤分ホッしました。

皐さん、本当に申し訳ありませんでした!!

お詫びの印にお酒をお持ちしましたが……、あれ?
 お酒の準備、出来ていたのですね。ん? すごい⼤きな⿂まで……あれは、つまみ?

 皆さん準備万端ですね。さすがですねぇ。
 けれど、皐さんにお酒をお出しして良いのでしょうか?

 (未成年じゃないですよね?)
 

こんばんは〜

7353 選択 PAN 2008-05-31 22:19:26 返信 報告

皐ちゃん、みなさん、こんばんは〜

昔、出張で九州に滞在した時があったんですが、⾷べ物が美味しいですよね〜︕
 ⾃分はトンカツが好きなので、豚カツラーメンがあったら⾷べたいです♪（笑）

でも⾃炊してるって⽴派ですね︕

近況ですが、最近は仕事が減っちゃって、部⻑と⼀緒にパトロール活動に励んでいます（⼤爆笑）
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すごいことに

7354 選択 カーディガン 2008-05-31 22:22:08 返信 報告

皐さん、こんばんは。ずいぶんとすごいことになっていますね。100レス突破ですか。携帯で返信できないなぁ、と
思っていたら・・・今宵はまだまだ寝かせないつもりですね。明⽇になるとまた、寂しくなりそうですね。

 さて、代々⽊ではみなさんとお会いできました。皐さんも九州でなければ来れたのでしょうけど。チケットは皐さん
ファンのおじさまがめんどうみてくれるはずです(笑)また、機会があればお会いできるといいんですね。

♪今⽇はゆっくり〜話そ〜

7355 選択 皐 2008-05-31 22:24:53 返信 報告

シヴァさん、こんばんは♪
 えぇ〜︕︖あれ鮭なんですか!!?(◎Д◎)で、デカすぎる!!(笑)『マグロ︖』とか思ってました(笑)

 …でも、よく⾒たら鮭サイズですね(◎’u’◎)
 マグロ級の⼤きな⿂を吊しているように⾒えてました(笑)

>えっ︕ウソでしょ︖私は皐さんはすっごく早く打てるのかと思ってました。 
 いえいえ︕私遅いですよ〜(=^⽫^=)PCから離れたら⼀層遅くなりました(笑)

所⻑、ただいま(︖)笑
 ⾃炊は…たまぁに、ですね(笑)コンビニとかあるとすごく便利で(^⽫^;)(笑)

 ちゃんと栄養は取らないといけませんよね︕所⻑パパありがとう♡
 P.S.書き忘れていましたが、レストラン「soffio」に関する重⼤情報、スゴイですね!!

Z研すごす過ぎす☆ﾐさすが“研究所”(◎’∇’◎)
 あれ︖もしかして、デカい⼭って…︖

Re:♪今⽇はゆっくり〜話そ〜

7356 選択 皐 2008-05-31 22:25:14 返信 報告
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MIZUIさん、こんばんは︕お久しぶりですね〜☆ﾐ私は元気でやっています(*≧∇≦*)9(笑)
Z研⾥帰りは本当に楽しいですね♪やっぱり故郷は懐かしくて疲れも取れます(*^u^*)

 そして︕MIZUIさんの加⼯画、どうもありがとうございます︕☆ﾐ
 まるで新しく撮影された写真のようですね︕頂いて帰りたいと思います(*^u^*)

 ではでは︕MIZUIさんもお元気で過ごしてくださいね︕またいつかZ研へ来ますので、
 その時にお話できればいいなぁと思っています☆ﾐ

⿊杉さん、全然気になさらなくていいんですよ(*^o^*)
 皆さんお仕事だったり、⼟曜なので⽤事があったりしているでしょうに、

 こうして声を掛けて頂けて、本当に嬉しく思っています(o≧ω≦o)
 ⿊杉さんもお仕事お疲れさまです︕

 スレは100件越えると書き込みできなくなるみたいですね＾＾
 私もビックリして新しくスレを⽴てたんですが、所⻑とスレがカブッたりして⾯⽩かったです(笑)

今夜はお酒がたくさんになりそうですね(笑)酔っぱらいさんが増えるかな〜︖(笑)
 果たして、私はお酒を飲んでもいいのかな〜︖(笑)ナイショです♡(笑)

PANさん、カーディガンさんへ

7358 選択 皐 2008-05-31 22:45:20 返信 報告

PANさん、カーディガンさん、こんばんは︕

PANさんはトンカツが好きなんですね︕私、⼩さい頃豚⾁が苦⼿だったんですが、
 今はすごく好きになりました♡カツ丼とか美味しいですよね♪♪(笑)

 トンカツらーめん、いつか作ってみようかな(味が物⾜りなそう…︖(笑))
 P.S.最近は部⻑と⼀緒にパトロール活動に励んで居るんですか︕(笑)

カーディガンさん、代々⽊では皆さん⼤集合していたようですね(o^∇^o)
 私も⾏きたかったです(>u<)レポートの写真(皆さんの集合⼿写真︖)を⾒ながら加わりたくなっていました︕

 今後、また代々⽊でコンサートがあった際には、九州でsakiさんと⼀緒に
 「私たちも⾏きたいわね〜(>⽫<)」ってお話しようかな(笑)
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脳内イメージ(笑)

7359 選択 皐 2008-05-31 22:56:18 返信 報告

ちょっと雑談を…(笑)ミキティさんの♪『スーツ姿の 所⻑さんは〜』で思ったんですが、
 実は、私の中で皆さんの“イメージ”があります☆ﾐ…“実は”っていう話でもないですが(笑)

“眼鏡をかけていそう”とか、“お嬢様系”とか、⾊々あるんですが、
 所⻑、部⻑、カーディガンさん、megamiさんは私の中で“芸能⼈”で例えれる⽅がいるんです

(笑)
 ⾒た⽬のイメージなんですけどね(*^。^*)

所⻑は陣内さんみたいな感じ︕(笑)⾯⽩い所もシリアスな所もあるという…＾＾
 でもいつか、濃い系の⾼橋…何とかさんに似てるって⾔ってましたっけ︖(笑)

部⻑は堺さんです♪⾒た⽬がこんな感じっぽいかなぁと(*^u^*)
 笑顔が少年っぽそうな印象があるんですよね☆ﾐ

カーディガンさんは仲村さん☆ﾐ クールなイメージでシブイ雰囲気があって…
 スレを読んでいると、脳内で仲村さん⾵な声が響いてます(*≧∇≦*)(笑)

megamiさんは夏川さんです(o^∇^o)⾒た⽬はキレイなのに、しゃべるとお茶⽬︕
 ⼀⾒⼤⼈しそうだけど、意外とトークが上⼿で優しい⼥性という感じです♪♪

私の勝⼿な想像なんですけどね(笑)こんな感じのイメージです(*^u^*)
 他の⽅も私の脳内イメージが存在してますよ〜(笑)

 ちなみに、アネ研さんは今⾵な眼鏡でキメていそうですね♪

Re:♪今⽇はゆっくり〜話そ〜

7360 選択 stray 2008-05-31 22:57:30 返信 報告

⾃炊は…たまぁに、ですか(笑)。

レストラン「soffio」に関する情報が、アネ研さんが⾔っていた”デカい⼭”です。
 九州でロケしてれば、２⼈で⾶んで⾏くんだけどねぇ（笑）。
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皆さん、楽しい時間もそろそろクライマックス間近ですよ︕
ミキティさん、寝ちゃった︖

 部⻑はどこに⾏った︕（笑）
 megamiさんはまた停電か︕
 チョコレートさんは、朝⾒たっきりだし・・・

Re:脳内イメージ(笑)

7361 選択 stray 2008-05-31 23:02:25 返信 報告

ぎゃはは、せっかくの脳内イメージだけど、当たってないな（笑）。
 ミキティさんに聞いてちょ︕

> 部⻑は堺さんです♪⾒た⽬がこんな感じっぽいかなぁと(*^u^*) 
 サカイさんってのが羨ましいな、堺マサアキの間違いじゃないの︖（笑）

> ちなみに、アネ研さんは今⾵な眼鏡でキメていそうですね♪ 
 残念︕アネ研さんはメガネかけてなくて、彫りの深い⼆枚⽬です。

 

皐さんこんばんは!!

7362 選択 miho 2008-05-31 23:10:43 返信 報告

皐さんこんばんは!!

「遅れてすみませんでした。」のスレにレスありがとうございます!!!

>mihoさんは皆さんからは“ちゃん”と呼ばれているようなので、私も“mihoちゃん”でいいかな︖(●＞ω＜●)

ちゃん付けで呼んでもいいですよ!!!

正直…緊張しています（笑）
 久しぶりなので…

 私は…えだまめが好きなので…お酒は未成年なので飲めませんが、⼤好きです!!!
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横スレ失礼します。
strayさんへ

>さっきmihoちゃんのスレを⾒かけましたが・・・ 
 >このスレにレスする形でいいから、皐ちゃんとお話しませんか︖

初めに書いたのを消してしまいました。
 理由は…ちょっと…落ち込んでいたので…落ち着いて…書き込みしました。

 

デカイ⿂・・

7364 選択 シヴァ 2008-05-31 23:12:55 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑さん、こんばんは︕
 これだけ書き込んでるのに今⽇は初めてですね︕

  
> シヴァさん、お”鮭”は分かったんだけど、でかすぎ︕（笑） 

 わかってもらえてよかった・・。⼤きい⽅がおもしろいかな〜って思ったんですけど
 皐さんや⿊杉さんに単なるデカイ⿂って思われるとは・・。

ボケて後で⾃分で説明するのってなんか切なくなってきますね・・。
 

mihoちゃんへ

7365 選択 stray 2008-05-31 23:17:29 返信 報告

こんばんは!!

mihoちゃんもたま〜に息抜きに、Ｚ研に遊びに来て下さいね。
 ♪ Ｚ研は いつまでも mihoちゃんの そばにいる〜

「⼆⼈の夏」の加⼯画、皐ちゃんへの詞、すっごく良い出来ですね︕
 mihoちゃんのこと影で⾒守ってますので、素敵な未来を切り拓いて下さい︕

 元気でね〜。
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Re:キャー（笑）

7366 選択 カーディガン 2008-05-31 23:18:46 返信 報告

皐さん、こんばんは。

イメージですねぇ(^_-)-☆
 というお話、いいですね。
 会って、そのイメージとおりだといいですねぇ。

 おもしろい雑談、楽しいですね。
 そうですね、ミキティさんに聞いてみればわかりますねぇ(^^♪

ミキティさんは、ＷＥＢとはイメージ違いましたねぇ。
 お優しい⼼づかいは、びっくりものですねぇ。

 お⾒送りまでしてくれるところは、素敵ですよ(^^♪

ではでは。
 

妄想が過ぎるよ︕（笑）

7367 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-05-31 23:21:55 返信 報告

皐ちゃん、酷いなぁ〜、妄想が︕（笑）
 そんないい男、いい⼥が、世の中にゴロゴロ居るわけないでしょ︖（笑）

>部⻑は堺さんです♪⾒た⽬がこんな感じっぽいかなぁと(*^u^*) 
 >笑顔が少年っぽそうな印象があるんですよね☆ﾐ 

あ・り・え・ねぇ（笑）。
 たぶん芸能⼈に似た⼈が居ないですね。

 ⾔われたことないもん（笑）。
 まぁ、⼤判焼きのように、超C級だと思っておいて下さいな（笑）。

 

Re:キャー part②（笑）
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7368 選択 atu-zardizm 2008-05-31 23:23:01 返信 報告

stray所⻑、Z研の皆様、そして皐さん、今晩は♪

別荘（Days）より皐さんにひと⾔ご挨拶しにお邪魔しました^^ 本⽇のみこちらに戻られてい
るそうで・・・。皐さんがこちらに在籍中には数回お話しさせて頂きましたね。

それにしても凄い数のレスがっ(^^; 皆さんお待ちして居たのですね♪その後、学園⽣活には慣
れましたでしょうか︖楽しいお時間を過ごされているご様⼦で良かったデス。Z研はROM専です
が興味深く読ませて頂いております。

皐さんの加⼯画が⾒られないのがちょっと寂しいですが、他のメンバーさん達の加⼯画も素敵で
すね︕少しだけ寄らせて頂きました。皐さん、頑張って下さいね(o‥o)/~~~ 

Re:PANさん、カーディガンさんへ

7369 選択 PAN 2008-05-31 23:23:22 返信 報告

どうもどうも〜

>カツ丼とか美味しいですよね♪♪(笑) 
 ホント、美味しいですよね、カツ丼︕給料⽇に⾷べるカツ丼楽しみにしていた頃がありました（笑）

>トンカツらーめん、いつか作ってみようかな(味が物⾜りなそう…︖(笑)) 
 トンカツらーめん、作ったらぜひ教えてくださいね♪確かに味付けが問題ですね･･（笑）

 

所⻑、mihoちゃんへ

7370 選択 皐 2008-05-31 23:23:52 返信 報告

そろそろクライマックス(︖)も近づいてきましたね＾＾
 ミキティさんは睡魔に襲われちゃったんでしょうか(笑)

レストラン「soffio」に関する情報は、やはりアネ研さんの“デカい⼭”なんですね︕
 かなりのデカさじゃないですか〜(*≧∇≦*)今⽇中に真相を知れてスッキリです☆ﾐ
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>ぎゃはは、せっかくの脳内イメージだけど、当たってないな（笑）。 
やっぱりですか〜(笑)いいんです︕これからも陣内さんですので︕(笑)

 >サカイさんってのが羨ましいな、堺マサアキの間違いじゃないの︖（笑） 
 あはは︕︕(笑)そこですか︕(笑)

 マサアキさんの⽅だったら誰よりもご年輩の部⻑になっちゃいますね!!(笑)

>残念︕アネ研さんはメガネかけてなくて、彫りの深い⼆枚⽬です。 
 そうなんですか︕じゃあ私のタイプかもしれないですね〜♡(笑)

 -----------------------------------------------------------
 mihoさん、いえ︕mihoちゃん、こんばんは︕(o^∇^o)

 今⽇中にOKをもらえて、ちゃんで呼べて嬉しいです(o≧∇≦o)
 緊張しなくていいんですよ〜♪♪リラックスしてくださいね☆ﾐ

>私は…えだまめが好きなので…お酒は未成年なので飲めませんが、⼤好きです!!! 
 枝⾖は私も好きですよ︕枝⾖の⼊ったコロッケはお勧めですね☆ﾐ(笑)

ちょっと落ち込んでいたようですが、少しでも気分転換してくださいね(*^u^*)

間に合った︕︕

7373 選択 アネ研  ◆craoLd8Ou2 2008-05-31 23:29:30 返信 報告

お晩です。帰ってまいりました。
 > ちなみに、アネ研さんは今⾵な眼鏡でキメていそうですね

するどい。︕︕
 去年までメガネだったんだけど、会社の若い奴らとフットサル(ミニサッカー）やるようになったんで、コンタクトに

替えたんです。
 もち、私はメタボなんで⾛り回るのがやっとなんですけどね。

 皐ちゃんもmihoちゃんも時間出来たらスポーツもしてください。
 泉⽔さんもスポーツウーマンだったことだしね。

皐さ〜ん まだいらっしゃいますよね︖︖︖
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7374 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-05-31 23:29:49 返信 報告

皐さんへ
 こ〜んな⼤事な⽇に停電で今まで ＰＣの前でじっとしてました︕︕︕

 遅くなってごめんなさ〜い♪
 そして１００レス突破おめでとうございま〜す︕皐さん さすが〜 もうすご〜く盛り上が

っていて楽しいですね(*＾Ｕ‘*）⌒☆★
 お夜⾷に⽢いものをどうぞ︕︕

> megamiさんは夏川さんです(o^∇^o)⾒た⽬はキレイなのに、しゃべるとお茶⽬︕ 
 > ⼀⾒⼤⼈しそうだけど、意外とトークが上⼿で優しい⼥性という感じです♪♪ 

 なんだかとっても良いイメージで ありがとうございま〜す♡

シヴァさん ミキティさん ｓａｋｉさん 私にもコメントいただいて どうもありがとうございました︕︕遅くな
ってすみませんでした〜(≧◇≦)

ｍｉｈｏさんも明⽇から受験勉強に⼊られるとのことで あ〜レスが遅くなってすみません︕︕
 ｍｉｈｏさ〜ん どうかしっかりお勉強して また必ず戻ってきて下さい☆ずっとお待ちしておりま〜す♪

strayさんへ

7375 選択 miho 2008-05-31 23:33:08 返信 報告

strayさんこんばんは!!

> mihoちゃんもたま〜に息抜きに、Ｚ研に遊びに来て下さいね。> ♪ Ｚ研は いつまでも mihoちゃんの そばにいる
〜

たまに息抜きに遊びに来ますね!!!
 その時は…加⼯画像も…つくりますね!!!

> 「⼆⼈の夏」の加⼯画、皐ちゃんへの詞、すっごく良い出来ですね︕ 
 > mihoちゃんのこと影で⾒守ってますので、素敵な未来を切り拓いて下さい︕ 

 > 元気でね〜。
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ありがとうございます!!!皐さんへの詩は「帰ってくる」と聞いた時嬉しいくて…詩を書きました。

みなさんのことも影で⾒守っていますね!!!

皆さんへ

7376 選択 皐 2008-05-31 23:35:42 返信 報告

皆さんこんばんは︕

カーディガンさんや部⻑のイメージ、そのままだって信じてますよ♡(笑)
 ミキティさんに聞きたいところですが、もしかしたらコタツでウトウトしちゃってるのでしょうか︖(笑)

>皐ちゃん、酷いなぁ〜、妄想が︕（笑） 
 >そんないい男、いい⼥が、世の中にゴロゴロ居るわけないでしょ︖（笑） 

 そうですかね〜。(笑)部⻑って結構イメージに近そうですよ︕︖
 カーディガンさんのお話ではミキティさんがwebとイメージが違うようなので、気になってしまいますね(*^o^*)

atu-zardizmさん、こんばんは︕お久しぶりですね☆ﾐ
 今⽇は帰郷してきました♪

 私の加⼯画は前のようにUPされませんが、実は所⻑に預けている加⼯画があるんですよ︕
 なので、Z研美術館も拝⾒していただけると幸いです(*^∇^*)

 コメントをどうもありがとうございました〜︕明⽇から頑張りますね☆ﾐ

PANさん、トンカツらーめんはいつか挑戦しようとリアルに思っているので、
 ⾷べてみたらお知らせしますね!!(笑)さぁ、どんな味付けにしようかな…(笑)

間に合った（笑）

7377 選択 stray 2008-05-31 23:35:53 返信 報告

⻲家ピーポーコンビが、揃って間に合ったようです（笑）。
 同じようなことが前にもあったような…（笑）。

アネ研さん、皐ちゃんが”タイプです”だって（笑）、いいなあ（笑）。
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Re:キャー（笑）

7378 選択 カーディガン 2008-05-31 23:38:52 返信 報告

 
＞ミキティさんは睡魔に襲われちゃったんでしょうか(笑)

 そうかもしれないですねぇ。⼭あいだと、少し寒いのかもしれないですねぇ。
 私も、こたつは好きですが、ミキティさんは、ネコちゃんのイメージのとおり、こたつが好きなんでしょう(笑)

またまたお会いできるといいですね。旅費は、おじさまが負担してくれる︖といいですね。
 Soffioなんかでお会いできると盛り上がりますね(^^♪完成したら、私も⾏きますが、もうすぐ詳細がわかりそうで

す。私も近くに住みたいくらいです。

さて、そろそろみなさん、眠くなってきた頃ですね。ラストスパートと⾏きましょう!(^^)!
 

ギリギリ間に合いました〜（笑）

7379 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-05-31 23:43:22 返信 報告

> ⻲家ピーポーコンビが、揃って間に合ったようです（笑）。 
 ちょうどアネ研さんもお戻りで タイミングが合っちゃいました〜（笑）

皐さんとあと少しだけの時間しか⼀緒に過ごせないと思うと涙が・・・ ｡゜ﾟ(>ヘ＜）ﾟ ゜｡
 皐さ〜ん どうかどうか突然でも何でも良いので お時間のご都合が付いた時には いつでもＺ研にお帰り下さい

ネ︕︕ 

皐ちゃんへ

7380 選択 stray 2008-05-31 23:43:44 返信 報告

最後に旧会議室に寄って⾏って下さい。
 代々⽊のお⼟産を置いておきますので（笑）。
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クライマックスじゃなくて「ラストスパート」ですね（笑）。
（カーディガンさんのは）ミキティさんじゃなくて私の事なんじゃありません︖

 ミキティさんは、BBSのイメージどおりのカワイイ⼥性でしたよ。

こんばんは︕

7381 選択 皐 2008-05-31 23:47:10 返信 報告

アネ研さんお帰りなさい︕

>去年までメガネだったんだけど、 
 やっぱり︕︕(笑)ほらほら〜♪イメージ通りですね(*≧∇≦*)(笑)

 最近フットサルをやっているんですか︖スポーツはいいですよね︕
 私は最近⾃転⾞で移動するのが好きなんですよ(*^o^*)

 季節的にも(暑くもなく、寒くもなく)ちょうど良いですよね♪

megamiさん、こんばんは︕
 停電でしたか︕でも繋がって良かったです〜(*≧∇≦*)来てくださってありがとうございますね︕

 レスは(⾃分も含めてですが)100を突破したようで、それほど皆さんとお話ししていることにビックリしました︕
 あっという間だったんですけどね(*^u^*)

 >なんだかとっても良いイメージで ありがとうございま〜す♡ 
 イランに居たらよく知らないと思いますが、⽇本ではここ何年かで主演を張れる⼥優さんなんですよ♪

 お茶⽬な役柄が多いので、美⼈+話上⼿というmegamiさんにイメージが似て来ちゃいました(*^u^*)

mihoちゃん、お互いZ研へまた戻ってきましょう︕いつかそんな⽇を作りましょうね☆ﾐ
 先ほど書きそびれていましたが、素敵な歌詞と加⼯画をどうもありがとうございました(o^∇^o)

 これからも頑張ってね︕応援してます☆ﾐ

Re:キャー part②（笑）  皐さんへ

7382 選択 天使 2008-05-31 23:47:28 返信 報告

皐さん、こんばんは。
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お久しぶりです。
先⽇(と⾔っても、ずいぶん前ですが・・・)卒業される⽇に、メッセージ書き込みました
が、時間切れでした。

今⽇は、戻られているとの噂を聞きつけてまいりました。
 以前、皐さんから加⼯画像をいただいてから、⾃分でも加⼯画像を作ったりしていますが、

まだまだ、皐さんの域には程遠いです。

今は、泉⽔さんのsg曲44枚全部の加⼯画像に挑戦中です。
 まだ、10枚ですが・・・

 時々、本家雑談にアップしています・・・・。
 また、こちらに戻ってこられる⽇を楽しみにしています。

 

謎ですか〜(笑)

7383 選択 ⿊杉 2008-05-31 23:47:34 返信 報告

>果たして、私はお酒を飲んでもいいのかな〜︖(笑)ナイシ 
 ョです♡(笑)

 謎多き⼥性なのですね。(笑) 
 美しい⼥性には、謎は付きものですからね。徐々に解き明かしていきたいものです。(笑)

stray所⻑さん
 ストーブお使いなのですか? 

 只今、沖縄の気温、23℃。梅⾬⼊りしてますので、湿度は最⾼潮です。ストーブなんか使ったら、脱⽔症状で死んじ
ゃいます。(笑)

 同じ⽇本列島に住んでいるとは思えないですね。

シヴァさん
 >わかってもらえてよかった・・。⼤きい⽅がおもしろいかな〜って思ったんですけど 

 >皐さんや⿊杉さんに単なるデカイ⿂って思われるとは・・。

>ボケて後で⾃分で説明するのってなんか切なくなってきますね・・。
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ごめんなさい!! 
あの⼤きさ、そして写真家シヴァさんが⿂、じゃなかった、"鮭"を出してくるとは意外性があって⾯⽩かったです!!

切なくさせて、申し訳ありません!! 突っ込む所を逸脱しちゃって……私の⼒量不⾜です!!

Re:皐ちゃんへ

7384 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-05-31 23:48:17 返信 報告

ｍｅｇａｍｉさ〜ん、ばれないように時間差つけようと⾔ったのに(笑)

所⻑、皐ちゃんのために次回のオフ会は九州ってことで宜しく︕︕

真夜中のシンデレラ

7385 選択 カーディガン 2008-05-31 23:52:10 返信 報告

 
夜中になって、またみなさん元気になってきましたね。

 私は、夜レス得意ですので、これから始まる感じですけど。
 あらあら、シンデレラもお帰りの時刻が近くなってきましたね。

 ガラスの靴を残していかないと、王⼦様は探しに来てくれませんよ〜。

メルヘンなお話で今⽇もきれいな想い出にしたいですね。
 王⼦様もおじ様もシンデレラのお帰りをさみしがっていますよ。

※王⼦様はここにはいないかなぁ(笑)

megamiさんへ

7386 選択 miho 2008-05-31 23:52:38 返信 報告

megamiさんこんばんは
 > ｍｉｈｏさんも明⽇から受験勉強に⼊られるとのことで あ〜レスが遅くなってすみません︕︕ 

 > ｍｉｈｏさ〜ん どうかしっかりお勉強して また必ず戻ってきて下さい☆ずっとお待ちしておりま〜す♪
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⼤丈夫ですよ。
もし…何かあった時は…戻ってきますね!!!

Re:真夜中のシンデレラ

7387 選択 stray 2008-05-31 23:55:13 返信 報告

ぎゃはは、アネ研さんとmegamiさんは、で・き・て・ん・の・か︕︕（笑）

王⼦様＝アネ研さん（笑）。
 

皐ちゃん、mihoさんへ

7388 選択 PAN 2008-05-31 23:58:14 返信 報告

皐ちゃんへ

>PANさん、トンカツらーめんはいつか挑戦しようとリアルに思っているので、 
 >⾷べてみたらお知らせしますね!!(笑)さぁ、どんな味付けにしようかな…(笑)

わー、すごく楽しみにしてます︕
 次回オフ会が実現出来たら、ぜひ試⾷させてください（笑）︕

 ⾃分も料理勉強しようかな♪

mihoさんへ

mihoさん、はじめまして︕
 いつもmihoさんの作品を拝⾒させていただいていました。レスを書こうと思いながら、

なかなか出来なくて本当にすみません。
 浜⽥省吾のファンって凄く渋いですね、純粋なロックって感じで⾃分も好きです︕

 受験勉強、応援していますのでぜひ頑張ってください︕
 また時々はこちらにも来て息抜して⾏ってくださいね︕
 

いつの⽇かまた…♡
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7389 選択 皐 2008-05-31 23:58:39 返信 報告

さて、そろそろ時間でしょうか。。。
 急に寂しくなってきました〜(>_<｡)でも︕また帰ってこれますよね︕︕

 変わらないZ研で居てください☆ﾐ

それと、お願いがあるのですが、もしyanさんがここにいらっしゃった時は、
 卒業祝いに頂いた「夏を待つセイルのように」のお礼を伝えていただけますか︖

 私の⾔葉で感謝の気持ちを伝えたいので…
 yanさん、ありがとうございますね︕︕

天使さん、お久しぶりですね︕加⼯画をありがとうございます(*≧∇≦*)
 44曲全ての加⼯画に挑戦中なんですか︕ｽｺﾞｲですね〜(◎’□’◎)拝⾒するのが楽しみです☆ﾐ

 また、Z研へ戻ってきた際にお話ししましょうね☆ﾐそれでは︕

⿊杉さん、ぜひ謎を解き明かしてくださいね(笑)私は⼀体いくつでしょう〜︖︖(笑)

---------------------------------------------
 さてさて︕今⽇は皆さん、ありがとうございました︕(*≧∇≦*)

 楽しい1⽇を過ごす事が出来て、皆さんの温もりを感じて、私は幸せ者です。

卒業の際、“最後じゃなくて、また会える”という思いを今⽇実現できて、
 本当に嬉しかったです(*^∇^*)また機会を⾒つけて帰ってきますね︕

 Z研は私の故郷なので☆ﾐ

では︕所⻑に部⻑、所員の皆さんにゲストの皆さん、またお逢いしましょう︕
 Z研の皆さんが⼤好きな皐でした(o^∇^o)☆ﾐ

 これから旧会議室に寄って、再出発したいと思います(*^u^*)

P.S.画像は2、3分でちょちょっとやったものなので、“加⼯画”じゃないですよ︕(笑)
 “加⼯画”はもっとキラキラしてて、⽂字が⼊ってて…。

 あ、これも⽂字は⼊れてあるけど…、ち、違いますからね︕(笑)

⻲さん（ピーさん）ごめんなさ〜い（笑）
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7391 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-05-31 23:59:02 返信 報告

アネ研さんへ
 > ｍｅｇａｍｉさ〜ん、ばれないように時間差つけようと⾔ったのに(笑) 

 でも ほらもうすぐタイムリミットだから 待ってられなかったの・・・ごめんなさ〜い（笑）

> 所⻑、皐ちゃんのために次回のオフ会は九州ってことで宜しく︕︕ 
 それ良いですね〜皐さん＆ｓａｋｉさんも参加していただけそうですよね♪

皐さんへ
 本当にいつもお優しくて ⼤好きで〜す︕︕

 カーディガンさんもおっしゃってますが 皐さんはシンデレラだわ〜o(>▽<)o 

ではまた︕︕

7392 選択 カーディガン 2008-05-31 23:59:40 返信 報告

もうじきおひらきですね。
 楽しいおしゃべりも、短く感じますね。

 また、楽しいおしゃべりの機会があるといいですね。
 皐さん、いつでも、帰ってきてくださいね。

 お元気にしていてなによりです。
 また、お話したくなったらきてくださいね。

 サプライズも⼤歓迎ですよ(^_-)-☆
 ではでは、またまた、よろしくお願いします。

 では、今⽇は英語で。
 See you again!

Re:いつの⽇かまた…♡

7393 選択 ⿊杉 2008-06-01 00:01:28 返信 報告
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> ⿊杉さん、ぜひ謎を解き明かしてくださいね(笑)私は⼀体いくつでしょう〜︖︖(笑)

次回までの宿題にしておきます。

また、お話ししましょう。
 今度会える⽇を⾸を⻑くして待っていますよ。

 

皐さん ｍｉｈｏさんへ

7394 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-06-01 00:03:21 返信 報告

皐さんへ
 本当に今⽇はありがとうございました︕︕

 とってもとっても嬉しかったです♡いつでも帰って来て下さいネ♪♪

mihoさんへ
 > もし…何かあった時は…戻ってきますね!!! 

 わざわざレスありがとうございました︕︕待ってますので ぜひ戻ってきて下さい☆
 みんなＺＡＲＤで繋がってますよね(*＾Ｕ＾*) 

やっと

7395 選択 ミキティ 2008-06-01 00:05:01 返信 報告

皐ちゃ〜ん♡ みなさん
 いつもとんでもない登場のミ○○ィ 戻りましたU｡･x･)ﾉ

  まだいらっしゃいますか（汗）
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Re:いつの⽇かまた…♡

7396 選択 miho 2008-06-01 00:08:31 返信 報告

皐さんへ
 > さて、そろそろ時間でしょうか。。。 

> 急に寂しくなってきました〜(>_<｡)でも︕また帰ってこれますよね︕︕ 
 > 変わらないZ研で居てください☆ﾐ

> さてさて︕今⽇は皆さん、ありがとうございました︕(*≧∇≦*) 
 > 楽しい1⽇を過ごす事が出来て、皆さんの温もりを感じて、私は幸せ者です。 

 > 
> 卒業の際、“最後じゃなくて、また会える”という思いを今⽇実現できて、 

 > 本当に嬉しかったです(*^∇^*)また機会を⾒つけて帰ってきますね︕ 
 > Z研は私の故郷なので☆ﾐ 

 > 
> では︕所⻑に部⻑、所員の皆さんにゲストの皆さん、またお逢いしましょう︕ 

 > Z研の皆さんが⼤好きな皐でした(o^∇^o)☆ﾐ 
 > これから旧会議室に寄って、再出発したいと思います(*^u^*) 

 > 
> P.S.画像は2、3分でちょちょっとやったものなので、“加⼯画”じゃないですよ︕(笑) 

 > “加⼯画”はもっとキラキラしてて、⽂字が⼊ってて…。 
 > あ、これも⽂字は⼊れてあるけど…、ち、違いますからね︕(笑)

あまり話せませんでしたが…またこいうときがあったらたくさん話したいです!!!

皐さんまた会いましょう!!!

ミキティさんへ

7397 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-06-01 00:12:00 返信 報告
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こんばんは︕
皐さんはきっともうお帰りになられたと思います・・・

 ミキティさんの登場には たくさん笑ってしまいましたo(>▽<)o 
 所⻑さんやアネ研さん達から ミキティさんはふ〜んわりしたかわいい⼥性だと伺って ますますお逢いしたくなり

ました♪
 ぜひ今度ご⼀緒にお茶しましょうね〜︕︕

 いつも本当にありがとうございます♡

Re:キャー（笑）

7398 選択 にしまる 2008-06-01 00:12:49 返信 報告

stray所⻑、Ｚ研の皆さま、こんばんは。

あら〜、遅かったですねー。

皐さんが⾥帰りされていると、別荘のatuさんからお聞きしたのですが、ぐずぐずしていて遅刻してしまいました。

まぁ、でもコメントを拝⾒したら⼤変お元気そうで何よりです＾＾
 皐さん、頑張ってくださいね〜〜(^o^)／

皆様へ

7399 選択 stray 2008-06-01 00:18:14 返信 報告

シンデレラガール皐ちゃんは、お帰りになりました。

今⽇はたくさんの⽅々にお集まりいただき、
 とっても楽しく過ごすことができました。

 皐ちゃんも⼤満⾜の１⽇だったようで、
 私からも厚く御礼申し上げます。

おかげさまで、本⽇は、
 Ｚ研ＢＢＳのレス数新記録「１６３」、
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Ｚ研ＢＢＳのアクセス数新記録「９３４」（重複カウントない）
でした。

もうすぐZARD特番が始まります。ビデオのセットをお忘れなく︕
 では、これにて「解散」︕︕（笑）

 

ｓｔｒａｙ所⻑さんへ

7400 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-06-01 00:21:37 返信 報告

先ほど所⻑さんへレスするのを忘れておりました〜︕︕
 > ぎゃはは、アネ研さんとmegamiさんは、で・き・て・ん・の・か︕︕（笑） 

 すっごく笑わせていただきました〜♪皆さんの妄想におまかせ致しま〜す☆

⿊杉さんあたりにシナリオを作っていただきましょうか︖︖︖（笑）

追記 書き込みしている間に「解散宣⾔」がありましたね〜︕タイミングの悪いことですみませんでした〜♪
 

また会える⽇まで☆☆

7402 選択 ミキティ 2008-06-01 00:47:13 返信 報告

 またお会い出来る⽇を楽しみにしています（＾－＾）
  ＺＡＲＤ特番までいらっしゃると⼤勘違いしました

                       ヾ(｡･ｪ･)
 またお逢いしましょうね〜

ｸﾙｸﾙ (*^ｰ^)ﾉ(^-^)(-^ )(^ )( )( ^)( ^-)(^-^)またね

 
  
  

PANさんへ
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7403 選択 miho 2008-06-01 00:57:06 返信 報告

PANさんこんばんは
 > mihoさん、はじめまして︕ 

 > いつもmihoさんの作品を拝⾒させていただいていました。レスを書こうと思いながら、 
 > なかなか出来なくて本当にすみません。

初めましてPANさん
 ⼤丈夫ですよ!!!嬉しいです!!!

> 浜⽥省吾のファンって凄く渋いですね、純粋なロックって感じで⾃分も好きです︕

私も⼤好きですよ!!!
 「光と影の季節」も好きです。ほかにも好きな曲はありますよ。

 何かあった時は…Z研に来ますね!!

みなさん、ありがとうございました。

7409 選択 saki 2008-06-01 01:53:18 返信 報告

ZARD特別番組、終わりましたね。
 最初の⽅を⾒てなかったけど、所⻑達出てたのかな︖(笑)

皐さんも、帰ってしまわれたようですね…
 楽しんで頂けたかなぁ〜︖

 mihoちゃんに挨拶出来なかったよ〜ごめんねm(_ _)m

な〜んか、お祭りの後の淋しさ、みたいな感じですね〜

お⼆⼈さん、⼜逢いましょう〜ねｯ︕

  “ お騒がせ娘“saki

不覚にも寝てしまいました

7421 選択 GTO 2008-06-01 11:59:28 返信 報告
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折⾓、皐ちゃんと、この時を期待してPCをonにしたのに、そのまま寝てしまいました。
不覚です...。

でも、皐ちゃんも元気そうで何よりでした。
 そう、便りが無いのは元気な証拠︕

昨⽇、ZARDロケ地探索の旅に思い⽴って⾏ってきましたら、思わずモーガン·フリーマンをお⾒かけしました。
 ZARDロケ地探索の役得かな︖

酔い覚ましにどうぞ

7422 選択 M.Dark 2008-06-01 17:11:01 返信 報告

皆さんこんにちは︕

> シンデレラガール皐ちゃんは、お帰りになりました。 
 > Ｚ研ＢＢＳのレス数新記録「１６３」、

昨⽇はエライ事になってたんですね。（笑）
 皐さんに早めにレス後、

 遠⽅の親戚に⾏っていて 先ほど帰宅いたしました。

返信不能の ×××・・・ ︖
 瞬間 ｼｳﾞｧｳｨﾙｽ︖ 破壊星⼈君登場︖

 （ｼｳﾞｱさん pineさん 失礼）
 事情の把握にやや時間がかかりましたよ︖（笑）

出先で泉⽔さんお気に⼊りの画家の展覧会が
 あったので急遽⽴ち寄り 画集 はがきなど速攻ｹﾞｯﾄ。

 ﾗｲﾌﾞでの泉⽔さん作品と併せ添付します。
 （加⼯画できないので 笑）

酔い覚ましにどうぞ。
 （夜の部の皆さん 飲みながらカキコなのですか︖笑）
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Re:お花⾒「魔王」スレ

7463 選択 ⼭茶花 2008-06-02 22:07:19 返信 報告

strayさん、皆さん、こんばんは☆

#7325の、皐さんへのレスの書き込みで、私もアクセスして⾶んでみようとしたら、いきなりPCの画⾯がメチャクチ
ャに＞＜;

 これは⼀体･･･「何じゃこりゃーー!!」って(笑)
 で、結局⾶ぶこと出来なかったです(＾_＾;)

PS.皐さん、お久し振りです＾＾

代々⽊でのＺＡＲＤグッズ

7207 選択 カーディガン 2008-05-31 00:52:10 返信 報告

みなさん、こんばんは。

代々⽊でのグッズについてです。
 まだまだ全部買う⼈にはとても及びませんが、少しは、ＺＡＲＤ ＦＲＥＡＫ、いえいえ、ＩＺＵＭＩ 

ＦＲＥＡＫに近づいたことと思います。

さて、私は、グッズ販売は譲れませんので、予算と相談して買いたいだけ買いまくりました。

もともと、泉⽔さんのポスターは、ライブ会場かファンクラブの通販で買うくらいしか購⼊の機会はあり
ませんでした。なので、今回は、あるだけ、ほしいものを買うことにしました。

昨年より４度⽬の公演ですので、代々⽊では新しいグッズを買い⾜しました。

バラ売りのポスターと⽩の携帯ストラップ、ＣＤと保存⽤の「きっと忘れない」、ＺＡＲＤのバッグ、ピンバッジセット、ミ
ュージックフリークマガジンです。

ＣＤと書籍が3,000円以上でリクエストベストのポスターか翼を広げてのポスターがもらえるので、買いました。
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Re:代々⽊でのＺＡＲＤグッズ

7208 選択 カーディガン 2008-05-31 00:56:06 返信 報告

ＺＡＲＤのバッグは、⼱着の袋がありました。
 この⼱着はなかなか使えるしろものです。

Re:代々⽊でのＺＡＲＤグッズ

7209 選択 カーディガン 2008-05-31 01:07:52 返信 報告

ＺＡＲＤキャンバスバッグはなかなかいいです。気分ですね(^^♪
 ＺＡＲＤブランドのバッグですね。

 

Re:代々⽊でのＺＡＲＤグッズ

7210 選択 カーディガン 2008-05-31 01:09:43 返信 報告

ＺＡＲＤのネームタグです。
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Re:代々⽊でのＺＡＲＤグッズ

7211 選択 カーディガン 2008-05-31 01:14:09 返信 報告

『music freak magazine Flash Back ZARD Memories』です。ＺＡＲＤの記事が94年から
⾒られるので、いいですね。これから、じっくりと読もうと思います。

Re:代々⽊でのＺＡＲＤグッズ

7212 選択 アキラ 2008-05-31 08:33:50 返信 報告

おはようございますカーディガンさん、直レスはこちらでは初めてでしたよね︖Z板の時は
何度かお話した記憶が(^^)

 私も代々⽊でZARDキャンパスバッグ、携帯ストラップ（⿊、⽩、ネイビー）MFM特集号を
買いました(^^♪当初はバッグは購⼊を躊躇してたのですが（翌⽇ZARD Premium Boxを
購⼊するので）れおさん、ヒツキさんが購⼊してるのを⾒て勢いで買ってしまいました
（笑）でもホントこのバッグカッコいいですよね〜♪やはりZARDグッズは⿊がよく似合い

ます︕
 ポスターは横浜公演の時に３０枚セットを購⼊しましたので今回はスルーしました、未だにほとんどが押⼊れの肥や

し状態ですけどね（笑）ストラップは池袋のZARD展覧会で５⾊購⼊して今回追加の２⾊でもうこれ⾒てるだけで幸
せなアキラです!(^^)!MFM特集号はかなり充実した内容ですよ〜、この情報誌は私は訃報後に知ったので今回の特集
号は本当にBeingに⼤感謝〜︕でした。では⻑々と失礼しましたm(__)m

Re:代々⽊でのＺＡＲＤグッズ

7438 選択 カーディガン 2008-06-02 00:35:54 返信 報告
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アキラさん、こんばんは。レスが遅くなりまして申し訳ございませんでした。

＞おはようございますカーディガンさん、直レスはこちらでは初めてでしたよね︖Z板の時は何度かお話した記憶が
(^^)

そうですね、あまりなかったですね。私もあの頃はインターネットできるパソコンを持っていなかったもので。ほと
んどROM専⾨でした。こちらでの直レスは初めてですね。Z板ではあったと思います。また、今後ともよろしくどう
ぞですm(__)m

＞れおさん、ヒツキさんが購⼊してるのを⾒て勢いで買ってしまいました（笑）でもホントこのバッグカッコいいで
すよね〜♪やはりZARDグッズは⿊がよく似合います︕

そうですか、⼥性陣は、迷わずバッグを買いましたか。私は、2002-2008を買うのをやめたので、浮いたお⾦で買う
ことにしました。なかなかいいですね(^^♪

 ZARDのロゴで、ZARDブランドをゲットですね。

＞ポスターは横浜公演の時に３０枚セットを購⼊しましたので今回はスルーしました、未だにほとんどが押⼊れの肥
やし状態ですけどね（笑）

ポスター30枚セットは今も貼っていないですよ。額縁を買って、落ち着いたら貼ろうかなぁ、と。30枚セットは貼る
ことがあまりないので、お気に⼊りのポスターをバラで購⼊しました。

＞ストラップは池袋のZARD展覧会で５⾊購⼊して今回追加の２⾊でもうこれ⾒てるだけで幸せなアキラです!(^^)!
MFM特集号はかなり充実した内容ですよ〜、この情報誌は私は訃報後に知ったので今回の特集号は本当にBeingに⼤
感謝〜︕でした。

とりあえず、あるものでお気に⼊りのものは買おうと思いました。坂井泉⽔展があれば私も⾏って全⾊揃えたいです
(^_-)-☆

 MFMは私も持っていませんでしたので、こういうのはいいですね。じっくりと記事を読んでいこうと思います。

Re:代々⽊でのＺＡＲＤグッズ

7462 選択 ⼭茶花 2008-06-02 20:42:46 返信 報告

カーディガンさん、みなさん、
 こんばんは。
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⾒せていただいたツアーグッズは、
#7208や、#7209、#7210らが⿊というシンプルな⾊で、どれもこれもステキな品ですね☆

 カッコイイ︕︕(笑)

ZARD坂井泉⽔さん⼀周忌追悼特番

7453 選択 ⼭茶花 2008-06-02 15:26:58 返信 報告

31⽇の追悼特番、ご覧になった⽅随分おられるんじゃないかと･･･
 その中でも、ZARDの展覧会の模様も映っていたのではないかと思います。

 ⾃分は予約録画して置いて、まだチェックしておりません。時間があるときにじっくり拝⾒しようか
と。

投稿した画像は、CSのものなので違います(笑)

Re:ZARD坂井泉⽔さん⼀周忌追悼特番

7460 選択 stray 2008-06-02 20:06:40 返信 報告

⼭茶花さん、こんばんは︕

早く⾒ないと︕ 泉⽔さんの⽣声・⽣歌が⼊っていて悶絶ものですよ︕（笑）
 展覧会の模様は映ってなかったような…（笑）。
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ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [7459]PREMIUM BOX 1991-2008 不良品(0) [7404]泉⽔さんのカメラ(^_-)-☆(8) [7424]●●● テレ朝特番 ●●●(8) [742
5]ロケ地マップを更新〜君Dis〜(0) [7417]祝︕50,000♡(3) [7137]捕獲部隊の成果・・・(5) [7350]遅くなってしまいすみませ
んでした。(2) [7213]皐さん、まだかな〜♡ ♡(100) [7161]レスありがとうございます!!/Today is another day(10) [7168]Wh
at a beautiful memory2008 最終⽇  代々⽊公演 レポート ミキティ版 ①(26)

新しい話題を投稿する
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PREMIUM BOX 1991-2008 不良品

7459 選択 stray 2008-06-02 19:52:27 返信 報告

WEZARDからのお知らせです。

＜脱字箇所＞
 「MIND GAMES」ジャケット背部分

 誤）MIND GAME
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正）MIND GAMES
※“S”が抜けております。

上記CD商品をご購⼊いただきましたお客様には、⼤変ご迷惑をお掛け致しました事を深くお詫び申し上げます。 つきまして
は、既に該当商品をお買い上げのお客様の中で、改訂しましたジャケットをご希望される⽅には、正しいジャケットと交換さ
せていただきます。誠にお⼿数をおかけ致しますが、ご住所・ご⽒名を明記の上、「MIND GAMES」ジャケットのみを下記住
所にご郵送下さい。なお、ジャケットを追加⽣産の上、発送開始は6⽉中旬からとなります。発送作業の都合上、時間のかかる
場合もございます。あらかじめご了承下さい。

 ----------------------------------------------

ＣＤの収まり具合がひじょうに悪い︕ ”つめが⽢い”とはまさにこのこと。
 広告にも誤字があったし、「DAN DAN ⼼弾かれてく」の件といい、

 この頃WEZARDさんミス多いですね。
 

泉⽔さんのカメラ(^_-)-☆

7404 選択 カーディガン 2008-06-01 01:40:05 返信 報告

これは、「⼀周忌追悼特別番組ZARD坂井泉⽔の永遠の今」で放送された映像にでてきた泉⽔さんの
カメラです。昨年より、何度か映像がでてきましたね。私は昨年の武道館でこの映像を⾒ました
が、その時は、この映像が出てくるとは思いませんでしたので、当然予習なしです。

今年のコンサートでもでてきましたので、２⽉のイズミティ２１のときに95％、新潟公演で９９％
判明いたしました。その時点で、私は買ってしまいました(^^♪

 つかいごこちは・・・買って試してください(笑)

Re:泉⽔さんのカメラ(^_-)-☆

7407 選択 カーディガン 2008-06-01 01:51:01 返信 報告

判明の理由は、
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①グリップに縦の⾚いラインが⼊っている
②グリップ近くにＡＦのマーク

 ③ストロボシューがある
 ④内蔵ストロボなので、ストロボが少し⾒える

これは、Ｆ-601の画像です。
 私のカメラです。誰も⾒たくないですね!(^^)!

Re:泉⽔さんのカメラ(^_-)-☆

7411 選択 カーディガン 2008-06-01 01:58:38 返信 報告

私以外の所員の⽅にも確認してもらいました。
 アネ研さんにも代々⽊で確認してもらいましたが、99％と⾔っておりました。

 他の所員の⽅は、カメラに興味がない⽅や、詳しくない⽅なので、私の⾔っていることがよくわからなかった部分が
あったようです。ほぼ間違いなさそうだと⾔ってくれましたが。

 今回、テレビで、確定的な映像が出ましたので、発表します。
 泉⽔さんの持ってたカメラがほしーい、という⽅は、早く中古カメラ屋さんなどに買いに⾏ってください。けっこう

古い機種なので、タマ数は少ないです。お早めにどうぞ(^^♪

Re:泉⽔さんのカメラ(^_-)-☆

7412 選択 カーディガン 2008-06-01 02:02:06 返信 報告

Ｆ-601とＦ-801は似ていますが、
 Ｆ-601には、＃7407により、①グリップに縦の⾚いラインが⼊っている、ということに

より、Ｆ-801と区別ができます。また、Ｆ-801は外付けストロボのタイプなので、そこも
ポイントになります。

 カメラと泉⽔さんの持ち物に興味のある⽅は確認してみてください。

これは、Ｆ-801の画像です。

Re:泉⽔さんのカメラ(^_-)-☆
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7413 選択 カーディガン 2008-06-01 02:29:01 返信 報告

これは、Ｆ90Xの画像です。AFのマークと内臓ストロボがないです。これは、セミプロのカメラ
です。性能はかなりいいです。そのぶん、扱いずらいです。

Re:泉⽔さんのカメラ(^_-)-☆

7414 選択 atti 2008-06-01 05:51:50 返信 報告

カーディガンさん、こんにちは。

> これは、「⼀周忌追悼特別番組ZARD坂井泉⽔の永遠の今」で放送された映像にでてきた泉⽔さんのカメラです。
昨年より、何度か映像がでてきましたね。私は昨年の武道館でこの映像を⾒ましたが、その時は、この映像が出てく
るとは思いませんでしたので、当然予習なしです。 

 今回は、フラワーリースも含めいろいろと公開されましたね。

> 
> 今年のコンサートでもでてきましたので、２⽉のイズミティ２１のときに95％、新潟公演で９９％判明いたしまし
た。その時点で、私は買ってしまいました(^^♪ 

 > つかいごこちは・・・買って試してください(笑) 
 F601でしたね。グリップの⾚ラインにて、横浜公演時に

 たぶんそうであろうと。

Re:泉⽔さんのカメラ(^_-)-☆

7433 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-06-01 22:42:21 返信 報告

https://bbsee.info/straylove/id/7404.html?edt=on&rid=7413
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=7413
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/ba3c5fe1d6d6708b5bffaeb6942b7e04.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/7404.html?edt=on&rid=7414
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=7414
https://bbsee.info/straylove/id/7404.html?edt=on&rid=7433
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=7433


こんばんは、カーディガンさん、attiさん、

カーディガンさんお疲れさまでした。
 泉⽔さんの愛⽤カメラは、

 ⼆コンF601でほぼ確定のようですね。（笑）

キャノンを持ってる私としてはちょっと残念です。
 泉⽔さんのコメントで、「私の（キャノン）EOSちゃんをどこかに連れて⾏ってあげたい」とのコメントもあったよ

うですので、EOSも持っていたのでしょう。
 EOS KISSの宣伝に絡んだからKISSをもらったのではとの説もありますが、私は違うような気がします。

 いつの⽇かそれも究明したいものです。

Re:泉⽔さんのカメラ(^_-)-☆

7436 選択 かず 2008-06-01 23:16:15 返信 報告

みなさんこんばんは
 Ｆ６０１の判明、おつかれさまでした︕

 ⾃分は、⻄武池袋「坂井泉⽔展」で泉⽔さんがカメラを使っている写真をみましたが、全くアプローチできませんで
した。（＞＜︔）

＞Ｆ-801は外付けストロボのタイプなので
 おっしゃる通りですね。Ｆ－６０１はポップアップストロボが僅かに⾒えますが、Ｆ－８０１にはそれが無いですね

⾃分が初めての⼀眼レフの選定に６０１か８０１で悩んだ覚えがあります。
 残念ながら、他社を選んでしまいました。

アネ研さん
 ＞EOSも持っていたのでしょう。

 このことは１年前にＺ板に書き込みありましたね。
 

Re:泉⽔さんのカメラ(^_-)-☆

7437 選択 カーディガン 2008-06-02 00:18:35 返信 報告
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こんばんは、attiさん。
 
＞今回は、フラワーリースも含めいろいろと公開されましたね。

 泉⽔さんは、芸術的なセンスがるので、いろいろとなされるんですね。もっといろんな作品を⾒てみたいですね(^^♪

＞F601でしたね。グリップの⾚ラインにて、横浜公演時に
 たぶんそうであろうと。

そうですね。attiさんの予想のとおりですね。今回テレビの映像があったので、確定ですね。

アネ研さん、こんばんは。

＞キャノンを持ってる私としてはちょっと残念です。
 泉⽔さんのコメントで、「私の（キャノン）EOSちゃんをどこかに連れて⾏ってあげたい」とのコメントもあったよ

うですので、EOSも持っていたのでしょう。

そんなコメントがあったので、EOSも持っているのかもしれませんね。キャノンのほうが、ちょっと前は使いやすか
ったですね。ただ、泉⽔さんも含め、往年のファンは、ニコンのブランドが捨てがたいのかもしれませんね。

かずさん、こんばんは。

＞⾃分は、⻄武池袋「坂井泉⽔展」で泉⽔さんがカメラを使っている写真をみましたが、全くアプローチできません
でした。（＞＜︔）

10周年記念のイタリア旅⾏の時の写真なんでしょうか。泉⽔さんのカメラが⼤きく写っている写真はあまりないです
よね。10周年記念写真集のなんともどかしいことでしょう。

＞⾃分が初めての⼀眼レフの選定に６０１か８０１で悩んだ覚えがあります。
 残念ながら、他社を選んでしまいました。

F-601のほうが使いやすいですね。F-801は、性能はいいですけど、普通の⼀眼レフ愛好者なら、F-601で⼗分です
し、使いやすいでしょうね。泉⽔さんは、物事に対する選択眼をもっていますね。

 私もニコンがよかったですが、EOSでしたね。ミノルタも持っていますけど。ニコンはエプロンを持っています(笑)



●●● テレ朝特番 ●●●

7424 選択 stray 2008-06-01 21:06:10 返信 報告

皆さんこんばんは︕

お祭りの後は寂しいですね（笑）。
 皆さんもさすがにお疲れのようで・・・。

 それとも、『泉⽔さんの⽣声・⽣歌』に悶絶して、
 気を失ったままなんでしょうか︖（笑）

昨夜のテレ朝特番は、いきなり『泉⽔さんの⽣声・⽣歌』で始まったのでビックリでした。
 放送がなかった地域の⽅もおられますので、ほんの少しですがアップします。

 その後は既出の映像でしたので、⼤したことはありません。

69.6Mのwmvです。
 http://www.filebank.co.jp/wblink/1d9ee7bdfa9a5c8b99aad998fd23e4f4

コンサート会場の映像もほとんどなく、私は当然ながら映っていませんでした（笑）。

Re:●●● テレ朝特番 ●●●

7426 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-06-01 21:39:07 返信 報告

こんばんは︕

「燃えたよ…まっ⽩に…燃えつきた…まっ⽩な灰に…」 あしたのジョーより
 所⻑は灰になったのかと思いましたよ︕（笑）

お元気で何よりでした・・・。

>それとも、『泉⽔さんの⽣声・⽣歌』に悶絶して、 
 >気を失ったままなんでしょうか︖（笑） 

 たしかに、昨夜の特番の⽣声には驚きました︕
 今までも、特典DVDなどに⽣声が⼊ってないかなぁ、と期待してましたが、
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実現しませんでしたからね。（まさか⾳楽⼊れないわけにいかないけどね（笑））
他の場⾯の⽣声も、もっと聴きたいのですが、こんなの私だけなのかな︖

>唄い直して良かったと思いません︖ 
 ハイッ︕ 思います︕（笑） ←直⽴不動︕（笑）

 

Re:●●● テレ朝特番 ●●●

7427 選択 stray 2008-06-01 21:56:18 返信 報告

部⻑、こんばんは︕

> 所⻑は灰になったのかと思いましたよ︕（笑） 
 もう少しで「廃⼈」になるところでした（笑）。

> 他の場⾯の⽣声も、もっと聴きたいのですが、こんなの私だけなのかな︖ 
 いや、みんな聞きたいでしょ︕（笑）

> >唄い直して良かったと思いません︖ 
 > ハイッ︕ 思います︕（笑） ←直⽴不動︕（笑） 

 最後にちらっと⼝づさんでたこの曲は何︖
 わからんかったので、誰か教えてｺﾞﾛﾆｬﾝ（笑）。

こんばんは。

7429 選択 saki 2008-06-01 22:09:13 返信 報告

所⻑、部⻑、こんばんは☆

まだ起きていらっしゃいますか︖
 な〜んか、泉⽔さんの⼀周忌、皐さんの帰郷に向けて加⼯画像を作っていて

 毎⽇、意欲満々だったのですけど…
 今、ちょっと気持ちが空⽩になっている感じですね〜

でも、⼜明⽇から“お騒がせ娘“として明るく頑張るけんね(^o^)／
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        saki

sakiさん、お仕事だよ〜ん（笑）

7430 選択 stray 2008-06-01 22:19:13 返信 報告

sakiさん、こんばんは︕

とっても忙しい１週間だったので、なおさらですね。
 今⽇は⼼も頭もカラっぽ状態です（笑）。

sakiさんがお仕事に⾏かれてから、「皐＆aki コラボGallery」のトップページを、
 作ってもらうことに決定︕しましたので、よろしくｺﾞﾛﾆｬﾝ（笑）。

 画像は私が候補を⾒つけますので、かわいく、メルヘンチックに仕上げて下さい︕（笑）

> でも、⼜明⽇から“お騒がせ娘“として明るく頑張るけんね(^o^)／ 
 頼んだよ︕ タメ⼝きいてもいいから（笑）。

Re:●●● テレ朝特番 ●●●

7431 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-06-01 22:19:18 返信 報告

こんばんは、
 昨夜の『泉⽔さんの⽣声・⽣歌』

 には、感動しましたね〜。
 私はアカペラよりも泉⽔さんの会話で失神しそうでした。(笑)

誰かのコメントで泉⽔さんは仕事では、男っぽくサバサバしてたってのを⾒たことあったけど、それをうかがえそう
な雰囲気もありました。

 しかし、よかったな〜。
 所⻑の「却下︕」のダメだしはよく⾷らうし悔しいけど、泉⽔さんのダメだしだったら、それなりに、美味しいでし

ょうな〜。（笑）

えぇ〜ｯ︖︕
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7432 選択 saki 2008-06-01 22:38:39 返信 報告

 
皐＆akiさんのトップベージを私が作るんですか︖

皐さんは︖ 皐さんが作られるのではないんですか︖

(・_・)エッ..?冗談でしょう︖
 ブレッシャー MAXまで振り切っちゃいますよ〜

ど〜しょ…

Re:えぇ〜ｯ︖︕

7434 選択 stray 2008-06-01 22:46:08 返信 報告

sakiさんへ

急に元気なくなったね〜（笑）。
 だって、皐ちゃんは加⼯画から引退したんだもの︕（笑）

 私は⽂句は⾔うけどスキルないから（笑）。
 残るはsakiさんしかいない・・・。

MESSAGE BOAD を覗いてみて下さい。
 皐ちゃん、akiちゃんからのお願いなので、よろぴく〜♡

 

了解しました…。

7435 選択 saki 2008-06-01 22:58:50 返信 報告

 
とても嬉しいけど…

 とにかく、私に出来る事を精⼀杯やってみます。
 お⼆⼈に対するお礼を込めて、頑張ります(^o^)／

所⻑も、助けて下さいね︕
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ロケ地マップを更新〜君Dis〜

7425 選択 stray 2008-06-01 21:31:42 返信 報告

博物館→ロケ地マップを更新しました。
 もちろん『君Dis』です。

 久しぶりの更新だったので、すっかりやり⽅を忘れてしまってて、
 以前の調査スレを探すのも⼀苦労で、丸１⽇かかっちゃいました（笑）。

最初の調査は去年12⽉。全容解明に半年かかったヤマでした。
 そのわりには⼤したことない内容ですんません（笑）。

祝︕50,000♡

7417 選択 xs4ped 2008-06-01 11:50:13 返信 報告

皆さん、こんにちは。

昨⽇は、随分盛り上がったようですね。(^_^)
 100レス軽〜く超えてしまいましたね。

 この記録は、何時、破られるんでしょうね。
 次回、皐ちゃんが帰郷する時かな︖

昨⽇は、⾏かないだろうと思ってましたが、昨⽇50,000達成してしまいましたね。
 ちょびっと狙っていたのですが・・・

 誰がGetしたんでしょうね〜
 飲み過ぎて、誰も覚えていないかな︖(笑)

 と⾔う事で、今⽇も宴会でしょうか︖(笑)
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祝︕50,000♡達成おめでとう︕

Re:祝︕50,000♡

7418 選択 xs4ped 2008-06-01 11:51:02 返信 報告

本⽂なし

Re:祝︕50,000♡

7419 選択 xs4ped 2008-06-01 11:51:44 返信 報告

本⽂なし

Re:祝︕50,000♡

7420 選択 xs4ped 2008-06-01 11:52:23 返信 報告

本⽂なし
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捕獲部隊の成果・・・

7137 選択 atti 2008-05-29 00:49:14 返信 報告

皆さん、こんにちは。
 さて、新聞やTV放送の捕獲はできましたでしょうか。

⾃ブログに書きましたが、「スッキリ」がすっきり〜でした。

PS.めざにゅ〜、めざましテレビを捕獲された⽅はいますか?

http://atti.jugem.cc/

2時 & フライデー

7205 選択 atti 2008-05-31 00:26:26 返信 報告

皆さん、こんにちは。

> さて、新聞やTV放送の捕獲はできましたでしょうか。 
 > 

> ⾃ブログに書きましたが、「スッキリ」がすっきり〜でした。 
 > 

> PS.めざにゅ〜、めざましテレビを捕獲された⽅はいますか?

今週のフライデー(6/13号)も購⼊を忘れずに・・・
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2時をupしておきます・・・ 63MB
http://www.filebank.co.jp/wblink/7aac881e0352833ea5db1ee11464103d

Re:2時 & フライデー

7218 選択 xs4ped 2008-05-31 10:33:02 返信 報告

attiさん、こんにちは。

> 今週のフライデー(6/13号)も購⼊を忘れずに・・・ 
 発売は今⽇でしたっけ︖

 忘れずに購⼊しま〜す。
 昨⽇、⼥性⾃⾝は購⼊してきましたが、未だ⾒てません。

 > 2時をupしておきます・・・ 
Up有難う御座います。

 ズームイン・スッキリ・2時を⾒て(録画)ウルウルしましたね。
 > PS.めざにゅ〜、めざましテレビを捕獲された⽅はいますか? 
 此⽅は⾒てません。

 誰かUpしてくれないですかね〜

Re:2時 & フライデー

7288 選択 KOH 2008-05-31 14:59:56 返信 報告

attiさん、xs4pedさんこんにちはです︕

> > PS.めざにゅ〜、めざましテレビを捕獲された⽅はいますか?

めざましです︕
 捕獲してましたのであげますね〜︕︕

http://www.filebank.co.jp/wblink/37314758b454fdd6c1f39003419fce46

48Ｍです︕
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Re:2時 & フライデー

7372 選択 atti 2008-05-31 23:29:14 返信 報告

KOHさん、皆さん、こんにちは。

> めざましです︕ 
 > 捕獲してましたのであげますね〜︕︕

ダウンロードさせていただきます^()^

では、とくだねもupします・・・
 http://www.filebank.co.jp/wblink/822954e41fd74d0e12a05cc6b743dddd

 

Re:2時 & フライデー

7415 選択 xs4ped 2008-06-01 11:43:48 返信 報告

attiさん、KOHさん、こんにちは。

Up有難う御座います。(^_^)
 ⼜、チョット、ウルッと来てしまいました。(ToT)/~~~

遅くなってしまいすみませんでした。

7350 選択 miho 2008-05-31 22:10:31 返信 報告

みなさんこんばんは。

⽤事があったので遅くなってしまいすみませんでした。

皐さんお帰りなさい!!!

おかえり!!
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みんな…あなたが帰ってくるの

待っていたよ!!!

あなたが卒業した時は…

さみしい気持ちだったけど…

「帰ってくる…」と聞いた時は

うれしいかったよ!!!

またあなたとしゃべれるね!!

あと…皆さんからのメッセージありがとうございました。
 勉強頑張っていきたいと思います。

もし…何かあったら…このZ研の掲⽰板に書き込みしたいと思います。

「⼆⼈の夏」の歌詞画像を作りました。

♪〜いつかどこかでまた逢えること祈ってるわ
 元気でね

のところがすごくよかったので作りました。

では…時間があまりないので…このへんにじておきます。

mihoさんへ☆

7357 選択 皐 2008-05-31 22:34:43 返信 報告

mihoさん、こんばんは︕
 明⽇からZ研を留守にするんですね。ん〜、それは皆さん寂しくなるでしょう(>_<)

 私もmihoさんの作品がしばらく拝⾒できないの寂しいです。
 でも、温かく⾒送らないと⾏けませんね︕

私もmihoさんとお話が出来て嬉しいですよ︕(o^∇^o)
 mihoさんは皆さんからは“ちゃん”と呼ばれているようなので、私も“mihoちゃん”でいいかな︖(●＞ω＜●)
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その返事はまたいつか聞かせてくださいね☆ﾐ
♪〜いつかどこかでまた会えること祈ってるわ 元気でね

 そんな気持ちで居ます(*^u^*)

これから時間があっと⾔う間に過ぎていくと思いますが、mihoさんらしく⾛り抜けてください
☆ﾐ

 何かあったら、Z研へ来て書き込みをしたり、元気を分けて貰いましょう︕

頑張ってるmihoさんへ、私からエールを送ります(o^∇^o)
 ファイト〜☆ﾐ

何かあった時は…

7401 選択 miho 2008-06-01 00:25:06 返信 報告

時間過ぎてしまいましたが…

本当はこのままいたい私です（笑）

書きたいことを書きます!!!!!

加⼯画像にも書きましたが、

「何かあった時はちゃんと加⼯画像を作ってきますよ!!!」

あと…昨⽇…キャプチャ―のやり⽅が分かりました。
 まさか…こんな簡単だとは思ってもいませんでした。
 キャプチャ―を使ったのも挑戦してみたいなと思っています。

私のHNの由来は…
 中⼭美穂さんの「美穂」を英語にしました。

中⼭美穂さんの「CATCH ME」を好きになった時に…泉⽔さんがKQ時代?に「勝負曲は中⼭美穂の『CATCH M
E』」と聞いた時は…

 びっくりしました。私も好きなので…
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中学⽣がこんなこと書いてすみません!!!!
知った時は…本当にびっくりしてしまったので…

あともう少しで「ZARD坂井泉⽔さん ⼀周忌追悼特番「負けないで」 」がはじまりますね。

私は…みますよ。ビデオも予約も完了です!!!

ではみなさん…また会いましょう!!!!
 

皐さん、まだかな〜♡ ♡

7213 選択 saki 2008-05-31 08:57:44 返信はできません 報告

 
皐さんの帰りを待ちわびて、何回も覗きに来て、今か、今かと待ってるsakiです。

 時々strayパパもこっそり覗きに来てるのが、⾒えてますよ〜（笑）

皐さんにお話したい事が沢⼭あって…、って何から話したらいいの︖
 「ただいま〜」って皐さんが現れたら、何も⾔えずに、

 うわぁ〜ん(ToT)って泣いちゃいそう…

チョコレート先輩、その時は助けてね〜︕

ん〜 まだかな〜〜  

      う〜ぅ まだかな〜〜

                      はぁ〜〜 まだかな〜〜〜〜〜 ｿﾜｿﾜ……ｿﾜｿﾜ…   

 今⽇は、朝早く⽬が覚めてしまって、時間の経つのがとてもなが〜く感じるなぁ〜

mihoちゃんへ

7214 選択 saki 2008-05-31 08:59:06 返信はできません 報告
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mihoちゃんおはよ〜♡

 いつもmihoちゃんにレスする時はこの⾔葉から初まってたね…。
 明⽇から、使えなくなるのは寂びしいな(T_T)

 でも、しっかり勉強して⼜、来年の春には嬉しい笑顔で帰ってきてね︕

sakiは、待ってるけんね︕

※時々は、このBBSを覗いてお騒がせsakiのドジぶりを⾒て笑ってちょうだいね♡ ｺﾞﾛﾆｬﾝ

Re:皐さん、まだかな〜♡ ♡

7216 選択 チョコレート 2008-05-31 10:10:21 返信はできません 報告

sakiさん、皆さん、おはようございます︕チョコレートです。
 まだかな〜まだかな〜・・・ｿﾜｿﾜ、ｿﾜｿﾜ・・

sakiさん、今回はすっごくかわいい〜画像ですね︕皐さんのイメージにぴったり︕︕泉⽔さんも優しそうな⽬。うっ
とり。

> チョコレート先輩、その時は助けてね〜︕ 
 ・・・私もなんだかｿﾜｿﾜしちゃっていてだめっぽーい・・でもちょっとでも元気な皐さんに会えたら私は満⾜です。

 え︖それって私はレスすらできないってこと︖︖あらら、⼤変。
 楽しい1⽇になりますように︕

mihoさんへ
 ⽬標に向かって頑張るmihoさんをZ研から応援していますよ。またmihoさんも笑顔で戻ってきてくれますように!

 

ただいま︕︕

7217 選択 皐 2008-05-31 10:31:14 返信はできません 報告

所⻑に部⻑︕Z研所員のみなさんに、ゲストの皆さん、そしてsakiさんにチョコレートさん☆ﾐ
 ただいまぁ〜〜〜っ︕︕︕(o≧∇≦o)
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やっとMYホームに帰ってきました(≧ω≦｡)
またこうしてここに⾃分が加われる事が嬉しいですね。

pineさんは九州に⾏く幼児…じゃなくて、⽤事があるんですね。
会えないのは残念ですが、同じ九州なので、ネットじゃなくて直接会えたりして!?(笑)

mihoさんは明⽇から受験勉強に励むということで、しばらくはZ研を留守にするんです
ね。

 mihoさんの数々の加⼯画作品や詞が私の⼼の中でフワッと蘇ってきました。
 でも、留守ということなので、きっと帰ってきますよね︖︖(*^u^*)九州から応援してますよ☆

 午後からいらっしゃるようなので、お喋りしましょう︕(*^∇^*)

ん〜︕︕皆さんとはお話ししたい事が⼭ほどありますね〜(●＞ω＜●)
 まずは、帰って気安い場(スレ)を⽴ててくださったsakiさんに感謝しています☆ﾐ

 加⼯画もありがとうございますね(≧ω≦｡)…泣けてきます。
 お⼦さん(旦那さんも(笑))はお元気ですか︖

 代々⽊には所⻑がxxxさんをお連れしたようですね☆ﾐ
 カラーの花と⼀緒に添えられたxxxさんの作品は、幻想的に⾒えます(*^u^*)

チョコレートさんもありがとうございますね☆ﾐ“今⽇はゆっくり話そう”という感じで、
 いっぱいお喋りしましょう♪♪

所⻑へ
 P.S.所⻑パパただいま︕︕Z研に帰ってきました(*≧∇≦*)

 代々⽊はお疲れさまです︕TVニュースで所⻑の姿を探してしまいましたが、
 ⾒つけられませんでした(>m<)(当たり前︕(笑))

 ところで…、カラーの花って意外と⼤きいですよね︕(笑)
 昨⽇お花屋さんで⾒かけたんですが、思ってたより⼤きくて私も驚きました(笑)

おかえり〜︕︕︕︕︕

7219 選択 チョコレート 2008-05-31 10:33:52 返信はできません 報告
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皐さん、お帰りなさい!!!待ってましたよ〜︕
美術館のまわり、朝から何度も何度もウロウロしちゃいました（笑）

 寂しかったですよ〜〜〜（T-T）。
 皐さんが卒業されて、Z研はどうなるかと⼼配でしたが、皐さんの帰る場所がなくなったらいけないと、所⻑さんも部

⻑さんも頑張っていらっしゃいました︕
 （最初はお⼆⼈とも、かなーりガックリ来てましたけどね、あ、⾔っちゃった︕）

 今⽇はほんの少しの時間しか、参加できないかもしれないのですが・・・⼤好きな皐さんにまたお会いできて、それ
だけで満⾜、胸いっぱいです。

 うれし〜〜〜〜〜︕︕

Re:皐さん、まだかな〜♡ ♡

7220 選択 ミキティ 2008-05-31 10:37:41 返信はできません 報告

sakiさん チョコレートさん みなさん おはようございます（＾－＾）

 わたしも そわそわ ドキドキ♡♡ ソワソワ.｡o○

 ⼤好きな皐さんにお会い出来ることが 本当に嬉しいです（*＾-＾*）

   楽しみにお待ちしていまーす(*＾ー＾)／

sakiさん☆

 朝からソワソワ 皐さんによくお似合いな歓迎画像♡素敵ですね（＾－＾）
  ご⼀緒にお待ちしましょうねー♪

 ｍｉｈｏちゃんへメッセージ♪
  ｍｉｈｏちゃんの真っ直ぐな眼差し、気持ちでこれからもいろんなことを 頑張り 乗り越えていく事が出来ると思

います☆ 今⽇ たくさんお話しましょうね☆
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Re:皐さん お帰りなさ〜い（＾－＾）

7221 選択 ミキティ 2008-05-31 10:41:40 返信はできません 報告

皐さん（＾－＾）
  お帰りさなーい(*＾ー＾)／

 ずっとお待ちしていましたよ☆
  いつもながらへんな登場してしまいましたがU｡･x･)ﾉ

 送信押して 笑顔倍増︕︕︕（＾－＾）
  皐さんにお会い出来て本当に嬉しいです。

  今⽇はたくさんお話しましょうね♡

皐さんおかえり〜 (T_T)/

7222 選択 saki 2008-05-31 10:43:43 返信はできません 報告

 
待っていましたよ(^o^)

 お元気そうで…  嬉しい〜〜  う〜ん、何から話そう〜
 私も、⾚ちゃんも、ついでに旦那も元気にしてますよ〜

⾚ちゃんは、いつも笑ってくれるので、毎⽇⾊々⼤変だけど、安らぎをもらっています。
 いつでも、元気⼀杯のsakiで〜す

元気が良すぎて、所⻑から、お騒がせ娘を命名されてしまいましたよ〜。(^^;)

Re:ただいま︕︕

7223 選択 xs4ped 2008-05-31 10:45:23 返信はできません 報告
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皐ちゃん、こんにちは。

> ただいまぁ〜〜〜っ︕︕︕(o≧∇≦o) 
 > やっとMYホームに帰ってきました(≧ω≦｡) 

 > またこうしてここに⾃分が加われる事が嬉しいですね。 
 皐ちゃん、お帰り。

 久しぶりですね。
 今⽇は少しの時間しか、参加できませんが、宜しく︕

 此れは、若しかして、加⼯画ですか︖
 処で、アドレス変えました︖

sakiさん
 またまた素敵な加⼯画ですね。

 今回は華やかな感じですね。
 とてもいいですね〜

Re:ただいま︕︕

7224 選択 皐 2008-05-31 10:50:11 返信はできません 報告

チョコレートさん、ミキティさん︕ただいまです〜(o≧∇≦o)
 お⼆⼈ともお元気でしたか??うん︕元気そうに⾒えるので、安⼼です☆ﾐ

Z研から離れた時は、正直すごく寂しかったんですが、
 皆さんのエールを胸に頑張れました♪♪

 チョコレートさん、ミキティさんありがとうございます(*^u^*)
 チョコレートさんは今⽇少ししか時間が取れないとの事ですが、

 そんな中こうしてココに来てくれたことが、本当に嬉しいです︕︕

ではでは︕そんなお⼆⼈に⼀⾜お先にお⼟産を♪

九州と⾔えばとんこつラーメンですね(o^∇^o)でも、たくさん並べると、ちょっと気持ち悪い︖(笑)
 でも、味はちょ〜〜〜美味しいけん是⾮⾷べてみりね〜♪♪(笑)
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お⼟産ありがとう〜

7225 選択 チョコレート 2008-05-31 10:55:38 返信はできません 報告

皐さん、ラーメンありがとう︕我が家はラーメン⼤好き⼀家です（笑）。
 喜んで、いただきまーす︕

 皆さーん、はやくいただかないと、のびちゃいますよ〜︕
 えっと・・これはラーメン⼤⾷い選⼿権︖︖（笑）

あれ︖ところで所⻑さんは︖︖

7226 選択 チョコレート 2008-05-31 10:58:54 返信はできません 報告

部⻑さんはお仕事だと思うのですが・・・所⻑さんは︖︖
 まさか、柱の影で泣いていて出て来れないんじゃ・・・・（汗）

sakiさん＆xs4pedさんへ

7227 選択 皐 2008-05-31 11:01:58 返信はできません 報告

sakiさんとxs4pedさん、こんにちは︕そしてただいま☆ﾐ

皆さんお久しぶりですね(*^u^*)と、⾔っても、私は何度かＺ研に⾜を運んでいたので、
 皆さんの活躍は拝⾒していました＾＾

sakiさんのご家族は元気に暮らしているようですね(o^∇^o)
 sakiさん⾃⾝も元気そうで嬉しいです︕︕

 私もちょっと話したい事がいっぱいあったのに、こうして触れ合っていたらﾊﾟｯと⾶んでしまいました(笑)
 あっ︕でも、sakiさんの数々の加⼯画ですが、いつもすごく感動していますよ(◎’∇’◎)

これは伝えたいとずっと思って拝⾒していたんです︕
 中でも《泉⽔姫と七⼈の⼩⼈＋one》がお気に⼊りですね(*^∇^*)

 発想が⾯⽩いなって思ってました︕(*^∇^*)
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xs4pedさんもお久しぶりですね☆
これは加⼯画じゃないですよ〜(*^_^*)かなり作りたい衝動に駆られてますが、

 宣⾔した以上そうもいきません…(笑)
 今⽇は少ししかお話しできないようですが、よろしくお願いしますね︕︕

 ところで︕泉⽔さんの⼀周忌に追悼作品(合作)をUPしてくださってありがとうございました(o^∇^o)

P.S.アドレス変えていませんよ︖︖メアドの事ですよね︖︖(’。’)

mihoちゃんへ

7228 選択 xs4ped 2008-05-31 11:02:34 返信はできません 報告

別レスです。

mihoちゃん、今⽇は来るかな〜
 mihoちゃんへ選別です︕

 此れを聴きながら、勉強頑張ってね〜(^_^)
 http://www.filebank.co.jp/wblink/2c084c7606b87a9d3743106f6a851bd8

 逆に、勉強に集中出来なくなったりして・・・(笑)

Re:お⼟産ありがとう〜

7229 選択 匿名 2008-05-31 11:03:16 返信はできません 報告

 
皐さん、お⼟産ありがとう。

これで、昼⾷は確保できたので、ゆっくりPCに向かっていられますね〜（笑）
 やっぱり、九州は豚⾻たい︕ ねぇ〜

所⻑っ︕ 早く︕ 早く︕ 皐さん来てるよ〜

Re:お⼟産ありがとう〜
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7230 選択 saki 2008-05-31 11:06:21 返信はできません 報告

げっ〜︕ ⼜やってしまった。

↑の匿名はsakiで〜す。 いつも、ごめんなさ〜いm(_ _)m

皐ちゃん、おかえりなさ〜い!!!!!

7231 選択 PAN 2008-05-31 11:08:23 返信はできません 報告

元気そうでほんとうに良かったです!!

今週はコンサートとオフ会、それに皐ちゃんの帰郷と、すごーい週間になりましたが
 ひさびさに、楽しい時間を過ごしましょうね〜!!

東京のお⼟産に「浪花屋の鯛焼き」です。⾃分が買ったんではないですが･･（汗）
 

お⼟産Part②

7232 選択 皐 2008-05-31 11:11:23 返信はできません 報告

チョコレートさん⼀家はラーメンが⼤好きのようなので、お⼟産にチョイスして良かったです♪♪
(笑)

 でも、麺が伸びちゃいますよね〜。

そう思っていたので、カップ麺も⽤意しました(笑)

sakiさんも九州⼈なので、“豚⾻ったい︕”ですよね(o≧∇≦o)♪

Re:お⼟産Part②

7233 選択 チョコレート 2008-05-31 11:14:04 返信はできません 報告
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皐さん、さすが〜!カップめんもあるんですね︕
おぉっ︕棒ラーメン︕これ、けっこう好きだなぁ〜（笑）

皐ちゃんへ

7234 選択 xs4ped 2008-05-31 11:14:52 返信はできません 報告

> P.S.アドレス変えていませんよ︖︖メアドの事ですよね︖︖(’。’) 
 おかしいな〜︖︖

 メールは送れた︖︖ようなのですが、データ便でアドレスエラーになります。︖︖

Re:sakiさん＆xs4pedさんへ

7235 選択 saki 2008-05-31 11:16:14 返信はできません 報告

皐さん、加⼯画像褒めてくれてありがとう(^^)/

>中でも《泉⽔姫と七⼈の⼩⼈＋one》がお気に⼊りですね(*^∇^*)

この画像は、皐さんがUPして下さった画像をヒントに、xs4pedさんに協⼒して頂いて出来た物です。

それに、加⼯画像を旨く出来るようになって、皐さんの負けず嫌いの闘争⼼に⽕をつけて、BBSに帰りたくなるよう
に…

 って思って、⼀⽣懸命頑張ったんですよ〜
 

お久しぶりで〜す︕

7236 選択 シヴァ 2008-05-31 11:19:37 返信はできません 報告

皐さん、おはようございます︕

お元気そうで良かったです︕
 珍しく朝からＰＣを⽴ち上げてお待ちしてました〜︕

 さすがに皆さんテンション⾼いですね︕まあ⾼くもなるか・・。
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バラのように美しい皐さんに贈ります︕
喜んでもらえると嬉しいんですけど・・。

 

Re:PANさん、sakiさん＆xs4pedさんへ

7237 選択 皐 2008-05-31 11:22:35 返信はできません 報告

PANさん、こんにちは︕お久しぶりですね(o^∇^o)
 約2ヶ⽉ぶりにZ研へ帰ってきました︕︕

東京のお⼟産、「浪花屋の鯛焼き」ありがとうございますね(*≧∇≦*)
 今週は⾊々とあったようで(代々⽊でオフ会まで☆ﾐ)すごーい週間だったみたいですね(◎’∇’◎)☆ﾐ

所⻑まだお疲れが取れなくて寝ているのかな??(笑)

sakiさんの加⼯画は本当にいつもスゴイなぁと思って拝⾒していたんですよね☆ﾐ
 xxxさんの時と同じような気持ちになっていたりして、なんか運命的なものを感じてました。＾＾

 私の負けず嫌い闘争⼼(ハート)には⽕がついてしまいそうです︕︕

おっと︕xs4pedさん、データ便が送れないとの事で…(’_’;)
 何ででしょう??ちょっとメールボックスを⾒に⾏ってきますね︕

Re:お久しぶりですね︕

7238 選択 皐 2008-05-31 11:26:17 返信はできません 報告

シヴァさんお久しぶりですね︕
 薔薇どうもありがとうございます(*≧∇≦*)私はこんな美しいお花じゃないですよ(●＞ω＜●)雑草で充分︕(笑)

私も朝からPCを⽴ち上げるのはすごく久しぶりですね＾＾
こうしてネットを通して会話をするのも久しぶりなので、キーボード打つのが遅くなってしまいました(笑)
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パー⼦、お帰り〜♡ ♡

7239 選択 stray 2008-05-31 11:26:26 返信はできません 報告

皐ちゃん、お帰り〜（笑）

#7217の出展を調べてて出遅れました〜（笑）。
 Le Port 写真集ですが、画質が悪いよ（笑）。

寂しかったよ〜、4⽉は（笑）。でも、
 私にタメ⼝きく”お騒がせ娘”が⼤活躍してくれて、寂しさも紛れました（笑）。

 元気そうで、よかった、よかった。

> 代々⽊はお疲れさまです︕TVニュースで所⻑の姿を探してしまいましたが、 
 > ⾒つけられませんでした(>m<)(当たり前︕(笑)) 

 私のすぐ横でカメラが廻ってたので、今⽇の特番に映るかもしれません（笑）。
 xxxさんをお連れしました。抜けるような⻘空にxxx作品が⼀段と映えてましたよ︕

> ところで…、カラーの花って意外と⼤きいですよね︕(笑) 
 > 昨⽇お花屋さんで⾒かけたんですが、思ってたより⼤きくて私も驚きました(笑) 

 いろんな種類があるみたいですね（笑）。
 でもあのくらい⼤きくないと、バカでかい代々⽊の会場では⽬⽴たなかったでしょう。

 結果オーライってことで（笑）。

しばらくは、午前中しか来れない⼈と会話を弾ませて下さい。
 私はあとでゆっくり来ますので。

綺麗︕

7240 選択 シヴァ 2008-05-31 11:26:54 返信はできません 報告

ｓａｋｉさん、おはようございます︕

綺麗ですね︕泉⽔ちゃんも花も・・。
 ご⾃分で撮られたんですよね︖
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悔しい︕負けてられない︕いつかリベンジしたいですね︕

お帰り〜︕

7241 選択 アネ研 2008-05-31 11:29:33 返信はできません 報告

皐ちゃん、こんにちは
 元気そうでなによりです。五⽉病が⼼配でしたが、なんなくクリアーみたいですね。

 先⽇は「翼を広げて」の観覧⾞の捜査の協⼒ありがとね。
 今また、でかい⼭を追っているので、今⽇の皐ちゃんのレスにヒントがあるのではと期待してますよ︕

 それでは、⽇頃のうさをはらしてくださいね。（笑）

sakiさんへ

7242 選択 xs4ped 2008-05-31 11:32:14 返信はできません 報告

> この画像は、皐さんがUPして下さった画像をヒントに、xs4pedさんに協⼒して頂いて出来た物です。 
 私、何か協⼒したっけ︖

ここでいいのかな︖

7243 選択 シヴァ 2008-05-31 11:33:34 返信はできません 報告

ｍｉｈｏさん、おはようございます︕

皆さんここに書いているので書かせてもらいます。
 受験勉強のためにしばらく留守にされるのですね。
 寂しくなりますがお忙しくなるでしょうから仕⽅ないですね。

でもたまに加⼯画を投稿したら皆さんからの返信が殺到したりしておもしろいかもしれませんよ。
 もちろんその時は私も参加させてもらいますね︕

 

シヴァさんへ☆xs4pedさんへ☆
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7244 選択 saki 2008-05-31 11:36:25 返信はできません 報告

この画像は、ネットから拾って来たものですよ。

いつも、シヴァさんがUPされる綺麗な花を加⼯画に使おうと思っているのですけど…

花のドアップばかりなので、使いづらいのです(^^;)
 もう少し、引いた画像をUPして､ちょうだい♡ｺﾞﾛﾆｬﾝ

xs4pedさん,
 ギターを持った泉⽔さんの元画像を、私に下さったじゃ〜あ〜りませんか︕

 もう、忘れちゃったの︖ 不眠症のせい︖
 

皐ちゃん お帰りなさいっ︕

7245 選択 KOH 2008-05-31 11:39:15 返信はできません 報告

久しぶりです!元気そうで良かった!
 こちら⼤阪は⾬ですが皐ちゃんの書き込みを⾒て気分は画像のようなさわやかさんですよ︕

（笑）

ゆっくりしていってね〜︕︕

代々⽊の・・

7246 選択 シヴァ 2008-05-31 11:40:19 返信はできません 報告

皐さんが喜んでくれたようなのでとっても嬉しいです︕

> 薔薇どうもありがとうございます(*≧∇≦*)私はこんな美しいお花じゃないですよ(●＞ω
＜●)雑草で充分︕(笑) 

 そんなことできるわけがないです︕
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これは５⽉２７⽇の代々⽊公演の時に代々⽊公園に咲いていたバラです。
私達にとっては意味深いでしょ︖私だけかな・・︖

 なんとか⼈がいなくなるのを待っていたんですが時間が来てしまって・・。

こんなのは・・

7247 選択 シヴァ 2008-05-31 11:47:53 返信はできません 報告

ｓａｋｉさん、こんなのはどうでしょうか︖

> いつも、シヴァさんがUPされる綺麗な花を加⼯画に使おうと思っているのですけど… 
 もし気に⼊ってもらえたなら勝⼿に使ってくださいね︕

  
> 花のドアップばかりなので、使いづらいのです(^^;) 

 > もう少し、引いた画像をUPして､ちょうだい♡ｺﾞﾛﾆｬﾝ 
 あはは︕私はドアップが好きなんです。でもこれは引き気味でしょ︖

 皐さん復帰ということでおめでたく紅⽩にしてみました︕
 

sakiさんへ

7248 選択 xs4ped 2008-05-31 11:48:04 返信はできません 報告

> xs4pedさん, 
 > ギターを持った泉⽔さんの元画像を、私に下さったじゃ〜あ〜りませんか︕ 

> もう、忘れちゃったの︖ 不眠症のせい︖ 
 すっかり、忘れてました。(笑)

 歳のせいですね。(笑)

皆さんへ

7249 選択 stray 2008-05-31 11:49:59 返信はできません 報告
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今回の皐ちゃん帰還計画は、
akiちゃんの尽⼒によって実現したものです︕

 akiちゃん︕
 いろいろとお⾻折り下さってどうもありがとう︕

そのakiちゃんは、ご⾃分のブログを更新する形で
 Ｚ研ＢＢＳにシンクロ参加しておりますので、

 akiちゃんにも暖かいメッセージを送ってあげて下さい。
 http://blog.goo.ne.jp/aki123527/

akiちゃん、ちょっぴり⼤⼈っぽくなったような気がします（笑）。

ただいま☆ﾐ

7250 選択 皐 2008-05-31 11:50:18 返信はできません 報告

ペー…じゃなくて、所⻑ただいま︕(o≧∇≦o)
 お⼟産のとんこつラーメンがキライで拗ねてるのかと思いました(笑)

 Le Port 写真集の画質が悪いのは、まぁ、いいじゃない♡(笑)

私もずっと寂しかったんですが、時々ここに来たりして元気を貰ったりしてました☆ﾐ
 ”お騒がせ娘”さんが⼤活躍(笑)してくれていたのを⾒て、私⾃⾝寂しい気持ちが紛れましたね(*^u^*)

今⽇は特番が組まれるようですね。
 ⼿元に録画機がないので、今⽇は徹夜しよう︕(笑)(そして所⻑を⾒つけよう︕(笑))

 放送後は映像配信が魅⼒のZ研に特番がUPされるのを期待してますね☆ﾐ(笑)

カラーの花は⼤きいタイプもあるという感じなんですか＾＾
 ⼤きな会場なので、結果オーライですよね︕(笑)xxxさんもそう⾔ってることでしょう♪

ではでは︕所⻑は後ほどということなので、この辺で(*^u^*)ﾉｼ

------------------------------------------------------------
 アネ研さん、こんにちは︕そしてただいま☆ﾐ

 元気にしていましたか︖私は元気ですよ〜(o^∇^o)
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「翼を広げて」の観覧⾞の捜査では、協⼒できたようで嬉しいです︕︕
私の知らぬ間に…いえいえ︕テレパシーで送ったヒントに気づいてもらえたようですね︕(笑)

今もデカイ⼭を追ってるんですか︕︖(◎’□’◎)それは楽しみですね︕
 ゼットンにもよろしく☆ﾐ

 今⽇の発⾔にヒントが隠されているのでしょうか…︖(笑)私⾃⾝期待しておこう(笑)

KOHさん、シヴァさんへ

7251 選択 皐 2008-05-31 11:57:52 返信はできません 報告

KOHさん、こんにちは︕お久しぶりです(o^∇^o)
 ⼤阪は⾬なんですね(>u<;)でも、「気分は画像のようなさわやかさんですよ︕（笑）」と⾔って頂けて嬉しいです(●

＞ω＜●)(笑)
 今⽇は故郷でゆっくりしていきますね︕

P.S.この間KOHさんからの「MU-GEN」の映像を頂きました︕どうもありがとうございますね(*≧∇≦*)
 --------------------------------------------------------------

 シヴァさん、薔薇の写真は代々⽊公園に咲いていたものだったんですね︕
 素敵です♪私たちにとっては意味深いものですよ(*^∇^*)

 紅⽩の写真もキレイですね〜☆ﾐ

おかえり︕︕︕

7252 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-05-31 12:03:40 返信はできません 報告

皐ちゃん、おかえり♡ ←久しぶりに使うなぁ（照）。

お元気そうでよかった・・・（嬉涙）。
 その気になれば⼀番レスを取れたのですが、コメント書こうと思ったら、

 何でだろうね︖ 胸がいっぱいになっちゃって書けなくなっちゃった・・・（困）。
 これって、おっちゃんもまだ、ピュアなハートが（ちょびっと︖）残ってるってことかなぁ（笑）。

 あの⽇のまま、皐ちゃんが変わらないでいてくれたのが、何よりも嬉しいです。
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皐ちゃんの帰郷に合わせたのか︖ 真相は分かりませんが（笑）、
akiちゃんも、（今⽇だけ︖）ブログを更新しています。

 akiちゃんにも応援コメント贈って上げて下さいね。
 （※追記︓チェッ︕ クソ〜所⻑に先越された︕（笑））

Ｐ.Ｓ. コメントが遅れて何が悔しいって、ミキティさんにツッコめなかった事かな︖
   だってミキティさん、天然ほんわかキャラ炸裂なんだもん︕（笑）

 

皐さん︕お帰りなさ〜い♡

7253 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-05-31 12:04:29 返信はできません 報告

皐さ〜ん︕ご無沙汰してま〜す☆
 卒業の⽇に、お話できなくて本当に残念でした・・・今⽇も繋がるかずっと⼼配だったんで

すけど 
 お逢いできて とってもハッピーで〜すヽ(●>∀<●)/

お元気そうで何よりです♡もうずっと泣きながら待ってたんですよ〜（笑）
 良かった良かった︕とりあえず出勤してから またレスさせていただきますので（今⽇はお

仕事なんです）
 また後ほど ヨロシクお願いしま〜す♪♪

ｓａｋｉさんの作品も皐さんのイメージにピッタリで素晴らしいです。
 チョコレートさん ミキティさん シヴァさん みなさん また後で・・・

Re:ただいま︕︕

7254 選択 M.Dark 2008-05-31 12:14:25 返信はできません 報告

 
> ただいまぁ〜〜〜っ︕︕︕(o≧∇≦o)

皐さん おかえり〜 こんにちは〜 はじめまして〜
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アネ研さんを⽬標に少年探偵団⾒習い中のDARKです。
初めてレスさせて頂きます。

 お馴染みさん達で混雑する前に⼀⾔ ご挨拶です。

私どもロム専なものにも皐作品はｲﾝﾊﾟｸﾄありましたよ。
 有難うございますね☆ﾐ

  
 ところで この”☆ﾐ”はなんでしたっけ︖

 忘れちゃいました〜。

お元気でご活躍されること願っていますね☆ﾐ

♡ ♡

7255 選択 ミキティ 2008-05-31 12:20:29 返信はできません 報告

皐さ〜ん（＾－＾）

 お⼟産までいただいいてありがとうございます♪
  とんこつラーメン伸びちゃったかな〜（笑）

  でも量増えたかも(^o^)⼃
  カップラーメンも両⽅ 美味しくいっただきまーす♡

お話したいこと こたつの上に⼭積みになってます(*^ｰ^*)

 ⼣⽅に必ず戻ってきますので 皐さん みなさん またお仲間に⼊れてくださいね(*＾ー＾)／

⼤好きな皐さんへ

7256 選択 チョコレート 2008-05-31 12:23:09 返信はできません 報告

 
皐さんが帰ってきたら、Z研も⼀気にふわ〜っと温かーくなりましたね。

 皐さん独特のオーラですよね︖
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皆さんがとても楽しみにされていたこと、再会がとてもうれしいんだなーと伝わってきて、私はすっかり胸いっぱい
になってしまいました。

残念ながら今⽇はもう出かけなければならず･･･もっとずーっとここで、皐さんの優しさにふれていたいのですが･･･
（T-T）
皐さんにとっても、Z研にお集まりの皆さんにとっても素敵な1⽇になりますように︕

 皐さん︕また必ず帰ってきてね〜︕︕︕
 

部⻑、megamiさんへ♪

7257 選択 皐 2008-05-31 12:24:12 返信はできません 報告

部⻑、megamiさん︕ただいま〜☆ﾐ
 お久しぶりですね(o^∇^o)皆さんからたくさん⾔葉をかけてもらえて、本当に嬉しいです︕︕

部⻑も元気そうで良かったです︕ず〜っと会いたかったんですよ(●＞ω＜●)
 私も部⻑や皆さんが変わらないでいてくれたことが嬉しいですね(*^u^*)

先ほどakiちゃんのブログにおじゃましてきました☆ﾐ
 帰郷が決まってから“その⽇はブログを更新するかも”と⾔ってくれたので、

 その時はコメントを残すねってお話ししていたんです(o^∇^o)
いつの⽇か、BBSでまた“皐&aki”として登場したいですね︕

P.S.ミキティさんの天然ほんわかキャラは⼼が和みます☆
   きっと愛らしい⽅なんでしょうね♡

megamiさん、お久しぶりです︕
 今⽇は繋がっているようで、本当に嬉しいです︕︕お話できて良かった〜(*≧∇≦*)

 これからお仕事なんですね(◎’□’◎)出勤前にありがとうございました☆ﾐ
 megamiさんらしく、今でも変わらず優しいですね(*^u^*)

後ほどよろしくお願いします☆ﾐ

皐ちゃんへ
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7258 選択 xs4ped 2008-05-31 12:35:07 返信はできません 報告

送信出来ました︕
 それじゃあ、昼⾷(⼣⾷︖)&⼊浴して来ますので、⼜、就寝前に来ます︕

 

Re:ただいま︕︕〜 お帰りなさい︕︕

7259 選択 miya 2008-05-31 12:35:22 返信はできません 報告

皐さん お帰りなさい。

お元気そうで何よりです。
 お仲間が⼤勢でお出迎え、もみくちゃになりそう…。

皐⽉（5⽉）最後の⽇のご帰還嬉しいです。
 東京は⽣憎の⾬降りで寒いですよ。

これからお出掛けしますが、
 皆さんとの掛け合い楽しみにしております。

ではでは…。

M.Darkさん、ミキティさん、チョコレートさんへ

7260 選択 皐 2008-05-31 12:36:58 返信はできません 報告

M.Darkさん、こんにちは︕そして初めましてですよね(*^u^*)
 声をかけてくださってありがとうございます︕︕

 2ヶ⽉ぶりにZ研へ帰ってきました☆ﾐ
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私の作品にお礼まで頂いちゃって恐縮です(●＞ω＜●)
実は、所⻑にまだ預けている加⼯画があるので、

 今後も⾒てくださると幸いです︕よろしくお願いしますね(o^∇^o)

M.Darkさんはアネ研さんを⽬標に、今現在⾒習い中とのことで︕
 すごいですね☆ﾐ アネ研さんの助⼿という感じでしょうか︖(*^o^*)

 こちらこそ、M.Darkさんの活躍を期待していますよ♪♪

P.S.「☆ﾐ」は流れ星という意味です☆ﾐ(笑)
   左側にキラッと流れているイメージなんですよね♪(笑)

 -------------------------------------------------------
 ミキティさん、チョコレートさん、午前中はお話しできて良かったです︕︕

 ミキティさんは⼣⽅に戻ってこられるようなので、待っていますね(o^∇^o)
 またお話ししましょう☆ﾐ

 ♪『スーツ姿の 所⻑さんは〜 やけに○○に⾒えた
       少し○○ 感じたせい︖声かけそびれたの

 考えておきますね︕(笑)

チョコレートさんは今⽇はこれでお別れのようですね。
 でも︕少しでもお話できたので、すごく嬉しくて楽しかったです(o≧∇≦o)

 あの時のように、チョコレートさんの優しさにたくさん触れました︕
 またいつかZ研に帰ってきますね︕必ずお逢いしましょう☆ﾐ

Re:ただいま︕︕

7261 選択 saki 2008-05-31 12:41:02 返信はできません 報告

PANさん☆、KOHさん☆、アネ研さん☆、部⻑〜☆、M.Darkさん☆、
 megamiさん♡、ミキティさん♡、miyaさん♡  こんにちは〜♪♯（挨拶もれはないかな︖）

おぉ〜と、忘れてた所⻑こんにちは〜♡

私も、15時位までしか此処に居られないので… 寂しいけど… それまで宜しくね〜
 チョコレート先輩とpine先輩が居ないと、⼼細いsakiです(^^;)

https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=7261


Re:ただいま︕︕

7262 選択 ⿊杉 2008-05-31 12:46:28 返信はできません 報告

皐さん、こんにちは。おかえりなさい。

皐さんの御卒業が決まった折、これから頑張って下さい、と
 ささやかながら、ご挨拶させて頂いた⿊杉と云う者です。

皐さんの御卒業は、私がZ研に御邪魔させて頂いてすぐの出来事でした。
 皐さんがstray所⻑さんのweb娘であると云う事も、Z研の皆さんにとって、とても⼤切な存在であると云う事も、

 あまり良くは知らぬまま応援のメッセージ送った私に、

>今までZ研では本当に楽しく過ごさせて頂いたので、⿊杉さんにとっても“楽しい場所”であるといいな、と思いま
す︕

と、逆に私の⽅が励まされるような、優しさ溢れる⾔葉を下さいましたね。

あの時は、本当にありがとうございました。

今では、Z研は私に取って、とても"楽しい場所"になっていますよ。

Z研の皆さんは、兎にも⾓にもZARDが好きで、皐さんの事が⼤好きだと云う事が、今なら良く分かります。

皐さんの帰郷を待たれていた皆さんとのお話、今⽇は楽しく拝⾒させて頂きますね。
                       ⿊杉

皆さんへ☆

7263 選択 皐 2008-05-31 12:53:12 返信はできません 報告

xs4pedさん、話そびれていました〜(焦)
 先ほどメールは拝⾒しましたよ︕その時にデータ便は届いてませんでしたね。。。

 なので、「ちんぷんかんぷ〜ん︕」というような泉⽔さんを貼ろうと思ってたんですが…
 送信できたようなので、良かったです(笑)後ほど拝⾒しますね(o^∇^o)

https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=7262
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miyaさん、ただいまです☆ﾐお久しぶりですね(o^∇^o)
私はおかげさまで元気に過ごしていますよ♪皆さんのエールが⽀えてくれています☆ﾐ

 これからmiyaさんはお出かけのようですね。こうして声をかけてもらえて嬉しかったです︕(o^∇^o)
 ありがとうございました︕それでは、またいつかお話し出来る⽇を楽しみにしています︕︕

⿊杉さん、こんにちは︕お久しぶりですね☆ﾐ
 卒業の際には声をかけてくださって、本当に嬉しかったですよ︕

 今は⿊杉さんにとってもZ研が“楽しい場所”になっていると聞けて、本当に嬉しく思っています(*≧∇≦*)
 良かったら、ぜひ︕今⽇はお話してみませんか︖(*^u^*)ZARDという共通の話題で盛り上がりましょう!!

ではでは︕皆さん☆ﾐ午前中(もう午後ですが(笑))はこの辺で失礼しますね(o^u^o)
 また午後(sakiさんのいらっしゃる3時までには)来ます♪♪

問題です︕

7264 選択 シヴァ 2008-05-31 13:06:48 返信はできません 報告

皐さん、問題です︕

ｓａｋｉさんの加⼯画に使われている花やこの写真の花は⼀体なんでしょう︖
もちろんおわかりですよね︕簡単すぎて失礼ですね︕

> 実は、所⻑にまだ預けている加⼯画があるので、 
 > 今後も⾒てくださると幸いです︕よろしくお願いしますね(o^∇^o) 

 おおっ︕期待しま〜す︕
 この前の「揺れる想い」は綺麗すぎです︕

 もちろん職場にも持参していま〜す︕
 

Reおかえりなさい皐ちゃん☆

7265 選択 アキラ 2008-05-31 13:19:03 返信はできません 報告

こんにちは&お久しぶりです皐ちゃん＼(^o^)／お元気そうで何よりです♪皐ちゃんが卒業宣⾔したと同時にakiちゃ
んまで卒業宣⾔して私はすっかり動揺してしまいこちらでの謝恩会に出られずでごめんなさいね(>_<)しかし相変わ
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らず凄い⼈気者ですね皐ちゃん︕お⼟産のとんこつラーメンありがとうございました、私は
とんこつラーメン⼤好きなんですよ︕

 うちのクレアも皐ちゃんの帰郷を喜んでますよ〜、かなり⼤きくなったでしょう(*^^)v

不合格︖

7266 選択 シヴァ 2008-05-31 13:23:42 返信はできません 報告

ｓａｋｉさんのリアクションがないということは不合格ということですね︖︕
悔しい︕これならどうでしょうか︖

 

仕事なんか無視︕

7267 選択 シヴァ 2008-05-31 13:29:49 返信はできません 報告

ｍｅｇａｍｉさん、こんにちは︕
 ネットはちゃんとつながっているようで安⼼しました︕

> 良かった良かった︕とりあえず出勤してから またレスさせていただきますので（今⽇
はお仕事なんです） 

 > また後ほど ヨロシクお願いしま〜す♪♪ 
 仕事なんか無視すればいいのに・・。というわけにはいかないですね・・。

ｍｅｇａｍｉさんはアップの⽩バラを喜んでくれたので他の⾊のアップにしてみました︕
 いかがでしょうか︖
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Re:皐さん、まだかな〜♡ ♡

7268 選択 saki 2008-05-31 13:45:10 返信はできません 報告

シヴァさん、
 シヴァさんの写真の腕前は、地下カフェで⾒ていてとても感動しています。

 ⿊崎さんや、megamiさんが仰るように、プロなのでは︖って思っています。
 加⼯画像に使う時は、泉⽔さんの画像との対⽐になるので、あまり花が⼤きいと、

 泉⽔さんが、⼩⼈になっちゃうんです(^^;)  #7246みたいな写真はいいですね〜
 これからも、シヴァさんのUPされる写真を楽しみにしています。

ところで、皐さん、彼⽒出来た〜︖
 今度帰って来る時は、⼀緒に連れてきてね〜

って、所⻑と、部⻑の冷たい視線が( -_-)-ｷﾗﾘ   と背中に感じる〜(^^;)
 ごめんなさ〜い、所⻑、部⻑、取り消しま〜す。m(_ _)m

 でも、そんなことになったら、男性陣はだ〜れもレスしなくなるね、ｷｯﾄ（笑）

アキラさん、こんにちは。
 レスありがとうございます。⼜今度、アキラさんのキャプチャーを加⼯画像に使わせてもらいたいと思っています。

 宜しくおねがいしますね〜♡

シヴァさんへ

7269 選択 xs4ped 2008-05-31 13:53:21 返信はできません 報告

シヴァさん、こんにちは。

今⽇は、お花の展覧会でしょうか。(笑)
 

https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=7268
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sakiさんへ

7270 選択 stray 2008-05-31 14:00:25 返信はできません 報告

sakiさん、こんにちは。

朝から私の⼼の中が⾒透かされてるようで、恐いなぁ（笑）。
 冷たい視線( -_-)-あげます（笑）。

 皐ちゃんが選んだ男性なら⽂句ないのですが、悪い男に騙されるんじゃないよ︕（笑）

代々⽊のお⼟産です。
 加⼯画の材料にお使い下さい。

xs4pedさんへ☆

7271 選択 匿名 2008-05-31 14:00:53 返信はできません 報告

 
今⽇の、mihoちゃんへの画像は、

 xs4pedさんから頂いた、PhotoScapeで、⽂字⼊れや、
 ピカ〜っていう、光と、フレームを使って⾒ました。

これからも、⾊々試してみますね、ありがとうございました。
 

Re:シヴァさんへ

7272 選択 xs4ped 2008-05-31 14:01:36 返信はできません 報告

もう⼀枚。
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Re:sakiさんへ

7273 選択 saki 2008-05-31 14:05:13 返信はできません 報告

↑またまた、ごめんなさ〜いm(_ _)m  sakiです。

strayさん、ありがとうございます。
 いつも、いつも、すみませんね。

私、ため⼝でしたか︖ ごめんなさい  …いつのまに(^^;)

Re:シヴァさんへ

7274 選択 xs4ped 2008-05-31 14:05:19 返信はできません 報告

もう⼀枚。

こんなの︖

7275 選択 シヴァ 2008-05-31 14:06:34 返信はできません 報告
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ｓａｋｉさん、こんなのですか︖

> これからも、シヴァさんのUPされる写真を楽しみにしています。 
 ありがとうございま〜す︕

 なんか綺麗なものを写真に撮るのが趣味みたいになってきて
 今年はいつもなら⾏かないような所に⾏くようになってますね。

ちなみにこれは私の地元の植物園ですが・・。
 

ほとんど⼀緒

7276 選択 シヴァ 2008-05-31 14:10:36 返信はできません 報告

ｓａｋｉさんへ

さっきとほとんど⼀緒ですが・・。
 私がアップが好きなのでアップの写真ばっかりしかないんです・・。

 アジサイを観に⾏く時は引いた写真も撮ってきますね︕
 

予告︕

7277 選択 シヴァ 2008-05-31 14:14:46 返信はできません 報告

ｘｓ４ｐｅｄさん、こんにちは︕

> 今⽇は、お花の展覧会でしょうか。(笑) 
 あはは︕予告してましたからね︕

 でもｕｐしていただいた写真もすごく綺麗ですね︕
 最後の写真なんて綺麗すぎです・・。

 

Re:こんなの︖

7278 選択 saki 2008-05-31 14:15:30 返信はできません 報告
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シヴァさんへ☆

私は、いつもstray所⻑に、遠近感って⾔われてるので出来れば、そんな画像が…
 でも、あんまり注⽂を⾔うと、私の⽅が、加⼯画を作るプレッシャーになるので、

この辺で、皐さんの話題に戻りましょう(^_^)v
 

sakiさんへ

7279 選択 xs4ped 2008-05-31 14:22:16 返信はできません 報告

> 今⽇の、mihoちゃんへの画像は、 
 > xs4pedさんから頂いた、PhotoScapeで、⽂字⼊れや、 

 > ピカ〜っていう、光と、フレームを使って⾒ました。 
 光を⼤きくしていたので、気付きませんでした。(笑)

 ソフトも組み合わせて(2〜3種類)使ってみるのも、いいですよ。
 

presented by 皐 ⑥

7280 選択 stray 2008-05-31 14:36:03 返信はできません 報告

本⼈を⽬の前にして、ひじょうに⾔いにくいのですが、

今回は、完全に、忘れてました〜︕（笑）

アルバム企画シリーズの１作品です。
 この企画については、皐ちゃんから直々に説明してもらいましょう︕

sakiさんへ
 タメ⼝きかれるの好きなので（笑）、気にしなくていいんだよ〜︕（笑）

 遠近感が出しにくい背景は、最初に背景全体をぼかしちゃえばいいんです。
 ポートレート写真のように、⼈物にだけピントを合わせる。
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mihoちゃんへ(選別№2)

7281 選択 xs4ped 2008-05-31 14:38:49 返信はできません 報告

mihoちゃんへ

選別(№2)です︕
 http://www.filebank.co.jp/wblink/902e8d3c69ad7196ee87aee0210633d7

皆さんへ
 もし、mihoちゃんが、此⽅に来たら渡してやって下さい。

 #7228と⼀緒に・・・
 もうそろそろ寝ますので・・・

 

Re:sakiさんへ

7282 選択 皐 2008-05-31 14:38:49 返信はできません 報告

今皆さんにお返事書いていたんですが…
 そろそろsakiさんが留守になる頃ですね(◎’□’◎)sakiさんまだいらっしゃいますか︖︖

アルバム企画シリーズ後ほどゆっくりと説明しますね♪(笑)

皐さんへ♡♡♡♡

7283 選択 saki 2008-05-31 14:45:25 返信はできません 報告

皐さんへ♡
 私、BBSを皐さんが卒業されて寂しかったので、此⽅を⾒て下さるようにとの思いで、加⼯画像を⼀⽣懸命作りまし

た。
 きっと、皐さんなら、こうすればいいのにとか、こんな⽅法があるのにとか、

 教えたい事が⼀杯あって、ウズウズしてコメントを下さるんでは、と思ったからです。
 さっきも書きましたけど、私が少しでも旨く出来るようになったら、

 負けず嫌いの皐さんのことだから、対抗して画像をUPして下さるかな︖と⾔う想いもありました。
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画像を作る時は、いつも、皐さん、xxxさんが胸にあります。

”お騒がせ娘”で、いつもドジばかりで、m(_ _)mを何回書いたか解りません（笑）
 stray所⻑を始めみなさんから応援をして頂いて、いつも感謝しています。

皐さんが此処を離れ頑張っておられる事を思って、私も頑張って⾏こうと思います。
 今⽇は、本当にありがとうございました。 ⼜、⽉⼀位は遊びに来て下さいね

此処から離れ⾟いけど…   

皐さん、⼜、来てね〜♡  (^^)/

おかえりなさい（＾＾）/〜〜〜

7284 選択 カーディガン 2008-05-31 14:48:19 返信はできません 報告

こんにちは、皐さん(^_-)-☆

お久しぶりですね。お元気にしていましたか。
 朝から、たくさんのレスがすごいですね。皐さんの帰りをみなさん待ちわびていたんですね。

 ふだん、こちらのＢＢＳにはなかなかこない⽅まできていますね。また、今⽇はにぎやかになりましたね。

今⽇は朝から、不安の⾬が降っております。私の⾞の調⼦がわるかったので、代々⽊に⾏っている時に修理に出して
いましたが、それもなおりました。今⽇は、その⾞でドライブです。もちろん、promised youもかけながら。今⽇
は、カーステレオでゆっくりと聴きながらお出かけです。時折、⾞を⽌めて携帯でこちらを眺めています。

夜まで⻑丁場なので、楽しいお話を楽しみにしていますね(^^♪
 

ちょっと⼀服（笑）

7285 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-05-31 14:49:56 返信はできません 報告

皐ちゃん、皆さん、こんにちは。
 差し⼊れ持ってきましたよ︕

 そろそろ疲れて来たろうから、⽢〜いものを（笑）。
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地元のB級（C級か︖（笑））グルメの⼤判焼きをお持ちしました︕
6種類の中味が選べますので、お好きなものをどうぞ︕

 あずき・⽩あん・クリーム・チョコ・チーズ・栗あんです。
 ちなみに、チーズは冷めないうちに⾷べた⽅がいいですよ（笑）。

おっと、忘れた︕
 カエルの顔をジィ〜っと⾒てると、 中⾝が分かると思います（笑）。

 ジィ〜っと⾒ても分からない⼈はこちらで↓（笑）。
 http://www.hinasakudo.com/syoukai-syouhin.html

え〜っと・・・、また後で来ますね。
 所⻑が忘れていた（笑）、「presented by 皐 ⑥」の皐Gへのupも、後でやります︕

 そそくさ〜（笑）。
 

sakiさんへ♡♡♡♡

7286 選択 皐 2008-05-31 14:53:23 返信はできません 報告

sakiさん、今⽇は謝恩会に続き、こうしてスレを⽴ててくださってありがとうございました︕
 これからもsaki画伯の活躍、そして“お騒がせ娘”さん(笑)としての活躍も期待していますよ(o≧∇≦o)

 そして︕え〜、実は発表があるんですが…

⾚ちゃんを授かりました︕︕

姉にね♡(笑)姉に⾚ちゃんが出来たんです︕今年中に出産予定なんですよ♪♪
 なので、加⼯画の対抗(笑)として来る事はないと思いますが、

 もしかしたら今後、姉の代理でsakiママさん質問に来ちゃうかも知れません♡(笑)
 Z研には先輩ママさん達がたくさんいるので頼りになりそうですね(o^∇^o)

 本当は姉⾃⾝にZ研をお薦めしたいところですが、なんせ姉はPCをもっていないので…。

またきっとZ研へ戻ってきますね︕
 sakiさんもお仕事に⼦育てにと、頑張ってくださいね︕︕(*≧∇≦*)

 またお話しできる⽇まで…☆ﾐ
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P.S.
>ところで、皐さん、彼⽒出来た〜︖ 

 >今度帰って来る時は、⼀緒に連れてきてね〜 
 ですね〜☆ﾐ うん♡(笑)この辺はノーコメントにしておきますね︕(笑)

Re:presented by 皐 ⑥

7287 選択 xs4ped 2008-05-31 14:55:18 返信はできません 報告

> 本⼈を⽬の前にして、ひじょうに⾔いにくいのですが、 
 > 今回は、完全に、忘れてました〜︕（笑） 

 ⼜、忘れるとは、やっぱり歳ですね。(笑)
 寝る前に⾒れて良かったです。(^_^)

 そろそろタイムリミットです。(-_-)zzz

皐ちゃん
 ⼜、会える⽇を楽しみに待ってますよ〜(^_-)-☆

キャ〜、ビックリ︕（笑）

7289 選択 stray 2008-05-31 15:00:27 返信はできません 報告

皐ちゃん、ビックリさせないでよ（笑）。

そうですか、おめでとうございます︕
 男を捨てまくりのお姉さんに（笑）、よろしくお伝え下さい。

> ですね〜☆ﾐ うん♡(笑)この辺はノーコメントにしておきますね︕(笑) 
 なにこの「うん♡(笑)」は（笑）。

 パパは超気になるんだけど（笑）。

部⻑、ナイスな差し⼊れだけど、超Ｃ級だね（笑）。
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Re:キャ〜、ビックリ︕（笑）

7290 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-05-31 15:04:27 返信はできません 報告

いや〜マジにビックリした︕（笑）
 相変わらず、おちゃめな皐ちゃんで嬉しっ︕︕（笑）

所⻑︕ C級でスマンね︕（笑）
 

Re:キャ〜、ビックリ︕（笑）

7291 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-05-31 15:05:50 返信はできません 報告

あっ・・・。
 超C級なのね・・・（汗）。

 じゃっ、超スマンね︕（笑）
 

話は戻るけど

7292 選択 アネ研 2008-05-31 15:11:35 返信はできません 報告

皐ちゃんの「akiちゃんの中学校卒業おめでとう」の加⼯画は素晴らしかったですね。
 加速度つけ〜て、さらに皐ちゃんと泉⽔さんが重なりましたよ。（笑）

皆さん、こんにちは︕

7293 選択 皐 2008-05-31 15:11:56 返信はできません 報告

改めまして、皆さんこんにちは〜♪♪

シヴァさん、クイズに出遅れちゃいましたね〜(>u<;)
 問題のお花ですが…なんだっけこれ︕(笑)

 公園に咲いてるんですよ〜︕もっとショッキングピンクのヤツが咲いてるんですよ〜︕︕
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でも。。。なんて花だっけ(笑)知ってるんですよ︕2〜3週間前に話題に出たんです(笑)
「お花の裏に蜜があるよね〜」って(笑)負けず嫌いの⾎が騒ぎますね︕(=^⽫^=)(笑)

アキラさん、お久しぶりですね︕クレアちゃん⼤きくなりましたね〜☆ﾐ
 より美⼈さんになってます︕相変わらずカワイイ⾁球ですね♡(笑)

 お⼟産のとんこつラーメン気に⼊って頂けてよかったです(o^∇^o)
 私も⼤好きなんですよね〜♪(九州⼈やけんね︕(笑))

xs4pedさん、データ便確認しましたよ(o^∇^o)本当にありがとうございます︕︕
 そろそろ眠るとの事なので、ゆっくりお休みになってくださいね(*^u^*)

 今⽇はお話しできて良かったです☆ﾐありがとうございました︕
 P.S.#7272の写真ステキですね〜︕すごくお気に⼊りになりました♪

カーディガンさん、お久しぶりです︕元気にしていましたよ〜☆ﾐ
 カーディガンさんも元気にしていましたか︖(*^u^*)

 今⽇は皆さんとたくさんお話が出来て、本当にHappy Dayですね(o≧∇≦o)
 私の住んでいるところは今ちょっと晴れています＾＾

 今⽇は全国的に不安定な天気なのかな??(⼤阪も⾬のようで)
 ⾬の中ドライブしているんですね(*^u^*)

 なんかカーディガンさんらしい気がします♪(クールな印象が強いので^^)

部⻑、差し⼊れどうもありがとうございますね︕カエルの焼き印がカワイイ(o≧∇≦o)
 私はチョコを頂こうかな〜♪あ︕でも、早くチーズ⾷べないとね(笑)

所⻑&部⻑と同じ(ちょっと違う︖(笑))で、姉のご懐妊には私も(⺟も)驚きました︕(笑)
 私は⺟から電話で聞いたんですが、第⼀声が「はっ!?」でしたね〜(笑)

 でも、おめでたい事なので、すぐにお祝いに⾏きましたけど♪♪

部⻑に対抗して（笑）

7294 選択 stray 2008-05-31 15:17:14 返信はできません 報告

さあさあ皆さん、３時のおやつタイムです︕

https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=7294


stray家御⽤達の洋菓⼦店○○の、
シュークリームとケーキです。

⾒た⽬はＣ級ですが（笑）、味は超Ａ級。
 シュークリームは⽇本で⼀番美味いと評判（ホンマかいな）（笑）。

Re:部⻑に対抗して（笑）

7295 選択 stray 2008-05-31 15:18:24 返信はできません 報告

本⽂なし

ZARD BEST The single collection ~軌跡~

7296 選択 皐 2008-05-31 15:27:58 返信はできません 報告

所⻑は洋菓⼦で対抗ですね︕(笑)
 どちらも超A級の美味しさですよ〜(*≧∇≦*)今⽇1⽇で2、3キロ太りそうですね(o^⽫^o)(笑)

アネ研さん、akiちゃんへの卒業祝い加⼯画を褒めてくださってありがとうございます︕
 お祝いと⾔う事もあって、気持ちもたっぷり注いだ1枚なので、そう⾔ってくださって嬉しいで

す(o^∇^o)
 さて、presented by 皐 ⑥の「ZARD BEST The single collection ~軌跡~」ですが、

 これはジャケ写の表と裏のショットを使⽤して作りました☆ﾐ(⾒ての通りですが(笑))
 印象が「爽やかの⼀⾔」という感じのアルバムなので、加⼯はそれを崩さないようにしてみたつ

もりです(*^u^*)
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⻘と⽩と⿊がメインになるので、そう思うと「暗い印象になるかな…︖」と作っている時は不安だったんですが、
完成してみて「爽やか系に仕上がった」と、⾃分の中では納得のいく出来だったので、こうして所⻑に預けた次第で
す。

 いかがでしょうか…︖(笑)
 ちなみに、中央の「ZARD BEST…」は当初、明るさを考えて⽩い枠の予定だったんですが、

 アルバムに合わせて⿊に変更したりしたんですよ♪♪

Re:presented by 皐 ⑥

7297 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-05-31 15:28:20 返信はできません 報告

stray所⻑さ〜ん 
 > 今回は、完全に、忘れてました〜︕（笑） 

 キャ〜〜〜お願いですから 忘れないで下さ〜いΣ(ﾟ◇ﾟ︔)

皐さ〜ん︕︕
 皐さんからのレスを拝⾒して嬉し泣きで〜すヽ(●>∀<●)/

 本当に本当に今⽇は繋がって嬉しいです♪
 た〜くさんの皆さんから こんなに温かいレスをいただいて 皐さんのお⼈柄ですね〜︕︕

 私まで嬉しくなってます♡まだまだいらっしゃいますよね︖

でも衝撃の発表には ⼀瞬（しばらくですが・・・）ドキッとしてしまいました〜（笑）

いただきま〜す。

7298 選択 アネ研 2008-05-31 15:28:33 返信はできません 報告

部⻑、所⻑ごちそうになりま〜す。
 今⽇は携帯からだし、⻑くかかって打ってるのでKYは許してね。

 横レス失礼します。
 xs4spdさん、お疲れ様、そしておやすみなさい。

 夢に皐ちゃんとmihoちゃんが出て来ても「萌えないで」 ねっ︕
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所⻑＆部⻑へ

7299 選択 皐 2008-05-31 15:32:04 返信はできません 報告

先ほど美術館に⾜を運んできました☆ﾐ所⻑、預けた加⼯画をUPしてくださってありがとうござ
いますね︕

 部⻑、いつも更新してくださってありがとうございます︕
 今でもこうしてZ研、Z研美術館で⾃分の加⼯画が載せて頂けるのが、本当に、すごく嬉しいで

す。(≧ω≦｡)

これからもよろしくお願いしますね︕☆ﾐ

P.S.
 >なにこの「うん♡(笑)」は（笑）。 

 >パパは超気になるんだけど（笑）。 
 パパだからこそナイショなんですよ♪(笑)webママが居たらママには⾔いますけどね♡(笑)

公園に咲いてるのは・・

7300 選択 シヴァ 2008-05-31 15:33:22 返信はできません 報告

皐さん、こんにちは︕

> 問題のお花ですが…なんだっけこれ︕(笑) 
 > 公園に咲いてるんですよ〜︕もっとショッキングピンクのヤツが咲いてるんですよ

〜︕︕ 
それはもしかしてツツジかもしれませんね。

 これがツツジです。
 

正解は・・

7301 選択 シヴァ 2008-05-31 15:35:08 返信はできません 報告

正解は、皐⽉でした︕
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こちらの会⻑さんはもちろんご存知ですよね︖
どんな⼈ですか︖

 

akiちゃんへの卒業祝い

7302 選択 stray 2008-05-31 15:49:31 返信はできません 報告

皐ちゃん、ご苦労さま（笑）。

akiちゃんへの卒業祝い加⼯画は、私も感⼼・感動させられました。
 作品の存在をぜんぜん知らなくていたのですが、偶然akiちゃんのブログで発⾒︕

 皆さんに勝⼿に紹介しちゃった（笑）。

じつは「皐＆akiコラボGallery（仮称）」を作る︕と公⾔して、
 今⽇の帰還までに出来上がってる予定だったのですが（笑）、

 まだ⼿付かずなんです。ごめんね。

トップページのデザインで困ってまして、良いデザインが思い浮かばないのですよ。
 皐ちゃんが⾃分で作る︖（笑）

 ”こういうデザインがいいなぁ”っていう希望があれば⾔って下さい。
 sakiさんに作ってもらいますので。所⻑命令で（笑）。

megamiさん、アネ研さん、シヴァさんへ♪

7303 選択 皐 2008-05-31 15:49:54 返信はできません 報告

megamiさん、こんにちは︕
 私は今⽇は予定開けてますので、まだまだ居ますよ〜(*^∇^*)
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たくさん皆さんとお話出来て、あの頃に戻ったみたいです♪♪
P.S.衝撃の発表は私もしばらくドキッでした(笑)若いママになります(笑)

アネ研さん、今⽇は携帯からなんですね︕ありがとうございます☆ﾐ
 xs4spdさんの夢の中へmihoさんと⼀緒に遊びに⾏こうかな♪(笑)

シヴァさん、問題のお花は名前のクイズじゃなかったんですね(^。^)
 なになに︖「⽇本皐⽉協会」の記念展のツツジだったんですね︕

 あっ︕︕そうそうツツジだ(笑)
 会⻑さんは知らないですよ??(笑)あれ〜︖なんか知らない事ばかりですね(苦笑)

 私が忘れちゃってるのかな︖(^_^;)

Re:akiちゃんへの卒業祝い

7304 選択 皐 2008-05-31 15:58:11 返信はできません 報告

akiちゃんへの卒業祝い加⼯画は、私が卒業してすぐに所⻑が紹介してくださっていたんですよね(*^u^*)
 これはメールでakiちゃんに送ったものなんです☆ﾐ akiちゃんへのお祝いを作る事が出来たのも、Z研のおかげです︕

>じつは「皐＆akiコラボGallery（仮称）」を作る︕と公⾔して、 
 >今⽇の帰還までに出来上がってる予定だったのですが（笑）、 

 >まだ⼿付かずなんです。ごめんね。 
 いえいえ︕そういう思いがあるというだけで、私は充分ですよ(●＞∀＜●)ありがとうございます☆ﾐ

そうですね〜。もし作って頂けるのであれば、トップページのデザインは…
 ⼀度akiちゃんにも聞いて⾒たいですね(*^u^*)“皐＆aki”なので☆ﾐ

 お互い意⾒が⼀致したデザインがあれば、お知らせしますね︕
 作成はsakiさんにお願いしようかな︖︖それか、⾃分で作ろうか…迷いますね〜(>u<)

所⻑へ

7305 選択 アネ研 2008-05-31 16:00:27 返信はできません 報告
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加⼯画のアッブナイスです。
所⻑命令笑える。（笑）

Re:所⻑＆部⻑へ

7306 選択 stray 2008-05-31 16:14:12 返信はできません 報告

更新は部⻑が⼀⼿にやってます。
 私がやってた「更新情報」の更新も、部⻑がstrayの名を騙って投稿してるんです（笑）。

> パパだからこそナイショなんですよ♪(笑)webママが居たらママには⾔いますけどね♡(笑)

そっか（笑）。皐ちゃんのWebママを公募しておくんだったなあ（笑）。
 私とWeb夫婦になっちゃうけど、同じ年代の⼥性っていないもんなぁ。

 ミキティさんはすっごくお若かったし（笑）。
 以前会議室で、皐ちゃんから「所⻑、失礼な」って怒られたことあったけど、

 皐ちゃんが正解でした︕（笑）
 （私だけハズレたとも⾔う）

 

Re:akiちゃんへの卒業祝い

7307 選択 stray 2008-05-31 16:15:52 返信はできません 報告

了解です。
 2⼈で相談してみてください。

> 作成はsakiさんにお願いしようかな︖︖それか、⾃分で作ろうか…迷いますね〜(>u<) 
 ぎゃはは、加⼯画は⽌めたんじゃないの︖（笑）

 

Re:皐さん、おかえりなさい

7308 選択 かず 2008-05-31 16:16:59 返信はできません 報告
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泉⽔さん、皐さん、みなさん、こんにちは。
おひさしぶりです

 お元気そうで何よりです
 にゃんこもバンザイ︕

⾃分もＺｐの⽅へ⾏くことが多くなって
 こちらには不在多く申し訳ないです

Re:所⻑＆かずさんへ

7310 選択 皐 2008-05-31 16:24:25 返信はできません 報告

webママさんは現れるんでしょうか︖というか、所⻑のweb妻ですね♪(笑)
 泉⽔さん似のsakiさんを狙っていたりして〜♡(笑)

ミキティさんは“すっごく”お若い⽅なんですね︕私と歳が近かったりするのかな︖(^o^)

>ぎゃはは、加⼯画は⽌めたんじゃないの︖（笑） 
 え〜︖そんな事⾔いましたっけ〜??

 なんちゃって︕(笑)トップページを作ったら、それは加⼯画になりますからね(=^⽫^=)(笑)
 分かっていながらも書いちゃいました〜(笑)

 -----------------------------------------------------------
 かずさん、こんにちは︕お久しぶりですね☆ﾐ

 にゃんこもバンザ〜イ︕な写真、どうもありがとうございます(*≧∇≦*)(笑)
 いつもカワイイ猫ちゃんの画像でイヤされますね(*^u^*)

かずさん=⾯⽩猫ちゃんという感じになってしまいそうです☆(笑)
 

戻りました〜♪

7311 選択 ミキティ 2008-05-31 16:25:09 返信はできません 報告
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皐さん 4時のおやつですよ〜♡（＾－＾）

 今⽇は 休憩しながら ゆっくりゆったりしていってくださいね。
 ⼣⽅には さっぱりひんやりスイーツを♡

 ギャラリーを覗いては 皐さんに会いたいなといつも思っていました♪
 今⽇はご不在のpineさんも皐さんにとってもお会いしたっかたと

 悲しんでいました@(´･ｪ･`)@ ｼｮﾎﾞｰﾝ
  pineさんのお気持ち♡届きますように☆

 ｍｅｇａｍｉさん ネットが繋がって本当に良かったです（＾－＾）
 ずっと⼼配していらしゃって。。 でも安⼼でーす♪

 嬉しい〜(*＾ー＾)／
 

☆

7312 選択 ミキティ 2008-05-31 16:32:53 返信はできません 報告

webママさん いい響きですねぇ(*＾ー＾)／

>ミキティさんは“すっごく”お若い⽅なんですね

“すっごく” の 『っ』 ⼩⽂字がはいると 
 なんだか 増してプレッシャー（笑）

  ちゃんと若く⾒てもらえたのかな︖︖
  それともweb上だからU｡･x･)ﾉ持ち上げてくれたのかな︖︖（笑）

皐＆akiコラボGalleryは、

7313 選択 stray 2008-05-31 16:36:19 返信はできません 報告

皐ちゃんとakiちゃんのイメージに合う、泉⽔さんの画像２枚を使って、
 メルヘンチックに仕上げたいと思ってます（ました）。

 ところが、私の加⼯画スキルでは絶対に無理だとわかったので（笑）、
 その路線でよければsakiさんがうってつけかな︖
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 ミキティさんへ

7314 選択 stray 2008-05-31 16:39:14 返信はできません 報告

こんにちは︕

昨⽇は携帯チャットありがとうございました︕（笑）
 「すっごく」は、私の歳と⽐較してのことなので（笑）。

 20代後半とお⾒受けしました。って書いていいのかな（汗）。

皐ちゃんはいまだに年齢不詳です（笑）。

ミキティさんへ☆

7315 選択 皐 2008-05-31 16:43:25 返信はできません 報告

ミキティさん、こんにちは︕おやつありがとうございます〜(●＞∀＜●)
 ちょっとした調べ物をしていたんですが、スイーツの気配に反応しちゃいました︕(笑)

>ちゃんと若く⾒てもらえたのかな︖︖ 
 私の中にあるミキティさんのイメージは“24歳”なんですよ♪(笑)

 今まであやふやだったんですが、レポートをみて“24歳”って感じました♡(笑)

今⽇はpineさんがご不在で残念でしたが、卒業の時に思っていた
 “最後ではない”という思いを胸に過ごしています(*^u^*)

 きっとpineさんとは次回お話が出来るって信じてますよ〜☆ﾐ

って、ミキティさんへ話していたのに、いつの間にかpineさん宛てになってました︕(笑)

今⽇はmegamiさんのネットも繋がっているようで、嬉しいですね♪♪

P.S.
 ♪『スーツ姿の 所⻑さんは〜 やけに“ピンク”に⾒えた

       少し“ペーさん”感じたせい︖声かけそびれたの
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あ、ピンク⾊のスーツなんて着てるわけないですよね(笑)
失礼しました〜︕(笑)

Re:皐＆akiコラボGallery

7316 選択 皐 2008-05-31 16:48:25 返信はできません 報告

>皐ちゃんとakiちゃんのイメージに合う、泉⽔さんの画像２枚を使って、 
 >メルヘンチックに仕上げたいと思ってます（ました）。 

 それもOKですよ︕今夜akiちゃんに聞いてみようと思いますが、
 もし「お任せ」という返事をもらったら、所⻑が考えている路線でOKです(*^u^*)d

 そうしたら、sakiさんにお願いしないといけませんね☆

P.S.私の年齢はいくつでしょう??98歳かもしれないですよ〜︖(笑)

早くも100スレ突破︕

7317 選択 stray 2008-05-31 16:58:57 返信はできません 報告

皐ちゃん、疲れてませんか︖
 適当に休みながらでいいからね（笑）。

皐ちゃんの謝恩会スレがレス数最⾼記録だったのですが、
 １週間後に⾏った「第１回Ｚ研お花⾒」がそれを抜いちゃって（笑）、

 今のところ王者に君臨してますが、今⽇は⼤きくそれを上回りそうな勢いです。
皐ちゃんの⼈気は今だ衰えず、ってことですね︕

皐ちゃん１⼈いるだけで、ＢＢＳが明るく華やぐんです。
 

レスありがとうございます!!/Today is another day

7161 選択 miho 2008-05-29 22:30:45 返信 報告
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みなさんこんばんは!!
レスありがとうございます!!

pineさんへ

>気持ちを素直に表わした素敵な詩ですね。 
 >いつまでも、みんなの⼼の中に⽣き続けていますね。

この詩は5⽉上旬に書きました。「もうすぐ…泉⽔さんの1回忌だ…」と思ったので…泉⽔さんファンの皆さんにも伝わるように
書きました。この詩は…⾃分でも好きな詩です。ほかにも…ありますが…

>私もお茶⽬な泉⽔さん、⼤好きです! 
 >年上なんだけど、かっわいい︕って思ってしまいますね。

私もすごく年上ですが、かわいいと思ってしまいますよね!!
 前は…「泉⽔さん…おとなしい⼈なんだ」とずっと思っていました。

sakiさんへ

>オチャメな泉⽔さん、可愛い泉⽔さん、綺麗な泉⽔さん、かっこいい泉⽔さん、ぜ〜んぶ好きですよ〜(^o^)／

私も全部好きです!!

>mihoちゃんも、加⼯画像がドンドン旨くなってきたねぇ〜︕

そうですか?!
 ありがとうございます!!!嬉しいです!!

 「みんなの⼼の中に⽣き続けるよね!!」の画像は…⻩⾊の四⾓がありますが、ちょっとさみしいかったので、四⾓をつけまし
た。

>皐さんが帰って来たらビックリさせようね(^o^) 
 びっくりさせましょうね!!!

 あとももう少しですね。

megamiさんへ
 >お久しぶりです。 

 



>素直な気持ちをしっかり表現されている詩と、画像の部分はベールがかかったような神秘的な感じを受けて とても素敵だ
と思いました。

megamiさんお久しぶりです!!!

ありがとうございます!!ベールがかかっているような神秘的な感じを受けたんですね。
 よかったです!!

T28さんへ

>mihoさん、こんばんは。 こちらでは初めましてですね。 
 >Z板では、何度かお話ししたことがあります。

>⼀周忌に辺り、いくつか保存しておいたログを振り返って⾒ていました。 
 >Z板で、私が3回⽬の⽉命⽇にスレを⽴てた時に、⼀番でレスくれていました。 

 >mihoさんみたいに若い世代のZARDファンが居てくれて、 
 泉⽔さんも喜んでますね。 と、返事していました。

T28さんお久しぶりです。ここでは初めてですね。

初めわからなかったのですが…思い出しました。

>mihoさんは、若くて熱⼼だから、加⼯画も詩も、これからドンドン上達しますよ︕ 
 >先輩⽅に追いつけ追い越せで、頑張って下さいね。 応援しています︕

加⼯画像、詩もがんばります!!
 先輩⽅のような画像を作りたいなと思っています。

チョコレートさんへ
 >mihoさんの詩を読みながら、私もそんな気持ちだったな・・・と思い出したり、いつもストレートに⼼に響いてきて素敵で

すね。

「忘れていたけど…」は初めは⼊れませんでした。
 でも…⾃分でみて何か物⾜りなかったので…つけました。

>これからも詩⼊りの画像、⾒せてくださいね。楽しみにしています。

詩⼊り画像頑張って作りますね!!



ジヴァさん

>とても綺麗ですね・・。 
 >ソフトフォーカス気味にしてるところが癒しのパワーを倍増してるように感じます。

そうですか!!!ありがとうございます!!!
 嬉しいです!!

>ｍｉｈｏさんが泉⽔ちゃんを⼤好き︕︕︕っていうのが伝わってきますね︕ 
 >私もｍｉｈｏさんに負けないくらい泉⽔ちゃんが⼤好き︕︕︕︕︕ですよ︕

私も泉⽔さんのことが本当に⼤好きです!!!
 歌、詩…全部⼤⼤⼤好きです!!!

Re:レスありがとうございます!!/Today is another day

7162 選択 miho 2008-05-29 22:38:15 返信 報告

Today is another dayの歌詞画像を1番のサビと2番のサビを分けて作りました。

1番のサビは…「あてにしたい」となっていますが、
 2番のサビは…「あてにしない」となってします。

1番はピンク⾊ですが、明るいイメージで作りました。泉⽔さんの画像は1番と2番の歌詞同じです。

2番は⻘⾊にしました。ちょっとさみしい感じにしました。

初めは…2番のサビだけで作りしましたが、1番のサビもいい歌詞なので…1番も作ることにしました。

P・S

皐さんへ

お元気ですか?私は元気です。3年⽣になるといろいろと⼤変なことはありますが…
 31⽇は…楽しみにしていますよ。

 午前中は⽤事があるので…午後ならいますよ。
 会えること楽しみにしていますね!!

https://bbsee.info/straylove/id/7161.html?edt=on&rid=7162
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Re:レスありがとうございます!!/Today is another day

7163 選択 miho 2008-05-29 22:39:22 返信 報告

2番のサビの歌詞です。

Re:レスありがとうございます!!/Today is another day

7165 選択 ＭＲＣＰ 2008-05-29 23:41:58 返信 報告

mihoさん、こんばんは。

歌詞の1⾏⽬に1⽂字⾜りないような気がしますが（笑）
 泉⽔さんとしては２番を主張したいのでしょうか︖

 

Re:レスありがとうございます!!/Today is another day

7166 選択 miho 2008-05-29 23:58:55 返信 報告

ＭＲＣＰさんこんばんは。
 > mihoさん、こんばんは。 

 > 
> 歌詞の1⾏⽬に1⽂字⾜りないような気がしますが（笑） 

 > 泉⽔さんとしては２番を主張したいのでしょうか︖

MRCPさん教えてくれてありがとうございます。
 また…間違ってしまいすみませんでした。

 泉⽔さんみなさんごめんなさい!!!

Re:レスありがとうございます!!/Today is another day

7167 選択 miho 2008-05-29 23:59:28 返信 報告

本⽂なし
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かわいいです

7200 選択 シヴァ 2008-05-30 22:01:19 返信 報告

ｍｉｈｏさん、こんばんは︕

かわいいピンクとさわやかなブルーがこの曲にふさわしいですね︕
 この曲を聴くたびに最初の「かわいくなれない」っていうところで
 飾ってるポスターの泉⽔ちゃんに「かわいいんですけど」ってつっこんでますね。

 

Re:かわいいです/皆さんへ

7203 選択 miho 2008-05-30 22:59:15 返信 報告

シヴァさんこんばんは!!

> かわいいピンクとさわやかなブルーがこの曲にふさわしいですね︕

ありがとうございます（涙）嬉しいです。
 今嬉しいくて嬉しいくて泣いています…

> この曲を聴くたびに最初の「かわいくなれない」っていうところで 
 > 飾ってるポスターの泉⽔ちゃんに「かわいいんですけど」ってつっこんでますね。

私もつっ込みたくなります（笑）

P.S 皆さんへ

6⽉1⽇からZ研の掲⽰板をしばらく留守にすることに決めました。
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理由は…受験⽣なので…勉強を頑張っていきたいと思ったからです。
レスをくれた皆さん…みてくれている皆さん

 短い間でしたが、
 本当にありがとうございました。

 皆さんからもらったレスは⼤切にします!!!!
 

mihoちゃんへ

7204 選択 stray 2008-05-31 00:09:06 返信 報告

こんばんは︕

今⽇は飲み会で、ようやく帰還しました（笑）。

> 理由は…受験⽣なので…勉強を頑張っていきたいと思ったからです。 
 私や部⻑のようにどうあがいても先が⾒えた⼈間は（笑）、

 毎⽇ネットで遊んでいてもいいのですよ。
 でも、⼈⽣これからの、若い前途ある諸君は違います。

 Ｚ研で遊んで暇があるなら勉強しろ︕ 私が⽗親ならそう⾔うし、
 mihoちゃんもそのことが理解できる⽇がやがて来るでしょう。

 明⽇は、mihoちゃんと同じ決意をした「皐お姉さん」が帰ってきます。
 どういう⼼境でＺ研を卒業したのか、よ〜く聞いたほうがいいです。私も知りたいので（笑）。

皆さん︕ 明⽇はmihoちゃんの送別会︖ってことで、よろしくね︕︕
 

Re:かわいいです/皆さんへ

7206 選択 xs4ped 2008-05-31 00:30:26 返信 報告

mihoちゃん、こんばんは。

> 6⽉1⽇からZ研の掲⽰板をしばらく留守にすることに決めました。 
 > 理由は…受験⽣なので…勉強を頑張っていきたいと思ったからです。 
 何だ何だ、mihoちゃんも???
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現代、受験⽣の宿命︖ですかね〜
私は⾼校受験の時(冬)、放課後、オイチョカブをしていた所を先⽣に⾒つかって怒られました。(笑)

 こんな事にならないよう勉強に専念して、頑張って下さいね。
 ⼜、寂しくなりますが、今度、来る時はgood newsを待ってます︕

mihoちゃんへ

7215 選択 アネ研 2008-05-31 09:19:55 返信 報告

おはようございます。
 最近多作ですごいなーと思ってたやさきの宣⾔で、驚いてます。

 だけど、⼀番は勉強だからしょうがないよね。（涙）今回の作品もピンクとブルーが、優しさと不安を表してていい
ですね。

 私もこの曲は⼤好きですよ。
 たまには、遊びに来てくださいね。

 たくさんの作品ありがとう。

What a beautiful memory2008 最終⽇  代々⽊公演 レポート ミキティ版 ①

7168 選択 ミキティ 2008-05-30 00:51:09 返信 報告

みなさん こんばんは（＾－＾）

 ５⽉２７⽇ ⼀周忌 そして What a beautiful memory2008 最終⽇  代々⽊公演へ⾏って来ました♪
  いつものペースでゆっくりですが ご報告申し上げます☆

 当⽇は カラッと晴天の良いお天気でした。
 泉⽔さんカラーのブルーな綺麗な⻘空が広がっていました

 (*＾ー＾)／
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 私はというと。。。いろんな想いと なんだか緊張で朝⽅４時まで⽬が冴えさえで眠れませんでした〜 
⼼配の素もあって。。。。（笑）

  ⾏く事が決まってから 帰宅時迄 みなさんがとっても⼼配して下さっていてヾ(｡･ｪ･)
 私はよく こんな間違いするぅ︖（笑）と⾔うくらい初歩的なトラブルを⾃分で発⽣させて

 しまうので、まず無事にたどり着けるかなと⼼配 応援されながら向かいました.｡o○
                                                つづく

Re:What a beautiful memory2008 最終⽇  代々⽊公演 レポート ミキティ版 ②

7169 選択 ミキティ 2008-05-30 00:55:28 返信 報告

なんとか乗り継ぎも無事に ほっっ（＾－＾） そして待ち合わせの場所へ近づいています。

 次なるドキドキは。。。 所員さんとの待ち合わせです。
  原宿駅で 所⻑さん PANさんと待ち合わせです☆

  みなさーん 所⻑さんはどんなお⼈なのかなと気になりますよねー（＾－＾）
   私もずいぶん前から どんなお⼈なのかなと思っていました。

  いよいよ初対⾯の時がやってきましたよ(^_-)-☆ わぁードキドキ♡

  所⻑さんは。。。。
     ♪『スーツ姿の 所⻑さんは〜 やけに○○に⾒えた

       少し○○ 感じたせい︖声かけそびれたの
        

   みなさん妄想好きなので ＯＯはご想像 妄想の世界にお任せ♡（＾－＾）
    ちなみに部⻑さん pineさんの⾒解は

①♪スーツ姿の 所⻑は やけに”メタボ”に⾒えた
   ♪少し”腹囲” 感じたせい︖ 声かけそびれたの

②♪スーツ姿の 所⻑は やけに”オヤジ”に⾒えた
   ♪少し”歳︖” 感じたせい︖ 声かけそびれたの

③♪スーツ姿の 所⻑は やけに”えらそ”に⾒えた
   ♪少し”威厳” 感じたせい︖ 声かけそびれたの
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④♪スーツ姿の 所⻑は やけに”ダンディ”に⾒えた
  ♪少し”ドキドキ” 感じたせい︖ ”モジモジしていたの”

  pineさん。。更に妄想で・・・
 スーツ姿でダンディ。以前、BBSで「時代劇に出てきそうな…」と所⻑さんが仰ってたので、頭がちょんまげになっ

ちゃう〜（滝汗） （笑）
  みなさんはどうご想像されましたか（＾－＾） もうちょっと引っ張ります（笑）

 

Re:What a beautiful memory2008 最終⽇  代々⽊公演 レポート ミキティ版 ③

7171 選択 ミキティ 2008-05-30 01:01:25 返信 報告

 ご挨拶を済ませ 打ち解け合って会場へ
  真夏のような暑い⽇でした。

  会場にはアネ研さん カーディガンさんが先に
  グッツの購⼊で並んでいらっしゃいました。

   ⽇陰のない場所で 所⻑さんは 汗だくでした〜（笑）
  グッツの購⼊ 並んでいらっしゃったアネ研さんに⽢えてしまい購⼊をお願いして ⽩い

携帯ストラップを頼みました。
  とっても綺麗で ⼀⽣の宝物です。 アネ研さん ありがとうございます♪

  
  グッツの購⼊を済ませたアネ研さん カーディガンさんと初対⾯５⼈揃いました（＾－＾） みなさん穏やかでBB

Sでのそのままの優しいお⽅です。
  所員さんにお供させていただいて おまけのように（笑）付いて⾏っていますが

 ご⼀緒させていただいて本当に嬉しかったです
  

  当⽇は所⻑さんが 泉⽔さんの好きなカラーのお花を⼿配して下さいました
  カラーのお花はとても綺麗で⼤きく１メートル位 あったかな☆

  こんな⼤きな花束を抱えたのは⽣まれて初めてです
  泉⽔さんもきっと喜んでいただけたことと思います
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 ⼤きなカラーを抱えて歩いていた５⼈はとっても⽬⽴ったのでは♪
  所⻑さんのレポート⑥ ＃７０８２の写真 私の⼿だけ登場☆（笑）

  みなさんの想いと⼀緒にこころをこめて献花しました
   とても⼤きな綺麗なカラーのお花 溢れる想い こころをこめて。。。

 献花のあと時間まで 近くのファミレスで休みました

  
  

Re:What a beautiful memory2008 最終⽇  代々⽊公演 レポート ミキティ版 ④

7172 選択 ミキティ 2008-05-30 01:05:31 返信 報告

ファミレスで ゆっくり落ち着いてお話出来ました。
  いつもBBSでお話しているみなさまとお会い出来 お話するのはなんだか不思議で 恥ず

かしいですが（*＾-＾*） 
  楽しいひとときでした♪

 ファミレスでも 所⻑さんのなんでもポケットから 出て来る 出て来る（笑）
  いろいろ頂き物をしまして ありがとうございました

 （＾－＾）
  記念に素敵なネームプレートを下さり（写真） かけがえのない宝物です

     
 あれっ︖ とお思いの⽅もいらっしゃるかもですが 

 HN mikitea になっていますね♪
  ここてトリビアです♪名前の⼀部と 紅茶・お茶が好きな私はmiki ＋tea で mikitea（＾－＾） そして 名前に

mikiが付く⽅はミキティと可愛らしい呼ばれたりするので 両⽅かけてのHNを作ってみました
 (*^ｰ^*)

    へぇ〜 ボタン 何個押しました︖（古っ） （笑）

  みなさんのHNの由来や 研究所さんらしい話題 時にカフェ従業員らしくウェイトレスをして（笑）なごみまし
た
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  なんちゃってクッキーを喜んで頂けて嬉しかったです
 味 形は置いておいて（笑） 愛情たっぷり⼊っています（＾－＾）

  所⻑さんもお書きのように サプライズゲストの美⼈さんにお会い出来（＾－＾）
  嬉しかったです。 とっても穏やかな⽅でまたお話出来ることを夢⾒ています♪

   
  楽しくお話後 １８時半頃 会場へ向かいました

Re:What a beautiful memory2008 最終⽇  代々⽊公演 レポート ミキティ版 ⑤

7174 選択 ミキティ 2008-05-30 01:09:13 返信 報告

 綺麗な⼣暮れ時でした コンサートフラッグが なびいて⽬に焼きつけました

いよいよ会場⼊りです まだまだ⼈は多くいました。
 ここで みなさんそれぞれの席で 今夜中に帰宅する私は

  またお会い出来ることを願ってご挨拶しました
  きっとまたお会い出来ることを願って。。。☆’.･*.･

ZARDコンサート初めての私は たくさんの想いを胸に⼊場しました
  みなさんの想いと⼀緒に会場⼊りです

 席はアリーナ席 C2ブロック いよいよ始まると思うとドキドキです

 沢⼭の拍⼿.｡o○.｡o○
  いよいよ泉⽔さん登場です みなさーん 泉⽔さんがこんなに近くにいらっしゃいますよ（＾－＾）   

  わぁぁ 感動でいっぱいです☆’.･*.･:

 オープニングは揺れる想い♪
   所⻑さんがリストを記って下さっていますね

  
  ⼀瞬⼀瞬⽬に焼きつけて 綺麗な泉⽔さんに⾒とれ ⼀緒に歌い笑顔で癒され 元気をいただき たくさんのかけ

がえのないものをいただきました。 

 ♪少⼥の頃に戻ったみたいに
  ♪もっと近くで君の横顔⾒ていたい
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  ♪かけがえのないもの
 作曲家 ⼤野 愛果さんの登場 泉⽔さんとピアノ演奏が 重なり合って

 素敵でした ⼤好きな かけがえのないものを聞く事が出来て嬉しかったです

 『あなたに帰りたい』では 綺麗なイントロで始まる瞬間 ブルーのサイリウムを灯して会場が増して⼀体になり
ました。 サイリウムは 帰ってからも余韻に浸って枕元に置いて眠りました☆

  とってもきれいな光の中で泉⽔さんは歌っていました.☆’.･*.･:
  とってもとっても感動です(*^ｰ^*)

 終盤になって 満喫した気持ちと寂しい気持ちがこみ上げて来ました
  ラストの 『負けないで』 電⾞都合で途中になりましたが⼀緒になって熱唱しました 泉⽔さんを強くたくさん

感て。。
   

  

 

Re:What a beautiful memory2008 最終⽇  代々⽊公演 レポート ミキティ版 ⑥

7175 選択 ミキティ 2008-05-30 01:13:24 返信 報告

 会場を 何度も振り返り 駅までダッシュしました
 ヾ(｡･ｪ･)

 私の帰りが超⼼配（笑）な所⻑さん 原宿駅まで送ってくださり お礼と またお会いしましょうね（＾－＾）ご挨
拶

 ⾒えなくなるまで ずっとずっと⾒送ってくれました
  私も 何度も何度も振り返って⼿を振っていました
  所⻑さんは みなさんご存知の通り とってもお優しくてあたたかくて寛⼤なお⽅です（＾－＾） ダンディです

☆
 （＾－＾）尊敬する所⻑さんにお会い出来てとっても嬉しかったです

 そしていつも楽しく 優しく 温かく接してくださる素敵な所員さんにお会い出来てとっても嬉しかったです。
  みなさん お世話になりまして本当にありがとうございました（＾－＾）
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 BBS・カフェにて たくさん⽀えて 応援してくださってありがとうございました（＾－＾）

 帰りも超⼼配されながら電⾞に乗り（笑） ZARD♪を聴きながら浸って帰りました♪
   

   帰りの秘話ですが。。。。。
  帰りの最終新幹線待ちで 同じZARDグッツ袋をお持ちの⼥性の⽅がいらっしゃいました

  お話が弾んで 合席させていただいて チケットのお話になって。。。
  お隣のファンの⽅が チケットを⾒て同伴者さんということは。。。。
  ご⼀緒の⽅に『ちゃんと アタック♡しました︖(^o^)⼃』

 と尋ねられました（笑）あはっ♪(^∇^*)*^∇^) あははっ♪ 
   私はなんて答えたか ここも想像 妄想の世界にお任せします（笑）

   
  その後 無事に家路に付きました（＾－＾）

  思い出深い こころに残る⼀⽇でした。
   翌⽇の調査隊にも是⾮混ざりたかったですが またお会い出来る楽しみを

 残して(*^ｰ^*)
  みなさん 本当にありがとうございました

   ⻑⽂ 乱⽂⼤変申し訳ございません☆
     以上 mikiteaレポートでした（＾－＾）

  

Re:What a beautiful memory2008 最終⽇  代々⽊公演 レポート ミキティ版 ⑦

7176 選択 ミキティ 2008-05-30 01:15:32 返信 報告

お決まりの 眠いので おやすみなさーい
  ｵ(･ｪ･)ﾔ(･ｪ-)ｽ(-ｪ･)ﾐ(-ｪ-)｡o○Zzz…

  寝る5秒前(p.-)4(ρ.-)3(p.-)2(ρ.-)1…(ToT)/~~~おやすみぃ〜♪
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Re:What a beautiful memory2008 最終⽇  代々⽊公演 レポート ミキティ版 ①

7177 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-05-30 01:20:27 返信 報告

ミキティさん こんばんは〜︕

本当にミキティさんらしいレポートで 思わず微笑んでしまいました︕︕
 私もミキティさんとお逢いできたら・・・『ふ〜んわり』と癒していただけそうですねo(>▽<)o 

 とっても優しい⽬線でのご報告をありがとうございました〜♪♪
 ご無事に戻られて 本当に安⼼致しました(●^ω^●)ﾉ 

Re:What a beautiful memory2008 最終⽇  代々⽊公演 レポート ミキティ版 ①

7180 選択 チョコレート 2008-05-30 10:14:36 返信 報告

ミキティさん、皆さん、こんにちは。チョコレートです。
 待ってました〜ミキティレポート︕超⼤作ですね︕︕

 でも、ミキティさんのドキドキやワクワク感、よく伝わってきました。
 ミキティさんがライブを満喫されたようで、私もとてもうれしいです。
 お疲れさまでした︕いつか、私もミキティさんとライブでご⼀緒させていただきたいです〜。

 ･･･こんな⼈が増えすぎて「ミキティさんとほんわかご⼀緒ツアー」が企画できそうですね（笑）。
 レポートありがとうございました。

Re:What a beautiful memory2008 最終⽇  代々⽊公演 レポート ミキティ版 ①

7181 選択 ⼭茶花 2008-05-30 10:28:15 返信 報告

ミキティさん、ZARDファミリーの皆さん、こんにちは。

>>５⽉２７⽇ ⼀周忌 そして What a beautiful memory2008 最終⽇  代々⽊公演へ⾏って来ました♪ 
 >>いつものペースでゆっくりですが ご報告申し上げます☆ 

 ミキティさんも、strayさんと同じくご参加されたんですね。お疲れ様でした。
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>>当⽇は カラッと晴天の良いお天気でした。 
コンサートのファイナルを迎えるのに、相応しい天候だったんですね。

>>泉⽔さんカラーのブルーな綺麗な⻘空が広がっていました 
 まさに、「揺れる想い」を連想させるセリフですね(笑)

 カラー︓坂井さんの⼤好きなお花
 ブルー︓Sg、AL「揺れる想い」、Sg「愛が⾒えない」、初のBEST盤「ZARD BEST The Single Collection〜軌跡

〜」
 そしてポカリスウェット。

あと、#7171の投稿された画像ですが、もしかしてツアーグッズでしょうか︖ZARDのイメージにピッタリのデザイ
ンでステキです☆⾃分も憧れるデザインです。

Re:What a beautiful memory2008 最終⽇  代々⽊公演 レポート ミキティ版 ①

7184 選択 pine 2008-05-30 10:55:15 返信 報告

ミキティさん こんにちは︕

ほんわかレポート有難うございます︕
 初めてのZARDコンサート、ミキティさんの感動が⼿に取るように伝わってきました。

 とても充実した、味わい深い１⽇を過ごされたようで、嬉しいです。

私もいつか「ミキティさんとほんわかご⼀緒ツアー」参加させていただきたいです（笑）

Re:What a beautiful memory2008 最終⽇  代々⽊公演 レポート ミキティ版 ①

7185 選択 xs4ped 2008-05-30 11:22:53 返信 報告

ミキティさん、こんにちは。

ミキティさんらしい、ほんわかなレポート有難う御座います。(^_^)
 > いよいよ初対⾯の時がやってきましたよ(^_-)-☆ わぁードキドキ♡ 

 > 所⻑さんは。。。。 
 > ♪『スーツ姿の 所⻑さんは〜 やけに○○に⾒えた 
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 >   少し○○ 感じたせい︖声かけそびれたの 
> みなさん妄想好きなので ＯＯはご想像 妄想の世界にお任せ♡（＾－＾） 

 > 所⻑さんは みなさんご存知の通り とってもお優しくてあたたかくて寛⼤なお⽅です（＾－＾） ダンディです
☆ 

 私の⾒解です。(笑)
②♪スーツ姿の 所⻑は やけに”オヤジ”に⾒えた

   ♪少し”歳︖” 感じたせい︖ 声かけそびれたの
 あたたかくて寛⼤なお⽅ですと⾔うのは、何となく分かる気がするのですが、⽂章表現が”ダンディ”で無くどうして

も、”オヤジ”に⾒えるので・・・(笑)
 > みなさんの想いと⼀緒にこころをこめて献花しました 

 > とても⼤きな綺麗なカラーのお花 溢れる想い こころをこめて。。。 
 献花出来て良かったですね。

 私も献花したかったです。
 でも、形有るもので何とか「想い」が届けられ、良かったです。(^_^)#7145

 > いつもBBSでお話しているみなさまとお会い出来 お話するのはなんだか不思議で 恥ずかしいですが（*＾-＾
*） 
> 楽しいひとときでした♪ 

 良かったですね。
 私もいつか機会が有れば、皆さんとお会いしたいですね〜

 > ⼀瞬⼀瞬⽬に焼きつけて 綺麗な泉⽔さんに⾒とれ ⼀緒に歌い笑顔で癒され 元気をいただき たくさんのかけがえの
ないものをいただきました。 

 泉⽔さんに「かけがえのないもの」を⼀杯貰ってよかったですね。
 > ♪少⼥の頃に戻ったみたいに 

 > ♪もっと近くで君の横顔⾒ていたい 
 > ♪かけがえのないもの 

 > 作曲家 ⼤野 愛果さんの登場 泉⽔さんとピアノ演奏が重なり合って 
 > 素敵でした ⼤好きな かけがえのないものを聞く事が出来て嬉しかったです 

 私も⼤野さんの「少⼥の頃に戻ったみたいに」のピアノに引き込まれてました。
 「かけがえのないもの」も聴いてみたかったですね〜

 



羨ましい〜
最後まで会場に居られなかったのは残念でしたね。

 無事、帰還出来て良かったですね。
 暫くは、余韻を楽しんで下さいね︕
 お疲れ様でした。

Re:What a beautiful memory2008 最終⽇  代々⽊公演 レポート ミキティ版 ①

7190 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-05-30 12:43:25 返信 報告

ミキティさん、こんにちは。
 昨夜、待ちくたびれて寝ちゃった︕（笑）

のほほ〜んレポート、ありがとうございます（笑）。
 最初にZ板でお会いした時から、そう感じていましたが、ミキティさんの⽂章は魅⼒（魔⼒︖（笑））がありますね。

 読んでるこちらまで、幸せ〜な気分になって、笑顔になっちゃいますよ。

とても思い出深いZARD初ライブになりましたね。
 チョコレートさんが仰ってるように、「ミキティさんとほんわかご⼀緒ツアー」の企画が実⾏になるなら、

 是⾮、参加してみたいと思いましたぁ〜（笑）。
 その時は、愛情たっぷりの「⼿作りクッキー」も、参加特典でプレゼントしてね（頼）。

ミキティさんが参加して下さって、Z研メンバーも、とても喜んでいます。
 これからも引き続き、カフェの店番もよろしくお願いします︕

 いつまでもZ研に居続けて（住み込み可︕（笑））下さいね（笑）。
 

ミキティ レポートへの補⾜

7191 選択 stray 2008-05-30 12:45:59 返信 報告

皆さんこんにちは︕

私の⾟⼝レポと違って、ミキティさんのイメージどおりの「ほんわか」レポートですね（笑）。
 ゲストの皆様には、レポ⑥で話が⾒えない記述があるかと思います。
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>  お隣のファンの⽅が チケットを⾒て同伴者さんということは。。。。 
↑ここです。

私が勝⼿に補⾜しちゃいますが、私はペアチケットを購⼊してて、
 同伴者チケットをミキティさんにお譲りしたんです。

 なのでミキティさんがお持ちのチケットには「○○の同伴者様」と記されています。
 それを新幹線でご⼀緒になったZARDファンにお⾒せしたところ、

 『ちゃんと アタック♡しました︖(^o^)⼃』と聞かれてしまったということなんです。

このセリフ、カーディガンさんにも当て嵌まるんですけどね（笑）。

ミキティさんが何と答えたか・・・私の推理を発表します︕
 「まさか︕”メタボおじさん”でしたから（笑）」

Re:What a beautiful memory2008 最終⽇  代々⽊公演 レポート ミキティ版 ①

7192 選択 アキラ 2008-05-30 12:57:12 返信 報告

こんにちわ＆おひさしぶりですミキティさん、ミキティさんらしいほんわかレポート楽
しく拝⾒させていただきました♪

 strayさんやこちらの所員さんとのご対⾯出来ず残念でしたがミキティさんが参加してる
と知ってれば時間と場所をお知らせしてましたよ〜(*_*)⾮常に残念です（涙）私もい
つか

 「ミキティさんとほんわかご⼀緒ツアー」参加させてくださいね!(^^)!

私も前⽇の夜はなかなか寝付けず夜中の２時半まで起きてました、今回は２度⽬のZARDライブでしたが前回の横浜
公演とは⽐較にならないくらい会場は盛り上がり＆⼀体感がありましたね＼(^o^)／是⾮〜来年の夏も〜♪ライブやっ
てほしいものです(^^♪

因みに私のstrayさんの想像は
 ③♪スーツ姿の 所⻑は やけに”えらそ”に⾒えた

   ♪少し”威厳” 感じたせい︖ 声かけそびれたの
 でした、どうしてもＺ板当時の頃の最初のイメージがそうなので（笑）因みに私はたいがい初めて会う⽅には「想像

通りの⽅でした︕」と⾔われますが皆さん私のイメージをどんな想像されていることやら(T_T)/~~~
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では⻑々と失礼しました〜、それではまた遊びにきます、ミキティさんらしいリポートありがとうございました☆

Re:What a beautiful memory2008 最終⽇  代々⽊公演 レポート ミキティ版 ①

7193 選択 saki 2008-05-30 17:36:22 返信 報告

ミキティさん、みなさん、こんばんは〜(^^)/

ミキティさんのレポートを拝⾒していると、とても楽しそうで、
 こちらまで楽しくなっちゃいますね〜o(^o^)o

私の所⻑のイメージは
 >④♪スーツ姿の 所⻑は やけに”ダンディ”に⾒えた 

 >  ♪少し”ドキドキ” 感じたせい︖ ”モジモジしていたの”

って⾔うことにしておきますね〜
 （いつも迷惑ばかり掛けてるので、こういう時にゴマを擦っておかなくっちゃ〜ね）

そして、ミキティさんは、若くてお綺麗な⽅だと確信しましたよ(^_^)v
 あの所⻑がですよ、フィナーレも⾒ずにミキティさんを原宿駅まで⾒送るなんて…

 それ以外に考えられませ〜ん。  そうでしょッ 所⻑︕

明⽇は、いよいよ皐さん登場ですね、ご⼀緒に楽しい⽇にしましょうね(^^)/
 

♪ ありがとうございます ♪♪

7194 選択 ミキティ 2008-05-30 19:33:50 返信 報告

みなさん こんばんは（＾－＾）
  あたたかいレスをありがとうございます♪

  いつもののんび〜りペースになってしまいましたが（*＾-＾*） 
  読んでいただいて本当に嬉しいです☆’.･

♪megami さん
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 megamiさん こんばんは☆ 早速読んで下さってありがとうございます
 megamiさんの想いを抱えて 泉⽔さんにお会いしてきましたよ(*＾ー＾)／

   いただいた かけがえのないものをmegamiさんの元へ届きますように〜.｡o○.｡o○☆
  megamiさんにお会い出来たら（＾－＾）をたくさんプレゼントしまーす♡

♪チョコレートさん

 チョコレートさん レポート楽しみにしてくださってありがとうございます♡
  初めてのことばかりでたくさんご⼼配をおかけしてしまいましたが

  チョコレートさんの応援やサポートでたくさん満喫することが出来ました（*＾-＾*） ニッコリ
  本当にありがとうございます☆

   ご⼀緒ツアー（笑） 私と同伴でしたら超⼼配ツアーになりそうですねっ（汗）（笑）
  是⾮ご⼀緒出来る⽇を夢⾒ています（＾－＾）

 

♪ ありがとうございます ♪♪♪

7195 選択 ミキティ 2008-05-30 19:34:53 返信 報告

♪⼭茶花さん

 ⼭茶花さん こんばんは
  当⽇は お天気まで⾒⽅してくださってスカイブルーな空が広がっていました(^o^)⼃

  #7171はツアーグッツです(*^_^*)  とっても素敵ですよ

 ♪pineさん

 pineさん たくさんの⼼遣いをありがとうございます（＾－＾）
  pineさんのお気持ちいっぱい届けてきましたよ(^o^)⼃

  本当に充実した 味わい深い⼀⽇になりました
  こまったちゃんですけど（笑） 是⾮ご⼀緒にお出掛けしたいですー（＾－＾）

 ♪xs4pedさん

 ♪xs4pedさん こんばんは
 レスをいただいてありがとうございます（＾－＾）
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  所⻑さんのイメージ フムフム（笑） 
 実際にお会い出来る⽇に 正解がわかるかも。。。(*＾ー＾)／ 

  4択に追加で 妄想OKですよ 全て違っていたりして（笑）
  献花が出来て本当に良かったです。とっても⼤きく 泉⽔さん

  微笑んでいました☆
   

  追悼動画 拝⾒させていただきました
  なみだが溢れ いろんな想いがこみ上げてきました じぃーん

  素敵な作品をありがとうございました

♪ ありがとうございます ♪♪

7196 選択 ミキティ 2008-05-30 19:36:19 返信 報告

 ♪部⻑さん
  

  部⻑さーん 従業員室からもたくさんご⼼配 応援して下さってありがとうござました
  たくさんのかけがえのないものをいただいて帰ってきました（＾－＾）

   昨晩はお待ち下さっていたのですねー。ゴメンナサ〜イ
  ⼤変お待たせしました（笑） 私らしく仕上がったかなと思います

  あまりのんびりしていたら６⽉になってしまーうと思って 後半→汗（笑）
  読んでいただいて気持ち伝わったら嬉しいです(*＾ー＾)／

   
  部⻑さん 私とのツアーだったら とんでもなく超⼤変 ⼼配ツアーに

 なっちゃいますよー（笑）♪
  それでもなんとかついてきて下さる気分になったら（笑）

  愛情たっぷりクッキーBIGサイズ ご⽤意しまーす♡（＾－＾）

 これからも研究所さんで⾯倒をみていただけるのですか（真剣︕）
   ⾒捨てないで宜しくお願いします（＾－＾）

 ♪所⻑さん
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 所⻑さん 補⾜ありがとうございますー。
  いつもどこか抜けている私 意味な私（︖︖）を助けていただいて

  神様です（笑）
   

   所⻑さんの推測（笑）（＾－＾） あははははー（笑）
   

 ♪ アキラさん

 アキラさん こんばんは ご無沙汰です♪
  レポート読んで頂けて嬉しいです（＾－＾） 私らしいレポートになりましたでしょうか

 (^_-)-☆
  同じ空間にいらっしゃったのにご対⾯出来なく とっても残念@(´･ｪ･`)@ ｼｮﾎﾞｰﾝ

 です。 
  いつの⽇か ご対⾯出来る⽇を夢⾒ていまーす（*＾-＾*） ニッコリ☆ 

  アキラさんも寝付けなかったのですね〜 いろんな想いが。。。。
  アキラさんのイメージを想像中・・・（笑） きっと素敵なお⼈なのでしょうね（＾－＾）

   所⻑さんのイメージ なるほどー（笑）
  今夜また妄想してお休みくださいね(^o^)⼃

  レスをくださってありがとうございました♪
 

♪ ありがとうございます ♪ ♪♪

7197 選択 ミキティ 2008-05-30 19:37:19 返信 報告

♪ｓａｋｉさん

 ｓａｋｉさん こんばんは
  レスありがとうございます。

  私ならではな雰囲気が伝わって嬉しいです（＾－＾）

  所⻑さんのイメージ。。。
   そうそう ④でなきゃですね（笑） オコラレルゥー(ｐ＿・ｑ) チラッ 
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  所⻑さんのお役⽬で送っていただけたのですよね 所⻑さん︕

  ｓａｋｉさん（＾－＾） お忙しいなかですが 少しでもお⾝体を休めて
 明⽇ ご⼀緒に皐さんと楽しい⼀⽇を過ごしましょうね♪

 皐さんへ（＾－＾）
  皐さーん♪ 明⽇お会い出来ることをとっても楽しみにしていま〜す♡♡（＾－＾）

 

Re:What a beautiful memory2008 最終⽇  代々⽊公演 レポート ミキティ版 ①

7198 選択 ⿊杉 2008-05-30 21:13:37 返信 報告

ミキティさん、今晩は。

出遅れた書き込みで、⼤変申し訳ありません。
 今しがた、帰宅したものですから、すっかり遅くなってしまいました。(汗)

  

ミキティさんの⽂章は、本当に温かで優しいですね。
 レポートを読んでいる間中、⾃然と⼝元に笑みが浮かんでしまいました。

帰りの秘話の部分で、ん? と⾸を捻る箇所がありましたが、
 stray所⻑さんの補⾜を読んで「ああ、なるほど」と、疑問が氷解いたしました。

>ご⼀緒の⽅に『ちゃんと アタック♡しました︖(^o^)⼃』 
>と尋ねられました（笑）あはっ♪(^∇^*)*^∇^) あははっ♪ 
>私はなんて答えたか ここも想像 妄想の世界にお任せします（笑） 

 ん〜、何とお答えされたのでしょう。気になります。(笑)

ミキティさんが代々⽊で感じられた"幸せ"な気分を、お裾分けして頂くような⼼温かなレポート、ありがとうござい
ました。

  
                         ⿊杉
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Re:What a beautiful memory2008 最終⽇  代々⽊公演 レポート ミキティ版 ①

7199 選択 miho 2008-05-30 21:25:47 返信 報告

ミキティさんみなさんこんばんは!!
 お久しぶりです!!

>ファミレスで ゆっくり落ち着いてお話出来ました。 
  >いつもBBSでお話しているみなさまとお会い出来 お話するのはなんだか不思議で 恥ずかしいですが（*＾-＾

*） 
  >楽しいひとときでした♪

 >ファミレスでも 所⻑さんのなんでもポケットから 出て来る 出て来る（笑） 
  >いろいろ頂き物をしまして ありがとうございました

 （＾－＾）

いいですね〜♪私も…みなさんに会ってみたいです。

 >記念に素敵なネームプレートを下さり（写真） かけがえのない宝物です
   

>あれっ︖ とお思いの⽅もいらっしゃるかもですが  
 HN mikitea になっていますね♪

  >ここてトリビアです♪名前の⼀部と 紅茶・お茶が好きな>私はmiki ＋tea で mikitea（＾－＾） そして 名
前にmikiが付く⽅はミキティと可愛らしい呼ばれたりするので >両⽅かけてのHNを作ってみました

 (*^ｰ^*)
   > へぇ〜 ボタン 何個押しました︖（古っ） （笑）

いいHNの由来ですね。

へぇ〜ボタン20へぇ~押しましたよ（笑）

私は…とある歌⼿の名前が由来です。今は…歌⼿ではないです。
 

Re:What a beautiful memory2008 最終⽇  代々⽊公演 レポート ミキティ版 ①

7201 選択 カーディガン 2008-05-30 22:10:16 返信 報告
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ミキティさん、こんばんは。

ほんわか、レポートありがとうございます。
 読んでいて、ほんわかといやされますねぇ(^^♪

ミキティさんは、想像していたよりも、ほんわかといやされました。
 おみやげまでいただいてありがとうございます。まだ⾷べていませんが、ゆっくりと味わいますね(^_-)-☆

コミカルで、ミキティさんらしいレポートですね。昨⽇、夜中にミキティさんが書きこんでいくのを⾒ていました。
順次書き込まれていって、けっこう続いていくので、これは、しっぱいしないように、所⻑の⾔いつけをまもってい
るんだと、わかりました。ずいぶん続いて、お休みマークが出るまで、カキコをしないように待っておりました。そ
の後も、⼀番はねらえましたが、そこはじっとがまんしておりました。⼀番乗りは⼥性陣にお譲りするために(^O^)

なかなかファン同⼠お会いできませんが、あのようにファン同⼠でお話するのもほんとに不思議な感覚ですね。いろ
いろと楽しくお話できてよかったです。またお合いするときには、ウエイトレスよろしくお願いしまーす。ドリンク
バーがいつもよりおいしかったですよ(^_-)-☆

それでは、また「ミキティさんとほんわかご⼀緒ツアー」でお会いすることができますように。
 とても楽しい時間をありがとうございました。

p.s.サプライズ美⼈さん、そのうち登場してくれるといいですね。ＢＢＳでまた仲間が増えると楽しいですね(^^♪

Re:What a beautiful memory2008 最終⽇  代々⽊公演 レポート ミキティ版 ①

7202 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-05-30 22:43:59 返信 報告

ミキティさん、こんばんは、
 ⻲レスすみません。

 昨晩ちょっと⾒ましたが、レスできず寝てしまいました。
 誰かの⾔葉の、「お家に帰るまでがオフ会ですから」ってのがあったけど、ミキティさんのココロ温まるレポートで

無事、オフ会終了ですね。(笑)

しかし、献花台では⼀列に並んで、ムサイ男の中に紅⼀点、避暑地のお嬢様のようなミキティさんにカラーの花束を
捧げてもらって、絵になりましたな〜。
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また、昼の部のオフ会では、トレヴィの泉⽔さながらカフェでいつもやってるのか、コーヒーを持って来てもらった
り、ありがとうございました。

いただいたクッキーもオフ会を思い出しながら、いただきました。

そして、なにより泉⽔さんのライブに感動されたようで、我がことのように嬉しいです。

なかなか、投稿がなかったので⼼配してましたが、こんなにワクワク、ドキドキ、ニヤニヤする⼤レポートを作って
いたとは、待っていただけありました。

 ありがとうございます。
 次回のオフ会は是⾮、Ｚ研レディスの幹事を宜しくお願いします。(笑)

 

ありがとうございます♪ ＃２

7405 選択 ミキティ 2008-06-01 01:44:30 返信 報告

みなさん こんばんは（＾－＾）

 昨晩は皐ちゃんにお会い出来て本当に嬉しかったですね
 （＾－＾）

  またお会い出来る⽇を楽しみにしています
  皐ちゃんＤＡＹ ｍｉｈｏちゃんＤＡＹ⼀⾊に こころを込めてと思いお礼を下書きして⼤事にしていました〜

   読んでいただいてありがとうございました☆

⿊杉さん♪

 お仕事後のお疲れのときでしたのに 読んで下さってありがとうございました
 遅いなんて 全然そんなことありませ〜ん☆

  早くってビックリするくらいです(*^ｰ^*)
  読んでいただいて少しでも和んでいただければ嬉しいです♡（＾－＾）

  
 また⿊杉さんの 楽しいお話たくさん聞かせてくださいね。

  とっても楽しみにしているんですよ(*＾ー＾)／

mihoちゃん♪
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 ｍｉｈｏちゃんへ届きますように☆☆
 ｍｉｈｏちゃん いつもｍｉｈｏちゃんらしい作品を楽しみにしていました。

   いつも可愛らしく投稿して下さるｍｉｈｏちゃんが⼤好きです
  レポート読んで下さってありがとう（＾－＾）

  わたしにとってかけがえのない時間でした。
  これからもｍｉｈｏちゃんらしく 真っ直ぐなこころで頑張ってね♪

  いつもどんなときも応援しています(^o^)⼃
  またいつでも会いにきて下さることを楽しみにしています☆’.･*

 

ありがとうございました♪ ＃２

7406 選択 ミキティ 2008-06-01 01:46:53 返信 報告

カーディガンさん♪

 カーディガンさん こんばんは
  当⽇はお世話になりまして本当にありがとうございました。

   レポート読んでいただいてありがとうございます。
  書き込んでいたところを⾒ていて下さったのですね

  なんだか恥ずかしい感じですが（笑）優しく⾒守って下さってありがとうございます。
  夜中にせっせと書き込んできましたね 私(*^ｰ^*)

   
  ご⼀緒させていただいてカーディガンさんの優しさがいっぱい伝わってきました☆’.･*

  いろいろとお役にたてたか⼼配ですが お会い出来てとっても嬉しかったでーす（＾－＾）
  ミ○○ィなんちゃってツアーあるかな︖（笑） そのときは是⾮また宜しくお願いします♪

  カーディガンさんの その後がとぉっても気になりますが・・・（笑）
  またお話を是⾮ お聞かせ下さいね(^o^)⼃

アネ研さん♪
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アネ研さん いろいろとお世話になりましてありがとうございました☆
グッツの購⼊をお願いしてしまい申し訳ございませーんU｡･x･)ﾉ

 私の宝物になりました（＾－＾） ありがとうございます

わたしながらの遅い投稿でご⼼配おかけしましたが、無事に家路に着いて
 （オフ会も終了出来て）安⼼です。

 献花台へ向かった姿は 映画のワンシーンのように思い出深いです☆’.･*.･
 今⽇の特番で映るかしら♡ （最初に 献花の場⾯がありましたね）

 また近々お会い出来る⽇を夢⾒ています。
  翌⽇も参加したかったmikiteaより（＾－＾）

おやすみ〜☆

7410 選択 ミキティ 2008-06-01 01:58:28 返信 報告

今⽇は充実した⼀⽇でした〜
  まぶたが急速に閉店の準備開始

 (ρ_・).。ｏ○
  ｵ(･ｪ･)ﾔ(･ｪ-)ｽ(-ｪ･)ﾐ(-ｪ-)｡o○Zzz…
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0]「⼀周忌」&「What a beautiful memory2008 最終⽇ 代々⽊公演」(9) [7139]皆様に感謝(1) [7138]所⻑さんへ(0) [7067]
みんなの⼼の中に⽣き続けているよね!!!/ずっとずっと⼤好きだよ!!!(7) [7097]皆さん、本当にありがとうございました︕(7) [703
2]泉⽔さん、ありがとう。(30) [7022]よいお天気で…(6)

新しい話題を投稿する
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国会図書館レポート①

7151 選択 stray 2008-05-29 17:54:46 返信 報告

megamiさん、お待たせ〜（笑）。

カメラ持込み禁⽌なので写真は1枚もありませんが（笑）、
 私の苦労が分かるようにレポートしますね。

 決して嫌味じゃなくって、ドキュメント⾵にお伝えしたいだけなので（笑）。
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１０時に着いて、まずは⼊館⼿続き。
事前に「利⽤者登録書」をDLして、必要事項を書いておいたので、

 すんなり⼊れるものと思ったら、これが⼤間違い（笑）。

⼊館ゲート前にタッチペン式の機械が置いてあって、
 住所・⽒名・電話を⼊⼒しなければなりませんでした。

 すると、その⽇だけ有効のカードが発⾏されます。

そのカードをゲートにかざして中に⼊る前に、第⼆の関⾨が。
 透明の⼩さなビニール袋を渡され、

 「館内に持ち込めるのはこの中に⼊るものだけです」と。
 必要最低限の荷物以外はコインロッカーに預けさせられました（笑）。

初めての利⽤なので「利⽤者登録」窓⼝へ。
 銀⾏と同じく数字が書かれたカードを渡されました。

 窓⼝の職員は２名。待ってる⼈が５〜６⼈。悪い予感が…（笑）

国会図書館レポート②

7152 選択 stray 2008-05-29 17:57:14 返信 報告

１５分は待たされましたね。短気な私は早くもイライラ状態（笑）。
 でも社保庁に⾏ったら、この100倍くらいイライラするんでしょうね（笑）。

 お役⼈仕事は効率が悪すぎ。

無事登録が済んで次回からの利⽤が超簡単になるカードが発⾏されました。
 たぶん・・・⼆度と⾏かないと思うけど（笑）。

検索⽤ＰＣ端末がずら〜っと５０台ほど並んでいて、
 最初に貰ったカードをセットして、閲覧したい図書を検索します。

 まずは「ヴァンテーヌ」を。
 ⼀度に閲覧請求できる冊数は６冊まで。

 1989年10⽉号（創刊号）〜1990年3⽉号を請求。
 １冊ずつチェックを⼊れて、最後にまとめてボタンを押す仕組みです。
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 ＰＣに慣れてない⼈は、⽬的の書物を請求するだけで１時間くらい
アッという間に過ぎてしまうかも知れません。

最初に貰ったカードには番号が書かれていて、
 病院の会計⼿続きみたいに、請求した書物がカウンターに届くと、

 その番号が電光掲⽰板に表⽰されるので、受け取りに⾏きます。
 ここでも１５分は待たされ、「ヴァンテーヌ」にご対⾯した時は、

 すでに１１時を過ぎていました（笑）。
 早く出かけて正解だったなぁ。

国会図書館レポート③

7153 選択 stray 2008-05-29 17:59:47 返信 報告

1989年10⽉号（創刊号）からチェック開始︕
 光野桃さんの記事はどこにもない︕ ⼆度⽬の悪い予感が…（笑）

つづいて1989年11⽉号。
 巻頭特集「くせになるイタリア」に、光野桃さんの記事が︕︕

 光野さんが「おしゃれな視線」あとがきで書かれていたのは、このことでしょう。
 しかし・・・ファッション解説のみでエッセイはありませんでした。

1989年12⽉号。（ちなみに各号とも前々⽉の⽉末発売です）
 この号から光野さんのエッセイが始まってるじゃないですか︕
 １回⽬のタイトルは「おおみそかの夜は真紅のランジェリーで」。

 アルマーニの１３万円もする真っ⾚なブラ＆ショーツの写真が（笑）。
 周りの⼈⽬が気になり出す私、キョロキョロ（笑）。

 １３万円って、この雑誌、誰を対象にしてんの︖（笑）

当然ながら、「泉」「⽔」とは無関係なエッセイでした。

国会図書館レポート④

7154 選択 stray 2008-05-29 18:01:47 返信 報告
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1990年1⽉号はエッセイ第２弾。
タイトルは「トラッドに⾚⼝紅は似合わない」。

 トラッドって何︖（笑） これも違う内容でした。

1990年2⽉号。
 タイトルは「貴族の⽑布（ブランケット）でラグビー観戦」。

 タイトル読んだだけで無関係だとわかる（笑）。

残るは１冊だけ、1990年3⽉号。
 ない、ない、光野さんのエッセイがない︕

 連載（光野さん以外にも３〜４⼈のエッセイあり）は、
 たった３回でジ・エンドとなったようです（笑）。

時計はもうじき１２時になろうとしてましたが、もう⼀度検索端末に戻って、
 「ヴァンサンカン」1989年10⽉号〜1990年3⽉号を請求。

 どうせ待たされるので、⾷堂に⾏って今のうちに昼⾷を。
 ⾷堂は「弁当持ち込み可」とウェブサイトに書いてあったので、

 朝出るときに美味しい駅弁を買っておいたのであった。
 透明ビニールに駅弁⼊れて持ち歩いてるのは、当然私だけ（笑）。

国会図書館レポート⑤

7155 選択 stray 2008-05-29 18:04:08 返信 報告

国会図書館内には各階に、隔離された喫煙所がちゃんとありました。
 ⼀服、いや⼆服つけて「ヴァンサンカン」を受け取りに。

 なにこれ︖ 重さが半端じゃない︕ 
 「ヴァンテーヌ」は１．５ｃｍくらいの厚さだったけど、

 「ヴァンサンカン」はその倍、３ｃｍはあるんじゃないだろうか︕
 泉⽔さんが、こんな重い雑誌を持ち歩くかな︖

写真中⼼のビジュアル雑誌で、「ヴァンテーヌ」より明らかに上の年代を狙ってるな、
 と思いつつ⾒ていたら、「ヴァンサンカン」の妹分雑誌なんですね（笑）。
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光野さんの記事・エッセイはどの号にも⾒当たりませんでした。

雑誌を返却して国会図書館を後にしたのが午後１時。
 ３時間かかって成果なしって、悲しい・・・（笑）

ということで、megamiさんの説は、もろくも崩れ去ったのでした。
 キャー残念︕︕（笑）

以上、国会図書館レポートおしまい。

Re:国会図書館レポート①

7156 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-05-29 18:23:43 返信 報告

所⻑、こんばんは。
 ご苦労様でしたね。

う〜ん、気の毒すぎて茶化す気にもなれん︕（笑）
 

ｓｔｒａｙ所⻑さんへ

7170 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-05-30 00:57:44 返信 報告

とってもご苦労された様⼦がたくさん伝わってきました・・・
 なんと申し上げたらよろしいのか・・・⾔葉がありませ〜ん｡゜ﾟ(>ヘ＜）ﾟ ゜｡

泉⽔さんがデビュー前のお名前を考えそうな時期に 発売された雑誌には『ジェーン・バーキン特集』は載っていな
かったことが証明されたのですね・・・(/□≦､)ｷｬ〜ｽﾐﾏｾﾝ

本当にお世話になりました。ありがとうございました︕︕
 ⽇本に⾏ったら 国会図書館へ丸１⽇かけて⾏ってみたいと思いました。

 詳しい説明のおかげで ＰＣ⾳痴の私でも国会図書館へ⾏って資料を探せそうな気がしてきました〜︕︕
 ｓｔｒａｙ所⻑さんには『ペルシャ絨毯』でもお持ちしないと申し訳ないですね☆

Re:国会図書館レポート①

https://bbsee.info/straylove/id/7151.html?edt=on&rid=7156
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=7156
https://bbsee.info/straylove/id/7151.html?edt=on&rid=7170
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=7170


7173 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-05-30 01:06:31 返信 報告

こんばんは、
 オフ会で話題にでなかったので、

 うすうす感じてましたが、残念ですね。
 そして、お疲れさまでした。

 私が⾏った１３，４，５年前は、パソコンではなくて、索引を探すタイプでしたね。
 その時は、すべての書籍はある︕って噂を期待して⾏ったのに、⽬的の書物︖はなかったんです。

Re:国会図書館レポート①

7182 選択 pine 2008-05-30 10:51:58 返信 報告

所⻑さん こんにちは

貴重なお時間を費やされたのに、収穫なしで残念でした。
 「国会図書館にヴァンテーヌあり」とレスをした者として、申し訳ない気持ちです。

 私が書かなければ⾏かれなかったでしょうから…
 本当にお疲れ様でした。m(_ _)m

megamiさん、pineさんへ

7189 選択 stray 2008-05-30 12:21:31 返信 報告

こんにちは︕

> 泉⽔さんがデビュー前のお名前を考えそうな時期に 発売された雑誌には『ジェーン・バーキン特集』は載ってい
なかったことが証明されたのですね・・・ 

 それを証明できただけで⼗分な成果です。どうぞお気になさらずに。

> ｓｔｒａｙ所⻑さんには『ペルシャ絨毯』でもお持ちしないと申し訳ないですね☆ 
 ペルシャ絨毯よりガソリンのほうが嬉しいなあ（笑）。
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> 「国会図書館にヴァンテーヌあり」とレスをした者として、申し訳ない気持ちです。 
> 私が書かなければ⾏かれなかったでしょうから… 

 いえいえ、とんでもない。もし⾒つかれば２度⽬の所⻑賞だったわけで（笑）、
 結果が伴うか伴わないかは神のみぞ知る、ですからね。

 どうぞお気になさらぬように。

ZARD特別番組放送時間変更のお知らせ

7183 選択 yasuda 2008-05-30 10:52:25 返信 報告

 
5⽉31⽇（⼟）テレビ朝⽇系全国24局にて放送される「⼀周忌追悼特別番組ZARD坂井泉⽔の永遠の今」の放送時間が⼀部変
更になりました

 

無事に帰り着きました︕

7103 選択 stray 2008-05-28 19:13:57 返信 報告

皆さんこんばんは︕

無事に帰り着きました。東京は今⽇も暑かったですが、こちらは現在１４℃（笑）。
 やっぱり⼭の中は涼しくていいなあ（笑）。

#7097でチョコレートさんが、私が書くべき御礼をすべてお書き下さってます。
 私からの御礼も⼀字⼀句そっくりそのままなので省略させていただきますね（笑）。

 チョコレートさん、⾒事な仕切りとカフェのお花、どうもありがとうございました︕
 あとでこっそりお⼟産を送りますので（笑）。
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「⾟⼝批評」が⼀⼈歩きしてるみたいですが（笑）、カーディガンさんによると、
最後にサポートメンバーが、ステージ上に泉⽔さんの写真を持ち出して、

 ⼀緒に写真を撮ったりして、観客も⼀緒に超盛り上がったそうです。
 私はミキティさんと原宿駅までダッシュしてたのでそれを⾒ていませんので、

 私のレポートはその点が割り引かれていると思って読んで下さいね︕

今⽇は、PANさん、カーディガンさんと３⼈で、
 [⿇布⼗番]→[⽩⾦]→[恵⽐寿]→[猿楽町]とロケ地巡り＆捜査を⾏ってきました。

 『君とのDistance』のジャケ写真と、
 #7065でxs4pedさんがアップされている画像の場所を特定できましたので、

 あとで報告します。

PREMIUM BOX が届いてました。
 早速特典DVDを⾒てみましたが、私の予想どおりで…（笑）。

 

ｙａｓｕｄａさん、アキラさんへ

7106 選択 stray 2008-05-28 20:29:13 返信 報告

ｙａｓｕｄａさん、こんばんは。

コンサートは堪能できましたでしょうか。
 #7076画像のカードは、Ｚ研所員向けのIDカードです。もちろん⾮売品（笑）。

アキラさん、こんばんは。

昨⽇はお疲れさまでした︕
 私が会場⼊りしたのが15:10ちょっと前です。

 てっきり、お揃いのＴシャツのZ.p.の皆さんが献花場の前に勢揃いされてると思いきや、
 姿が⾒えず…。どこにいらしたの︖（笑）

 Beingスタッフがカメラを廻していたので、私らはわざと少し遅めに献花しました。
 CD販売は空いていましたが、グッズコーナーは⻑蛇の列で、

 暑かったので早々に涼しい場所（近くのファミレス）に避難し、
 時間を忘れて（Z.p.さんのことも忘れて）、しゃべくりまくってました（笑）。
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 再び会場⼊りしたのは18:30頃ですが、⼈・⼈・⼈で、Z.p.さんを探すどころじゃありませんでした。
１曲⽬からスタンディングしたのはZ.p.のメンバーだったんですか︕︕（笑）

 お会いできずにとっても残念でしたが、皆さんによろしくお伝え下さい。
 また機会が必ず巡って来るでしょう︕ そのときはどうぞよろしく︕

 

帰りました

7113 選択 カーディガン 2008-05-28 21:49:55 返信 報告

先ほど、家に帰りつきました。いろいろありますが、代々⽊公演はとてもよかったです。はじめて所員の⽅に会った
りしました。泉⽔さんへの思いをみんなと⼀緒に共有できて、この公演の⽬的を果たせました。みなさん、ありがと
うございました。

Re:ｙａｓｕｄａさん、アキラさんへ

7117 選択 ｙａｓｕｄａ 2008-05-28 22:09:21 返信 報告

Ｚ研所員向けのIDカードですが、どうすれば⼿に⼊れることができるのでしょうか。
 

Re:ｙａｓｕｄａさん、アキラさんへ

7124 選択 アキラ 2008-05-28 22:38:45 返信 報告

こんばんわstrayさん、私達は14時半頃会場⼊りして献花→
 グッズ購⼊と進んで15時10分はグッズ購⼊の⻑蛇の列の中で（時計台の下あたり）黙祷をしてましたね、その後私達

も暑さから逃れるために原宿駅の道路を挟んで反対側のカフェで17時半までいてそれから再び会場⼊りしてみんなで
Z.pTシャツを着てＺ研さん達に声を掛けられるのを期待して待ってたのですが残念ながら声を掛けてくるのは違う⽅
ばかりでした（笑）18時半には代々⽊体育館に⼊っていたのですよ〜(T_T)まあまた何らかの機会がありますからそ
の時にお逢いしたら宜しくお願いします☆それとZ.pで以前からたまに話題になってるのですが（主に私とれおさんで
すが 笑）strayさんはどちらにお住まいの⽅ですか︖私は東北か信越⽅⾯の⽅かと予想してるのですがれおさんは岐
⾩か京都の⽅の⽅だとそれぞれ勝⼿に想像してます（たいがいに失礼な連中ですよね〜 ⼤汗）宜しかったら県名だ
けでいいので教えてくれませんか︖お願いしますm(__)m
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Re:ｙａｓｕｄａさん、アキラさんへ

7147 選択 stray 2008-05-29 12:36:17 返信 報告

アキラさん、こんにちは。

約１時間、⾏動時間がズレてたよですね（苦笑）。
 早起き軍団Z.p.さんと、始動が遅いＺ研の違いでしょうか（笑）。

 また来年も（コンサート︖）をやるようなことを⾔ってたということなので、
 きっと機会はあると信じています。泉⽔さんが導いて下さるでしょう︕

 私の住処ですが・・・ナイショです（笑）。
 「群⾺の⼭奥」という説が有⼒のようですが（笑）。

ｙａｓｕｄａさん、こんにちは。

Ｚ研IDカードは、会社で⾔えば社員証みたいなものですので、⼊⼿不可能です（笑）。
 

「⼀周忌」&「What a beautiful memory2008 最終⽇ 代々⽊公演」

7060 選択 xs4ped 2008-05-27 17:10:31 返信 報告

「ZARD Family」の皆さん、こんにちは。

今⽇は、泉⽔さんの「⼀周忌」&「What a beautiful memory2008 最終⽇ 代々⽊公演」の⽇です
ね。

 早いもので、もう⼀年が経ってしまいました。
 皆さんも、今⽇の⽇を、⾊々な『想い』を持って迎えられている事と思われます。

 ⽉命⽇(毎⽉27⽇)企画として、昨年11⽉27⽇より、追悼の意を込めて追悼作品(動画)を
 作成(Up)して来ましたが、今⽇が最後となります。

⼜、今⽇は「What a beautiful memory2008 最終⽇ 代々⽊公演」の⽇でも有ります。
 ライブに参加される⽅は、ライブに参加出来ない⽅の分も、精⼀杯声援を送ってライブを盛上げて下さいね〜
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涙より笑顔で泉⽔さんを⾒送って来て下さいね。(難しいかも知れませんが・・・)
その⽅が泉⽔さんも、きっと喜んでくれると信じております。

 そして、しっかりと泉⽔さんを⽬に焼き付けて来て下さい。
 ⼜、此れからも変わらずZARDを応援して⾏きましょう︕

 いつまでも、「ZARD Family」の皆さんの⼼の中で、泉⽔さんは⽣き続けているのですから・・・

「みんなの気持ち つながっているよネ︕」LOVE 泉⽔
 この泉⽔さんのメッセージを胸に、次の世代の⽅にZARDの曲を繋いで⾏きましょう︕

今回は特別な⽇でも有る為、『想い』を込めて、追悼作品も3作品作成(Up)しました。
 ご覧になる際は、ハンカチ(タオル)を3枚以上⽤意してからご覧下さいね〜(笑)

 私は代々⽊に参加出来ませんので、今迄、作成(Up)した作品を観ながら(聴きながら)
 泉⽔さんを偲びたいと思います。

 此れまで、加⼯画をUpして頂いた「ZARD Family」の皆さん、本当に有難う御座います︕
 此れからも、宜しくお願い致します。

 それでは「また逢いましょう︕」

PS.
 今⽇(5/27)、WEZARDの更新⼿続きをして来ました。

 今後は、暫く加⼯画の⽅に本腰を⼊れて⾏こうかと思っております。
 泉⽔さんの曲は、まだまだ沢⼭の名曲が有りますので動画・加⼯画も
 不定期になるかと思いますが、此れからもUpは続けて⾏こうと思っておりますので、

 サイト「ZARD かけがえのないもの」の⽅も時々、覗いて⾒て下さいね︕
 突然Upされているかも・・・(笑)

 http://xs4ped.spaces.live.com/

尚、加⼯画はZ研卒業前に皐ちゃんに、この⽇の為に作成して頂き、今⽇まで⾦庫に閉まって置いた物です。(笑)
 ⻑⽂になり申し訳有りませんでした。<m(__)m>

第⼀弾
 http://www.youtube.com/watch?v=XuFivoB_1ww

 第⼆弾
 http://www.youtube.com/watch?v=CXlcNDXMW84



 
第三弾
http://www.youtube.com/watch?v=bzoJUWEE7ts

 

Re:「⼀周忌」&「What a beautiful memory2008 最終⽇ 代々⽊公演」

7063 選択 saki 2008-05-27 17:41:12 返信 報告

xs4pedさん、ありがとうございました。

ず〜と、⼼待ちにしていて、⾚ちゃんを迎えにいかなくちゃいけない時間なのに、
 動画をみていたら、フリーズしたままです。

途中から、xxxさんの画像や、皐さんの画像が出てくると涙が⽌まらなくなっちゃいました。
 やはり、改めてお⼆⼈の素晴らしさを堪能させて頂きました。

 ⼜、xs4pedさんの構成された動画に、泉⽔さんへの想いが伝わって来て涙、涙、で拝⾒させて頂きました。

私の拙い作品も沢⼭使って頂いて感謝しています。  ありがとうございました。

お〜っと、⾚ちゃんを迎えにいかなくっちゃ〜(>_<) 

Re:「⼀周忌」&「What a beautiful memory2008 最終⽇ 代々⽊公演」

7069 選択 miho 2008-05-27 20:17:49 返信 報告

xs4pedさんみなさんこんばんは。

>今⽇は、泉⽔さんの「⼀周忌」&「What a beautiful memory2008 最終⽇ 代々⽊公演」の⽇ですね。 
 >早いもので、もう⼀年が経ってしまいました。

1年がたちましたね…
 今思うと…「なんで…ZARDの曲を聞いてなかったのだろう…ちゃんと聞いておけばよかった」と後悔しています。

 泉⽔さんが亡くなってから…泉⽔さんの素顔が分かってきたり…しました。
 ↑（関係のないことですみません）

>皆さんも、今⽇の⽇を、⾊々な『想い』を持って迎えられている事と思われます。 
 >⽉命⽇(毎⽉27⽇)企画として、昨年11⽉27⽇より、追悼の意を込めて追悼作品(動画)を 
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>作成(Up)して来ましたが、今⽇が最後となります。

素敵な…追悼動画でした。
 ありがとうございます。

 画像保存させていただきました。
 

Re:「⼀周忌」&「What a beautiful memory2008 最終⽇ 代々⽊公演」

7071 選択 pine 2008-05-27 20:48:08 返信 報告

xs4pedさん こんばんは

告知通り、タオル３枚持参で拝⾒いたしました。
 初めて⾒る加⼯画もあり、作成された⽅々と動画にして下さったxs4pedさんの想いを感じて、涙が⽌まりません。

 ただ今、感動中です。

⽉命⽇企画、有難うございました。
 これからも、加⼯画・動画共に楽しみにしています。

Re:「⼀周忌」&「What a beautiful memory2008 最終⽇ 代々⽊公演」

7074 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-05-27 22:15:05 返信 報告

xs4pedさん こんばんは︕ 
 タオルハンカチを⽤意して拝⾒させていただきました・・・１年間を振返りながら ボロボロ涙が⽌まりませんでし

た。
思わず『泉⽔さ〜ん（泣）』と叫んでしまいました。本当に「君と今⽇のことを⼀⽣忘れない」ですよね︕︕

今まで『⽉命⽇』の企画をUPしていただきありがとうございました。
 ネット事情などのため 何回か⽋席してしまいましたが、改めてお礼を申し上げます。

 どうもありがとうございました。そして本当にお疲れ様でした。

Re:「⼀周忌」&「What a beautiful memory2008 最終⽇ 代々⽊公演」
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7079 選択 M.Dark 2008-05-28 01:24:41 返信 報告

 
xs4pedさん こんばんは︕

 素晴らしい追悼作品有難うございました。

泉⽔さんの詩がｽﾀｰｳｫｰｽﾞのｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞのように
 遠ざかってゆくのがお気に⼊りです。

 ”あなたと共に⽣きてゆく”の加⼯動画で初めて
 ⾒ましたがxs4pedさんの作品だったのですね。
 有難うございました。

今から 本⽇ゲットしたﾌﾟﾚﾐｱﾑﾎﾞｯｸｽおまけの
 PVを鑑賞です。

sakiさん こんばんは はじめまして。
 いつも素晴らしい加⼯画感⼼して⾒させて頂いています。

 xxxさん 皐さん と並んで追悼作品の中核ですね。 
 これからも 時間があればお願いしますね。 

Re:「⼀周忌」&「What a beautiful memory2008 最終⽇ 代々⽊公演」

7092 選択 チョコレート 2008-05-28 10:06:46 返信 報告

xs4pedさんへ

泉⽔さんの⼀周忌追悼動画、拝⾒しました。
 3本も︕︕︕xs4pedさん、不眠になっちゃうわけですね･･･今⽇はお仕事のあとはゆっくり眠れるでしょうか。

⼀年経ちましたね。動画を観ながら、いろんなことを思い出して、涙が溢れて⽌まりませんでした。
 画像を作られた皆さんの想いが、xs4pedさんの想いが⼼にずっしりと響いて、素晴らしい追悼になったと思います。

 泉⽔さんも喜んで観てくださったのではないでしょうか。

⽉命⽇の動画企画も今までありがとうございました。
 これからはxs4pedさんのペースで作って、時々はこちらにも披露してくださいね。楽しみにしています。
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 xs4pedさん、本当にお疲れさま︕ありがとうございました︕

悪質な選曲（＾＾）

7111 選択 シヴァ 2008-05-28 21:09:02 返信 報告

ｘｓ４ｐｅｄさん、こんばんは︕

明らかに泣かせようというのが⾒え⾒えの悪質な選曲（＾＾）ですね︕
 泣きませんでしたよ︕残念でした︕

 いつもながら綺麗ですね︕⼀緒に気持ちよく歌わせていただきました︕

代々⽊では泣きましたけど・・。
 でも他の⼈も泣いてたみたいで安⼼しました︕

 私だけだったらイヤですからね・・。
 

Re:「⼀周忌」&「What a beautiful memory2008 最終⽇ 代々⽊公演」

7143 選択 xs4ped 2008-05-29 11:15:00 返信 報告

こんにちは。
 レス頂き、有難う御座います。

sakiさん
 > ず〜と、⼼待ちにしていて、⾚ちゃんを迎えにいかなくちゃいけない時間なのに、 

 > 動画をみていたら、フリーズしたままです。 
⼼待ちにして頂き、有難う御座います。

 Upが遅くなり、随分、待たせてしまい御免なさいね。<m(__)m>
 > 途中から、xxxさんの画像や、皐さんの画像が出てくると涙が⽌まらなくなっちゃいました。 

 > やはり、改めてお⼆⼈の素晴らしさを堪能させて頂きました。 
 > ⼜、xs4pedさんの構成された動画に、泉⽔さんへの想いが伝わって来て涙、涙、で拝⾒させて頂きました。 

 感動して頂けた様で、良かったです。(^_^)
 作成(Up)した甲裴が有りました。
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> 私の拙い作品も沢⼭使って頂いて感謝しています。   
ありがとうございました。

 sakiさんの加⼯画も素晴らしい出来栄えなので、使⽤させて頂きました。
 それにしても、上達が早いですね〜

 今後も、期待しておりますので、宜しくお願いします︕

mihoちゃん
 > 今思うと…「なんで…ZARDの曲を聞いてなかったのだろう…ちゃんと聞いておけばよかった」と後悔しています。

私も似た様なものです。
 シングルCDは殆んど持っていなかったので、カップリング曲は殆んど聴いた事が有りませんでしたが、沢⼭の名曲が

有ったんですね。
 5⽉28⽇「ZARD PREMIUM BOX 1991-2008 Complete Single Collection」が発売されたお陰で、此れで、全部

揃えられます。
 今⽇、届く予定です。楽しみです︕(^_^)

 > 素敵な…追悼動画でした。 
> ありがとうございます。 

 > 画像保存させていただきました。 
 素敵な…追悼動画でした。と⾔って頂き、とても嬉しいです。

pineさん
 > 告知通り、タオル３枚持参で拝⾒いたしました。 

 > 初めて⾒る加⼯画もあり、作成された⽅々と動画にして下さったxs4pedさんの想いを感じて、涙が⽌まりません。
> ただ今、感動中です。 

 感動して頂けた様で、良かったです。(^_^)
 > これからも、加⼯画・動画共に楽しみにしています。 

 此れからも、頑張りますよ〜
 お楽しみに︕

megamiさん
 > タオルハンカチを⽤意して拝⾒させていただきました・・・１年間を振返りながら ボロボロ涙が⽌まりませんで

した。 
 



> 思わず『泉⽔さ〜ん（泣）』と叫んでしまいました。本当に「君と今⽇のことを⼀⽣忘れない」ですよね︕︕ 
この１年間、⾊々な事が有りましたが、泉⽔さんを通じて、沢⼭の⽅々と知り合う事が出来ました。

 泉⽔さんに感謝です︕(^_^)
 本当に「君と今⽇の事を⼀⽣忘れない」ですね。

Re:「⼀周忌」&「What a beautiful memory2008 最終⽇ 代々⽊公演」

7144 選択 xs4ped 2008-05-29 11:15:47 返信 報告

M.Darkさん
 > 素晴らしい追悼作品有難うございました。 

 > 泉⽔さんの詩がｽﾀｰｳｫｰｽﾞのｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞのように 
 > 遠ざかってゆくのがお気に⼊りです。 

気に⼊って頂けた様で、良かったです。(^_^)
 > 今から 本⽇ゲットしたﾌﾟﾚﾐｱﾑﾎﾞｯｸｽおまけの 

 > PVを鑑賞です。 
 私は今⽇、届く予定です。とても楽しみです︕(^_^)

チョコレートさん
 > 泉⽔さんの⼀周忌追悼動画、拝⾒しました。 

 > 3本も︕︕︕xs4pedさん、不眠になっちゃうわけですね･･･ 
 これが、原因では有りませんが、2〜4作品Upすると予告したので、もう1作品Upしたかったのですが、選曲だけ決ま

っていて後は、未だ影も形も有りません。(笑)
 前回OFF時、3本⽬を徹夜作業で8〜9割まで、作成するのがやっとでしたので、もう1作品は次回の、お楽しみと⾔う

事で・・・
 > 今⽇はお仕事のあとはゆっくり眠れるでしょうか。 

 相変わらずです。(ToT)/~~~
 裏技⾒つけたら教えてね〜

 > ⼀年経ちましたね。動画を観ながら、いろんなことを思い出して、涙が溢れて⽌まりませんでした。 
 > 画像を作られた皆さんの想いが、xs4pedさんの想いが⼼にずっしりと響いて、素晴らしい追悼になったと思いま

す。 
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> 泉⽔さんも喜んで観てくださったのではないでしょうか。 
そう⾔って頂けて、とても嬉しいです。(^_^)

 有難う御座います。
 > これからはxs4pedさんのペースで作って、時々はこちらにも披露してくださいね。楽しみにしています。 

 泉⽔さんの曲は、まだまだ沢⼭の名曲が有りますので動画・加⼯画も不定期になるかも知れませんが、此れからもUp
は続けて⾏きますよ〜

 お楽しみに︕(^_-)-☆

PS.
 留守番隊⻑のお勤め、ご苦労様でした。(笑)

シヴァさん
 > 明らかに泣かせようというのが⾒え⾒えの悪質な選曲（＾＾）ですね︕ 

 > 泣きませんでしたよ︕残念でした︕ 
 悪質な選曲でしたか︖

 当然(予想の範疇)の選曲だと思ったのですが・・・(笑)
 > いつもながら綺麗ですね︕⼀緒に気持ちよく歌わせていただきました︕ 

 お褒め頂き、⼤変恐縮です︕(^_^)
 > 代々⽊では泣きましたけど・・。 
 > でも他の⼈も泣いてたみたいで安⼼しました︕ 

 代々⽊には⾏けませんでしたが、私もTVを⾒て新潟公演を思い出し、涙、涙でした。(ToT)/~~~
 特番が待ち遠しいです。

 

皆様に感謝

7139 選択 PAN 2008-05-29 08:04:29 返信 報告

昨⽇の⼣⽅、東京から無事に戻ってきました︕
 5/27当⽇は雲ひとつない⻘空で、まさに感無量の最終公演でした。

https://bbsee.info/straylove/id/7139.html
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所⻑、アネ研さん、カーディガンさん、ミキティさん⼤変お疲れ様でした。
楽しく過ごすことが出来て本当に嬉しかったです。

また、この⼆⽇間、留守を⾒守っていただいた、チョコレートさん、sakiさん、
 pineさん、megamiさん、本当にありがとうございました。この場を借りてお礼を

 申し上げます。

そして、これまでにたくさんの励ましをいただき、素晴らしい皆様と巡り合わせて
いただいた坂井泉⽔さんに⼼から感謝します。

 坂井泉⽔さんへの感謝の気持ちを忘れず、これからも頑張って⾏きたいと思います。

P.S ミキティさんへ
 ライブ当⽇は、いろいろとありがとうございました︕

 ⼿作りのクッキー、美味しく賞味させていただきました。
 スッキリした⽢さで、疲れを取ることが出来ました。

 またBBSで盛り上がりましょうね︕
 

ありがとうございます♪

7178 選択 ミキティ 2008-05-30 01:27:11 返信 報告

PANさん みなさん こんばんは

 PANさん 当⽇はこちらこそお世話になりましてありがとうございました（＾－＾）
 PANさんのお気遣い とっても嬉しかったです

  これからも BBSで楽しく宜しくお願いします(*＾ー＾)／
  お菓⼦作り 上達するように頑張りまーす☆（*＾-＾*）

所⻑さんへ

7138 選択 ｙａｓｕｄａ 2008-05-29 07:57:10 返信 報告

https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/581b41df0cd50ace849e061ef74827fc.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/7139.html?edt=on&rid=7178
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=7178
https://bbsee.info/straylove/id/7138.html
https://bbsee.info/straylove/id/7138.html?edt=on&rid=7138
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=7138


おはようございます。
Ｚ研所員向けのIDカードですが、どうすれば⼿に⼊れることができるのでしょうか。

 

みんなの⼼の中に⽣き続けているよね!!!/ずっとずっと⼤好きだよ!!!

7067 選択 miho 2008-05-27 20:03:58 返信 報告

みなさんこんばんは。

お知らせしたとおりに「命⽇の⽇に詩⼊り画像を投稿したと思います。」

前に作ったのですが、最近は…泉⽔さんの曲で歌詞画像を作っています。
 詩⼊り画像は久しぶりの投稿です。

「忘れていたけど…みんなを…素敵な詩、歌で励ましてくれてありがとう。」

これは…詩を書いていて…書いてなかったので、「忘れていたけど…」を⼊れました。
 泉⽔さんは⾔葉の⼤切さをおしえてくれました。

 おしえてくれたことと歌で励ましてくれたことは本当に感謝をしています。

「ずっとずっと⼤好きだよ!!!」

思っていることをそのまま詩にしました。

「あなたのお茶⽬のところ⼤好き!!!」

泉⽔さんがなくなった後…
 「Brezza di mare 〜 dedicated to IZUMI SAKAI 〜」で付いているDVDに収録されている「もう少しあと少し…」で泉⽔

さんがお茶⽬なシーンを⾒た時は「泉⽔さんこんな⼈だったんだ。かわいい!!!」と思いました。
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Re:みんなの⼼の中に⽣き続けているよね!!!/ずっとずっと⼤好きだよ!!!

7068 選択 miho 2008-05-27 20:04:46 返信 報告

本⽂なし

Re:みんなの⼼の中に⽣き続けているよね!!!/ずっとずっと⼤好きだよ!!!

7070 選択 pine 2008-05-27 20:46:48 返信 報告

mihoさん こんばんは

気持ちを素直に表わした素敵な詩ですね。
 いつまでも、みんなの⼼の中に⽣き続けていますね。

 私もお茶⽬な泉⽔さん、⼤好きです!
 年上なんだけど、かっわいい︕って思ってしまいますね。

mihoちゃんへ。

7072 選択 saki 2008-05-27 21:22:22 返信 報告

mihoちゃん、こんばんは。

今回も、mihoちゃんの気持ちが、真っ直ぐに表現された詩に、加⼯画像ですね(^_^)v

オチャメな泉⽔さん、可愛い泉⽔さん、綺麗な泉⽔さん、かっこいい泉⽔さん、ぜ〜んぶ好きですよ〜(^o^)／

mihoちゃんも、加⼯画像がドンドン旨くなってきたねぇ〜︕

皐さんが帰って来たらビックリさせようね(^o^)／
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Re:みんなの⼼の中に⽣き続けているよね!!!/ずっとずっと⼤好きだよ!!!

7073 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-05-27 21:53:48 返信 報告

mihoさん こんばんは︕
 お久しぶりです。

 素直な気持ちをしっかり表現されている詩と、画像の部分はベールがかかったような神秘的な感じを受けて とても
素敵だと思いました。

 私も泉⽔さんの『美しい』ところ、『かわいい』ところ、『お茶⽬な』ところ、『かっこいい』ところ 全部⼤好き
です。

 あら︖ｓａｋｉさんと全く同じになっちゃいましたね〜（笑）
 これからも泉から湧き出るような作品を拝⾒させて下さい。

Re:みんなの⼼の中に⽣き続けているよね!!!/ずっとずっと⼤好きだよ!!!

7075 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-05-27 22:37:02 返信 報告

mihoさん、こんばんは。 こちらでは初めましてですね。
 Z板では、何度かお話ししたことがあります。

⼀周忌に辺り、いくつか保存しておいたログを振り返って⾒ていました。
 Z板で、私が3回⽬の⽉命⽇にスレを⽴てた時に、⼀番でレスくれていました。

 mihoさんみたいに若い世代のZARDファンが居てくれて、
 泉⽔さんも喜んでますね。 と、返事していました。

mihoさんは、若くて熱⼼だから、加⼯画も詩も、これからドンドン上達しますよ︕
 先輩⽅に追いつけ追い越せで、頑張って下さいね。 応援しています︕

 

Re:みんなの⼼の中に⽣き続けているよね!!!/ずっとずっと⼤好きだよ!!!

7087 選択 チョコレート 2008-05-28 08:40:27 返信 報告
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mihoさんへ
おはようございます。チョコレートです。

 命⽇に素敵な詩⼊り画像をありがとうございました︕

> 「忘れていたけど…みんなを…素敵な詩、歌で励ましてくれてありがとう。」 
 mihoさんの詩を読みながら、私もそんな気持ちだったな・・・と思い出したり、いつもストレートに⼼に響いてきて

素敵ですね。

> 「ずっとずっと⼤好きだよ!!!」 
> 「あなたのお茶⽬のところ⼤好き!!!」 

 私も皆さんと同じく、泉⽔さんぜ〜んぶ⼤好きです︕
 これからも詩⼊りの画像、⾒せてくださいね。楽しみにしています。

負けない︕

7119 選択 シヴァ 2008-05-28 22:19:56 返信 報告

ｍｉｈｏさん、こんばんは︕

とても綺麗ですね・・。
 ソフトフォーカス気味にしてるところが癒しのパワーを倍増してるように感じます。

ｍｉｈｏさんが泉⽔ちゃんを⼤好き︕︕︕っていうのが伝わってきますね︕
 私もｍｉｈｏさんに負けないくらい泉⽔ちゃんが⼤好き︕︕︕︕︕ですよ︕
 

皆さん、本当にありがとうございました︕

7097 選択 チョコレート 2008-05-28 12:45:57 返信 報告

Z研にお集まりの皆さん、こんにちは。留守番隊員のチョコレートです。
 昨⽇、泉⽔さんの⼀周忌には、たくさんの画像、動画、コメントをZ研に寄せて頂き、本当にありがとうございました。
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所⻑をはじめとして、所員の多くの皆さんがライブに参加されている中、、
sakiさん、mihoさんより追悼画像、xs4pedさんからは追悼動画を3本も寄せて頂きました。

 会場より、attiさんから携帯画像も送っていただき、留守番でありながらも、ライブの会場を拝⾒し、素晴らしい作品と共に、
皆さんの想いにふれることができたような感じがしています。

 また、寂しくなりがちな掲⽰板もpineさん、sakiさん、GTOさん、そして、遠くイランからはmegamiさんが参加してくださ
り、盛り上げることができました。

 平⽇昼間から、「代々⽊もZ研もみんなつながっている」と、⼼から実感できました。
 本当に皆さん、ありがとうございました。感謝の気持ちでいっぱいです。

 仕事で今⽇も忙しい留守番隊⻑・部⻑さんにかわりまして、お礼申し上げます。
 「今後ともZ研をご贔屓に︕」

追伸、31⽇には皆さんのアイドル皐さんも⾥帰りされます。もっともっともりあがっていきましょうね。
 

Re:皆さん、本当にありがとうございました︕

7099 選択 pine 2008-05-28 13:28:23 返信 報告

チョコレートさん、皆さん こんにちは︕

昨⽇は、留守番なのに何だかソワソワしながら過ごしましたが、
 泉⽔さんを想い、Z研にどっぷり浸かりながら、「皆さんと繋がっている」ことをとても嬉しく思った１⽇でした。

 私からも、皆さんどうもありがとうございました︕︕(*^o^*)♪

 こういうことをサラッとしてしまうチョコレートさんは「スゴイ︕」と思うpineでした。

こちらこそ ありがとうございました〜

7100 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-05-28 15:05:45 返信 報告

チョコレートさん こんにちは︕︕
 こちらこそ 昨⽇は本当にありがとうございました♪

 ３１⽇にはまた盛り上がりましょうね☆
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ｐｉｎｅさん こんにちは︕
昨⽇黙祷を捧げた少し後から ４時間くらい停電になってしまったので ｐｉｎｅさんにレスできず すみませんで
した︕︕

黙祷の時間まで順調に繋がっていたのは、やっぱり泉⽔さんの⽬に⾒えない⼒だったと思います。
 みなさんと同じ時間を過ごせたことを 本当に感謝しております。

 どうもありがとうございました〜ヽ(*ゝω･*)ﾉ

Re:こちらこそ ありがとうございました〜

7101 選択 saki 2008-05-28 16:38:13 返信 報告

 
チョコレートせんぱ〜い♡

 pine せんぱ〜い♡
 megamiさ〜ん♡   こんにちは(^^)/

今⽇は、PCもチェックせずにゆっくりしてたら、チョコレート先輩のスレが⽴ってて…
 遅くなって、すみませ〜んm(_ _)m

お三⽅の⼥性らしいお気遣いに、いつも、いつも感⼼しています。（ってお前は何なんだ︖）

Z研が誇る、レディース連合に、私もパシリでいいですから⼊れて下さいね〜。
 みなさん、昨⽇は、本当にありがとうございました。

皐さんが帰ってくる31⽇は、15時位までしかここに居られないので、ちょっと寂しいですけど、
 皐さんへの画像も今制作中です。 sakiブルーではなく、皐カラーに染めたいと思っています。

 朝からガンガン元気をだして⾏きましょうね(^_^)v

                    saki
 

Re:皆さん、本当にありがとうございました︕

7102 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-05-28 18:54:04 返信 報告
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いや〜、うちの会社も忙しい事あるんだね。
ちょっとした驚きを感じているＴ２８です、こんばんは（笑）。

>仕事で今⽇も忙しい留守番隊⻑・部⻑さんにかわりまして、お礼申し上げます。 
 エ〜、ご紹介に預かりました留守番隊⻑です（笑）。

 正しくは、「今⽇も」ではなく、「珍しく今⽇は」であります。
 まずは訂正してお詫び申し上げます（笑）。

チョコレートさん、どうもありがとうございます。
 いや〜、私には逆⽴ちしても、こんな温かいメッセージは書けません︕（キッパリ）

 読んでいて胸がいっぱいになりましたよ︕
 ⼼より感謝申し上げます。<(_ _)>

>追伸、31⽇には皆さんのアイドル皐さんも⾥帰りされます。もっともっともりあがっていきましょうね。 
 えっと・・・、ネタ仕⼊れておかないとね（笑）。 楽しみだなぁ〜。

pineさん、sakiさん、megamiさん、こんばんは。
 （あの、順番（所員は最後）に特に意味は・・・。 強いて⾔えば年齢順︖（笑）m(_ _)m）

 ⼥性ゲスト（所員含む（笑））が多くて、華やかで嬉しいなあ（涙）。
 やっぱり所⻑が居ないと、⽻根を伸ばせるってことかな︖（笑）

最後は真⾯⽬に・・・、って、それほどでもないっか︕（笑）
 Z研を⽀えてくれているのは、皆さんですよ︕

 これからも、どうぞよろしく︕︕

Ｐ.Ｓ. ところで、ミキティさんは無事⾃宅に辿り着いたのかな︖
  最終電⾞に間に合ったとこまでは知ってるんだけど、どなたか知りませんか︕︖（笑）

 

部⻑へ

7105 選択 stray 2008-05-28 20:09:28 返信 報告

こんばんは、ただいま（笑）。
 留守中ご苦労さま︕ って何もしてないじゃん︕（笑）
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チョコレートさんの働きがあまりにも⾒事だったので、
カフェ従業員から⼀気に部⻑に昇格︕

 部⻑は課⻑に降格︕な〜んてね（笑）。

> やっぱり所⻑が居ないと、⽻根を伸ばせるってことかな︖（笑） 
 そうみたいだね（笑）、チョコレートさんに管理⼈お願いしようか︖（笑）

> Ｐ.Ｓ. ところで、ミキティさんは無事⾃宅に辿り着いたのかな︖ 
 >  最終電⾞に間に合ったとこまでは知ってるんだけど、どなたか知りませんか︕︖（笑） 

 そこがはっきりしないんだよねぇ（笑）。最終電⾞には乗れたようだけど。

みなさまへ☆

7110 選択 ミキティ 2008-05-28 21:01:21 返信 報告

みなさん こんばんは（＾－＾）
  昨⽇ What a beautiful memory2008 最終⽇ 代々⽊公演へ⾏って来ました♪

  とっても思い出深い⼀⽇でした.｡o○
 stray所⻑さん アネ研さん カーディガンさん PANさん お世話になりましたみなさん 本当にありがとうござい

ました☆

その後 なんとか無事に家路に着きました いつもご⼼配ばかりおかけしてすみませーん U｡･x･)ﾉ

 ただ今 レポート ミキティ版を作成中です(*＾ー＾)／
 UPで来ましたら是⾮読んでくださいね☆

  
   

   

所⻑さん、ミキティさん、お帰りなさーい︕

7112 選択 チョコレート 2008-05-28 21:31:04 返信 報告
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皆さん、こんばんは。チョコレートです。
ライブ参加チームの所⻑さん、ミキティさん、お帰りなさーい︕

 ライブも楽しまれたようですね。レポートはまだまだこれからとは思いますが、とりあえず、無事に帰宅されて良か
ったです。ホッ。ゆっくり休んでくださいね。お疲れさまでした︕

所⻑さんや、多くの所員の皆さんがお留守でしたので、カフェの店番としてはとても⼼細く･･･オロオロしていました
が、sakiさんやpineさんをはじめとする⼥性パワーで、何とか乗り切れた感じです。

 お忙しい部⻑さんも、何度も何度もカフェに様⼦を⾒に来てくださってましたよ。「何もしてない」なんて、とんで
もありません︕

 本当に皆さんの気持ち、つながっている感じでした。皆さんに感謝、感謝です。
 イランのmegamiさんとも⽣中継的につながっていて、素晴らしい⽇を過ごさせていただきました。

 泉⽔さんのパワーは偉⼤ですね･･･。

所⻑さんへ
 所⻑さんのごあいさつを横取りしちゃったようで、すみませんでしたm(_ _)m。出すぎた真似を･･･（汗）。

 これでも私、いっぱいいっぱいでしたので、許してｺﾞﾛﾆｬﾝ︕（sakiさんふう）
 そうそう、「お⼟産」のことで業務連絡（笑）がありますので、後ほどメールしますm(_ _)m。

泉⽔さん、ありがとう。

7032 選択 saki 2008-05-27 10:08:37 返信 報告

 
5⽉27⽇

 昨年の今⽇、あなたの事を知りました

少しの詩は知ってたけれど…
 あなたの素顔、あなたの動きを初めて⾒たのです。

 幾万の⼈々があなたとの別れを惜しみ、悲しむ姿を
 ブラウン管を通して⾒ているだけの、私
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ZARD…私の知らない世界

だけども、詩を聴くと、あれも、これも
 聴き覚えのあるメロディー… 

 あなたの詩は私の中にすでに、刻まれていました。

悲しい別れ… 

そこから始まった、あなたとの出逢い
 あれから⼀年、素敵な⼈々と巡り逢い
 新しい命も授かりました。

 思い返すと、その度々に、あなたのメロディーが聞こえて来ます。

坂井泉⽔さま、あなたの詩は、私の想い出と共に⽣き
 そして、これからも、あなたのココロを追い続けます。

            saki
 

Re:泉⽔さん、ありがとう。

7034 選択 チョコレート 2008-05-27 10:57:54 返信 報告

sakiさんへ

こんにちは。留守番隊のチョコレートです。
 泉⽔さんの命⽇にとても、とても素晴らしい作品をありがとうございます。

 泉⽔さんの⼤好きなお花がいっぱい︕かわいいウサギさんの⼿に持っているのはパンフ︖それともカードでしょう
か︖

 sakiブルーで今回はいつにも増して素晴らしいですね︕感動しました。（ちょっと涙も出ちゃいました。）

いつでもまっすぐに、ひたむきに歌い続ける姿、きっと、今⽇の代々⽊でも⾒せて下さることでしょう。
 今⽇は⾒ていると吸い込まれそうなくらい、綺麗な⻘空が広がっています。やはり泉⽔さんかな︖

今⽇をどんな気持ちで迎えるのか、⾃分でもわからずにいましたが、予想外に静かな気持ちでいます。
 今、泉⽔さんに伝えたいことは「ありがとう。」ということと、「これからもお願いしますね。」ということです。

 私も泉⽔さんが下さった新しい出会いを、⼤事に、⼤事にしていきたいと思います。
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こんにちはSakiさん

7035 選択 GTO 2008-05-27 11:23:09 返信 報告

こんにちはsakiさん、

初めまして、GTOと申します。
 いつもsakiさんの元気なコメントに癒されています。

 ほんと、こどもは可愛いよね!。

私も昨年の今⽇、5⽉27⽇に初めてZARDを知りました。
 それまで、代表曲”負けないで”も知りませんでした。

でも、早いもので、あれからもう⼀年なんですね。
 その間にxxxさんとの出会い、そしてsakiさん、ここにいらっしゃる皆さん...、皆さんに御礼を申し上げます。

 そして、⼀期⼀会の気持ちでいたいと思います。

改めて、泉⽔さんを偲びたいと思います。

GTO
 

Re:泉⽔さん、ありがとう。

7036 選択 saki 2008-05-27 11:23:42 返信 報告

チョコレート先輩へ♡

今⽇は、泉⽔さんに感謝の気持ちで過ごしましょうね︕
 そして、Z研のみなさん、xxxさんにも他にも沢⼭の⼈達に感謝︕感謝︕感謝︕です。

うさぎさんが持ってるカードは、
 ＃7018で、Hiroさんが、xxxさんと私も⼀緒に代々⽊に連れて⾏って頂いたものです。

 Hiroさんのお優しさに対するささやかな、ほんとささやかなお礼の気持ちです。

GTOさん、はじめまして。
私は、何回もxxxさんへの追悼メッセージを読んでいますので、GTOさんと初めてのような気がしません（笑）
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泉⽔さんを知れば知る程、益々好きになっています。
此からも、宜しくお願いしますね。

 

sakiさんへ

7037 選択 チョコレート 2008-05-27 11:34:09 返信 報告

こんにちは。pineさんとカフェでお茶している間にsakiさんからお返事が︕今⽇はお仕事はお休みですか︖

> うさぎさんが持ってるカードは、 
 > ＃7018で、Hiroさんが、xxxさんと私も⼀緒に代々⽊に連れて⾏って頂いたものです。 

 そうでしたか︕⾔われてよく⾒てみればそうですね。とても素敵なカードですよね。きっと泉⽔さんのところにも届
いて、喜んでくれるでしょうね︕

今⽇は感謝︕感謝︕感謝︕の気持ちで過ごしたいと思います。もちろん、sakiさんとの出会いにも感謝︕感謝︕でー
す。

 お時間があったら、カフェにも遊びにいらしてくださいね〜。今⽇はチャットルームをうろうろしてまーす。

Sakiさんへ

7038 選択 GTO 2008-05-27 11:39:17 返信 報告

こんな早いレスをいただけるとは思いませんでした。
 それにチョコレートさんまでも︕︕

これはライブチャットですか︖

今、昼前ですよね︖

GTOさんへ

7039 選択 チョコレート 2008-05-27 12:09:51 返信 報告

sakiさん、横レス失礼します。
 GTOさん、初めまして。チョコレートと申します。
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GTOさんのお名前は本家Ｚ板でも以前より拝⾒していますので初めてのような気がしませんが･･･よろしくお願いいた
します。

今⽇はZARDファンにとって特別な⽇ですから･･･ライブに参加できないお留守番隊の私は、⾃分にとって⼀番安らげ
る、⼤切な⼈のたくさんいる、このz研で1⽇ウロウロしている予定です。

 チャットみたいですね（笑）。またお時間ありましたら、こちらにいらしてくださいね。
 

Re:泉⽔さん、ありがとう。

7040 選択 pine 2008-05-27 12:30:10 返信 報告

sakiさん こんにちは

とっても素敵な作品、拝⾒しました。ありがとうございます。
 ⼤好きなカラーの花に囲まれて、泉⽔さん綺麗ですね。⽬がとっても優しくて…

そして、添えられたメッセージ。昨年の今⽇、私も同じような気持ちでした。
 ZARDの歌を聴き、泉⽔さんのことを知るにつれて、「どうしてもっと早く、ちゃんと聴かなかったのだろう…」とい

う想いばかりでした。
 これからも、後を追い続けることしかできませんが、泉⽔さんが残して下さった詞の意味を考えながら、ずっとずっ

と聴き続けます。
 泉⽔さんが下さった「出会い」に感謝︕

sakiさん、横レス、失礼します。
 チョコレートさん 先程は有難うございました。m(^_^)m

 またお願いしますね。

GTOさん 初めまして、pineと申します。
 GTOさんも昨年からのファンとのこと、私も同じです。

 私は主婦なので、主に⽇中に出⼊りしております。今後共、よろしくお願いします。

Re:泉⽔さん、ありがとう。

7041 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-05-27 12:39:20 返信 報告
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みなさん こんにちは︕
sakiさんへ

 しっかりと想いの詰まった 素敵な作品をありがとうございました。ココロに迫るものがありました。
 今⽇でもう１年なのですね・・・この１年は私にとっても いろいろな変化がありました。

 泉⽔さんのおかげで こうしてみなさんとお話できるようになり 孤独な⽣活に彩りが添えられたような気が致しま
す。

本⽇はしっとりと１⽇を過ごして 代々⽊へ想いを送りたいと思います。

ｓａｋｉさん＆チョコレートさん＆ＧＴＯさん＆ｐｉｎｅさんがチャットのようにお話されている中に⾶び込ませて
いただいてすみません・・・

 これからもどうかヨロシクお願い致します。

megamiさんへ

7042 選択 チョコレート 2008-05-27 12:56:31 返信 報告

横レス失礼します。

megamiさん、お久しぶりです︕
 最近、megamiさんのところではつながりにくい状況があったようでしたので、⼼配してました〜。でもつながって

良かったです。ホッ。

今⽇は特別な⽇ですものね。
 イランは⻘空が⾒えるでしょうか︖あれ、まだ夜明け前かしら︖

 ⽇本では泉⽔さんらしい綺麗な⻘空が広がっていますよ。ライブに参加できない私は、⻘空を⾒上げながら、静かに
過ごしています。

 きっとmegamiさんの想いも、ちゃんと代々⽊に、泉⽔さんのところに届いていますよ。またお話させてください
ね。

チョコレートさんへ

7043 選択 GTO 2008-05-27 12:57:24 返信 報告
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チョコレートさんへ、

早速のレスありがとうございます。
 チョコレートさんのコメント、いつも楽しく拝⾒させていただいています。

 今⽇は⼀⽇、カフェ番ですか︖
 私も、床掃除位は出来ると思います。

 何でも⾔いつけてください︕。

Sakiさんへのコメントにも書きました様に、私はZARDを昨年5⽉27⽇まで知りませんでした。

でも、Zard Worldは浸かり過ぎると、⾟いです。
 

チョコレートさんへ

7044 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-05-27 13:04:30 返信 報告

横レス失礼します。
 本当にご無沙汰してすみません︕

 > イランは⻘空が⾒えるでしょうか︖あれ、まだ夜明け前かしら︖ 
 ただいま午前８時３０分です。こちらでもしっかり⻘空が⾒えて、とても素敵な１⽇になりそうです。

 > きっとmegamiさんの想いも、ちゃんと代々⽊に、泉⽔さんのところに届いていますよ。またお話させてください
ね。 

 いつもお優しいレスをいただき ココロが『ホッ』と温かくなっております。本当にどうもありがとうございま
す・・・

 ぜひまたお話させて下さい。

Re:チョコレートさんへ

7045 選択 GTO 2008-05-27 13:13:16 返信 報告

Sakiさん、チョコレートさん、pineさん、megamiさん、皆さんこんにちは（こんばんは）︖

この時間に⽇本、イラン、︖、皆が集まるなんて不思議ですね。
 泉⽔さんに感謝。かな︖
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GTOさんへ

7046 選択 チョコレート 2008-05-27 13:18:21 返信 報告

レスをいただきありがとうございます︕

> 今⽇は⼀⽇、カフェ番ですか︖ 
 > 私も、床掃除位は出来ると思います。 

> 何でも⾔いつけてください︕。 
 ・・⼀応、平⽇昼間はカフェのお店番をさせていただいております（笑）。

 今⽇は所⻑も代々⽊に出かけて留守をしておりますので、お留守番隊なんです。
 GTOさんに床掃除だなんて･･･。カフェの掃除は⼤丈夫です︕ぜひ遊びにいらしてくださいね。お待ちしております。

> Sakiさんへのコメントにも書きました様に、私はZARDを昨年5⽉27⽇まで知りませんでした。 
 私はファン暦は⻑いのですが･･･ZARDを知った時期は⼈それぞれのタイミングで、あまり重要ではないように感じて

います。泉⽔さんのことを⼤切に思ってくださる⽅は皆さん、同じZARDファンだと思います。
 それが泉⽔さんの⾔葉の「ZARDファミリー」なのではないかと･･･。GTOさんもそう思いません︖

megamiさんへ

7047 選択 チョコレート 2008-05-27 13:23:31 返信 報告

> ただいま午前８時３０分です。こちらでもしっかり⻘空が⾒えて、とても素敵な１⽇になりそうです。 
 わー︕イランでも⻘空なんですね〜泉⽔さんすごい︕

 なんだかmegamiさんともチャット状態ですっごくうれしいです︕世界中つながっているみたいですね︖︖
泉⽔さんに感謝︕感謝︕皆さんとの出会いに感謝︕

 私も素敵な1⽇になりそうです。ありがとうございます。
 

皆さんへ

7048 選択 GTO 2008-05-27 13:52:17 返信 報告

チョコレートさん、皆さんチャットですね。
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pineさんとのランチいいですね。
次回は私も混ぜてくださいね。

megamiさん、イランは今⽇は⻘空なんですね、気温はいかがですか?
 私の地⽅は、今⽇は⾬の予報です。

チョコレートさん ＧＴＯさんへ

7049 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-05-27 14:47:21 返信 報告

皆さん こんにちは︕もうすぐ黙祷時間になってしまいますね・・・

チョコレートさんへ
 本当にチャット状態で嬉しいです☆これもぜ〜んぶ泉⽔さんのおかげですね︕︕

 どうかどうか素敵な１⽇を過ごされますように・・・

GTOさんへ
 こんにちは︕私もチャット状態の仲間に⼊れていただいてありがとうございます。

 >イランは今⽇は⻘空なんですね、気温はいかがですか? 
 現在（午前１０時２０分）は３０℃ですが 昼間は４０℃くらいまで上がります。

 > 私の地⽅は、今⽇は⾬の予報です。 
 そうですか・・・ ＧＴＯさんの所では 泉⽔さんを想って 天も泣きそうなのでしょうか︖

Re:泉⽔さん、ありがとう。

7050 選択 saki 2008-05-27 15:05:55 返信 報告

みなさん、沢⼭のレスありがと〜♡
 横レス、ドンドンお願いします。お留守番隊⻑チョコレート先輩を筆頭にこちらで

 泉⽔さんを盛り上げて⾏きましょう。

megamiさ〜んお久しぶり、ネット繋がって良かったですね〜 
 ⼤事な⽇なので、泉⽔さんがつなげて下さったんですよきっと(^^)/

https://bbsee.info/straylove/id/7032.html?edt=on&rid=7049
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=7049
https://bbsee.info/straylove/id/7032.html?edt=on&rid=7050
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=7050


寝てたら何故か⽬が覚めて、時計を⾒たらもうすぐ、黙祷の時間︕
みなさん、⼀緒に泉⽔さんに、黙祷を捧げましょう

 pine先輩も宜しくね︕

  １５︓１０
 

Re:泉⽔さん、ありがとう。

7051 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-05-27 15:28:02 返信 報告

皆さん、こんにちは。

今、黙祷を捧げました。
 皆さんも、いろんな場所から、感謝の想いを天に届けたことでしょう。

 きっと泉⽔さんに届くことを信じて・・・。

sakiさん、⼼のこもったメッセージですね。
 私も⾃分で書いた⼤事なメッセージは保存してあるので、

 たまに読み返してみますけど、その時の気持ちを思い出しましたよ。
 飾らないストレートな⾔葉が、胸に響きました︕

素敵な加⼯画もありがとうございます。
 この中にあるカードも、もうきっと、泉⽔さんに届いたことでしょうね。

 

まだかな︖

7052 選択 saki 2008-05-27 15:28:28 返信 報告

xs4pedさんが、泉⽔さんの⼀周忌に捧げる作品をUPされるはずなんだけど〜

まだかな︖ まだかな︖ って楽しみに待っているのに…

xs4pedさ〜ん、みなさん待ってますよ〜(^o^)︕

T28部⻑、こんにちは。
 コメントありがとうございます。
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な〜んか知らないけど、改めて、此からもお願いしますって気持ちになっています。
特別な⽇だから︖ 私、変です︕（←今に始まった事じゃないって）

ｓａｋｉさんへ

7053 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-05-27 15:31:11 返信 報告

sakiさん 本当にお久しぶりです︕︕
 私も皆さんと⼀緒に 『⽇本時間１５時１０分』黙祷を捧げました・・・

 > ⼤事な⽇なので、泉⽔さんがつなげて下さったんですよきっと(^^)/ 
 本当にそう思います︕︕

 皆さんと⼀緒の時間を過ごせて とっても幸せです☆どうもありがとうございました〜

sakiさん & megamiさんへ

7054 選択 pine 2008-05-27 16:15:43 返信 報告

sakiさん こんにちは

>みなさん、⼀緒に泉⽔さんに、黙祷を捧げましょう 
 >pine先輩も宜しくね︕ 

 ⼦供とバタバタしていて、少し時間が遅れてしまいましたが、黙祷を捧げました。
 そんな様⼦がsakiさんに伝わっていたのでしょうか…

>特別な⽇だから︖ 私、変です︕（←今に始まった事じゃないって） 
私も今⽇は何だか変です。昼⾷のサラダをレンジでチンしてしまいました。（sakiさんの「変」と次元が違いすぎま
すね。失礼いたしましたm(^_^)m）

megamiさん お久しぶりです︕
 今⽇繋がって本当に良かったです。繋がらなかったのは泉⽔さんのいたずら︕︖

 megamiさんの想いが伝わり、⼀緒の時間を過ごせて、私も幸せです︕

カフェよりご案内
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7056 選択 pine 2008-05-27 16:32:34 返信 報告

カフェのゲストブックにも書きましたが、
 チョコレートさんが、カフェに、泉⽔さんが⼤好きなカラーの花束を飾ってくださっています。

 優しさの中にも凛とした強さがあり、とても綺麗です。
 皆さんも是⾮、カフェ「トップメニュー」の「Flower」でご覧くださいませ(^o^)/

カフェ従業員室に出⼊りする客 pine でした。
 

pine先輩へ♡

7057 選択 saki 2008-05-27 16:35:09 返信 報告

pine先輩、改めてこんにちは。(^^)/

>そんな様⼦がsakiさんに伝わっていたのでしょうか… 
 あまり深読みしないでね〜、

 pine先輩にレスしょうとしたのですけど、黙祷の時間が迫っていたので、
 お名前だけでもって、あわてちゃって、ごめんなさ〜いm(_ _)m

私、”揺れる想い”を聴きながら正座してしっかり黙祷しましたよ。(^^)/

>私も今⽇は何だか変です。昼⾷のサラダをレンジでチンしてしまいました 
 キャハハ〜、pineせんぱ〜い♡ ⼤丈夫ですか〜︖ 

⼈のしっぱ〜いを聞くとなぜか、ホッとする sakiでした。
 

Re:泉⽔さん、ありがとう。

7058 選択 atti 2008-05-27 16:51:48 返信 報告

sakiさん、みなさん、こんにちは。
 原宿駅前からです。暑いです〜

> みなさん、⼀緒に泉⽔さんに、黙祷を捧げましょう
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この時間はぐっつ会計中であった。
駅前には軽ワゴンにて献花⽤花束を販売しています。

 まだ時間があるな…

Re:泉⽔さん、ありがとう。

7059 選択 saki 2008-05-27 17:03:54 返信 報告

attiさん、こんにちは。

泉⽔さんのサポート宜しくお願いしますね。

ところで、うちの所⻑達⾒かけませんでしたか︖

他の掲⽰板の有名⼈の⽅々は︖
 

所⻑は5⼈でお茶しているようです

7061 選択 チョコレート 2008-05-27 17:18:07 返信 報告

attiさん、こんにちは。attiさんも所⻑さんたちとご⼀緒でしょうか︖
 所⻑から5⼈でお茶していると連絡がありました〜。

 開演まで1時間半、こちらのほうが緊張するのはなぜでしょう︖

Re:所⻑は5⼈でお茶しているようです

7062 選択 atti 2008-05-27 17:36:51 返信 報告

チョコレートさん、こんにちは。
 ひとりで、⽯垣の上から野良無線してます。

 ⼭⼿線側の道路にテレ朝の中継⾞が停⾞しているので、
 ナマ中継はあるのか不明ですが、ニュース関連の捕獲体制を（笑）

 

会場様⼦
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7064 選択 atti 2008-05-27 17:43:10 返信 報告

携帯からです

Re:まだかな︖

7065 選択 xs4ped 2008-05-27 18:30:39 返信 報告

sakiさん、皆さん、こんにちは。

素晴らしい、加⼯画有難う御座います︕
 この加⼯画も追悼動画に使いたかったですね〜(残念)

 > xs4pedさんが、泉⽔さんの⼀周忌に捧げる作品をUPされるはずなんだけど〜 
 > まだかな︖ まだかな︖ って楽しみに待っているのに… 

 > xs4pedさ〜ん、みなさん待ってますよ〜(^o^)︕ 
 御免なさい。<m(__)m>

 昼過ぎにUpする予定でいたのですが、急遽、⼀部、編集していました。
 やっと完成し、昼⾷(⼣⾷︖)を⾷べて、チョット休憩していたら、安⼼した為か、いつの間にか寝てしまいました。

(笑)
 > 特別な⽇だから︖ 私、変です︕（←今に始まった事じゃないって） 

 今⽇は全員、変でしょう︕(笑)
 もう直ぐ出勤(夜勤)なのでこのまま、もう寝ないで出勤です。(ToT)/~~~

 

Re:泉⽔さん、ありがとう。
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7066 選択 miho 2008-05-27 19:45:25 返信 報告

sakiさんみなさんこんばんは。
 > 

> 5⽉27⽇ 
 > 昨年の今⽇、あなたの事を知りました 

> 
> 少しの詩は知ってたけれど… 

 > あなたの素顔、あなたの動きを初めて⾒たのです。 
 > 幾万の⼈々があなたとの別れを惜しみ、悲しむ姿を 
 > ブラウン管を通して⾒ているだけの、私 

 > 
> ZARD…私の知らない世界 

 > 
> だけども、詩を聴くと、あれも、これも 

 > 聴き覚えのあるメロディー…  
 > あなたの詩は私の中にすでに、刻まれていました。

去年の5⽉27⽇は…何も知らないで…楽しく…出かけていました…次の⽇友達からのメールで知って泣いてしまい…悲
しいくて泣きながら聞いた…久しぶりのZARDの曲「運命のルーレットを廻して」を聞いて…ZARDの曲を…たくさん
聞きました。

 泉⽔さんの素顔を知った時は…「すごい⼈だったんだ」と思いました。
 詩のすごさも知ることができました。

 泉⽔さん…本当に本当にありがとう!!!

よいお天気で…

7022 選択 miya 2008-05-27 05:51:11 返信 報告
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おはようございます。

お天気もよくてよかった。いよいよですね。

 ５時４０分、NHKラジオより「永遠」が流れてきました。
 なんだか、運動会の合図のようでした。

  
  私はお昼で早退千代⽥線⼀本ですが

 遠⽅より来られる皆さん気をつけてお越しくださいね。

Re:よいお天気で…

7023 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-05-27 06:19:31 返信 報告

miyaさん、みなさん、
 おはようございます。

 みんなで、すばらしいライブにしましょうね。(笑)

Re:よいお天気で…

7024 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-05-27 06:54:54 返信 報告

皆さん、おはようございます。

ホントにいい天気になりましたね。
 ライブに参加されるファンの皆さん、お気を付けてお出かけ下さい。

素晴らしいライブになりますように・・・（祈）。

   留守番係より（笑）
 

遠征中ですzzz

7026 選択 カーディガン 2008-05-27 08:00:52 返信 報告
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miyaさん、みなさん、おはようございます。
遠征中につき、休養中です。

 今は東京です。みなさん、それではよろしくお願いします。
 会場でお会いしましょう(^-^)/~~

Re:よいお天気で…

7031 選択 MISORA 2008-05-27 09:47:29 返信 報告

miyaさん、みなさん、おはようございます

本⽇昼まで仕事を済ませ、昼から⾶⾏機で向かいます
 お天気でよかったです

献花のためお花屋さん探さないと…
 皆さんは予約されて⾏かれるのかな?

では、皆様代々⽊でお会いしましょう!!

Re:よいお天気で…

7033 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-05-27 10:12:37 返信 報告

さっき、FMヨコハマを聞いていたのですが、10:30頃（11:00頃まで）から、ZARD特集を放送するみたいです。
 もう、ライブの準備で東京周辺に移動している⽅なら、聴けるはずです。

 ラジオが近くにおありなら、是⾮︕ 84.7MHzですよ。

Re:よいお天気で…

7055 選択 atti 2008-05-27 16:27:51 返信 報告

アネ研さん、miyaさん、みなさん、こんにちは。

> おはようございます。 
 > みんなで、すばらしいライブにしましょうね。(笑)
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原宿駅前@野良無線からです。
暑いですね、⽇焼けしてしまいます。

 まだまだ時間があるのでゆっくりと休憩でもします。
 泉⽔さんのシルエットのある旗がゆったりと揺れています。
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退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [7025]⼥性⾃⾝ 6/10(0) [6970]フライデー(12) [7028]correct(0) [7027]remember(0) [7018]ｓａｋｉさんへ(^^♪
(3) [6996]みなさんありがとうございます!!(6) [7015]今⽇、献花してきました。(1) [7002]CDTVにて(2) [7010]堂島リバーフ
ォーラム(2) [6975]にしまるさん、ごめんなさいm(_ _)m(4)

新しい話題を投稿する
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⼥性⾃⾝ 6/10

7025 選択 atti 2008-05-27 07:16:03 返信 報告

今朝の新聞にて、発⾒。

本⽇は休暇をとっています(笑)。
 先ほど、ガソリン給油の帰りにコンビニにて⽴ち読みのみを・・・。

アートディレクターの鈴⽊謙⼀さんへの取材でした。
 ttp://www.kobunsha.com/shelf/magazine/current?seriesid=101001

ps.さて何時にでかけようかな・・・
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フライデー

6970 選択 atti 2008-05-23 00:19:53 返信 報告

皆さん、こんにちは。

明⽇のフライデーに記事があるとのこと。

しかし、⾒ると⾟くなりような写真がありそうですね。

さて、本題は、Soffio〜
 詳細は、⾃ブログを参照願います

捜索隊の出陣ですよ(爆)。←単⾞があれば捜索するのだが・・・
 

Re:フライデー

6974 選択 チョコレート 2008-05-23 13:18:16 返信 報告

attiさん、初めまして、チョコレートと申します。
 いつも情報を拝⾒させていただいております。ありがとうございます。なかなかコメントできずにすみませんでし

た。
 ブログも拝⾒させていただきました。"Soffio"はすでに完成間近なのですね･･･。写真も拝⾒できて驚きでした。

 泉⽔さんを近くに感じられるレストランになると良いですね。私もいつか⾏ってみたいと思います。

横浜市⻘葉区、私も以前、友⼈が住んでいた時期があって、何度か⾏ったことがありますが、とても静かな住宅街と
いう感じでした。

 東名の⻘葉インターもあるのでアクセスも便利なのでしょうか︖
 また情報がわかりましたらお願いします。

 Z研でもそろそろ⻲井刑事の出番でしょうか︖久しぶりにゼットンの出動をお願いしたいです(笑）。

Soffio

https://bbsee.info/straylove/id/6970.html
https://bbsee.info/straylove/id/6970.html?edt=on&rid=6970
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6970
https://bbsee.info/straylove/id/6970.html?edt=on&rid=6974
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6974


6977 選択 stray 2008-05-23 16:46:54 返信 報告

attiさん、こんにちは。

情報ありがとうございます。
 Soffio は、だいぶ出来上がってますね。⻘と⽩を基調として、

 「BLEND I」のジャケ写の建物のような雰囲気なのでしょうか。
 場所は、⼈⼝からすると⻘葉台あたりでしょうか。

 ⻘葉台なら出張でよく⾏くので、嬉しいなあ（笑）。

フライデーは、⽥舎なので1⽇遅れで明⽇発売ですが、
 この時期にこうした記事を出す意図を深読みしたくなります（笑）。

引っ越そうかな 

6982 選択 M.Dark 2008-05-23 23:51:14 返信 報告

attiさん 皆さん こんばんは︕

attiさん 情報ありがとうございます。
 完成も近そうですね。

 ⼜、情報お願いいたします。
 （⻘葉台に引っ越そうかな。（笑））

> しかし、⾒ると⾟くなりような写真がありそうですね。

「私は、⼈々に”希望の歌”を歌いたいの・・・」
 ﾌﾗｲﾃﾞｰの記事 ご⼼配なく いいですよ。

Re:引っ越そうかな 

6983 選択 atti 2008-05-24 00:21:06 返信 報告

M.Darkさん、皆さん、こんにちは。
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> ⼜、情報お願いいたします。 
> （⻘葉台に引っ越そうかな。（笑）） 
東急沿線はきれいな住宅地がありますよね。

気になる検索をすると・・・ 該当記事の⾃ブログ更新

> 「私は、⼈々に”希望の歌”を歌いたいの・・・」 
 > ﾌﾗｲﾃﾞｰの記事 ご⼼配なく いいですよ。 

 今朝、コンビニにて購⼊しました。

PS.5/23の2時っチャオ!で、BOXの紹介があったようですね。
 どのような内容だったのかな。

Soffio

6985 選択 スー 2008-05-24 02:03:19 返信 報告

研究所の皆さん、こんばんは。

FRIDAYは購⼊いたしました。詳細は⽌めておきますね。

soffioは、候補地はやはり⻘葉台でしたか、仕事で良く⾏く場所なので、完成が待ち遠しいですね。情報ありがとうご
ざいます。

Re:Soffio

6986 選択 stray 2008-05-24 11:37:44 返信 報告

皆さんこんにちは。

FRIDAY ⼊⼿できました。
 ⼊院中の写真（2007/4/11）が２枚掲載されていて、

 昨年⼥性週刊誌が指摘した「激ヤセ」「激太り」を否定した記事です。
 少し痩せて、お顔がむくんでるように⾒えますが、なにしろ画像が不鮮明で

 （携帯電話のカメラ︖）、はっきりしません。
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M.Darkさん、スーさん
「⻘葉台」は、単なる私の推理ですのでお間違いなく（笑）。

attiさん
 昨⽇の「2時っチャオ!」の内容はＺ板に記事が載ってました。

 映像が⾒たいですね、Ｚ研もさすがに「2時っチャオ!」は捕獲できていません。

Re:Soffio

6987 選択 atti 2008-05-24 11:59:12 返信 報告

 
皆さん、こんにちは。

 > M.Darkさん、スーさん 
 > 「⻘葉台」は、単なる私の推理ですのでお間違いなく（笑）。 

 >

⻘葉区〇〇〇野が最寄駅。スタッフ募集記述から判明。
 場所は?

Re:Soffio

6988 選択 スー 2008-05-24 13:17:15 返信 報告

attiさん、皆さん、こんにちは。

strayさん⻘葉台は推測了解です。
 > ⻘葉区〇〇〇野が最寄駅。スタッフ募集記述から判明。 

 > 場所は?

この辺にも、住宅地は無数にありますね。
 何となく分かって来ました。^^

あ〇〇野ですね（笑）
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6989 選択 stray 2008-05-24 13:27:39 返信 報告

attiさん、こんにちは。

> ⻘葉区〇〇〇野が最寄駅。スタッフ募集記述から判明。 
 これって、会報に書いてありましたっけ︖

 WEZARD.netの情報ですか︖

⻘葉台、あ〇〇野、たまぷら〜ざ・・・この辺なら採算取れると思います。
 次の会報（６⽉中旬）で詳細が明かされると思うので、⾒つけたいならお早めに（笑）。

Re:あ〇〇野ですね（笑）

6990 選択 atti 2008-05-24 16:27:45 返信 報告

strayiさん、こんにちは。
> 
スタッフ募集記述から判明。

 > これって、会報に書いてありましたっけ︖ 
 > WEZARD.netの情報ですか︖

ドメイン検索から会社名、その情報を元に検索。
 既に募集は終了してます•••

> 
> ⻘葉台、あ〇〇野、たまぷら〜ざ・・・この辺なら採算取れると思います。 

 > 次の会報（６⽉中旬）で詳細が明かされると思うので、⾒つけたいならお早めに（笑）。

Re:フライデー

6995 選択 カーディガン 2008-05-24 19:43:04 返信 報告

attiさん、みなさん、こんばんは。
 フライデー⾒ましたよ。朝⼀で買いに⾏きました。ピンボケですね。うーん、もう⼀年ですね。それ以上のコメント
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は、現時点ではしようがないです。

Soffioも完成しそうなんですねぇ。うーん、どんな感じになるんでしょう。完成したらきっと⾏くと思いますが、最
初は、たくさんの⼈がくるんでしょうね。しばらくしたら⾏ってみたいですね。楽しみです(^_-)-☆

横浜市⻘葉区にできるんですか、やっぱりアナウンスどおりですね。近くに住んでいる⼈はいいですね。⼀年に⼀度
⾏ければいいですね。横浜は東京からも遠いですが、もっといきたくなりそうです。気分にひたれそうですね(^^♪

Re:フライデー

7029 選択 atti 2008-05-27 09:12:06 返信 報告

カーディガンさん、皆さんこんにちは。

> Soffioも完成しそうなんですねぇ。うーん、どんな感じになるんでしょう。完成したらきっと⾏くと思いますが、
最初は、たくさんの⼈がくるんでしょうね。しばらくしたら⾏ってみたいですね。楽しみです(^_-)-☆

うさぎさんのサイトに完成写真がUpされていましたね。
 本⽇の公演時には、詳細は発表されますかね︖

> 
> 横浜市⻘葉区にできるんですか、やっぱりアナウンスどおりですね。近くに住んでいる⼈はいいですね。⼀年に⼀
度⾏ければいいですね。横浜は東京からも遠いですが、もっといきたくなりそうです。気分にひたれそうですね(^^♪
横浜市⻘葉区⼤場町だそうです。

gooにて、ソフィオ レストランにて、最初にヒットするものの「キャシュ」にて表⽰をすると・・・求⼈情報・・

correct

7028 選択 匿名 2008-05-27 08:52:20 返信 報告

I am a chinanese ,too.Ms.sakai ,ma ke nai de
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remember

7027 選択 匿名 2008-05-27 08:50:27 返信 報告

I am a chinaese .I know zard from 1997 when i was 7
 today , I want to say :Ms.sakai,wish your better

ｓａｋｉさんへ(^^♪

7018 選択 Ｈｉｒｏ 2008-05-26 21:38:00 返信 報告

Ｚ研の皆様こんばんは!(^^)!
 sakiさん、こんばんは(^^♪

 明⽇、代々⽊のファイナルに参加します。
 泉⽔さんへの献花に、画像のメッセージをつけます。

 最初は、ＸＸＸ ＆ Ｈｉｒｏ だったのですが、
 ⼆⼈だけでは、寂しいねと（笑）

 ｓａｋｉさんもご⼀緒にということで!(^^)!

Hiroさんへ☆

7019 選択 saki 2008-05-26 22:48:52 返信 報告

Hiroさん…

お⼆⼈の仲に、私が居てもいいのでしょうか…︖

Hiroさんの、お優しさに涙が⽌まりません。

ありがとうございます。
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精⼀杯、⾔葉を探していますけど…
今の感謝の気持ちを伝える⾔葉が⾒つかりません。

画⾯を⾒ながら、涙をボロボロ流しています。
 今から、仕事なのに…

 顔がメチャクチャになっちゃたよ〜(笑)

Hiroさんの、意地悪〜＆ありがとうございます。(ToT) (T_T) (ToT)

      saki

Hiroさんへ

7020 選択 stray 2008-05-26 23:11:27 返信 報告

こんばんは、お久しぶりです︕

いよいよ明⽇ですね︕
 Hiroさんはお優しい。sakiさんまで代々⽊に連れていって下さるとは︕

 私もxxxさんを代々⽊にお連れします。
 武道館に⾏きたがってましたからね。叶いませんでしたが…。

では代々⽊で︕ もう寝ます（笑）。

strayさん、ｓａｋｉさんへ

7021 選択 Ｈｉｒｏ 2008-05-27 02:17:01 返信 報告

strayさん、sakiさん、こんばんは<(_ _)>
 コメントありがとうございます♪

 sakiさんは、夜勤ですか︖
 僕の伯⺟は、陸軍のナースでした。

 その後、某国⽴病院の総婦⻑で退官。
 歴戦のナースだったので、

 気合⼊りまくりのとってもこわ〜い伯⺟でした（笑）

https://bbsee.info/straylove/id/7018.html?edt=on&rid=7020
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 XXXさんが「こんな感じの看護師さん」と、
泉⽔さんの画像をｕｐされた時、

 看護師さんも随分変わったのね、
 な〜んて♪思いましたよ(^^♪

sakiさん、事後承諾でごめんなさい<(_ _)>
 XXXさんが喜んでくれると思ったのでお許しくださいね。

strayさん、代々⽊でお会いできることを楽しみにしています(^_-)-☆

それでは♪XXXさん、そろそろ参りましょうか︖

みなさんありがとうございます!!

6996 選択 miho 2008-05-24 22:23:51 返信 報告

みなさんこんばんは!!
 レスありがとうございます。

この⼣⽇の画像は私が撮りました。
 この間⼣⽇がきれいだったので撮りました。

質問なのですが…
 加⼯画像で⾵景とか使っているのありますよね。素材屋さんからもらっているのですか?

チョコレートさんへ
 お久しぶりです!!

>画像の泉⽔さんもかわいいですね︕ 
 >選曲されたものはmihoさんの好きな曲ですか︖あと1曲、⼊れたかったのは何でしょうね︖気になります･･･。

かわいいですよね♪この画像…かわいいくて好きです!!
 あと1曲は「⼼に開いて」のカップリング「Change my mind」です。

https://bbsee.info/straylove/id/6996.html
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>stray loveの画像も詩とピッタリで、渋いですね。この洋服の泉⽔さんはお馴染みですけど、表情がstray loveのイメージに
合っている感じです。

ほかにもこの洋服を着ている写真もあったのですが、
 この画像にしました。

ジヴァさんへ
 >「ＬＯＶＥ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ」は使われている⾊も選曲もかわいい感じですね。 

 >⼀途に⼀⼈の⼈を想い続けると⾔うような曲にｍｉｈｏさんの性格が出ているようです。

「Topsecret」の画像も作った時もこのピンクの⾊を使いました。
 「LOVE」と⾔ったらピンクか⾚⾊と思ったので、かわいい感じを出すにはピンクだったのでピンクにしました。

strayさんへ

>私のＨＮ「stray」は、もちろん「Stray love」から取ったもので、「彷徨う」という意味です。 
 >私はもともと⼀箇所に落ち着いてられる⼈間じゃなくって、 

 >2000-2004年にかけては、別事に夢中になってZARDから離れていた時期もあったくらいです。 
 >その時期を今ではとっても後悔してもいますが…。

>なので、「泉⽔さん、もう絶対に浮気しないからね︕」という⾃戒の念を込めて、 
 >あえて「彷徨う」という意味の「stray」をHNにしているというのが真相です。

私は⼩学6年⽣の頃から…ZARDの曲を聞かなくなりました。
 その時は…別事に夢中になっていて友達が「ZARDの話しなくなったね。ZARDの話してよ」といわれた時もありました。

 たまに聞いていた時期もありましたが、飽きてしまったりしてしまいました。
 5⽉…突然の訃報を聞いた時…泣いてしまい…「運命のルーレット」を泣きながら聞いていました。

 ZARDの会報誌もみているだけで読んでいませんでした。
 ちゃんと…会報誌、ZARDの曲をちゃんと聞いておけばよかったと後悔していました。

 今は…ほかにもZARD以外にも聞いていますが、ZARDの曲をちゃんと聞くようにすることができるようになりました。

>ぜんぜんつまんない話で、ボケかませなくてすんません（笑）。 
 そんなことないですよ。いい話でしたよ。



sakiさんへ
>でも、私の知らない曲がたくさ〜ん(^^;) 所⻑の名前の由来であるstray Loveも(>_<) 

 >私ほ〜んと、ここ（Z研）に居る資格があるのかなぁ〜 所⻑ごめんなさ〜い 
 >こんな私が、ZARDファンですって⾔ったらみなさんに怒られちゃうね

私もアルバム未発表曲とか知らない曲もありますよ。
 私もまだまだ知らないことがあるので…

 ZARDファンって⾔ったら私も怒られてしまうかもしれません＞＜︔

P・S sakiさん、メパさん横スレ⼤丈夫ですよ。
 私…気にしてないですよ。

 誰だって間違いはありますよ。
 私もよく⽂字で間違ったりしてしまいますが…

誰だって間違いはあるよ。

私もみんなに迷惑掛けたとき…

落ち込んだけど…

友達が励ましてくれて…

元気になったよ!!

その友達には感謝しているよ。

↑思いつきで書きました。

追記

6999 選択 miho 2008-05-25 10:05:22 返信 報告

昨⽇書くの忘れてしまったのですが、

私の知り合いは吹奏楽部なのですが、「負けないで」をひいたと聞きました。
 私の学校も運動部が総体の時、壮⾏会で吹奏楽部が運動部退場の時に、「負けないで」をひいています。

去年ぐらいだったと思いますが、「負けないで」が流れていて私は…嬉しいかったです。

https://bbsee.info/straylove/id/6996.html?edt=on&rid=6999
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6999


ZARDの曲は本当にすごいですね!!!

「ZARDLOVECOLLECTION」の収録の曲のことなのですが、

「SevenRainbow」と「抱きしめていて」はときめきメモリアルに収録されているバージョンで
す。

「IN MY ARMS TONIGHT」は「ZARD BLEND〜SUN & STONE〜」に収録されているバージョ
ンです。

 書くの忘れてしまいました。

Re:みなさんありがとうございます!!

7007 選択 stray 2008-05-25 20:46:36 返信 報告

mihoちゃん、こんばんは︕

⼣⽇、きれいですね︕
 皆さんは、ネットのフリー素材を使ってられるんだと思いますが、

 なんてたって⾃分で撮った画像が⼀番です︕

mihoちゃんは、お⽗さんかお⺟さんがZARDファンなのかな︖
それとも、mihoちゃんがファンで、⼩学⽣の頃からファンクラブ会員なんですか︖

 だとしたら部⻑より⽴派なZARDファンですよ︕（笑）

strayさんへ

7008 選択 miho 2008-05-25 21:31:23 返信 報告

strayさんこんばんは!!
  

> ⼣⽇、きれいですね︕ 
 > 皆さんは、ネットのフリー素材を使ってられるんだと思いますが、 

 > なんてたって⾃分で撮った画像が⼀番です︕
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よかったです!!おしえてくれてありがとうございます。
みなさんが⾵景画像を使っているのを⾒ていてすごいなと思ったので…

> mihoちゃんは、お⽗さんかお⺟さんがZARDファンなのかな︖ 
 > それとも、mihoちゃんがファンで、⼩学⽣の頃からファンクラブ会員なんですか︖ 

 > だとしたら部⻑より⽴派なZARDファンですよ︕（笑）

⼩学⽣のころから会員ですよ!!

⼩学4年⽣ごろだったと思いますが、ZARDを好きになって…お⺟さんから突然…「ZARDのファンクラブに⼊ってい
いよ」といわれて…びっくりしてしまい…

 悩んで…⼊ることにしました。今は⼊ってよかったと思っています。もし…お⺟さんが⾔わなかったら…⼊ってなかっ
たと思います。

 

コツがあったら・・

7009 選択 シヴァ 2008-05-25 21:33:49 返信 報告

ｍｉｈｏさん、こんばんは︕

> この⼣⽇の画像は私が撮りました。 
 > この間⼣⽇がきれいだったので撮りました。 

 泉⽔さんも⼣⽇も綺麗ですね︕綺麗に撮るコツがあれば教えて欲しいですね。

> 5⽉…突然の訃報を聞いた時…泣いてしまい…「運命のルーレット」を泣きながら聞いていました。 
私ももちろん泣きました。「君がいない」で号泣・・。ベタベタですね・・。

 

Re:みなさんありがとうございます!!

7013 選択 saki 2008-05-26 11:54:36 返信 報告

mihoちゃん、おはよ〜♡

私の事、⾊々気遣ってくれてありがとう。 嬉しかったですよ〜(T_T)
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背景画像は、strayさんも仰っておられるように、
mihoちゃんが⾃分で撮って来た写真はとても素敵なのでそれでいいと思いますよ〜(^^)/

でも、⼀応私がいつもお世話になっている画像のサイトを紹介しておくね︕

http://image.ritlweb.com/search/%E5%9D%82%E4%BA%95%E6%B3%89%E6%B0%B4

これも、xxxさんのメモリーにあった物だけど…
 探したい画像を⼊⼒して検索すると⾊々出てくるので、私の画像の背景やイメージ画像はここから探して来ます。 

参考になればいいけど…
 「ZARD研究所付属美術館」で検索すると、xxxさんや、皐さんの画像が沢⼭表⽰されます。 うれしい〜な♡

                      saki
 

ジヴァさん、sakiさんへ

7017 選択 miho 2008-05-26 20:41:40 返信 報告

ジヴァさんsakiさんこんばんは!!!
 レスありがとうございます!!

> 泉⽔さんも⼣⽇も綺麗ですね︕綺麗に撮るコツがあれば教えて欲しいですね。

コツはないです（笑）⼣⽇モードにして撮りました。

> 私ももちろん泣きました。「君がいない」で号泣・・。ベタベタですね・・。

明⽇で…1年ですね…
 ZARDの曲をたくさん聞きたいと思います。

sakiさんへ

>私の事、⾊々気遣ってくれてありがとう。 嬉しかったですよ〜(T_T)

よかったです^^私も⼼配しましたよ。

>でも、⼀応私がいつもお世話になっている画像のサイトを紹介しておくね︕

おしえてくれてありがとうございます!!

https://bbsee.info/straylove/id/6996.html?edt=on&rid=7017
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>「ZARD研究所付属美術館」で検索すると、xxxさんや、皐さんの画像が沢⼭表⽰されます。 うれしい〜な♡

そうなんですか!!私も検索してみます!!
 

今⽇、献花してきました。

7015 選択 ｙａｓｕｄａ 2008-05-26 15:10:40 返信 報告

⼤阪︓GIZA HILLSに献花してきました。⼤阪︓GIZA HILLSの近くの花屋さんに休み前に電話で頼
んでおきました。

 主に泉⽔さんの好きなカラークリスタルブラッシュの花を花を頼んで献花してきました。
 話は変わりますが明⽇の最終公演に参加します。今夜の夜⾏バスで東京へ。開場の時間まで東京⾒物

する予定です。
 最終公演へ⾏かれる⽅は居るのでしょうか。

追伸

7016 選択 ｙａｓｕｄａ 2008-05-26 15:18:48 返信 報告

もし⾏かれる⽅が居ましたら画像のバックを持っていますので気楽に声をかけてください
ね。

CDTVにて

7002 選択 ⼭茶花 2008-05-25 17:08:09 返信 報告
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strayさん、こんにちは。
CDTVにて、“結婚式の披露宴に⽋かせない感動の⼀曲”として、リクエストが募集されていました。

 ⼀応、書き込んでおきます。

http://cgi.tbs.co.jp/ppshw/cdtv/0648/enquete.do

Re:CDTVにて

7005 選択 stray 2008-05-25 17:41:35 返信 報告

⼭茶花さん、こんにちは。

> CDTVにて、“結婚式の披露宴に⽋かせない感動の⼀曲”として、リクエストが募集されていました。 
 ほう︕変わった企画ですね。ご紹介ありがとうございます。

 ZARDだと、やはり「So Together」でしょうかねぇ、ベタですが（笑）。

Re:CDTVにて

7014 選択 ⼭茶花 2008-05-26 14:41:28 返信 報告

strayさん、こんにちは。
 レスの書き込み、有り難うございます。

>>ほう︕変わった企画ですね。ご紹介ありがとうございます。 
 > ZARDだと、やはり「So Together」でしょうかねぇ、ベタですが（笑）。 

 逆に、ZARDの曲には結婚式の披露宴に合う曲なんてないのではないかと思ってました。
やっぱりあるんですね。

 私のイメージだと、「ハートに⽕をつけて」かなと。
 PV映像が、パーティの映像なので、そんな感じがしました。

 

堂島リバーフォーラム
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7010 選択 匿名 2008-05-25 22:43:13 返信 報告

みなさま、こんばんは︕
 「What a beautiful memory 2008」の⼤阪公演に⾏ってきました︕

 会場は⼤阪・堂島に新しく出来た「堂島リバーフォーラム」です。
 とっても感動的なライブでした︕

 

Re:堂島リバーフォーラム

7011 選択 PAN 2008-05-25 22:46:48 返信 報告

すみませーん、ひさしぶりの投稿だったのでHN⼊⼒し忘れました（笑）
 わたくしPANの投稿でした︕

 

Re:堂島リバーフォーラム

7012 選択 チョコレート 2008-05-26 10:04:14 返信 報告

PANさん、皆さん、こんにちは。チョコレートです。
 「What a beautiful memory 2008」⼤阪公演、とても素晴らしい時間を過ごされたようですね。うらやましいで

す。

公演も残すところ、明⽇の代々⽊のみ。
 所⻑さんをはじめ、Z研の皆さんの中でも、明⽇は参加される⽅が多いのでしょうね。

 泉⽔さんも必ず近くにいらしてると思いますので、からだじゅうたっぷり感じてきてくださいね。
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私は結局、⼀度も参加できませんでした。明⽇もZ研でお留守番の予定です。遠くから、⻘い空に泉⽔さんを偲びたい
と思います。

お留守番隊の私の分まで、代々⽊に参加される⽅は素敵な時間を過ごされますように︕︕
 

にしまるさん、ごめんなさいm(_ _)m

6975 選択 saki 2008-05-23 13:19:11 返信 報告

 
にしまるさんへ、

 先⽇は、にしまるさんの⼤事なキャプチャー画像を、メパさんの作品と勘違いしてしまい
 ⼤変失礼いたしました。反省しています。

 Z板に投稿されていたのをあまりにも綺麗だったので、黙って頂いていました。
 今後、頂いた作品には、投稿された⽅のお名前と⼀緒に保存して、間違って失礼の無いようにしてい

きます。
 どうか、お許し下さいませ、間違ってメパさんのお名前を出してしまった事にも失礼な事をしてしまったと思っています。

 メパさんにも、ごめんなさいm(_ _)m

こんな、ドジで、間抜けな私ですけど、今後共お付き合い頂ければと思っています。
 本当に、すみませんでした。

      
                                   saki

 

お気になさらずに〜(^o^)

7000 選択 にしまる 2008-05-25 16:35:28 返信 報告

sakiさんへ
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こんにちは、にしまるです。
⾦曜⽇から急な出張で不在にしており、先ほど帰宅しました。

 レスが⼤変遅くなり申し訳ありませんm(_ _)m

sakiさんに、そんなに申し訳なく思っていただくと、私の⽅がむしろ⾮常に恐縮してしまい
ます。

 というか、そもそも私は全く気にしておりませんし、むしろ私のキャプ画を使っていただけ
て光栄ですよ(^o^)

ということで、これからもお気に⼊り画像がありましたら使っていただければと思います。
 今年に⼊ってから仕事の⽅が忙しくてあまりキャプできていませんが、sakiさんに使っていただけるようなキャプを

⽬指して頑張りますね(^o^)／

以上、別荘引きこもりであまり下界︖に降りてこないにしまるでした（笑）

＊stray所⻑、メパさん、フォローありがとうございました。stray所⻑のコメントに吹き出しました（笑）

と、⾔う事で。

7001 選択 メパ 2008-05-25 16:48:48 返信 報告

sakiさん、良かったですね。
 ⾔った通りでしょう︖(^^)

私も全く気にしておりませんので。
 私の画像も御⾃由にお使いになって結構ですよ。(^^)/

それでは〜。
 

にしまるさんへ

7004 選択 stray 2008-05-25 17:37:37 返信 報告

こんにちは︕

https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/708be71b9ab6e0a84252760579ade9f1.png
https://bbsee.info/straylove/id/6975.html?edt=on&rid=7001
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=7001
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/5e9d17e41f784ae361ada1d0817186f6.png
https://bbsee.info/straylove/id/6975.html?edt=on&rid=7004
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=7004


ご出張中でしたか。お帰り早々下界に引きずり下ろしてしまい（笑）、申し訳ありませんでした。
xxxさんも律儀なお⽅でしたが、sakiさんも負けず劣らずで（笑）、

 「にしまるさんは そんなこと気にする⽅じゃないよ」と、
 メパさんも私もサジェスチョンしたんですけどね〜。

これを機会に、ちょくちょく下界にもお⽴ち寄りいただければ幸いです。
 お騒がせ娘ともども、今後ともどうぞよろしくお願いします︕

にしまるさん、メパさん、ありがとうございます。

7006 選択 saki 2008-05-25 18:01:06 返信 報告

にしまるさん、メパさん…
 お優しい、お⾔葉ありがとうございます。

 お騒がせ娘のsakiです(笑)。
 私は、xxxさんのお陰で掲⽰板に投稿出来てるんだって今でも思っています。

 そして、xxxさんとお付き合いのあった⽅々に失礼があってはいけないと何時も思っています。

だけど、strayさんを始め、みなさんに、失礼な事や、ご迷惑ばかりかけています。
 それでも、いつもみなさんの優しさに救われていて、みなさんに⽢えてばかりです。

xxxさんが、たくさんの⽅々に愛され、慕われておられた事を尊敬しています。
 加⼯画像だけでなく、そういった⾯でも、⼿本にして⾏きたいです。

気配りの⾜りない、ドジ娘ですけど、これからもよろしくお願いします。

本⽇は、わざわざメッセージを下さいまして
 ありがとうございました。

        saki
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» bbsee [PR]AdSenseにハブられたらこれ . オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [6991]これは何︖(6) [6979]雑誌に掲載されていました(1) [6962]ZARD LOVE COLLECTION/Stray Love(11) [6917]p
resented by 皐 ⑤(18) [6941]2008.5.27代々⽊公演に参加されるみなさまへ(15) [6955]去年の東京の天気(2) [6894]こんなに
愛しても(13) [6895]揺れる想いの発売⽇です。(13) [6861]⾒つけた︕︕(13) [6886]スカパー 「ＺＡＲＤ坂井泉⽔展」(2)

新しい話題を投稿する

« 80 79 78 77 76 75 74 73 72 »

これは何︖

6991 選択 かず 2008-05-24 18:53:04 返信 報告

みなさんこんばんは＆お久しぶりです
 部屋を掃除していたら、シングルＣＤが出てきました。

 ｉｚｕｍｉ Ｓａｋａｉと出ています。
 曲名は「Ｃａｎ’ｔ Ｔａｋｅ Ｍｙ ｅｙｅｓ ｏｆｆ ｙｏｕ」

⾮売品のようです。

ようするに、忘れてしまったのです。
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ピンボケですみません。
どうやってもピントがでませんでした。

Re:これは何︖

6992 選択 かず 2008-05-24 18:54:04 返信 報告

反対側です

Re:これは何︖

6993 選択 かず 2008-05-24 18:54:39 返信 報告

これが中⾝、ＣＤです
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これは何︖って…（笑）

6994 選択 stray 2008-05-24 18:59:07 返信 報告

かずさん、こんばんは︕

これは何︖って、AL『永遠』の初回特典です。
 証拠映像です（笑）。

 http://www.filebank.co.jp/wblink/670acbf08b5024fc951a82c09a0ed8af

Re:これは何︖

6997 選択 かず 2008-05-24 22:43:32 返信 報告

所⻑さん、みなさん、こんばんは
 ありがとうございました︕

なんだか、ファン失格かなって・・・・（＞＜︔）

Re:これは何︖

6998 選択 アキラ 2008-05-24 23:13:43 返信 報告

こんばんわかずさん、この初回特典のCD出て来て羨ましいです(>_<)私は２回引越ししてこの「Can't take my ey
es off you」とZARD BEST The Single Collection〜軌跡〜
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の初回特典「ARTIST FILE」を紛失してしまったのですよ(;_:)去年オークションでなんと
か「ARTIST FLE」は購⼊できましたが。

strayさんご無沙汰してしまっててスミマセンm(__)m２７⽇は代々⽊には来られますよ
ね︖同じプリントＴシャツを着た集団（⽬⽴ちそうだな〜 笑）を⾒かけたらお声掛けて
下さいね、因みに私はネイビーを来てて袖にアキラとネームを⼊れてます(^_^)v因みにウ
チの管理⼈様は⿊で（と⾔うかほとんどの⽅は⿊みたいですが）やはり袖にネームを⼊れ

てますよ。では代々⽊で出会えるのを楽しみにしてます☆

アキラさんへ

7003 選択 stray 2008-05-25 17:31:00 返信 報告

こんにちは︕

お久しぶりですね、わざわざお知らせいただきありがとうございました。
 Z.p.さんはお揃いのＴシャツですか︕ （デザインはＺ．ｐ．さんで拝⾒しました）

 気合が⼊ってますね〜（笑）。
 Ｚ研はコンサートが終わってから、参加メンバーで⼀杯やりますが、

 それ以外はとくに計画もなく、⾏き当たりばったりになりそうです（笑）。
 Ｚ．ｐ．の皆さんをお⾒かけした際はご挨拶に伺いますので、

 こちらこそどうぞよろしくお願いしますね︕
 

雑誌に掲載されていました

6979 選択 ⼭茶花 2008-05-23 20:43:08 返信 報告

「FRIDAY」にて、4⾴に渡り、坂井さんの⼀周忌について、未公開写真が掲載されていました。
 既にご存知の⽅もおられるかと思いますが･･･⼀応、書き込んでおきます。

 

Re:雑誌に掲載されていました
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6981 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-05-23 22:20:21 返信 報告

⼭茶花さん、こんばんは。
 ご無沙汰ですね。

私もフライデー買って読みました︕
 まだ⼊⼿出来ない⽅も居ますので、内容は控えますね。

 情報ありがとうございました。
 

ZARD LOVE COLLECTION/Stray Love

6962 選択 miho 2008-05-22 17:21:10 返信 報告

みなさんこんにちは!!

「こんなに愛しても」で

>今…ZARDの恋の曲で⾃分のお気に⼊りの曲を画像にして発表しようかなと思っています。

と書きましたが、出来上がりました!!

タイトルは…「ZARD LOVECOLLECTION」です。

考えていたら…タイトルが思いついたのでこのタイトルにしました。

本当は1曲⼊れたかったのですが、もし…また作ることがあったら⼊れるようにしたいと思います。

Stray Love

6963 選択 miho 2008-05-22 17:26:39 返信 報告

「Stray Love」は負けないでのカップリングの曲です。

曲と詩が好きです。
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ほかにも…作っていきたいと思っています。

詩⼊り画像は泉⽔さんの命⽇に投稿することにしました。
 出来上がっているのですが、⼆つ作りました。

Re:ZARD LOVE COLLECTION/Stray Love

6964 選択 チョコレート 2008-05-22 18:14:22 返信 報告

mihoさん、こんばんは︕お久しぶりです。チョコレートです。今⽇は私が1番ノリかな〜︖
 > タイトルは…「ZARD LOVECOLLECTION」です。 

ピンクで素敵な画像ですね〜。とっても”LOVE"な感じ。
 画像の泉⽔さんもかわいいですね︕

 選曲されたものはmihoさんの好きな曲ですか︖あと1曲、⼊れたかったのは何でしょうね︖気になります･･･。

stray loveの画像も詩とピッタリで、渋いですね。この洋服の泉⽔さんはお馴染みですけど、表情がstray loveのイ
メージに合っている感じです。

 次の作品も楽しみにしていますね。
 

ボケ炸裂︖

6965 選択 シヴァ 2008-05-22 20:29:10 返信 報告

ｍｉｈｏさん、こんばんは︕

「ＬＯＶＥ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ」は使われている⾊も選曲もかわいい感じですね。
 ⼀途に⼀⼈の⼈を想い続けると⾔うような曲にｍｉｈｏさんの性格が出ているようです。

「Ｓｔｒａｙ Ｌｏｖｅ」は⼀転、シックな感じがいいですね。
 こちらには所⻑さんがナイスボケを炸裂させてくれるんでしょうね。

さあ、所⻑さん︕腕の⾒せ所です︕
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Re:ボケ炸裂︖

6968 選択 stray 2008-05-22 22:48:01 返信 報告

シヴァさん、皆さん、こんばんは︕

今⽇は飲み会で酔っ払ってますので、シヴァさんのリクエストに応える⾃信ありましぇ〜ん（笑）。
 私のＨＮ「stray」は、もちろん「Stray love」から取ったもので、「彷徨う」という意味です。

 私はもともと⼀箇所に落ち着いてられる⼈間じゃなくって、
 2000-2004年にかけては、別事に夢中になってZARDから離れていた時期もあったくらいです。

 その時期を今ではとっても後悔してもいますが…。

なので、「泉⽔さん、もう絶対に浮気しないからね︕」という⾃戒の念を込めて、
 あえて「彷徨う」という意味の「stray」をHNにしているというのが真相です。

ぜんぜんつまんない話で、ボケかませなくてすんません（笑）。
 哀しい思い出が多い⼈は「Stray love］を聞いてみてください。
 さらに落ち込むこと必⾄ですので（笑）。

 

意外です︕

6969 選択 シヴァ 2008-05-22 23:59:04 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑さん、こんばんは︕

> 私はもともと⼀箇所に落ち着いてられる⼈間じゃなくって、 
 > 2000-2004年にかけては、別事に夢中になってZARDから離れていた時期もあったくらいです。 

> その時期を今ではとっても後悔してもいますが…。 
 意外です︕そんな時期があったとは・・。

私はファンクラブに⼊っていなかったので、０４年のライヴがあったことすら知りませんでした。
 私も後悔しています。今の記憶を持って過去に帰りたいと何度思ったか数え切れません。

> ぜんぜんつまんない話で、ボケかませなくてすんません（笑）。 
 いえいえ︕貴重なお話をありがとうございます︕

https://bbsee.info/straylove/id/6962.html?edt=on&rid=6968
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6968
https://bbsee.info/straylove/id/6962.html?edt=on&rid=6969
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6969


 
> 哀しい思い出が多い⼈は「Stray love］を聞いてみてください。 
> さらに落ち込むこと必⾄ですので（笑）。 

 去年の６⽉、７⽉はいろんな曲で泣いていましたが、「Ｓｔｒａｙ Ｌｏｖｅ」では泣いたことないですね。
 

Re:ZARD LOVE COLLECTION/Stray Love

6971 選択 saki 2008-05-23 09:25:47 返信 報告

 
mihoちゃんおはよ〜 ♡

ZARD LOVECOLLECTION いいですね〜（←strayさん⾵）
でも、私の知らない曲がたくさ〜ん(^^;) 所⻑の名前の由来であるstray Loveも(>_<)

 私ほ〜んと、ここ（Z研）に居る資格があるのかなぁ〜 所⻑ごめんなさ〜い
 こんな私が、ZARDファンですって⾔ったらみなさんに怒られちゃうね。

 今回の画像も、いい⾊合いですね、mihoちゃんの⾊使いとても好きですよ。
 27⽇は、私もお留守番組なので、⼀緒にこちらで、泉⽔さんの事想っていましょうね(^^)/

横レス失礼します。   strayさんへ☆☆

私、⼜しっぱ〜いをしでかしました(T_T)
 代々⽊公演の画像で、メパさんのキャプチャーだと思っていたのですが…

 実は、キャプチャー名⼈、にしまるさんの物だったんです。
 Z.pに投稿する時、”メパさん︖”って︖を付けたんですけど、にしまるさんに失礼な事をしてしまいました。

 にしまるさんに、あやまりたいのですけど… どちらにおられるのか解りません。
 困ってます、いつも、いつも御迷惑ばかりかけてすみませんけど、

 どこに、いらっしゃるのか教えて下さい。 ドジ娘sakiより（また、ダメ出しされる〜）

sakiさんへ

6972 選択 stray 2008-05-23 12:05:36 返信 報告

sakiさん、こんにちは。
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にしまるさんは、別荘に篭っていて、めったに下界に下りて来ません（笑）。
別荘のURLを教えたところで、外部からは⾒ることができません。

 私が別荘に「Ｚ研ＢＢＳをご覧下さい」と書置きしてあげますから、
 新たにスレを⽴てて、にしまるさんへのメッセージを書き込んで下さい。

私のテーマソングを聞いたことがないんですか︕（笑）
 じゃあ、あとでこっそり送りますね（笑）。

 壮⼤なバラードですが、破局ソングなので気持ちが暗〜くなりますよ（笑）。

【追記 13:00】
 すでにＺ．ｐ．に、にしまるさんからコメントがありましよ。⾒てないの︖

 せっかく別荘に書置きしてきたのに（怒）。
 「Stray Love」送るのや〜めた（笑）。

Re:sakiさんへ

6973 選択 saki 2008-05-23 13:14:38 返信 報告

strayさんへ
 Z.pさんでの、にしまるさんからのメッセージ読んだから

 お詫びしなくちゃと思ったのです。

Z.pさんでお詫びのメッセージを⼊れると⼜、スレが上がってしまって…
 Z.pさんでは、過去スレを上げる事はあまり好まれないみたいなのと、

 にしまるさんから⼜、お返事を頂くような事になったら余計にスレが上がってしまうと思ったんです。

ご理解いただけますか︖
 意地悪⾔わずに、stray Love 頂戴︕ｺﾞﾛﾆｬﾝ

それにもう、にしまるさんへのメッセージ作ったのですけど……

Re:sakiさんへ

6976 選択 stray 2008-05-23 16:36:51 返信 報告
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sakiさん、こんんちは。

なるほど、理解できました。
 にしまるさんも「使ってくれてありがとう」と仰ってますし、寛⼤なお⽅ですので、

 ⼼配しなくても⼤丈夫でしょう。
 stray Love 、あとで送ります（笑）。

 

sakiさんへ

6978 選択 メパ 2008-05-23 20:00:12 返信 報告

ZARD研究所の皆さん、こんばんは。
そして、⼤部分の⽅は「はじめまして」ですね。

 “超”久しぶりにこちらにお邪魔するメパです。^^;
 宜しくお願いします。

mihoさん、横レスをお許し下さいね。

sakiさん、にしまるさんには私の⽅からお伝えしていますので、気にされなくて結構です
よ。

 strayさんも書かれているように、にしまるさんは優しい⽅ですから全く気にされていませんので。
 素晴らしい加⼯画、次回作も期待しています。(^^)/

メパさんへ

6980 選択 saki 2008-05-23 21:23:23 返信 報告

メパさん、こんばんは。

メパさんに対しても、とても失礼だったと思っています。
 怒られて当然なのに、わざわざメッセージを下さいまして
 ありがとうございます。

にしまるさんも、メパさんもお優しい⽅だと理解しています。
 だから余計に、失礼な事があってはいけないと思いました。
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メパさんや、にしまるさんのUPされる画像は、とても綺麗で⼤好きなんです。
これからも、加⼯画像に使わせて頂きたいと思いますので、

 しっかり、お詫びをしておきたかったんです。
 本当に、すみませんでした。m(_ _)m

mihoちゃん…

私的な事で、mihoちゃんのスレをいっぱい使って
 ごめんなさい。m(_ _)m、m(_ _)m、m(_ _)m

許して、下さいね。
 

presented by 皐 ⑤

6917 選択 stray 2008-05-19 23:16:32 返信 報告

皆さんこんばんは︕

すっかり忘れてました。
 皐ちゃんの「揺れる想い」があったのを︕（笑）

 これはストック作品です。
 おそらく初期の作品かと…。

Re:presented by 皐 ⑤

6921 選択 miho 2008-05-19 23:28:04 返信 報告

strayさんこんばんは!!
  

> すっかり忘れてました。 
 > 皐ちゃんの「揺れる想い」があったのを︕（笑） 
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> これはストック作品です。 
> おそらく初期の作品かと…。

皐さん素敵な画像ありがとうございます!!
 保存させていただきました。

「揺れる想い」…夏にぴったりの曲ですよね!!
 この服を着ている泉⽔さんが好きです。

Re:presented by 皐 ⑤

6926 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-05-20 00:14:40 返信 報告

stray所⻑さん こんばんは︕
 > すっかり忘れてました。 

 > 皐ちゃんの「揺れる想い」があったのを︕（笑） 
 キャ〜忘れないで下さ〜い(≧∀≦)ゞ

 さわやかでリズミカルな作品ですね♪♪素敵です・・・
 どうもありがとうございました(*^▽^*)/

もうすぐ皐さんとお話できると思うと ウズウズしてしまいま〜す︕︕（笑）

Re:presented by 皐 ⑤

6927 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-05-20 00:34:51 返信 報告

こんばんは、皐ちゃん、
 初夏を感じる、爽やかでいい作品ですね。

 特に右側の「体じゅう感じて〜」みたいなパステル画みたいなのが気に⼊っちゃいました。
 次回は⽣皐ちゃんでしょうか︖

 楽しみにしてます︕（笑）

Re:presented by 皐 ⑤
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6928 選択 チョコレート 2008-05-20 09:06:27 返信 報告

所⻑さん、皐さん、皆さん、おはようございます。チョコレートです。
 今⽇は久しぶりに･･･落ち着いた気持ちでPCに向かっています。

 そんな、私にとっての素敵な朝に、これまた素敵な画像をありがとうございます︕(笑)うれしーい︕
 皐さんらしい、泉⽔さんのさわやかな画像ですね〜。なんだかホッとします。

 個⼈的にこの2ヶ⽉はドタバタの毎⽇でしたが、それさえも忘れさせてくれそうな感じです。
 早く皐さんとお話したいなー︕

所⻑さんったら･･･皐さんの作品を出し忘れるなんて･･･。
 他にも忘れている作品があったら、必ず出してくださいねー︕お願いします。

 

Re:presented by 皐 ⑤

6929 選択 saki 2008-05-20 15:18:46 返信 報告

みなさん、こんにちは〜♡

所⻑ッ︕ 代々⽊公演や、皐さんの帰郷で浮かれてちゃ〜ダメ、ダ〜メ︕（笑）
 皐さんの作品UPを忘れるなんて… ┐(-_-)┌ ﾊｧ〜 ﾔﾚﾔﾚ

 皐さんが帰ってきたら⾔いつけちゃうよ。
 皐さんの画像を⾒ると、やっぱり気持ちが落ち着くね、私のみたいにバタバタしてないもん

ね〜
 対抗して作った訳では無いのですけど、昨⽇strayさんとカーディガンさんに頂いた画像で作ってみました。

 それに、⽂字の背景の透明化も試してみました、旨くいってますか〜︖

mihoちゃん、「こんなに愛しても」にコメント出来なくてごめんね。m(_ _)m
 でも、画像は、ちゃっかり保存させてもらいましたよ（笑）

Re:presented by 皐 ⑤

6930 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-05-20 16:43:06 返信 報告

皐ちゃん、皆さん、こんにちは︕
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皐ちゃ〜ん、未公開作品、ありがとね♡
やっぱり、皐ちゃんの作品⾒ると追っかけの⾎が騒ぎます（笑）。

 初夏の季節が⼀番似合うこの曲にピッタリの加⼯画ですね。
 クオリティーが⾼くて素晴らしいです︕

 それから、皐GSのメッセージも読みましたよ︕
 皐ちゃんの⽂章読むだけで幸せな気分になりますね☆ﾐ（笑）

 会えるの嬉しいです。楽しみにしてますね︕︕

こちらの作品、皐Galleryの4th Media Galleryに追加しました︕
 ⾳楽BGM付きのGalleryでも、お楽しみ頂けますので、美術館もヨロシク︕

sakiさ〜ん、ぐんぐん上達してますね。
 背景の透過も上⼿く出来てますよ︕

いや〜、所⻑じゃないけど、私もすっかり忘れてました（笑）。
 美術館の更新のやり⽅を︕（笑）

 だって、4MGは久しぶりなんだもん（汗）。

Ｐ.Ｓ. sakiさ〜ん、物忘れによ〜く効く薬ってないかな︖（笑）。
 

sakiさんへ

6931 選択 チョコレート 2008-05-20 19:17:30 返信 報告

所⻑さん、皐さん、横レス失礼します。

sakiさんの作品、素晴らしいですねー︕
 sakiブルーも少し初夏らしいブルーになって、さわやかですね。

 部⻑さんのコメントで背景との同化などなどありましたが、そのとおりだと感じました。とても⾃然ですね。
 皐さんの作品とは違うsakiさんの作品、私は⼤好きですよ。

 仕事も育児も⼤変だと思いますが、ぜひ、また加⼯画を⾒せてくださいね。楽しみにしていますよ。

本当に久しぶりに今⽇はゆっくり皆さんの作品を⾒せていただいた感じです。
 mihoさんの画像にもコメントできなくて申し訳なかったです。また次作の時にはタイミングを逃さないようにしたい
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と思っています。

チョコレートさん sakiさんへ

6932 選択 miho 2008-05-20 19:36:00 返信 報告

皐さんstray所⻑さん横スレ失礼します

チョコレートさんへ

>mihoさんの画像にもコメントできなくて申し訳なかったです。また次作の時にはタイミングを逃さないようにした
いと思っています。

sakiさんへ
 >mihoちゃん、「こんなに愛しても」にコメント出来なくてごめんね。m(_ _)m 

 >でも、画像は、ちゃっかり保存させてもらいましたよ（笑）

⼤丈夫ですよ。遅くても私は書き込みを待っていますよ!!!
 あと早く作品を出したりしてしまいチョコレートさんsakiさんのタイミングに合わすことができなくてごめんなさ

い!!

これからは…ゆっくり投稿することにします。

sakiさん保存ありがとうございます!!
 画像きれいですね♪保存させていただきましたよ。

 

綺麗×２

6934 選択 シヴァ 2008-05-20 21:26:24 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑さん、こんばんは︕

> すっかり忘れてました。 
 > 皐ちゃんの「揺れる想い」があったのを︕（笑） 

 信じられません︕こんなに綺麗な作品を忘れるなんて︕
 ⼀⼈占めしようとしてたんじゃないですか︖（＾＾）
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皐さん、こんばんは︕

すごい綺麗な作品ですね︕
 背景の⾊といい、右側の泉⽔さんの淡い雰囲気といい、この曲のイメージにぴったり︕

 ”きらめく波”が⾒えるかのようです︕

３１⽇、お待ちしてま〜す︕
 来てくれないと私が所⻑さんにとんでもないプレゼントを送ってしまうかも・・。（≧▽≦）

ｓａｋｉさん、こんばんは︕

ｓａｋｉさんの作品も綺麗ですね︕
 ”⻘く澄んだあの空”が輝いてますね︕

お⼆⼈の作品には、この曲が好きっていうのが こめられいるような気がします︕
 もちろん保存させていただきます︕ありがとうございます︕

 

所⻑こんばんは

6935 選択 ｍｆ 2008-05-20 22:17:47 返信 報告

来週は追悼公演の最後ですね 仕事が忙しくて⾏けない⾏けない 私の気持も届けてくださ
い カラーの花の購⼊のほか 坂井さんのイメージに合う花を庭で育てています

 偲ぶ会の花は庭で育てる事に執着してます 育てた花の写真をUPします

Re:presented by 皐 ⑤

6936 選択 stray 2008-05-20 22:21:58 返信 報告

sakiさん、こんばんは︕
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いい出来ですねぇ︕ やっぱり素材だね︕（笑）
⽂字の背景透明化もバッチリですよ、私より上⼿かも（笑）。

 sakiさんは飲み込みが早いですねぇ、すばらしい︕

皆さん
 ちゃんと発売⽇のうちにアップしたでしょうが（笑）。

 みんなで私のこと責めると、皐作品アップしなくなるかもよ（笑）。

Re:presented by 皐 ⑤

6937 選択 pine 2008-05-20 22:45:10 返信 報告

皐さん こんばんは︕
 皆さん仰るように、曲のイメージ通りのとても爽やかな作品ですね。

 気持ちまで爽やかになりました。

sakiさん こんばんは︕
 お⼆⼈の作品を拝⾒できて得した気分です。

 sakiさんの作品には、広⼤・雄⼤さを感じます。sakiさんが⼤らかなんでしょうね。

保存させていただきま〜す︕有難うございます︕︕

sakiさんへ

6938 選択 アネ研  ◆craoLd8Ou2 2008-05-20 22:57:32 返信 報告

こんばんは、横レス失礼します。
 > 対抗して作った訳では無いのですけど、昨⽇strayさんとカーディガンさんに頂いた画像で作ってみました。 

 > それに、⽂字の背景の透明化も試してみました、旨くいってますか〜︖ 
 素晴らしいですね。

 ジャケットの泉⽔さんの⾊と空の⻘が混ざっているかのようで、私もxxxさんの最⾼傑作と思ってる、「・・・・・
（悲しい）」を想い出してしまいました。
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ほんとお弟⼦さんみたいです。（笑）
ありがとうございます。

Re:presented by 皐 ⑤

6939 選択 カーディガン 2008-05-20 23:41:16 返信 報告

こんばんは、皆様。
 皐さんの作品があったのですね。拝⾒しました。

 懐かしい感じですね。
 ⾳楽葬でこんな泉⽔さんがいっぱいでしたね。

 所⻑へ、せっかく揺れる想いの発売⽇なのに、もう、⽇付がかわりそうですよ^_^;
 皐作品のアップまたどうぞよろしくお願いいたします。

sakiさん、こんばんは。
 これは、どんどんレベルアップしていくようですね。

 素敵な作品ですね(^^♪
 さて、看護師のsakiさんへ、⼀服の清涼剤を。

今⽇、とあるご家庭におじゃましました。
 そのご家庭には障害をお持ちのお⼦様がいらっしゃって、お⺟さんの⾔うことを聞かずに、どこかに⾏ってしまった

りして、お⺟さんはいつも⼤変なのだそうです。
 お⺟さんが話かけてもずっと座り込んで、じっとしていたりして、普通の⼦とは違う⾏動を多くとるのだそうです。

でも、お友達と⼀緒だったりするといつもきちんとしたりするそうです。また、家にいる時もあまり⽣き⽣きとして
いないのだそうですが、⾳楽をかけて歌ったりしているととても⽣き⽣きとしているのだそうです。

 「負けないで」などを歌っているときなど、とても⽣き⽣きとしているのだとか。それって「ZARD」ですか、と聞
いてしまいました。そう、ZARDということです。思わず嬉しくなってしまいました。

 泉⽔さんはすごいですね、こんなところでも歌で、みんなを励ましているんですね。
 私も、すごいじゃん、と泉⽔さんのいる空へとエールを送ってしまいました。

Re:presented by 皐 ⑤
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6940 選択 ミキティ 2008-05-20 23:55:52 返信 報告

みなさん こんばんは♪

 所⻑さん（＾－＾）
  皐さんの作品 ＵＰありがとうございます♪

   ⼤事に ⼤事にしていたのですね☆
  拝⾒出来て良かったです（*＾-＾*）

 皐さ〜ん こんばんは（＾－＾）
  

  ⻘く澄んだ キラキラ溶け込むような清清しい作品を
 ありがとうございます☆

 お会い出来る⽇が とぉっても待ち遠しいです♡
  31⽇ 早く来ないかな〜（*＾-＾*）

 ｓａｋｉさん こんばんは （＾－＾）
  

   透き通るような綺麗な作品をありがとうございます♪
  ふんわり感も伝わってきて とっても素敵です

   ありがとうございました(*＾ー＾)／

 横レス 失礼します

 mihoちゃん とっても素敵な作品拝⾒しました（＾－＾）
   遅くなってごめんなさい

  作品ＵＰ mihoちゃんのペースで⼤丈夫だと思いまーす☆
  楽しみにしているみなさんががたくさんいらっしゃいますよぉ(^_-)-☆

  

strayさん、sakiさんへ

6946 選択 xs4ped 2008-05-21 14:03:06 返信 報告
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こんにちは。

strayさん
 > すっかり忘れてました。 

 > 皐ちゃんの「揺れる想い」があったのを︕（笑） 
 > これはストック作品です。 

 5/6も5/10も無かったし、5/19も無かったので諦めておりましたが、忘れていたとは⾔語
道断です。(笑)

 それも、My Best1の「揺れる想い」を忘れていたとは超ショックです。(ToT)/~~~
 昨⽇、コメントしようと思ったのですが⼜、途中で寝てしまいました。<m(__)m>

 ZARDブルーでいいですね〜
 爽やかな感じでこの季節にピッタリですね。(^_^)

sakiさん
 此⽅も素晴らしい作品に仕上がっていますね。

 やっぱり泉⽔さんにはブルーのイメージが良く似合いますね。(^_^)

揺れる想い体じゅう感じて
 このままずっとそばにいたい

 ⻘く澄んだあの空のような
 君と歩き続けたい

 in our dream♪

PS.
 > あはは（笑）、xs4pedさんが使われた素材と少し違いますが、⽿が全部出ているver.です。 

 strayさん、私が使った画像は此れですが、同じでないでしょうか︖(#6900)
 #6901の画像は球体との距離の問題で泉⽔さんの画像を少し右側にズラしたものです。

 私もこのジャケ写はお気に⼊りですね。(^_^)

Re:presented by 皐 ⑤

6948 選択 ⼭茶花 2008-05-21 16:31:44 返信 報告

https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/6ea3f1874b188558fafbab78e8c3a968.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/6917.html?edt=on&rid=6948
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6948


strayさん、こんにちは。
久し振りに投稿します。

> すっかり忘れてました。 
 > 皐ちゃんの「揺れる想い」があったのを︕（笑） 

 > これはストック作品です。 
 > おそらく初期の作品かと…。

皐さんかー。久し振りに彼⼥の作品を⾒掛けた気がします。
 皐さんの加⼯画の#6917も素晴らしいですが、sakiさんの投稿された#6929も素晴らしいです︕

 ⾶び出るような加⼯画になっていますね☆
 次回作も楽しみに待っています。

 

ミキティさんへ

6966 選択 miho 2008-05-22 21:57:47 返信 報告

ミキティさんみなさんこんばんは。

>  mihoちゃん とっても素敵な作品拝⾒しました（＾－＾） 
>   遅くなってごめんなさい 

 >  作品ＵＰ mihoちゃんのペースで⼤丈夫だと思いまーす☆ 
>  楽しみにしているみなさんががたくさんいらっしゃいますよぉ(^_-)-☆

ありがとうございます!!
 レスは遅れても⼤丈夫ですよ。待っていますから!!

2008.5.27代々⽊公演に参加されるみなさまへ

6941 選択 saki 2008-05-21 10:11:59 返信 報告

みなさん、おはようございます。
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2008.5.27 代々⽊公演は、ZARDファンにとって特別な⽇だと思います。
私は、ZARDファンになって⽇が浅く⼜、ライブにも参加したことがありませが、

 そんな私でも、この⽇が来るのを特別な気持ちで迎えようとしています。
 ライブに参加される⽅、参加できない⽅も、泉⽔さんに対する想いは⼀緒だと思います。

 参加出来ない⼈の分も、泉⽔さんを感じて来て下さいね︕

みんな同じ”ひかり”を感じてる…
 そんな、想いを込めて加⼯画像を作りました。

みなさまにとって、味わい深い⼀⽇になりますように…  お祈りいたします。

          遠い九州の空より… saki

追伸︓

6942 選択 saki 2008-05-21 10:13:40 返信 報告

 
strayさん、この画像の泉⽔さんは、Z.ｐのアキラさん、メパさんからの頂きものです。
お礼を兼ねて、Z.pさんにも投稿したいと思いますので、許して下さいね。

 画像表⽰サイズの関係でZ研のだけsakiブルーにしてみました…(^_-)-☆

昨⽇は、皐さんのスレなのに、な〜んか割り込んだみたいで…
 皐さん、ごめんなさいm(_ _)m そんなつもりじゃなかったんですよ〜

 そして、私へのコメントを下さったみなさん、ありがとうございました。

部⻑〜さん︕ 物忘れがなくなる薬があれば私が欲しいくらいですよ〜
 この前なんか、実家に⾚ちゃんを迎えに⾏ったのに…

 ⼣⾷の⾷材だけ貰って帰っちゃったことがあって、⺟に「あんた、何しに来たの︕」って
 あきれられた事がありました(^^;)

 こんなママで、⾚ちゃん可哀想… pine先輩、私、おおらか過ぎて、間抜けなんですよ〜(T_T)
 所⻑の事、忘れちゃダメ、ダ〜メ︕って責めたけど、⼈の事⾔えないです ┐(-_-)┌ ﾊｧ〜。

 ⼈に厳しく、⾃分に激⽢な sakiでした。(^_^)ゝｴﾍﾍｯ
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今⽇は、仕事が休みなのて、いつもの罪滅ぼしに、⾚ちゃん孝⾏しま〜す(^^)/

Re:2008.5.27代々⽊公演に参加されるみなさまへ

6943 選択 チョコレート 2008-05-21 12:04:57 返信 報告

sakiさんへ
 こんにちは、チョコレートです。

 これは･･･Z研フラッグ代々⽊バージョンなのかな︖
 確かお花⾒のときにZ研のフラッグを･･･というお話があったような･･･。

 とても素敵なsakiブルーですね︕この⾊が私は⼤好きなんですよ。うれしいです。
 右下のマイクを持って歌っている泉⽔さん、とても優しい⽬をしていて、楽しそうで、かわいいですよね。

 ⾒ているほうがにっこりしてしまいそうな写真だと思います。

> 2008.5.27 代々⽊公演は、ZARDファンにとって特別な⽇だと思います。 
 > 私は、ZARDファンになって⽇が浅く⼜、ライブにも参加したことがありませが、 

 ･･･私はファン暦は⻑いけれど、ライブにも代々⽊にも⾏けません。
 でもだからといって泉⽔さんに対する想いは今も昔も変わりません。いや、ますます⼤切な存在になっているかも︖

 正直、どんな気持ちで当⽇を迎えるのかわかりませんけど、Z研で静かにお留守番していると思います。
 代々⽊に⾏かれる皆さん、どうか私の分まで･･･泉⽔さんをたーっぷり感じてきてくださいね。

> みんな同じ”ひかり”を感じてる… 
 > そんな、想いを込めて加⼯画像を作りました。 

 その想い、確かに感じましたよ︕私も代々⽊から遠く離れた所から、⻘い空を⾒つめています。
 sakiさん、素晴らしい画像をありがとう︕感謝します︕

追伸、⾚ちゃん置忘れにご注意くださいね︕でも、sakiさん、仕事ですっごく疲れていたんだろうな〜。
 なんとなく、わかるなぁ・・その感じ。今⽇はゆっくり過ごされますように︕

 

Re:2008.5.27代々⽊公演に参加されるみなさまへ

6944 選択 stray 2008-05-21 12:23:19 返信 報告
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sakiさん、こんにちは︕

素晴らしい作品です︕ 期待した以上でした（笑）。
 背景透明化もバッチリだし、アキラさんとメパさんの素材もいいですね︕

 昨年9⽉の武道館では、夜10時だというのに上空が明るく輝いてました。
 泉⽔さんが光臨したかのような感覚を持たれた⽅が⼤勢おられたようです。

 1周忌の代々⽊は何が起こるんでしょうね。この眼で確かめてきます。
 詳細をレポートしますのでお楽しみに〜。

⾚ちゃんを置き忘れるとは、なんたる⺟親なんでしょ（笑）。
 チョコレートさんのご主⼈以上に可哀想です（笑）。

素敵な作品どうもありがとうございました︕

Re:2008.5.27代々⽊公演に参加されるみなさまへ

6945 選択 pine 2008-05-21 13:23:24 返信 報告

sakiさん こんにちは︕
 あれから１年…

 昨年の今頃は、ZARDのファンというよりは、好きなアーティストの⼀⼈に過ぎなかったのですが（皆様ごめんなさ
い）、

 "ひかり"に呼び寄せられたように、どっぷりZARD漬けの１年を過ごしました。
 明⽇から⼤阪４Days、泉⽔さんが近くに来て下さってるのにライブには参加できませんが、

 空を⾒上げて、"ひかり"を"泉⽔さん"を感じたいと思います。

今回の作品、何か特別なものを感じます。sakiブルーが素敵です。

>こんなママで、⾚ちゃん可哀想… pine先輩、私、おおらか過ぎて、間抜けなんですよ〜(T_T) 
 あの⻑嶋監督と同じエピソード︕やっぱりsakiさんは⼤物ですね（笑）

 でもそこがお茶⽬でかわいい〜って思いますよo(*^▽^*)o~

Re:2008.5.27代々⽊公演に参加されるみなさまへ
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6947 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-05-21 14:37:40 返信 報告

sakiさん、こんにちは。

ライブに参加する⼈も、それが叶わない⼈も居ますけど、すべてのZARDファンにとって特別な⽇ですね。
 この加⼯画からも、そんな特別な想いが伝わってきますよ。

 代々⽊組の皆さん、留守番組の分までも、精⼀杯声援を送って下さいね︕

話しが変わるけど・・・。
 残念・・・、物忘れ改善薬、やっぱりありませんか・・・（笑）。

 しかし、sakiさんは⼤らかで素敵な⼈ですね。
 その分なら、きっと、しっかりした⼦に育つでしょう︕

 う〜ん、ものは考えようですよ︕ （ゴメン、怒らないでね<(_ _)>）

歌⼿の森⼭親⼦もあったらしいですね（笑）。
 直太朗さんが⼦供の頃、⺟親（良⼦ね（笑））とデパートにショッピングに⾏ったらしいです。

 帰りに、駐⾞場から⾞を出すとき、どうしても駐⾞券を⾃分で⼊れてみたい、少年直太朗君が、
 ⾞を降りて駐⾞券を⼊れてくれた所、ゲートが開いたためそのまま発進、

 外に出て最初の⾚信号で⽌まっていたら、必死の形相の直太朗君が⾛ってきたそうな・・・（笑）。
 その時初めて⼦供を忘れた事に気づいたそうです（笑）。

 ガンバレ︕ 直太朗少年︕︕（笑）
 今彼は、⽴派なおもろい歌⼿に成⻑しましたね（笑）。

 頑張ったな︕ 直太朗︕︕
 

Re:2008.5.27代々⽊公演に参加されるみなさまへ

6949 選択 saki 2008-05-21 17:02:50 返信 報告

 
チョコレートせんぱ〜い ♡

 先輩の好きな⾊をちゃっかりsakiブルーって名付けちゃってごめんなさ〜い。
 先輩からのヒントで、私らしい特⻑を⾒つけることが出来ました、ありがとうございます。

 ところで…
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 >チョコレートさんのご主⼈以上に可哀想です（笑） 
って、所⻑が仰ってますが… 何のこと︖ 興味津々…

strayさん☆
 最近、画像に対してのダメ出し忘れてませんか〜︖

 ダメ、ママのダメ出しは、何処かに置いといていいので…(^^;)
 ⽂字背景の透明化を覚えたので楽しいですね〜、その節は御世話になりました。m(_ _)m

pineせんぱ〜い♡
 ⻑島監督って元巨⼈の⻑島さんですか︖

 どんなエピソードなのかな︖  興味津々…

T28部⻑さんへ☆
 私、物忘れが酷いので、いつも⼿の甲にボールペンで⼤事な事をメモしているんです。

 ⾚ちゃんを忘れた次の⽇は、旦那さんから⾚ちゃんの名前を書かれちゃいました…(T_T)直太朗ではないですけど…
ね︕ 

Re:2008.5.27代々⽊公演に参加されるみなさまへ

6950 選択 miho 2008-05-21 18:00:00 返信 報告

sakiさんみなさんこんにちは!!

> 2008.5.27 代々⽊公演は、ZARDファンにとって特別な⽇だと思います。 
 > 私は、ZARDファンになって⽇が浅く⼜、ライブにも参加したことがありませが、 

 > そんな私でも、この⽇が来るのを特別な気持ちで迎えようとしています。 
 > ライブに参加される⽅、参加できない⽅も、泉⽔さんに対する想いは⼀緒だと思います。 

 > 参加出来ない⼈の分も、泉⽔さんを感じて来て下さいね︕

私も参加できませんが、泉⽔さんに対する想いは⼀緒ですよね!!

> みんな同じ”ひかり”を感じてる… 
 > そんな、想いを込めて加⼯画像を作りました。 

 > 
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> みなさまにとって、味わい深い⼀⽇になりますように…  お祈りいたします。 
> 
>          遠い九州の空より… saki

素敵な加⼯画像ありがとうございます。
 保存させていただきました。

私も…画像できているので…後で投稿したいと思います。

⼀茂置き去り事件

6951 選択 stray 2008-05-21 18:08:11 返信 報告

世に⾔う「⼀茂置き去り事件」ですね。
 ⻑嶋ファン、野球ファンの間では超有名なエピソードです。

⼀茂少年を野球観戦に連れていった⻑島茂雄⽒が、⼿に汗握る試合展開に興奮し、
 ⼀茂クンを球場に置き去りにして帰ってしまったという、信じられない逸話です。
 家に帰って、奥さんから「あれ︖⼀茂は」と聞かれ、「あっ︕忘れてきた」と。

 慌てて球場に電話をしたところ、⼀茂少年は審判室に保護されていたという話と、
 知⼈が⾃宅まで連れ帰ってくれたという２通りの話があるようですが、

 オチはどうでもいいくらいビッグなネタですね（笑）。

チョコレートさんの旦那様の話は、カフェ従業員室ネタなので、
 ご本⼈からお聞き下さい（笑）。

最近、ダメ出しがないのは、アラを探せないほど上達されているからで、
 （褒めすぎかな︖）

 加⼯画より、ご本⼈がダメ出しモードだからです（笑）。 

Re:2008.5.27代々⽊公演に参加されるみなさまへ

6952 選択 MISORA 2008-05-21 18:31:18 返信 報告
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sakiさん、みなさん、こんばんわ。
 
sakiさん︓泉⽔さんが舞い降りてくるような、

 とってもすてきな画像ですね。

今回も仕事お休みいただけたので参加させていただくことになりました。
 What a beautiful memoryでは、涙涙で参加だったので

 今回はしっかりと泉⽔さんを感じてこれたらいいなと思っています。皆さんと⼀緒にご報告できればと思っていま
す。

⾶⾏機なのでお天気が気になりますが、きっと晴れますよね!!

Re:2008.5.27代々⽊公演に参加されるみなさまへ

6953 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-05-21 19:48:57 返信 報告

sakiさんへ
 こんばんは︕この作品から“輝き”をいただきました〜ヽ(*ゝω･*)ﾉ 

 この作品を持っていたら「会場で販売していたの︖」と聞かれそうなくらい素晴らしいですね☆
 > ライブに参加される⽅、参加できない⽅も、泉⽔さんに対する想いは⼀緒だと思います。 

 そうおっしゃっていただいて とてもありがたいです。
 どうか想いが届きますように・・・と⼼から願っております。

別スレの件ですが「揺れる想い」の作品 と〜っても爽やかですね︕
 レスが遅くなりましたが、しっかり保存させていただきました。どうもありがとうございます☆

⾚ちゃんをお忘れになるほど お忙しい⽇々をお過ごしのｓａｋｉさ〜ん︕
 たくさん考えることや しなければならないことがあると思いますが、どうかお⾝体だけは 気をつけて下さいネ(≧

◇≦)
 私はどんなときも どんなエピソードを伺っても スーパーウーマンのｓａｋｉさんを尊敬しておりま〜す︕︕

遠いイランの空から・・・・・megamiでした〜

ｓａｋｉさんは早い︕
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6954 選択 シヴァ 2008-05-21 20:34:31 返信 報告

ｓａｋｉさん、こんばんは︕

ｓａｋｉさんは（≧▽≦）ｕｐが早いですね︕
 今回も綺麗ですね︕泉⽔さんもきっと喜んでることでしょう︕

⼈⽣最悪のニュースから⼀年・・。
 でもどんどん泉⽔さんが⼤好きになっていっています︕

所⻑さん、しつこくてすいませ〜ん︕
 出⼊り禁⽌にしないでくださいね︕

 

Re:2008.5.27代々⽊公演に参加されるみなさまへ

6957 選択 ⿊杉 2008-05-21 23:04:50 返信 報告

sakiさん、今晩は。

相変わらず、書き込みのタイミングを逃してしまった⿊杉です。(汗)

シヴァさんが仰られているように、本当にUpのテンポが早い事に驚いております。
 何より、皆様⽅が有るだけの賛辞の⾔葉を述べられた後なので、私に述べられる⾔葉がありませ〜ん。

ちゃっかり加⼯画は保存させて頂いているというのに、ありがとうございます、しか⾔えません。申し訳ないです。
(汗)

⾚ちゃん、置き忘れて帰宅されたのですか?
 お、お疲れなのですね…

 御気にされているようですが、⼤丈夫ですよ。よくある話ですからね。
 置き忘れたって、ちゃ〜んと育ちますよ。

こんな私でも、真っ当に? 育ったんですから、間違いないです!!(笑)

⼦育て経験はないけれど、sakiさん同様、⾚ちゃんの頃に⺟に置き忘れられた経験のある、⿊杉でした。(笑)

私が受け合うと、よけいに不安にさせるかな?(苦笑)

https://bbsee.info/straylove/id/6941.html?edt=on&rid=6954
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6954
https://bbsee.info/straylove/id/6941.html?edt=on&rid=6957
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6957


Re:2008.5.27代々⽊公演に参加されるみなさまへ

6959 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-05-22 00:03:14 返信 報告

sakiさん、こんばんは、
 連続の加⼯画、ありがとうございます。

 ⼆つの⼤きな泉⽔さんは、なんだかいい感じですね。

それに、下の代々⽊体育館から泉⽔さんの歌声が聴こえてきそうですね。(笑)
 体育館のバックは、sakiさんの九州の⼭々でしょうか。

代々⽊では、⾏けない⼈の分も１周忌の法要したいと思いますし、ライブは盛り上げたいと思います。
 

Re:2008.5.27代々⽊公演に参加されるみなさまへ

6960 選択 saki 2008-05-22 08:22:58 返信 報告

みなさん、おはようございます。

お⼀⼈、お⼀⼈にお礼のコメントをしたいのですが、
 もう、出勤の時間です。

 改めて、お礼させてくださいね、ごめんなさ〜い

いってきま〜す(^^)/
       

                 いつも、落ち着きの無い sakiでした。
 

Re:2008.5.27代々⽊公演に参加されるみなさまへ

6961 選択 xs4ped 2008-05-22 10:25:19 返信 報告

sakiさん、こんにちは。

> 2008.5.27 代々⽊公演は、ZARDファンにとって特別な⽇だと思います。 
 > ライブに参加される⽅、参加できない⽅も、泉⽔さんに対する想いは⼀緒だと思います。 
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皆、⾊んな「想い」が有る事でしょう︕
でも、泉⽔さんに対する「想い」は⼀緒だと思います。

 ライブに参加される⽅は、参加出来ない⽅の分まで声援を送って下さいね︕
 > みんな同じ”ひかり”を感じてる… 

 > そんな、想いを込めて加⼯画像を作りました。 
 またまた、素晴らしい作品を有難う御座います︕

 最近、ペース速いですね〜
 加⼯画の作成が楽しくて⽌められなくなっちゃったかな︖(笑)

 余り、無理しないようにね。

去年の東京の天気

6955 選択 stray 2008-05-21 21:51:24 返信 報告

皆さんこんばんは。

１年前の東京の天気です。
 事務所の当初の発表は「前⽇降った⾬で⾜を滑らせて…」というものでしたね。

 ファンにとって「恨みの⾬」が降ったのは、５⽉２５⽇。
 どうやら今年も同じパターンの空模様となりそうです。

 

東京の週間天気予報

6956 選択 stray 2008-05-21 21:59:18 返信 報告

御命⽇（５⽉２７⽇）は晴れそうです。

私は、５⽉２７⽇午後３︓１０よりも、
 ５⽉２６⽇午前５︓４０に思いを馳せたいです。
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Re:東京の週間天気予報

6958 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-05-21 23:56:19 返信 報告

stray所⻑さんへ
 > 私は、５⽉２７⽇午後３︓１０よりも、５⽉２６⽇午前５︓４０に思いを馳せたいです。 

 私も全く同じ思いです。
 ５⽉２６⽇午前５︓４０以降 意識は戻られなかったとのことですので その時間に泉⽔さんと⼀緒の時間を過ごし

たいと考えておりました︕︕
 （イラン時間では ２６⽇午前１時１０分になります）

 思いがけず このようなスレを⽴てて下さり感謝申し上げます。ありがとうございました・・・
 

こんなに愛しても

6894 選択 miho 2008-05-18 22:37:43 返信 報告

みなさんこんばんは!!

本当は…詩⼊り画像を作るつもりでしたが、
 その前に…ZARDの「もう探さない」のカップリング「こんなに愛しても」の歌詞画像を作りました。

「Request Best 〜beautiful memory〜」に収録されていた「こんなに愛しても」を聞いていたら好きになりました。
誰かが「私は『こんなに愛しても』が印象的でした」と⾔っていたので…聞いてみたら…英語のところがすごく印象的でした。

今…ZARDの恋の曲で⾃分のお気に⼊りの曲を画像にして発表しようかなと思っています。

http://www.mc.ccnw.ne.jp/lucky/Information3.html
 ↑kazuさんのホームページ

このkazuさんが展⽰しているZARDファンのみなさんの作品を⾒ていたら作りたくなったので作ることにしました。

ZARDの恋の曲で⾃分のお気に⼊りの曲は決まっています。
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Re:こんなに愛しても

6902 選択 stray 2008-05-19 12:37:06 返信 報告

mihoちゃん、こんにちは︕

「歌詞画像」って⾯⽩い試みですね。
 歌詞だけだと何となく味気ないけど、泉⽔さんの写真が⼊ると違います（笑）。

 ただ、歌詞が”やさしいくなても”になってるよ〜。

> 今…ZARDの恋の曲で⾃分のお気に⼊りの曲を画像にして発表しようかなと思っています。 
 おぉ︕期待してますよ（笑）。

Re:こんなに愛しても

6906 選択 miho 2008-05-19 15:58:04 返信 報告

strayさんみなさんこんにちは!!
  

> 歌詞だけだと何となく味気ないけど、泉⽔さんの写真が⼊ると違います（笑）。

写真が「君がいない」になってしまいますね。

> ただ、歌詞が”やさしいくなても”になってるよ〜。 
 あっ!!ごめんなさい＞＜︓

 さっき歌詞をもう⼀度⾒たら間違っていました。

訂正版を作ります。画像も変えます。

訂正しました。

6907 選択 miho 2008-05-19 17:37:43 返信 報告

みなさんこんばんは!!

画像、歌詞を訂正しました。
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歌詞を間違ってしまいすみませんでした。
ちゃんと確かめるようにします。

画像も変えました。この画像は「もう探さない」のジャケット画像ですが、カップリングは「こんなに愛しても」な
ので、この画像にしました。

泉⽔さんがイヤリング?している姿はあまり写真では⾒たことがないので…とってもおしゃれですよね。

あと…裏ジャケットもかっこよくて好きです!!

Re:訂正しました。

6908 選択 stray 2008-05-19 19:48:51 返信 報告

mihoちゃん、こんばんは!!

画像はこっちのほうが合ってますね。
 歌詞ですが、イ形容詞が直ってないなあ（笑）。

> 泉⽔さんがイヤリング?している姿はあまり写真では⾒たことがないので…とってもおしゃれですよね。 
 この⼤きなリング状のイヤリングは、ＫＱ時代にも付けています。

 （同じものかどうかわかりませんが） 
 ある時期から、イヤリングをしなくなったのですが、その理由は、

 「⽿を⼤事にしたいから」というものでした。

訂正しました。

6909 選択 miho 2008-05-19 20:14:33 返信 報告

strayさんみなさんこんばんは

保存してくれたみなさん。本当に歌詞を間違えてごめんなさい!!
 こっちが本当の本当の訂正版です!!!

> 画像はこっちのほうが合ってますね。 
> 歌詞ですが、イ形容詞が直ってないなあ（笑）。
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よかった〜です。どれにしようか迷っていた時…「もう探さない」のジャケットを思い出してこれにしました。
本当は裏ジャケットも使いたかったのですが…なかったので表ジャケットにしました。

 
> この⼤きなリング状のイヤリングは、ＫＱ時代にも付けています。 

 > （同じものかどうかわかりませんが） 
> ある時期から、イヤリングをしなくなったのですが、その理由は、 

 > 「⽿を⼤事にしたいから」というものでした。

初めて知りました。
 ⾃分で決めたことなんですよね。

 

説得⼒が・・

6910 選択 シヴァ 2008-05-19 21:10:17 返信 報告

ｍｉｈｏさん、こんばんは︕

今回も綺麗ですね〜。またまた癒されてます。

ＺＡＲＤの曲の⽋点は泉⽔さんがフラれてしまう曲に説得⼒がなさすぎることだと思ってるんですが、
 この曲もそういう曲の１つですね。

質問なのですが、こういう加⼯画はどれくらいの時間がかかるものなのでしょうか︖
 気が向いたら教えてくださ〜い︕

 

裏ジャケ

6912 選択 stray 2008-05-19 21:49:28 返信 報告

mihoちゃん、訂正どうもありがと︕（笑）
 裏ジャケです。カッコいいよねぇ︕

表ジャケ写は、⽇銀旧本館と⾔われてますが、聖徳記念絵画館という話もあります。
 どっちなんでしょ（笑）。
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Re:訂正しました。

6914 選択 ＭＲＣＰ 2008-05-19 22:31:37 返信 報告

mihoさん、こんばんは。
 しかしまだ、”もどかしさ”が”もどかしいさ”になっているような気が、、、

リクエストベストのこの曲いいですね。
 アルバムバージョンよりこちらのほうが好きかもしれません。

Re︓説得⼒が・・

6915 選択 miho 2008-05-19 22:32:07 返信 報告

シヴァさん strayさんレスありがとうございます

ジヴァさんへ
 > 今回も綺麗ですね〜。またまた癒されてます。 

 ありがとうございます!!
 癒されて嬉しいです!!

  
> 質問なのですが、こういう加⼯画はどれくらいの時間がかかるものなのでしょうか︖ 

 > 気が向いたら教えてくださ〜い︕
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時間はあまりかからないと思います。時間数えてないので…夢中でやったりしているので…

strayさんへ

>裏ジャケです。カッコいいよねぇ︕

かっこいいですよね!!この裏ジャケットは…泉⽔さんがなくなった時に初めて⾒ました。
 紫のホットパンツ?をはいていてかっこいいです!!

>このジャケ写は、⽇銀旧本館と⾔われてますが、聖徳記念>美術館という話もあります。 
 >どっちなんでしょ（笑）。

私も分かりません（笑）
 さっきどっちも探してみたのですが、わかりませんでした。私も気になります!!

 

Re:訂正しました。

6918 選択 miho 2008-05-19 23:21:05 返信 報告

ＭＲＣＰさんこんばんは。

> mihoさん、こんばんは。 
 > しかしまだ、”もどかしさ”が”もどかしいさ”になっているような気が、、、

MRCPさん教えてくれてありがとうございます。
 本当に…歌詞を間違え過ぎてすみませんでした。

> リクエストベストのこの曲いいですね。 
 > アルバムバージョンよりこちらのほうが好きかもしれません。

私もリクエストバージョンのほうが好きです。

strayさんへ

もう探さないの裏ジャケ画像ありがとうございました。
 わざわざすみません。

al「HOLD ME」について
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6922 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-05-19 23:31:37 返信 報告

mihoちゃん、こんばんは、
 「こんなに愛しても」をクローズアップしてくれてありがとうございます。

 al「HOLD ME」を聞くたびの思っていたことを書かせてもらいます。
なぜ、このアルバムには「HOLD ME」って曲がないのでしょうか︖

 別の⾔い⽅をすれば、このアルバムはどんな理由で「HOLD ME」てタイトルになったのでしょう。
 強いて挙げれば、この♪「こんなに愛しても」には「Hold Me」って⾔葉はありますが、どなたか教えてください。

ｍｉｈｏさんへ

6925 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-05-20 00:01:36 返信 報告

こんばんは〜︕
 若さあふれる⾊合いの作品ですね♪♪

 ⾊使いは どのように決めていらっしゃるのでしょうか︖ぜひ教えて下さ〜い☆

ｍｉｈｏさんのおかげで イヤリングをつけなくなった理由も伺えて勉強になりました︕︕
 どうもありがとうございました︕

アネ研さんmegamiさんレスありがとうございます。

6933 選択 miho 2008-05-20 19:59:07 返信 報告

アネ研さんmegamiさんこんばんは!!

アネ研さんへ

> 「こんなに愛しても」をクローズアップしてくれてありがとうございます。 
 > al「HOLD ME」を聞くたびの思っていたことを書かせてもらいます。 

 > なぜ、このアルバムには「HOLD ME」って曲がないのでしょうか︖ 
 > 別の⾔い⽅をすれば、このアルバムはどんな理由で「HOLD ME」てタイトルになったのでしょう。 

 > 強いて挙げれば、この♪「こんなに愛しても」には「Hold Me」って⾔葉はありますが、どなたか教えてください。
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私も気になります。
なぜそのアルバムのタイトルにしたのかと…

megamiさんへ

>⾊使いは どのように決めていらっしゃるのでしょうか︖ぜひ教えて下さ〜い☆

⾊使い写真のイメージとかで決めたりします。
 決めるときによって違うときもあります。

このアルバムのジャケットは⿊と紫が⼊っているので、紫にしました。
 この頃のZARDはちょっと暗いイメージだったので、紫にしました。

 

揺れる想いの発売⽇です。

6895 選択 カーディガン 2008-05-19 00:36:25 返信 報告

こんばんは、皆様。
 今⽇は、8th SINGLE「揺れる想い」の発売⽇です。

 ポカリスエットでおなじみ、といっても、ずいぶん昔のことですが、そんな曲です。
 この曲ができるまで、ずいぶんと⼤変だったとか。ほんとかねぇ。

 どんな想いなのかなぁ。

負けないでとともにZARDのおなじみの曲ですね。
 コンサートではいつもオーオプニングで歌っていましたね。

 船上ライブでもこの曲から始まったんですね。何か想い⼊れがあるんでしょうか。

Re:揺れる想いの発売⽇です。

6897 選択 カーディガン 2008-05-19 00:41:17 返信 報告
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昨年の武道館で、この映像を⾒ましたが、泉⽔さんがとても気持ちよく歌っていましたね。
なんで、そんなに気持ちよく歌っているのでしょうか︖また、とてもかわいく歌っています
ね。髪がとても⻑いですね、歌うたびに髪がとてもかわいく揺れているんですが。最初のロ
ックからの路線変更ですかねぇ︖

 

Re:揺れる想いの発売⽇です。

6898 選択 カーディガン 2008-05-19 01:00:51 返信 報告

この写真は５⽉ですね。
 ということは、シングル曲のあとで、アルバム曲を出すために撮ったのでしょうか。シ

ングル曲のジャケ写とは別に撮ったのでしょうか。
 シングル曲のあとでアルバムをだす予定だったんですね。

⾳楽葬でもこの写真はとても巨⼤で、泉⽔さんは⼤きくて迫⼒がありました。

第１回「ジャケ写」推理︕

6900 選択 stray 2008-05-19 12:08:54 返信 報告

皆さんこんにちは。

「揺れる想い」をお題にして、第１回「ジャケ写」推理を⾏います︕
 ジャケ写が撮影された時期を当てる企画です。

 ゲストの皆様の推理をどしどしお寄せ下さい。

私は、このジャケが⼤好きで、泉⽔さんの表情（お顔の輪郭どおりの曲線を描いて、
 ⽿から零れて⼀房の髪が超⾊っぽい）といい、⾊合いといい、⽂句なしのＮｏ．１です︕

リアルタイム（93年4〜5⽉）の撮影ではなく、使い廻しだろうと思います。
 「眠れない夜を抱いて」のPVを撮影時のスチルで、、⽿が半分切れているのは、

イヤリングを付けていて、撮影時期がバレてしまうからだろうと思っていたのですが、
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違ってました（笑）。2007コンサートツアーパンフに、トリミング前の写真が
⼩さく載っているのですが、イヤリングがな〜い。

正直、いつ、どこで撮ったのか、わかりません。

カーディガンさんへ
 前に「泉⽔さんのおやじギャグ」として紹介した記事に、

 制作の苦労話が載っています。
 http://bbsee.info/straylove/id/6606.html

 Sg「揺れる想い」⽤なら5⽉に撮ったんじゃ間に合わないですね（笑）。
 両⽅ともAL『揺れる想い』⽤だったのでは︖

Re:揺れる想いの発売⽇です。

6901 選択 xs4ped 2008-05-19 12:12:28 返信 報告

カーディガンさん、皆さん、こんにちは。

「揺れる想い」は、「負けないで」と同様、ZARDの代表曲ですね。(他にも⼀杯有る
が・・・)

 私はこの曲で泉⽔さんに、⼼を奪われてしまいましたね。(^_^)
 私にとっては、まさしく「神曲」です︕

「揺れる想い 体じゅう感じて 
 このまま ずっとそばにいたい〜」

 泉⽔さんにこんな事⾔われたら、もうメロメロですね。

「好きと 合図送る 瞳の奥
 覗いてみる 振りして キスをした」

 私もされてみたい〜

もう全てが最⾼の「神曲」です︕
 そう⾔えば、誰かが「神曲」って⾔ってましたね〜(笑)

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8F%BA%E3%82%8C%E3%82%8B%E6%83%B3%E3%81%84

https://bbsee.info/straylove/id/6895.html?edt=on&rid=6901
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6901
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/84b64e537f08e81b8dea8cce972a28b2.jpg


 
「揺れる想い」ポカリＣＭ

6904 選択 stray 2008-05-19 13:10:01 返信 報告

たしか前にUPしたと思いますが、「揺れる想い」のポカリＣＭです。

（7.0Mのwmv）
 http://www.filebank.co.jp/wblink/0e66991c27f942ac19ca23cd21b98c70

Re:揺れる想いの発売⽇です。

6905 選択 saki 2008-05-19 15:48:36 返信 報告

カーディガンさん、みなさんこんにちは。

カーディガンさんのスレに、初めてレスします。 sakiです(^^)/
 いつも私には、ちょっとむずかしい話題なのでレス出来ませんでした(^^;)

 でも、今⽇は、私の⼀番好きな”揺れる想い”なので、ちょっとは書けるかな︖

私は、前奏を聴くだけでワクワクして来て、「から〜だじゅう♪」っていう
 泉⽔さんの張りのある歌い⽅がとても好きなんです。

 楽しそうで、伸びやかなで、気持ちよさそうで…
 この歌だけは泉⽔さんの歌声が違って聞こえるんですよね〜  私の⽿がおかしい︖ （笑）

 CDを聴いていても、この曲の時は、いつもボリューム全開バリバリです。(^_^)v

⾊々詳しい事は解りませんけど、”揺れる想い”はMy Best１なのです。

xs4pedさんの加⼯画像も、いつも素敵ですね〜 素材がいいから︖(^^;)ヽﾎﾟｶﾘ! 

Re:揺れる想いの発売⽇です。

6911 選択 カーディガン 2008-05-19 21:22:54 返信 報告

所⻑様、こんばんは。
 お好みのジャケ写なんですね。当時はあまり気になりませんでしたが、今⾒るととてもいいですね。泉⽔さんはけっ
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こうジャケ写の⾊にこだわったらしいので、その好みが反映しているんですね。イヤリングの泉⽔さんは少ないです
よね。いつの写真なんでしょう。確かに資料が少なくてよくわかりませんが、「もう少しあと少し」のPVの感じに似
ていますね。でも時期が違いそうですね。「もう少しあと少し」は93.4発売ですから。もっと前に完成していたら別
ですが。

 ポカリのCMをあとでみたいと思います。ありがとうございました。

xs4pedさん、こんばんは。お久しぶりです。
 素敵な加⼯画をまたまたありがとうございます。

 「神曲」ですか。divine comedy?中⾝はよくわかりませんが。
 メロメロですか︖いいですね。いい気分にひたってください。

 うーん、泉⽔さんの好みのようですがね。気に⼊っていたようですね。
 私も、知らない間に、この当時のベスト３に⼊るものとして選んでいたようです。

sakiさん、こんばんは。
 sakiさんのMy Best１ですか。私は、いい曲が多すぎて、順位はつけづらいところですが、この曲も好きですよ。

 「君と歩き続けた〜い in your dream」がいいですね。
 「in my dream」「in our dream」、あなたの夢が私の夢、私たちの夢という感じですね。そんな⾻董品のような

⼥性はいるんでしょうか、そんな演歌のような歌詞を書いてもさまになるのが、泉⽔さんのすごいところですね。

追悼コンサートの映像はよかったですね。泉⽔さんが気持ちよく歌っております。⽣き⽣きと、泉⽔さんがいるかの
ように素敵でした。いつもコンサートではこの曲がオープニングになっています。今後はどうでしょうか。この曲を
おいてないでしょうか。ライブDVDもご覧になってみてください。泉⽔さんの感情が、とてもこもっています。

 

Re:揺れる想いの発売⽇です。

6913 選択 stray 2008-05-19 21:58:10 返信 報告

sakiさん、こんばんは︕

sakiさんが⼀番お好きな曲でしたか︕

> この歌だけは泉⽔さんの歌声が違って聞こえるんですよね〜  私の⽿がおかしい︖ （笑） 
 そう仰る⼈、けっこういますよ。きっと⽿がよろしいんだと思います。

 私は違いが分からない凡⽿なのでわかりません（笑）。
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> xs4pedさんの加⼯画像も、いつも素敵ですね〜 素材がいいから︖(^^;)ヽﾎﾟｶﾘ!  
あはは（笑）、xs4pedさんが使われた素材と少し違いますが、⽿が全部出ているver.です。

 

私観「揺れる想い」

6916 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-05-19 22:44:42 返信 報告

カーディガンさん、みなさん、こんばんは
 「揺れる想い」と⾔ったら、昨年９⽉の追悼ライブが印象的でした。

 ⼀説にはボーカルは泉⽔さんじゃないとの噂もあったので、どんなライブなんだろうと、すこしくすぶった気持ちも
あったのです。

 しかし、⼀曲⽬のこの「揺れる想い」を、突如、泉⽔さんが爽やかに、のびやかに、服を揺らしながら歌ってくれた
ので、それまでのモヤモヤも⼀気に消し⾶びました。

 １週間後の１周忌のライブでは、どんな映像なのか楽しみですね。（笑）

Re:揺れる想いの発売⽇です。

6919 選択 カーディガン 2008-05-19 23:23:07 返信 報告

2004年のツアーのオープニングは揺れる想い。
 泉⽔さんをはじめてみた⽅は感動でしたでしょうね。

 船上ライブのあとが⻑いようにも感じましたが。
 船上ライブが外れたあとは、船上ライブ⾃体にはあまり興味なかったんですけど。その

うちコンサートを必ずすると信じていたので。タイミングが悪かったようです。
 

Re:揺れる想いの発売⽇です。
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6920 選択 カーディガン 2008-05-19 23:26:58 返信 報告

船上ライブのオープニングはすぐに⾒られました。
 私は、TOW ATMをくらったりしたことがほとんどありませんでした。くらっても、ゲー

ムオーバーにはならずに会場までたどりついていました。
 裏技をつかえばすぐにたどりつけるんですね。

 さすが、WEZARDさん、親切ですね(^^♪

Re:揺れる想いの発売⽇です。

6923 選択 カーディガン 2008-05-19 23:38:48 返信 報告

アネ研さん、こんばんは。
 失礼しました。所⻑の下にいらっしゃったんですね。

＞「揺れる想い」と⾔ったら、昨年９⽉の追悼ライブが印象的でした。
 ⼀説にはボーカルは泉⽔さんじゃないとの噂もあったので、どんなライブなんだろうと、す

こしくすぶった気持ちもあったのです。

そうですね。私もあの時点では、もちろん、今もですが、泉⽔さんに代わる⼈はいないと思
っています。2008/1/23の追悼盤が発売延期になったのも、昨年の追悼ライブの演出についてファンの想いを汲み取
るためだったそうですし。そのリクエストを検討したところ、代役をつかわずにいこうということになったんですよ
ね。

＞しかし、⼀曲⽬のこの「揺れる想い」を、突如、泉⽔さんが爽やかに、のびやかに、服を揺らしながら歌ってくれ
たので、それまでのモヤモヤも⼀気に消し⾶びました。

とても、気持よく(^^♪歌っていますね。服が揺れていますが、髪が揺れてとてもかわいいです(^_-)-☆でも、泉⽔
さんの気持ちはもう揺れていないですね。

＞１週間後の１周忌のライブでは、どんな映像なのか楽しみですね。（笑）
 揺れる想いの別バージョン、て映像が少ない、かなぁ。船上ライブの映像だったりして︕︕

 でも、船上ライブの発売は、まだまだ早いと思いますが。
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Re:揺れる想いの発売⽇です。

6924 選択 カーディガン 2008-05-19 23:43:43 返信 報告

映像はいろいろあるんですけど。このお顔もとってもかわいいです。
 泉⽔さんはかっこいいんですけど、かわいくもある。普通は、⽭盾する要素なんですけど。

不・思・議です。

⾒つけた︕︕

6861 選択 stray 2008-05-17 16:52:32 返信 報告

スーさんへ

MIND GAMES のロケ地、⾒つけました︕
 「Restaurant Don 秋⾕店」です。

 http://gourmet.livedoor.com/restaurant/302258/photos/detail/16451/

MIND GAMESのレストラン

6862 選択 スー 2008-05-17 17:12:03 返信 報告

strayさん、皆さん、こんにちは。

｢MIND GAMES｣のレストランに今⽇⾏って来ました。携帯からなので後で写真をアップしたいと思います。

Re:MIND GAMESのレストラン
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6864 選択 スー 2008-05-17 19:55:17 返信 報告

strayさん、皆さん、こんばんは。

先ほど、現場から帰って来ました。

流⽯に⾒つけるのが早いですね(笑)

この場所は私が遊んでいた所ですね。

直にピンときました。

Re:MIND GAMESのレストラン

6865 選択 スー 2008-05-17 19:57:34 返信 報告

もう⼀枚です。

写真館の⽅にもアップしてあります。

好きな写真をお持ち下さいね。

いつも情報を貰ってばかりなのでどうぞ。

http://sakai.izum.in

Re:MIND GAMESのレストラン

6866 選択 stray 2008-05-17 20:52:44 返信 報告

スーさん、こんばんは︕

捜査ご苦労さまでした。⾒つかりましたね︕
 横須賀とは以外でしたが、⻑者ケ崎からさほど遠くもないようです。

 ⼦供の頃遊んでいた場所なんですか︖
 それとも⼤⼈になってから遊んでた場所︖（笑）
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写真館も拝⾒してきましたが、平⽇の空いているときじゃないと、
ジャケ写のポイントからの撮影は難しそうですね。

 

Re:MIND GAMESのレストラン

6870 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-05-17 22:25:04 返信 報告

スーさん、所⻑、こんばんは、
 スーさんは、はじめましてでしょうか、アネ研です。

 お疲れさまでした。

某サイトを⾒た限り、「ラ・マーレ・ド・茶屋」であるかのように感じてたので捜査は先延ばし
していました。

 私も捜査していればな〜と、ちょっと後悔していますが、ここ数⽇間の所⻑との息ずまる攻防楽
しませていただきました。

 もし、お住まいが近いのであれば、是⾮、ジャケットとほぼ同じアングルでお願いします。
 ほんとは、もうひとつお願いもあるのですが、そちらはやめときます。（笑）

⾔っていいのか悪いのか、Ｚ研では、今、総動員であるロケ地を捜査中で佳境に⼊っております。残るは⾶び込み捜
査なんです。乞う、ご期待です。（笑）

 所⻑、これくらいならいいですよね。（汗）

Re:MIND GAMESのレストラン

6872 選択 stray 2008-05-17 23:09:31 返信 報告

アネ研さんへ

> ほんとは、もうひとつお願いもあるのですが、そちらはやめときます。（笑） 
 ぎゃはは、何だかわかっちゃった〜（笑）。

> ⾔っていいのか悪いのか、Ｚ研では、今、総動員であるロケ地を捜査中で佳境に⼊っております。残るは⾶び込み
捜査なんです。乞う、ご期待です。（笑） 

 そんな⼤げさに書いて、釣れた獲物が雑⿂だったらどうすんの（笑）。
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Re:MIND GAMESのロケ地

6874 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-05-17 23:28:19 返信 報告

スーさんへ
 はじめまして ｍｅｇａｍｉと申します。

 ロケ地の素晴らしい捜査を拝⾒させていただきました︕︕
 本当にありがとうございました〜♪♪

アネ研さんへ 
 > ほんとは、もうひとつお願いもあるのですが、そちらはやめときます。（笑） 

 所⻑さんと同じく 私も解っちゃいました〜（笑）
 

Re:⾒つけた︕︕

6877 選択 スー 2008-05-18 00:12:50 返信 報告

strayさん、アネ研さん、megami さん、皆さん、こんばんは。

アネ研さん、初めまして宜しくお願いします。
 泉⽔さんが⽴たれているアングルは平⽇が狙い⽬

 ですね。必ずやシャッターチャンスを納めて来ます。

megamiさん、初めまして宜しくお願いします。
 かなり現場捜査が好きなのですね。

Good-bye My Lonelinessと 不思議ね…
のロケ地は特定出来ています。

 それ以外に捜査は可能です(神奈川県)
 現場先⼊⼤好きです(笑)

Re:MIND GAMESのレストラン

6887 選択 M.Dark 2008-05-18 16:06:51 返信 報告
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皆様 こんにちは︕
ロケ地発⾒おめでとうございます。

 研究所らしくワクワクしますね。（笑）

> ⾔っていいのか悪いのか、Ｚ研では、今、総動員であるロケ地を捜査中で佳境に⼊っております。 
 乞う、ご期待です。（笑）

アネ研さん megamiさん
 経緯 さっぱりわからないんですけど。（笑）

 ⼤いに期待しておりますので。（笑）

stray所⻑
 今頃 変なことお聞きしますがご容赦願います。

 MIND GAMESのﾌﾙPVってあるのでしょうか︖
 portfolioにちらっと⾒られるだけで

 YouTubeにもあまり適当なものがないようですが︖
 それとも私が頂戴するの忘れていただけ（笑）

スーさんへ
 こんにちは はじめまして。

 megamiさん共々この様な謎解きがお気に⼊りのM.Darkです。
 ”不思議ね"でｾﾒﾝﾄ⼯場前の道路を⾃転⾞で疾⾛する泉⽔さんが⾒られますが、あの場所を撮影されたのですね。

 本⽇ 改めて確認させて頂きました。
 つい先⽇まで専ら ロム専でしたので投稿内容と投稿者が

 ⼀致せず失礼をいたしております。
 今後とも宜しく お願いいたします。

●● 「MIND GAMES」のＰＶ ●●

6888 選択 stray 2008-05-18 18:00:23 返信 報告

スーさん、M.Darkさん、こんにちは︕
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「MIND GAMES」のフルPVは「無い」と思います。
（⾒たことないです）

 Le Port DVD も割愛ver.なので、UPしておきますね。

（21.8Mのwmv）
 http://www.filebank.co.jp/wblink/1602b9c561ef68301df99acfb0b0e9a4

泉⽔さんが海岸線らしき場所で下向いてるシーンが映りますが、
 これも Restaurant Don の前に広がる海岸なのでしょう。

スーさん
 「無我夢中」はPWがかかってるので拝⾒できてませんが、

 ZARD in さんでスーさんのご活躍は知ってますよ〜（笑）。
 「もう探さない」に、ちらっと海岸線で戯れる泉⽔さんが映りますが、

 あれもRestaurant Don 付近なんでしょうかねぇ。
 おそらく、学⽣時代に何度も遊びに⾏った場所なんだと思います。

 スーさんも遊び場だったそうなのでニアミスしてた、なんてことは…（笑）。

Re:●● 「MIND GAMES」のＰＶ ●●

6889 選択 M.Dark 2008-05-18 19:04:59 返信 報告

所⻑さま こんばんは

> 「MIND GAMES」のフルPVは「無い」と思います。 
 > Le Port DVD も割愛ver.なので、UPしておきますね。 
  

早速のアップ 有難うございました。

PVロケ地のﾚｽﾄﾗﾝなんかも時の流れと共に改装なんかで
 当時の⾯影が次第にうすれゆくのでしょうね。

そういった意味で当研究活動の意味は重⼤ですね。
 （⼤袈裟︖笑）
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be-ingの⾼野さんあたりに記録をきちんと残すように
ﾘｸｴｽﾄいたしましょうか。（笑）

Re:MIND GAMESのレストラン

6896 選択 スー 2008-05-19 00:38:14 返信 報告

strayさん、皆さん、こんばんは。

M.Darkさん、初めまして宜しくお願いします。

> ”不思議ね"でｾﾒﾝﾄ⼯場前の道路を⾃転⾞で疾⾛する泉⽔さんが⾒られますが、あの場所
を撮影されたのですね。 

 本⽇ 改めて確認させて頂きました。

不思議ねのタンクを確認されましたか、もう少し
 線路の場所を特定したいのですが中々特定出来ませんね。

 (笑) 神奈川県には、ロケ地が多いですよね。

Re:●● 「MIND GAMES」のＰＶ ●●

6903 選択 stray 2008-05-19 12:44:50 返信 報告

M.Darkさん、こんにちは。

> PVロケ地のﾚｽﾄﾗﾝなんかも時の流れと共に改装なんかで 
 > 当時の⾯影が次第にうすれゆくのでしょうね。 

そうですね、レストラン「Don」のテラスも微妙に違ってますね〜。
 今追いかけてるネタもどうやらそのようなのです（悲）。

> be-ingの⾼野さんあたりに記録をきちんと残すように 
 > ﾘｸｴｽﾄいたしましょうか。（笑） 

 ⾼野さんとお知り合いなんですか︖ 
 でしたら、「PV撮影に関するファンの質問に答える企画」を考えるよう⾔って下さい︕（笑）
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スーさん、こんにちは。

神奈川といえば、「眠れない夜を抱いて」のジャケ写等を撮った、
 『相模湖』の別荘⾵建物が謎ですね。まだ特定できたサイトはないと思うのですが…。

 （PW教えていただきありがとうございました︕）

スカパー 「ＺＡＲＤ坂井泉⽔展」

6886 選択 xs4ped 2008-05-18 15:31:59 返信 報告

皆さん、、こんにちは。

THE MOMENT（スカパー）の中で「ＺＡＲＤ坂井泉⽔展」の模様が紹介されたようだすね。
 「ZARD/PREMIUM BOX 1991-2008  Complete Single Collection」の告知の後がその模様です。 

 ttp://jp.youtube.com/watch?v=_wjA7idUq8c
 KOHさんも捕獲したのかな︖

 

Re:スカパー 「ＺＡＲＤ坂井泉⽔展」

6890 選択 KOH 2008-05-18 19:07:21 返信 報告

xs4pedさん、こんばんはです︕

> KOHさんも捕獲したのかな︖ 
 捕獲しましたよ!!しかし凄い⼈ですよね〜︕︕

 ⼤阪での開催の際には必ず⾏きたいです!
 待ち遠しいなっ♪

 

KOHさん、感謝です!!

6893 選択 ⿊杉 2008-05-18 22:00:13 返信 報告
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横から失礼致します。

シシジョーグーのKOHさん、今晩は。(笑)
 4⽉のお花⾒会の時に、お話をさせて頂いた⿊杉です。

ここ数⽇、⽴て続けにKOHさんが捕獲に成功された映像を、有り難く頂戴させて頂いております。
 ⼀⾔、お礼が申し上げたくて、書き込みさせて頂きました。

stray所⻑さんの様に、何でも出でくるポケットを持ち合わせていないので、お礼の⾔葉しかありませんが、ご勘弁下
さい。

KOHさん、本当に有難うございます!! 
 出来れば次も……は、欲張りすぎですね。(苦笑)
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» bbsee [PR]AdSenseにハブられたらこれ . オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [6880]ホームページが出来ました。(3) [6871]追加グッズ「切⼿」(6) [6850]●●● 「素直に⾔えなくて」 フルバージョン
●●●(4) [6814]相棒・・・今回は・・・(4) [6860]●● Mステ 5/16 PREMIUM BOX 紹介 ●●(0) [6808]皐ちゃん帰郷計画（笑）
(17) [6837]素直に⾔えなくて(7) [6834]●● MU-GEN 5/14 ライブ映像「素直に⾔えなくて」 ●●(3) [6817]レストラン ラ・マ
ーレ・ド・茶屋(4) [6813]質問です(3)

新しい話題を投稿する

« 79 78 77 76 75 74 73 72 71 »

ホームページが出来ました。

6880 選択 匿名 2008-05-18 09:07:04 返信 報告

管理⼈さん 皆さん おはようございます。
 このたび坂井泉⽔さんが亡くなって⼀周忌にあたり

 ホームページを⽴ち上げました。

ＵＲＬは次の通りです。
 http://homepage3.nifty.com/zard-izumi/

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧

https://bbsee.info/
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掲⽰板もありますので書き込みなどよろしくお願いします。

Re:ホームページが出来ました。

6881 選択 ｙａｓｕｄａ 2008-05-18 09:08:15 返信 報告

追伸
 名前を書くのを忘れていました。

Re:ホームページが出来ました。

6883 選択 xs4ped 2008-05-18 10:25:18 返信 報告

ｙａｓｕｄａさん、こんにちは。

> このたび坂井泉⽔さんが亡くなって⼀周忌にあたり 
 > ホームページを⽴ち上げました。 

 > 掲⽰板もありますので書き込みなどよろしくお願いします。 
 ホームページ開設おめでとう御座います︕(^_^)

 お気に⼊りにも登録させて頂きました。
 掲⽰板の⽅にも投稿させて頂きました。
 画像は投稿出来ないのかな︖

 此れからも、宜しくお願いします。

Re:ホームページが出来ました。
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6891 選択 カーディガン 2008-05-18 19:16:00 返信 報告

こんにちは、yasudaさん。

ホームページの開設おめでとうございます︕︕
 さっそく拝⾒させていただきました。

 これからどんどん充実させてください。
 ご活躍、期待しております。

P.S.⼤阪の公演、⼗分にご堪能ください。また、代々⽊の公演もご⼀緒に盛り上がりましょう。

追加グッズ「切⼿」

6871 選択 stray 2008-05-17 22:46:03 返信 報告

８０円切⼿１０枚が４，９００円︕︕
 いくらなんでも⾼すぎじゃないの︖（笑）

【グッズ先⾏販売 開始予定時間】
 ■5⽉22⽇（⽊）〜5⽉25⽇（⽇）
 【⼤阪】堂島リバーフォーラム公演
 15:30 グッズ販売開始予定

■5⽉27⽇（⽕）
 【東京】代々⽊第⼀体育館公演

 14:30 グッズ販売開始予定

※5/27の代々⽊会場ではカード決済がご利⽤いただけます。
 

Re:追加グッズ「切⼿」

6875 選択 M.Dark 2008-05-17 23:40:49 返信 報告

https://bbsee.info/straylove/id/6880.html?edt=on&rid=6891
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6891
https://bbsee.info/straylove/id/6871.html
https://bbsee.info/straylove/id/6871.html?edt=on&rid=6871
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6871
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/7ea25c95b0792ca4ce01ea18bbda2d44.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/6871.html?edt=on&rid=6875
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6875


所⻑さん こんばんは︕

> ８０円切⼿１０枚が４，９００円︕︕ 
> いくらなんでも⾼すぎじゃないの︖（笑）

いつもながら すばやい情報ありがとうございます。
 ところで このニュースソースどこでしょうか︖。

 私 切⼿も集めてるんですが。（笑）

80円×10枚×5シート ってことではないですか︖

Re:追加グッズ「切⼿」

6876 選択 stray 2008-05-17 23:49:10 返信 報告

M.Darkさん こんばんは︕

ニュースソースは、WEZARD.net の2008コンサートページです。（会員専⽤）

> 私 切⼿も集めてるんですが。（笑） 
私も⼦供の頃集めてました（笑）。

> 80円×10枚×5シート ってことではないですか︖ 
 ないと思います（笑）。

 ⾒開きの台紙（真っ⾚な表紙）に、このシートが挟んであるだけだと思われます。
 

Re:追加グッズ「切⼿」

6878 選択 atti 2008-05-18 00:28:37 返信 報告

strayさん、皆さんこんにちは。

> > 私 切⼿も集めてるんですが。（笑） 
> 私も⼦供の頃集めてました（笑）。

実家には、⼦供のころに集めていた、切⼿やコインがたくさんあります。引き取りして、実費代⾦⾃体の換算をする
と⼀帯いくらになるのかな(爆)
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 テレフォンカード、オレンジカードも旅⾏先で購⼊して写真アルバムに貼り付けていましたが、結婚したのちに順番
に使⽤してしまいました(笑)

> > 80円×10枚×5シート ってことではないですか︖ 
 > ないと思います（笑）。 

 > ⾒開きの台紙（真っ⾚な表紙）に、このシートが挟んであるだけだと思われます。

⾃ブログに記事にしましたが、あゆより⾼くよしおと⼀緒・・・
 

Re:追加グッズ「切⼿」

6879 選択 M.Dark 2008-05-18 01:18:08 返信 報告

所⻑さん 有難うございました。

> ニュースソースは、WEZARD.net の2008コンサートページです。（会員専⽤）

あわてて⾒落としてました。（笑）
 （⼀般ﾍﾟｰｼﾞですよね。）

 ﾌﾟﾚﾐｱﾑﾎﾞｯｸｽとmfﾏｶﾞｼﾞﾝが今回の⽬⽟と思ってますが
 切⼿はやや⾼いですよね。

 （せいぜい2000〜2500円にしてほしいです。）

attiさん こんばんは はじめまして。
 GWから妄想を書き込ませて頂いてますM.Darkです。

＞実費代⾦⾃体の換算をすると⼀帯いくらになるのかな(爆)
 せいぜい２〜５割増でしょうね。

 不謹慎な⾔い⽅になりますが、震災や戦争で稀少価値が
 でるまでは︖︖でしょうか。（笑）

 ⼩さい頃、旧家に残されていた戦前の”⾒返り美⼈”とか
 ”⽉に雁”のｼｰﾄなんか羨望の的でした。

 せいぜい使⽤済み品を集めるのが精⼀杯で。
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というものの”坂井泉⽔ ⾒返り美⼈”買って
しまいそうです。

今後とも 宜しくお願いします。

Re:追加グッズ「切⼿」

6882 選択 xs4ped 2008-05-18 10:00:40 返信 報告

strayさん、皆さん、こんにちは。

> ８０円切⼿１０枚が４，９００円︕︕ 
> いくらなんでも⾼すぎじゃないの︖（笑） 

 チョット⾼過ぎですね。
 2,000〜3,000円位にして欲しい所ですね。

 先⾏販売と⾔う事は、後でも買えるんでしょうかね︖
 会報(次号)に購⼊⽤紙が添付されて来るのかな︖

Re:追加グッズ「切⼿」

6884 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-05-18 11:38:33 返信 報告

おはようござます。
 所⻑、M.Darkさん。
 > ⼩さい頃、旧家に残されていた戦前の”⾒返り美⼈”とか 

> ”⽉に雁”のｼｰﾄなんか羨望の的でした。 
 私も⼦供の頃に切⼿と少しコインも集めてました。

 「⾒返り美⼈」はあきらめてましたが、⼤⼈のなってから、念願の国際⽂通週間の「蒲原」はゲットできました。
 泉⽔さんの切⼿も値打ちが⾼くなってほしいですね。

●●● 「素直に⾔えなくて」 フルバージョン ●●●
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6850 選択 stray 2008-05-16 22:43:42 返信 報告

皆さん、こんばんは︕

ついに来ましたよ︕︕
 「素直に⾔えなくて」 フルバージョンでっす︕︕（笑）

 music272 ARTIST REQUEST。

（71Mのwmv）
 http://www.filebank.co.jp/wblink/c1f2a327a17add664012f570c69627fa

捕獲者はまたもやKOHさんです︕ Special thanks!!

Re:●●● 「素直に⾔えなくて」 フルバージョン ●●●

6853 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-05-16 23:46:03 返信 報告

こんばんは︕
 > ついに来ましたよ︕︕ 

 > 「素直に⾔えなくて」 フルバージョンでっす︕︕（笑） 
 お待ちしておりました〜 ヽ(*ゝω･*)ﾉ 

 > 捕獲者はまたもやKOHさんです︕ 
 ＫＯＨさ〜ん 本当にどうもありがとうございました〜♪♪

 

Re:●●● 「素直に⾔えなくて」 フルバージョン ●●●

6856 選択 xs4ped 2008-05-17 00:41:34 返信 報告

こんばんは。
  

> ついに来ましたよ︕︕ 
 > 「素直に⾔えなくて」 フルバージョンでっす︕︕（笑） 

 > 捕獲者はまたもやKOHさんです︕ 
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KOHさん、どうも有り難う御座います︕
最⾼でした︕（*^_^*）

Re:●●● 「素直に⾔えなくて」 フルバージョン ●●●

6858 選択 miho 2008-05-17 09:06:27 返信 報告

strayさんみなさんおはようございます!!!

> 皆さん、こんばんは︕ 
 > ついに来ましたよ︕︕ 
 > 「素直に⾔えなくて」 フルバージョンでっす︕︕（笑） 

 > music272 ARTIST REQUEST。

待ってました!!
 泉⽔さんカッコイイですね!!

  
> 捕獲者はまたもやKOHさんです︕ Special thanks!! 

 KOHさんありがとうございます!!ダウンロードさせていただきましたよ。

Ｓｐｅｃｉａｌ ｓｐｅｃｉａｌ ｓｐｅｃｉａｌ ｔｈａｎｋｓ︕︕です︕

6869 選択 シヴァ 2008-05-17 22:21:55 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑さん、こんばんは︕
 
> ついに来ましたよ︕︕ 

 > 「素直に⾔えなくて」 フルバージョンでっす︕︕（笑） 
 わぁ〜︕かわいい〜︕

 この曲はあんまり聴きませんが、この映像が観たくて聴くことになりそうです︕

ＫＯＨさん，こんばんは︕
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> 捕獲者はまたもやKOHさんです︕ Special thanks!! 
いつもありがとうございます︕

 Ｓｐｅｃｉａｌ ｓｐｅｃｉａｌ ｓｐｅｃｉａｌ ｔｈａｎｋｓ︕︕です︕
 

相棒・・・今回は・・・

6814 選択 atti 2008-05-15 01:04:12 返信 報告

皆さん、こんにちは。

毎度の、相棒ネタです(爆)。

5/17 12:00-13:55
 PreSeasen(⼟曜ワイド劇場版) 第2話

EDは差し替えしないで〜。

Re:相棒・・・今回は・・・

6824 選択 stray 2008-05-15 17:41:02 返信 報告

attiさん、こんにちは。

> 5/17 12:00-13:55 
> PreSeasen(⼟曜ワイド劇場版) 第2話 

 これって地⽅局の再放送ですよね。
 だとしたらEDは「⼟ワイver.」期待できるんじゃないでしょうか︕（笑）

 録画お忘れなく（笑）。セリフと被らないといいですね︕

Re:相棒・・・今回は・・・

6863 選択 atti 2008-05-17 19:28:06 返信 報告
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strayさん、皆さんこんにちは。

> > 5/17 12:00-13:55 
 > > PreSeasen(⼟曜ワイド劇場版) 第2話 

 > これって地⽅局の再放送ですよね。 
 > だとしたらEDは「⼟ワイver.」期待できるんじゃないでしょうか︕（笑） 

 > 録画お忘れなく（笑）。セリフと被らないといいですね︕ 
 東京地区です。思いっきりかぶっています。

http://www.filebank.co.jp/wblink/66e30392849f526d6bfee34925176362

PS.FCからハガキが届きましたね。
 泉⽔さんのシルエットが・・・。

Re:相棒・・・今回は・・・

6867 選択 stray 2008-05-17 20:54:44 返信 報告

attiさん、こんばんは。

> 東京地区です。思いっきりかぶっています。 
 ぎゃはは、残念〜。

> PS.FCからハガキが届きましたね。 
 > 泉⽔さんのシルエットが・・・。 

 私のところはまだです。⼭奥なので届かない（笑）。

相棒

6868 選択 スー 2008-05-17 22:03:58 返信 報告

attiさん、皆さん、こんばんは。

相棒は私も好きで⾒ています。 
 なかなかこちらに来れなくてすいません。
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WEZARDからハガキが到着してますね。Pの案内ですね。

●● Mステ 5/16 PREMIUM BOX 紹介 ●●

6860 選択 stray 2008-05-17 12:59:31 返信 報告

皆さんこんにちは︕

昨⽇のＭステで、「PREMIUM BOX 1991-2008」の紹介がありました。
 これ⾒たら、買いたくなりますよ（笑）。

（10.5Mのwmv）
 http://www.filebank.co.jp/wblink/5273af39b7c3aeaf38002de862d91313

捕獲者はＫＯＨさんです。最近⽴て続けですごいね︕（笑）

皐ちゃん帰郷計画（笑）

6808 選択 stray 2008-05-14 21:12:55 返信 報告

皆さんこんばんは︕

嬉しいお知らせです︕︕
 皐ちゃんのＺ研帰郷計画が密かに進⾏中です（笑）。

今のところ【５／３１（⼟）】を予定しています。

皐ちゃんファンの皆さんは、今から予定を調整しておいて下さいね。

針１億本︕

6810 選択 シヴァ 2008-05-14 21:32:19 返信 報告
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ｓｔｒａｙ所⻑さん、こんばんは︕
 
> 嬉しいお知らせです︕︕ 

 > 皐ちゃんのＺ研帰郷計画が密かに進⾏中です（笑）。 
 やったあ〜︕本当に嬉しいお知らせですね︕

 ウソだったら針１億本飲ましますからね︕

> 今のところ【５／３１（⼟）】を予定しています。 
 前倒ししてもらっても全然かまいませんよ︕

 早ければ早いほどいいです︕
  

> 皐ちゃんファンの皆さんは、今から予定を調整しておいて下さいね。 
 は〜い︕綺麗なバラの写真を⽤意しておきま〜す︕

 

嬉しい!!

6811 選択 miho 2008-05-14 21:39:37 返信 報告

strayさんへ

strayさんみなさんこんばんは!!

> 嬉しいお知らせです︕︕ 
 > 皐ちゃんのＺ研帰郷計画が密かに進⾏中です（笑）。

嬉しいです!!バンザイ!!

> 今のところ【５／３１（⼟）】を予定しています。

> 皐ちゃんファンの皆さんは、今から予定を調整しておいて下さいね。

予定…調整しておきますね!!!私も何か⽤意しなくては!!!

ヤッター︕ 嬉しい︕

6812 選択 saki 2008-05-14 22:11:32 返信 報告
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strayさん、みなさん、こんばんは。

皐さんが帰ってくるって本当ですか︖
 嬉しい〜︕

今、勤務表⾒たら、準夜勤だけど…
 皐さんは、31⽇だけの帰郷なんですか︖

それって、夜だけって事は無いですよね。

何時頃PCに向かわれるのか解りますか︖
 場合によっては、勤務を交代して貰わなくっちゃ〜V(^-^)V

詳細が解ったら、教えて下さいね。ｺﾞﾛﾆｬﾝ

今度こそ︕︕

6816 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-05-15 03:05:28 返信 報告

みなさん こんばんは☆
 > 皐ちゃんファンの皆さんは、今から予定を調整しておいて下さいね。 

 は〜いヽ(●>∀<●)/今度こそ絶対に皐さんとお話したいです☆
 ３１⽇まで絶対にＰＣを壊さないことを みなさんの前で誓いま〜す（笑）

 どうかネットがうまく繋がりますように・・・

Re:皐ちゃん帰郷計画（笑）

6818 選択 miya 2008-05-15 08:17:39 返信 報告

おはようございます。

> 嬉しいお知らせです︕︕ 
 > 皐ちゃんのＺ研帰郷計画が密かに進⾏中です（笑）。

あまりにも嬉しく久々の書き込みです。
 坂井さんの music freak magazineのニュースと同じくらい嬉しいです。
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楽しみにしております。

Re:皐ちゃん帰郷計画（笑）

6819 選択 xs4ped 2008-05-15 10:42:39 返信 報告

strayさん、皆さん、こんにちは。

> 嬉しいお知らせです︕︕ 
 > 皐ちゃんのＺ研帰郷計画が密かに進⾏中です（笑）。 

 帰郷って、⼀時帰郷ですか︖
 其れとも、Z研復活ですか︖
 > 今のところ【５／３１（⼟）】を予定しています。 

 5/27(⼀周忌)は来ないのでしょうかね〜︖
 

Re:皐ちゃん帰郷計画（笑）

6821 選択 stray 2008-05-15 12:51:27 返信 報告

xs4pedさん、皆さん、こんにちは。

> 帰郷って、⼀時帰郷ですか︖ 
 > 其れとも、Z研復活ですか︖ 
 もちろん「⼀時帰郷」です（笑）。

 当初、本⼈は 5/27(⼀周忌)を考えていたようなのですが、
私が代々⽊に⾏ってて居ないので、⽇程を変えてもらいました。

 私中⼼で物事が進みますので（笑）。

sakiさんへ
 時間帯については不明なんです。

 朝から夜までPCに張り付いてるように頼みましょうか︖（笑）

miyaさん、超お久しぶりです︕
 皆さんとお話したくてしたくて堪えきれなくなったようです（笑）。
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ご期待下さい。ご予定を空けておいて下さいね（笑）。

Re:皐ちゃん帰郷計画（笑）

6823 選択 pine 2008-05-15 14:21:51 返信 報告

所⻑さん 皆さん こんにちは︕

Ｏ(≧▽≦)Ｏ ﾜｰｲ♪ 超うれしーお知らせですね︕︕
 休⽇なのでバタバタしていると思いますが、何とか時間を作って皐さんとお話したいです︕

 「おじゃま⾍ガキンチョ追い出し計画」を考えなければ…（笑）

Re:皐ちゃん帰郷計画（笑）

6827 選択 ミキティ 2008-05-15 17:52:08 返信 報告

所⻑さん みなさん こんにちは♪

涙 ウルウル 嬉しいー♡♡♡ 。・。゜:・＼(^-^ )ワーイ♪ o(^-^)o ワーイ〜♪( ^-
^)/・:゜。・。・

 皐さんに会えるのですね(*＾ー＾)／
 今からとっても楽しみでーす。

  
  megamiさんのＰＣが壊れないように ⼀所懸命 私も願っています︕(^_-)-☆

  何かお⼟産⽤意しようっと（＾－＾）

Re:皐ちゃん帰郷計画（笑）

6828 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-05-15 17:55:22 返信 報告

こんばんは。
 あぁ〜どうしよう、どうしよう・・・（汗）。

 考えたらドキドキして来た︕（笑）
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なに⽤意したらいいんだろ︖
⼤好物のケーキでも予約するかね︖（笑）

しか〜し、⽉末の⼟曜⽇かぁ〜、休みじゃないし・・・、
 所⻑︕ いやがらせか︕︕（笑）

 

ミキティさんへ

6831 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-05-15 18:57:21 返信 報告

こんばんは〜しばらくお話してませんでしたね︕お元気そうで何よりです♪ 
 >  megamiさんのＰＣが壊れないように ⼀所懸命 私も願っています︕(^_-)-☆ 

 本当に優しいお⾔葉をありがとうございま〜すヽ(*ゝω･*)ﾉ
 皐さんが来られる⽇には ミキティさんと⼀緒に並びたいと思いますので どうかどうかヨロシクお願いします☆

別スレの件ですが、『撮り直したい集合写真』のお話 もうホントによく解りますo(>▽<)o
 ｍｉｈｏさんと同級⽣になりたいｍｅｇａｍｉでした〜♪♪ 

Re:皐ちゃん帰郷計画（笑）

6832 選択 ミキティ 2008-05-15 19:11:41 返信 報告

 今⽇は嬉しくって（＾－＾）倍増です♡
 megamiさん みなさん⼀緒にならびましょうね〜♡♡

  座布団⼲しておかなくちゃっ（笑）

>ｍｉｈｏさんと同級⽣になりたいｍｅｇａｍｉでした〜♪♪  
  私もお仲間に⼊れてくださーい（＾－＾）Ｖ

  私 セーラー服でした〜☆(^_-)
  

Re:皐ちゃん帰郷計画（笑）

6839 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-05-15 22:42:05 返信 報告
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こんばんは、みなさん、
皐ちゃんの帰郷が３１⽇ってことは、ライブの余韻さめない頃に嬉しいイベントなんですね。

 いまから仕事も調整してみます。
 しかし、どこに並んだらいいのかな︖

 なんだか、ミキティさんとｍｅｇａｍｉさんがセーラー服で並びそうと感じるのは、私だけ︖(笑)

待ってましたー︕

6852 選択 チョコレート 2008-05-16 23:34:58 返信 報告

所⻑さん、 皆さん、ご無沙汰しております。チョコレートです。
 なかなかPCに落ち着いて向かう時間が作れずに･･･すみません。

 皐さんの⾥帰り、待ってましたよー︕うれしい︕やったー︕\（T0T)/
 加⼯画のファンではじまったのですが、いつのまにか加⼯画だけでなく、「皐さん」の⼤ファンだったんですね･･･

私。
 加⼯画を作らなくても、皐さんに逢えるのなら、並ばなくちゃ︕︕（笑）

 megamiさんやミキティさんもきっと並んでいると思いますので、私も座布団でご⼀緒させていただきますね。
 あ、でもお⼆⼈がセーラー服だと･･･ちょっと離れて座らないとダメかしら︖（笑）

チョコレートさ〜ん ⼀緒にセーラー服姿になりましょうよ〜（笑）

6854 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-05-16 23:50:52 返信 報告

チョコレートさん こんばんは︕
 お久しぶりですね☆お元気でとっても嬉しいです︕︕

 > megamiさんやミキティさんもきっと並んでいると思いますので、私も座布団でご⼀緒させていただきますね。 
 > あ、でもお⼆⼈がセーラー服だと･･･ちょっと離れて座らないとダメかしら︖（笑） 

 ミキティさんと私と ⼀緒にセーラー服で並びましょ〜（笑）
 『３⼈集まれば怖くない』ですヨ♪♪ということで どうぞヨロシク〜（笑）

 ３１⽇が本当に楽しみですね︕︕
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megamiさんへ

6855 選択 チョコレート 2008-05-17 00:28:47 返信 報告

megamiさん こんばんは︕ お久しぶりです。
 > ミキティさんと私と ⼀緒にセーラー服で並びましょ〜（笑） 

 ･･･ぎゃははは︕それはいくらなんでもムリですよー。ミキティさん、megamiさんは許されても、私の場合は･･･た
ぶん所⻑さんにつまみ出されてしまうと思います(笑)。

 せっかくの皐さんの⾥帰りに「出⼊り禁⽌」になると困るので、ご遠慮申し上げます。
 31⽇、本当に楽しみですね〜︕︕今からワクワクしちゃいます。

 megamiさんのPCがうまくつながりますように、私もお祈りしてますね。
 

Re:皐ちゃん帰郷計画（笑）

6857 選択 カーディガン 2008-05-17 02:10:47 返信 報告

みなさん、こんばんは。

かねてからの計画でしたか。みなさん、とても嬉しいおしらせですね。特に、特にさびしかった⼈たちは、⼀⽇中PC
に座っていそうですね(笑)くれぐれも、⼤切な⽇に、⾵邪で寝込んだりしないでください（苦笑）

皐さん、⾒ていますか︖こちらに帰郷されるんですねぇ。そのときは、また、感動のステージのお話などでいっぱい
になるんでしょうね。５⽉病などになっていませんかぁ〜。こちらでみなさんから元気をたくさんいただいてくださ
いね。また、どうぞよろしくお願いします。何かお⼟産あれば、⽤意しておきますね(^^♪

素直に⾔えなくて

6837 選択 miho 2008-05-15 20:56:12 返信 報告

皆さんこんばんは!!
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MU-GENで「素直に⾔えなくて」の映像が流れたと聞いて作りました!!
MU-GENは私のところでは⾒れないので…

 この曲は…アルバムかった時は…あまり聞いていませんでした。
 最近はたくさん聞いています。「ひとりが好き」も聞いています。

初期の頃のZARDはロックって感じがします。

これとは違ってしまうのですが…今⽇書いた詩を書きます。後で…詩⼊り画像を作ります!!

みんなに…私の好きな歌を
  

「歌って!!」といわれて…
  

初めは恥ずかしいかったけど…
  

私の好きな歌をうたったら…
  

「うまいね!!」といわれてうれしかったよ!!!
  

みんな…私の好きな歌を知っていたんだね…
  

嬉しいよ…知ってくれるなんて…

別⼈︖

6838 選択 シヴァ 2008-05-15 22:17:07 返信 報告

ｍｉｈｏさん、こんばんは︕

加⼯画では初めてですね。
 今回は写真もフォントの⾊も落ち着いた感じで、

 ⾒ていると⼼も落ち着いていくような・・。
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> 初期の頃のZARDはロックって感じがします。 
私も同感です︕ギターが前⾯に出てるといえばいいのかな・・。

 専⾨的なことはさっぱりわかりませんが・・。
 「愛は暗闇の中で」は別の⼈が歌ってるような気さえしてしまいます。

 

ｍｉｈｏさんへ

6842 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-05-16 01:15:30 返信 報告

こんばんは☆
 >MU-GENで「素直に⾔えなくて」の映像が流れたと聞いて作りました!! 

 すぐに反応されて 素晴らしいですね︕
 今回の作品ですが、⾊合いの感じから 素直になりたいけれどなれなくて 淋しいと思っている様⼦が表現できてい

るように感じました♪
 どうもありがとうございます︕

今回はしっかりレスができて良かったで〜す☆

Re:素直に⾔えなくて

6843 選択 saki 2008-05-16 10:20:28 返信 報告

 
mihoちゃんおはよ〜!  & みなさんおはようございま〜す。

mihoちゃん、最近創作ピッチが早いね〜(^o^)
 レスが追いつかないって感じです、前回もレスするタイミングｩ〜を逃しちゃって…

 今回も遅いレスでごめんねm(_ _)m

モノクロの坂井さんいいですね、私もモノクロの坂井さんを何度か加⼯画にって思っているんだけど…
 中々むずかしくて、出来ないよぉ〜(T_T)  素直にならなくっちゃダメなのかなぁ〜（笑）

それに、またまた詩⼊りの作品をUPするって︖  凄〜い︕
 お姉さんにもその創作意欲を少し分けてくださ〜い（おばちゃん、じゃなくてお姉さんにね）(^_-)-☆
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Re:素直に⾔えなくて

6846 選択 stray 2008-05-16 12:57:01 返信 報告

mihoちゃん、こんにちは︕

歌⼿を⽬指すくらいだから、歌がとってもお上⼿なんでしょうね︕
 私も是⾮聞きたいです︕︕

 みんなに褒められた、その「好きな歌」って、もちろんZARDの曲ですよね︖（笑）
 今回の詞は、詞というよりブログ（⽇記）調になってますが、

 mihoちゃんの嬉しさが溢れれて、読んでるこっちまで照れてしまいますね（笑）。
 加⼯画はいいですねぇ、画像を思いっきり縦⻑にしたデザインが新鮮です。

 前にUPしてくれた作品とペアなのかな︖

みなさんレスありがとうございます!!

6847 選択 miho 2008-05-16 18:44:47 返信 報告

ジヴァさん megamiさん sakiさん strayさんレスありがとうございます!!

ジヴァさんへ

>加⼯画では初めてですね。 
 >今回は写真もフォントの⾊も落ち着いた感じで、 

 >⾒ていると⼼も落ち着いていくような・・。

そうですか!!嬉しいです!!「素直に⾔えなくて」の⾊のイメージは…暗い⾊が似合っていると思ったので、紫にしまし
た!!

>「愛は暗闇の中で」は別の⼈が歌ってるような気さえしてしまいます。

聞いている曲がコナンのOPで流れたときは別⼈に聞こえてしまったことがありました。

megamiさんへ

>すぐに反応されて 素晴らしいですね︕
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ほかにもアルバム未発表曲を作りたかったのですが…
作ることができたら…作ります!!

>今回の作品ですが、⾊合いの感じから 素直になりたいけれどなれなくて 淋しいと思っている様⼦が表現できて
いるように感じました♪ 

 >どうもありがとうございます︕

ありがとうございます!!
 右の画像は初めて⾒た時は…「こいう写真もあたんだ…」よびっくりしました!!

>今回はしっかりレスができて良かったで〜す☆

私もです!!
 レスできて本当によかったです!!

sakiさんへ
 >mihoちゃん、最近創作ピッチが早いね〜(^o^) 

 >レスが追いつかないって感じです、前回もレスするタイミングｩ〜を逃しちゃって…

ごめんなさいね…早く終わらせてしまって…

>今回も遅いレスでごめんねm(_ _)m 
 ⼤丈夫ですよ。遅くてもいいですよ!!

>それに、またまた詩⼊りの作品をUPするって︖  凄〜い︕

詩は決まっているのですが…まだ作っていません＞＜︔
 いろいろと忙しいかったので…

 今⽇から製作開始します!!明⽇は休みなので…

>お姉さんにもその創作意欲を少し分けてくださ〜い（おばちゃん、じゃなくてお姉さんにね）(^_-)-☆

sakiお姉さんにも（←sakiさんごめんなさい!!）創作意欲分けてあげますよ!!!

strayさんへ

>歌⼿を⽬指すくらいだから、歌がとってもお上⼿なんでしょうね︕ 
 >私も是⾮聞きたいです︕︕ 

 



>みんなに褒められた、その「好きな歌」って、もちろんZARDの曲ですよね︖（笑）

ZARDの曲2曲歌いました。「好きな歌」は「負けないで」です。
 休み時間にいきなり「『負けないで』歌って!!」といわれて…歌いました。

 「なんで…私の好きな歌知ってるんだろう?」と思ったのですが…周りから聞いたと思います。

2曲⽬は「Lonely Soldier Boy」をうたいました。ちょっと恥ずかしかったですが…
 初めて…私の歌声を聞いていた⼈はびっくりしていました。

>今回の詞は、詞というよりブログ（⽇記）調になってますが、 
 >mihoちゃんの嬉しさが溢れれて、読んでるこっちまで照れてしまいますね（笑）。

「うまいね!!」といわれてうれしいくなって…詩ではなくなってしまいました（笑）
 詩を書いているとき…詩ではなくなる時もあります。

>加⼯画はいいですねぇ、画像を思いっきり縦⻑にしたデザインが新鮮です。 
 >前にUPしてくれた作品とペアなのかな︖

ありがとうございます!!
 ペアではないですよ。

イ形容詞

6849 選択 stray 2008-05-16 22:39:38 返信 報告

mihoちゃん、こんばんは︕

ちょっと気になったのですが、
 「恥ずかしいかった」や「うれしいかった」のような使い⽅が流⾏ってるんですか︖（笑）

『イ形容詞（”い”で終わる形容詞）＋くて』の場合、
 「い」は省略されるのが⽇本語の常識なのですが、

 わざと「い」を⼊れて書くのが流⾏ってるの︖

美しいくて、新しいくて、寂しいくて…、単なる流⾏ならいいけど、
strayおじさんは⽇本語にうるさいので（笑）。
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Re:イ形容詞

6851 選択 miho 2008-05-16 23:02:56 返信 報告

strayさんへ

> ちょっと気になったのですが、 
 > 「恥ずかしいかった」や「うれしいかった」のような使い⽅が流⾏ってるんですか︖（笑） 

 > 
> 『イ形容詞（”い”で終わる形容詞）＋くて』の場合、 

 > 「い」は省略されるのが⽇本語の常識なのですが、 
 > わざと「い」を⼊れて書くのが流⾏ってるの︖ 

 > 
> 美しいくて、新しいくて、寂しいくて…、単なる流⾏ならいいけど、 

 > strayおじさんは⽇本語にうるさいので（笑）。

ごめんなさい!!!よく…癖とかでなってしまうときがあるんです。字とか書いていると…間違いに気づかなかったり…

これからは気をつけます…

⾔葉って…難しいですね…

●● MU-GEN 5/14 ライブ映像「素直に⾔えなくて」 ●●

6834 選択 stray 2008-05-15 19:25:11 返信 報告

ＭＵ－ＧＥＮ 5/14です。
 「素直に⾔えなくて」 がワンコーラスにバージョンアップされてます（笑）。

 （41.1Mのwmv）
 http://www.filebank.co.jp/wblink/c08e98e9b9e09b71d57fd8404e990982

捕獲者は前回につづいてKOHさんです。Thanks!
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Re:●● MU-GEN 5/14 ライブ映像「素直に⾔えなくて」 ●●

6841 選択 ＭＲＣＰ 2008-05-15 23:29:27 返信 報告

strayさん、KOHさん、ありがとうございます。
 これも９３年の撮影なのでしょうか。

 泉⽔さんかっこいいです。

⼀応書いておきますが、＃6813ですが、私はメルマガとは
 関係ありませんので。

Re:●● MU-GEN 5/14 ライブ映像「素直に⾔えなくて」 ●●

6845 選択 stray 2008-05-16 12:43:10 返信 報告

ＭＲＣＰさん、こんにちは。

９３年の⽇本⻘年館での撮影で間違いないです。
 ⿊のトレーナも髪型も「愛は暗闇の中で」と同じですが、

 ステージセットが違うようです。ん〜（笑）。

> ⼀応書いておきますが、＃6813ですが、私はメルマガとは 
 > 関係ありませんので。 

 メルマガって︖（笑）

Re:●● MU-GEN 5/14 ライブ映像「素直に⾔えなくて」 ●●

6848 選択 ＭＲＣＰ 2008-05-16 21:00:36 返信 報告

strayさん、こんばんは。
 > メルマガって︖（笑） 
 Ｚ板のほうにGOOD DAY PROJECT画像添付のメルマガのお知らせが、、
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私からは何も配信できませんので（笑）
どなたのコメントもないし。

 

レストラン ラ・マーレ・ド・茶屋

6817 選択 スー 2008-05-15 03:59:30 返信 報告

strayさん、皆さん、おはようございます。

ここは、ご存知のロケ地に使われた葉⼭のレストランです。
 先⽇、中に⼊ってカフェをして来ました。

 ⼀階のテラスですが、取り外しが可能だと店員さんに
 聴きました。ガラスの部分が⾵の強い⽇等は閉まっていて

 穏やかな⽇には、オープンにしているそうです。
 「MIND GAMES」のジャケットに合う場所が?です。

 当時から改装はしていないと⾔っていたのですが
 知っていますか?

 次回も捜索予定です。
 http://blog.days.yahoo.co.jp/blog/post.html?p=3821

 Ｄａｙｓの⽇記にも載せて有ります。

Re:レストラン ラ・マーレ・ド・茶屋

6822 選択 stray 2008-05-15 12:59:49 返信 報告

スーさん、こんにちは︕

ラ・マーレ・ド・茶屋に⾏かれたんですか︕ご苦労さまです。
 この件はたしか、Ｚ板に私が情報を書き込んだものだと思いますが、

 「愛が⾒えない」と「MIND GAMES」のロケ地が『葉⼭』というのはファンなら衆知の事実で、
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「ラ・マーレ・ド・茶屋」であるとの情報を複数のサイトで確認してましたので、
私⾃⾝確認したものでありませんが、Ｚ板に書き込みました。

 写真もありますが、よそのサイトの画像を無断転載できないので、
 経緯についてはこのくらいで勘弁して下さい。

ん〜、違うんですかねぇ。
 ジャケ写は、下から⾒え上げるように撮られてますよね。

 よそのサイトの写真も同様です。裏側（海側︖）にテラスはありませんでしたか︖
 

Re:レストラン ラ・マーレ・ド・茶屋

6835 選択 スー 2008-05-15 19:38:29 返信 報告

strayさん、こんにちは。 
 皆さん、こんにちは。 

 strayさん、早速お返事ありがとうございます。
 ジャケットの写真の検証に⾏ったのですが⼀致するテラスが︖でしたね。

 ⼀階だと思うのですが。｢愛が⾒えない｣もレストランの横ですね。  
 無我夢中の写真館に、違う⾓度からの写真も載せていますので参考に⾒て下さい。

 それでは失礼します。m(_ _)m

http://sakai.izum.in

Re:レストラン ラ・マーレ・ド・茶屋

6836 選択 stray 2008-05-15 20:26:12 返信 報告

スーさん、こんばんは。

無我夢中の写真、拝⾒してきました。
 やっぱり違いますね。

他サイトの情報・写真を、私の別荘にアップしましたのでご覧下さい。
 弁解っぽい⽇記になってますので（笑）。
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Re:レストラン ラ・マーレ・ド・茶屋

6840 選択 スー 2008-05-15 23:20:05 返信 報告

strayさん、皆さん、こんばんは。

strayさん、別荘の⽅に画像のアップありがとうございました。
⼼辺りの有る場所に⾏ってみたいと思います。

 検証確認を出来たら、報告いたしますね。
 ありがとうございます。

質問です

6813 選択 ＭＲＣＰ 2008-05-14 23:29:45 返信 報告

こんばんは。
 GOOD DAY PROJECTとは何なのでしょうか︖

 不適切な画像であれば削除お願いします。

GOOD DAY PROJECT︖

6820 選択 stray 2008-05-15 12:46:07 返信 報告

ＭＲＣＰさん、こんにちは。

GOOD DAY PROJECT︖って何でしょうね（笑）。
 ちなみに、この画像は Le Port 写真集に収録されているもので、Sg「GOOD DAY」とは無関係です。

 1994年に葉⼭で撮ったものですが、⽂字は誰かが⼊れたものでofficialなものではありません。
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c/w無しで500円のCD２枚出すのと、ダブル両Ａ⾯で1,000円で出すのと、
なにが違うのか私には理解できませんでしたが、当時、

 ”シングル２枚同時リリース”が流⾏っていたことは確かです。
 その「計画」（ってほどのもんじゃないと思いますが）のことを指してるのか︖

 わかりませんねぇ（笑）。

Re:GOOD DAY PROJECT︖

6829 選択 ＭＲＣＰ 2008-05-15 18:01:11 返信 報告

strayさん、こんにちは。
 オフィシャルなものではなかったですか。

 そういえば何週連続、何枚同時リリース流⾏った時期がありましたね。

別件ですが「素直に⾔えなくて」のライブ映像ありがとうございます。
 この曲好きなのですが、フルに放映されたわけではないですか。

Re:GOOD DAY PROJECT︖

6833 選択 stray 2008-05-15 19:21:50 返信 報告

ＭＲＣＰさん、こんばんは。

> オフィシャルなものではなかったですか。 
 ええ、たぶん。最新のものなら別ですが。

> 別件ですが「素直に⾔えなくて」のライブ映像ありがとうございます。 
 > この曲好きなのですが、フルに放映されたわけではないですか。 

 昨年の武道館ではフル映像でした。今週のMU-GENで、少し⻑いver.が流れましたので、
 別スレでUPしますね。
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退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [6798]みなさんただいま!!(9) [6803]復刻号「music freak magazine Flash Back ZARD Memories」(3) [6792]Z.pでの加
⼯画談義について(連絡とお願いです)(4) [6793]ミュージックフリークマガジン５⽉号(0) [6780]Premium BOX1991-2008 CM
(4) [6788]●● MU-GEN 5/8 ライブ映像「素直に⾔えなくて」 ●●(1) [6746]映画『コナン』について(2) [6779]画像の表⽰・保
存に関して(1) [6764]⼦供にも⼤切さを分かってほしいの/悩んでいるときは…(6) [6606]泉⽔さんのオヤジギャグ(4)

新しい話題を投稿する

« 78 77 76 75 74 73 72 71 70 »

みなさんただいま!!

6798 選択 miho 2008-05-13 19:38:25 返信 報告

みなさんただいま!!（←タメ語か）

「⼦供にも⼤切さを分かってほしいの/悩んでいるときは…」のレスありがとうございます!!

修学旅⾏がありました。楽しいかったです!!!
 奈良と京都に⾏ってきました。関⻄地⽅は⾏ったことがなかったので、とある…ファーストフード

のお店の⾊が違っていました。関東地⽅に住んでいるので…びっくりでした!!

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧
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あと…東京フォーラムの場所も分かりました。
写真を記念に撮りました。

strayさんへ
 >「悩んでいるときは…」のほうは、まさしくその通りで、⼀⼈で悩んでないで、 

 >⼈に悩みを打ち明けるとスッキリするものです。こういう掲⽰板も便利ですよ、 
 >お互い顔が⾒えないから話易いでしょうし、優しいお姉さん＆おばさんが、たくさんいますので︕（笑）

ありがとうございます。もし…悩んだりしたらよろしくお願いします。

>雑誌整理してたら、ハマショーさんのインタビュー記事が 
 出てきたので、あげておきます。

 >持っていなかかったらどうぞ。

持ってなかったので…わざわざありがとうございます!!
 関係のないことなのですが、浜⽥省吾さんもお茶⽬なところがありますよ。泉⽔さんもお茶⽬でかわいいくて好きです!!

ミキティさんへ

>またまたmihoちゃんらしい作品をありがとうございます（＾－＾） 
  >画像も詩に合っていて どちらも気持ちが現れているようです

  >どちらも丁寧でいいですね（＾－＾） 

ありがとうございます!!画像も詩に合っていてよかったです!!

pineさんへ

>⾔葉に表されたものを⾒て、改めて気付かされた気がします。 
 >これからも、mihoさんらしい作品を楽しみに待っていますよ。

はじめまして!!!pineさん
 ありがとうございます!!うれしいです!!

 詩は…実体験とかだれかのことを書いています。

東京フォーラム

6799 選択 miho 2008-05-13 19:44:49 返信 報告

https://bbsee.info/straylove/id/6798.html?edt=on&rid=6799
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バスに乗り場の近くで撮りました。
中には⼊りませんでした。

 でも中に⼊りたかったです（笑）
 ちなみに東京駅の近くだと知ってびっくりました!!

お帰りなさい!!

6800 選択 stray 2008-05-13 21:11:20 返信 報告

mihoちゃん、こんばんは。

修学旅⾏でしたか︕（笑）
 ３０数年前に私も⾏きましたよ〜（笑）。

 奈良・京都に⾏って「東京フォーラム」の写真っていうのが笑えますが（笑）、
 楽しい旅⾏だったようで何よりです︕

 そのうち楽しい話を聞かせて下さいね。
 

他の都道府県は・・

6801 選択 シヴァ 2008-05-13 21:58:11 返信 報告

ｍｉｈｏさん、初めまして︕シヴァと申します︕

> 奈良と京都に⾏ってきました。関⻄地⽅は⾏ったことがなかったので、とある…ファース
トフードのお店の⾊が違っていました。関東地⽅に住んでいるので…びっくりでした!! 

 あと１ヶ⽉早かったら桜が満開だったんですけど。
 でも新学期早々修学旅⾏なんて⾏ってられませんね・・。

ファーストフードの件は私もビックリしました︕
 私は逆に「他の都道府県は違うの︖︕」と思いましたが・・。
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楽しいとのお⾔葉、地元としては嬉しいです。
お若いのに”わびさび”がおわかりですね︕

 

Re:東京フォーラム

6802 選択 atti 2008-05-14 00:41:30 返信 報告

mihoさん、こんにちは。

> バスに乗り場の近くで撮りました。 
> 中には⼊りませんでした。 

 > でも中に⼊りたかったです（笑） 
 > ちなみに東京駅の近くだと知ってびっくりました!! 

 次回の訪問時は、ぜひ中を⾒てくださいね。
 最上階から、階段で下りられます。

参考︓以前、訪問した際の記事
 ttp://atti.jugem.cc/?eid=1571

 

お帰り︕

6805 選択 xs4ped 2008-05-14 11:05:30 返信 報告

mihoちゃん、こんにちは。

> 修学旅⾏がありました。楽しいかったです!!! 
> 奈良と京都に⾏ってきました。 

 奈良と京都ですか。
 楽しまれたみたいで良かったですね。

 奈良と京都の何処に⾏ったのかな︖(⾦閣寺・銀閣寺・清⽔寺・嵐⼭)
 私も⾼校の修学旅⾏で奈良と京都に⾏きましたよ。

 今は、⾼校の修学旅⾏は海外が多いようですね。
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世代(時代)の違いを感じます。(笑)
因みに、中学の修学旅⾏は北海道でした。

strayさん ジヴァさん attiさん xs4pedさん レスありがとうございます!!

6809 選択 miho 2008-05-14 21:27:27 返信 報告

こんばんは。
 strayさん ジヴァさん attiさん xs4pedさん レスありがとうございます!!

strayさんへ
 > 修学旅⾏でしたか︕（笑） 

 > ３０数年前に私も⾏きましたよ〜（笑）。 
 > 奈良・京都に⾏って「東京フォーラム」の写真っていうのが笑えますが（笑）、 

 > 楽しい旅⾏だったようで何よりです︕ 
> そのうち楽しい話を聞かせて下さいね。

東京でバスの乗り場に向かう途中に「→東京フォーラム」と書いてあったので…
 嬉しいくて撮ってしまいました（笑）

シヴァさんへ

初めまして!!ジヴァさん!!

>ファーストフードの件は私もビックリしました︕ 
 >私は逆に「他の都道府県は違うの︖︕」と思いましたが・・。

ユニクロは「UNIQLO」の⽂字が⾚⾊で周りが⽩⾊で違いがたくさんあって楽しいかったです!!

attiさんへ

初めましてattiさん!!

>次回の訪問時は、ぜひ中を⾒てくださいね。 
 >最上階から、階段で下りられます。

今度…東京に⾏ったときは絶対に訪問します!!

https://bbsee.info/straylove/id/6798.html?edt=on&rid=6809
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xs4pedさんへ

>奈良と京都の何処に⾏ったのかな︖(⾦閣寺・銀閣寺・清⽔寺・嵐⼭)

⾏きましたよ。銀閣寺は⾏きませんでした。
 清⽔寺は傾いていてちょっと怖かったです。
 奈良は東⼤寺に⾏きました。⼤仏⼤きいかったですよ。

 ちなみに…お団⼦屋さんがあったのですが…焼きたてで初めて焼きたてを⾷べたのでおいしいかったです（●＾o＾●）

>今は、⾼校の修学旅⾏は海外が多いようですね。 
 >世代(時代)の違いを感じます。(笑)

よくいろんな⼈から聞いています。私は外国はちょっと⾏きたくないです（笑）

>因みに、中学の修学旅⾏は北海道でした。 
 北海道⾏ったことがないので⾏ってみたいです!!

 

ｍｉｈｏさん お帰りなさ〜い︕︕

6815 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-05-15 02:57:57 返信 報告

ｍｉｈｏさん こんばんは〜♪
 レスが⼤変遅くなってすみません・・・

 > 修学旅⾏がありました。楽しいかったです!!! 
 > 奈良と京都に⾏ってきました。 

 楽しい旅⾏で 良かったですね︕︕おかげで私も楽しい気分にさせていただきましたヨ︕

前回の作品の時 レスさせていただこうと思ったら 停電になってしまって タイミングを逃してしまいまし
た・・・

 次の作品で またレスさせて下さいネ♪期待しております︕︕
 

おかえりなさーい♡

6825 選択 ミキティ 2008-05-15 17:42:47 返信 報告
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ｍｉｈｏちゃん みなさん こんにちは

 ｍｉｈｏちゃん お帰りなさ〜い (*^ｰ^)ﾉ
  修学旅⾏だったのですね。

  楽しい思い出たくさんたくさん出来たことでしょうね
 (^o^)⼃

   いいなー修学旅⾏かぁ。。。 私も奈良と京都コースでした〜
   出切る事だったら 恥ずかしくってみせられない集合写真を取り直したい感じです（笑）

 また訪れて 今度はゆっくり旅⾏してみたいな（＾－＾）
  ＪＲの京都のＣＭを⾒るたび いいなぁ としみじみしています

 またいろいろなお話を聞かせてくださいね.｡o○
  

megamiさん ミキティさん レスありがとうございます!!

6830 選択 miho 2008-05-15 18:45:32 返信 報告

megamiさんミキティさんこんばんは!!

megamiさんへ

> 楽しい旅⾏で 良かったですね︕︕おかげで私も楽しい気分にさせていただきましたヨ︕

よかったです!!本当に初めて⾏ったところなので楽しいかったです!!

> 次の作品で またレスさせて下さいネ♪期待しております︕︕

もう出来上がっているので…今度投稿したいと思っています!!

ミキティさんへ

>いいなー修学旅⾏かぁ。。。 私も奈良と京都コースでした〜 
 >出切る事だったら 恥ずかしくってみせられない集合写真を取り直したい感じです（笑）

私も⼤⼈になったら…「集合写真取り直したい!!!」と思うのかなと考えてしまいます（笑）
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復刻号「music freak magazine Flash Back ZARD Memories」

6803 選択 atti 2008-05-14 00:47:11 返信 報告

皆さん、こんにちは。
 本⽇、MFMをやっと⼊⼿してきました。

 記事を書いていて、MFMサイトに表記の発売が決定とありました。

先⾏販売もありますので、楽しみですね〜。
 http://www.mfmagazine.com/

Re:復刻号「music freak magazine Flash Back ZARD Memories」

6804 選択 stray 2008-05-14 07:34:18 返信 報告

attiさん、おはようございます。

この情報、moonさんのブログで⾒ました（笑）。
 この値段でZARD特集が全部揃うのですから、古いMFMを持っていない⼈には朗報ですね。

 が、私のような⼈はいささか複雑な⼼境かと思います（笑）。
 ⼤阪・代々⽊で先⾏発売してくれるのは嬉しいですが、

 重くて持って歩くのが⼤変でしょうね（笑）。

Re:復刻号「music freak magazine Flash Back ZARD Memories」

6806 選択 xs4ped 2008-05-14 11:18:20 返信 報告

attiさん、こんにちは。

情報有難う御座います︕
 ⼤変貴重な⼀冊になりますね。

 私は、最近の物しか持っていないので、是⾮、購⼊したいと思います。
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Re:復刻号「music freak magazine Flash Back ZARD Memories」

6807 選択 stray 2008-05-14 21:07:21 返信 報告

●タイトル︓music freak magazine Flash Back ZARD Memories
 ●仕様︓220ページ（うちカラー40P・表廻り込み）

 ［A4変型（297mm×229mm）］
 ●定価︓¥2,800（tax in）

※現在のところ、⼀般書店、コンビニエンスストア、CD販売店での販売の予定はございません。
（2008年5⽉12⽇現在）

 ※通信販売でのご購⼊には、本体代⾦の他に発送⼿数料が必要となります。また通信販売でのお
届けは6⽉以降となります。予めご了承下さい。

Z.pでの加⼯画談義について(連絡とお願いです)

6792 選択 居眠りネコ 2008-05-12 22:06:33 返信 報告

Z研のみなさん、こんばんは。Z.pでお世話になっている居眠りネコと申します。

sakiさんに連絡したいことがありまして、すみませんが場所をお借りします。
 sakiさん、こんばんは。Z.pのSubBBSで「第⼀回︕"なんちゃって"加⼯画談義(^^♪」が開かれます。良

かったら⾜を運んでみてください。まだ素材探しの段階ですけど、sakiさんにも是⾮参加して頂きたいな
ぁと思いました。

 あ、すみません。Z研のメンバーの皆さんももちろん⾜を運んで、我々ビギナー達にご指導をお願いしま
す。

また、もし分かったら教えて頂きたいのですが、添付した画像の肘や⾜先が隠れていない構図の写真は存在するのでしょう
か︖この画像を今回のテーマにしようとしているのですが、ちょっとその部分が気になっています。

 よろしくお願いします。
 

https://bbsee.info/straylove/id/6803.html?edt=on&rid=6807
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6807
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/b0ba5c44aaf65f6ca34cf116e6d82ebf.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/6792.html
https://bbsee.info/straylove/id/6792.html?edt=on&rid=6792
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6792
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/5e98d23afe19a774d1b2dcbefd5103eb.jpg


Re:Z.pでの加⼯画談義について(連絡とお願いです)

6794 選択 stray 2008-05-13 07:26:58 返信 報告

居眠りネコさん、おはようございます。
 （初めまして、でしょうか︖）

 どうぞどうぞ、ここは何の制約もありませんのでご⾃由にお使い下さい。

#6792の画像は、2004ライブツアパン⽤の撮り下ろしなので、
 他には載っていませんねぇ。（同じ⾐装で腕を広げた写真はWEZARD.netや

 すぽると︕CDにありますが）
 泉⽔さんの全⾝（⾜の先まで）が写っている写真は、案外ないものです（笑）。

 この画像でいかがでしょう︖

皆さん、せっかくのお誘いですので、加⼯画をやってられる⽅、興味ある⽅は、
 「第⼀回︕"なんちゃって"加⼯画談義(^^♪」に是⾮ご参加下さい。

 居眠りネコさん、お誘いどうもありがとうございました︕

ありがとうございます。

6795 選択 居眠りネコ 2008-05-13 08:33:13 返信 報告

strayさん、おはようございます。

以前、sakiさんが奮闘された「皐さん卒業式」の際にチラッと寄らせてもらってます(^^)。
 早速ご紹介くださってありがとうございます。本当に泉⽔さんが全⾝くまなくボケもなく写っている画は少ないです

ね。今回はじめて気付きました。
 どうぞ、みなさんも参加されてくださいね。素⼈話になってしまうと思いますけど、気⻑にお付き合いください。

ちょうど良かった☆

6796 選択 ⼭茶花 2008-05-13 09:25:36 返信 報告
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居眠りネコさん、初めまして。
strayさん、こんにちは。

居眠りネコさんの投稿して下さったお陰で、ちょうど良いサイズの画像が⼿に⼊りました!!(笑)
 パンフは正直、購⼊しようか、未だ躊躇していたところだったので。。

 ⾵呂敷に包んで、折り曲げないように持って帰らせていただきます(笑)。
 

Re:Z.pでの加⼯画談義について(連絡とお願いです)

6797 選択 saki 2008-05-13 10:12:11 返信 報告

 
居眠りネコさん、おはようございます。

挨拶が遅くなってしまって… m(_ _)m
 ご丁寧にお誘い下さいまして、ありがとうございます。

Z.pさんには、加⼯画をされてる⽅が沢⼭いらっしゃいますので、とても楽しみにしていました。
 ⾊んな加⼯技術や、構図等を教わりたいなと思っています。

 宜しくお願いします。

              saki
 

ミュージックフリークマガジン５⽉号

6793 選択 カーディガン 2008-05-13 00:33:46 返信 報告

ミュージックフリークマガジンの５⽉号です。

http://www.filebank.co.jp/wblink/437ea5f17388f2c2b1aecc85dad49cf8

ZARD PREMIUM BOX 1991-2008 Complete Single Collectionの記事ですね。
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Premium BOX1991-2008 CM

6780 選択 atti 2008-05-11 15:06:14 返信 報告

皆さん、こんにちは。
 先⽇のJ-CD内にてCMが流れていました。

 5.28 on saleの表⽰パターン。
 CDTVは早送りしてカットしたのでCM放送があったのは?

 

Re:Premium BOX1991-2008 CM

6781 選択 atti 2008-05-11 17:33:06 返信 報告

PCが使えるようになったので・・・

内容をUpしておきますね。

http://www.filebank.co.jp/wblink/70aa9235b64843c091366afda382712d
 

Re:Premium BOX1991-2008 CM

6782 選択 stray 2008-05-11 19:08:15 返信 報告

attiさん、こんにちは︕

CMのアップありがとうございます︕
 J-CDは、テレビ東京の「Japan Countdown」のことでしたか。

 東京以外の⼈にはわからないです（笑）。
 昨⽇のCDTVでもまったく同じCMが流れてましたよ〜。

 wmvファイルを上げておきます。

https://bbsee.info/straylove/id/6780.html
https://bbsee.info/straylove/id/6780.html?edt=on&rid=6780
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6780
https://bbsee.info/straylove/id/6780.html?edt=on&rid=6781
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6781
https://bbsee.info/straylove/id/6780.html?edt=on&rid=6782
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6782


(2.8Mのwmv)
http://www.filebank.co.jp/wblink/69918e434f109bafcbadd902e22374de

Re:Premium BOX1991-2008 CM

6786 選択 xs4ped 2008-05-12 13:55:03 返信 報告

attiさん、strayさん、こんにちは。

CMのアップ有難う御座います︕
 MU-GENでも流れて(紹介)ましたね。

 ライブ映像「素直に⾔えなくて」は良かったですね。(^_^)
 次週も同じ映像かな〜︖

 youtubeにもCMアップされてますね。(CDTVかな︖)
 ttp://jp.youtube.com/watch?v=UWML6EBOV5A

PS.
 スカパーで5⽉16⽇（⾦）10:00〜 

 ZARD特集が有るようですが、何⽅かUpお願いします。
 スカパー⾒れません。(ToT)/~~~

 http://www.music272.tv/program/artist/index.html

Re:Premium BOX1991-2008 CM

6791 選択 ⼭茶花 2008-05-12 21:38:07 返信 報告

attiさん、strayさん、xs4pedさん、こんばんは。

私からもお礼を⾔わせて下さい。
 CMのup有り難うございます。

xs4pedさんへ
 > PS. 

 > スカパーで5⽉16⽇（⾦）10:00〜  

https://bbsee.info/straylove/id/6780.html?edt=on&rid=6786
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> ZARD特集が有るようですが、何⽅かUpお願いします。 
今⽉の16⽇、ZARD特集があるんですね。

 どこよりもいち早い情報が⼿に⼊って嬉しいです!!
 チェックしますね。

 有り難うございます。
 

●● MU-GEN 5/8 ライブ映像「素直に⾔えなくて」 ●●

6788 選択 stray 2008-05-12 19:09:50 返信 報告

皆さんこんばんは︕

5/8 の MU-GEN です。
 昨年のライブ映像「素直に⾔えなくて」を、MU-GENが独占放映︕（らしいです）

 http://www.filebank.co.jp/wblink/f419776fb87c588fb8f7fa76aeb908ff

捕獲者はKOHさんでっす︕

Re:●● MU-GEN 5/8 ライブ映像「素直に⾔えなくて」 ●●

6790 選択 ⼭茶花 2008-05-12 21:28:57 返信 報告

strayさん、こんばんは。
 > 

> 5/8 の MU-GEN です。 
 > 昨年のライブ映像「素直に⾔えなくて」を、MU-GENが独占放映︕（らしいです） 

 早速DLさせて貰いました。
 strayさん、レスお借りします。

 KOHさんにお礼申し上げます。
 私も⼀応、スカパー!加⼊してますが、今回、MU-GENを⾒逃しているので助かりました︕有り難うございました。
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映画『コナン』について

6746 選択 ⼭茶花 2008-05-09 17:02:15 返信 報告

久し振りに投稿させて頂きます。
 こんにちは。

今⽇、ようやく『コナン』の映画観てきました。
 スクリーンで聴くZARDの「翼を広げて」曲の中盤あたりから、感極まって感動して涙が溢れてきました。

 やっぱり感動します。CDで聴くのとは味がちょっと違いますね。
 パンフレットも買いました☆そのパンフをデジカメに撮って、こちらにアップさせようと思ったのですが、仕⽅を忘れてしま

ったので、写真は御了承願いたいです(笑)

主題歌の翼を広げて･･････
 DEENで聴くと、拡⼤な感じですが、ZARDの場合だと、ほんとに落ち着いた感じになって聞こえますね。この曲も含めてです

が、坂井さんが他のアーティストに提供した曲をZARDとしてセルフカバーすると、そのままZARDの曲になって聞こえてしま
うのは何故なんでしょうか。

 不思議です。
 

Re:映画『コナン』について

6755 選択 stray 2008-05-10 12:55:52 返信 報告

⼭茶花さん、こんにちは︕

お久しぶりですね︕寂しかったですよ︕︕（笑）
 メールありがとうございました。体調良くなられたようで何よりです。

『コナン』の映画ご覧になられましたか。私はまだです。
 というか、恥ずかしくてチビっ⼦に混じって観る勇気がありませ〜ん（笑）。

 パンフは、すでに画像をアップしてありますので、必要ありませんから（笑）。
 http://bbsee.info/straylove/id/6449.html#a6481

https://bbsee.info/straylove/id/6746.html
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> 坂井さんが他のアーティストに提供した曲をZARDとしてセルフカバーすると、そのままZARDの曲になって聞こ
えてしまうのは何故なんでしょうか。 

 そうですよね、とくに「翼を広げて」はZARDの曲といってもいいくらいです。
 90年代のBeingサウンドなので歌いやすいのかも知れませんが、ピッタリ︕です。

 唯⼀、「Teenage dream」（「愛が⾒えない」c/w、アルバム未収録）は、
 DEENのほうが断然いいと思います︕

 http://www.filebank.co.jp/wblink/af25938d54e9c30f8d054a4c5d95b42d
 4.5Mのwma（WMPで聞けます）

Re:映画『コナン』について

6787 選択 ⼭茶花 2008-05-12 14:28:12 返信 報告

strayさん、こんにちは。
 返事が遅くなりましてすみません<(_ _)>

 いろいろとドタバタしておりました(汗)

> お久しぶりですね︕寂しかったですよ︕︕（笑） 
 お久し振りですね。

> メールありがとうございました。体調良くなられたようで何よりです。 
 ご⼼配お掛けしました。メール、無事に届いたようで良かったです。

 お返事がなかったので、反対に嫌われちゃったのかなと(爆)
  

> 『コナン』の映画ご覧になられましたか。私はまだです。 
 > というか、恥ずかしくてチビっ⼦に混じって観る勇気がありませ〜ん（笑）。 

 某サイトでも、strayさんのようにまだ観に⾏くことが出来なくて焦れったい!!と仰ってる⽅いました。
 私だけではなかったようで。

 私のところでは、学校もあることでしょうが、⼩さいお⼦さん連れなどは、あまり⾒なかったです。
 結構、中年男性やら、⽼⼈夫婦とか･･･

https://bbsee.info/straylove/id/6746.html?edt=on&rid=6787
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6787


> パンフは、すでに画像をアップしてありますので、必要ありませんから（笑）。 
どうもそのようですね(笑)

 MU-GENなどのレギュラー番組で、“これは、坂井さんが93年に、DEENに歌詞提供された･･･”という発⾔を出してく
れただけでも嬉しいです。

> 90年代のBeingサウンドなので歌いやすいのかも知れませんが、ピッタリ︕です。 
 確かにZARDにしてもDEENにしても、ビーイングは、基本的に曲が覚えやすいですから、カラオケでもすんなり歌え

たことがあります。

> 唯⼀、「Teenage dream」（「愛が⾒えない」c/w、アルバム未収録）は、 
 > DEENのほうが断然いいと思います︕ 

 それに対して私も同感です。

アドレス、DLさせて頂きました。有り難うございます。

このレスを機に、また今後ともよろしくお願いいたします。
 

画像の表⽰・保存に関して

6779 選択 stray 2008-05-11 12:07:39 返信 報告

皆さんこんにちは︕

数⽇前から、画像の表⽰⽅法が変更されました。
 サムネイルをクリックすると⼤きく表⽰され、×印クリックで元に戻ります。

 従来どおり別窓で表⽰させたい時は、「Alt」キーを押しながらサムネイルをクリックして下さい。

画像を保存するときは、サムネイルクリックで⼤きな表⽰にしておいて、
 右クリック→[名前を付けて画像を保存]です。

 サムネイル上で保存すると、サムネイルの⼤きさで保存されてしまいます。

Re:画像の表⽰・保存に関して

https://bbsee.info/straylove/id/6779.html
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6784 選択 ミキティ 2008-05-11 19:55:21 返信 報告

所⻑さん こんばんは♪

 ご丁寧なお知らせありがとうございます（＾－＾）
 こんな私は お知らせがとぉっても助かりまーす。

  所⻑さまさまです♪ ありがとうございます(^―^)

⼦供にも⼤切さを分かってほしいの/悩んでいるときは…

6764 選択 miho 2008-05-10 21:08:51 返信 報告

みなさんこんばんは!!

「⼦供にも⼤切さを分かってほしいの」の詩は

「歌うきっかけをくれたのはあなた…」スレで思いつきで書いたを詩⼊り画像にしました。

ひとつだけ変えました。

http://bbsee.info/straylove/id/6370.html

まだ…私は…わからないところもあります。

「歌うきっかけ…」のスレにも同じことになってしまいますが、

まだ私は１０代なので…わからないところがたくさんありますが、
 ⼤⼈になって結婚して⼦供がうまれたら、「ZARD」のことをたくさん教えたいなと思っています。

「悩んでいるときは…」
 これは今⽇ふっと頭の中で出てきた詩です。同じ詩を⼆つ作りました。

私は…悩みがある時は我慢をしていた時がありました。⾃分でためていて…⼈にイライラをぶつけていたこともありました。

今は…ちゃんと⾔えるようになりました。
 話すだけでもスッキリすることってありますよね。

https://bbsee.info/straylove/id/6779.html?edt=on&rid=6784
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明⽇からこの掲⽰板を留守にします。ちゃんと帰ってきますよ!!
帰ってきたら教えますね!!

悩んでいるときは…

6765 選択 miho 2008-05-10 21:09:40 返信 報告

本⽂なし

悩んでいるときは… 2

6766 選択 miho 2008-05-10 21:10:13 返信 報告

本⽂なし

Re:⼦供にも⼤切さを分かってほしいの/悩んでいるときは…

6776 選択 stray 2008-05-11 10:29:18 返信 報告

mihoちゃん、こんにちは。

この詞も前に読んだ覚えが…（笑）。
 たくさん⼦供を⽣んで、おじさんたちの年⾦を⽀えて下さいね（笑）。

 「悩んでいるときは…」のほうは、まさしくその通りで、⼀⼈で悩んでないで、
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 ⼈に悩みを打ち明けるとスッキリするものです。こういう掲⽰板も便利ですよ、
お互い顔が⾒えないから話易いでしょうし、優しいお姉さん＆おばさんが、たくさんいますの
で︕（笑）

> 明⽇からこの掲⽰板を留守にします。ちゃんと帰ってきますよ!! 
 > 帰ってきたら教えますね!! 

 何を教えてもらえるんだろ︖（笑）気をつけていってらっしゃ〜い︕
 

ハマショーさんのインタビュー記事

6777 選択 stray 2008-05-11 10:30:20 返信 報告

 
雑誌整理してたら、ハマショーさんのインタビュー記事が

 出てきたので、あげておきます。
 持っていなかかったらどうぞ。

 

Re:⼦供にも⼤切さを分かってほしいの/悩んでいるときは…

6785 選択 ミキティ 2008-05-11 20:11:24 返信 報告

mihoちゃん みなさん こんばんは（＾－＾）

 mihoちゃん お出掛け中かな〜♪
 私もお帰りになったら教えて欲しいな〜 (*^ｰ^)ﾉ

 またまたmihoちゃんらしい作品をありがとうございます（＾－＾）
  画像も詩に合っていて どちらも気持ちが現れているようです
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 どちらも丁寧でいいですね（＾－＾） 

悩んでいるときは 話してみることで ほっとしたり 前向きになれたり また違った意⾒があるんだなーって思え
たり、背中をおされて頑張れたり。。。（＾－＾）

  こころの引き出しが増えたりすると思います☆
 なにかあったら囁いてくださいね♪

  また作品を楽しみにしています(^―^) 

所⻑さ〜んっ

>⼈に悩みを打ち明けるとスッキリするものです。こういう 
 >掲⽰板も便利ですよ、 

 >お互い顔が⾒えないから話易いでしょうし、優しいお姉さ 
 >ん＆おばさんが、たくさんいますので︕（笑）

 私はどっち組なのかしら（怒︕）〜（笑）（＾－＾）

 

Re:⼦供にも⼤切さを分かってほしいの/悩んでいるときは…

6789 選択 pine 2008-05-12 19:27:13 返信 報告

mihoさん はじめまして︕

優しい（︖）おばさん（こっちは「︖」をつけられないな〜）のpineと申します。きっとmihoさんのお⺟様の年齢に
近いと思います。

気持ちを素直に表したmihoさんの詩、若いっていいなぁと思いながら拝⾒させていただいてます。
 今回の「悩んでいるときは…」はmihoさんの仰るとおり、そういう時こそ⾃分の殻に閉じこもらず、誰かに話してみ

ることが⼤切ですね。
 ⾔葉に表されたものを⾒て、改めて気付かされた気がします。

 これからも、mihoさんらしい作品を楽しみに待っていますよ。

https://bbsee.info/straylove/id/6764.html?edt=on&rid=6789
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6789


泉⽔さんのオヤジギャグ

6606 選択 stray 2008-04-29 14:29:09 返信 報告

「揺れる想い」

この曲は本当に難産でした・・・ナンザンショ︖（笑）
 当時の制作状況を顔に例えると「餅は餅屋」という感じですね。

 プロデューサーだった⻑⼾さんの中に明確なコンセプトがあったのだと思います。
「顔はサビ半分で⾏こう」に始まり、終いには織⽥さんにメロディーラインを何回か考えていただいて。

 「ピッチやリズムの狂いは許さん︕」もうアレもコレも”楽器全部⼊れちゃえ”って勢いでした（笑）
 スタッフの皆さんも私も死んでいましたね・・・。

 そんなエネルギーが⼤ヒットを⽣み出したのでしょうか・・・。

暑中お⾒舞い申し上げます、あまりの暑さでクーラー病になっていませんか︖
 しばらくＣＤのリリースがないので、ご⼼配をかけてますが、もう少し待っていて下さいね︕

 みんな夏休みの思い出をたくさん作ってね〜。

Re:泉⽔さんのオヤジギャグ

6619 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-04-30 12:14:14 返信 報告

stray所⻑さんへ
 こんにちは︕

 > この曲は本当に難産でした・・・ナンザンショ︖（笑） 
 なんざましょ〜何百回も読んでみて やっと や〜っと解ったような気がしました（笑）

 「揺れる想い」の製作は本当に⼤変だったのですね︕︕

ちょうどクーラーを使い始めた所だったので、泉⽔さんからクーラー病に気をつけてとおっしゃっていただいたよう
な気がして とても嬉しかったです♪（笑）

 どうもありがとうございました〜♪♪

Re:泉⽔さんのオヤジギャグ
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6772 選択 M.Dark 2008-05-11 01:36:48 返信 報告

stray所⻑ 皆さん こんばんは

> スタッフの皆さんも私も死んでいましたね・・・。 
 > そんなエネルギーが⼤ヒットを⽣み出したのでしょうか・・・。

GW中の泉⽔さん流夜型⽣活でﾘｽﾞﾑが狂っちゃいました。
 本⽇１２時間ほど爆睡・寝だめしました。（笑）

 所⻑さん
 ところで この記事はいつ頃のものでしょうか︖

 このようなｾﾙﾌﾗｲﾅｰﾉｰﾄがあると⼀層泉⽔さんを⾝近に感じますね。
 何事も⼀途に打ち込んでいる時は輝いて⾒えますし、記憶に残るのでしょうね。

 わたしはこの様な活動を⻑期間ひたむきに続けた
 "坂井泉⽔”という存在そのものに強く魅かれるのです。

 （⼜ 妄想がはいりそうなのでやめます。笑）

megamiさん
 ちゃんとｳｫｯﾁしてますよ〜。（笑）

 ノロなのであまり書き込めませんが。
 アネ研さんも調査継続中だし、

 xs4pedさんは⼀周忌記念作を作成中だし、
 期待しましょう。

明⽇ 朝寝できない事情がありますのでこのへんで
 おやすみなさい。

Re:泉⽔さんのオヤジギャグ

6775 選択 stray 2008-05-11 10:23:07 返信 報告

M.Darkさん、こんにちは。
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このオヤジギャグは（笑）、WEZARD.netの前⾝である「ZARD 10th ANNIVERSARY サイト」に、
泉⽔さんからのメッセージとして掲載されたもので、ほかにもたくさんあります。

 （CD発売⽇に紹介してゆきます）

当時、泉⽔さんもネットにはまっていて、１⽇４時間くらいインターネットしていたそうです（笑）。
 

M.Darkさんへ

6778 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-05-11 12:04:05 返信 報告

こんにちは︕
 > ちゃんとｳｫｯﾁしてますよ〜。（笑） 

 良かったで〜す︕︕⼀⾔どころか ちゃんとレスして下さって嬉しいです︕︕
 > 本⽇１２時間ほど爆睡・寝だめしました。（笑） 

 すごいですね♪♪
 > 何事も⼀途に打ち込んでいる時は輝いて⾒えますし、記憶に残るのでしょうね。 

 さすが泉⽔さんです☆ ひとつ⼀つのエピソードを伺うたびに 泉⽔さんの素晴らしさを⾝近に感じて感動しま
す・・・

お時間が取れましたら ぜひまたお話下さ〜い︕楽しみにお待ちしておりますので（笑）
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退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [6751]ハートに⽕をつけて♡発売⽇ (14) [6747]皆さん本当にありがとうございます(7) [6550]ＷＥＺＡＲＤ情報(4) [672
8]⼤切にする⼈が好きなの。 ⾬が降り出す前に(10) [6735]削除された記事(1) [6467]『泉⽔』さんという名前について(38) [65
81]stray所⻑さんへ質問です(13) [6696]⼼を開いて発売⽇︕︕(9) [6702]『もっと近くで君の横顔⾒ていたい』(11) [6685]坂井
さんの好きなカラーの花です(4)

新しい話題を投稿する

« 77 76 75 74 73 72 71 70 69 »

ハートに⽕をつけて♡発売⽇

6751 選択 カーディガン 2008-05-10 05:39:43 返信 報告

みなさん、おはようございます︕︕

今⽇はハートに⽕をつけて♡の発売⽇です。この曲が泉⽔さんが⽣前に発売したラストシングルです。「グロリアス マイン
ド」「翼を広げて」も発売しましたが、それは泉⽔さんが天国に旅⽴ってからのことです。

 ハートに⽕をつけてには、PVもウエディングドレスで撮影していますし、泉⽔さんのいろいろな想いがあるのでしょう。今⽇
は、この曲を聴いて泉⽔さんのことを偲びたいと思います。また、４年前のライブの仙台公演の⽇でもあります。

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧
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●● ハートに⽕をつけて♡ 店頭⽤PV ●●

6752 選択 stray 2008-05-10 10:52:17 返信 報告

カーディガンさん、皆さん、こんにちは。

私は切ないバラード系が好きなので、明るいポップチューンなこの曲はあまり
 好みじゃありませんが、初回限定盤のピアノインストゥルメンタルはいいです。

 （皐ギャラリー「4thMG」のBGM）

なんといっても、アネ研さんとpineさんが「所⻑賞」を獲得した、⽊更津の
 ウェディングドレス写真の撮影地と、「ロビンズクラブ」を探し当てたことが

 思い出深いですね（笑）。

事故死後、この曲にこめられた泉⽔さんの「哀願」を巡る議論も懐かしいです。
 ラストシングルということもあり、ファンなら誰しも忘れられない⼀曲でしょう。

以前配信した店頭⽤PVです。（68.8Mのwmv）
 http://www.filebank.co.jp/wblink/db0005971ada34610aa865f567df3853

●● すてきにコモン OP ●●

6753 選択 stray 2008-05-10 11:54:06 返信 報告

「すてきにコモン」という昼ドラのオープングテーマ曲でした。
 （6.3Mのwmv）

http://www.filebank.co.jp/wblink/02c1d0a1c1516ac15c08c412aeb52858
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Re:ハートに⽕をつけて♡発売⽇

6754 選択 atti 2008-05-10 11:55:52 返信 報告

カーディガンさん、皆さんこんにちは。

> 今⽇はハートに⽕をつけて♡の発売⽇です。この曲が泉⽔さんが⽣前に発売したラストシングルです。「グロリア
ス マインド」「翼を広げて」も発売しましたが、それは泉⽔さんが天国に旅⽴ってからのことです。

TBSの昼ドラマ(すてきにコモン!)の主題歌でしたね。何回か⾒た覚えがあります。

検索してみると、動画がありました。
 ttp://www.fooooo.com/ にて、「すてきにコモン」で検索。

ここも

6756 選択 カーディガン 2008-05-10 13:06:13 返信 報告

このコンサートホールは今⽇は予定が⼊っていません。泉⽔さんの貸し切りです(笑)
 隣にホテルがあるので、結婚式もできます。花嫁⾐装まで展⽰しています。花嫁も⾒か

けてしまいました。

Re:ハートに⽕をつけて♡発売⽇

6760 選択 カーディガン 2008-05-10 19:08:26 返信 報告

所⻑様、こんばんは（わ×）。
 いつも丁寧なレスをありがとうございます︕︕

＞私は切ないバラード系が好きなので、明るいポップチューンなこの曲はあまり
 好みじゃありませんが、初回限定盤のピアノインストゥルメンタルはいいです。（皐ギャラリー「4thMG」のBGM）
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なるほど、なんか聴いたように思っていました。⽻⽥さんのインストに似てるなぁ、と思いました
が。ほとんどリミックスは聴かないで、封印したままです。なんといってもZARDの曲は量が多い
ので、パソコンもアップアップになりそうですから、⼊れていません。やっぱりMacを買うしかな
いかなぁ^_^;

 皐さん、どうしていました︖ハートに⽕をつけて、好きでしたか︖皐ギャラリーもまた研究します
ね(^^♪

＞なんといっても、アネ研さんとpineさんが「所⻑賞」を獲得した、⽊更津のウェディングドレ
ス写真の撮影地と、「ロビンズクラブ」を探し当てたことが思い出深いですね（笑）。

そうですね。ずいぶんすぐに判明しましたね。これもアネ研さんとpineさんの捜査の賜物ですね(^^♪お⼆⼈には、感
動しましたよ。でも、もうあのスタジオも模様替えですかね。やっぱりなんかあったのかな^_^;

＞事故死後、この曲にこめられた泉⽔さんの「哀願」を巡る議論も懐かしいです。
 ラストシングルということもあり、ファンなら誰しも忘れられない⼀曲でしょう。

うーん、抽象的な意味ですね。歌詞からすると、「哀願」のようには思えませんが、泉⽔さんの中にある何かが、何
かについて哀願したい気持ちがあったということなんでしょうかねぇ。この曲の発表当初のコメントではなく、あと
から⾳楽ライターの⽅のメールからわかったことですからねぇ。この頃の曲の歌詞の内容が尋常ではありませんが。

 もともとのコンセプト、テーマは
 「”今が最⾼”と思えるように後悔しない⽇々を送りたいですね」

 ということですから、それが「ハートに⽕をつけて」ということの意味が哀願に近いもの、とはよほど切迫するよう
な気持ちがあったのかもしれないです。

でも、⼀番気になったのは、泉⽔さんは、⼥らしい格好はあまりしない感じですが、イヤリングをしていて、かわい
らしいリボンまでつけていることですね。指輪もしていますし。どういう気持ちだったのか、まぁ、普通に考える
と、彼のことでしょうねぇ。泉⽔さんに想われるとは幸せですね。私なら迷わずついて⾏きたいですねぇ(笑)

＞「すてきにコモン」という昼ドラのオープングテーマ曲でした。
 （6.3Mのwmv）

おおぉ、これはすばらしいです︕︕
 芳本ミッチョンがでていたんですか︖あまり気にしていませんでした。昔、デパートのアイドルショーで⾒ました

https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/c77bfda61a0204d445185053e6a9a8fe.jpg


(笑)まだ元気にしていましたね。⽩いバスケットシュ〜ズ♪っと。⼭⼝出⾝だったですよね︖確か、下関市。
ドラマも⾒てみたいですね。

Re:ハートに⽕をつけて♡発売⽇

6761 選択 カーディガン 2008-05-10 19:15:47 返信 報告

attiさん、こんばんは。

＞TBSの昼ドラマ(すてきにコモン!)の主題歌でしたね。何回か⾒た覚えがあります。

私は、⾒たことあったかなぁ、よく覚えていません^_^;ドラマも⾒てみたくなりました。
あれ以来⾒る機会がなくて・・・

＞検索してみると、動画がありました。
 ttp://www.fooooo.com/ にて、「すてきにコモン」で検索。

⾳声がずいぶん途切れますねぇ。著作権の関係でしょうか。でもありがとうございましたm(__)mまた、よろしくお
願いします︕︕

Re:ハートに⽕をつけて♡発売⽇

6767 選択 カーディガン 2008-05-10 22:15:47 返信 報告

もうじき⽇付が変わりますね。
 

Re:ハートに⽕をつけて♡発売⽇

6768 選択 カーディガン 2008-05-10 22:22:02 返信 報告
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⾬の⾳ですか、当⽇の⾬の⾳ですね。
この会場でも、晴れ⼥らしからず、⾬が降っていたそうですね。かけがえのないものの初披
露の⽇でもあるそうですが。本当ですかね︖

Re:ハートに⽕をつけて♡発売⽇

6769 選択 カーディガン 2008-05-10 22:25:02 返信 報告

「ハート♡」「⽕」というとこの花でしょうか。
 泉⽔さんには、百万本のバラの花が似合います。
 

Re:ハートに⽕をつけて♡発売⽇

6770 選択 カーディガン 2008-05-10 22:29:50 返信 報告

このウエディングドレス姿は、⽊更津で撮影したものでしょうか。PVは何ヵ所かの映像
でつくっているんですね。

 なぜ、ウエディングドレスを着たかったんでしょう︖
 ⼥の夢、でしょうか。男の夢って、何でしょう︖︖︖

Re:ハートに⽕をつけて♡発売⽇

6771 選択 ミキティ 2008-05-11 00:42:43 返信 報告
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カーディガンさん みなさん こんばんは♪
 

  ハートに⽕をつけて♡ 皐さんギャラリーをしっとりな
 ＢＧＭを聴きながら拝⾒していました☆

  『ハートに⽕をつけて』 歌詞を何度も読み返し いろんなことを考え想った楽曲です。
  ウェディング姿の泉⽔さん 本当に綺麗ですね☆’.･*.･

⼥性の夢。。。お嫁さん(^_-)-☆ でしょうか
 男性の夢。。。なんでしょう。。。⼤切な⼈を幸せにする。

 ⼤切な⼈の幸せを願うでしょうか☆☆
  カーディガンさんはどうでしょう〜o^-')o

 

Re:ハートに⽕をつけて♡発売⽇

6773 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-05-11 01:41:26 返信 報告

こんばんは、カーディガンさん、所⻑、attiさん、ミキティさん、⽇付け変わってしまいましたが続けます。(笑)
 「ウェディング姿の泉⽔さん」のロケ地の捜査は、私もこつこつやってましたが、カーディガンさんの会議室発表の

レポートに触発されて、もっと組織的にやらなければとココロ新たにやっっての結果でした。
 そして、結局は⽊更津での⼝コミと、ｐｉｎｅさんによる通報でやっと辿り着けましたね。

 ほんと、⼀⼈ではできなくても、何⼈かでならなんでもできるのではと、思った次第です。

♪「ハートに⽕をつけて」はマレッジブルーの曲との説がありますが、プロモのただのパーティーとのつながりは謎で
すね。

 今晩は、とにかく曲に浸りたいと思います。
  

Re:ハートに⽕をつけて♡発売⽇

6774 選択 カーディガン 2008-05-11 07:50:46 返信 報告
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ミキティさん、おはようございます♪
 

 ＞ウェディング姿の泉⽔さん 本当に綺麗ですね☆’.･*.･

やっぱり、モデルさんでしたので、お美しいんですよね。
 デビュー曲を聴いたときは、イケイケのお姉さんかな、とも思ったんですけど。

 歌がとても素敵だったので、どんな⼈かな︖と思いましたが、お姿をテレビでお⾒かけするのにそう時間はかかりま
せんでしたが、その美しさにびっくりでした。美⼈はだいたい、歌がうまくない・・・という⼈が多いかなぁ。で
も、歌がうまい上に美⼈だったので、⼆重、三重にびっくりでした。この上なく優しいし。

＞⼥性の夢。。。お嫁さん(^_-)-☆ でしょうか
 男性の夢。。。なんでしょう。。。⼤切な⼈を幸せにする。

 ⼤切な⼈の幸せを願うでしょうか☆☆
  カーディガンさんはどうでしょう〜o^-')o

⼥性の夢、最近は違うかも^_^;素敵な男性がいればいいんですけど。
 ミキティさんは、素敵な⽅にめぐり逢えたことと思います(^^♪

男性の夢、世界征服︖宇宙征服︖
      あの⽉も僕のもの︖あの銀河も僕のもの︖

      私の夢は、内緒です(笑)

アネ研さん、おはようございます︕︕

このスレにアネ研さんが参加しないと、さびしいですね。⽇付が変わりましたが、ご参加
 ありがとうございます。ウエディングドレス撮影地捜索の功労者ですので、スレをたてていただいてもよかったんで

すけど(^^♪
 ハー⽕のPVは謎ですね。なぜ、ああいうややこしい設定なのでしょう。途中で体調をかなりわるくされて変更になっ

たのかもしれません。
 アネ研さんもこの曲に浸っていたんですね。私もいつもは⼟曜⽇はpromised youをよく聴くんですけど、さすがに

昨⽇はそうはいきませんでした。みなさん、やっぱり泉⽔さんを思う気持ちが強いようですね。記念⽇に同じ思いを
共有できてよかったです。



Re:ハートに⽕をつけて♡発売⽇

6783 選択 ミキティ 2008-05-11 19:52:08 返信 報告

みなさん こんばんは♪

 昨⽇はみなさんいろいろなことを想った⽇でしたね。

カーディガンさん（＾－＾）
  カーディガンさんの夢 内緒♡なのですね。

 夢が叶うといいですね︕（*＾-＾*） ニッコリ☆

 私の夢は。。。。私も内緒♡でーす(^―^) 
  

 『未来を開く鍵は ⾃分の中にある』そうですよ(^o^)⼃

皆さん本当にありがとうございます

6747 選択 miho 2008-05-09 23:52:10 返信 報告

みなさんこんばんは♪「⼤切にする⼈が好きなの。 ⾬が降り出す前に」のレスたくさんありがと
うございます。

ミキティさんへ

>mihoちゃんらしい素敵な作品をありがとうございます☆ 
  >気持ちがストレートに現れているような 伝えたい想いが

 >いっぱい溢れていますね。

ありがとうございます!!
 詩は相⼿に伝わるように素直な詩にしています。私は…⼈には素直に伝えたほうがいいなと思っています!!
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>撮影なさった東京タワー プロカメラマンのようで素晴らしいショットです 
（*＾-＾*）

ありがとうございます!!この写真は…⾃分でもお気に⼊りです。ちなみに…初めて東京タワーに⾏ったとき撮った写真です!!

sakiさんへ

>私も、strayさんと同じように、前回⾒てました、レスしようとしたら、 
 >消えちゃってて、あせってしまいましたよ〜（笑）

それは本当にすみませんでした!!
 ⾃分でみて…本当にいまいちで「これじゃ…申し訳ないな」と思って消してしまいました。

>私は、xxxさんの真似だけど、⼀緒に頑張ろうね︕

はい!!お互いに頑張りましょう!!

>mihoちゃんは、浜⽥省吾さんが好きなんですね、私良く知らないけど…(^^;)

浜⽥省吾さんの曲は本当にいいですよ〜♪
 私はお勧めするとしたら…たくさんあるので…

 1つだけ教えます!!

「光と影の季節」です。

>xxxさんも⼤ファンだったそうですよ〜 私も聴いてみよっかなぁ〜

そうなんですか?そういえば…前に書き込みでみたことがあると思います。
 今思うと…ちゃんと書き込みしておけばよかったなと思います。

Re:皆さん本当にありがとうございます

6748 選択 miho 2008-05-09 23:53:35 返信 報告

xs4pedさんへ

お久しぶりです〜♪

https://bbsee.info/straylove/id/6747.html?edt=on&rid=6748
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6748


>是⾮、２度と無い「⻘春」を謳歌して下さいね。(^_-)-☆ 
はい!!もう受験⽣ですが、たくさん⻘春します!!

megamiさんへ

>真っ直ぐな気持ちをそのまま表現された詩は、とても⼼に 
 >⼼地よくて 懐かしいような くすぐったいような そんな気持ちにさせていただきました☆ 

 >いつも感動できるココロを ずっと忘れたくないですよね︕ 
 >mihoさんの想いが しっかり伝わってきました。 

 >作品 保存させていただきます︕どうもありがとうございました。

ありがとうございます!!うれしいです。
 感動できるココロはずーっと忘れません!!

アネ研さんへ

>正式には、はじめましてですね。 
 >繊細でいてボーイッシュな詞の隠れファンです。(笑)

はじめまして!!アネ研さん。そうですね。正式には初めてですね!
 隠れファン…うれしいです!!

 これからもよろしくお願いします!!

Re:皆さん本当にありがとうございます

6749 選択 miho 2008-05-09 23:58:01 返信 報告

「Topsecret」は「OHMYLOVE」に収録される曲ですが、この曲は⼤好きなので画像を作りました。

「ドキッ」とするような曲で好きです!!

これは⼩学5年⽣ごろに聞きました。

「今⽇昔の彼に電話しちゃったわドキドキ壊れそうなハート懐かしい」

この歌詞は⼀番好きな歌詞です。カラオケでもたまに歌っています。
 カラオケでは…10代なのに…古い曲を歌います（笑）

 

https://bbsee.info/straylove/id/6747.html?edt=on&rid=6749
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ZARDも歌いますよ!!

☆mihoちゃんへ

6757 選択 ミキティ 2008-05-10 16:35:18 返信 報告

mihoちゃん みなさん こんにちは♪

 mihoちゃん（＾－＾） ありがとうございます♪
 Top secretの作品 ブルー＆ピンク調で綺麗な作品ですね。

  こちらの歌詞は⼥性ならではの歌詞ですよね（＾－＾）
  ⼄⼥⼼がストレートに現れているような感じがします。
   mihoちゃんのお気に⼊りな訳がわかるような気がしま〜す 当時 カセットテープが伸びーる程（笑）聴いてい

ました（笑）
  右下の画像は私 特にお気に⼊りで嬉しいです♪

  また作品を楽しみにしています(^o^)⼃

Re:☆mihoちゃんへ

6758 選択 miho 2008-05-10 17:30:19 返信 報告

ミキティさんへ

みきてぃさんこんにちは♪レスありがとうございます!!

>  mihoちゃん（＾－＾） ありがとうございます♪ 
> Top secretの作品 ブルー＆ピンク調で綺麗な作品ですね。 

 >  こちらの歌詞は⼥性ならではの歌詞ですよね（＾－＾） 
 >  ⼄⼥⼼がストレートに現れているような感じがします。 
 >   mihoちゃんのお気に⼊りな訳がわかるような気がしま〜す 当時 カセットテープが伸びーる程（笑）聴いて

いました（笑）

恋の⾊はピンクのイメージだったので、ピンクにしました!
 この曲を聞いていると…うらやましいです（笑）

https://bbsee.info/straylove/id/6747.html?edt=on&rid=6757
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>  右下の画像は私 特にお気に⼊りで嬉しいです♪ 
>  また作品を楽しみにしています(^o^)⼃

ありがとうございます。出来上がっているので…後でUPしたいと思います。

♪mihoちゃん♡へ♪

6759 選択 ミキティ 2008-05-10 18:06:18 返信 報告

mihoちゃん♡

 mihoちゃん♡ ＢＢＳでチャットな気分になっています（＾－＾）
   今⽇は⾬降りなのでのんびーりです♪

>恋の⾊はピンクのイメージだったので、ピンクにしました! 
 >この曲を聞いていると…うらやましいです（笑）

 私も作品とTop secretを聴いて淡い恋の世界に浸ろう〜っと︕（笑）
  私も恋のイメージはピンクです（*＾-＾*） ☆

>出来上がっているので…後でUPしたいと思います。 
  楽しみに 正座して待ってまーす（＾－＾）

 ＯＨ ＭＹ ＬＯＶＥのアルバム⼤好きです♡♡.｡o○
 

●● Top Secret のPV ●●

6762 選択 stray 2008-05-10 20:23:56 返信 報告

mihoちゃん、こんばんは︕

「OH MYLOVE」が発売された頃、mihoちゃんは１〜２才だったんですよね（笑）。
 「Top Secret」の歌詞を、こうして⼤きく活字にすると、ドキっとします︕

 ま、泉⽔さんもあの頃は若かったということでしょうか（笑）。

「Top Secret」のPVです。泉⽔さんは出てきません。
 ”CDはこうして作られるんだ”という社会勉強ビデオです（笑）。

https://bbsee.info/straylove/id/6747.html?edt=on&rid=6759
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 http://www.filebank.co.jp/wblink/d480e0f940b696dafa9f7d27948e11c6

ミキティさんへ strayさんへ

6763 選択 miho 2008-05-10 20:52:04 返信 報告

ミキティ

>   今⽇は⾬降りなのでのんびーりです♪ 
 私のところも⾬降っていました。

 。
 >  楽しみに 正座して待ってまーす（＾－＾） 

 了解です♪

>  ＯＨ ＭＹ ＬＯＶＥのアルバム⼤好きです♡♡.｡o○ 
 私も好きです!!「きっと忘れない」と「もう少しあと少し」も好きです!!

strayさんへ
 > 「OH MYLOVE」が発売された頃、mihoちゃんは１〜２才だったんですよね（笑）。

まだ0才でした。中古屋さんで100円で売っていました。

>「Top Secret」のPVです。泉⽔さんは出てきません。 
 「Top Secret」のPVあったんですね知りませんでした!!

ＷＥＺＡＲＤ情報

6550 選択 カーディガン 2008-04-25 02:33:56 返信 報告

みなさん、こんばんは。ＷＥＺＡＲＤがいつの間にか更新されていました。すごいです︕︕

⽂化放送にて、ZARDの名曲の数々と共に、
その年に起きたNEWS や出来事などをリスナーと振り返る特集番組が決定致しました。
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５⽉８⽇（⽊）午後７時００分〜９時３０分
『⽂化放送ライオンズナイタースペシャル  ＺＡＲＤ 〜きっと忘れない〜』

番組に、あなたの思い出とリクエスト曲をお寄せください。
 宛先はzard@joqr.netです。 お待ちしています。

http://www.joqr.co.jp/topics/zard_special.html

Re:ＷＥＺＡＲＤ情報

6558 選択 stray 2008-04-25 20:22:20 返信 報告

カーディガンさん、こんばんは。

Ｚ板に上がっていた情報ですね。
 私はこっちの情報が嬉しかったです（笑）。

テレビ朝⽇で5⽉31⽇（⼟）24時30分から1時間予定で、
 ZARD坂井泉⽔さん⼀周忌追悼特番「負けないで」

地⽅局でも放映されるかどうか超⼼配ですが（笑）。

Re:ＷＥＺＡＲＤ情報

6580 選択 カーディガン 2008-04-27 21:39:56 返信 報告

所⻑様、こんばんは。

「ZARD BLEND〜SUN &STONE〜」にもライナーノーツがあるように書いていますが、あるの
でしょうか︖とのことについて、ご回答ありがとうございます︕︕私も、これは⾒たことありま
した。ただ、アルバムには封⼊していないんですね、了解です。「BLEND ll〜LEAF &SNOW
〜」のように封⼊されているのかと思いましたので、買おうかと思った次第でした。ありがとう
ございます。

 また、味わいオ・レですが、私の近くをくまなく探しましたが、カルピスの⾃販機には、全然お

mailto:zard@joqr.net
https://bbsee.info/straylove/id/6550.html?edt=on&rid=6558
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いておらず、仕⽅なしに、⼤量に注⽂したのでした(＠_＠;)
泉⽔さんはカフェが好きなようですね。

さて、また、本題にもどります。テレビ朝⽇で5⽉31⽇（⼟）24時30分から1時間予定で、
 『ZARD坂井泉⽔さん⼀周忌追悼特番「負けないで」』ですが、このとおり、こちらでは、予定に組まれておりまし

た︕︕番組表は、最近発売ですので、今⽇、先ほど、買ってきた次第です。そちらでも、放送するといいですね。た
ぶん、放送するのだとは思うのですが、放送しない時は、私のところでも⾒られますので、ぜひおいでいただけれ
ば、⾒られますよ(^_-)-☆

 

Re:ＷＥＺＡＲＤ情報

6586 選択 stray 2008-04-28 08:35:44 返信 報告

カーディガンさん、おはようございます。

そうです、アルバムには封⼊されていません。
 ALL OF ZARD さんの出典も、何なのか私も知らないんです（笑）。

 味わいオ・レですが、泉⽔さんは「⽢〜い」のがお好きなので、１ケースはきついかも（笑）。

> さて、また、本題にもどります。テレビ朝⽇で5⽉31⽇（⼟）24時30分から1時間予定で、 
 > 『ZARD坂井泉⽔さん⼀周忌追悼特番「負けないで」』ですが、このとおり、こちらでは、予定に組まれておりま

した︕︕

どうやら私のところでも放送されるようです。安⼼しました（笑）。
 DVDレコーダーで捕獲できる⼈はよろしくお願いしますね︕

 

『⽂化放送ライオンズナイタースペシャル  ＺＡＲＤ 〜きっと忘れない〜』

6745 選択 カーディガン 2008-05-09 00:55:30 返信 報告

こんばんは。
 『⽂化放送ライオンズナイタースペシャル  ＺＡＲＤ 〜きっと忘れない〜』なのですが、雑⾳と戦いながら聴いて

おりました。学⽣の時にやっていたようなことしていました。なんとか全部ではありませんが、聴くことはできまし
た。

https://bbsee.info/straylove/id/6550.html?edt=on&rid=6586
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デビュー曲から始まりまして、２時間３０分が、とても貴重な時間でした。⾳源は、雑⾳が多すぎて、アナログなの
で、ききづらいですねぇ^_^;

どなたか、こちらで聴いていた⽅、いらっしゃいましたか︖

追伸︓明⽇5/10は「ハート♡に⽕をつけて」の発売⽇ですね。ちなみに、ZARDの仙台公演の⽇でもありますよ(^^
♪
 

⼤切にする⼈が好きなの。 ⾬が降り出す前に

6728 選択 miho 2008-05-07 19:21:35 返信 報告

みなさんこんばんは。

ちょっと（←ちょっとだったけ?）久しぶりに詩⼊り画像作りました。

この「⼤切にする⼈が好きなの」は泉⽔さんの「⾔葉の⼤切さ」のこととあるミュージシャンのこ
とを思って詩にしました。

あるミュージシャンは…ZARDと同じ⼤⼤好きです!!!（←不適切だったらごめんなさい…）

「前は「かっこいい」とか思っていたけど…」
 このときは全然⼤切さを知らないで…すごいと思っていた時です。

 今思うと…もっとちゃんと早くわかればよかったと思っています。

「聞いた時は…感動して涙が出て来たよ!!」
 これは…泉⽔さんは⾔葉⼤切さをのこととあるミュージシャンの⼤切にしていることを聞いて感動して涙か出てきたことで

す。

ちなみにこの東京タワーは家族と出かけたときに私が撮りました。
 親が「この⾓度いいね」といったので…撮りました。

「⾬が降り出す前に」
 これは「今⽇はゆっくり話そう」のカップリングの曲で私は泉⽔さんがなくなった後に知りました。
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この曲も好きです。

♪ ⾬が降り出す前に 秘密基地でKissしよう

のところが好きです。
 私もこいう恋がしたいので…（←恥ずかしい）

 

Re:⼤切にする⼈が好きなの。 ⾬が降り出す前に

6729 選択 miho 2008-05-07 19:22:16 返信 報告

本⽂なし

Re:⼤切にする⼈が好きなの。 ⾬が降り出す前に

6730 選択 stray 2008-05-07 20:40:27 返信 報告

mihoちゃん、こんばんは︕

「⼤切にする⼈が好きなの」の詞ですが、前に⼀度読んだ覚えがあるのは、気のせい︖（笑）
 いい詩ですねぇ、思ったことをそのまま⾔葉にされているので、

 mihoさんの想いが、真っ直ぐ伝わってきます。私はこういう詩が⼤好きですよ︕

> ♪ ⾬が降り出す前に 秘密基地でKissしよう 
 > のところが好きです。 

 > 私もこいう恋がしたいので…（←恥ずかしい） 
 私はこの歌詞を聞いたとき、ZONEの歌が思いだされて、

 ”おいおい、３５すぎた⼥が⾔う⾔葉じゃないよな”と思いました（笑）。
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”秘密基地でKiss”ですか、いいですね、若いって（笑）。
がんばってね︕♡

 

Re:⼤切にする⼈が好きなの。 ⾬が降り出す前に

6731 選択 miho 2008-05-07 20:55:14 返信 報告

strayさんこんばんは!!

> 「⼤切にする⼈が好きなの」の詞ですが、前に⼀度読んだ覚えがあるのは、気のせい︖（笑）

前に…投稿したのですが、⾃分で作った画像が⾃分にとっていまいちだったので…画像を変えました。

詩はそのままです。

>いい詩ですねぇ、思ったことをそのまま⾔葉にされているので、 
 >mihoさんの想いが、真っ直ぐ伝わってきます。私はこういう詩が⼤好きですよ︕

ありがとうございます。私は…⼀⼈伝わりやすい詩を書いているので…
 飾らない詩を書いていきたいので。

「あるミュージシャン」のことですが…本当は公開しないことにしていましたが…

あるミュージシャンは…「浜⽥省吾」さんです。
 

Re:⼤切にする⼈が好きなの。 ⾬が降り出す前に

6733 選択 stray 2008-05-07 21:11:41 返信 報告

mihoちゃんへ

> 前に…投稿したのですが、⾃分で作った画像が⾃分にとっていまいちだったので…画像を変えました。 
 そうでしたか︕私の幻覚でなくてよかったぁ（笑）。

 加⼯画にコメントするのを忘れてましたね。
 東京タワー、この⾓度とってもいいですね。泉⽔さんの画像は、

 泉⽔さんの輪郭だけ上⼿に切り取って、この東京タワーの背景に載せたら、
 もっともっと素敵になると思います。

https://bbsee.info/straylove/id/6728.html?edt=on&rid=6731
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> あるミュージシャンは…「浜⽥省吾」さんです。 
ハマショウさんですか︕ 私よりずっと年上ですよ︕

 ハマショウさんが、何を⼤切にされてるんですか︖
 差し⽀えなければ、ここまで書いたんだから、書いてちょ︕（笑）

Re:⼤切にする⼈が好きなの。 ⾬が降り出す前に

6734 選択 miho 2008-05-07 21:52:26 返信 報告

strayさんへ

> 東京タワー、この⾓度とってもいいですね。泉⽔さんの画像は、 
 > 泉⽔さんの輪郭だけ上⼿に切り取って、この東京タワーの背景に載せたら、 

 > もっともっと素敵になると思います。

ありがとうございます!!画像加⼯頑張ってみますね!!

> ハマショウさんが、何を⼤切にされてるんですか︖ 
 > 差し⽀えなければ、ここまで書いたんだから、書いてちょ︕（笑）

浜⽥省吾さんは戦争の思いのことを⼤切にしていることです。
 ライブのトークで

 「みんなでいっしょに原爆の被災者、戦争で亡くなられた⽅にもくとうしませんか?
          （会場拍⼿）

 そして…⼆度とね原⼦爆弾が核兵器が炸裂することのないようにそしてこうやってすごい楽しい⼀⽇を迎えられる感
謝したいと思います。

 じゃお願いします。もくとう」

この動画を⾒たとき…私は「戦争の思いを⼤切にする⼈だったんだ…」と分かりました。

ちなみに浜⽥省吾さんのライブに⾏ったことがありません。
 お⽗さんの影響で好きになりました。

http://www.nicovideo.jp/watch/sm1501084
 ↑ニコニコ動画LET SUMMER ROCK! ’99・HIROSIMA
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 11分59秒からです。

Re:⼤切にする⼈が好きなの。 ⾬が降り出す前に

6740 選択 ミキティ 2008-05-08 00:16:33 返信 報告

mihoちゃん みなさん こんばんは（＾－＾）

 mihoちゃん こんばんは♪
  mihoちゃんらしい素敵な作品をありがとうございます☆

  気持ちがストレートに現れているような 伝えたい想いが
   いっぱい溢れていますね。

  撮影なさった東京タワー プロカメラマンのようで素晴らしいショットです
 （*＾-＾*） 

  これからも作品を楽しみにしていまーす(^―^) 
  

  
 所⻑さん（＾－＾）

  所⻑さんのお歳 妄想しながら眠りまーす
 ｵ(･ｪ･)ﾔ(･ｪ-)ｽ(-ｪ･)ﾐ(-ｪ-)｡o○Zzz…

  

Re:⼤切にする⼈が好きなの。 ⾬が降り出す前に

6741 選択 saki 2008-05-08 09:49:49 返信 報告

 
mihoちゃん、おはよ〜(^^)/

mihoちゃんの詩は、真っ直ぐなmihoちゃんの気持ちが表れててとてもすきです。
 私も、strayさんと同じように、前回⾒てました、レスしようとしたら、

 消えちゃってて、あせってしまいましたよ〜（笑）
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mihoちゃんの加⼯画は、皐さん⾵で素敵ですね〜(^_-)-☆
私は、xxxさんの真似だけど、⼀緒に頑張ろうね︕

 mihoちゃんは、浜⽥省吾さんが好きなんですね、私良く知らないけど…(^^;)
 xxxさんも⼤ファンだったそうですよ〜 私も聴いてみよっかなぁ〜

Re:⼤切にする⼈が好きなの。 ⾬が降り出す前に

6742 選択 xs4ped 2008-05-08 11:17:21 返信 報告

mihoちゃん、こんにちは。

mihoちゃんらしい詩ですね。
 「想い」がストレートに伝わって来ましたよ。(^_^)

 > ♪ ⾬が降り出す前に 秘密基地でKissしよう 
 > 私もこいう恋がしたいので…（←恥ずかしい） 
 是⾮、２度と無い「⻘春」を謳歌して下さいね。(^_-)-☆

PS.
 東京タワーなかなかいいショットで撮れてますね〜(^_^)

 

Re:⼤切にする⼈が好きなの。 ⾬が降り出す前に

6743 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-05-08 15:14:53 返信 報告

mihoさん こんにちは︕
真っ直ぐな気持ちをそのまま表現された詩は、とても⼼に⼼地よくて 懐かしいような くすぐったいような そん
な気持ちにさせていただきました☆

 いつも感動できるココロを ずっと忘れたくないですよね︕
 mihoさんの想いが しっかり伝わってきました。

 作品 保存させていただきます︕どうもありがとうございました。

> この東京タワーは家族と出かけたときに私が撮りました。 
 すご〜く良いです♪カメラマンが撮ったのかと思いました〜︕︕

https://bbsee.info/straylove/id/6728.html?edt=on&rid=6742
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Re:⼤切にする⼈が好きなの。 ⾬が降り出す前に

6744 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-05-08 22:39:52 返信 報告

こんばんは、mihoさん、
 正式には、はじめましてですね。

 繊細でいてボーイッシュな詞の隠れファンです。(笑)

みなさんも⾔ってますが、今回の東京タワーの画像は、ｍｉｈｏさんも親さんのセンスもですが、撮ったｍｉｈｏさ
んのテクも凄いです。

 いい画像ですね〜︕

そして、「⾬が降り出す前に」で謎が解けました。
 たしかxxxさんがz研デビューの時に、Z研を所⻑の秘密基地って⾔ったんですが、これだったんですね。

やっとわかりました。
 先⽇の話題の泉⽔さんが⽩い服も着てるので、貼ってみます。

 「⾬が降り出す前に」
 http://www.kasi-time.com/item-7895.html

削除された記事

6735 選択 DELETE 2008-05-07 22:21:49 返信 報告

※この記事は削除されましたが、コメントが付いているため残されています。
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Re:撮影場所

6737 選択 stray 2008-05-07 22:30:34 返信 報告

クロニクルさん、こんばんは。

そのようですね。
 http://studiodiv.pilots.co.jp/zero/nfront.html

 右下の画像です。
 

『泉⽔』さんという名前について

6467 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-04-20 15:29:43 返信 報告

みなさん こんにちは︕
 突然申し訳ありません。

私が⻑年 謎に思ってきたことなのですが、どのように『泉⽔』さんという素敵なお名前を名付けたのだろうと考えておりま
した。

 私の⼿元には 書籍や資料もありませんので、ご存知の⽅がいらっしゃいましたら 教えていただけるとありがたいです︕︕
  

 私の中で想像していたことは 泉⽔さんはファッション誌がお好きだったそうなので（私もあの時代のファッション誌の読者
でした）もしもご⾃⾝で名付けられたなら

 どなたかの素敵な⾔葉に触発されたのかな︖ということです。

その頃のファッション誌のエッセイにあった⾔葉で 思い当たるものです。
 「⼥優ジェーン・バーキンについて・・・

 もう五⼗代になるはずなのに、若⽊のような瑞々しさは変わっていない。
 丈の⻑い袖から⾒えるしっかりとした⼿。

 タキシード・パンツを素⾜で はきこなせるなんて、きっと彼⼥ぐらいだ。
 真っ⾚な⼝紅に、⻑い真っ直ぐの髪。

https://bbsee.info/straylove/id/6735.html?edt=on&rid=6737
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ちょっとおどけたポーズが、少年のようで、少⼥のようで、
いい感じに年を取っているなぁ、いや、年を取らないのかもしれない、この⼈は、と思う。

 ⽣きるごとに、新しく再⽣される、そんな印象だ。
 ⼼の中に、いつまでもたっぷりとした⽔を湛えた、
 尽きない泉を持っているのだろう。」

その頃 私もこんな⾵に年齢を重ねていけたらいいなぁと
 憧れをもって この⽂章を書き留めておりました。

 （どなたのエッセイだったのか ⽇本へ帰らないと解りませんが、泉⽔さんがデビューされるよりも前のものです。）

Re:『泉⽔』さんという名前について

6471 選択 stray 2008-04-20 16:12:10 返信 報告

megamiさん、こんにちは︕

ある意味、ZARD最⼤の謎かも知れませんね（笑）。
 残念ながら泉⽔さん⾃ら命名理由を語った資料は持っていませんし、

 無いんじゃないかと思います。

引⽤されたファッション誌のエッセイは、お⼿元にあるんでしょうか︖
 刊⾏の時期がわかるとすっごくありがたいのですが。

 というのは、ジェーン・バーキンについて、泉⽔さんが語っているインタビュー記事があるんです︕
 （出典︓WHAT's IN? 1992年10⽉号。古い記事はお任せ下さい︕）（笑）

インタビューのいちばん最後の部分です。
 ひょっとすると、ひょっとしますね︕

 megamiさんが「坂井泉⽔」命名の謎を解いたかも︕︕

Re:『泉⽔』さんという名前について

6476 選択 M.Dark 2008-04-20 18:06:15 返信 報告
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[6471]stray:
> megamiさん、こんにちは︕ 

 > 
> ある意味、ZARD最⼤の謎かも知れませんね（笑）。 

 > 残念ながら泉⽔さん⾃ら命名理由を語った資料は持っていませんし、 
 > 無いんじゃないかと思います。 

 > 
>

strayさん、皆さん こんにちは はじめまして
 いつもロム専で楽しませて頂いています。

時折、泉⽔さんの名前の由来が話題となったりしますが
 根拠はぜんぜんありませんが 私⾒をひとつ開⽰させてく

 ださい。

荻原井泉⽔（おぎわら せいせんすい と読みます）
 という有名な俳⼈がおられました（男性です（笑））。

 （ご存知ならすみません）
 泉⽔さんは読書家で好きな作家に⽯川啄⽊をあげられて

 いるのを何かの記事で⾒たことがあります。
 ZARDのボーカルの名前を知った時、瞬間に
 （せいせんすい）という名が頭によぎりました。

 （坂）はよくわかりませんがこのあたりが命名の由来かな
 と勝⼿に思っています。（根拠はぜんぜんありません）

坂井さんの書く詩には韻をふむこと、⾔葉がカラフルな
 こと（season ⾵は春⾊ 碧い時）など俳句的要素を

 感じてしまいます。

坂井さんのﾋﾞｼﾞｭｱﾙ⾯や透き通った声質に惹きこまれますが
 詩（ことば）も素晴らしいですね。

https://bbsee.info/straylove/id6471.html


楽しいzard研究を続けてください。
応援しています。    M.Dark

理想の⼥性はジェーン・バーキン

6478 選択 stray 2008-04-20 20:16:51 返信 報告

megamiさんの説を補強する資料が出てきました（笑）。

「理想の⼥性はジェーン・バーキン」と⾔い切ってます。
 出典は、PATI・PATI 1992年7⽉号です。

Re:『泉⽔』さんという名前について

6480 選択 stray 2008-04-20 21:00:04 返信 報告

M.Darkさん、はじめまして、こんばんは︕

ロム専さんが書き込まずにいられない瞬間が⼤好きな、所⻑のstrayです（笑）。
 たいへん嬉しい激励のお⾔葉ありがとうございます。

 「荻原井泉⽔」という俳⼈は存じ上げませんでした。
 事務所の名前が「泉⽔」と書いて「せんすい」ですから、

 M.Darkさんの説もまんざらではないと思います。

> 坂井さんの書く詩には韻をふむこと、⾔葉がカラフルな 
 > こと（season ⾵は春⾊ 碧い時）など俳句的要素を 

 > 感じてしまいます。 
 なるほど、慧眼ですね。
 「私の詩は８割⽅、季節のわかる⾔葉が出てきますね。それを意識して作ってるんですけど」
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というコメントがあるので（PATI・PATI 1992年2⽉号）、
啄⽊好きと関連しているのかも知れません。

啄⽊の詩を諳んじてるこの記事が、対⾯式インタビューだとすれば、相当お好きだったのでしょうね。
 が、ファックスインタビューの可能性もありますので、なんとも…（笑）。

結論として、今のところmegamiさんのほうが優勢でしょうか（笑）。
 懲りずにまた書き込みお願いしますね︕

 

Re:『泉⽔』さんという名前について

6484 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-04-21 12:11:07 返信 報告

stray所⻑さんへ
 こんにちは︕いろいろな資料をありがとうございます♪

 謎が解けると嬉しいのですが・・・ 
 > 引⽤されたファッション誌のエッセイは、お⼿元にあるんでしょうか︖ 

 それが・・・かなり昔システム⼿帳に書き写したものなので 確実なところが不明なのです。
 > 刊⾏の時期がわかるとすっごくありがたいのですが。 

 遠い記憶を呼び覚まして ネットでいろいろ検索してみたのですが、該当するものがなくて困りました。
 ファッション誌の名前は「ヴァンサンカン」「ヴァンテーヌ」のどちらかでした。

 もっとネット検索を 頑張ってみます︕︕

M.Darkさんへ
 はじめまして︕私には全く思いつかない貴重なご意⾒を本当にありがとうございます。

 >坂井さんのﾋﾞｼﾞｭｱﾙ⾯や透き通った声質に惹きこまれますが詩（ことば）も素晴らしいですね。 
 泉⽔さんの歌詞の奥深さに 改めて感動致しました。本当にありがとうございました♪♪

Re:『泉⽔』さんという名前について

6487 選択 stray 2008-04-21 13:28:02 返信 報告

megamiさん、こんにちは︕

https://bbsee.info/straylove/id/6467.html?edt=on&rid=6484
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きゃ〜、「この⽂章を書き留めておりました。」って書いてありますね（笑）。

Vingtaine（ヴァンテーヌ）を調べてみました。
 創刊は1989年9⽉で、当時はミラノ・パリ・ファッションを取り上げてたようです。

 時期的にはバッチリ合いますね︕

25ans（ヴァンサンカン）は、
 1980 年の創刊以来、⼀貫して“本物のゴージャス”を追求し続けている王道クラスマガジン。⾼級志向で美意識の⾼

い⼥性たちに向け、ファッション、美容、ライフスタイルなど、様々な視点から“旬のリュクス”を発信しています。
 ということなので、泉⽔さんの趣味とはちょっと違うようですね。

ｓｔｒａｙ所⻑さんへ

6488 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-04-21 15:51:32 返信 報告

こんにちは︕
 > きゃ〜、「この⽂章を書き留めておりました。」って書いてありますね（笑）。 

 ↑私の⾔い⽅ですね︖笑いがとまりませ〜ん︕︕（爆笑）

さて、Vingtaine（ヴァンテーヌ）25ans（ヴァンサンカン）について いろいろ調べていただいてありがとうござい
ます。

私の⽅でも 調べている内に 少しだけですが発⾒がありました。
 私の好きだった⽂章を書かれたのは『光野 桃（ミツノ モモ）さん』とおっしゃる⽅だと思い出しました。

 どちらの雑誌にもコラムやエッセイなどを書かれてました。
 ⽂体や⾔葉遣いがとても素敵で このような⽣き⽅をしたいと憧れる読者が多かったと記憶しております︕︕

  
 もう⼀点、私の⽅でネット検索中、ショックな事実を発⾒致しました。

 それは、ジェーン・バーキンの誕⽣は１９４６年ということです。
 メモに５０代と書いてあるので バーキンがちょうど５０歳だとしても１９９６年になってしまいます。

光野さんが雑誌編集者時代に書かれたバーキンの写真に添えられていた⾔葉を、メモしていたと記憶しておりました
が、考えられることは 私が⼩さいサイズのシステム⼿帳に買い換えた時に ⽂章を書き直してしまったかもしれな
いということです。

https://bbsee.info/straylove/id/6467.html?edt=on&rid=6488
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 光野さんがファッション・エッセイストとしてご活躍なさってから出た本には バーキンに対する⽂章は「年代」の
ところと「細かい⾔い回し」のところが変わっていたハズだからです。

 ただ⽂体や考えが変わった訳ではなく 内容はほぼ同じだったと思うのですが、証拠がなくて 本当に残念です。

もう少し⼼当たりを調べてみます。
 その頃の雑誌をどうしたら調べることができるでしょうか︖

 泉⽔さんの研究に役⽴つと解っていれば 取っておいたのに・・・（泣）

megamiさんへ

6493 選択 stray 2008-04-21 17:43:55 返信 報告

こんにちは︕

megamiさんの説は、かなり有望だと私の野⽣の勘が⾔っております（笑）。
 光野 桃さんが書かれた本は、オークションで探すのが⼀番⼿っ取り早いでしょう。

 http://aucfan.com/search2?x=47&y=17&q=%b8%f7%cc%ee%a1%a1%c5%ed
 ”たぶんこれ︕”というのがあったら教えて下さい。

 私が落札してチェックしますので（笑）。経費は部⻑へ回します（笑）。

★ 業務連絡 ★

6494 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-04-21 18:21:22 返信 報告

所⻑︕ 了解です。
でも、経費削減のため、100万までしか出せないよ︕（笑）

【メタボっ腹の、経理部⻑より（笑）】
 

ｓｔｒａｙ所⻑さんへ

6502 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-04-22 00:35:35 返信 報告
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こんばんは︕いろいろすみません☆
> 光野 桃さんが書かれた本は、オークションで探すのが⼀番⼿っ取り早いでしょう。 

 > ”たぶんこれ︕”というのがあったら教えて下さい。 
 『ソウルコレクション』ではなかったかと思います。（私が読んだのは単⾏本だったと思いますが・・・）

 「あと３⽇ 価格２００円 ソウルコレクション」の写真の下の⽅の⽂章を読んだ記憶があるので これではないか
と思いました。

 （記憶違いだったら本当にスミマセン）

光野さんは ファッション・エッセイストになられてから いろいろなファッション誌に⽂章を書かれてますが、
 雑誌編集者だった頃から「⽂体＆考え」はしっかりと決まっていたと思います。

 そして昔 書かれてた話題を 違う雑誌の連載の時にも書かれていることはよくあったと思います。

光野さんの本を読んでいる時 泉⽔さんが書かれた歌詞を思い出して泣きたい気分になってました・・・
 泉⽔さんがご⾃⾝の⽣き⽅で この世界を体現して下さってると感じてしまう部分がとても多いのです。
 きっと泉⽔さんは 光野さんの⽂章をご覧になられてたと信じたいです。

magamiさんへ

6504 選択 stray 2008-04-22 09:09:24 返信 報告

megamiさん、おはようございます。

「ソウルコレクション」確保しました（笑）。到着まで２〜３⽇お待ちを。
 光野桃さんは、1988年から4年間、イタリア・ミラノで取材活動を⾏い、

 「ヴァンテーヌ」1992年1⽉号〜1994年9⽉号に連載をもっていたようです。
 この連載に加筆して出版されたのが処⼥エッセイ集「おしゃれの視線」

 という本だそうです。（単⾏本︓婦⼈画報社、⽂庫︓新潮⽂庫）
 ヴァンサンカンにも、「⼥が今、武器を持つとするならば」という連載が

 あったようです（1993.4〜1994.3）が、いずれも時期が合いませんね。

> きっと泉⽔さんは 光野さんの⽂章をご覧になられてたと信じたいです。 
 私もそう思います。ジェーン・バーキンを調べているのですが、泉⽔さん

 

https://bbsee.info/straylove/id/6467.html?edt=on&rid=6504
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はかなりこの⼥性を意識されてるように感じます。megamiさんが⾒た記事が
1990頃の単発記事であることを祈ってます︕（笑）

ご実家に現物が保管されてあるのなら、アネ研さんに家捜しを頼みますが（笑）。

stray所⻑さんへ

6505 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-04-22 12:13:57 返信 報告

こんにちは︕ 
 > 「ソウルコレクション」確保しました（笑）。到着まで２〜３⽇お待ちを。 

 キャーすみません︕︕お⼿数をお掛けします。
 > ご実家に現物が保管されてあるのなら、アネ研さんに家捜しを頼みますが（笑）。 

 実は実家の⽅にメールして確認してみたのですが、２年前に⽴替をした際に、古雑誌などは全部処分してしまったと
いうことなんです・・・（涙）

 どうしましょ〜 ｡゜ﾟ(>ヘ＜）ﾟ ゜｡

光野さんの⽂章が本になっているのは 泉⽔さんのデビュー後ですね・・・
 コラムや特集記事を担当された時の⽂章はその雑誌を⾒るしかないということですね︖

 何か他に⽅法はないものでしょうか︖︖︖

megamiさん、所⻑へ

6506 選択 アネ研 2008-04-22 12:30:36 返信 報告

こんにちは、
 落札おめでとうございます。（笑）

 了解しました。2年前に建て替えですね。ちがうか︕（笑）
国⽴国会図書館なら以前ZARDに関する調べ物（笑）で⾏ったことがあるので、なんなりと⾔ってください。雑誌が
あるかは⼼配ですが。

megamiさんへ

https://bbsee.info/straylove/id/6467.html?edt=on&rid=6505
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6505
https://bbsee.info/straylove/id/6467.html?edt=on&rid=6506
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6506


6507 選択 stray 2008-04-22 12:36:36 返信 報告

こんにちは︕

> 実は実家の⽅にメールして確認してみたのですが、２年前に⽴替をした際に、古雑誌などは全部処分してしまった
ということなんです・・・（涙） 

 ん〜、残念︕（涙）

> 光野さんの⽂章が本になっているのは 泉⽔さんのデビュー後ですね・・・ 
 > コラムや特集記事を担当された時の⽂章はその雑誌を⾒るしかないということですね︖ 

 「ソウルコレクション」の巻末に、記事の出典があるといいですけどね。
 当時の雑誌がオークションに出てくる可能性も無くはないですが、

 雑誌が特定できないことにはどうにも…（笑）
 アネ研さんに、光野桃事務所に突撃取材してもらう⼿はありますが（笑）。

アネ研さん、こんにちは。
 落札したんじゃなくて、アマゾンで中古が１円でごろごろ売っていたので買いました（笑）。

 国会図書館に雑誌ありますかね（笑）、あるなら代々⽊に⾏った時に調べてきますが。

所⻑さんへ

6511 選択 pine 2008-04-22 16:45:39 返信 報告

こんにちは
 「泉⽔さん」の名前の由来、とても興味深く拝⾒しています。

> 国会図書館に雑誌ありますかね（笑）、あるなら代々⽊に⾏った時に調べてきますが。 
 国会図書館に１号から最終号まであるみたいですよ。（笑）

 http://opac.ndl.go.jp/Process?MODE_10100001=ON&SEARCH_WINDOW_INFO=01&THN=3&INDEX_PO
SITION=2&DB_HEAD=01&SORT_ORDER=01&SHRS=RUSR&QUERY_FILE=8589372295_5758159&TA_LI
BRARY_DRP=99&DS=0&CID=000000070826&SS=03&SSI=2&SHN=1&SIP=1&LS=8589372295

神様 仏様 ｐｉｎｅ様︕︕
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6512 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-04-22 17:33:13 返信 報告

pineさんへ こんにちは〜︕
 『ウエディング姿の泉⽔さん』の時に アネ研さんが「神様 仏様 ｐｉｎｅ様」とのタイトルをつけていらっしゃ

いましたね（笑）
 今 アネ研さんのあの時の気持ちがすっごくよく判ります︕︕︕

 もう本当にｐｉｎｅさんが救世主に⾒えちゃいました〜♪♪
 本当に素晴らしい情報をありがとうございました〜 ヽ(*ゝω･*)ﾉ 

ｓｔｒａｙ所⻑さん アネ研さんへ
 こんにちは︕いろいろお⼿数をお掛けして申し訳ありません（謝）

 > 国会図書館に１号から最終号まであるみたいですよ。（笑） 
 ↑とのことなのでお⼿数ですが、調査をお願いできますでしょうか︖

 「ヴァンサンカン」も全部ではないようですが、所蔵しているようですね︕︕さすが国会図書館です☆

Re:神様 仏様 ｐｉｎｅ様︕︕

6515 選択 stray 2008-04-23 08:54:17 返信 報告

ｐｉｎｅ様、おはようございます（笑）。

国会図書館は雑誌もあるのですか︕さすがです。
 情報ありがとうございます。紹介して下さったURLは、

 「・セッションの時間切れです。再ログインしてください。」
 と出て⾒れないのですが、どうやって検索されました︖

megamiさんへ
 > > 国会図書館に１号から最終号まであるみたいですよ。（笑） 

 > ↑とのことなのでお⼿数ですが、調査をお願いできますでしょうか︖ 
 了解しました︕ といっても私は5/27まで⾏けませんが（笑）。

Re:神様 仏様 ｐｉｎｅ様︕︕

https://bbsee.info/straylove/id/6467.html?edt=on&rid=6512
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6516 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-04-23 09:16:02 返信 報告

おはようございます。

ｐｉｎｅ様ではありませんが・・・（笑）。

http://opac.ndl.go.jp/recordid/000000070826/jpn
 これかな︖

 

はずかし…

6517 選択 pine 2008-04-23 10:14:18 返信 報告

おはようございます。

w(ﾟoﾟ)w ⾒れませんね︕︕申し訳ありません。

でも、部⻑さん、フォローして下さってありがとうございます。
  ↑それです。

部⻑さんが神様にみえてきました〜

この謎は?

6518 選択 GTO 2008-04-23 11:53:36 返信 報告

皆さんこんにちは、お久しぶりです。

ちょっと⾒ない間に、ここまで話題が進んでたんですね。
この謎に対しては、PV撮影場所の謎なんて霞んでしまいます。

 それにしてもmegamiさん、すごい。
 この説は説得⼒ありますね、ジェーン・バーキンとは思いもよりませんでした。

 ⼥性の感性の豊かさですね、所⻑。

写真は最近⾒つけた"泉"⽔さんです︖。
 （不適格でしたら削除してください）
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部⻑様、GTOさんへ

6519 選択 stray 2008-04-23 12:20:33 返信 報告

部⻑様、フォローありがとうございました（笑）。

GTOさん、お久しぶりです︕ 
 おっしゃるとおり、男には永遠に解けない謎ですね（笑）。

 泉⽔さんと同年代（少し下を強調してますが）のmegamiさんならではです。
 画像ですが、海外の⽇本⾷レストランですか︖

 ”Hibachi”って、⽕鉢ですよね。寿司と⽕鉢って、よくわかんないなぁ（笑）。

ジェーン・バーキンが似合うのは...

6521 選択 GTO 2008-04-23 13:10:14 返信 報告

以前、どなたかのお話で、検診にいらした泉⽔さんが、
 ジェーン・バーキンのバッグをお⼿洗いに忘れそうになった話がありましたが、

 泉⽔さんなら、ジェーン・バーキンのバッグも似合うでしょうね。

Hibachiはパフォーマンス付きの鉄板焼きですね。
 所⻑は泉⽔さんだけでなく、hibachiの写真もお持ちで...。

 所⻑の"何でもポケット"の中が⾒てみたい。

メタボッ腹の部⻑様 ｓｔｒａｙ所⻑さん ＧＴＯさんへ

6522 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-04-23 14:16:58 返信 報告

部⻑様
 あなたはｐｉｎｅ様と同じ神様です（笑）困ったときの救世主ですね☆

 太っ腹でもあるので いつでも頼りにしておりま〜す︕︕

ｓｔｒａｙ所⻑さんへ
 >泉⽔さんと同年代（少し下を強調してますが）のmegamiさんならではです。 
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↑カッコ内をもっと、も〜っと強調して下さ〜い(●>ω<)ﾉ

私もＧＴＯさんと同じく“何でもポケット”の中を⾒てみたいで〜す（爆笑）

ＧＴＯさんへ
 ご無沙汰しておりま〜す︕お元気そうですね☆

 説とおっしゃっていただけるほどの証拠がなくて申し訳ないのですが、
 育った地域と時期が同じような私の“勘”なのです(≧∀≦)ゞ

 > 泉⽔さんなら、ジェーン・バーキンのバッグも似合うでしょうね。 
 エルメスのバーキンが似合う素敵な⼥性といえば もちろん泉⽔さんですよね〜ヽ(●>∀<●)/

 ＧＴＯさんのご存知の情報がございましたら ぜひお聞かせ下さい♪♪
 しばらくお⾒かけしないと思ったら海外に⾏ってらしたのですね︖画像はunited statesですか︖

Re:『泉⽔』さんという名前について

6683 選択 xs4ped 2008-05-05 17:37:32 返信 報告

megamiさん、皆さん、こんにちは。

> 私が⻑年 謎に思ってきたことなのですが、どのように『泉⽔』さんという素敵なお名前を名付けたのだろうと考
えておりました。 

 > 私の⼿元には 書籍や資料もありませんので、ご存知の⽅がいらっしゃいましたら 教えていただけるとありがた
いです︕︕ 

 超遅レスです︕(笑)
その上、超曖昧(薄っすら)な記憶ですが、2004年以前に『泉⽔』さんの名前の由来について、記載されているサイト
(HP)を⾒たような気がします。(⽇本のサイト)

 M.Darkさんが⾔っておられる荻原井泉⽔（おぎわら せいせんすい)かは記憶に有りませんが、何処か(誰か)の名前
を取って『泉⽔』と命名したような気がします。『泉』の１⽂字か『泉⽔』の２⽂字 

 > 荻原井泉⽔（おぎわら せいせんすい と読みます） 
 > （坂）はよくわかりませんがこのあたりが命名の由来かな 

 > と勝⼿に思っています。（根拠はぜんぜんありません） 
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周辺を捜索(検索)して⾒ましたが、発⾒出来ませんでした。
サイト(HP)閉鎖している可能性が⾼いですが、引き続き、暇が有れば捜索(検索)してみますね。

M.Darkさん、はじめまして。
 根拠の無い有⼒情報有難う御座います。(笑)

 今後も宜しくお願いします︕

PS.
 若しかしたら、Z板の古参の⽅ならご存知かも知れません。

 Z板の⽅にも捜索依頼してみてはどうでしょうか︖
 ⻲井刑事より早いかも︖

Re:『泉⽔』さんという名前について

6687 選択 stray 2008-05-05 19:24:44 返信 報告

xs4pedさん、こんばんは。

> 何処か(誰か)の名前を取って『泉⽔』と命名したような気がします。『泉』の１⽂字か『泉⽔』の２⽂字

ビーイングの同僚で、若くして亡くなった「秋吉契⾥」さんのことでしょうか︖
 本名が泉美(いずみ)で、⻑⼾御⼤がこの名前を気に⼊って付けた、という情報がありますが、

 「秋吉契⾥」は本名なので、どうやらガセネタのようです（笑）。

Re:『泉⽔』さんという名前について

6690 選択 M.Dark 2008-05-05 20:04:08 返信 報告

xs4pedさん こんばんは はじめまして
 確かPVなど映像情報にお詳しいんですよね︖

 よく⾒させて頂いています。有難う御座います。 

> 根拠の無い有⼒情報有難う御座います。(笑) 
  

ＧＷということで書き込ませて頂いてますが
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 不慣れな点 ご容赦願います。
妄想に断が下るのは近そうですか︖（笑）

こちらこそ 宜しく お願いします。

strayさん、M.Darkさんへ

6694 選択 xs4ped 2008-05-05 22:12:28 返信 報告

strayさん
 > ビーイングの同僚で、若くして亡くなった「秋吉契⾥」さんのことでしょうか︖ 

 > 本名が泉美(いずみ)で、⻑⼾御⼤がこの名前を気に⼊って付けた、という情報がありますが、 
 > 「秋吉契⾥」は本名なので、どうやらガセネタのようです（笑）。 

 1997年2⽉デビューなのでガセネタでしょうね。(笑)

M.Darkさん
 > 確かPVなど映像情報にお詳しいんですよね︖ 

 私は「何でもポケット」は持っておりませんので、strayさんには全然及びません。
 ⽳が開いているポケットなら有りますが・・・(笑)

 > よく⾒させて頂いています。有難う御座います。 
 此⽅の⽅こそ、ご覧頂き、有難う御座います。

 > 妄想に断が下るのは近そうですか︖（笑） 
 荻原井泉⽔（おぎわら せいせんすい と読みます）さんの名前は聞いたことが有るような気がしますので、完全に

妄想とは⾔い切れないような気がします。
 strayさんの「何でもポケット」の中にも無い情報なので、意外に有⼒かも︖(笑)

 
 

Re:『泉⽔』さんという名前について

6695 選択 M.Dark 2008-05-06 02:29:10 返信 報告

Xs4pedさん こんばんは
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> その上、超曖昧(薄っすら)な記憶ですが、2004年以前に『泉⽔』さんの名前の由来について、記載されているサイ
ト(HP)を⾒たような気がします。(⽇本のサイト)

そのＨＰってY.I.さん（be-ingに採⽤が決まったけれど最終的に就職はされなかった）
 のHPでしょうか?

 そこならばまだ⾒れます。（すごくﾏﾆｱｯｸですね）
 ＢＢｸｲｰﾝｽﾞ MIKE などの命名経緯が書かれてますね。

 ぽち（笑）も。（弟 ⻑⼾秀介さんの事務所のグループ）
 そこにも泉⽔さんについては書かれてないんです。

 ただ、泉⽔さんの作詩家としての能⼒ははじめから⾼く
 評価されていたようですね。

 

Re:『泉⽔』さんという名前について

6703 選択 ぶらり 2008-05-06 11:36:05 返信 報告

ＺＡＲＤを「⼀⼈の⼥」と「⼀⼈の男」の関係として捉えた説です。

http://blog.livedoor.jp/mittanu/archives/54364723.html

Re:『泉⽔』さんという名前について

6706 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-05-06 12:42:58 返信 報告

こんにちは、ぶらりさん、はじめましてアネ研といいます。
情報ありがとうございます。

この記事以前読んだのですが、どこだったか解りませんでした。
 関連の「ＺＡＲＤ」というグループ名の誕⽣説です。

 http://blog.livedoor.jp/mittanu/archives/54353657.html

今後とも宜しくお願いします。

Re:『泉⽔』さんという名前について
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6711 選択 M.Dark 2008-05-06 17:11:03 返信 報告

ぶらりさん こんにちは はじめまして M.Darkです。
 情報ありがとうございました。初めてみました。

アネ研さん こんにちは
 ﾃﾞｨｰﾌﾟな情報までご存知で ｵｰﾙﾗｳﾝﾀﾞｰですね。

 名前の由来 核⼼に到達しませんが所⻑にも
 やや認知頂けつつあるのでしょうか。（笑）
 GW終了につき書き込みペース落ちます。ご了承ください。

stray所⻑
 ここ１０⽇ほどでなにか成⻑したような感じです。（笑）

 （坂井泉⽔ミューズ伝説成⽴に関与しているようでも 笑）
 妄想にもきちんと対応して頂き有難うございます。

 ご無理なさいませぬように。

megamiさん
 お元気ですか〜 ｷｬ〜 妄想昂じてとまりません。 

 実は、井泉⽔は国語の授業で習ったのです。（とりたてての進学校ではありませんが）
 今はどうなんでしょうか︖（おそらく義務教育ではないでしょうね）

 そのかわり 我が泉⽔さん が⾳楽授業に⼊っているとか︖
 形違えど 詞の⼈ つながりで妄想は始まりました。（笑）
 教育制度の犠牲者でしょうか。（笑）

 ⼜、⾯⽩そうな話題かんがえましょうね〜

T28部⻑ xs4pedさん
 著名な⽅にご挨拶できて嬉しかったですよ〜。

レス頂いた⽅々
 お互いに 更に研鑽つみましょうね。今後とも宜しく願います。

saki画伯
 素晴らしい作品に感⼼しています。
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 経緯は存じ上げているつもりですが 私に余裕がなくレスできませんでした。
頑張ってくださいね。 応援しています。

 

Re:『泉⽔』さんという名前について

6714 選択 stray 2008-05-06 19:37:55 返信 報告

ぶらりさん、情報ありがとうございます。

私がこのネタをガセだと思う理由は２つあります。
 ウィキペディアを100%信⽤するわけじゃありませんが、「秋吉契⾥」は本名であり、

 ⼤学院で⽇本⽂学を学んだとあります。泉⽔さんの芸名は、1991年2⽉には命名
 されてなければならず、2004年に35才で夭逝した契⾥さんは、この時21〜22才です。

 ⼤学に⾏きながらBeingに籍を置き、1997年までデビューの機会がなかったことに
 なりますね。まず、この点がとっても不⾃然です。

かりに契⾥さんの本名が「泉美」だとして、「坂井泉美」ならまだ納得できますが、
 「泉美」が「泉⽔」に変わった理由があるはずです。ブログ主はその点に何ら⾔及

 していません。”尊敬する⼈から１字もらって”はよくある話ですが、契⾥さんと
 泉⽔さんの接点が⾒えない以上、この説はにわかに信じられません。

契⾥さんが泉⽔さんに似ているという⼈もいますが、ロングの⿊髪以外、
 私はぜんぜん似ていないと思います。

 http://www.being.co.jp/chigiri/index.html
 ttp://jp.youtube.com/watch?v=WavtUJi1wzE

M.Darkさん、こんばんは。

井泉⽔（せいせんすい・または、いせんのみず）は、納⾳（なっちん）の１つで、
 納⾳（なっちん）とは、六⼗⼲⽀を陰陽五⾏説や中国古代の⾳韻理論を応⽤して、
 ⽊・⽕・⼟・⾦・⽔の五⾏に分類し、さらに形容詞を付けて30に分類したもの。

 ⽣れ年の納⾳によってその⼈の運命を判断するのだそうです。
 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B4%8D%E9%9F%B3
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「井泉⽔」というのは地下から湧き出る⽔のことで、その象は「正しく温和」。
泉⽔さんにピッタリの納⾳ですよね。

私もここ数⽇、たいへん勉強になりました（笑）。
 このネタ、まだまだ追い続けますので（笑）。

M.Darkさん、ぶらりさんへ

6718 選択 xs4ped 2008-05-06 23:33:33 返信 報告

こんばんは。

M.Darkさん
 > そのＨＰってY.I.さん（be-ingに採⽤が決まったけれど最終的に就職はされなかった） 

 > のHPでしょうか? 
 > そこならばまだ⾒れます。（すごくﾏﾆｱｯｸですね） 

 Y.I.さんのＨＰってどれでしょうか︖
 多分違うと思いますが、教えて(URL)頂けますか︖

 > 著名な⽅にご挨拶できて嬉しかったですよ〜。 
 煽てても、何も出ませんよ。(笑)

 煽てるなら、strayさんを煽てて「何でもポケット」からレア物を出して貰って下さい。(笑)
 私の「⽳の開いたポケツト」からは5/27⽇(⼀周忌)になったら出ますので、それまで⾸を⻑〜くして待っていて下さ

い。(笑)
 > GW終了につき書き込みペース落ちます。ご了承ください。 

 時間が有ったら⼜、カキコお願いしますね。

ぶらりさん
 初めまして。

 紹介有難う御座います。
 strayさんも⾔ってますが、これもガセネタの可能性が⾼そうですが「泉美」→「泉⽔」が少し気に掛かりますね。

 何かどっかで⾒た様な・・・︖︖(此処では有りませんが)
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Re:M.Darkさん、ぶらりさんへ

6720 選択 M.Dark 2008-05-07 00:02:31 返信 報告

xs4pedさん

> Y.I.さんのＨＰってどれでしょうか︖ 
 > 多分違うと思いますが、教えて(URL)頂けますか︖

これです。↓
 http://www.izumichan.com/misc/being/being.html

M.Darkさんへ

6722 選択 xs4ped 2008-05-07 03:41:52 返信 報告

M.Darkさん、こんばんは。

> > Y.I.さんのＨＰってどれでしょうか︖ 
 > > 多分違うと思いますが、教えて(URL)頂けますか︖ 

 > これです。↓ 
 > http://www.izumichan.com/misc/being/being.html 

 有難う御座いました。
 此処でしたか。

 昔、チョットだけ⾒た様な気がします。
 ⼤した内容の事でも無い様なので、此れはお気に⼊りにも⼊れていませんでしたね。

⼿掛かりになりそうな物は無いようですね。
 

Re:『泉⽔』さんという名前について

6724 選択 ぶらり 2008-05-07 07:39:46 返信 報告

stray さま 皆様 はじめまして。
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挨拶が遅れましたが、こちらでの投稿は初めてです。
こんなにレスがあるとは、正直思いませんでした。

 多分、レスがあっても、”ふざけるな出て⾏け”が⼤半だと思っていました。

昨年、今回リンクした記事を読んだ時は、くだらない中傷記事だと思いました。
 泉⽔さんへの、ファンとしての気持ちに何ら変わりはありませんでした。

 １年程度経た今でも、熱烈なファンです。でも、「アーティストの泉⽔さん」と「⼀⼈の⼥」としての泉⽔さんと２
⾯性があってもかまわないのでは．．．と思うようになりました。

 それで、あえて、投稿しました。

追伸︓あの記事の、「命名の経緯」は怪しいと思います。
 しかし、「男⼥の感情」の記事は、真実が含まれている可能性を感じます。

 

ｘｓ４ｐｅｄさん ぶらりさん  M.Darkさんへ

6726 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-05-07 12:08:53 返信 報告

ｘｓ４ｐｅｄさんへ
 遅いレス申し訳ありません︕ご存知の情報を教えて下さって とてもありがたいです♪♪

 どうもありがとうございました〜☆

ぶらりさんへ
 ご挨拶⼤変遅くなりました。はじめまして︕megamiと申します。

 情報どうもありがとうございました︕︕今後とも どうか宜しくお願い致しま〜す♪

M.Darkさんへ
 > お元気ですか〜 ｷｬ〜 妄想昂じてとまりません。  

 この数⽇間とても勉強になりました︕︕調べていくと⾯⽩くて 時間を忘れてつい夢中になってしまいますよね︖︕
 > 実は、井泉⽔は国語の授業で習ったのです。（とりたてての進学校ではありませんが） 

 そうでしたか〜先⽣にもよるのでしょうか︖私は残念ながら習った記憶がありません・・・
 > ⼜、⾯⽩そうな話題かんがえましょうね〜 

 キャ〜︕ありがとうございます☆（笑）
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これから お仕事であまりレスできないなんて おっしゃってましたが、どうかお時間を⾒て⼀⾔だけでも お顔出
して下さいネ︕︕ぜひ ぜひ宜しくお願い致しま〜す♪♪

ぶらりさんへ

6732 選択 stray 2008-05-07 21:03:08 返信 報告

こんばんは、strayです。

以前、週刊「新潮」が、『ZARD坂井泉⽔の知られざる⼥帝の素顔』（2008/6/14号）
 と題して、こっぴどく泉さんをこき下したことがあるのですが、

 Being関係者の中にそういう⾒⽅をしていた⼈もいる、という事実として受け⽌めましたし、
 ⽕のないところには煙は⽴たないもので、褒めちぎってくれる⼈もいれば、

 クソミソにこき下ろす⼈もいる。⼈間なんてそんなものです。
 ⽇本では、死者に鞭打つようなことは嫌われて当然で、多くのZARDファンが

 怒っていましたが、私はちょっと違う感性の持ち主です（笑）。

さて、ご紹介下さったブログ（他のページは読んでいません）ですが、
 何度か読むと”ほころび”が幾つかあって、それを拡げる⾃信はあるのですが（笑）、

 そんなことが研究所の⽬的じゃありませんので、これ以上は⽌めておきます。
 三枝さんの件も、反論すると三枝さんをこち下ろすことになるので、⽌めておきます。

⻑⼾⽒が命名した可能性は⼤いにあって、それを否定するものではありません。
 当時⼀般に認識されていなかった、「泉⽔(いずみ)」と付けた、

 その理由・由来を突き⽌めようというものですので、ご理解下さい。

stray所⻑さんへ質問です

6581 選択 ⿊杉 2008-04-28 06:41:03 返信 報告

stray所⻑さん、お早うございます。
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stray所⻑さんに取っては古い話で恐縮ですが、この度、初めてYouTubeで「Get'Ure Dream」のPVを⾒ました。
聴いていて「ん?」と思ったのですが、私が普段聴いている「Get'Ure Dream」と歌詞が違うのです。
ですが、PV映像の坂井さんの⼝元は、その異なる歌詞とばっちり合っています。

 聴き⽐べして確認したのですが、アルバム「GOLDEN BEST」と「時の翼」の歌詞は同⼀ですが、PVの歌詞とは異なりまし
た。

私はシングルを未購⼊で分からないのですが、PV映像がアルバムの歌詞と異なる、と云う事、坂井さんの⼝の動きがPVの映像
と合致すると云う事は、あのPVはシングルCDの時の歌詞をもとに作成されている、と考えてよろしいのでしょうか?

しかし、何故アルバムに収録する段階で歌詞の内容を変えたのかが分からないのです。⼀度はシングルとして発売している訳
ですから、納得いかなかった、と云う理由もちょっと…?

stray所⻑さんは、その理由を御存知でしょうか? 
 是⾮、教えて下さい。お願いします。

 

Re:stray所⻑さんへ質問です

6583 選択 stray 2008-04-28 07:37:27 返信 報告

⿊杉さん、お早うございます。

たぶん「NHK ver.」のことだと思います（PVも含めて）。
 Respect ZARD さんに詳細がありますので（笑）。

 http://f24.aaa.livedoor.jp/~rzard/LRZ/trivia/lyrics.html

> stray所⻑さんは、その理由を御存知でしょうか?  
 > 是⾮、教えて下さい。お願いします。 

どこかで聞いた覚えがあるので、この件は調べておきます。

Re:stray所⻑さんへ質問です

6593 選択 ⿊杉 2008-04-28 21:00:33 返信 報告

stary所⻑さん、今晩は。
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> たぶん「NHK ver.」のことだと思います（PVも含めて）。 
> Respect ZARD さんに詳細がありますので（笑）。 

 その通り、ありました。(照)
 いや、申し訳ないです。私はいつも「⽇記」の⽅に⾶ぶものですから、きちんと詳細があるとは露知らず…(恥)

> どこかで聞いた覚えがあるので、この件は調べておきます。 
 重ね重ね、御⼿間をお掛けして申し訳ありません。御暇な時にでも、宜しくお願い致します。

 ありがとうございました。
 

●●● Get U're Dream の歌詞違いver.に関して ●●●

6613 選択 stray 2008-04-29 21:58:15 返信 報告

⿊杉さん、こんばんは。

私が持ってる資料を当たってみましたが、泉⽔さんおよびスタッフが
 歌詞違いの理由に⾔及しているものは⾒つかりませんでした。

 だからといって無いとは⾔い切れませんし、以下は私の推測を述べるにすぎませんので。

また、所有している映像を⾒⽐べたところ、いくつか発⾒がありました。
 ⿊杉さんがご覧になった映像は、泉⽔さんのコメント（正⾯から撮影）の後に、

 スタジオで歌う泉⽔さんとシドニーの映像を織り交ぜたver.かと思います。
 これを「NHK ver-1」としましょう。

 歌詞は、Respect ZARD さんで検証されているとおり別ver.です。
 http://www.filebank.co.jp/wblink/4b7da278bbe06353717b43b0d8d89612

NHK ver.には、泉⽔さんを横から映し、コメントの内容が異なるver.が存在します。
 これを「NHK ver-2」とします。

 http://www.filebank.co.jp/wblink/e41b807048679d3eef807f889350ac84

ノーマルver.（Le Port DVD 未収録）は、イントロの後、２番の歌詞から始まり、
 NHK ver.で省略されている、

 ♪⾛り疲れて 瞳閉じると
  君の⾹り ⿎動を熱くする
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 が⼊っています。
http://www.filebank.co.jp/wblink/63ed4c8987b7d3bcaacc25d43ce5286b

泉⽔さんの⼝と歌詞が合わないので、NHK verの別撮りではありません。
 このノーマルver.は、NHKの「POP JAM」でも放映されていますので、

 歌詞に問題あったのではなさそうです。

♪あんなに燃えた 夏が過ぎると
  せつない夜が⻑くなる

  もしも 別れるようなことになっても
  変わらず 友達でいようね

この部分が、NHK的に問題あったということでしょう（笑）。
 オリンピックのテーマソングとしてふさわしくない、と判断されたのではないでしょうか。

 その代わり、NHKが撮影した泉⽔さんが歌っているシーンを、プロモーションに
 使わせてもらう条件付きだった可能性もありますね。

Re:●●● Get U're Dream の歌詞違いver.に関して ●●●

6618 選択 ⿊杉 2008-04-30 08:50:40 返信 報告

stray所⻑さん、お早うございます。

御忙しい中、早速調べて頂きまして、ありがとうございます。
 また、貴重な映像、三作品を放出して頂きまして、本当にありがとうございます。

 ですが、ちゃっかり拝⾒させて頂いて述べるのはおこがましいのですが、三作品とも、私が⾒た映像とは、少し違い
ました。

特に、stray所⻑さんは、私が⾒たのは「NHK ver-1」ではないか、と指摘されていますが、違いましたね。と、⾔っ
ても、殆ど差はありませんでしたが。

私が⾒たものでは、シドニーの映像が差し込まれていなかったのと、歌詞違いの所を、坂井さんがしっかり歌われて
いる映像が⼊っていましたね。

 PV⽤として作られた、と云う感じを受けました。
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お時間がありましたら、御確認なすってみて下さい。その名もずはり、「ZARD Get U're Dream 別バージョン」と
云うやつです。

 微々たる差で、恐縮なのですが…

> ♪あんなに燃えた 夏が過ぎると 
 >  せつない夜が⻑くなる 

 >  もしも 別れるようなことになっても 
 >  変わらず 友達でいようね 

 > 
> この部分が、NHK的に問題あったということでしょう（笑）。 

 > オリンピックのテーマソングとしてふさわしくない、と判断されたのではないでしょうか。 
 歌詞内容に関しては、私も、stray所⻑さんの説に賛成です。さすが天下のNHK、と⾔ったところでしょうか。(苦笑)

 歌詞を変えさせるとは…、坂井さんも、⼤変だったのでしょうね…。

stray所⻑さんにも、御迷惑をお掛け致しました。
 映像ともども、ありがとうございました!

 

Re:●●● Get U're Dream の歌詞違いver.に関して ●●●

6631 選択 stray 2008-05-01 13:11:17 返信 報告

⿊杉さん、こんにちは。

YouTubeの「ZARD Get U're Dream 別バージョン」確認しました。
 歌詞違いの所を、泉⽔さんがしっかり歌っていますね︕

 このver.は初めて⾒ました。映像が粗くて番組名がわからないのが癪ですが（笑）、
 （おそらく）⺠放なんだからNHK ver.を流す必要はないと思いますけどね（笑）。

 

Re:●●● Get U're Dream の歌詞違いver.に関して ●●●

6636 選択 tree 2008-05-02 11:08:12 返信 報告
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stray所⻑様、⿊杉さん、お邪魔させてください。
ZARD研究所開所以来、勝⼿に拝⾒させていただいてました。ROM専⾨の者ですが、今回の話題ではぜひ報告したい
ので、参加させてください。

別バージョンは私も⾒た事があります。九州に住んでますが、夜中にいろんなPVを放送する番組があり、発売当時こ
のバージョンが流れました。

 途中で画⾯右下に「ポエトリー第3弾 マイフレンド 1200円 NOW ON SALE」と出たので、何でこんな宣伝まで
してくれるんだ︖とちょっと不思議に思いました。

放送はフジテレビ系の局だったと思います。NHKや⺠放という事は関係なく「Get U're Dream」にはこのPVしかな
かったんでしょうかね︖DVD「Le Portfolio」では確か静⽌画でしたよね。

 研究の糧にはならないと思いますが、strayさんが初めてご覧になったとの事なので、とりあえず報告まで。

話変わりますが、このZ研は本当の研究所のような話題からお花⾒などの楽しい話題まで幅広く、毎⽇拝⾒させていた
だいております。最初の頃に所⻑と副所⻑が研究されてた「武道館映像の解析」はワクワクして⾒てました。参加し
たいーーー︕︕︕と思いながら。ちょっと勇気がなくて参加できませんでしたが・・・。今⽇は勇気を出してみまし
た︕

 私も「この写真とこの写真は同時期では︖」などと細かいところを考えるのが⼤好物です︕（笑）
 また参加したいー︕と我慢できない話題の時にはお邪魔させてください。

それから持ってなかった「NHK ver-2」を勝⼿にいただいてしまいました。泉⽔さんのお話してる姿は貴重ですよ
ね。ありがとうございました。

treeさんへ

6644 選択 ⿊杉 2008-05-02 20:13:03 返信 報告

treeさん、今晩は。初めまして、⿊杉と申します。
 stray所⻑さんより先に挨拶をする失礼をお許し下さい。

> 別バージョンは私も⾒た事があります。九州に住んでますが、夜中にいろんなPVを放送する番組があり、発売当時
このバージョンが流れました。
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な、何と! 私も九州に住んでおりますが、そんな素敵な番組があったとは……その時ZARDファンでなかった事が悔
やまれます。

  
 > 放送はフジテレビ系の局だったと思います。NHKや⺠放という事は関係なく「Get U're Dream」にはこのPVしか

なかったんでしょうかね︖ 
 stray所⻑さんも訝しげにしておられましたね。

 >⺠放なんだからNHK ver.を流す必要はないと思いますけどね（笑）。

私も↑この⽂章を読んだ時、treeさんと同じように感じ、確信しました。
 「PV作り直す気が無かったんだ」と。(苦笑)

私⾒ですが、ZARDのPVは本腰を⼊れて制作されていないのではないか、と感じる時があります。
 何より、あまり放送されていない気もしますし、動く坂井さんの映像を出すのが躊躇われた、とも推測できるのです

が…
 尤も、楽曲のみで⼗分勝負が出来る、と云う⾃信もあってPV制作は⼆の次だった、とも考えられるのですが、そこら

辺は私などよりも、stray所⻑さんの御意⾒を伺ってみないと、何とも⾔えないのですが…
 PV制作が⼆の次だったのなら、NHKに出演した際の映像をそのままPVとして使⽤し続けても、何ら⽀障はきたさなか

ったのでしょうね。(苦笑)

> 研究の糧にはならないと思いますが、strayさんが初めてご覧になったとの事なので、とりあえず報告まで。 
 stray所⻑さんが⾒ていなかったと知った時は、私の腹⿊い胸の内は思わず、やった! と歓喜の雄叫びを上げてしま

いましたね。(笑)
 SUPER ZARD FREAKのstray所⻑さんが知らないのに私は知っている、と⼀⼈でほくそ笑んでしまいましたから。

ですが、私も勇気を出して歌詞違いの件を尋ねて良かったです。皆さんはきっと御存知だろうと、質問するのを躊躇
われていたのですが、treeさんからも御話を聞けましたし、stray所⻑さんからは貴重な映像まで頂いてしまいまし
た。(笑)

treeさん、これからもどうぞ、ファン歴の浅い私ですが宜しくお願い致します。

treeさん、ようこそ︕

6645 選択 stray 2008-05-02 20:18:34 返信 報告
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はじめまして、こんばんは。

ROM専さんから暖かいお⾔葉を頂戴する喜びに勝るものはありません。
 勇気を出して投稿していただき、どうもありがとうございます︕

 フジ系の番組でしたか…。「Get U're Dream」のPVはこれしかないと思います。
 些細な違いですが、NHK ver.の歌詞の歌唱シーンをはっきり確認できるので、貴重な映像ですね。

「愛は暗闇の中で」のPV映像から、1st〜4thALのPVの存在が確実になってきましたね。
 2008コンサートツアー⼤阪4公演＆代々⽊で、その映像が流されると勝⼿に確信してますので（笑）、

 「代々⽊映像の解析」を、たぶん、きっとやることになるでしょう。
 我慢しないで、どしどし話題をご提供ください。

今後ともZ研をどうぞご贔屓に︕

Re:treeさんへ

6668 選択 tree 2008-05-04 14:38:27 返信 報告

⿊杉さん、お返事ありがとうございました。
 お返事いただくとウキウキしてしまいますね。癖になりそう︕（笑）ということで今後もよろしくお願いしますね。

> 私⾒ですが、ZARDのPVは本腰を⼊れて制作されていないのではないか、と感じる時があります。

スタッフがなのか、泉⽔さんが乗り気でなかったのかわかりませんが、確かに私もそう感じてしまいます。焦らし戦
法で泉⽔さんの映像を隠したいというのも⼤きかったと思いますが。ファンとしては「泉⽔さんを少しでも⾒せて
ー︕」と思ってしまいますよね。

> stray所⻑さんからは貴重な映像まで頂いてしまいました。(笑)

私も貴重な映像をいただきました。これも⿊杉さんのおかげです。ありがとうございます。

> treeさん、これからもどうぞ、ファン歴の浅い私ですが宜しくお願い致します。

私はファン暦だけは⻑いんですが（デビュー当時から）、隠れファンなので⼀⼈でこっそり研究（︖）してますの
で、ダークな所まではなかなか難しいです。

 こちらこそよろしくお願いしますね。
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stray所⻑さん、お返事ありがとうございました。
嬉しくて書き込みに快感を覚え、たびたびお邪魔してしまうかもしれませんよ、よろしいでしょうか︖（笑）

「代々⽊映像の解析」ぜひぜひお願いします︕
 追悼ライブには⼀度参戦しましたが、それまで考えられなかったライブステージの映像が多数あり、イキイキと楽し

そうに歌っておられる泉⽔さんの姿に本当に感動しました。
 代々⽊では新しい映像が多分、いや絶対に流れることでしょうね。

 ⾏きたいのに⾏けない沢⼭の⼈たちのために（私を含め。悲しい...）どんな映像が流れたのかお教えくださいね。

連休の間はなかなかお邪魔できませんので、お返事遅くなりました。
 書き始めるとついつい⻑くなってしまいます。ごめんなさい。

 それでは、また。

Re:treeさんへ

6669 選択 匿名 2008-05-04 14:56:54 返信 報告

> 私はファン暦だけは⻑いんですが（デビュー当時から）、隠れファンなので⼀⼈でこっそり研究（︖）してますの
で、ダークな所まではなかなか難しいです。

うわー︕︕︕ごめんなさい。ダークじゃなくてディープでした。何て間違いを︕訂正します。
 

Re:treeさんへ

6670 選択 ⿊杉 2008-05-04 16:05:50 返信 報告

treeさん、こんにちは。

PVはきっと、Beingの所為ですよ。(笑)
 いかに神秘性を保つためと⾔え、やはりPV以外動く坂井さんが⾒れないのですから、しっかり製作して欲しかったで

すよね。時間もフルバージョンのものなんて、数えるくらいしかないようですし。

> 私はファン暦だけは⻑いんですが（デビュー当時から）、隠れファンなので⼀⼈でこっそり研究（︖）してますの
で、ダークな所まではなかなか難しいです。
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おや? ダークとは……「暗闇坂」の御話が進⾏中だからかな、と思っていたのですが、

>ダークじゃなくてディープでした。何て間違いを︕訂正します。

あははは。笑ってしまってすみません。(笑)
 確かに、Z研はディープですよね。私も⽇々、⽬まぐるしい展開と研究所員の皆さんの情熱には、頭が下がる思いで

す。
 何のお役に⽴てない⾃らの知識の乏しさが、恨めしいですね。

treeさんはデビュー当時からのファンなのですね。どうか、私にいろいろ教えて下さい。これからも宜しくお願いし
ます。

Re:treeさんへ

6671 選択 M.Dark 2008-05-04 19:17:53 返信 報告

匿名さん（treeさん?）はじめまして
  

> うわー︕︕︕ごめんなさい。ダークじゃなくてディープでした。何て間違いを︕訂正します。

私のことでした︖（笑）。↑
 ならば お気使い無⽤です。
 お⽬汚し あと少しです。（ネタ切れ 笑）

Re:treeさんへ

6725 選択 tree 2008-05-07 11:22:57 返信 報告

⻲レスですみません。（遅いレスをそう呼びますよね︖）

> 私のことでした︖（笑）。↑

M.Darkさん、はじめまして︕
 M.Darkさんのせいですよ。
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妄想劇場を拝⾒してたので、ついつい印象に残り、ダークなどと書いてしまいました（笑）。
また今度ぜひお話してくださいね。

⿊杉さん、こんにちは︕
 丁寧なお返事ありがとうございました。

 また今度違う話題に勇気を出して加わりたいと思いますので、
 そのときはよろしくお願いしますね。

⼼を開いて発売⽇︕︕

6696 選択 カーディガン 2008-05-06 03:13:33 返信 報告

今⽇は、18th SINGLE「⼼を開いて」の発売⽇ですね。ポカリスエットのＣＭでおなじみの曲です。最近は
毎回ポカリスエットがコンサート会場で配られるようになりましたね。私もひとつしかないポカリを⼤切に
しています。もう、スポーツドリンクはポカリ、というかんじです。

この曲は、泉⽔さんが、⾃分に対しての応援歌でもあるそうです。がんばれ、泉⽔さん、
 今⽇も、今、ポカリを買って飲んでいます。うーん、おいしさが全然違います(^^♪

Re:⼼を開いて発売⽇︕︕

6697 選択 カーディガン 2008-05-06 03:14:59 返信 報告

さて、渋⾕で期間限定でオープンしていたZARD CAFEですが、

ジン＋オレンジの⽢⼝が「⼼を開いて」だそうですね。
 これって、スクリュードライバーに似ていますね︖

 スクリュードライバーはウォッカベースですけど。
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私は、泡盛をポカリスエットで割って、つくってみました。

なかなかおいしいですよ(^_-)-☆

Re:⼼を開いて発売⽇︕︕

6699 選択 atti@海外 2008-05-06 09:16:14 返信 報告

カーディガンさん、皆さんこんにちは。

> 今⽇は、18th SINGLE「⼼を開いて」の発売⽇ですね。ポカリスエットのＣＭでおなじみの曲です。最近は毎回ポ
カリスエットがコンサート会場で配られるようになりましたね。私もひとつしかないポカリを⼤切にしています。も
う、スポーツドリンクはポカリ、というかんじです。

⻄武の展⽰会で貰ったものは、そのままにしています。
 これからの季節にはポカリを飲むの機会が多くなりそうです。

 本⽇の展⽰会最終⽇は混雑しそうですね。

PS.滞在中のところは28度あり暑い〜

Re:⼼を開いて発売⽇︕︕

6700 選択 stray 2008-05-06 09:25:55 返信 報告

カーディガンさん、attiさん、こんにちは。

夜の間に⼀⾬来て、ＧＷ最終⽇は爽やかな五⽉晴れですね︕
 attiさんは海外︖︕ いいなぁ、気温を除けば羨ましいかぎりです（笑）。

泉⽔さんのメッセージ
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某テレビ局のスタジオでアルバムのＰＶを撮影したことがあるのですが・・・。
夜も更け、終了間際「せっかくだから、次期シングル候補のこの曲（「⼼を開いて」）も撮っておこうと」というこ
とになったのです。

 その時はまだ1番のサビの歌詞しか出来てなくて「どんな反応があるんだろうと・・・」
 と不安そうに歌うとみんなの反応も「︖︖︖・・・」。

 それも当然で、まだ世の中に発表されていない、然も、歌詞もところどころのこの曲を、聴かされても「︖」でしょ
う（笑）

 その後、頑張って作った歌詞はファンの皆さんに⻑く愛されているので嬉しい限りです。

[ZARD 10th ANNIVERSARY サイトより]

セルフライナーノート

6701 選択 stray 2008-05-06 09:30:40 返信 報告

イントロのピアノメロが印象的な曲。 
 タイトルは、“ほんのちょっと⼼を開いたら⼈に対しても違った⾒⽅ができるんじゃないかな”

 という気持ちを込めてつけました。

サウンド的にはＺＡＲＤの作品の中でもかなりシンプルな部類に⼊ると思いますが、
 ハードロックを得意とするアンディー・ジョーンズ⽒のミックスが、

 結果として⾮常に気に⼊ったものになりました。

カーディガンさんへ
 アルコールをポカリで割ると、酔いが廻るのが超早いです（笑）。

Re:⼼を開いて発売⽇︕︕

6708 選択 カーディガン 2008-05-06 13:13:17 返信 報告

attiさん、こんにちは︕︕

海外からですか。海外からのアクセスとはまたゴージャスですね︕︕
 ⻄武の展覧会でもらったポカリはそのままですか、もったいなくてなかなか飲めないですよね。
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＞これからの季節にはポカリを飲むの機会が多くなりそうです。

そうですね。これからは、スポーツドリンクはポカリですね(^^♪
 私も展覧会でポカリがもらえるといいんですけどね。東京は今⽇までですね。札幌まで少し時間

があるようですね。その間は休⽌でしょうか。⼤塚製薬さん、展覧会でもポカリにちなんだ展⽰
などするかもしれませんねぇ。

所⻑様、こんにちは︕︕

＞夜の間に⼀⾬来て、ＧＷ最終⽇は爽やかな五⽉晴れですね︕
 そうですね、こちらもとてもいい天気です。新緑の５⽉というように、まわりはすっかり新緑が⽣い茂っています。

花粉症もすくなくなって、なかなか過ごしやすくなっています(^^♪

泉⽔さんのメッセージもありがとうございます︕︕これって、テレ朝っぽいですね。どのくらいPVを撮ったのでしょ
う。93年以降、テレビに出ていませんから、その間にたくさん撮ったのかもしれませんね。

⾳楽葬の時も、泉⽔さんのジャケットの横顔がとても印象的でしたね。最近はとても好きな曲になりました。シンプ
ルですが、泉⽔さんには思い⼊れがずいぶんありそうですね。いろいろとまた研究してみたいと思います。ポカリを
飲みながらだと気持ちも違いますね(^^♪

＞アルコールをポカリで割ると、酔いが廻るのが超早いです（笑）。

泡盛だけでは、アルコールそのもので、ウォッカのようなものですので、ポカリで割ると、素敵なカクテルになりま
す。とても飲みやすいので、３杯ほど飲みました。泉⽔さんは、ソフトドリンクでしょうね。トレヴィの泉⽔に来て
ほしいですね(^_-)-☆泉⽔さんには、コーヒーと⽢いスイーツかケーキ、タルトなどがよろしいでしょうか。

Re:⼼（♡）を開いて発売⽇︕︕

6709 選択 カーディガン 2008-05-06 16:09:18 返信 報告

⼼（♡）を開いて、ですので、泉⽔さん、感情がこもっています♡

船上ライブでもこの曲を歌っていますが、どんな感じで歌っているのでしょう。
 気になりますねぇ。やっぱり胸に⼿をあてて、感情こめて歌っているんでしょう

か︖︖︖
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ZARD BEST〜軌跡〜にも収録されていますし、お気に⼊りなんでしょうねぇ。

詩の内容は、おとなしい感じはするんですけど、泉⽔さんの忘れたくない⼈への熱い想いを歌っているのだと考える
と、納得です。

Re:⼼（♡）を開いて発売⽇︕︕

6716 選択 stray 2008-05-06 21:35:44 返信 報告

カーディガンさん、こんばんは︕

「⼼（♡）を開いて」（笑）のジャケにまつわるエピソードはご存知でしょうか。
 １．つや消しの厚⼿マット紙を使⽤

 ２．ジャケの表は、曲名はおろか⽂字がまったくない。（初回盤は貼り付けシール有り）
 ３．ジャケの表と裏を横に並べると１枚の写真になって、歌詞も読める。

要するに”２枚買わせる”作戦だったわけですが（笑）、
 この画像でお分かりのように、上下に少しズラさないと合わないです（笑）。

もう１つ。
 「⼼（♡）を開いて」は「Open your mind」で、c/wは「Change my mind」。

 泉⽔さんのこだわりが詰まった作品だったわけです。

Re:⼼を開いて発売⽇︕︕

6719 選択 xs4ped 2008-05-06 23:58:08 返信 報告

カーディガンさん、皆さん、こんばんは。

> 今⽇は、18th SINGLE「⼼を開いて」の発売⽇ですね。ポカリスエットのＣＭでおなじみの曲です。最近は毎回ポ
カリスエットがコンサート会場 

 > で配られるようになりましたね。私もひとつしかないポカリを⼤切にしています。もう、スポーツドリンクはポカ
リ、というかんじです。 

 カーディガンさんは未だ飲んでいないんですね。
 私は新潟公演の翌⽇、飲みましたが、空はグッズの⼀部との想いから記念に取って有ります。
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 普通のポカリなんですが何故か、捨てられないですね。
私もスポーツドリンクはポカリですね。

 あと、⼆⽇酔いの⽇も・・・(笑)
 > さて、渋⾕で期間限定でオープンしていたZARD CAFEですが、 

 > ジン＋オレンジの⽢⼝が「⼼を開いて」だそうですね。 
 期間限定でZARD CAFEがオープンしてたんですか︖

 ⾏ってみたかったですね〜
 私はビール党なのですが、ビールのポカリ割りは飲んだ事有りませんね。(笑)

 ⼀応、何でも(ビール以外)飲めますが、その内焼酎割りでも飲んでみようかな︖

Re:⼼（♡）を開いて発売⽇︕︕

6723 選択 カーディガン 2008-05-07 07:06:54 返信 報告

所⻑様、おはようございます。

気になっていましたが、全然意味がわかりませんでした。
 なんで、このジャケットほかのと変わっているのかなぁ、と思っていましたが。

 シールを貼るのはかなり精密な作業ですけど、⼿で貼ったんでしょうか。私のは、正確無⽐
に貼られていまして、このスレ⽴てるにあたって、なでなで(^^♪していたんですけど、⼤
変な作業だなぁ、と思っていたんですよ。初回盤だったんですね、了解しました。

 もう１枚買おうかなぁ(^_-)-☆

xs4pedさん、おはようございます。

ポカリは今もずっと⼤切にしていますよ。⼆⽇酔いにはスポーツドリンクがいいので、飲み会の後などは、お世話に
なっています。昔はですね、泉⽔さんが⽔瓶座なので、アクエリアスにしていたんです。でも最近は、ポカリがタイ
アップなので、ポカリにしたんですよ。これからはポカリが多くなるでしょうねぇ。

 ビールは最近は飲みませんね。飲むならサッポロビールです。冬物語は期間限定なので、その時期だけです。ビール
よりも、⽉桂冠の「⽉」を飲んでいますよ(^^♪
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『もっと近くで君の横顔⾒ていたい』

6702 選択 saki 2008-05-06 11:30:23 返信 報告

みなさ〜ん、お久しぶりで〜す。
 な〜んか、Z研に来ないと禁断症状を起こしそうで〜す。

 前回の「⾵（あなた）を感じて…」へのコメントありがとうございました。
 stray所⻑も褒めて下さったので、嬉しかったですよ〜

 でもね〜、パクリってひどいですね、 ご⾃⾝も泉⽔さんのをパクってるくせにぃ〜ねぇ〜

初節句も無事終わりました、誰かさんみたいに酒癖の悪いおじさんもおられましたが…
 みなさんから、祝って頂いてとても嬉しかったです。

今⽇は、お礼に、昨⽇徹夜で作った出来たてホヤホヤの（まだ湯気が出てる〜）
 「もっと近くで君の横顔⾒ていたい」をUPしま〜す。（「⼼を開いて」の発売⽇に場違い︖）←sakiらしい┐(-_-)┌ ﾔﾚﾔﾚ…

 無理をしている訳ではないので⼼配しないで下さいね、
 画像を作っているときは、楽しくって、ついつい時間を忘れてしまうんですよね〜

所⻑、⾟⼝コメント待っていますよ〜(^^)/  夜露死苦ねぇ〜︕

P.S
 画像表⽰のしかたが変わった︖ ちょっと⽬を離すとす〜ぐこれだから…

stray所⻑様の⾏動の早さについて⾏くのは、たいへ〜ん（笑）
 

Re:『もっと近くで君の横顔⾒ていたい』

6704 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-05-06 11:52:05 返信 報告

sakiさん、お帰りなさい＆こんにちは。

遅くなりましたが、初節句のお祝いを申し上げます。
 先⽇の加⼯画にコメント出来ないでスミマセンでした。

お帰り早々、⼿⼟産までご持参下さって、ありがとうございます。
 もう⼀⽬でsakiさんの作品だと分かってしまいますね。
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でも・・・、あらっ︖ アラ探しした訳じゃないんだけど（笑）、
お⽉様の左側に線が残ってませんか︖（苦笑）

 誰も⾒ていない︖ 今のうちに直しちゃった⽅がいいかも（笑）。
 みんなに黙ってて上げますから︕（笑）

Ｐ.Ｓ. 画像表⽰の変更は所⻑の仕業じゃありませんよ︕（笑）
  スムーズな拡⼤表⽰機能を追加したらしく、ここの掲⽰板の管理⼈さんの仕業です（笑）。

  出来たてです。この機能もsakiさんの加⼯画同様、まだ湯気が出ていますよ︕（笑）
 

あっちゃ〜︕

6705 選択 匿名 2008-05-06 12:32:49 返信 報告

T28部⻑、ありがとうございますね。

所⻑になんて⾔われるか解りませんでしたね〜
 画像差し替えました、ぼ〜っとしてたんですねぇ〜

 まっ︕ そこがsakiらしいって⾔うことでご勘弁を…

Re:『もっと近くで君の横顔⾒ていたい』

6707 選択 カーディガン 2008-05-06 13:08:06 返信 報告

sakiさん、こんにちは。

もう、お帰りですね。お疲れ様でした。GWを満喫されたようですね。また、素敵な加⼯画をありがとうございます。
九州にお住いなのでしょうか。お暑いので、体調にお気をつけてお過ごしください。ではでは(^O^)／

Re:『もっと近くで君の横顔⾒ていたい』

6710 選択 miho 2008-05-06 16:51:07 返信 報告

> みなさ〜ん、お久しぶりで〜す。 
 > な〜んか、Z研に来ないと禁断症状を起こしそうで〜す。 
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> 前回の「⾵（あなた）を感じて…」へのコメントありがとうございました。

sakiさんこんにちは♪
 お久しぶりです!!

 画像加⼯上⼿ですね〜♪私も詩⼊り画像作りました。もう⼀つは泉⽔さんの曲の歌詞を⼊れました。
 今度公開したいと思います!!

> P.S 
 > 画像表⽰のしかたが変わった︖ ちょっと⽬を離すとす〜ぐこれだから…

画像表⽰変わりましたね。クリックしたらびっくりしました＼(◎o◎)／︕
 

Re:『もっと近くで君の横顔⾒ていたい』

6712 選択 ⿊杉 2008-05-06 17:36:32 返信 報告

sakiさん、こんにちは。

御帰りなさい。お疲れでしょうに、素敵な作品を拝⾒させて頂いて、嬉しい限りです。
 チョコレートさん命名の"sakiブルー"で、御名前を⾒る前に⼀⽬で分かりましたよ。(笑)

画像をクリックすると、いつもと勝⼿が違うので驚きましたが、これは便利ですね。作品を細かなところまで鑑賞で
きますからね。

 体調にお気をつけて、無理なさらないで下さいね〜。
 

Re:『もっと近くで君の横顔⾒ていたい』

6713 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-05-06 19:31:39 返信 報告

こんばんは︕

画像差し替えご苦労様です（笑）。
 あらっ︖ ぼ〜っと⾒てたら、もう⼀カ所⾒〜っけ︕（笑）

 「もっと近くで君の横顔⾒ていたい」の、「の」の（読み難︕（笑））下にズレがありませんか︖
 どうやって重ねるのかなぁ・・・︖ なんて考えていたら、⾒っけちゃった（苦笑）。
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コレってダメ出しって⾔わないよね・・・（汗）。
疲れてるのに無理したから、チェックが疎かになったんじゃないですか︖

 しっかり休養も取って下さいね。

Ｐ.Ｓ. 裏カフェの⾞の鑑定ですが、所⻑の鑑定と同感です︕
  2枚⽬が⼀番分かり難いですね。

 

Re:『もっと近くで君の横顔⾒ていたい』

6715 選択 stray 2008-05-06 21:17:52 返信 報告

sakiさん、お久しぶり〜。

酒癖の悪いおじさんにも祝ってもらえて、なによりでしたね︕（笑）
 まさか、旦那様の実家に帰省している最中に、加⼯画作ってたとは︕（笑）

 少し⾟⼝（いつもだけど）の批評を述べてしんぜよう︕（笑）

前作を私が褒めたのは、遠近感がよく出ていたからです。
 意識してなかったとすれば、素材の組み合わせがバッチグゥ〜だったのでしょう（笑）。

 今回の、この構図と素材で遠近感を出すの難しいはずですが、
 「泉⽔姫と⼩⼈」の”Ｚ研城”のような背景を使えば、多少なりとも遠近感が出せたかも。

 背景がワンパターンになりつつありますしね（笑）。
 前作が良すぎたので、今回は褒めにくですなあ（笑）。

> 画像表⽰のしかたが変わった︖ ちょっと⽬を離すとす〜ぐこれだから… 
 部⻑の解説どおりで、私は何もしてないからね︕（笑）

 でも、FLASHっぽくて、この拡⼤⽅法、いいですね。気に⼊った︕︕（笑）

Re:『もっと近くで君の横顔⾒ていたい』

6717 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-05-06 22:12:25 返信 報告

こんばんは、sakiさん、
 帰宅そうそう、ありがとうございます。
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でも、あんまり無理しないでくださいね。

カレンダー⾒ながら、次回作も期待しちゃっていいですか︖（笑）

Re:『もっと近くで君の横顔⾒ていたい』

6721 選択 xs4ped 2008-05-07 00:50:46 返信 報告

sakiさん、こんばんは。

お帰りなさい︕
 > 初節句も無事終わりました、誰かさんみたいに酒癖の悪いおじさんもおられましたが… 

 > みなさんから、祝って頂いてとても嬉しかったです。 
 皆さんから、祝って貰って良かったですね。(^_^)

 > 今⽇は、お礼に、昨⽇徹夜で作った出来たてホヤホヤの（まだ湯気が出てる〜） 
 > 「もっと近くで君の横顔⾒ていたい」をUPしま〜す。（「⼼を開いて」の発売⽇に場違い︖）←sakiらしい┐(-_-)

┌ ﾔﾚﾔﾚ… 
 > 無理をしている訳ではないので⼼配しないで下さいね、 

 > 画像を作っているときは、楽しくって、ついつい時間を忘れてしまうんですよね〜 
 そうですね。

 私も動画・加⼯画を作成してると時間を忘れて没頭する事がよく有るので分かりますよ。(特に動画)
 帰宅早々、UPありがとね。(^_^)

 でも、余り無理はしないように︕
 看護する⽅が看護される⽅になってはシャレになりませんので・・・(笑)

処で、他で私が苛めてるようなレスを⾒ましたが、苛めてるのはstray婦⻑ですので、誤解無きようお願いします。
(笑)

 知らない⼈には本気に取られかねないので・・・(悪者のイメージに取られそうなので)
 苛めて欲しければ別ですが・・・(笑)

画像表⽰の仕⽅が変わったのは驚きましたね。
 私もstray婦⻑の仕業かと思いましたが、どうやら違ったようですね。(笑)
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PS.
私もUPしますので、stray婦⻑、苛めて下さいね。(笑)

 本当はカーディガンさんの「⼼を開いて」のレスにUp使⽤と思ったのですが忘れました。(笑)
 

Re:『もっと近くで君の横顔⾒ていたい』

6727 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-05-07 12:23:40 返信 報告

sakiさんへ
 お帰りなさ〜い︕︕元気なｓａｋｉさんを拝⾒できて とっても嬉しいです♪

 > 画像を作っているときは、楽しくって、ついつい時間を忘れてしまうんですよね〜 
 そうなんですか〜︕ｓａｋｉさんがスーパーウーマンに⾒えてる私です（笑）

『もっと近くで君の横顔⾒ていたい』ですが、泉⽔さんが天⼥になったように感じました︕︕
 七⼣みたいに、天の川の向こう岸でピーターラビットが待っているのかな︖と思いました☆

 ホヤホヤの作品 どうもありがとうございました︕︕

Re:『もっと近くで君の横顔⾒ていたい』

6738 選択 ミキティ 2008-05-07 23:55:48 返信 報告

sakiさん みなさん こんばんは（＾－＾）
  

  sakiさん 素敵な作品をありがとうございます（＾－＾）
sakiさんブルーそしてsakiさんの世界観が広がっているようです(^o^)⼃

  また楽しみにしていまーすヽ(^o^)⼃

 遅くなりましたが初節句おめでとうございます♪
  いろいろとお疲れでしょうから時に⼀休憩なさってゆっくりやすんでくださいね

 私も画像の表⽰ あれ︖と思いました〜
  おっ（笑）いいかも（笑）ですね☆
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坂井さんの好きなカラーの花です

6685 選択 ｍｆ 2008-05-05 19:08:46 返信 報告

花屋さんに売っていたカラーの花です 仕事が忙しく追悼公演に⾏けないので 花を買う事にしまし
た 偲ぶ会の⽩いものはありませんでしたが ピンクと⻩⾊のものがありました 1800円少し⾼い
けど買いました 

Re:坂井さんの好きなカラーの花です

6686 選択 ｍｆ 2008-05-05 19:10:45 返信 報告

蒼いアジサイの花もありました 去年の６/27を思い出しました

Re:坂井さんの好きなカラーの花です

6688 選択 stray 2008-05-05 19:27:59 返信 報告

ｍｆさん、こんばんは。超お久しぶりです︕

泉⽔さんが好きだったカラーの花の画像、ありがとうございます。
 これだけの量で1,800円なら⾼くないでしょう（笑）。

 アジサイは、いろんな⾊が出回ってるらしいです。
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代々⽊公演（１回忌）では、献花台が設けられるそうなので、
ｍｆさんのお気持ちを、泉⽔さんに届けてきますね︕

Re:坂井さんの好きなカラーの花です

6698 選択 ｍｆ 2008-05-06 08:27:05 返信 報告

おはようございます

私の気持も坂井さんに是⾮届けてください ・・・・・
 ありがとうございます 感謝します

私の家の庭にも カラー アジサイ 向⽇葵 台湾菊などを植えてます カラー アジサイ
咲くのが6⽉ぐらいになると思います upの写真は台湾菊です 

⻘⾊系の花が好きですね

Re:坂井さんの好きなカラーの花です

6739 選択 ミキティ 2008-05-08 00:01:01 返信 報告

mfさん みなさん こんばんは☆
  mfさん こんばんは（＾－＾）ご無沙汰です♪

 mfさんのお気持ちがたくさん溢れていますね
 とてもきれいです☆:*:
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退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [6681]「運命のルーレット廻して」と「時計仕掛けのオレンジ」(4) [6684]坂井泉⽔と⼤野愛果(1) [6554]ジェーン・バーキ
ンとの類似①(47) [6673]ZARDと千葉テレビの繋がり（検証映像）(3) [6651]ズムサタ「坂井泉⽔ 展」(5) [6634]⾵(あなた)を感
じて…(10) [6638]⼀周忌追悼特番(WEZARD更新)(0) [6564]ZARD 坂井泉⽔展(11) [6577]11回⽬の⽉命⽇(8) [6582]秘蔵写
真 独占公開(8)

新しい話題を投稿する

« 76 75 74 73 72 71 70 69 68 »

「運命のルーレット廻して」と「時計仕掛けのオレンジ」

6681 選択 stray 2008-05-05 15:02:51 返信 報告

M.Darkさん、こんにちは。

話題が異なるので、別スレにてお答えします。
 「運命のルーレット廻して」は、たしかに泉⽔さん本⼈が「時計仕掛けのオレンジ」

 から連想したと語っています。が、曲（メロディ）からの連想と、詞からの連想の、
 ２つの違ったインタビューがあって、どっちが本当なのか分からないのです（笑）。
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まずこれは、曲（メロディ）から連想したと語っているインタビュー記事です。
（出典︓MFM vol.45）

 あのメロディが、「時計仕掛けのオレンジ」を連想させるとは思えませんし、
 ”アメリカン・ロックじゃなくて、ブリティッシュ・ロックにしたかった”というところに、

 わずかな関連性が⾒られますが、この記事だけで議論すれば、
 ”泉⽔さんのイメージとの乖離”が浮き彫りになるだけでしょう。

Re:「運命のルーレット廻して」と「時計仕掛けのオレンジ」

6682 選択 stray 2008-05-05 15:05:45 返信 報告

つぎに、詞から連想したと語っているインタビュー記事で、具体的で分かり易い、
 読み応えのあるインタビューです。初ライブの可能性にも⾔及しています。

 （出典︓WHAT's IN? 1998年9⽉号）

結論から⾔うと”⾒えない未来への賭け”が共通点だということになりますが、
 「時計仕掛けのオレンジ」のストーリーを知らない⼈には分からない話です。

主⼈公アレックスが刑務所に⼊って選んだ道が、”⾒えない未来への賭け”
 だったわけですが、かつて⾃分が虐待した⼈々から逆にしっぺ返しを喰らいます。

 ⼈⽣の⻭⾞が狂ったアレックスの様が、円盤内をぐるぐる廻るルーレットの⽟の
 イメージに繋がったのではないかと、私は（勝⼿に）想像しています。

⽩い洋服（貼って下さった画像）は、とくに意味はないと思いますが（笑）。

Re:「運命のルーレット廻して」と「時計仕掛けのオレンジ」

6691 選択 M.Dark 2008-05-05 20:15:51 返信 報告

Stray所⻑様 こんばんは
 資料ありがとうございました。（何でもﾎﾟｹｯﾄ驚異ですね）
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泉⽔さんの名前の由来につき 書き込み 話題拡散してしまい
申し訳ありません。（あと⼀⽇です。（笑））

泉⽔さんはよく“個⼈的な体験だけでは限界があるので
 映画などからのｲﾏｼﾞﾈｰｼｮﾝをヒントにしています“といっておられました。

 “時計仕掛けのオレンジ”はｷｭｰﾌﾞﾘｯｸらしくｸﾗｼｯｸ⾳楽を使い映像がきれいですが
 暴⼒描写がきついので好悪がはっきり別れますﾈ。

 （まだ⾒られてない⽅は泉⽔さんのｲﾒｰｼﾞが変わるかもしれませんので
 鑑賞は⾃⼰責任で。（笑））

以前から泉⽔さんは早い時期にこの映画を知っていたのではと思っています。
 “16thサヨナラは今もこの胸に居ます”あたりに

 ﾌｪﾝｼﾝｸﾞ選⼿のようなかっこいい泉⽔さんが登場します。
 これって映画の影響かなって︖おもい画像添付いたしました。

 （このあたり 曲と映像の作成時期がﾋﾞｰｲﾝｸﾞはﾒﾁｬｸﾁｬ︖（笑）
 Stray所⻑ よろしく ご研究を（笑））

続きがあります。

Re:「運命のルーレット廻して」と「時計仕掛けのオレンジ」

6692 選択 M.Dark 2008-05-05 20:17:43 返信 報告

続きです。

次に 泉⽔さん なんでこの映画に興味を持ったんだろうということですが
 アンソニー・バージェスの原作を読めばより判るとおもいますが

 「ナッドサット⾔葉」なるロシア語と英語のスラングを組み合わせた
 “ﾒﾁｬﾒﾁｬ英語”（なにかで泉⽔さん⾔ってた様な︖）が使われています。

泉⽔さんの歌詞には英語が多⽤されますし、発⾳もとてもきれいに感じます。
 TODAY IS ANOTHER DAY、Don't you see!、Get U're Dream なんか

 とてもこなれた感じです。（先⽣いたのかな︖（笑））
 そしてなにより
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 “私は いつも ⾔葉を ⼤切にしてきました・・・”
“⾔葉だけは 負けたくない・・・”

 あのビジュアルだけで通⽤するのに このﾌﾟﾗｲﾄﾞ 強気（笑）
 わたしが泉⽔さんを⾔葉の⼈と想う（妄想）の由縁です。（笑）

傍証ばかりで命名の核⼼にはなかなか迫れません。
 作詩ノートなんかが公開されるといいのにとおもいますが。

 最後はゼットン⻲井刑事の突撃調査にお願いということでしょうか（笑）
 （⻑⽂ 失礼いたしました。）

 

「サヨナラは今もこの胸に居ます」の⽩服

6693 選択 stray 2008-05-05 21:47:53 返信 報告

M.Darkさん、こんばんは。

“時計仕掛けのオレンジ”は超有名な映画で、
 私以上の年代はほとんどの⼈が観ていると思います。

 私は20才の頃、映画館で観ましたが、泉⽔さんはきっと
 ビデオでご覧になったのだと思われます。

「サヨナラは今もこの胸に居ます」の泉⽔さんは、たしかに真っ⽩です（笑）。
 が、⽩のコットンパンツと、⽩シャツの組み合わせで、

 アレックスのフェンシング服と関連づけるのは強引すぎるでしょう（笑）。
 

坂井泉⽔と⼤野愛果

6684 選択 KOH 2008-05-05 18:03:45 返信 報告

今回紹介したい楽曲は「fall apart again」⽇本語題は
 「明⽇もし君が壊れても」です。
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http://www.filebank.co.jp/wblink/36875248cdb54a236e6b33e6e2d25906
WANDSの楽曲で坂井泉⽔作詞・⼤野愛果作曲で世に出ました。

 そして泉⽔さんもAL「時の翼」でセルフカバーしてますね。
 ⼤野さんも⾃⾝の1stAL「Shadows of Dreams」でセルフカバーされています。

 ⼤野さん⽈く、「⾃分が真っ暗な空間に放り出されたかのような気分の時に作った曲」と⾔われるだけあって曲調にもそれが
反映されてるのですが、泉⽔さんの詩の⽅もそれに合わせたかのような詩ではじまり、⼀筋の光を⾒いだし未来へとつなごう
という詩ですが、もしかしたら泉⽔さんと⼤野さんとで何らかのコミュニケーションがあったのかなぁ〜なんて想像しながら
⼆つの楽曲を聴いています。でもこの曲のヴォーカル表現に関しては⼆⼈は正反対ですね〜（笑）

Re:坂井泉⽔と⼤野愛果

6689 選択 stray 2008-05-05 19:50:44 返信 報告

KOHさん、こんばんは︕

⼤野さんは倉⽊⿇⾐のイメージが強くて、声も歌い⽅も倉⽊さんに似てますよね。
 たしかに、泉⽔さんとはヴォーカル表現が正反対ですが、

 ⼤野さんはこういう歌い⽅（英語なのでなおさら）しか出来ないのかも。

⼤野さんのアルバムのブックレットを読み直して、１つ発⾒がありました︕
 ⻑⼾御⼤はパロディ・センスが抜群で、B.B.クィーンズはB.B.キングにかけたもの、

 Mi-Keは、「さよなら⼈類」でミリオンセラーを記録した「たま」を意識したものだ、
 と書かれていました。Mi-KeとZARDはデビューが同時なので、

 坂井泉⽔の芸名は、《井泉⽔》＋《坂道》の可能性が⼤有りですね︕（笑）
 KOHさんがアップしてくれたおかげでです（笑）。

ジェーン・バーキンとの類似①

6554 選択 stray 2008-04-25 19:45:54 返信 報告
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皆さんこんばんは︕

泉⽔さんの写真に、ジェーン・バーキンの写真との類似を数点⾒つけました。

もちろん単なる偶然という可能性もありますが。

ジェーン・バーキンとの類似②

6555 選択 stray 2008-04-25 19:48:15 返信 報告

 
ジェーン・バーキンという⼈は、表情が厳しいですね。

 笑った写真を⾒つけるのが⾄難でした。

泉⽔さんがすっごく”にこやか”な⼈に⾒えます（笑）。

ジェーン・バーキンとの類似③

6556 選択 stray 2008-04-25 19:50:39 返信 報告

 
2004年2⽉に来⽇したときのもの。

 タワーレコードの企画で、井上陽⽔さんとコラボ。
 タワーレコードのポスター（別ショットですが）にもなったそうなので、

 泉⽔さんはきっと⾒ているはずです。

ジェーン・バーキンとの類似④

6557 選択 stray 2008-04-25 20:15:05 返信 報告

1980年公開の映画『エゴン・シーレ〜愛欲と陶酔の⽇々』より。
 ジェーン・バーキンは⾃由奔放な⼥性だったようです。
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蒲池幸⼦写真集「ノクターン」は、憧れの⼈”バーキン”の影響なのか…。
そもそも泉⽔さんのロングヘアーは、”バーキン”の影響︖

 興味のない⼈は⾒ないで下さい。

ttp://zard-lab.net/c-4.jpg

Re:ジェーン・バーキンとの類似点

6560 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-04-25 22:07:25 返信 報告

こんばんは︕
 さすがZ研︕ さすが所⻑︕（笑）

私は、まったくファッションとか分からないのですが・・・、たしかに、影響を受けているように感じますね。
 どの時期（初期からかな︖）から、泉⽔さんは作品に対して、セルフプロデュースしていたかって、考えられますか

ね︖
 撮影時のコーディネート（髪型も含む）、ポーズ等、任せてもらってないと、⾃分のカラーが出せないですよね。

君ディスのジャケ写も、時期的なタイミングもバッチリだし、コレって⼤発⾒︖
 所⻑︕ この類似点て、以前から知ってたんですか︖

 

Re:ジェーン・バーキンとの類似①

6561 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-04-25 22:17:57 返信 報告

こんばんは、すごいですね︕
お疲れ様です。(笑)
撮影スタッフの撮影秘話がほしいところですが、難しいでしょうね。

 画像はジェーン・バーキンさん、
 詞に対する⼼構えは光野桃さんの影響がないかと睨んで検証してみます。

 

意識してるのかな︖

6562 選択 シヴァ 2008-04-25 22:24:49 返信 報告
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ｓｒｔａｙ所⻑さん、こんばんは︕

バーキンと⾔ったらエルメスのバッグと思う⼈も多いでしょうね。
 試しにネットで調べてみたら⼀千万円以上するのが売り切れてました。

 世の中にはすごい⼈がいるもんですね〜。

確かに泉⽔さんが真似してるような気もしますね。
 ジェーン・バーキンの映画は観たことないんで、観てみようかなって思ってます。

 １９４６年⽣まれということなので、１９６９年の「ガラスの墓標」っていうのにしようかなって思ってます。

明⽇は「グロリア」を観る予定です。
 感動するらしいので今から泣く気満々です︕

あと泉⽔さんはオードリーと吉永⼩百合さんも憧れの⼥性って⾔ってたような・・。
 私もオードリーは好きなので何本かの映画を観ています。

 「ティファニーで朝⾷を」を観た時、オードリーがタバコを吸うシーンが多くてショックを受けたことがありますね
〜。

Re:ジェーン・バーキンとの類似点

6563 選択 stray 2008-04-25 23:03:47 返信 報告

部⻑、こんばんは︕

私も⼥性のファッションはまったく分かりません（笑）。
 泉⽔さんセルフプロデュースになったのは、AL『TODAY IS …』からなので、

 1996年頃からですねぇ。ただ、ジャケ写については「ほとんど私服です」と⾔ってますので、
 ファッションに関しては、初めから⾃⼰主張が通っていたのではないでしょうか。

 類似性に関しては、⼥性陣のご意⾒を待ちましょう︕（笑）

> 所⻑︕ この類似点て、以前から知ってたんですか︖ 
 いやいや、ジェーン・バーキンなる⼥性は１週間前まで知りませんでした（笑）。

 泉⽔さん以外に興味ないからね〜（笑）。
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シヴァさん、こんばんは。
バッグが１千万円︕︕︕︕︕ アンビリーバボーです（笑）。

 「グロリア」の感想を是⾮お願いしますね︕

アネ研さん、こんばんは。
 > 詞に対する⼼構えは光野桃さんの影響がないかと睨んで検証してみます。 

 光野桃さんの著作を、BOOK OFF で３冊も買われたそうで（笑）。
 カメさんにしては地味な捜索活動ですなあ（笑）。

 

Re:ジェーン・バーキンとの類似①

6567 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-04-26 03:10:46 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑さんへ
 > 泉⽔さんの写真に、ジェーン・バーキンの写真との類似を数点⾒つけました。 

 さすが〜︕︕待っておりました〜♪♪このような資料を本当にありがとうございます︕︕

それでは『ｍｅｇａｍｉのファッションチェ〜ック(●>ω<)ﾉ』をさせていただきます。
 （夢だったので 拙い解説で申し訳ありませんが 今回だけその気にさせて下さ〜い︕

（願））

ファッションチェックですので お洋服のない④についてはノーコメントで〜す︕︕
 ①について 体のラインが出ないざっくりとしたニット素材という点で似ていますね〜

 マイクを持つ⼿と逆の⼿を頭につけているのでしょうか︖（謎）
 ②について こちらは⾊使いを⾒ていただいたら⼀⽬瞭然なので解説不要ですね︕︕

 ③について こちらはファッション誌によるとワントーン・コーディネートといえるでしょうか︖
 同系⾊のストール（マフラー）を巻くことによって 全⾝のイメージに統⼀感が出て美しいと思います。

 髪の⽑の⾊も考えたと思われる⾊選びが素晴らしいと思いました。

お⼆⼈共 全体的にシンプルな装いなのに とても雰囲気があって 無意識にご⾃⾝のナチュラルさが強調されて印
象的ですね︕︕

拙い解説 ⼤変失礼致しました〜︕︕夢が叶って幸せなｍｅｇａｍｉでした・・・どうもありがとうございましたヽ
(*ゝω･*)ﾉ 
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光野桃「ソウルコレクション」

6569 選択 stray 2008-04-26 11:47:03 返信 報告

megamiさん、皆さんこんにちは︕

光野桃「ソウルコレクション」が届きましたよ。
 たしかに、megamiさんがメモしていた⽂章がありました︕

が、しかし（笑）、
 ”この作品は『モア』1997年1⽉号から1998年12⽉号までに連載されたものに、

 加筆、訂正し、さらに書き下ろしを加えたものです。”
 とあります。

エッセイにはナンバリングがふってあり、「触発される」は章タイトルのようです。
 バーキンがブルドッグを従え、素肌にタキシード（どんな格好なんだ︕）着て笑ってる

 写真を⾒ながら書いた⽂章のようなので、”書き下ろし”の部分なんじゃないでしょうかねぇ。

ん〜、年代が合いませんなあ、残念。

Re:光野桃「ソウルコレクション」

6570 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-04-26 12:04:43 返信 報告

stray所⻑さんへ
 こんにちは☆早速ｕｐしていただいて ありがとうございました︕︕

 >バーキンがブルドッグを従え、素肌にタキシード（どんな格好なんだ︕）着て笑ってる写真を⾒ながら書いた⽂章
のようなので、 

 >”書き下ろし”の部分なんじゃないでしょうかねぇ。 
 > ん〜、年代が合いませんなあ、残念。 

が〜ん ショックです・・・でも私はまだ諦めません︕︕
 泉⽔さんのデビュー前からファッション誌に書かれた⽂章の中に同じような表現を使ってるハズなので 何としても

探し出したい気持ちになっておりま〜す♪♪
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セルフプロデュースについて・・・

6571 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-04-26 14:31:00 返信 報告

こんにちは。

ttp://d.hatena.ne.jp/moon2/20070725
 セルフプロデュースに関しては、以前moonさんの所で話題にしたことがあります。

 紹介された、葉⼭さんの記事（'95・6）を読んで、本当はいつ頃からなのか気になりました。

moonさんも、正式にクレジットされたのは「Today is another day」からだと仰っていましたが、
 もっと前から実質的にプロデューサー的な仕事をしていたのかもしれないとも、仰っていました。

 何故か私は、このことが気になっていまして・・・、所⻑にも伺った次第です。

>「forever you」のproducerはB.M.F.と書いてあって、誰か特定の個⼈ではなさそうだし。 
 と、moonさんが書かれていますが、”B.M.F.”って、⼼当たりありますか︖

 変なこと聞くなよって、⾔われそうですね・・・（汗）。
 私は、ZARD素⼈なんで（笑）、丁寧に教えてちょ︕

 

Re:セルフプロデュースについて・・・

6572 選択 stray 2008-04-26 16:13:25 返信 報告

部⻑、こんにちは。
 誰かに「部⻑はZARDに関して素⼈だから」とでも⾔われたんかいな（笑）。

B.M.Fは「Being Music Factory」の略。

1994年に、Beingは B.M.F（Being Music Factory)へ社名変更してます。
 「⾳楽制作集団ビーイング」という意味でしょう。

 現在は「Being GIZA」グループを統括する会社です。

ZARDに限らず、1994年後半のBeing作品は「produced by B.M.F」になってるはず。
 ZARDのSgは「あなたを感じていたい」「Just believe in live」の２曲。
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ＴＶ・雑誌から姿を消したZARDが、雑誌に再登場するのが1995年3⽉の
AL『forever you』からで、これも「produced by B.M.F」になってます。

 この頃、⻑⼾⽒が突然⽿の病気でプロデューサーを引退したと⾔われており、
 1995年6⽉発売の「愛を⾒えない」を機に、プロモーションビデオも刷新

 （静⽌画の泉⽔さんから動く泉⽔さんへ）されてることから、
 1995年3⽉頃が、泉⽔さんセルフプロデュースになった実質上の時期でしょう。

 

Re:光野桃「ソウルコレクション」

6573 選択 stray 2008-04-26 16:46:10 返信 報告

megamiさん、こんにちは。

> が〜ん ショックです・・・でも私はまだ諦めません︕︕ 
 あはは、まだまだ諦めるのは早いですよ。

 徹底的にやりましょう︕（笑）

> 泉⽔さんのデビュー前からファッション誌に書かれた⽂章の中に同じような表現を使っ
てるハズなので 何としても探し出したい気持ちになっておりま〜す♪♪ 
たしかに、この⽂章は辻褄が合わない部分があります。

 後半で、”真っ⾚な⼝紅に、⻑い真っ直ぐの髪。”と書いてますが、
 50才のバーキンの写真は、すでにショートヘアですからね（笑）。
 前半と後半は、書いた時期がまったく違ってて、前に書いた、

 「⼼の中に、いつまでもたっぷりとした⽔を湛えた、尽きない泉を持っているのだろう。」
 を思い出して、前半部分にくっつけた可能性も⼤有りです。

ブルドッグを従えたバーキン

6574 選択 stray 2008-04-26 16:54:28 返信 報告

⽝の中で、唯⼀「睡眠時無呼吸症候群」になる可能性があるのが、ブルドッグなんだそうです。
 ⼈間が作った⽝種で、アゴが極端に⼩さいので、気道がすごく狭いんだとか。

 ⾔われてみれば、散歩しているブルドッグは、みな息が荒いような気がします（笑）。
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バーキンがブルドッグを従えて（踏みつけてると⾔ったほうが正しい）笑ってますが、
タキシードは着ていませんので、ソウルコレクションに書かれている写真ではなさそうです。

う〜ん・・

6576 選択 シヴァ 2008-04-26 21:12:57 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑さん、こんばんは︕

「グロリア」、観たんですけど・・。う〜ん・・。
 確かに「レオン」に似てますが・・。「レオン」のほうがおもしろいような気が・・。

 感動しませんでした・・。もちろん私の個⼈的な感想なので好きな⽅、ゴメンなさい。

映画は泉⽔さんとあんまり気が合わない・・。（ＴＴ）
 ⾳楽の好みはすごい似てるのに・・。（＞＜、）

バッグが１千万円以上なんて信じられませんよね︕
 あっそうそう、９８０万円のはまだ在庫がありましたよ︕１４００万円以上なのになんと４００万円も値引きされて

ました︕
 それにダイヤをたくさん使っていて綺麗でした︕

 このチャンスに奥様に是⾮プレゼントしてあげてくださいね︕
 

Re:光野桃「ソウルコレクション」

6578 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-04-27 15:10:00 返信 報告

stray所⻑さん こんにちは︕
 > あはは、まだまだ諦めるのは早いですよ。 

> 徹底的にやりましょう︕（笑） 
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⼒強いお⾔葉 本当にありがとうございます︕︕︕
元気をいただいたので また⼼当たりを調べてみます♪♪

お⼝直しにコナンを

6587 選択 stray 2008-04-28 08:42:04 返信 報告

シヴァさん、おはようございます。

「グロリア」はダメでしたか…。感動するかどうかは感性の問題なので、どうにも。
 お⼝直しにコナンの「戦慄の楽譜」はいかがでしょう。

 うちの息⼦が観てきたのですが、親に似て⾟⼝なヤツが「感動した」と⾔ってましたよ（笑）。
 pineさんから破壊星⼈クンをお借りして、私も観に⾏きたい︕︕（笑）

１千万円のバッグは宝⽯付きですか︕
 バッグに宝⽯付ける必要がどこにあるんだか分かりませんが、

 うちのカミさんには「豚に真珠」ですな（笑）。

megamiさん 所⻑さんへ

6592 選択 pine 2008-04-28 19:42:36 返信 報告

megamiさん こんばんは

私もmegamiさんと同じく、泉⽔さんと同世代（←ちょっと下）カッコ内を強調して下さいね（笑）なのですが、育
った環境が違いすぎたようで、ジェーン・バーキンも光野桃さんもヴァンテーヌも何ひとつ知りませんでした。
（汗）

 今回教えていただいた光野桃さんの著書が、近くの図書館に何冊かあるようなので読んでみようと思います。
 megamiさんのヴァンテーヌ･ヴァンサンカンで読まれたという記憶に間違いがなければ、同じ出版社から出ている

「贅沢スタイル（１９９６）」が気になるのですが。
 図書館にあるので、借りてみますね。

所⻑さん こんばんは
 >pineさんから破壊星⼈クンをお借りして、私も観に⾏きたい︕︕（笑） 
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破壊星⼈でよろしければ、いつでもお貸ししますよ（笑）
コナンも好きですし…。ただ、暗い所と喧しい所が嫌いなので、映画館には⼊れません。悪しからず

怒られますよ︕

6594 選択 シヴァ 2008-04-28 21:54:57 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑さん、こんばんは︕

> お⼝直しにコナンの「戦慄の楽譜」はいかがでしょう。 
 > うちの息⼦が観てきたのですが、親に似て⾟⼝なヤツが「感動した」と⾔ってましたよ（笑）。 

 「コナン」はＴＶもマンガも⾒てないので、登場⼈物の設定とかが全くわからないんです・・。
 でも作者の⽅（名前が出てこない）がＺＡＲＤの⼤ファンとウィキペディアに書いてあったので、

 単⾏本を買おうかなって思ったことがあります。
 映画でも⼦供向けのものは好きなので、読んでみると好きになるでしょうね。

> １千万円のバッグは宝⽯付きですか︕ 
> バッグに宝⽯付ける必要がどこにあるんだか分かりませんが、 

 > うちのカミさんには「豚に真珠」ですな（笑）。 
 なんてことを・・。

 怒られますよ︕こうなったら罪滅ぼしに本当に買うしかありませんね︕
 

ｐｉｎｅさんへ

6597 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-04-28 23:00:57 返信 報告

こんばんは︕
 ｐｉｎｅさんレスありがとうございます︕

 > 今回教えていただいた光野桃さんの著書が、近くの図書館に何冊かあるようなので読んでみようと思います。 
 お近くに図書館があるとは とても便利な環境にお住まいですね♪

 > megamiさんのヴァンテーヌ･ヴァンサンカンで読まれたという記憶に間違いがなければ、同じ出版社から出ている
「贅沢スタイル（１９９６）」が気になるのですが。 

 どうかチェックをよろしくお願い致します︕︕

https://bbsee.info/straylove/id/6554.html?edt=on&rid=6594
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6594
https://bbsee.info/straylove/id/6554.html?edt=on&rid=6597
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6597


また感想などを教えて下さいネ︕

Re:ジェーン・バーキンとの類似①

6601 選択 M.Dark 2008-04-29 01:18:37 返信 報告

[6554]stray:
 > 皆さんこんばんは︕ 

 > 泉⽔さんの写真に、ジェーン・バーキンの写真との類似を数点⾒つけました。

strayさん、皆さん、こんばんは︕
 先⽇、初めて書き込みさせて頂きましたM.Darkです。

根がノロマなことと、投稿ルール/マナーに暗いので失礼な点あればご容赦願います。
 （こういうの⻲レスって⾔うらしいですね。）

strayさんへ
 所⻑以下すばやい展開ですね。感服しています。

 バーキンについて記憶さだかでなかったので⾃分なりに
 調べていたら泉⽔さんポーズの写真あるんですね。

 驚きました。
 さらに、その写真の下に（これら商品を購⼊された⽅は、次の様な商品も購⼊されています）云々のコメントと共に

俳句関連の書籍が2,3冊・・・ん︖これって・・・（驚）
 謎解明は近いでしょうか（喜）

megamiさんへ
 気になってﾈｯﾄで井泉⽔を検索してたら私と同じような意⾒

 の⽅が（中には泉⽔さんを男性と勘違いされた⽅も）
 あと３⼈はみえるようです。（笑）

 情報があまりありませんのでバーキンのような華麗な展開は無理です。（笑）

ロケ地調査隊の皆様へ
 以前PVロケ地調査されてましたですね。

 ああいうのって好きなんです。

https://bbsee.info/straylove/id/6554.html?edt=on&rid=6601
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 ゼロ戦⼯場発⾒の時は オオッ︕︕って感じでした。
機会があれば再開お願いしたいです。

以上 ロム専、⻲レスのDarkでした。

懸賞⾦でないかな︖

6602 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-04-29 01:48:33 返信 報告

M.Darkさん、こんばんは
 > ロケ地調査隊の皆様へ 
 と

 > ⻲レスのDarkでした。 
 の⻲に反応してしまいました。

 この登場のしかたどこかでみたことありますが・・・

実は、いくつかのロケ地は追ってるのですが、なかなか情報も噂話も出てこないのです。（涙）
 世間はＧＷですが、みなさんの情報、お待ちしています。（笑）

ゼットン・⻲井

Re:懸賞⾦でないかな︖

6603 選択 M.Dark 2008-04-29 02:47:44 返信 報告

 
アネ研さん こんばんは はじめまして︕

> この登場のしかたどこかでみたことありますが・・・

いえいえ、先週がネットデビュー初⽇の正真正銘の
 ロム専です。（笑）

 このアネ研さんへの返信が３つ⽬の書き込みになります。
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お名前はよく存じ上げておりました。
いつも情報頂くばかりで 

 まず お礼申し上げねばなりませんね。
 ありがとうございました。

今⽇は 休⽇まえなので夜更かししています。
 ⼜、時折書き込みさせて頂きますので

 宜しくお願いします。

M.Darkさんへ

6609 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-04-29 15:59:57 返信 報告

M.Darkさん わざわざレスをいただきありがとうございました︕︕
 とっても嬉しかったです♪♪

 > 気になってﾈｯﾄで井泉⽔を検索してたら私と同じような意⾒の⽅が（中には泉⽔さんを男性と勘違いされた⽅も） 
 > あと３⼈はみえるようです。（笑） 

 ４⽂字中３⽂字まで同じというのは すごい確率ですよね︕
 ｓｔｒａｙ所⻑さんがおっしゃったように 所属会社名の読み⽅は「せんすい」ですね︖

 泉⽔さんが「俳⼈・井泉⽔」をご存知だったのか 所属会社の社⻑さん（泉⽔さんのご親戚の⽅︖）が 俳句にお詳
しくてご存知だったのか分かりませんが、

 確かに関係がありそうだと思いました。
 M.Darkさんのおかげで 難しいと思ってしまう俳句を、⾝近に感じることができました☆

もうひとつ『華麗な展開』と名付けていただき 感謝しております♪
 こちらはすべて ｓｔｒａｙ所⻑さんの「捜査⼒」と「何でもポケット（GTOさんが名付けられました・・・）」の

おかげで〜す︕︕（笑）

Re:懸賞⾦でないかな︖

6614 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-04-29 22:17:07 返信 報告
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こんばんは、M.Darkさん、
はじめまして、でしたね。

 かさねがさね、失礼しました。

ＧＷには井泉⽔さんの作品に触れてみようと思います。
 こちらこそ宜しくお願いします。

 

Re:ジェーン・バーキンとの類似①

6621 選択 ⼭茶花 2008-04-30 16:22:25 返信 報告

strayさん、こんにちは。

> 泉⽔さんの写真に、ジェーン・バーキンの写真との類似を数点⾒つけました。 
> もちろん単なる偶然という可能性もありますが。

確かに姿、スタイルと⾔い、似てる写真ですね。
 ①②③と、画像を⾒⽐べてみました。

 よくこんな似てる写真を持ってこられたものですね(笑)
 ⼤体、ジェーン・バーキンと⾔う⼈すら知らなかったです。

 ⼤分遅れましたが、私も⼀⾔、コメントさせていただきました。
 

六本⽊界隈

6626 選択 M.Dark 2008-05-01 02:59:52 返信 報告

アネ研さん こんばんは
  

> ＧＷには井泉⽔さんの作品に触れてみようと思います。

私の思いつきのような意⾒で所員の皆さんを煩わす事に
 ならないか気が引けましたのでもう少し調べてみました。

泉⽔さんつながりの要点を速報しておきます。
 ・井泉⽔⽒の拠点は⿇布だったそうです。
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 ・菩提寺は六本⽊でｽﾀｼﾞｵﾊﾞｰﾄﾞﾏﾝの側（400m程度）
 （名前は載せていいのか不明なので所⻑判断です）

 ・⼈となりは極端で 幼いころから酒、タバコの⽣活
  ⿇布中学-⼀⾼からは句作に⽬覚め⼤変⾝

  （ﾄﾞﾗｽﾁｯｸな変⾝は泉⽔さん似︖（酒タバコはなしで））
  俳句より⼈物が⾯⽩そうです。（笑）

  （こんなことは今まで知りませんでした）
 ・句碑「泉あり ⻘空は ⼿にして いただく」が著名

  
 港区の著名⼈なので近在の⽅々は知っていたかも︖

 ZARD以降は泉⽔さんの⽣活圏内
 命名時 泉⽔さん どこに住んでたんだろう︖

 （アネ研さん フォロー願います（笑））

本⽇これまで ご検証ねがいます。
  

Re:六本⽊界隈

6628 選択 stray 2008-05-01 12:17:15 返信 報告

M.Darkさん、こんにちは︕

すごい情報が出てきましたね︕
 megamiさんを⾒捨てて、M.Darkさんの情報を追いたくなってきました（笑）。

「若い頃から」ならまだしも、「幼いころから酒、タバコの⽣活」って⾔うからには、
 ⼩学⽣くらいから嗜んでたのでしょうか（笑）。

 ZARD以降は、バードマン近くのマンションに住んでいた、という話を聞いたことが
 ありますが、単なる噂話なのか、確証がある話なのか真偽は定かでありません。

 が、仕事場からは⼗分「近在」ですから、知っていた可能性は⼗分あります︕

https://bbsee.info/straylove/id/6554.html?edt=on&rid=6628
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6628


「泉⽔」の由来はいろいろ想像できるのですが、「坂井」は想像つきませんね。
⺟親の旧姓あたりが有⼒ですが、確かめようがありませんし…。

 井泉⽔の「井」を苗字に廻して、響きの良さから「坂」を付けたとすれば、
 いくらか合理的な説明になります。「⻲」でなくてよかった（笑）。

価値有る情報ありがとうございました︕
 菩提寺は内緒でお願いします。興味ある⼈は⾃⼒で⾒つけるはずですので（笑）。

M.Darkさん ｓｔｒａｙ所⻑さんへ

6629 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-05-01 12:33:50 返信 報告

M.Darkさん、こんにちは︕
 素晴らしい情報ありがとうございました〜♪調べたらもっと何か出てきそうですね︕︕

 『華麗な展開』されてますよ（笑）続報を期待しておりま〜す♪

ｓｔｒａｙ所⻑さん こんにちは〜☆
 > megamiさんを⾒捨てて、M.Darkさんの情報を追いたくなってきました（笑）。 

 所⻑さん ひど〜い ｡゜ﾟ(>ヘ＜）ﾟ ゜｡（笑）
 でも確かに泉⽔さんに近そうですね︕ゾクゾクしてきました〜♪

M.Darkさんへ

6632 選択 アネ研  ◆craoLd8Ou2 2008-05-02 00:08:18 返信 報告

こんばんは、
 私も急にこっちの説に傾きました。（笑）

 ｍｅｇａｍｉさん、めんご︕
 「井泉⽔」が萩原井泉⽔さんからと仮定しての空論ですが、⼀年前に献花と記帳にＢe－ｉｎｇに⾏った⼈は解ると思

いますが、⿃居坂という凄く急な坂の上にＢｅ－ｉｎｇは、あるんです。
 もしや、事務所に電⾞と徒歩で⾏った泉⽔さんが、「坂」の印象が超強くて「坂」をつけてというのは、どうでしょ

うか︖
 Ｍ．Ｄａｒｋさん、この説、ひょっとすると、ひょっとするかもしれませんね。（笑）

https://bbsee.info/straylove/id/6554.html?edt=on&rid=6629
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6629
https://bbsee.info/straylove/id/6554.html?edt=on&rid=6632
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6632


 暗闇坂

6649 選択 M.Dark 2008-05-03 02:15:48 返信 報告

アネ研さん 皆さん こんばんは
 意⾒を持ち寄ると研究（妄想）が進みますね。（笑）

> もしや、事務所に電⾞と徒歩で⾏った泉⽔さんが、「坂」の印象が超強くて「坂」をつけてというのは、 
 どうでしょうか︖

献花式に参加されたのですね。
 現地の地形を体感された⽅ならではのご意⾒と

 拝察いたしました。
 アネ研さんに触発され⿇布近辺の地図を眺めると

 坂の多い地域で あるんですね いろいろな坂が︕
 ⿃居坂 潮⾒坂 芋洗坂 仙台坂 そして 暗闇坂︖︕

 ﾃﾞﾋﾞｭｰｼﾝｸﾞﾙC/W「愛は暗闇の中で」と同じ名前の坂ですね。
 （ﾊﾟﾝﾁのきいた良い曲でﾀｲﾄﾙもいいなと思っています）

そこで研究（妄想）中間報告１
 ⻑⼾社⻑︓蒲池くん、“ざーど”ってＧｒ名も決まった      し、君の名前どうしょうか︖

 泉⽔さん︓そうですねー（すこし⿐にかかった声で）
      どなたか由緒ある詩⼈から⼀部

      お借りできないですかね︖
 某関係者︓荻原井泉⽔っていう⽅が近在の著名⼈だけど      男だしね

 泉⽔さん︓その⽅の“泉⽔”をお借りして
     “いずみ”ってどうかしら。

      坂の多い⼟地なので“坂井”として
      坂井泉⽔では。

 ⼀同  ︓ウン 清々しい感じでいけるかもしれないね。
 ⻑⼾社⻑︓蒲池くん、いや“泉⽔”くん、C/W曲の作詩も

      急いでほしいんだけど まにあうかな︖
 

https://bbsee.info/straylove/id/6554.html?edt=on&rid=6649
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6649


 
⻑⼾社⻑︓それと⾼野君（映像担当）この間の
     Good-bye My LonelinessのPVだけど

      ﾌﾞﾛﾝﾃﾞｨと泉⽔くんのｲﾒｰｼﾞ合わないので 
      没ね。（strayd所⻑⾵に（笑））

 泉⽔さん︓あの 私 ﾊﾞｰｷﾝが好きなんですけど
 ⻑⼾社⻑︓あっ それ いいかもしれない。

      それじゃ鈴⽊君（アート担当）と
      良く相談して。

デビュー当初の慌ただしい時期このようなやり取りが
 なされたのではないかと考えます。（笑）

Stray所⻑ megamiさん 
 このような作業仮説での研究⽅針ですがいかがでしょうか︖（笑）

 

Re:暗闇坂

6650 選択 アネ研  ◆craoLd8Ou2 2008-05-03 08:38:47 返信 報告

M.Darkさん、おはようございます。
 すばらしい幻想劇場ですね。（いまのところ）

 暗⿊坂は、Ｂｅ-ｉｎｇ前の⿃居坂を下って⾏った所の坂ですね。
 Ｚ研カフェでも扱ってるたい焼き屋さんも近くでし、泉⽔さんがこの辺を散策していた可能

性もありますね。
 ♪「愛と暗⿊の中で」の歌詞に「坂道のように転がる」とかあれば熱いんですがね、しい

て、無理やりあげれば「踊る」がこの辺に当時はディスコがあったことくらいでしょうか。
 参考に地図を貼っときます。

 こんなのしかありませんでした。
 続きは坂マニアの⽅、宜しくお願いします。

Re:暗闇坂

https://bbsee.info/straylove/id/6554.html?edt=on&rid=6650
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6650
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/126c2da128e5b044dc53405c25b4d8de.jpg


6653 選択 stray 2008-05-03 13:30:34 返信 報告

M.Darkさん、こんにちは。

いささか妄想が過ぎるような気がしますが（笑）、とても⾯⽩く拝⾒しました。
 「泉⽔」は「せんすい」と読むのが⼀般的で、実際に地名や姓に使われていますが、

 「いずみ」と読ませるのは、泉⽔さんが先駆者なんじゃないでしょうか。
 坂井泉⽔さんが存在しなければ、「いずみ」と読む⼈は、まずいないでしょうし、

 パソコンで「いずみ」が「泉⽔」に変換されることもなかったでしょう。

泉⽔さん本⼈も「坂井泉⽔って読めなくて、男だと思われていたり…」
 （92/04/22 NAC5）と語ってるように、とっても⼤胆な命名だったのだと思います。

 真相は、関係者に直接聞く以外にないでしょうね（笑）。
 弟さんのレストランが開店したら、⾜繁く通って、聞いてみるとか（笑）。

アネ研さん
 ♪「愛と暗⿊の中で」じゃなくって、「愛は暗闇の中で」ですからね（笑）。

 「坂道のように転がる」って、そんな⼈⽣転落みたいな歌詞はないでしょう（笑）。
 Ｂｅ-ｉｎｇの周りは「坂」が多いのですね。こんな坂道地図まであるとは︕

 さすがカメさんです（笑）。「坂マニア」なんているの︖（笑）
 

名字の件なのですが…

6654 選択 ⿊杉 2008-05-03 16:45:01 返信 報告

stray所⻑さん、こんにちは。M.Darkさん、始めまして、⿊杉と申します。
 横からしゃしゃり出る事を、お許し下さい。

stray所⻑さんの発⾔に思わず反応してしまい、居てもたってもいられなくなりました。

> 「泉⽔」は「せんすい」と読むのが⼀般的で、実際に地名や姓に使われていますが、 
 > 「いずみ」と読ませるのは、泉⽔さんが先駆者なんじゃないでしょうか。 

 > 坂井泉⽔さんが存在しなければ、「いずみ」と読む⼈は、まずいないでしょうし、

https://bbsee.info/straylove/id/6554.html?edt=on&rid=6653
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6653
https://bbsee.info/straylove/id/6554.html?edt=on&rid=6654
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6654


stray所⻑さん、私は沖縄県在住ですが、「泉⽔」でそのまま「いずみ」と読ませる名字の⽅、私の周りに御⼀⼈だけ
いらっしゃいます。

 残念ながら、会社のお客様ですので⾯識は無いのですが、確かに「いずみ」と云う名字の筈です。

沖縄には⾮常に変わった名字が多いのですが、例えば、
 「仲村渠」これは「なかんだかり」と読みますし、

 「東⾵平」これは「こちんだ」と云う地名、
 「南⾵原」これも「はえばる」と云う地名と、⼀⾵変わった苗字と地名で溢れかえっていますが、さすがに「泉⽔」

でそのまま「いずみ」と読ませる⽅に出会ったのは初めてでした。
 ですから、この⽅は本州御出⾝の⽅なのだろう、と思っていたのですが、本州でも珍しい名字なのですか?

だとすると、坂井さんは本当に何処から御⾃分のお名前を名付けられたのでしょう︖

Re:暗闇坂

6657 選択 アネ研  ◆craoLd8Ou2 2008-05-03 18:48:13 返信 報告

おかえりなさい。(挨拶に困る時間帯です） 
 > アネ研さん 

 > ♪「愛と暗⿊の中で」じゃなくって、「愛は暗闇の中で」ですからね（笑）。 
 泉⽔さん、みなさん楽曲の題を間違えてごめんなさい。（汗）

> 「坂道のように転がる」って、そんな⼈⽣転落みたいな歌詞はないでしょう（笑）。 
 がははは、私に思いつくフレーズを泉⽔さんが使うわけないですね。(笑)

> さすがカメさんです（笑）。「坂マニア」なんているの︖（笑） 
 居そうです︕(笑)

暗闇坂
 http://www.tokyosaka.sakura.ne.jp/minato-kurayamizaka.html

⿃居坂
 http://www.tokyosaka.sakura.ne.jp/minato-toriizaka.html

 

https://bbsee.info/straylove/id/6554.html?edt=on&rid=6657
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6657


Re:暗闇坂

6659 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-05-03 19:28:12 返信 報告

みなさん、こんばんは。
 話が逸れて申し訳ありませんが・・・。

>> さすがカメさんです（笑）。「坂マニア」なんているの︖（笑） 
> 居そうです︕(笑) 

 居ますよ︕(笑)
 タモリさんがそうです。

 ちなみに、⽇本坂道学会副会⻑が、タモリさんですよ︕(笑)
 http://www.246.ne.jp/~jun-nara/SAKA/SAKA.html

この話、有名なのでご存じでしょうが、著書まであります。
 http://shop.kodansha.jp/bc/books/topics/sakamichi/

 

またしても「千葉」が・・・

6660 選択 stray 2008-05-03 20:15:42 返信 報告

皆さん、こんばんは。

このサイト↓によると、「泉⽔」姓は全国に２千⼈ほどいるようです。
 http://homepage1.nifty.com/forty-sixer/se.htm

で、少数派ながら「いずみ」「せんずい」と読む⼈もいるようです。
驚きなのが、「泉⽔」姓の59%が『千葉』なのです︕︕

 またしても”千葉の影が”︕︕（笑）

千葉にお住まいの⽅は、電話帳の「い」のページに、「泉⽔」姓がないかどうか、
 ⾄急お調べ願います（笑）。

Re:⽊更津の泉⽔さん

https://bbsee.info/straylove/id/6554.html?edt=on&rid=6659
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6659
https://bbsee.info/straylove/id/6554.html?edt=on&rid=6660
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6660


6661 選択 匿名 2008-05-03 20:55:00 返信 報告

こんばんわ〜〜〜
 ⽊更津には泉⽔さんがいっぱいありますよ︕

 でも、全部「せんすい」さんでした。

「泉」「和泉」「いづみ」ならあるのですが。

残念です・・・・
 

Re:暗闇坂

6662 選択 アネ研  ◆craoLd8Ou2 2008-05-03 21:44:04 返信 報告

部⻑へ
 フォローありがとうございます。

「タモリ倶楽部」で私も⾒たことがありました。
 たしか、エレファントカシマシの宮本さんが古地図マニアで、レコーディングなどで忙しいというのに、

 「古地図のあの坂にいきたい」っと思ってしまったら、⾏かずのはいられないと⾔ってました。

ＰＳ，うちの電話帳には「いずみさん」も「せんすいさん」も居ませんでした。（残念）

Re:＃６６６１は

6664 選択 かず 2008-05-03 22:04:37 返信 報告

こんばんは︕
 ＃６６６１は、かずです。

 名前書くの忘れてました。久しぶりだったもので。

画像は「せんすい艦」です

Re:＃６６６１は

https://bbsee.info/straylove/id/6554.html?edt=on&rid=6661
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6665 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-05-03 22:33:39 返信 報告

かずさん、こんばんは︕

> ＃６６６１は、かずです。 
 > 名前書くの忘れてました。久しぶりだったもので。 

 ⾔われなくても、分かりますって（笑）。
 だって、あの写真と⽂章ですもの・・・。
 ⽊更津ネタだしね（笑）。

ホントだ︕ 「せんすい艦」だ︕（笑）
 

Re:暗闇坂

6666 選択 M.Dark 2008-05-04 01:14:11 返信 報告

stray所⻑様 皆様 こんばんは

> いささか妄想が過ぎるような気がしますが（笑）

ええ、連休ということで少し書き込ませて頂いておりますが、慣れないことで些か息があがっております。 

> 泉⽔さん本⼈も「坂井泉⽔って読めなくて、男だと思われていたり…」 
 > （92/04/22 NAC5）と語ってるように、

この様な資料もお持ちなんですね。
 私も 貴重なstrayｱｰｶｲﾌﾞ（なんでもﾎﾟｹｯﾄ︖）を⾒てみたいです。（笑）

 なんとか泉⽔さんの名前に込めた気持ちを知りたいですね

⿊杉さん こんばんは はじめまして

確かに沖縄には独特の⾔葉がありますね。
 美ら海（ちゅらうみ）、城（ぐすく）・・・など

⿊杉さん周辺に泉⽔（いずみ）さんがお⾒えだそうで・・
 私は各地にある垂⽔（たるみ）という地名などから⽔を（み）と読むのは普通かなと思ってましたが、

 

https://bbsee.info/straylove/id/6554.html?edt=on&rid=6665
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そうはいかないようでした。（笑）
（何事も思い込みはいけないですね。）

内地（古っ）でも東⾵（こち）南⾵（はえ）原（ばる）は
 使いますね。

 （こち）吹かば匂い起こせよ梅の花・・・（菅原道真）
 （はえ）この名の有名な油絵があったはず（作者失念）
 （ばる）⽥原坂（たばるざか）新⽥原（にゅうたばる）
     これらは部⻑さんの地元だとおもいますが?

 皆さんの展開ｽﾋﾟｰﾄﾞについていくのがやっとの
 ⻲レスなので今は他ｽﾚは覗かせて頂くばかりです。

 （素晴らしい作品の提供者に感⼼しますね）

Re:⽊更津の泉⽔さん

6672 選択 stray 2008-05-04 19:38:47 返信 報告

かずさん（お久しぶりです︕）、アネ研さん

千葉の「泉⽔さん」情報ありがとございます︕
 「せいすい」さんばかりですか…、残念（笑）。

 「泉」さん、「和泉」さんは、私のところにもゴロゴロいますが、
 「泉⽔」さんには、⽣まれてから⼀度もお⽬にかかったことがないです。

 ひき続き、情報をお待ちしておりますので（笑）。

⿊杉さん、こんばんは。
 沖縄にはレアな苗字がたくさんありまりますね。

 「喜屋武」と書いて「きゃん」さんとか、⽇本語よりもアイヌ語に近いような…。

M.Darkさん、こんばんは。
 NAC5（ラジオ番組）は、YouTubeで聞くことができますよ〜。

 ttp://jp.youtube.com/watch?v=UNzmvKRSqvc
 

https://bbsee.info/straylove/id/6554.html?edt=on&rid=6672
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Re:⽊更津の泉⽔さん

6674 選択 ⿊杉 2008-05-04 21:12:06 返信 報告

stray所⻑さん、M.Darkさん、今晩は。⿊杉です。

御⼆⽅とも、意外に沖縄の変わった苗字や地名にお詳しいのですね。驚きました。

しかし、⼀番の謎、「泉⽔」(いずみ)さんの所にまで中々辿り着けませんねえ。
 ひょっとしたら、⽯川啄⽊関連かな、と思い「⼀握の砂・悲しき玩具」を購⼊し、末に掲載されている年譜で「坂

井」か「泉⽔」に由来する⼈物が⽯川啄⽊の⼈⽣に絡んでいないか確認したのですが、空振りでした。

千葉との関連も再浮上しているようですし、泉⽔さんは⼈真似がお嫌いだったようですから、知⼈に泉⽔性が居るか
ら、と云う理由では使わないのではないでしょうか?

 やはり、megamiさんのジェーン・バーキン説、M.Darkさんの井泉⽔説が有⼒なのでしょうかね…

う〜ん。私はやはり役に⽴たないですね。(申し訳ないです!)
 素⼈は引っこんでます! ⼗津川警部、⻲井刑事を筆頭とした捜査のプロにお任せした⽅が⾝の為のようです!!

 失礼しました!!(敬礼っ!!)

追記
 stray所⻑さん、私のパソコンの所為でしょうか?

 所⻑さんがUpして下すった「歌のランチボックス」がDL出来ないのです。
 「ファイルが削除されたか、ファイルが存在しません」

 との⾔葉が出るのですが…何故でしょう?
 「Teledio5_cut」は遠慮なく頂いてしまいました。(笑)

 貴重な資料、ありがとうございました。
 

時計仕掛けのオレンジ

6678 選択 M.Dark 2008-05-05 01:06:14 返信 報告

皆さん こんばんは

https://bbsee.info/straylove/id/6554.html?edt=on&rid=6674
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> M.Darkさん、こんばんは。 
> NAC5（ラジオ番組）は、YouTubeで聞くことができますよ〜。

Stray所⻑ 情報ありがとうございました。
 トーク内容もご記憶だとはさすがですね。

Ｔ２８部⻑様 はじめまして
 タモリさんが泉⽔さんをご贔屓だったのは

 “坂”絡みもあったのでしょうか? （笑）

GWも終盤ですが妄想（笑）ばかりで核⼼にせまれません。
 直接“泉⽔”さんというお名前に関係しませんが

 詞（ことば）の⼈“坂井泉⽔”ということで
 あとひとつの妄想にお付き合いください。（笑）

 （画像添付しますが画質悪いです 失敗するかも 
 ⼜ 著作権等問題あれば削除します）

以前から気になってましたが“25th運命のルーレット廻して”は
 ｷｭｰﾌﾞﾘｯｸのSF映画“時計仕掛けのオレンジ”に触発されたと

 ご本⼈が語られたようですが、以前より泉⽔さんのイメージとの
 乖離が話題となっていたと記憶しています。

 このあたりの詳細ご存知でしょうか
 画像は⽩いﾌｪﾝｼﾝｸﾞ選⼿のような泉⽔さんと

 映画の主⼈公ｱﾚｯｸｽ（だったかな?）

とりあえずは 画像添付の練習です。
 

Re:時計仕掛けのオレンジ

6679 選択 アネ研  ◆craoLd8Ou2 2008-05-05 04:58:27 返信 報告

Ｍ．Ｄａｒｋさん、おはようございます。
 > ご本⼈が語られたようですが、以前より泉⽔さんのイメージとの 

 > 乖離が話題となっていたと記憶しています。 
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 > このあたりの詳細ご存知でしょうか 
> 画像は⽩いﾌｪﾝｼﾝｸﾞ選⼿のような泉⽔さんと 

 > 映画の主⼈公ｱﾚｯｸｽ（だったかな?） 
 すごいですね、触発されたとは知ってましたが、具体的な類似性は発⾒できてませんでした。

 この、⽩い服は⽇本でいえば暴⾛族の⽩いつなぎの特攻服なのでしょうか︖
 想像ですが、泉⽔さんはスポーツ少⼥だったので、アレックスと同じ「ミルクが好き」つながりだったとか。

 誰かに単純すぎるって⾔われそうですね。(笑)
 もう⼀度観てみます。

M.Darkさんへ

6680 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-05-05 13:56:43 返信 報告

M.Darkさん、はじめまして︕
 ご挨拶が遅れまして⼤変失礼いたしました。

M.Darkさんの説、興味深く拝⾒していました。
 megamiさん説共々、関連性が多く⾒られますので、どこか当たっていると思います。

 個⼈的には、両⽅の説とも名付けに絡んでいると睨んでいます（笑）。
 好きな俳⼈のお名前のイメージと、憧れの⼥性（ジェーン・バーキン）からイメージした⾔葉が、

 運命のように感じて命名したのかも知れませんしね・・・。（あてにならんけど（汗））

> タモリさんが泉⽔さんをご贔屓だったのは 
 > “坂”絡みもあったのでしょうか? （笑） 

 たしかに・・・（笑）。
 あまりにも美しい”坂”なので、興味をそそられたのではないでしょうか︖（笑）

私が話題をそらしてしまったのに、レス下さいまして、ありがとうございました。
 私は、Z研の研究員じゃなく、”おちゃらけ”担当ですので、なにとぞご理解下さい。
 おふざけを⽬にした時は、「あぁ〜、またやってるよ︕」と⼤⽬に⾒るか、

 ⾒なかったことにして、スル〜〜〜でお願いしますね。
 今後も脱線することが多いと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。
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ZARDと千葉テレビの繋がり（検証映像）

6673 選択 stray 2008-05-04 19:43:12 返信 報告

皆さん、こんばんは︕

Z研はこれまで、ZARDと「千葉」の奇妙な繋がりを種々報告してきました。
 過去スレを掘り返すのが⾯倒くさいので、

 興味ある⽅はご⾃分で引っ張り出してください（笑）。

Beingがスポンサーの⾳楽番組「MU-GEN」は、「千葉テレビ」制作です。
 （現在は”チバテレビ”と表記しているようですが）

 制作といっても、収録は⼤阪のGRAND CAFE で（以前はhills パン⼯場で）
 ⾏っているのですが、「千葉テレビ制作」で配信している理由はわかりません。

Beingと千葉テレビの繋がりは、「MU-GEN」の前⾝である「CD NEWS」の遥か以前、
 Beingの全盛期まで遡ることができます。私が持っている資料に、

 1994年放送の「歌のランチBOX」という、千葉テレビ制作番組があります。
 ⻑いので、2回分の放送をつなぎあわせ、PVメドレーは「眠れない夜を抱いて」

 以外カットしてありますが、司会者が、
 ”ZARDのPVをすべて持ってる。……… ⼊⼿先は”ナイショ”と、

 思わせぶりな発⾔をしています（笑）。

もう１つ、2000年放送の「Teledio5」という番組で、9th AL『時間の翼』の
 PVを紹介しているのですが、「13th AL」と誤ったテロップを付けて放送しています。

 Beingが提供した映像であれば、こんな間違いはあり得ないので、
 千葉テレビで独⾃にテロップを付けたのでしょう。

 なお、「翼を広げて」のPVにオーストラリアの映像が挟まれていますが、
 その別映像が「窓の外はモノクローム」の紹介に使われています。

今宵は、ZARDと千葉テレビの不思議な繋がりを、ご堪能下さい（笑）。
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歌のランチBOX.wmv (64.4MB)
http://www.filebank.co.jp/wblink/c2c75a6d33b4e124b7ee1c784671aa82

Teledio5_cut.wmv (54.4MB)
 http://www.filebank.co.jp/wblink/9f28775f18956a1bfbe5caadd20d8776

Re:ZARDと千葉テレビの繋がり（検証映像）

6675 選択 stray 2008-05-04 21:14:48 返信 報告

キャ〜（megamiさん⾵）、URLを間違えてました︕（笑）

⿊杉さんからご指摘を受け、「ランチBOX」のURLを差し替えましたので、↑からDLどうぞ〜

キャ〜、キャ〜、キャ〜

6676 選択 シヴァ 2008-05-04 22:35:02 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑さん、こんばんは︕

キャ〜、キャ〜、キャ〜、キャキャキャのキャ〜︕
 いつもながら何でもお持ちですね︕またまた⾒たことない映像がありました︕

ブルージーンズと⾚いセーターの泉⽔さん、綺麗と⾔うべきなのか、かわいいと⾔うべきなのかわからなくなってし
まいますね︕

 「世界はきっと未来の中」の写真、すごく綺麗なんだから、もっと⾒せて〜︕って思ってしまいます︕

もちろん保存させていただきました︕
ありがとうございました︕

Re:ZARDと千葉テレビの繋がり（検証映像）

6677 選択 ⿊杉 2008-05-05 00:45:02 返信 報告

stray所⻑さん、今晩は。
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> キャ〜（megamiさん⾵）、URLを間違えてました︕（笑）

キャ〜、私のパソコンの故障ではなかったんですねぇ?

シヴァさんとstray所⻑さんがキャ〜、と⾔っても似合うのに、私がやると気持ち悪いだけですね。(苦笑)
 失礼しました。

しかし、千葉テレビ恐るべし! PV全て持っているとは、Beingとどんな繋がりが…… 
 これが解けたら名前の謎も解けますよね。すいません。(苦笑)

 でも、何より恐ろしいのは、stray所⻑さんの何でもポケットですね! 
 資料の豊富さには感服致します。

 「ランチBOX」しっかりDLさせて頂きました。
 ありがとうございました。

 

ズムサタ「坂井泉⽔ 展」

6651 選択 stray 2008-05-03 10:11:00 返信 報告

皆さんこんにちは︕

ズムサタで放映された「坂井泉⽔ 展」です。
 ”ＧＷ⾏列ができるイベント”コーナーに使われたので、中⾝より⾏列主体です（笑）。

 （36Mのwmv）
 http://www.filebank.co.jp/wblink/23af1622ea25c8afd38e5df52518ebf9

Re:ズムサタ「坂井泉⽔ 展」

6655 選択 atti 2008-05-03 17:40:16 返信 報告

strayさん、皆さんこんにちは、
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> ”ＧＷ⾏列ができるイベント”コーナーに使われたので、中⾝より⾏列主体です（笑）。

この⾏列に並んでいました(爆)。

ほかに、やじうまプラスでも放送されたようです。
 

Re:ズムサタ「坂井泉⽔ 展」

6656 選択 スー 2008-05-03 18:12:17 返信 報告

strayさん、皆さんこんにちは。

strayさん、久しぶりです。

>ＧＷ⾏列ができるイベント”コーナーに使われたので、中⾝より⾏列主体です（笑）。

この中にいました、7⼈のグループで泉⽔さん逢いに⾏きました。

Re:ズムサタ「坂井泉⽔ 展」

6658 選択 Ｔ２８  ◆8j2i1leO1. 2008-05-03 19:13:11 返信 報告

所⻑、こんばんは。
 映像⾒ました。アップありがとうございます。

 moonさんのブログで、スゴイ⾏列が出来たと読みましたけど、
 実際に映像を⾒ると、それ以上に盛況だったんだと思いましたよ︕

 ん︖ たしかに中⾝には、ほとんど触れてませんでしたね、残念・・・。

attiさん、（直接は）お久しぶりです。
 この⾏列に居たんですね。映ってますか︖ どれ︖ どれ︖(笑)

 もしかして、「男の結束」親⼦では︖(笑)

私も、昨⽇⾒に⾏くことが出来ました。
 さすがに⾏列はなかったですが、盛況でしたよ。

折⾓なので、所⻑にレポートしようかと思ったら、
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attiさんとmoonさんのブログで読んだから必要無いって・・・（怒）。
困った⼈だ︕ 所⻑は︕(笑)

スーさん、ご無沙汰しております。
 最後にインタビュー受けてる⽅々の⼀⼈がスーさんですか︖

 みなさん、お揃いのキャップようでしたね。
 

Re:ズムサタ「坂井泉⽔ 展」

6663 選択 stray 2008-05-03 21:49:58 返信 報告

スーさん、こんばんは。お久しぶりです︕

私も、アポロキャップかぶったスーさんがインタビューを受けたと聞いてます（笑）。
 映像の最後に映る⼈物は、27〜28秒のところにも映っていますね。

 （モッチーが⽴ち⽌まって何やら声をかけてる）
 その前後6〜7⼈はグループっぽいので、きっとＺ．ｐ．の皆さんだと睨んでますが（笑）。

さすがにattiさんはわかりませんね（笑）。

部⻑︕あはは（笑）。
 

Re:ズムサタ「坂井泉⽔ 展」

6667 選択 カーディガン 2008-05-04 02:30:28 返信 報告

みなさんこんばんは。

所⻑様、私もこれ録画していました。
 仕事の⽇ですので、チェックがたいへんでしたが。

 今回はズムサタがいちばん映像がよかったですね。
 ただ、ＧＷ特集という扱いが残念ですね。ゴシップネタが多かったせいか、どのテレビ局も

扱わなかったようです。それが、中⾝より⾏列主体ということで・・・
 中⾝をもっと扱ってほしかったかったんですけど。
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attiさん、こんばんは。ズムサタ以外はまともに扱ってくれませんでしたね。当初は、テレ朝も予定していたようで、
4/30のやじうまプラスでも扱う予定だったようですが、時間の都合上カットしたんですね。テレ朝が主催・後援なん
だから、ちゃんと扱ってほしかったですね。たしかに、この画像のように、予定はしていたんですね。

スーさん、こんばんは。はじめまして、かな︖

この帽⼦がテレビで映っていたようですね。⾃作でしょうか︖すごいですね。私も代々⽊で、泉⽔さん命の鉢巻しよ
うかなぁ(笑)冗談ですけど。

 今後ともよろしくお願いします。

部⻑様、こんばんは。帰省の予定はないようで(笑)池袋まで⾏ったんですか、いいですね。東京は期間が短いし、す
ごい⼈出のようですね。でも、このくらいじゃないといけません。武道館でも、地⽅のコンサートでも、これが普通
ですので(^^♪

 泉⽔さんに逢いに⾏くには、このくらいの覚悟がないとだめなようですよ(^_-)-☆

⾵(あなた)を感じて…

6634 選択 saki 2008-05-02 09:15:16 返信 報告

 
みなさん、おはようございます。

今⽇から、旦那の実家の⽅へ⾥帰りしま〜す
 私⾃⾝は、GWなんて無いのですが、節句のお祝い等しなくっちゃいけないし

 旦那の休みに合わせて帰る事にしました。
 PCが無いのがちょっと⾟いsakiで〜す(T_T) 

画像のタイトルは、”突然”にしたかったのですが、xxxさんの作品に同じタイトルがあったので…
 ”⾵(あなた)を感じて”にしました。

それと、Z.pのれおさんが、以前私の作った画像をBBSのTOPページにして下さったので、
 この画像を、お礼にZ.pの⽅にもUPしたいと思います。
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違う物をと思ったのですが… これしか作っていないので、すみませんm(_ _)m
strayさんと、れおさんは、お友達だからいいですよね（笑）

sakiさんへ

6635 選択 チョコレート 2008-05-02 09:40:42 返信 報告

sakiさん、皆さん、おはようございます。チョコレートです。
 またまた新作が発表されていますね︕さっそく拝⾒させていただきました。

 ”⾵(あなた)を感じて”･･･⾵もさわやかな季節になりましたね。
 私のところはどんよりした曇り空ですけれど、澄み渡った⻘空を⾒ると、いつも「泉⽔さんはあそこにいるんだ

な。」と思います。そんなさわやかな気分にしてくれるような作品ですね。
 左側の泉⽔さんはよく⾒かけますが、右側は･･･どこかで⾒たことがあったかな︖初めてかもしれません。

 sakiブルーの素敵な作品、ありがとうございました。また次作も楽しみにしています︕

GWは初節句ですね。おめでとうございます。ご家族そろって楽しいお休みになりますように。

チョコレートせんぱ〜い♡

6637 選択 saki 2008-05-02 11:32:59 返信 報告

 
早速のレスありがとうございま〜す。

 先⽇は、せっかくチョコレート先輩が推薦して下さったのに
⽣意気な事を⾔ってしまってごめんなさい、m(_ _)m  

 ⼤変失礼な事をしたんじゃないかと、ちいさくなってます。 お許しを…♡
 先輩の優しさとても嬉しかったですよ〜 これからもよろしくお願いしますね(^_-)-☆

Re:⾵(あなた)を感じて…

6639 選択 ⿊杉 2008-05-02 14:35:23 返信 報告

sakiさん、こんにちは。
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早速新作を拝⾒させて頂きました。
凄い創作意欲ですね! う〜ん、是⾮あやかりたいです!(笑)

「⾵(あなた)を感じて…」を拝⾒させて頂いている時、はからずもCDコンポから「突然」が流れて来て、勝⼿に運命
を感じ、勝⼿に好きになってしまいました。(笑)

 「⾵(あなた)を感じて…」には、沖縄の雄⼤な⻘空、幾重にも表情を変える海原を彷彿としていて、とても美しいです
ね!

 作品に添えられている⾔葉通り、晴れ渡った空を⾒上げては、いつも傍にいてくれるんだ、と強く温かく感じる⽇が
あります。そんな時は、とても優しい気持ちになります。

 「⾵(あなた)を感じて…」も、そんな優しい作品ですね。

御忙しい事とは存じますが、無理をなさらないで下さいね。次回作も楽しみにしております。
 美しく優しい作品、ありがとうございました。

追記
 sakiさんの御⼦さんは初節句を迎えられるのですね。おめでとうございます。

 甥っ⼦なのですが、家にも初節句を迎えるおデブちゃんがおります。(笑)
 ⼦供の成⻑って、健康ですくすく育ってくれるのが、何より嬉しいですよね。

 たとえ私の顔を⾒て、しかめっ⾯しかしてくれない甥っ⼦でも、本当にそう思います。(笑)

独⾝のくせに、ちょっと親気分になって偉そうな事を⾔ってしまった⿊杉でした。許して下さいね〜。(笑)
 楽しいGWを過ごされて下さいね。

Re:⾵(あなた)を感じて…

6640 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-05-02 15:10:59 返信 報告

sakiさん こんにちは︕
 お⼦さんの初節句 おめでとうございま〜す♪

 本当にお忙しい毎⽇を送られていらっしゃるのだなぁと感じました。
 どうかお⾝体だけは ⼗分お気をつけて・・・

”⾵(あなた)を感じて”
 今回の作品は ひと⽬⾒て“さわやか〜”と感じました。
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 ｓａｋｉさんの作品は、泉⽔さんの視線の先に いつも光があって とっても素敵だと思います︕
ｓａｋｉブルーの⾊鮮やかな背景が⽬を引きますね〜☆

 保存させていただきます。どうもありがとうございました︕︕

Re:⾵(あなた)を感じて…

6641 選択 pine 2008-05-02 16:14:05 返信 報告

sakiさん こんにちは︕

忙しい⼈程、時間の使い⽅が上⼿だと⾔いますが、まさにその通りですね。
 いったい、いつ作るのですか〜︖ちゃんと寝てますか〜︖

今⽇、こちらは強⾵が吹いているので⾵を感じ過ぎますが(笑)、
 今回の作品は、⻘い空・重なり合った光が眩しく、とても爽やかに仕上がっていますね。

追伸︓初節句、おめでとうございます。
 もうすぐ３ヶ⽉ですね。笑ったり、表情が豊かになってきて可愛いでしょうね。

Re:⾵(あなた)を感じて…

6642 選択 xs4ped 2008-05-02 18:25:49 返信 報告

sakiさん、こんにちは。
  

”⾵(あなた)を感じて”
素晴らしい出来栄えですね〜。(^_^)

 温かさが感じられる作品ですね。
 次回作も期待しておりますよ。♡
 でも、余り無理をしないようにね。

初節句、おめでとう御座います︕
 楽しいGWになりそうですね。
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Re:⾵(あなた)を感じて…

6643 選択 miho 2008-05-02 18:57:48 返信 報告

> 画像のタイトルは、”突然”にしたかったのですが、xxxさんの作品に同じタイトルがあったので…
 > ”⾵(あなた)を感じて”にしました。

sakiさん みなさんこんにちは♪
 いいタイトルですね!!

「あの⻘い空のようにいつまでも傍にいる!」

いい⾔葉ですね!!泉⽔さんはいつまでもずっとそばにいますよね!!

私も今…制作中です。頑張らなくては…!!

Re:⾵(あなた)を感じて…

6646 選択 stray 2008-05-02 20:42:24 返信 報告

sakiさん、こんばんは︕
 （もう旦那様のご実家ですよね）

xxxさんの未公開作品︖ xxxさんが⽣き返ったの︖ と思わせる作品ですね。
 先⽇のZ板デビュー作より、こっちのほうが出来が良いと思います。

 腕を上げる意味で、xxxさんの作品を⾒よう⾒まねで追いかけるのはいいことです。
 やるからには、xxxに追いつけ・追い越せ︕でがんばろうね︕︕（笑）

「あの⻘い空のようにいつまでも傍にいる!」ですが、
皐ちゃんの卒業祝いで私が送ったメッセージに、

 「あの⻘い空のように（Z研は）いつまでも（皐ちゃんの）傍にいる」
 というフレーズがあるんです。パクらないように（笑）。

 

Re:⾵(あなた)を感じて…
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6647 選択 アネ研  ◆craoLd8Ou2 2008-05-02 21:55:30 返信 報告

ｓａｋｉさん、こんばんは、
 爽やかな作品でいいですねー︕

 今回は北半球から夏の⽇差しが輝いてるように⾒えますね。(笑)
 ほんと眩しいくらい︕（クレームじゃないですよ）

 泉⽔さんも、この作品を⾒るのに、グラサン(サングラス）かけてるのかな。(笑)
 ｓａｋｉブルーか、⻘の時代か︖わかりませんが、これからも楽しみです。

みなさん、ありがとうございます☆

6648 選択 saki 2008-05-02 22:09:22 返信 報告

⾝内の⽬を盗んで、携帯からピコピコなので⼿短に書きますね〜
 家に帰ってから改めてお礼を致しま〜す。

⿊杉さん、megamiさん、pine先輩、xs4pedさん、mihoちゃん、stray所⻑、アネ研さん…
 レスありがとうございます、みなさんに褒めて頂いて、嬉しい〜o(^-^)oﾔｯﾎｰ

 今回は、縁取りや背景との同化の仕⽅が、何と無く、解ったような感じです。
 xxxさんが、皐さんにアドバイスされた様にやってみました、

 それに、ソフトライトの使い⽅がミソだと解った事です。←これ重要︕︕

初節句のお祝いも頂いて併せて、ありがとうございました。(^O^)

P.S
 所⻑ｯ︕︕  だぁ〜れが、パクリだってぇ〜(`ヘ´)ﾌﾟﾝﾌﾟﾝ

 「最初にパクッたのは、どなたでしょう︖ねぇ〜sakiさん」by izumi.sakai
 

⼀周忌追悼特番(WEZARD更新)

6638 選択 xs4ped 2008-05-02 13:31:44 返信 報告
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皆さん、こんにちは。

5⽉31⽇（⼟）テレビ朝⽇系全国24局にてZARD坂井泉⽔⼀周忌追悼特番が放送されますね。(1時間
枠)

 24局の中に⼊ってて良かったです。(^_^)
 

ZARD 坂井泉⽔展

6564 選択 ATSUSHI 2008-04-26 00:00:56 返信 報告

池袋。

Re:ZARD 坂井泉⽔展

6565 選択 ATSUSHI 2008-04-26 00:02:55 返信 報告

札幌もおなじなのかな。
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Re:ZARD 坂井泉⽔展

6612 選択 yama 2008-04-29 21:20:41 返信 報告

ATSUSHIさま、stray所⻑さま、みなさま、こんばんは。

stray所⻑さま、あちらの掲⽰板では⼤変お世話になりました。
教えていただかなかったら、ずっとわからなかった気がします・・・インターネットで調べたのですが、どこにも載
っていなくて・・・なので、ほんとありがとうございました。

さて、今⽇はＺＡＲＤ坂井泉⽔展とモディリアーニ展に⾏ってきました。（同じコースの⽅、いらっしゃったか
な︖）

 坂井泉⽔展は午後に⾏きましたが、⼊るのに少し並びました。たくさんの⼈が来場していることがうれしかったで
す。

 後期の作品の直筆歌詞（どの歌かは、ネタバレになるので伏せたほうがいいでしょうか︖）を⾒られたことが、⼀番
感動しました。

 ライブシアターは、詳細を述べるのは避けますが、⾊々思い出して、うるっときてしまいました・・・

会期中に、もう⼀度⾏けたらと思ってます。

Re:ZARD 坂井泉⽔展

6615 選択 stray 2008-04-29 22:47:11 返信 報告

yamaさん、こんばんは。
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無事に未公開画像に辿り着けたようで何よりです︕
わざわざこちらにもご報告いただき、恐縮です。

 クルージングライブのCD-ROMも、同じように未公開画像が⾒れますので、
 お持ちでしたらやってみて下さい。

 http://bbsee.info/straylove/id/6485.html#a6499

> 後期の作品の直筆歌詞（どの歌かは、ネタバレになるので伏せたほうがいいでしょうか︖）を⾒られたことが、⼀
番感動しました。 

 ん〜、個⼈的には是⾮ともお聞きしたいです（笑）。
 

Re:ZARD 坂井泉⽔展

6616 選択 atti 2008-04-29 23:26:14 返信 報告

yamaさん、皆さん、こんにちは。

> クルージングライブのCD-ROMも、同じように未公開画像が⾒れますので、 
 > お持ちでしたらやってみて下さい。 

 実は、BooOffで購⼊後、このCD-ROMはまだ⾒ていないのです(笑)

> > 後期の作品の直筆歌詞（どの歌かは、ネタバレになるので伏せたほうがいいでしょうか︖）を⾒られたことが、
⼀番感動しました。 

 > ん〜、個⼈的には是⾮ともお聞きしたいです（笑）。 
 歌詞を⾒ながら、画⾯を⾒ていました。良かったですよ・・・

stray所⻑さんは、観にいかないの︖

追記:先ほどネタバレとなりますが、⾃サイトに書きました。

Re:ZARD 坂井泉⽔展

6617 選択 stray 2008-04-30 08:30:11 返信 報告

attiさん、皆さん、おはようございます。
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スポニチに⼩さ⽬ですがカラー記事が載っています。
開場4時間前に、100⼈が並んだとか。

 今朝のズームインでも放送されてました。

attiさん
 ブログ拝⾒してきました。超詳細なレポートありがとうございます︕

 直筆歌詞が展⽰してあるのは⾚字の曲︖（坂井泉⽔ 展 その2 でいいんですよね︖）

> stray所⻑さんは、観にいかないの︖ 
 破壊星⼈クンと⼀緒で、⼈込みが嫌いなので予定なしです（笑）。

 

Re:ZARD 坂井泉⽔展

6622 選択 yama 2008-04-30 20:01:30 返信 報告

みなさまこんばんは。

クルージングライブのCD-ROMもやってみまして、無事⾒ることが出来ました︕しかし、ほんと⾼速でした（笑）

直筆歌詞の曲については、attiさまにブログに書いていただいたみたいですので、それでよいでしょうか︖︕
 所⻑は、⼈ごみが苦⼿なんですね。

 ⼣⽅〜夜に⾏けば少し空いてて⼤丈夫かも︖、なんて。
 それでは

 

Re:ZARD 坂井泉⽔展

6623 選択 atti 2008-04-30 23:33:26 返信 報告

strayさん、皆さん、こんにちは。

> スポニチに⼩さ⽬ですがカラー記事が載っています。 
 > 開場4時間前に、100⼈が並んだとか。 

 > 今朝のズームインでも放送されてました。 
 先ほどHDDレコ早送りにて確認しましたが、
 エンパラにて、100⼈のタイトルはありましたが、
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 映像の放送は発⾒できす。⾒落としかな︖
紹介タイトルのみであったような。

モッチーさんが取材していたので、ズムサタで放送ですね。
 (確信)

> 
> attiさん 

 > ブログ拝⾒してきました。超詳細なレポートありがとうございます︕ 
 > 直筆歌詞が展⽰してあるのは⾚字の曲︖（坂井泉⽔ 展 その2 でいいんですよね︖） 

 そうです。
 映像と歌詞を観る⽅が多数います。

別途、ライブシアターについて後ほど書きますね。

> > stray所⻑さんは、観にいかないの︖ 
 > 破壊星⼈クンと⼀緒で、⼈込みが嫌いなので予定なしです（笑）。 

 それは、残念ですね・・・

Re:ZARD 坂井泉⽔展

6624 選択 ATSUSHI 2008-04-30 23:38:53 返信 報告

会場に近づくと、Club ONカードの⼊会を勧められます。⼊会するとその場で招待券がもらえ
るらしいです（⼊会していないので未確認）。

  ⼊り⼝で800円を払うと、
 １．チラシと同じ写真がきれいに印刷された⼊場券

 ２．ライブシアター⼊場整理券（開始時刻と座席の指定券）
 ３．⾚い縦⻑の紙製のブックマーク（ZARD IZUMI SAKAI Exhibition What a beautiful me

mory ⽩抜きで泉⽔さんの⼀本結びの影絵が⼊っている）
 ４．ZARD 坂井泉⽔展〜What a beutiful memory〜 レストランドリンクサービス券

 ５．今回のプレミアムボックスの予約票（WAVE 池袋店）
 を渡されます。
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 交流サロンがなくなってブックマークとなったそうです。時間が早いとポカリスエットがもらえるらしい（専⽤の
⾃販機が会場内にあってそばにある液晶で過去のCMを流していました）。

  会場限定グッズはツアーグッズのストラップの⾊違いで、⻘、緑、オレンジ、パープルの４⾊（各1500円）。

Re:ZARD 坂井泉⽔展

6625 選択 atti 2008-05-01 00:51:08 返信 報告

ATSUSHIさん、皆さん、こんにちは

> ３．⾚い縦⻑の紙製のブックマーク（ZARD IZUMI SAKAI Exhibition What a beautif
ul memory ⽩抜きで泉⽔さんの⼀本結びの影絵が⼊っている） 

 この⾊は、紫⾊では無かったですか︖
 ＃6564の「ZARD 坂井泉⽔ 展」の背景⾊に同じ。

写真のBOX実物?がありましたが、この⻘⾊はきれいでしたね。

池袋の後に、渋⾕へ(別⽬的もあったが、達成できず)
 携帯で撮影したものをハリコしておきます。

 Tower@渋⾕ 壁⾯(側⾯はB'z)でした。

ttp://atti.jugem.cc/?eid=1683 (29⽇撮影)
 ttp://atti.jugem.cc/?eid=1525 (リクベスト時)

Re:ZARD 坂井泉⽔展

6630 選択 stray 2008-05-01 12:46:58 返信 報告

attiさん、ATSUSHIさん、こんにちは。

連⽇の情報提供どうもありがとうございます︕
 moonさんのブログに、歌詞展⽰に関するとっても興味深い記事があって、

 あれを読んだら、急に⾏きたくなりました（笑）。
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> エンパラにて、100⼈のタイトルはありましたが、 
> 映像の放送は発⾒できす。⾒落としかな︖ 

 > 紹介タイトルのみであったような。 
 私が⾒たのも紹介タイトルだけです（笑）。「やじうま」からチャンネルを切り変えたら、

 ちょうどエンタメコーナーが終わるところで、⼀瞬タイトルが⾒えたのですが、
 実際の放送はなかったようですね。ズムサタに期待しましょう︕

 

Re:ZARD 坂井泉⽔展

6633 選択 atti 2008-05-02 00:20:22 返信 報告

ATSUSHIさん、皆さんこんにちは

> > ３．⾚い縦⻑の紙製のブックマーク（ZARD IZUMI SAKAI Exhibition What a beautiful memory ⽩抜きで
泉⽔さんの⼀本結びの影絵が⼊っている） 

 > この⾊は、紫⾊では無かったですか︖ 
> ＃6564の「ZARD 坂井泉⽔ 展」の背景⾊に同じ。

もう1度観たいので、5/1に⾏ってきました。
 しおりの⾊は緑でかつ初⽇と配置構成が違うものでした。

 ⽇替わりで⾊が違うのかな︖

PS.⾃ブログを詳細は参照願います。

11回⽬の⽉命⽇

6577 選択 xs4ped 2008-04-27 00:47:02 返信 報告

皆さん、こんばんは。

今⽇は泉⽔さんの11回⽬の⽉命⽇ですね。
 早いもので、後１か⽉で⼀周忌及び代々⽊公演ですね。
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私は⾏けませんが、代々⽊に⾏かれる⽅は精⼀杯、泉⽔さんの応援宜しくお願いしますね。
さて、恒例の追悼作品(動画)をUp致しましたので、ご覧下さい。

 併せて、加⼯画の⽅もUp致します。

巷では、GWに突⼊しておりますが出掛ける際は、泉⽔さん(ＺＡＲＤ ＳＯＮＧ)も⼀緒に連れて⾏
ってあげて下さいね。

 私はGWは無しです。(涙)
 http://www.youtube.com/watch?v=iGn4TFuCePM

ZARD 「かけがえのないもの」
 http://xs4ped.spaces.live.com/

⾒たことないのがいっぱい

6579 選択 シヴァ 2008-04-27 21:34:34 返信 報告

ｘｓ４ｐｅｄさん、こんばんは︕

⾒させていただきました。いつもはほとんどどなたの作品かわかるんですけど、今回は⾒たことないのがいっぱ
い・・。

 なんか悔しいような・・。泉⽔さんの画像ならＰＣに⼭ほどあるから、まっいっか︕

この時期に「君とのふれあい」を選ばれたのはなにか深い意味がありそうな・・。
 この１１ヶ⽉、考え⽅が変わったことがいっぱいありました。

> 私はGWは無しです。(涙) 
 それって最悪ですね。私はカレンダー通りです。

 ⽉末や⽉初めは絶対休めません︕ズル休みするととんでもないことになるかな・・︖
 

Re:11回⽬の⽉命⽇

6585 選択 stray 2008-04-28 08:31:39 返信 報告

xs4pedさん、おはようございます。
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連休は無休なんですか︕ご苦労さまです。
今回は海外の⼤御所の作品が多く使われてますね。ネタ切れ︖（笑）

 1周忌（来⽉）を楽しみにしております。代々⽊ではxs4pedさんの分まで声援送ってきますので（笑）。
 

Re:11回⽬の⽉命⽇

6588 選択 saki 2008-04-28 09:59:20 返信 報告

 
xs4pedさん、おはようございます♡

今、仕事から帰って動画を拝⾒しました。
 私の拙い画像をみなさんの素敵な作品群の中にに加えて頂いて、ありがとうございます。

 ⾃分の画像が出て来ると、照れ臭くて誰かみてやしないかと、辺りをキョロキョロしてしまいました。（笑）
 なにも悪い事してないのにねぇ〜 ⾃分でもな〜んか不思議な感覚なんですよ〜

 恥ずかしいから⾒ちゃだめぇ〜 でも、⼀⽣懸命作ったからみてぇ〜
 みたいな、複雑な⼄⼥⼼解って頂けますか︖

横レスですが…
 megamiさん、strayさん、昨⽇は⼤変御世話になりました。

 嬉しくて、嬉しくて、涙が出そうでした…
 早速、御礼のコメントを彼⼥に伝えてきました。

 本当に、ありがとうございました。

Re:11回⽬の⽉命⽇

6589 選択 チョコレート 2008-04-28 10:21:35 返信 報告

xs4pedさん、こんにちは︕
 遅くなりましたが、⽉命⽇の動画、ありがとうございました。先ほど拝⾒いたしました。

 今回は知らない画像がたくさんありました。とても新鮮な感じで拝⾒させていただきました。
 今回は⾒たことない画像に驚いていたためか、泣かずに最後まで⾒ることができましたよ。

 いつも途中で、早いときは最初から泣きっぱなしなのですが･･･。
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 来⽉は⼀周忌の動画になるんですね。どんなスペシャルをｘｓ４ｐｅｄさんが準備してくださるか、楽しみにしてい
ます。次回は必ずハンカチを忘れずに⽤意しなくちゃ。

Re:11回⽬の⽉命⽇

6591 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-04-28 18:41:37 返信 報告

xs4pedさん こんにちは︕
 > 早いもので、後１か⽉で⼀周忌及び代々⽊公演ですね。 

 ⽉⽇が経つのを とても早く感じております・・・

今回の作品の中には 鏡のように向き合った泉⽔さんが
 たくさんいらっしゃいましたね︕

 泉⽔さんが泉⽔さんの⼼の中で ふれあっているような感じがして とても素敵だと思いました☆
 どうもありがとうございました。

> 私はGWは無しです。(涙) 
 私にもＧＷというものはありませんので、お互い お仕事がんばりましょう♪

横レス失礼します︕
 『ｓａｋｉさんへ』
 こんにちは︕レスありがとうございました〜☆

 お役に⽴てたようで とても嬉しいです♪♪

Re:11回⽬の⽉命⽇

6607 選択 xs4ped 2008-04-29 15:02:26 返信 報告

皆さん、こんにちは。
 レス有難う御座います。

 ⼤変遅くなりました。<m(__)m>

シヴァさん
 > ⾒させていただきました。いつもはほとんどどなたの作品かわかるんですけど、今回は⾒たことないのがいっぱ

https://bbsee.info/straylove/id/6577.html?edt=on&rid=6591
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6591
https://bbsee.info/straylove/id/6577.html?edt=on&rid=6607
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6607


い・・。 
そうですか︖

 半分以上は使い回しですよ。(笑)
 > なんか悔しいような・・。泉⽔さんの画像ならＰＣに⼭ほどあるから、まっいっか︕ 

 ⼭ほどあるならUpして下さい。(壁紙サイズの加⼯画を)
⾒たこと無いものを⼀杯お願いしますね。(笑)

 動画に使⽤させて頂きますので・・・
 > この時期に「君とのふれあい」を選ばれたのはなにか深い意味がありそうな・・。 

 特別深い意味は有りませんが、去年からこの時期(3〜5⽉)にUpしようと思っていたので今回になりました。名曲でも
有るので・・・

strayさん
 > 連休は無休なんですか︕ 

 無休では有りませんが、⾶び⽯ですね。
 連休と3連休です︕

 5/4をズル休みすれば6連休です。(笑)
 > 今回は海外の⼤御所の作品が多く使われてますね。ネタ切れ︖（笑） 

 今回に限らず、前から使ってますよ。(笑)
 ネタは未だ有るのですが、曲との兼ね合いで使い⾟い(合わない)ですね。

 > 1周忌（来⽉）を楽しみにしております。代々⽊ではxs4pedさんの分まで声援送ってきますので（笑）。 
 来⽉は「アレ」ですからね。(笑)

 でも皐ちゃんに断られました。
 もう引退したとの事なので・・・

 どうしましょう。(涙)
 期待通りの作品に出来るか分かりませんが、何とか頑張ります。

 代々⽊では私の分も声援お願いしますね。(^_^)
 拳を上げて精⼀杯の応援をして来て下さいよ〜(笑)

sakiさん
 > 私の拙い画像をみなさんの素敵な作品群の中にに加えて頂いて、ありがとうございます。 

 sakiさん、加⼯画、上⼿なので今後もUpお願いしますね〜



 
期待しておりますよ。
> ⾃分の画像が出て来ると、照れ臭くて誰かみてやしないかと、辺りをキョロキョロしてしまいました。（笑） 

 > なにも悪い事してないのにねぇ〜 ⾃分でもな〜んか不思議な感覚なんですよ〜 
 > 恥ずかしいから⾒ちゃだめぇ〜 でも、⼀⽣懸命作ったからみてぇ〜 

 > みたいな、複雑な⼄⼥⼼解って頂けますか︖ 
 歳を取り過ぎて⼄⼥⼼までは分からなくなってしまいましたが、他の⽅からも恥ずかしい反⾯、嬉しいとのコメント

も頂いておりますので、気持ちは分かります。(笑)
 もう世界中(海外にも)に配信されていますので友⼈・知⼈・親戚等にも⾃慢して下さい。(笑)

チョコレートさん
 > 今回は⾒たことない画像に驚いていたためか、泣かずに最後まで⾒ることができましたよ。 

 > いつも途中で、早いときは最初から泣きっぱなしなのですが･･･。 
 う〜ん、それは残念でした。(笑)

 > 来⽉は⼀周忌の動画になるんですね。どんなスペシャルをｘｓ４ｐｅｄさんが準備してくださるか、楽しみにして
います。次回は必ずハンカチを忘れずに⽤意しな> くちゃ。 

 来⽉は「アレ」と「ソレ」と「コレ」です。(笑)
 ハンカチの準備、無駄にしないよう頑張ります︕(笑)

megamiさん
 > ⽉⽇が経つのを とても早く感じております・・・ 

 あれからもう直ぐ⼀年になりますね。
 未だに信じられない感じです。

 > 泉⽔さんが泉⽔さんの⼼の中で ふれあっているような感じがして とても素敵だと思いました☆ 
 素敵なコメント有難う御座います。

 とても嬉しいです。（*^_^*）
 > 私にもＧＷというものはありませんので、お互い お仕事がんばりましょう♪ 

 イランにはＧＷは無いのでしょうか︖
 お仕事頑張って下さい。

無理ですよ



6611 選択 シヴァ 2008-04-29 20:27:00 返信 報告

ｘｓ４ｐｅｄさん、こんばんは︕

> ⼭ほどあるならUpして下さい。(壁紙サイズの加⼯画を) 
 > ⾒たこと無いものを⼀杯お願いしますね。(笑) 

 > 動画に使⽤させて頂きますので・・・ 
確かにいっぱいありますが、いただきものばかりなので、⾒たことないものは無理でしょう。

 たまに⾒てみると同じ画像で⼤きさ違いなんてのが、たくさんあります。

ここ以外もお邪魔してるサイトがありますけど、
 なにか⾒たことないのがないかな〜って思ってＲＯＭしてるだけですね。

でもここには私をイジめる⼈がいっぱいいるので読んでます。
 ⼤勢でよってたかってイジめるなんて・・。かわいそうすぎですよね︕

 

Re:11回⽬の⽉命⽇

6620 選択 ⼭茶花 2008-04-30 16:17:47 返信 報告

xs4pedさん、こんにちは。
 お久し振りです(笑)

 
> 今⽇は泉⽔さんの11回⽬の⽉命⽇ですね。 

 ⼀⼈、黙祷しておりました。
 改めて、坂井さんのご冥福をお祈りいたします。

> さて、恒例の追悼作品(動画)をUp致しましたので、ご覧下さい。 
 > 併せて、加⼯画の⽅もUp致します。 

 動画は感動しました。加⼯画もまた素敵な画像でしたよ。
 xs4pedさん、どうもありがとうございました。
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秘蔵写真 独占公開

6582 選択 atti 2008-04-28 06:51:25 返信 報告

新聞の広告欄を⾒ていて。⼥性⾃⾝に最後の秘蔵写真 独占公開とあります。さて、これから休出なのでコンビニに寄ろう

Re:秘蔵写真 独占公開

6584 選択 stray 2008-04-28 07:38:24 返信 報告

attiさん、おはようございます。

情報ありがとうございます︕
 私もコンビニ寄ってみま〜す（笑）。

 

Re:秘蔵写真 独占公開

6590 選択 stray 2008-04-28 18:00:23 返信 報告

昼にコンビニで⽴ち読みしたのですが、⾒出しにもないし、
 全部ページをめくってみても、ZARDの記事がない︕

 おかしいなぁと思って調べたら、最新号じゃありませんでした（笑）。
 ⽥舎は１⽇遅れなのをすっかり失念…。明⽇買います。

雑誌記事検索で、週間「⽂春」の記事にも坂井泉⽔の⽂字がありました。

Re:秘蔵写真 独占公開

6595 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-04-28 22:23:45 返信 報告

こんばんは、みなさん
 「⼥性⾃⾝」をゲットしました。(笑)

 秘蔵写真はヒ・ミ・ツですが、「翼を広げて」の宣伝⽤ポスターのプレゼントも応募券もありますよ。
 明⽇は「⽂春」を探さなくては︕
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Re:秘蔵写真 独占公開

6598 選択 stray 2008-04-28 23:40:09 返信 報告

アネ研さん、こんばんは。

早くもゲットされましたか。未公開画像はなかったでしょ︖（笑）

週刊⽂春ですが、[5⽉8⽇号]に
 「考えるヒット／中年⼥性のあらたなカリスマ︕︖ａｋｋｏと⼩林武史  

 近⽥春夫／Ｍｙ・Ｌｉｔｔｌｅ・Ｌｏｖｅｒ、ＺＡＲＤ/ 」
 という⾒出しがヒットします。たぶん⼩記事で、ＺＡＲＤは引き合いに出されてるだけでしょう（笑）。

 

Re:秘蔵写真 独占公開

6599 選択 atti 2008-04-28 23:50:58 返信 報告

strayさん、アネ研さん、こんにちは。

朝の情報はtouchにて書いたので短めに。

> 「⼥性⾃⾝」をゲットしました。(笑)

朝のコンビニにて、⽬次確認(ページが書いていない）
 カラーページを順番に確認。

 (このため、3分ほど遅れて会社へ)

かばんを持っていかなかったので、明⽇の池袋の帰りに
 買います。

>明⽇は「⽂春」を探さなくては︕ 
 最新号︖

巨⼤掲⽰板には、以前にコラム記事があったとかはあったのですが、未確認です。

http://atti.jugem.cc/
 図書館にて確認しょうと思いながらも・・・
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過去の朝⽇や⽂春の記事は読んでいないな。

PS.明⽇か明後⽇には展覧会開催の内容の放送があるかと。
 テレ朝は捕獲体制をとります。4時〜10時(爆)

Re:秘蔵写真 独占公開

6605 選択 stray 2008-04-29 13:08:34 返信 報告

attiさん、アネ研さん、こんにちは。

私も「⼥性⾃⾝」ゲットしてきました（笑）。
 未公開写真は（予想どおり）ありませんでしたが、左ページ１⾯の

 「Oh my love」の全⾝画像がいいですね︕︕（笑）
 泉⽔さんの表情が堪りません。

> 明⽇は「⽂春」を探さなくては︕ 
 アネ研さんの情報では、⽴ち読みで⼗分だそうです（笑）。

 「⼥性セブン」にも⼩記事があるみたいです。アネ研さん、⽴ち読みお願いします（笑）。

> PS.明⽇か明後⽇には展覧会開催の内容の放送があるかと。 
 > テレ朝は捕獲体制をとります。4時〜10時(爆) 

 今⽇が初⽇なので、実際にＴＶクルーが会場に出かけて撮影した映像が、
 午後のワイドショーか、明朝のワイドショーで流れるんじゃないかと予測してますが（笑）。

Re:秘蔵写真 独占公開

6608 選択 xs4ped 2008-04-29 15:10:28 返信 報告

attiさん、皆さん、こんにちは。

ポスター欲しいですね〜
 応募しようかな〜

 > 明⽇か明後⽇には展覧会開催の内容の放送があるかと。 
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> テレ朝は捕獲体制をとります。4時〜10時(爆) 
捕獲したらUP宜しくお願いします。

Re:秘蔵写真 独占公開

6610 選択 atti 2008-04-29 17:49:50 返信 報告

皆さん、こんにちは。
 > 

> ポスター欲しいですね〜 
 > 応募しようかな〜 

 今回のCD販売では、ポスタープレはありませんでした。
 5⽉の代々⽊ではこのポスターであればなと。

> 捕獲したらUP宜しくお願いします。 
 ズームインのモッチーが取材していました。

 他にもTVクルーが来ていましたがどの局かは不明。
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» bbsee [PR]AdSenseにハブられたらこれ . オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [6600]相棒 ⼟曜ワイド劇場版 第1回(1) [6531]泉⽔姫と七⼈の⼩⼈＋one(16) [6520]presented by 皐 ④(12) [6536]
ひょっとしたら泉⽔さん、皆さんとお知り合いかも︖(1) [6528]"PREMIUM BOX 2001-2008（仮）"(1) [6461]まもなく、⻄武ギ
ャラリーにて(2) [6433]デビュー曲は「不倫ソング」だった︕(15) [6510]「Don't you see!」イタリア語Ver.(0) [6485]present
ed by 皐 ③(11) [6458]070627 ピンポン︕織⽥哲郎コメント.wmv(1)
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相棒 ⼟曜ワイド劇場版 第1回

6600 選択 atti 2008-04-29 00:42:18 返信 報告

皆さん、こんにちは。

最近は、TVから劇場版になるものが多いのですが。

■5/3 21:00-
 ⼟曜ワイド劇場特別企画 相棒〜名コンビ誕⽣篇

 ⼟ワイ版の第1回放送︓新規撮影を追加した形のもの

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧
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さて、EDはどうなるのかな︖。違うのだろうな。

ttp://sb-p.jp/oishi/dowai/data/dowai20000603.html

Re:相棒 ⼟曜ワイド劇場版 第1回

6604 選択 stray 2008-04-29 13:00:30 返信 報告

attiさん、こんにちは。

私もスレ⽴てしようと思っていたのですが、先を越されました（笑）。
 当時のフィルムならEDは「promised you ⼟曜ワイドver.」ですが、

 新規撮影が追加されるそうなので、たぶん無理でしょうね（笑）。
 

泉⽔姫と七⼈の⼩⼈＋one

6531 選択 saki 2008-04-24 09:49:03 返信 報告

 
先⽇xs4pedさんから頂いた、ギターを抱えた坂井さんを使って画像を作ってみました。

 xs4pedさん、ありがとうございました。
 そして、ヒントを下さった、皐さん、パクリみたいでごめんなさ〜いm(_ _)m

坂井さんと、愉快な（Z研の）仲間達 ＋意地悪な誰かさんって感じです。（笑）
 意地悪な誰かさんって誰だろうな〜 胸に⼿を当ててよ〜く考えてみよう(^^)ｷｬﾊﾊ〜

詩作りの⽅は、頭の中がパニックになっています。
 育児や、家事をやってるとロマンチックな⾔葉なんて浮かびませんね〜

 こうやって徐々に所帯じみてしまうんでしょうね(^^;)ｶﾅｼｨ〜
 でも、所⻑との勝負だから負けられない、泣き⾔なんか⾔ってられない、

 sakiは、もっともっと頑張るけんね︕ (^^)/
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P.S
チョコレートせんぱ〜い♡ 最近お姿を⾒かけませんけど、いかがお過ごしですか︖

 ちょっ〜と⼼配 & ちょっと寂しいですよ〜。

Re:泉⽔姫と七⼈の⼩⼈＋one

6535 選択 stray 2008-04-24 12:39:44 返信 報告

sakiさん、こんにちは︕

＋oneって、まさか、私のことじゃないですよね︖︕（笑）
 スパルタ寺尾さんってことにしときましょう（笑）。

素敵な作品ですねぇ︕ 全体のバランスもいいし、⽂句なしです（笑）。
 技術的には初期の皐ちゃんをすでに越えてますよ。

 ご⾃分で別スレに書いてるように、⼀⽬⾒ただけで「あ︕ これは○○さんの作品」
 とわかるようなオリジナリティが重要で、たとえば「満⽉＋⼀本結びのシルエット」を

 必ず作品に使うとか、メルヘン路線とか（笑）、アイデア次第でしょう。
 GIFアニメによる「動き」でストリー性を出すのもよいと思います。

 なんてたってsakiさんが先駆者なんですから︕（笑）

詞は、泉⽔さんも「孤独にならないと書けない」と仰ってますので、
 育児や家事をやりながらでは、良い詞は⽣まれないでしょうねぇ。

 早々に諦めて、”加⼯画で勝負”でもいいんじゃない︖（笑）
 

かっわいい(＾▽＾)

6539 選択 pine 2008-04-24 13:36:19 返信 報告

sakiさん こんにちは︕

泉⽔さんの「ハイホー・ハイホー♪」の演奏に合わせて、⼩⼈達が楽しく⾏進しているようで、メルヘンチックなかわ
いい作品ですね。
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右下で腕組みしている「意地悪な誰かさん︖」が睨みをきかせていますね。
きっと泉⽔さんのボディガードでしょう（笑）

Re:泉⽔姫と七⼈の⼩⼈＋one

6540 選択 xs4ped 2008-04-24 15:30:18 返信 報告

sakiさん、こんにちは。

加⼯画、上⼿ですね〜
 やっぱりxxxさんに弟⼦⼊りしてたんですね。(笑)

 > 坂井さんと、愉快な（Z研の）仲間達 ＋意地悪な誰かさんって感じです。（笑） 
 > 意地悪な誰かさんって誰だろうな〜 胸に⼿を当ててよ〜く考えてみよう(^^)ｷｬﾊﾊ〜 

 『いじわるばあさん』じゃ無いけど、やっぱりstray婦⻑ですよね。(笑)
 > 早々に諦めて、”加⼯画で勝負”でもいいんじゃない︖（笑） 

 stray婦⻑に1票(笑)
 

Re:泉⽔姫と七⼈の⼩⼈＋one

6541 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-04-24 15:40:12 返信 報告

sakiさんへ
 > 坂井さんと、愉快な（Z研の）仲間達 ＋意地悪な誰かさんって感じです。（笑） 

 こんにちは︕『すごく素晴らしい』の⼀⾔です♪♪
「じ〜っ」と作品を眺めていると 泉⽔さんが動いて⼩⼈ちゃん達も歌いだしてきました〜︕︕（笑）

 夜なのに明るい 絵本の表紙にも似合いそうな作品だと思いました☆
 いつも創作のアンテナを「ピピッ」と張り巡らせて 緊張感を持って⽣きていらっしゃるご様⼦で尊敬致しておりま

す︕︕
 これからも素敵な作品を拝⾒させて下さ〜い (*^▽^*)/ 

Re:泉⽔姫と七⼈の⼩⼈＋one
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6543 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-04-24 18:08:37 返信 報告

sakiさんへ
 度々すみません。 

 泉⽔さんの説によると孤独だと詩が書けるということでしたので、私には書けるハズ︖と思いました・・・
 ということでｓａｋｉさんの作品を拝⾒させていただいたイメージを詩にしました。

 泉⽔姫と七⼈の⼩⼈＋one

  ⻘い⽉夜に照らされた
   泉の横のステージで

   今宵は姫のコンサート

   ハイホー♪ハイホー♪さぁ急ごう︕
    僕たちが姫を守るんだ

  静かな森にこだまする
   姫の歌を聴いたなら

   きっとみんなが踊りだす

   ハイホー♪ハイホー♪さぁ急ごう︕
    僕たちが姫を守るんだ

やっぱり詩を作るのは難しいですね︕才能がないのはお許し下さ〜い（笑）

Re:泉⽔姫と七⼈の⼩⼈＋one

6544 選択 miho 2008-04-24 18:15:37 返信 報告

こんにちは♪sakiさんみなさん!!

かわいいですね〜♪⼩⼈さんと泉⽔姫
 私もこいう画像を作りたいです。

 今壁紙にしました。
 保存させていただきますね。

https://bbsee.info/straylove/id/6531.html?edt=on&rid=6543
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xs4pedさんこんにちは!!

素敵な画像ありがとうございます。
 泉⽔さんがかわいいですね♪

 保存させていただきますね!!

Re:泉⽔姫と七⼈の⼩⼈＋one

6546 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-04-24 19:58:30 返信 報告

こんばんは、sakiさん。

素晴らしいですね。
 ⼀⼈を除いて（笑）、みんな楽しそうですね。

 泉⽔姫と七⼈の⼩⼈も、とても⾃然で、本当に⼀緒に唄っているようですね。
 あの写真からスグにこんなアイデアが浮かぶんだから、もう⽴派なアーティストですね。

>意地悪な誰かさんって誰だろうな〜 胸に⼿を当ててよ〜く考えてみよう(^^)ｷｬﾊﾊ〜 
 もちろん所⻑でしょうが・・・（笑）、念のため、私もよ〜〜〜く考えてみよっと・・・、

 う〜〜〜ん・・・、もしかして私︖（⼤汗）。
 こんなに褒めてるんだから違うよね︖ 違うと⾔ってぇ〜︕（笑）

 （褒めてる所をよ〜く⾒てよ︕ 笑ってないから︕）
 

ありがとうございます♪

6547 選択 saki 2008-04-24 21:37:20 返信 報告

strayさん
 stray婦⻑の命令とあっては、作詞の⽅は暫くおやすみしますね。

 だけど、お前には無理だ︕って⾔われているようで、悔しいなぁ〜(笑)
 いつか、いいのが思いついたら発表します…必ずね︕(^_^)v

pine先輩…
 この画像を作る時、私も「ハイホ〜︕ハイホ〜♪」って歌いながら作ってました、
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でもそこだけしか知らないので後は、ラララです(^_^;)
それも途中から違う歌になっているような︖

megamiさん…♪
 megamiさんが作られた詩で、ラララの部分を歌ってみたらピッタリ会いましたよ〜。

 詩作りの⽅は、megamiさんにバトンタッチしますね。
 しっとりした⼤⼈の唄をお願いしま〜す。

mihoちゃん…、お久しぶり〜
 壁紙だなんて…、感激︕

 若いのに最⾼の褒め⾔葉を知ってますね〜
 うれしいです(^o^)／

私も、mihoちゃんの真似して、詩を作って⾒たけど…難しいね〜
 mihoちゃんみたいに、⾔葉がスラスラと出てくればいいのに…ねぇ〜

T28部⻑〜
 お褒めの⾔葉ありがとうございますね〜

 最初に⼩⼈さんの画像を持ってて、それに合う泉⽔さんの画像を探してたんです。
 笑顔の泉⽔さんってあまり無いので、これだって思ったんです(笑)

 それから、このＺ研で、⼀番意地悪そうなのは…
 名前に、SとIと○とAが付く⼈ですよ〜(笑)

 よ〜く、考えよ〜♪
 

Re:泉⽔姫と七⼈の⼩⼈＋one

6548 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-04-24 22:26:48 返信 報告

こんばんは、sakiさん、
 すごく楽しくて、ほんと⾳楽が聴こえて来そうな加⼯画ですね。

 後ろに⾒えるのはZ研城でしょうか︖
 ＋oneによってみんなの結束⼒も強くなってるのかもしれませんね。(笑)

 毎回レスしようと思いつつ、考えてるうちにタイミング逃してるので、今回はすぐに打ってみました。

https://bbsee.info/straylove/id/6531.html?edt=on&rid=6548
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6548


よこレス失礼します。
megamiさん、イメ-ジの詩も⾃然と唄になりそうですね。

 ただ、「僕たちが」より「僕らが」のほうが唄いやすいのですが、失礼しました。（汗）

お⼆⼈とも、負けたらつまらんばい︕（笑）

⼾籍が九州のアネ研でした。
 

Re:泉⽔姫と七⼈の⼩⼈＋one

6549 選択 チョコレート 2008-04-25 01:52:51 返信 報告

sakiさん、ご無沙汰してマース︕チョコレートです。呼ばれた気がして(笑)出てきました。
 姿を現さない私の⼼配までしていただき、ありがとうございます︕

 Z研の掲⽰板、カフェその他、毎⽇チェックだけは⽋かしていないのですが、レスする体⼒が残っていないような⽇々
を送っておりまして(笑)、なかなかレスできずにごめんなさいね。

 sakiさんの作品、前回もチェックはしてましたよ。
 私は詩もなかなか良いなぁと思っていたのですが･･･所⻑さんは厳しいですねぇ。

今回も素敵な加⼯画ですね︕︕
 泉⽔さんがすっごく楽しそうで、⾒ている私まで楽しい気分になれます。星空のブルーが私の⼀番好きな⾊だし、満

⽉のシルエットもとても美しい。
 今まで拝⾒してきたsakiさんの作品の中で、これが私のベスト１かな･･･。

 うまく表現できないのですが、この加⼯画、とてもsakiさんらしい︖感じがするというか、パッと画像を⾒た瞬間
に、これはsakiさんの作品だな〜と思いました。

 所⻑さんのように、どこがどうとか的確には指摘できないのですが(笑)。
 また次の作品も期待しちゃいますからね、夜･露･死･苦〜︕

横レス、失礼します。
 megamiさん、お久しぶりです、チョコレートです。megamiさんの詩、とてもかわいくて素敵でしたよ。これも孤

独のなせるワザでしょうか(笑)。
 それから別スレの泉⽔さんの名前の由来についての捜査︖、とても興味深く拝⾒させて頂いてます。ジェーン･バーキ

https://bbsee.info/straylove/id/6531.html?edt=on&rid=6549
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6549


ンですか･･･。光野桃さんは残念ながら存じ上げないのですが、エッセイを読んでみたくなりました。もう少し時間に
余裕ができたら、カフェの店番をしながら読みたいと思います。「ソウルコレクション」･･･が謎解きの鍵ですね。

 

ありがとうございます②

6551 選択 saki 2008-04-25 08:55:58 返信 報告

 
私ったら、ごめんなさ〜い、

 xs4pedさんへの御礼が抜けていました…m(_ _)m
 ⼀番最初にお礼しなくちゃいけない⽅なのにねぇ〜 気の利かない⼥ですね ┐(-_-)┌ ﾔﾚﾔﾚ

 xs4pedさんのお陰で素敵な加⼯画像が出来ました。
 私の保管してる泉⽔さんの画像は少ないので、これからも助けて下さいね(^_-)-☆

 xs4pedさんの加⼯画は、沢⼭の泉⽔さんですね… 
 私はまだ⼀⼈の泉⽔さんしか出来ないので、次回からは、ちょっと増やしてみよっかな〜

アネ研さんへ
 アネ研さんも九州出⾝なんですか︖ な〜んかうれしい〜なぁ〜

 やっぱり、九州出⾝の⼈は暖かみがあって優しい⽅ばかりでいいですよね︕
 皐さんも、xxxさんも、私も、ついでに⿊杉さんも、えぇ〜⿊杉さんもぉ〜︖

 これからも、タイミンぐぅ〜 を逃したと仰らずにレス下さいね♡

チョコレートせんぱ〜い♡
 お久しぶりで〜す。な〜んかお忙しそうですね… 寂しかったですよ〜

 私も忙しい筈なのに、こんな事やってます（笑）
 私らしい画像っていって下さってありがとうございます。(^^)/

 北野たけし監督の映画が、北野ブルーって⾔われるように…
 チョコレート先輩の好きな⻘を基調とした作品をこれから、sakiブルーとしていこうかなぁ〜

 いいヒントをありがとうございますね〜♡

P.S
 意地悪な誰かさんの答え…
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>名前に、SとIと○とAが付く⼈ですよ〜(笑)

シヴァさんに突っ込んで貰いたかったんですが、お忙しいようなので…(^^;)
 ○の中には”V”ではなくて”K”が⼊ってイニシャルを並べ変えると… saki  でした(^^)/

Re:ありがとうございます②

6552 選択 ⿊杉 2008-04-25 09:42:31 返信 報告

> やっぱり、九州出⾝の⼈は暖かみがあって優しい⽅ばかりでいいですよね︕ 
 > 皐さんも、xxxさんも、私も、ついでに⿊杉さんも、えぇ〜⿊杉さんもぉ〜︖ 

 > これからも、タイミンぐぅ〜 を逃したと仰らずにレス下さいね♡

私に対して仰って頂いた⾔葉だとは思いませんが、思いっきりタイミンぐぅ〜をはずして、いつレスしたら良いのか
と⼾惑っていた⿊杉です。(笑)

お早うございます。そして多分、いってらっしゃいの時刻でしょうか。

皆さんが仰っているように、＋oneが格別ユニークで…(笑)
 誰とは申せませんが…(笑)

勿論、それだけではなく、皐さんにも勝るとも劣らない素敵な加⼯画だと思っております。
 私⾒ですが、皐さんのとは違った雰囲気がありますね。ブルーを背景にされているからでしょうか?

 落ち着いた⼤⼈の雰囲気が滲み出ている感もありながら、Z研の愉快なメンバー達も嬉しそうで、素晴らしい作品を拝
⾒させて頂きました。

Z研には、本当に才能豊かな⽅が多いのですね。(笑)

これからもどうか、素敵な作品を拝⾒させて下さい。

「チバリヨ〜!」(←沖縄⽅⾔:がんばって、の意)
     ↑

 も、勿論、無理をなさらない程度に(汗)

sakiさん アネ研さん チョコレートさんへ

https://bbsee.info/straylove/id/6531.html?edt=on&rid=6552
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6553 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-04-25 15:51:47 返信 報告

ｓａｋｉさん こんにちは︕
 >詩作りの⽅は、megamiさんにバトンタッチしますね。しっとりした⼤⼈の唄をお願いしま〜す。 

 ↑『キャー』こ〜んなことになるとは・・・ビックリして⾶び上がりそうです（笑）
 ｍｉｈｏさんのように『スラスラ〜ッ』と⾔葉が出てこないｍｅｇａｍｉでした・・・

横レス失礼します︕
 アネ研さんへ

 > megamiさん、イメ-ジの詩も⾃然と唄になりそうですね。 
 > ただ、「僕たちが」より「僕らが」のほうが唄いやすいのですが、失礼しました。（汗） 

 詩の感想をいただいてありがとうございま〜す（笑）
 ご指摘の部分 私も迷ったのですが、「僕ら」の⽅が良かったですね〜︕

チョコレートさんへ
 お久しぶりで〜す︕お忙しそうですが、お元気でいらっしゃって良かったです☆

 >megamiさんの詩、とてもかわいくて素敵でしたよ。これも孤独のなせるワザでしょうか(笑)。 
 どうもありがとうございます︕︕孤独でもセンスがないもので・・・難しいですね（笑）

 >光野桃さんは残念ながら存じ上げないのですが、エッセイを読んでみたくなりました。 
 お優しい⾔葉をありがとうございました︕︕

 ⼀つひとつの章はとても短いエッセイなので 怪獣ちゃんがチョコっとお昼寝されている間にでも ぜひぜひ読んで
みて下さ〜い︕︕

 チョコレートさんが、ますます素敵な⼥性になられること間違いなしですヽ(*ゝω･*)ﾉ 

気が付かなかった︕

6559 選択 シヴァ 2008-04-25 21:17:45 返信 報告

ｓａｋｉさん、こんばんは︕
  

> >名前に、SとIと○とAが付く⼈ですよ〜(笑) 
 > 
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> シヴァさんに突っ込んで貰いたかったんですが、お忙しいようなので…(^^;) 
いつの間にか話題をふられて、いつの間にか終わってました。

 もうちょっと待ってくださ〜い︕これじゃなんだか返しが思いつかなかったみたい・・。
 

（*＾-＾*）

6566 選択 ミキティ 2008-04-26 00:31:10 返信 報告

sakiさん みなさん こんばんは☆

 可愛らしい作品をありがとうございます(^o^)⼃♪
  レスのタイミンぐぅ〜が遅れてごめんなさいね<m(__)m>

 作品と共に♪ハイホー・ハイホォ〜♪と楽しく聴こえてくるような素敵な作品ですね とっても可愛くて♡ sakiさ
ん

 らしいです（*＾-＾*） 
  そして意地悪な誰かさんはsakiさんじゃ〜ないですよぉ︕︕

 sakiさんはキュート♡で優しい⼼の持ち主です☆ 
 お⼼あたりの⽅がいっぱいいらっしゃるようで（笑）笑って拝⾒していましたけど（笑）

  私 sakiさんの作品そして詩をとっても期待していまーすヾ(*^ｰ^*)o⼫~

 横レス失礼します☆

xs4pedさん♪
  可愛いい♡作品をありがとうございます（＾－＾）

  ピンク調でラブリー♡な泉⽔さんですね〜
  うっとりします（＾－＾）

  これからも作品を楽しみにしていまーす♪

 megamiさん♪

 ほんわかな素敵な雰囲気の詩をありがとうございます
 （＾－＾）

  占い館に詩集展⽰など期待しちゃいます(^o^)⼃
 

https://bbsee.info/straylove/id/6531.html?edt=on&rid=6566
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ミキティさんへ

6568 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-04-26 11:40:09 返信 報告

ミキティさん こんにちは☆ 
 >  ほんわかな素敵な雰囲気の詩をありがとうございます（＾－＾） 

 ↑のとおりにほんわかなイメージのミキティさんからおっしゃっていただけると と〜っても嬉しいです︕
 >  占い館に詩集展⽰など期待しちゃいます(^o^)⼃ 

 更新したいと思いながら・・・申し訳ありません  ｡゜ﾟ(>ヘ＜）ﾟ ゜｡ 
 いつもお声を掛けていただいて 本当にありがとうございます︕︕ご期待に添えるよう頑張りま〜す(●>ω<)ﾉ

 ミキティさんもお⾝体に気をつけて 素敵な毎⽇をお過ごし下さいネ♪♪

presented by 皐 ④

6520 選択 stray 2008-04-23 13:00:22 返信 報告

皆さんこんにちは︕

今⽇は『ZARD BLEND I 』の発売⽇です。
 「Good-bye My Loneliness」はボーカルリテイク版。

 「こんなに愛しても "Hold Me" 」は「もう探さない」のc/wですが、
AL『HOLD ME』の表題曲であり、BLEND I ではトリに収められていますので、

 泉⽔さんにとって思い⼊れのある曲なのでしょう。
 どういった思い⼊れなのか︖ これも謎です（笑）。

皐ちゃんの卒業制作の１つです。
 泉⽔さんのＧジャンに当たる陽加減がにくいですねぇ（笑）。

 

Re:presented by 皐 ④ ありがとうございます

6523 選択 ミキティ 2008-04-23 18:15:28 返信 報告
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所⻑さん みなさん こんばんは♪

 今⽇は⼀番かな(^o^)⼃
 いやいや 送信押すまでドキドキですなぁU｡･x･)ﾉ

 皐さんの卒業制作『ZARD BLEND I 』嬉しいで〜す
 私 ⼀番たくさん聴いたアルバムじゃないかな〜

  こちらには⼊っていないけど すりきれるほど聴いたアルバムです♪
 泉⽔さんの眼差しが素敵で そしてさわやかな作品ですね（＾－＾）

 所⻑さ〜ん なんでもポケット羨ましいな〜（笑）
  私にも貸してください  どぉぞっ♪ヽ(*'-^*)。

Re:presented by 皐 ④

6524 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-04-23 18:45:08 返信 報告

皐さんへ
 素晴らしい卒業制作 本当にありがとうございました︕︕

 写真ではなく絵画を観ているような気持ちになります。
 この作品のすべてが美しいと思いました♪

お忙しい毎⽇に慣れてこられた頃でしょうか︖
 どうかお⾝体に気をつけて ご⾃分の決めた道を進んでいって下さいネ︕︕

 きっとレスを⾒て下さっていると信じてます☆

所⻑さんへ
 次はいつ皐さんの作品を発表して下さるのでしょうか︖

 と〜っても楽しみにお待ちしておりま〜す︕︕ 

Re:presented by 皐 ④ 私も楽しみにしていまーすヽ(^o^)⼃

6525 選択 ミキティ 2008-04-23 18:58:49 返信 報告
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所⻑さ〜ん♪ ポケットにまだまだ沢⼭秘めているのですね〜
 楽しみに待っていま〜す☆♡☆:*:.｡o○

 megamiさーん（＾－＾）
 お話できる⽇を楽しみにしています(^_-)-☆

  いつの⽇かご⼀緒にお茶できる⽇を夢⾒ていまーす
 （*＾-＾*）

ボロボロ・・（≧▽≦）

6526 選択 シヴァ 2008-04-23 21:20:01 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑さん、こんばんは︕

この前の「君がいない」はスルーしてしまってすいませんでした︕
 皐さんじゃないから、まっいっか〜って思ってしまったんですね。（＾＾）

でも〜ＳＵＮ＆ＳＴＯＮＥ〜はスルーできません︕
 これは⼀番ボロボロになってるＣＤなのです︕

 ＣＤホルダーの真ん中が割れてしまっていて、開けると落ちてくるんです。
 聴く時ある意味便利なのですが、しまう時はコツがいるんですね〜。

このＣＤに収録されてる曲の歌詞はほとんど覚えています。
 なのでこれを聴きながらなにかしようとしても、⼝ずさんでしまって全然はかどらないんです。

これはいつもにも増して綺麗ですね︕
 おっしゃる通り、右下の泉⽔さんがとっても素敵︕

 皐さん、ありがとうございます︕
 今⽇は他のＣＤを聴く予定でしたが、急遽変更︕これを聴くことに決定︕

 今⽇も歌うぞ〜︕

Re:presented by 皐 ④

6527 選択 ⼭茶花 2008-04-23 21:40:01 返信 報告
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strayさん、こんばんは。

> 「Good-bye My Loneliness」はボーカルリテイク版。 
 > 「こんなに愛しても "Hold Me" 」は「もう探さない」のc/wですが、 

 > AL『HOLD ME』の表題曲であり、BLEND I ではトリに収められていますので、 
 > 泉⽔さんにとって思い⼊れのある曲なのでしょう。 

 > どういった思い⼊れなのか︖ これも謎です（笑）。 
 なるほどー。

> 皐ちゃんの卒業制作の１つです。 
 > 泉⽔さんのＧジャンに当たる陽加減がにくいですねぇ（笑）。 

 皐さんの卒業制作ですかー。
 Gジャン姿の坂井さん、男っぽくてほんとにカッコイイと思います。

 何時だったでしょうか･･･⼤分前に、そんな記事が載っていた雑誌が投稿されていましたが･･･
 「頑張れ〜」と励ましてくれている気がしてカッコイイです。

皐さんへ。男っぽくてカッコイイGジャン姿の坂井さんの画像をありがとうございました︕
 

Re:presented by 皐 ④

6529 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-04-23 23:34:54 返信 報告

皐ちゃん、こんばんは、元気してますか︖

ほんと、左側の絵画っぽいのがＤＡＮ、ＤＡＮ写真になって⾏くように感じます。
 それに、泉⽔さんのＧジャン姿はカッコイイですよね。

 発売当時、泉⽔さんの⼩さい事にガッカリしましたが、⼤きくなってきましたね。(笑)
 今夜は、「ＺＡＲＤ ＢＬＥＮＤ」聴いて過ごそう思います。

 あと少しですが・・・

次回作も期待してますよ︕
 

ミキティさんへ

https://bbsee.info/straylove/id/6520.html?edt=on&rid=6529
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6530 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-04-24 00:12:14 返信 報告

こんばんは︕
 レスありがとうございました︕︕

 > いつの⽇かご⼀緒にお茶できる⽇を夢⾒ていまーす（*＾-＾*） 
私もです☆近いうちにお話できる⽇を⼼待ちにしておりますヽ(●>∀<●)/

Re:presented by 皐 ④

6532 選択 匿名 2008-04-24 09:52:20 返信 報告

 
皐さん、おはようございます。

またまた皐さんの画像を⾒れてうれしい〜ですよ〜♡
 いったい幾つ卒業制作されているのかな︖ 凄いな〜
 私も加⼯画を初めたばかりなのに、もうすでに煮詰まっています(T_T)

 ⾃分の特徴を出すってむずかしいですね、⼈真似ばかりになってしまいます。
 やっぱり、皐さんもxxxさんも凄い⼈達なんだと改めて実感しています。

 作品を⾒ただけで、皐さんだ︕ xxxさんだ︕って解りますもん…
 お⼆⼈共優しいから、こっちへおいでって⾔って下さるような気がしますけど、

 皐さんや、xxxさんに近づこうとすればする程、お⼆⼈がDAN,DAN遠くに⾒えてしまう…

豪華客船パシフィックビーナス号の後を追いかける、⾜漕ぎスワン号sakiでした。
 

Re:presented by 皐 ④

6533 選択 saki 2008-04-24 09:58:04 返信 報告

げっ︕ ⼜やってしまった。ごめんなさ〜いm(_ _)m

↑レスは、ドジなsakiでした。
 まっ、こんな事しでかすのは、私しかいないからすぐに解っちゃうと思ったけど…
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念のため、失礼しました。許してね〜

Re:presented by 皐 ④

6537 選択 xs4ped 2008-04-24 13:20:39 返信 報告

strayさん、こんにちは。

> 皐ちゃんの卒業制作の１つです。 
 > 泉⽔さんのＧジャンに当たる陽加減がにくいですねぇ（笑）。 

 presented by 皐 ④有難う御座います。(^_^)
 泉⽔さんのＧジャン姿、カッコイイですね。

 次回作も楽しみにして待ってま〜す︕

Re:presented by 皐 ④

6538 選択 pine 2008-04-24 13:32:02 返信 報告

皐さん こんにちは︕
 今⽇は⾬ですが、このジャケ写のように初夏を思わせる真っ⻘な空、眩しい太陽の⽇が増えてきました。

Ｇジャン姿であぐらをかく泉⽔さん、かっこいいです︕
 少し覗いている肩が⾊っぽくて…

 また、卒業制作にお⽬にかかれるのでしょうか︖
 楽しみに待っていますね。

携帯ギャラリー記念の40作品⽬

6545 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-04-24 19:32:39 返信 報告

皐ちゃん、こんばんは︕
 出遅れちゃいました（汗）。
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「ZARD BLEND〜SUN & STONE〜」も、よく聴いたアルバムですね。
当時はな〜んとも思いませんでしたが（苦笑）、所⻑が仰るとおり、

 「こんなに愛しても 〜Hold Me〜」を最後にした理由は分かりませんね。
 ライナーノーツには、”最後にはこの曲をどうしても持っていきたかったので・・・。”

 と書いてありますが、ちょっと意味深な感じもしますね。

お待たせしましたが、皐ギャラリーの携帯Gに追加しました。
 これで携帯G収蔵作品は、区切りの40作品⽬になります。

 今後、何作まで伸びるか分かりませんが、期待したいと思います。
 

ひょっとしたら泉⽔さん、皆さんとお知り合いかも︖

6536 選択 GTO 2008-04-24 12:54:21 返信 報告

皆さんこんにちは、

最近、ある初対⾯の⽅と雑談をしていましたら、
 共通の知り合いがいるという事が分かり、

 世の中広いようで狭いんだなと、変に感⼼したことがありました。
 それでひょっとしたら、私と泉⽔さんの共通の知り合いがいたりして...、と思って周りを調べてみたら...。

 残念ながら、これに関しては世界は広かったです。

でも、知り合いのシンガーが⼤⿊摩季さんのバックボーカルをやったことがあるって⾔うんで期待しましたが、
 泉⽔さんとは⾯識が無いとの事で、私と泉⽔さんの⾚い⽷はここで切れてしまいました。

所⻑の"そんなうまい話はないって..."って声が聞こえるようです。

megamiさんへ
 「泉⽔」さんの由来は、megamiさん、M.Darkさん、どちらの説も良いですね。

 でも、これに関しての情報は"何でもポケット"にも無いようですから、永遠に謎かな?
 因みに、看板画像は家の近所です。
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え〜︕︕︕

6542 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-04-24 15:52:28 返信 報告

GTOさんへ こんにちは︕
> 世の中広いようで狭いんだなと、変に感⼼したことがありました。 

 この気持ちとっても良く解ります︕
 泉⽔さんとも きっとどこかで繋がってるのではないかと信じたいと思います♪

「⾚い⽷」は意外と⾝近にあるかもしれませんね︕︕

> これに関しての情報は"何でもポケット"にも無いようですから、永遠に謎かな? 
 やはり謎は謎のままのようですね・・・︕︕レスをいただいてありがとうございました☆

 > 因みに、看板画像は家の近所です。 
 そうでしたか︕海外にありそうな看板だったので とってもビックリしました〜♪

"PREMIUM BOX 2001-2008（仮）"

6528 選択 stray 2008-04-23 22:44:25 返信 報告

皆さんこんばんは。

私のところはようやく桜が満開となり、昨⽇・今⽇・明⽇と３連チャンでお花⾒です（笑）。
本家をはじめ、すでにあちこちで話題になっていますが、

 「promised you」以降を集めた「PREMIUM BOX 2001-2008（仮）」が、
 FC限定で販売されるようです。

◆ 収録内容（CD15枚+特典DVD1枚）
 ・ZARD シングル 11枚（34th〜44th）

 ・「果てしない夢を」（ZYYG, REV, ZARD & WANDS featuring ⻑嶋茂雄）
 ・「クリスマス タイム」（Barbier guest vocal IZUMI SAKAI）
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・「LOVE 〜眠れずに君の横顔ずっと⾒ていた〜」（Barbier guest vocal IZUMI SAKAI）
・「異邦⼈」（TAK MATSUMOTO featuring ZARD）

・特典DVD「こんなにそばに居るのに」
 （収録時間︓約13分）※当初の約8分から増えました

 2007.6.26-27 ⻘⼭斎場「ZARD/坂井泉⽔さんを偲ぶ会」
 2007.9.14 LIVE at ⽇本武道館 DOCUMENT〜こんなにそばに居るのに

◆ ハードケース・豪華ボックス仕様
 ◆ 全作 ダブル紙ジャケット仕様

 ◆ ディスコグラフィー付き
 ◆ ZARDアルバムジャケットカード封⼊（19枚セット）

価格︓\12,000（tax in）［\11,429（tax out）］
 ※商品価格には梱包・発送料・消費税が含まれます。
 販売⽅法︓ファンクラブ通信販売

 販売時期︓2008年4⽉末⽇時点でWEZARDに有効会員としてご登録頂いている⽅へ、5⽉中に申込⽅法詳細を記載したご案内
をお送りする予定です。

 商品発送時期︓2008年7⽉上旬頃
 -----------------------------------------------

「PREMIUM BOX 1991-2008」には「約束のない恋」も収録されることになりましたね。
 すでに予約したファンとしては、やや複雑な⼼境です（笑）。

Re:"PREMIUM BOX 2001-2008

6534 選択 xs4ped 2008-04-24 11:18:41 返信 報告

strayさん、皆さん、こんにちは。

> 「PREMIUM BOX 1991-2008」には「約束のない恋」も収録されることになりましたね。 
 > すでに予約したファンとしては、やや複雑な⼼境です（笑）。 

 "ZARD PREMIUM BOX 1991-2008 Complete Single Collection"
 「約束のない恋」以外にも追加収録される事になったので、予約注⽂しました︕(^_^)

https://bbsee.info/straylove/id/6528.html?edt=on&rid=6534
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 30,580円(送料・⼿数料込み)
予定外の出費ですが、やっぱり記念に欲しくなり予約注⽂しちゃいました。

まもなく、⻄武ギャラリーにて

6461 選択 atti 2008-04-20 00:18:09 返信 報告

皆さん、こんにちは。

まもなく、GWになりますね。
 4/29-5/6までの間には、池袋へ⾏きますが、後半は⾏けないので、初⽇にしょうかな。

ローソンチケットENTA版(無料情報誌)をもらってきました。(P29)

愛⽤品等の内容は、⼤型スクリーンサイズ(100インチ)などの記述があります。

「ローソンへ⾏こう〜」にて確認してみてね。

■⻄武百貨店 予告ページ
 ttps://www2.seibu.co.jp/wsc/010/N000021933/0/info_d

■ENTA版
 ttp://l-tike.com/loppi/index.html

Re:まもなく、⻄武ギャラリーにて

6462 選択 stray 2008-04-20 09:20:10 返信 報告
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attiさん、こんにちは︕

情報ありがとうございます。
 「未公開映像」と「会場限定オリジナルグッズ」がすっごく気になります（笑）。

 ⾏きたいなあ〜、でも⾦かかるな〜（笑）。

⾏かれた⼈は、是⾮とも情報をお願いします︕︕
 

新聞に・・・

6514 選択 atti 2008-04-23 00:05:24 返信 報告

皆さん、こんにちは。

22⽇:朝⽇新聞(朝刊)に記事がありました。

内容的には、ローソンENTA版の⽅が詳しく書かれています。

後半の連休は、仕事で成⽥から・・・のため、
 はやり、初⽇に⾏く事にします。

デビュー曲は「不倫ソング」だった︕

6433 選択 stray 2008-04-18 19:29:14 返信 報告

皆さんこんばんは︕

資料を整理してたら、デビュー曲「Good-by My Loneliness」が
 不倫ソングであると、泉⽔さん⾃ら語ってるインタビュー記事が⾒つかりました。

 「愛は暗闇の中」もそうなのかは不明ですが、追加の４⾏は不倫の匂いがプンプンです。
 ん〜、追加した時期が気になりますなあ…。

この記事の出典は、オリコン1991年7⽉1⽇号です。
 当時のオリコンは⼤判のタブロイド版（Ｂ４）なので、インタビュー部分だけアップしましたが、

https://bbsee.info/straylove/id/6461.html?edt=on&rid=6514
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6514
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/033cc385728c51d97360020ed57776f0.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/6433.html
https://bbsee.info/straylove/id/6433.html?edt=on&rid=6433
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6433
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/dbec0010cebb295ffb1d96b0af9d77f8.jpg


 
上半分は超レアな泉⽔さんの画像となっています。
アップしませんけど（笑）。

Re:デビュー曲は「不倫ソング」だった︕

6434 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-04-18 20:37:02 返信 報告

こんばんは︕
 ご無沙汰しております（笑）。

貴重な資料をありがとうございます。
 倉庫整理の甲斐がありましたね（笑）。

 私は、デビュー曲は（歌詞を⾒ても）「不倫ソング」だとは思わないけどなぁ（笑）。
 泉⽔さんが、（当時）特にお気に⼊りのジョークなんじゃないですかね。

 ラジオ出演時も同じような事を語っていたし・・・。

>上半分は超レアな泉⽔さんの画像となっています。 
 >アップしませんけど（笑）。

うぅ〜、こんなこと書かれると気になるんですけど・・・（笑）。
 

Re:デビュー曲は「不倫ソング」だった︕

6435 選択 ⼭茶花 2008-04-18 20:38:40 返信 報告

staryさん、こんばんは。
> 資料を整理してたら、デビュー曲「Good-by My Loneliness」が 

 > 不倫ソングであると、泉⽔さん⾃ら語ってるインタビュー記事が⾒つかりました。 
 えーマジっすか︖︕初⽿です。

不倫ソングでも、イヤらしい話なんですが、彼⼥⾃⾝が不倫の経験がなければ、普通、そのような詞も書けないんじ
ゃないでしょうか。

 分かりませんが･･･
 不倫ソングなんて･･･重たい作品だったんですね。
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衝撃です(笑)
この間から何を不倫、不倫て⾔ってるのかなと思ってて。なるほど。そのことだったんですね。

 そう⾔えば、ネットで改めて坂井さんのことを検索してみたときがあるんですが、
 ZARDに曲を提供していた織⽥哲郎さんと坂井さんが、事実かは分かりかねますが、“不倫”との事も記されていました

けどね･･･
 

Re:デビュー曲は「不倫ソング」だった︕

6438 選択 miho 2008-04-18 21:46:40 返信 報告

strayさんみなさんこんばんは。

> 資料を整理してたら、デビュー曲「Good-by My Loneliness」が 
 > 不倫ソングであると、泉⽔さん⾃ら語ってるインタビュー記事が⾒つかりました。 

 > 「愛は暗闇の中」もそうなのかは不明ですが、追加の４⾏は不倫の匂いがプンプンです。 
 > ん〜、追加した時期が気になりますなあ…。

「不倫ソング」…びっくりしました。さっき「Good-by My Loneliness」を聞いたのですが、
 不倫ソングと聞いて「⾔われてみれば…不倫のソング」と思ってしまいました。

>上半分は超レアな泉⽔さんの画像となっています。 
 >アップしませんけど（笑）。

そう⾔われると気になっちゃいます（笑）
 

Re:デビュー曲は「不倫ソング」だった︕︖︖

6439 選択 oy-miyu 2008-04-18 21:50:42 返信 報告

strayさん 皆さんこんばんは︕
 私の初めて購⼊したZARDのSLなのでまた訪れてしまいましたが（笑）

 > 不倫ソングであると、泉⽔さん⾃ら語ってるインタビュー記事が⾒つかりました。 
 デビュー曲「Good-by My Loneliness」が「不倫ソング」︖

 違うのでは︖泉⽔さんも「「⼤⼈の恋愛の歌にしてくれ」と⾔われて作ったんです。私はパッと「不倫かな」て考え
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たんですけど（笑）」←（笑）と付いてるから歌詞の内容を⾒ても違うでしょう︖（＾＾）。
当時流⾏してたドラマが不倫をテーマにした作品が多く、泉⽔さんも不倫、不倫と流⾏⾔葉のように会話してただけ
では︖最近の流⾏⾔葉「KY」等の表現と同じように。

 > 「愛は暗闇の中」もそうなのかは不明ですが、追加の４⾏は不倫の匂いがプンプンです。 
 確かに追加の４⾏は不倫の匂いがしますね（笑）

 ＞⼭茶花さんへ 初めまして︕
 織⽥さんより、⻑年噂になっているのは御⼤N⽒です。事実かどうか︖コナン君に謎を解決して貰わないと．．．

（笑）
 

Re:デビュー曲は「不倫ソング」だった︕

6441 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-04-18 22:12:34 返信 報告

こんばんは、
 先⽇の「愛は暗闇の中で」の追加の詞の

 「⽇曜⽇は彼⼥にあげる」による不倫ソング説にドギモをぬいたばかりだったのに、「Good-bye My Loneliness」
もだったなんて︕

 驚きました。
 ⾔われてみれば、そう思える部分もありますね。

 解る⼈にだけ、解るように書いていたんですかね。
 私にも「切なさ」だけは受け取れましたが、それ以上に「可憐さ」にノックダウンでした。（笑）

Re:デビュー曲は「不倫ソング」だった︕︖︖

6442 選択 stray 2008-04-18 22:14:43 返信 報告

皆さんこんばんは︕

インタビュー記事の解釈は⼈それぞれでお願いします（笑）。
 たぶん、部⻑とoy-miyuさんの解釈が当たりでしょう。

ただ、歌詞をあら探しすると、２番の最初、「つれない恋の⾏⽅は季節まかせ」がそれかと。
 ”つれない”にはいろんな意味がありますが、
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 「思うに任（まか）せない様⼦。こちらの思う通りにならない。」
と解釈すれば、ここに不倫の⾊が⾒え隠れしてますね。

⼭茶花さんへ
 織⽥さんと泉⽔さんは１・２回しか会ってないので、あり得ないですね（笑）。

 栗林さんとは⼀時期（バルビエ1st.のころ）かなり親密だったようで、噂になったことがあります。
 oy-miyuさんも仰ってますが、”御⼤N⽒の○⼈”との噂はいまだに絶えませんね。

> コナン君に謎を解決して貰わないと．．．（笑） 
 ⼦供はすっこんでろ︕って、アネ研さんにどつかれそう（笑）。

 

mihoさんのリクエストに応えて︕

6443 選択 stray 2008-04-18 22:22:39 返信 報告

mihoさん、こんばんは︕

⼦供は不倫の歌かどうかなんて気にしちゃダメだかんね（笑）。

mihoちゃん（私も今後”ちゃん”付けで呼ばせていただきます）の
 リクエストに応えて、上半分の画像をアップします。

 たぶんネットに出回っていないと思いますが…。

部⻑︕久しぶり（笑）。
 部⻑のリクエストに応えてアップするんじゃないからね〜（笑）。

 

Re:デビュー曲は「不倫ソング」だった︕

6445 選択 カーディガン 2008-04-18 23:03:47 返信 報告

所⻑様、こんばんは。

貴重な資料をアップしていただきありがとうございます。

さて、デビュー曲ですが、不倫ソングでしょうか︖24歳でデビューですから、その歳で不倫はふつうはあまりないん
でしょうけどね。泉⽔さんは、映画などで⾒たことを⾃分の経験に昇華するところもあるようですので、タイアップ
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に合わせた内容にしたのかな、なんて思ったりするのですが。不倫ソングらしい歌詞には思えないんですけど。どち
らかというと好きという気持ちが相⼿にわかりそうなのが、恥ずかしい(>_<)というシャイな気持ちを歌っている感
じに思っていましたけど。

この曲、泉⽔さんの曲というよりも、⼤河内志保が歌っていたイメージが強いですけど。プロ野球ニュース（現すぽ
ると）で何回も放送されていましたので。

Ｐ.Ｓ 「ZARD PREMIUM BOX 1991-2008」をさきほどamazonで予約しました。オリコンには、amazonは反映
されるので、⼀応。楽天は、残りすくないようですね。

 

Re:デビュー曲は「不倫ソング」だった︕

6446 選択 MRCP 2008-04-19 00:10:14 返信 報告

こんばんは。
 デビュー曲のイメージとされるポリスの「Every Breath You Take」は

 ⼥性を想い続ける男性の詞とされてますが関係ないですか。
 すみません、つまらないことで。

Re:デビュー曲は「不倫ソング」だった︕

6447 選択 ⿊杉 2008-04-19 06:22:16 返信 報告

久⽅ぶりに地上に這い出てきた気が致します。とても、ドキドキしております。⿊杉です。

stray所⻑さん。貴重な資料を公開して頂きまして、ありがとうございます。ちゃっかり、頂いてしまいました。(笑)

それにしても、何やら刺激的な話題ですね。(笑)
 「Good-bye My Loneliness」が不倫ソングとのタイトルに驚きました。

 私はてっきり、⽚思いソングだとばかり思っていたので…

しかし、坂井さんにはいろいろな噂が付きまとっていたのですね。私が読んだ本には、某広告代理店勤務の⽅との恋
愛が⻑かった、なんてのも書かれてありましたよ。まあ、それは不倫ではないのでしょうが。
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何よりも、私はアネ研さんの⼀⾔に賛成の⼀票です。
> 私にも「切なさ」だけは受け取れましたが、それ以上に「可憐さ」にノックダウンでした。（笑） 

 正しく。私は現在もノックダウンされっぱなしなんですが。(苦笑)

Re:デビュー曲は「不倫ソング」だった︕

6448 選択 stray 2008-04-19 09:04:38 返信 報告

皆さんおはようございます。

ずいぶん反響ありましたね（笑）。
 『⼤⼈の恋愛』と⾔ってるところがミソで、⽚思いや、切なさ、シャイな気持ちを

 ⼤⼈の恋愛とは⾔わんでしょうなあ（笑）。

#6433は、私が持ってるZARD以降のインタビュー記事としては最古の資料で、
 デビュー当時のインタビュー記事にはお⽬にかかったことがありません。

 これは「NOW ON SALE」のモノクロ広告で、A4版よりやや⼤きいサイズなので
 上下左右が若⼲キレてますが、「新レーベル b.gram 第⼀弾アーティスト」の⽂字が、

 ZARDに対する期待を物語ってますね。最初は「Zard」表記でした。

広告代理店勤務の男性（もちろん独⾝）との噂は、1998年頃から⻑くつづき、
 ⼊籍情報もありましたが真偽はまったくの不明です。

次回は「理想の男性像」をピックアップ︕（予定）

Re:デビュー曲は「不倫ソング」だった︕

6450 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-04-19 09:44:27 返信 報告

おはようございます。

何度も歌詞をかみ締めていたら、段々そう⾒えてきましたよ︕
 「不倫」とは⾔えなくても、何らかの困難を抱えていそうですね。

 所⻑のせいで、曲のイメージが随分変わっちゃったなぁ（笑）。
 どう責任取ってくれる︖（笑）
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所⻑︕ 私のリクエストに応えて戴いて、か・た・じ・け・ない︕（笑）。
( ￣３￣)〜♪シラ〜

 

Re:デビュー曲は「不倫ソング」だった︕

6500 選択 ⼭茶花 2008-04-21 23:01:24 返信 報告

こんばんは。
 T28さんの仰るとおりだ(笑)

 ⼊籍の真偽が不明だとか、誰かと不倫だったとか、坂井さんもいろんな意味で、複雑な⼈だったんですね。
 私もZARDのデビュー曲のイメージが、⾃分の思い描くイメージより、strayさんのせいで、がらんと変わっちゃった

気が･･･
 助けて下さい(笑)

部⻑、⼭茶花さんへ

6508 選択 stray 2008-04-22 12:41:48 返信 報告

こんにちは︕

「インタビュー記事の解釈は⼈それぞれでお願いします。」って書いたでしょ（笑）。
 私のせいじゃなくて、あなた⽅の解釈の問題なの︕（笑）

> 坂井さんもいろんな意味で、複雑な⼈だったんですね。 
 泉⽔さんが複雑なんじゃなくって、周りが勝⼿に複雑にしちゃってるだけです（笑）。

Re:mihoさんのリクエストに応えて︕

6513 選択 miho 2008-04-22 18:22:16 返信 報告

strayさんへ

>mihoちゃん（私も今後”ちゃん”付けで呼ばせていただきます）の 
 >リクエストに応えて、上半分の画像をアップします。 
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>たぶんネットに出回っていないと思いますが…。

遅くなってしまいましたが、
 写真ありがとうございます。初めてみました!

「Don't you see!」イタリア語Ver.

6510 選択 xs4ped 2008-04-22 13:37:13 返信 報告

皆さん、こんにちは。

チョット、珍しい(レア)物を紹介します︕
 「Don't you see!」カバー曲「No lo ves」イタリア語Ver.です。初めて聴きました。

 どうやら他のVer.(中国Ver.︖)も有るみたいですね。
 ttp://jp.youtube.com/watch?v=Cd9prKCaAS0

presented by 皐 ③

6485 選択 stray 2008-04-21 12:31:11 返信 報告

皆さんこんにちは︕

今⽇は「君がいない」の発売⽇なので、皐ちゃんの置き⼟産をアップしちゃいます︕（笑）
 おっかけ部⻑︕ いつ頃の作⾵でしょうねぇ?

 クルージングライブの時に、サポメンのギターをいたずらして弾いてるショットで、
 この写真はけっこう⼈気が⾼いんですよ。

「君がいない」は、ドラマ「理想の結婚」の主題歌ですが、
 本家（Ｚ板）で、ドラマプロデューサー諏訪道彦さんの興味深いコメントが紹介されています。

 ttp://jp.youtube.com/watch?v=cS_F66lQPVY
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Re:presented by 皐 ③

6486 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-04-21 12:34:55 返信 報告

こんにちは︕

>おっかけ部⻑︕ いつ頃の作⾵でしょうねぇ? 
 う〜〜〜ん・・・、分かんない︕︕（笑）

>だって、他の事（加⼯画・作詞）は専⾨外なんですもん（笑）。 
 って⾔ってるじゃない︕（笑）

皐ちゃんへのメッセージは後ほど・・・。
 

Re:presented by 皐 ③

6490 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-04-21 16:03:54 返信 報告

皐さ〜ん こんにちは︕お元気ですか︖
 「君がいない」の作品 しっかりとプリントアウトさせていただきました〜（笑）

 いつか皐さんには 私の携帯を⾒せますからね〜☆

さわやかなのに 切ない作品ですね ｡゜ﾟ(>ヘ＜）ﾟ ゜｡そして涼しげなのに 温かい作品だと感じました♪♪ 
 ｇｏｏｄ－ｂｙｅの⽂字の前が ⼀⾏空いてて 皐さんの卒業の記憶がカムバックしちゃいました・・・

 皐さんらしい作品を また鑑賞できて 今⽇はと〜ってもハッピーです︕

作品をアップして下さった所⻑さん どうもありがとうございました〜 ヽ(*ゝω･*)ﾉ

Re:presented by 皐 ③

6491 選択 saki 2008-04-21 16:39:39 返信 報告

 
皐さん、こんにちは〜。

 元気してますか︖ sakiは、いつも元気⼀杯ですよ(^^)/
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「君がいない」…乗りの良い曲で私、好きなんですけど…
ちょっと⾟い気持ちにもなりますね。

 でも、坂井さんのギターを持って楽しそうにしている姿はいいですね〜

所⻑にお願い︕     
 この坂井さんの元画像はお持ちでしょうか︖ 出来ましたら…あのぉ〜…ちょうだい︕ｺﾞﾛﾆｬﾝ

皐さんに対抗しょうって考えは、更々ないんですけど、
 ちょっと、いい組み合わせを思い付いたもので…  宜しければお願いします。m(_ _)m

横レスすみません、
 pine先輩、レスありがとうございました。所⻑が、褒めてくれるまでは諦めません。

 だけど、私、詩って柄じゃないし、中々⾔葉が浮かばないんですよね〜
 気を⻑〜〜〜〜くして、お待ち下さいね。（笑）

 

Re:presented by 皐 ③

6492 選択 pine 2008-04-21 17:10:06 返信 報告

皐さん こんにちは 
 作品ありがとうございます。保存させていただきました。

 ギターを⼿にした泉⽔さん、とってもカッコいいですね。
 流れるようなバック(ボキャブラリーが少ないので、うまく⾔葉で表現できません<汗>)もカッコいいです。

横レスすみません。
 sakiさん 所⻑さんへのレスを盗み聞きしてしまいましたが、加⼯画の新作を期待できそうですね。楽しみにしてい

ます︕
 >気を⻑〜〜〜〜くして、お待ち下さいね。（笑） 

 キリンになってまってます(笑)

Re:presented by 皐 ③

6496 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-04-21 19:50:56 返信 報告
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皐ちゃん、こんばんは︕

元気にしてる︖ 私は相変わらず、おちゃらけてばかりです（汗）。
 ふざけすぎてるので、そろそろ所⻑に暇を出されそうです（笑）。

「君がいない」、携帯Gでは2作⽬ですね。
 前作同様、素晴らしい仕上がりですね。

 でも、個⼈的な好みですが、私はこっちが好きです〜。
 ⼼を込めて唄っている姿と、楽しそうにはしゃいでる姿が、とても印象的ですね。

 何故こちらをお蔵⼊り（︖）にしたのか、分かんないなぁ（笑）。

Ｐ.Ｓ. 
 ♪今が⼤好きだって、躊躇などしないで⾔える、そんな⾵に⽇々を刻んでいってね︕（照笑）

 

Re:presented by 皐 ③

6497 選択 stray 2008-04-21 20:25:49 返信 報告

sakiさん、こんばんは︕

元画ですが、⾒た覚えはあるのですが思い出せません（笑）。
 誰か〜、ヘルプミ〜（笑）。

 2001年カレンダーとは微妙に違うんですよねぇ、何かのキャプチャだと思うのですが…。

部⻑、こんばんは︕

たしかにお蔵⼊りさせるにはもったいない作品ですね。
 が、どことなく落ち着かない構図なので、上半分が気に⼊らなかったのかも（笑）。

 100万円も使っていいの︕ PREMIUM BOX代も出してちょ︕︕（笑）
 

Re:presented by 皐 ③

6498 選択 xs4ped 2008-04-21 21:52:36 返信 報告

strayさん、皆さん、こんばんは。

https://bbsee.info/straylove/id/6485.html?edt=on&rid=6497
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> 今⽇は「君がいない」の発売⽇なので、皐ちゃんの置き⼟産をアップしちゃいます︕
（笑） 
presented by 皐 ③(置き⼟産)ありがとうございます。(^_^)

 > 元画ですが、⾒た覚えはあるのですが思い出せません（笑）。 
 > 誰か〜、ヘルプミ〜（笑）。 

 > 2001年カレンダーとは微妙に違うんですよねぇ、何かのキャプチャだと思うのです
が…。 

 ヘルパーです。(笑)
クルージングライブのCD-ROM(映像)のキャプチャですね。(エンディングの最後の画像)

ヘルパーさん、ありがと︕（笑）

6499 選択 stray 2008-04-21 22:24:07 返信 報告

xs4pedさん、こんばんは。

ヘルパーおおきに︕︕（笑）
 どうりで背景が流れているわけですね（笑）。

 クルージングライブのCD-ROM(映像)をお持ちの⽅は、下記の⽅法でお宝画像をゲットで
きます︕

１．CD-ROM(映像)を右クリック→[開く]。
 ２．⾊の薄い「MEDIA」というフォルダがあるので、ダブルクリックで開く。

 ３．ROOMGA.Dxr というファイルで、右クリック→[プログラムから開く]を選択。
 ４．IE を選択。

 ５．PCに Adobe Shock Wave がインストールしてあれば、
 レア画像が⾼速で回転するFLASHが出てくる。（下記映像を参照）

 http://www.filebank.co.jp/wblink/cc344849bbb6c1bf8386b8a4464c06f0
 ６．タイミングを計ってプリントスクリーンして、画像ソフトにペースト。

これで10枚の画像をゲットできます。
 貼った画像はそのうちの１枚。ベスト特典のENHANSED CD も同様です。
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Re:presented by 皐 ③

6501 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-04-21 23:34:16 返信 報告

こんばんは、皐ちゃん、元気にやってますか︖
 久しぶりだな〜、嬉しいです。（笑）

 今回のは泉⽔さんが遊びでギターを持ったというのですよね。
 なんだか、笑いながら持ってるみたいで、こっちまで楽しくなります。

 これって、ボツだったんですか︖

考えられること、書いてみますね。
 私は、そんなに気にならないけど、泉⽔さんの⿊服と合わせて全体から、⿊⼗字が浮かび上がってしまうことかな

〜︖さもなくば、
 「Request Best」特集の作品集のひとつで、まだ、⽂体というか構成の統⼀が定まらない、⽐較的初期の作品で、そ

の後の加⼯画が同じ構成のなったため、泣き泣くボツにしたのでは︖
 しかし、⽇の⽬を⾒れてよかったです。（笑）

Re:presented by 皐 ③ありがとう（＾－＾）

6503 選択 ミキティ 2008-04-22 00:36:54 返信 報告

こんばんは♪

 皐さんの作品に会えて嬉しいです（＾－＾）
  みなさんと並んだり 出展待ちをよくしていたなぁ しみじみ(＠＾－＾) 

 かっこいい作品ですね 歌詞がキラキラ眩しくこころに響きます
  『君がいない』 けど また笑顔でお話出来たら嬉しいな

 お礼に 今⽇は夏⽇になりそうなお天気予報なので、⼀休みに美味しそうな超濃厚ティラ
ミスのアイスケーキを差し⼊れです♪

  皐さ〜ん（＾－＾）⼤きいところを⼀番に召しあがってくださいね
  みなさんにとりわけますので どうぞ召し上がってくださいね(*＾ー＾)／

 是⾮ カフェにも寄ってゆっくりしてくださいね（＾－＾）
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Re:presented by 皐 ③

6509 選択 寺尾 2008-04-22 13:07:30 返信 報告

strayさん、皆さん、こんにちは。

> たしかにお蔵⼊りさせるにはもったいない作品ですね。 
 > が、どことなく落ち着かない構図なので、上半分が気に⼊らなかったのかも（笑）。 

 私も感じたのですが、全体のバランス(構図)から上の画像の選択・⼤きさ・配置・枚数が気に⼊らなかったのかも知
れませんね。

 未完成品ですかね〜︖
 左上が空⽩の様な感じにもなっているので・・・

 それともワザと空⽩の様な感じにしたのかな〜︖
 作成⽇(更新)は何時ですか︖

 使⽤画像にもよるが、上の画像を2〜3枚にすればもっと良い出来栄えになったかも知れませんね︖
 いつか本⼈のコメントを聞いて⾒たい所ですね。

 まぁ〜、いずれにしても皐ちゃんの作品(未公開)が⾒れたので嬉しいです︕(^_^)
 以上、寺尾からのコメントでした。(笑)

 

070627 ピンポン︕織⽥哲郎コメント.wmv

6458 選択 stray 2008-04-19 22:18:44 返信 報告

皆さんこんばんは︕

唐突ですが、織⽥哲郎さんの「負けないで」へのコメントをやっと⾒つけました（笑）。
 去年の6/27放送の「ピンポン︕」です。

070627 ピンポン︕織⽥哲郎コメント.wmv（11.7MB）
http://www.filebank.co.jp/wblink/c80b76793828ee60889b0603cfe0f2ee
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織⽥哲郎さんコメント

6483 選択 MISORA 2008-04-21 08:56:56 返信 報告

strayさん
 皆さんこんにちは

織⽥さんの2007年のロングインタビューの中で

─── 織⽥さんが書く曲、メロディーと相性の良かった作詞家というと誰ですか︖
 と、いう質問に

１番⽬に「坂井泉⽔さん」と答えられてますよ（*^_^*）

その他にも素敵なお話が載っていますのでご覧になってください

http://www.aspect.co.jp/oda2007/interview/
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退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [6449]名探偵コナン戦慄の楽譜上映場所(13) [6452]初めての試み︕（作詩）(12) [6361]●●● Beat Zone 1991/11 ●●●(2
2) [6413]２つ作りました。(7) [6396]天国への⼿紙(11) [6401]ZARDver.『翼を広げて』について(4) [6408]妄想劇場、新作
の件で(1) [6370]歌うきっかけをくれたのはあなた…(8) [6379]サプライズ♪(5) [6393]オリコン３位(0)

新しい話題を投稿する

« 74 73 72 71 70 69 68 67 66 »

名探偵コナン戦慄の楽譜上映場所

6449 選択 カーディガン 2008-04-19 09:42:29 返信 報告

名探偵コナン戦慄の楽譜上映場所

http://www.toho.co.jp/gekijo/conan/welcome-j.html
 

Re:名探偵コナン戦慄の楽譜上映場所

6451 選択 カーディガン 2008-04-19 15:41:06 返信 報告
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みなさん、こんにちは。

今朝、コナン君の映画を⾒てきました。
 ⽇テレ系で、今朝、コナン君の着ぐるみクンがでてきたので、思いだして、朝⼀で⾏きました。昨⽇も⽇テレ系で、

紹介が少しあったようですね。

今回は⾳楽のコンサートを題材にしていますね。⼀番感動したのは、「エンディング」でした(^^♪もちろん、コナン
君の映画もおもしろかったですよ。

「翼を広げて」はエンディングがとても合っていました。

Re:名探偵コナン戦慄の楽譜上映場所

6463 選択 stray 2008-04-20 09:22:34 返信 報告

カーディガンさん、こんにちは。

この歳では、さすがにチビっ⼦に混じってコナン君を観るには恥ずかしいので（笑）、
 DVDが出るまで待ちます（笑）。

 パンフレットに、ZARDの記事は載ってますでしょうか︖
 載ってれば、息⼦に買いに⾏かせますので（笑）、教えて下さい︕

 

Re:名探偵コナン戦慄の楽譜上映場所

6465 選択 PAN 2008-04-20 13:42:20 返信 報告

カーディガンさんこんにちは。

コナン君の映画、楽しめたようで良かったですね︕
 パンフレットのZARD記事、やはり気になります。また教えてくださいね〜

>コナン君の着ぐるみクンがでてきたので、 
 もはや「⾒た⽬も⼤⼈」ってことですね︕︖（笑）

 

Re:名探偵コナン戦慄の楽譜上映場所
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6466 選択 カーディガン 2008-04-20 15:26:14 返信 報告

所⻑、ＰＡＮさん、こんにちは。

コナンのＺＡＲＤ関連のパンフレットは、「コナン新聞」というものがありました。⼊場
時にはパンフは渡されませんでした。館内を探したところ、コナン新聞がありました。

 ＺＡＲＤの記事は⼤きくは扱っていないですよ。

Re:名探偵コナン戦慄の楽譜上映場所

6468 選択 カーディガン 2008-04-20 15:47:18 返信 報告

ＺＡＲＤの記事は、新曲と劇場版サントラＣＤのことが載っていました。
 劇場版サントラＣＤは、少し⾼かったのですが、内容はよくわかりませんでした。

 コナンのホームページでも載っていますが、これにも翼を広げてが⼊っていたようでした
が。もしかして、⼊っていないかも。ホームページだとよくかわりませんね。

http://www.beinggiza.com/conan/movie.html#music
 

カーディガンさんへ

6469 選択 stray 2008-04-20 16:00:57 返信 報告

こんにちは︕

新聞じゃなくって、劇場パンフのことです。
 購⼊されなかったのかな︖

 このパンフの中に曲紹介の記事があるはずなんです。

Re:名探偵コナン戦慄の楽譜上映場所

https://bbsee.info/straylove/id/6449.html?edt=on&rid=6466
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6470 選択 カーディガン 2008-04-20 16:11:56 返信 報告

所⻑様、こんにちは。

＞新聞じゃなくって、劇場パンフのことです。

購⼊していないですよ。昨⽇は⼊館料が⾼かったのですが、⾏ったのですが、また、⾏きますので。その時にでも買
おうかな、と思っています。すみません、あまり、いろいろと買わないほうですので(笑)

 

ええ〜︕

6472 選択 stray 2008-04-20 16:17:59 返信 報告

カーディガンさん、こんにちは。

ええ〜︕ カーディガンさんは、いろいろ買うほうだと思ってましたけど（笑）。
 了解でっす（笑）。

チョットだけ失礼します。

6473 選択 おきな 2008-04-20 17:00:55 返信 報告

カーディガンさん 皆さんこんにちは。チョットだけ失礼します。

私も昨⽇コナン君観てきました。(息⼦を誘って)
 結構コナンは⼤⼈が観ても感動しますよね。

 映画だけで感動しているのに、最後の翼を広げてでとどめを刺されましたね。
場内の照明がこのまま暗ければ良いのに...などと思ったくらいです。

ところで、パンフレットの件ですが、私は売店で購⼊(500円)してきましたよ。
 ⾒開き1ページがZARDの記事でした。

 半分が「名探偵コナン」とＺＡＲＤがともに歩んだ軌跡 と題して
 テレビと映画で主題歌となった曲をジャケットと共に紹介しています。

 もう半分が(映画のシーンを交えて)翼を広げての歌詞を掲載していましたよ。

https://bbsee.info/straylove/id/6449.html?edt=on&rid=6470
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Re:チョットだけ失礼します。

6474 選択 stray 2008-04-20 17:05:29 返信 報告

おきなさん、こんにちは︕

情報ありがとうございます。
 早速、息⼦にパンフを買いに⾏かせました（笑）。

 あとでアップしますので。

> 映画だけで感動しているのに、最後の翼を広げてでとどめを刺されましたね。 
 > 場内の照明がこのまま暗ければ良いのに...などと思ったくらいです。

ずいぶん感動的なエンディングのようですね。
 息⼦に⾔わせると、「⽔」が絡んだ作品は決まって”つまらない”らしいのですが、

 今回は出来が良さそうですね。私はDVD化をじっと待ちます（笑）。

Re:チョットだけ失礼します。

6475 選択 カーディガン 2008-04-20 17:55:44 返信 報告

おきなさん、こんばんは!!

昨⽇、コナン君を⾒に⾏ったんですね。こちらは、⾬でしたが、郊外なので、⾞で⾏きました。泉に新しい映画館が
できたので、泉⽔さんにちなんで、そちらで。もちろん、泉のほうが近いんですけど。

＞場内の照明がこのまま暗ければ良いのに...などと思ったくらいです。

そうですね、私もそうでしたよ。翼は翼でも、⿃以上の翼でしたからね。⼦供が多かったですが、私くらいの歳の⽅
もいましたね。

＞ところで、パンフレットの件ですが、私は売店で購⼊(500円)してきましたよ。
 ⾒開き1ページがZARDの記事でした。

私も買いますが、すぐにほしくなってしまいました。来週にでもまた⾒に⾏きますので、その時は、じっくりと⾒た
いと思います。あらすじが少しわかっていないと、ちょっとわかりづらいですね、映画は。

https://bbsee.info/straylove/id/6449.html?edt=on&rid=6474
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6474
https://bbsee.info/straylove/id/6449.html?edt=on&rid=6475
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6475


お待たせしました

6481 選択 stray 2008-04-20 21:24:58 返信 報告

コナンの劇場パンフです。
 東映さんの営業を妨害するわけにはいきませんので、

 字が読めない⼤きさでアップします（笑）。
 ⾒開きでZARDがドーン︕です。

Re:名探偵コナン戦慄の楽譜上映場所

6596 選択 アネ研  ◆craoLd8Ou2 2008-04-28 22:47:06 返信 報告

こんばんは、みなさん、
 昨⽇はレスしそこないましたが、映画⾒に⾏ってきました。

 １０︓２０の会でしたが、７割くらいでした。
 コナンくんをまともに⾒たのは初めてだったので、設定の理解にちょっとかかりましたが、⾯⽩かったです。

これからは、⻲井コナンと名乗るのもいいな〜と思ったほどです。（叩かれそうなのでしませんが）
 エンディングもみんな⽴ち上がらず、じっくり聴けたし、ちょっとウルウルしてしまって、感動しました。（涙笑）

初めての試み︕（作詩）

6452 選択 saki 2008-04-19 17:15:17 返信 報告

今宵、ひょうきんsakiが皆様にお送りするせつない叙情詩…（笑）
 詩というよりも、⼦供の作⽂︖  いやぁ〜もっとひどい︖

 ⽣まれて初めて”詩”って物を作ってみました。(^^;)ﾊｽﾞｶｼｨ~ﾖ~!
ほ〜んと投稿していいのかと、内⼼ドキドキしています。
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お⼿数ですが、読んで頂けないでしょうか︖
そして後で、思われたままの⾟⼝の感想を聞かせて頂くとうれしいです。（マジです︕）

 まぁ〜褒める所しか無いのは重々承知していますが（これっ冗談ねっ︕） 
 あえて、今後の為にも駄⽬出しの部分をお聞かせ願えればと思っています…  夜露死苦〜︕（笑）

 （でも、あんまり⾮道いと、エ〜ンって泣いちゃうよ）

【お⼀⼈ですか、淋しいですね…】

⼭の⽊のざわめきが聞こえます
 ⼩⿃のさえずる声が聞こえます
 遠くを⾛る⾞の⾳が

 「何処かへ⾏こう」と聞こえます
 ⽿を澄ましてみて下さい

 お⼀⼈ですか、 淋しいですね…

僕と⼀緒に⾏きませんか︖
 いいえ、⽬的（あて）などないのです

⾵のささやきが聞こえます
 ⾬⾳のつぶやきが聞こえます

 どこかで鳴る⾵鈴の⾳が
 何とも⾔えない淋しさで聞こえます

 ⽿を澄ましてみて下さい
 お⼀⼈ですか、 淋しいですね…

僕と⼀緒に⾏きませんか︖
 いいえ、⽬的（あて）などないのです

素敵なあなたと⼀緒にいたいのです
 優しいあなたと、⼀⽇中お話したいのです。

 そして、⼦供のように笑うあなたの笑顔がみたいのです。
 ⼼を開いてみて下さい

 お⼀⼈ですか、 淋しいですね…

https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/2fcd5cf1ebcd4213d8a17edc4cd47ad7.jpg


僕と⼀緒に⾏きませんか︖
⼼の冬にさよならして、⾛り出そう〜新しい明⽇へ…

                       

んっ︖ 最後のフレーズは何処かで聴いたような︖(^^;)ゞ   まっ いっか︕
 （最後の⼀⾏だけが素晴らしい、… なんて⾔っちゃや〜よ）

 この詩にはキャッチコピーが付いています… 
 「ZARD研究所は、そんなあなたをお待ちしています。」な〜んてね(^_-)-☆

P.S
 アネ研さんへ、猫ちゃんの「⼀年⽣になったら」⾒ましたよ〜 おなかがよじれる程笑っちゃいました。

 泣いてた⾚ちゃんも、ピタッと泣きやんで⾳のする⽅をしっかり探してました…（笑）
 だ〜い発⾒︕ 皐さんから教わった裏技と⼀緒に、⾚ちゃんを泣きやます⽅法として採⽤させて頂きま〜す(^^)/

 皐さんへのプレゼントだけど、私もママ１年⽣だから頂いてもいいですよね(^_^)v 

Re:初めての試み︕（作詩）

6453 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-04-19 19:03:01 返信 報告

sakiさん、こんばんは︕
 読みましたよ︕

う〜ん・・・。
 う〜〜ん・・・。

 う〜〜〜ん・・・。

（隙がないな・・・突っ込めないな・・・）←⼼の声
 ⼀度、出直しますね︕（笑）

 

Re:初めての試み︕（作詩）

6454 選択 stray 2008-04-19 19:21:54 返信 報告

sakiさん、こんばんは︕

https://bbsee.info/straylove/id/6452.html?edt=on&rid=6453
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mihoちゃんに闘争⼼メラメラなんでしょうか（笑）
もう〜、皐ちゃん同様、負けず嫌いなんだからっ︕（笑）

最初に褒めてから、後でダメ出ししますね（笑）。
 加⼯画は素晴らしいです︕

 何度も⾔いますが、sakiさんは才能あります︕
 育児を放り出して熱中すれば（笑）、すぐにとは⾔いませんが、

 xxxさんのレベルに達すること間違いなしです。余談ですが、
 xxxさんの”宇宙もの”は、そこに射し込む光がテーマ（ご⾃分の命との関連で）

 なんじゃないかと、最近思えるようになってきました。

詩のほうは、”ダメ出ししてぇ︕”ってことなので遠慮なく（笑）。
 「ZARD研究所は、そんなあなたをお待ちしています。」

 というキャッチコピーで思い出したのが、
 井上陽⽔の⼤ブレーク作「夢の中へ」です。

♪探し物は何ですか ⾒つけにくいものですか
  鞄の中も 机の中も 探したけれど⾒つからないのに

  まだまだ探す気ですか それより僕と踊りませんか 
  夢の中へ 夢の中へ ⾏ってみたいと思いませんか

（君へ）語りかけるのであれば、語尾は柔らかくしたほうがいいですね。

いちおう起承転結になってますが、「承」が弱いですね。
 「承」と「転」の間の繰り返しは要らないでしょう。

 「⾵鈴」は季語になってしまうのと、「⾵のささやき」と「⾬⾳のつぶやき」と
 「⾵鈴」が⼀緒に聞こえるのは少し無理があるんじゃないかなぁ（笑）。

”所⻑に虐められた〜”って泣かないで（笑）、次もがんばってね︕

初めて坂井さんの歌を聴いた時の事を思い出しました

6455 選択 ⿊杉 2008-04-19 20:16:48 返信 報告

https://bbsee.info/straylove/id/6452.html?edt=on&rid=6455
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6455


sakiさん。今晩は。⿊杉です。
sakiさんの別の書き込みについて、散々⾯⽩おかしくお返ししてきたあと、詩を拝⾒させて頂きました。

正直、胸が詰まりました。

昔の⾃分を思い出しました。坂井さんの歌に初めて出逢った頃の⾃分を。

確か、「マイ・フレンド」と「⼼を開いて」の頃ですから、私は12、13歳の時です。
 私は、ある障害を持っています。とっ⾔っても、⼿や⾜が不⾃由である、などの障害ではありません。かと⾔って、

⾁体の障害では無い、とはっきり否定できないところが⾟いところですが、詳しく話すのは避けますね。sakiさん、
気を使いそうですから。(苦笑)

坂井さんの歌を初めて聴いた時、私は本当に淋しくて堪らなかったのでしょうね。sakiさんの詩に有る通り、⼀⼈ぼ
っちだったのですよ。そして誰かに、⼀⼈であることを気付いて欲しかったのでしょうね。

障害の所為もあったでしょうし、私⾃⾝どう⽣きて⾏けば良いのか分からなくて、途⽅に暮れていました。
 そんな時、「マイ・フレンド」や「⼼を開いて」を聴いたのかな…。

「⼤丈夫よ」
 そう⾔って、優しく語りかけてくれているように感じました。初めてでしたよ。私にそんな⾵に語りかけてくれる⼈

がいるなんて。坂井さんが初めてだった。
 ⼼の琴線に触れる、と云う⾔葉がありますよね? 私は初めてその意味を知りました。

 初めて曲を聴いた時、ボロボロに泣いてしまったのを覚えています。涙が勝⼿に溢れてくる。⽌められない。とても
嬉しかった。温かかった。こんな私でも励ましてくれる⼈がこの世に居るのかと、勝⼿に信じて、錯覚したくらいで
す。(苦笑)

 でも、信じきれなくて、私は坂井さんの歌から逃れるように、⽿を塞いでしまった。
 感傷的になる事、涙を流す事、それは当時の私にとって紛れもない弱さでした。弱さを曝け出させる坂井さんの歌声

から、⽿を塞いだ。

結局、再び坂井さんの歌声を聴けるようになったのは、「promised you」ぐらいから何ですけれどね。(笑)
 私も、⾃分の弱さを受け⽌められるくらい⼤⼈になったということでしょうか。(苦笑)

sakiさんの詩を読んで、その当時の事を思い出しましたよ。(苦笑)
 ⾛⾺灯のように駆け巡って⾏きました。(苦笑)

 弱くて情けなくて、坂井さんにせっかく救ってもらったのに、⽿を塞いでしまった⾃分を。
 



sakiさんの詩が、坂井さんの詩のように、とても温かいぬくもりに包まれているから、思い出してしまったのでしょ
うね。

 これも、sakiさんの⼈柄のなせる業ですね。(笑)

素敵な詩でした。また、書いて下さいね。
 ⻑々と、駄⽂を失礼しました。

ありがとうございます。

6456 選択 saki 2008-04-19 21:49:14 返信 報告

T28部⻑っ︕
 あらら〜どこいっちゃたの〜

 キツ〜イ突っ込み待ってますよ〜♪

strayさんへ、
 くやし〜い、次はぜ〜たい唸らせて差し上げますよ。(`o´)

もっと優しくか〜… 私に⼀番⾜りない部分ですねぇ〜
 何時も⾔葉に棘があるって⾔われてます…気を付けなくっちゃ(>_<)

井上陽⽔の「夢の中へ」は知ってました。
 それが頭にあったのかな、同じような詩の造りになってしまっていますね〜

 ⾵鈴は季語というのは知っていて、実は「季節はずれに鳴る」というふうにして季節を濁したかったのてすが…
 どのみち聞こえないなら意味ないですね(笑)

 繰り返しはクドイ︕ やっぱりね〜 そう私も思っていたんですけど…やっぱり、そうか…

⾊々指摘して頂いて本当にありがとうございます。
 もう詩は作らないつもりでしたけど、所⻑がいい詩だ︕って仰るまで諦めませ〜ん(^_^)v

画像の⽅は褒めて頂いてありがとうございます。
 xxxさんに近付くなんてとんでもないですよ〜。
 貼り付けた画像の縁取りがまだ巧くいきませ〜ん(ToT)

 背景と同化させるってどうするの(?_?)って感じで〜す。

https://bbsee.info/straylove/id/6452.html?edt=on&rid=6456
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⿊杉さんへ、
そんな⾵に感じて頂いてとても嬉しいです。

 ⼈⼀倍苦労をして来た⼈は、⼈の何倍もの優しい⼼を持っておられると私は思っています。
 私なんて⽢ちゃんだから本当の優しさってよく解らないのですよ。

 私は、⾃分が作った画像や詩に対して⾃分の想いを語らないでいようと思っています。
 私の想いが伝わらなくても⾒る⼈が其々の想いで感じて頂ければと思うからです。

いつもの⿊杉さんじゃないのでちょっと困惑しています…
 でも、本当にありがとうございました。

 

Re:ありがとうございます。

6457 選択 ⿊杉 2008-04-19 22:05:56 返信 報告

> いつもの⿊杉さんじゃないのでちょっと困惑しています… 
 失礼しました。確かに、いつもの私らしくなかったですね。(苦笑)

 ちょっと感傷的になってしまいました…って、sakiさん?

いつもの私とは、星明⼦のように電信柱から顔半分出して、じとー、とCafeトレヴィの泉⽔を覗き⾒している私のこ
とではないですよね?

 それとも、妄想⼤爆発の私の事ですか?
 だったら…しょうがないなあと、思えるのですが…。(笑)

いつもの場所では、いつもの私ですよ!(笑)
 私の書き込み、読んでくれたでしょうか?

 シヴァさんもやはり、同じところで突っ込んでましたよ(笑)
 きっと、皆さんからも突っ込まれることでしょう。楽しみだな〜

Re:初めて坂井さんの歌を聴いた時の事を思い出しました

6459 選択 stray 2008-04-19 22:34:05 返信 報告

⿊杉さん、こんばんは。

https://bbsee.info/straylove/id/6452.html?edt=on&rid=6457
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思わぬお話を聞かせていただきました。
ZARDの歌に励まされたという⼈は⼤勢いますね。

 私は、若かりし頃の苦い恋愛以外は（笑）、挫折したこともなく、健康・家族・友⼈にも恵まれ、
 何ひとつ不⾃由なくここまで来たので、ZARD曲に励まされたことはありませんが、

 そんな私でも、「マイフレンド」「⼼を開いて」を聞くと勇気づけられます。

> 結局、再び坂井さんの歌声を聴けるようになったのは、「promised you」ぐらいから何ですけれどね。(笑) 
 私は「promised you」をリスタート（再出発）の曲と解釈しているので、

 ⿊杉さんの⼈⽣に⼤きな影響を与えたと知り、嬉しいですね︕

sakiさん︕
 私も順⾵満帆の⽢ちゃんなので、本当の優しさってよく解らないのですよ。

 ずけずけダメ出ししてごめんね︕（笑）

> もう詩は作らないつもりでしたけど、所⻑がいい詩だ︕って仰るまで諦めませ〜ん(^_^)v 
 あはは、やっぱり相当な負けず嫌いですな（笑）。

Re:初めての試み︕（作詩）

6460 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-04-19 22:44:35 返信 報告

出直したんだけどね・・・。
 う〜ん・・・、難しい︕︕（笑）

きっちり⾃分でボケツッコミしてるものだから、
 隙がない︕ ツッコめない︕ って事なんだよなぁ・・・。

 どっかボケたまんまにしてくれないと、
 おちゃらけ担当者としては、ツッコミどころに困るんだよなぁ（笑）。

 エッ︖ そっちのダメ出しじゃないって︖（笑）

だって、他の事（加⼯画・作詞）は専⾨外なんですもん（笑）。
 

Re:初めての試み︕（作詩）

https://bbsee.info/straylove/id/6452.html?edt=on&rid=6460
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6460


6464 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-04-20 12:10:13 返信 報告

sakiさんへ
 こんにちは︕

 実は昨⽇ 作品を拝⾒させていただいたのですが、
 とっても素晴らしいと思い 感動を⾔葉に表すまでに

 時間がかかってしまいました・・・
 レスが遅くなりましてスミマセンでした〜☆

詩を読ませていただいて「景⾊のキレイな静かな場所」
 に⼊り込んだ気がしました。

 ｓａｋｉさんは ⼈の⼼の痛みがわかる ⼼の澄んだ⽅
 なんだろうな〜と想像しております。

⼀⽣懸命作られた作品を拝⾒するのがとても好きです。
 どうかこれからもお時間を⾒つけて 素敵な作品を

 発表して下さいネ♪♪

⿊杉さんへ
 ご⾃分の⼼の中を⾔葉に表すのは とても勇気が

 いることだと思います。感動しました。

megamiさんへ

6477 選択 saki 2008-04-20 18:20:49 返信 報告

megamiさんへ-☆
 優しい⾔葉をありがとうございます。

 ダメ出しを書いて下さいって⾔ってて、本当にダメ出しばかりだったらどうしよう(^_^;)
 って内⼼怖かったですよ〜(笑)

 megamiさんは、⽇本を遠く離れていらっしゃるので、
 私の拙い詩でも、⽇本の静かな⾵景が⽬に浮かぶのでしょうね。

 私が好な唄は、⽬の前に情景が浮かぶ詩、曲なんです。
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 ZARDは、そんな私にピッタリですね、もっと早く気付けよなぁ〜って思っています(笑)
私は、⾵景が⾒える詩と、物語りが感じられる加⼯画像を⽬指しています。

 なぁ〜んて、⾔うのは簡単ですけどね〜(笑)

strayさんへ…再度(笑)
 strayさんからダメ出しされると、なにくそって、なっちゃうんですよね〜(笑)

 何故なんだろう︖ 皐さんも、xxxさんもきっとそうだったんだろうって思うなぁ〜
 もっと上⼿くなりなさい、もっとしっかりしなさいって、

 ⾔われてるような優しさを感じて、この⼈に認めてもらいたいって、思ってしまうんですよね〜。

⿊杉さんへ…再度(笑)
 ⿊杉さんは優しいから、すぐにみなさんの⾔葉に反応されていらっしゃいますね(笑)

 だから、みなさんからいじられて、いや、可愛がられておられると思います。
 ここだけの話しですけど、連中の事は適当に対応しておかないと、疲れてしまいますよ(^_^)v

 でも、⿊杉さんのそんなキャラが楽しいんですけどね〜(・o・)ノ

T28部⻑〜
 もう〜、 世話がやけるんだから〜(^_^;)

 次からちゃ〜んと、突っ込み所を残して置きますね〜(^o^)／
 

⾒透かされちゃって…(苦笑)

6479 選択 ⿊杉 2008-04-20 20:45:05 返信 報告

すみません。横から失礼を致します。再度、⿊杉です。

> ⿊杉さんは優しいから、すぐにみなさんの⾔葉に反応されていらっしゃいますね(笑)

思わず苦笑してしまいました。
 いや〜、⾒透かされているなあ〜、と。(笑)

まだまだ私も⻘いと云う事ですね。(苦笑)

こうなれば、修⾏します。
 師匠は、そうですね、シヴァさんか寺尾さんにお願いします。
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あの御⼆⽅に揉まれれば、⼈としてタフになれそうです。⼈間としての品位については……⾔葉に出すには躊躇われま
すね。(笑)

stray所⻑さん。
 「promised you」は、いろんな意味で特別な曲です。再び私をZARDと向き合わせてくれた曲でもありますし、坂井

さん個⼈に対しても興味を持つきっかけを与えてくれた曲です。
 ⼼から、⼤切にして聴き続けて⾏きたい曲だと思っています。「マイ・フレンド」「⼼を開いて」と並んで…

megamiさん。
 お恥ずかしい限りです。

 感傷に流されてしまいました。(恥)
 megamiさんも驚かれた事と思います。本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。

こうなれば、すぐにでもシヴァさんと寺尾さんに弟⼦⼊りを志願し、⾝も⼼も強くせねばなりませんね。(笑)

Re:初めての試み︕（作詩）

6489 選択 pine 2008-04-21 16:01:18 返信 報告

sakiさん こんにちは︕
 レスが遅くなってすみません。

 今回の加⼯画＆詩、とても素敵です。
 すうっと引き込まれていきます。詩の⽅も、鬱蒼とした静かな森に佇んでいるような気分になりました。

 本当に初めての詩なのですか︖
 淋しさの中でそっと⼿を差し伸べてくれる様⼦に、sakiさんの優しさを感じます。

所⻑さんがいい詩だと仰るまでは拝⾒できそうなので、次の作品も楽しみにしています。

こんばんは☆･:.，;*

6495 選択 ミキティ 2008-04-21 19:15:40 返信 報告

sakiさん みなさん こんばんは（＾－＾）
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 sakiさん こんばんは
 遅くなってしまいすみませ〜ん

  sakiさんの作品拝⾒しました(^o^)⼃
   静かな情景が浮かぶような綺麗な作品ですね 

  そして私は sakiさんがどんな表情で初作詞をしているのかなと
  妄想の世界です(＠＾－＾) 

   いつもはずんでいるsakiさんがこの作品ではしっとり落ち着いた感じで
  いろいろな表情をみせてくださるsakiさん☆ 

   これからもsakiさんのいろいろな試みの作品を楽しみにしていま〜す
  (^―^) ニコリ 

 

●●● Beat Zone 1991/11 ●●●

6361 選択 stray 2008-04-13 10:56:17 返信 報告

皆さんこんにちは。

今回の「愛は暗闇の中で」リリースに関して、各所で賛否両論分かれているようですが（笑）、
 残念ながら泉⽔さんが、この曲について語っている資料は持っていません。

 が、1991年11⽉に、B'zの松本さんがパーソナリティを務めていた「Beat Zone」という
 ラジオ番組に出演した録⾳があります。モノラルで雑⾳混じりですが、

 当時の泉⽔さんの物の考え⽅、詞の作り⽅が、よくわかると思います。

http://www.filebank.co.jp/wblink/738e9ecfadb0b829de1c6997617c19aa

ご⾃分の声にコンプレックスを持っていて、”かすれた声”に憧れてましたから、
 今回の「愛は暗闇の中で」は、スタッフが泉⽔さんの希望を叶えた⾯も

 少なからずあるのかも知れませんね。
 追加された４⾏のうち、”⽇よう⽇は彼⼥にあげる”の部分は、

 ⼀般的には「⽇曜⽇だけは奥さんのところに返してあげるわ︕」という
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不倫ソングで使われるような詞ですよね。
泉⽔さんの実体験が⼊った詞なのかどうか、気になります（笑）。

 

Re:●●● Beat Zone 1991/11 ●●●

6366 選択 oy-miyu 2008-04-13 13:18:33 返信 報告

strayさん 初めまして こんにちは︕

以前皐さんが卒業される頃に⼀度レスを⽴てさせて頂きました。
 いつもこちらのサイトは楽しくROMさせて貰っています。

 私が⻑い間探していた情報Up有難うございます。
 > が、1991年11⽉に、B'zの松本さんがパーソナリティを務めていた「Beat Zone」という 

 > ラジオ番組に出演した録⾳があります。 
 私は「Beat Zone」放送当時（ZARD出演）カセットテープに録⾳しましたが、そのテープ⾃体が壊れ残念な想いを

していました。
 再び泉⽔さんの声が聴く事が出来、感激しました。

 > ”かすれた声”に憧れてましたから、 
 デビュー前はアンルイスさん等の曲を良く歌われたそうですから、

 泉⽔さんご⾃⾝ロック志向の強い歌⼿を⽬標にされてたのでしょうね︕
 泉⽔さんの歌声、話す声全てが⼤好きなZARDファンの⼀⼈ですが（＾＾）

 > 不倫ソングで使われるような詞ですよね。 
 > 泉⽔さんの実体験が⼊った詞なのかどうか、気になります（笑）。 

 初期のZARDは、泉⽔さんの⼤⼈びた歌詞と、神秘的なイメージ。
 私も泉⽔さんの実体験が⼊った詞かどうか、気になります（笑）。
 素敵な⼥性でしたから、お付き合いされた⽅も素敵な男性だったのでしょうね（＾＾）V

●●● Beat Zone 1991/11 後半 ●●●

6368 選択 stray 2008-04-13 15:03:25 返信 報告

oy-miyuさん、はじめまして︕
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所⻑のstrayです、いつもご覧いただきありがとうございます。

> 私が⻑い間探していた情報Up有難うございます。 
 > 再び泉⽔さんの声が聴く事が出来、感激しました。 
 そんなに感激されると、後半もアップせざるを得ませんね（笑）。

 不倫のドロドロ話のつづきを、どうぞ︕（笑）
 http://www.filebank.co.jp/wblink/350055ca79c1697acd03433047ad32fe

「ひとりが好き」（2ndAL）は実体験をもとにした詞だそうなので、
 その彼と、クリスマスに初キッスを交わしたんでしょうかね（笑）。

Re:●●● Beat Zone 1991/11 ●●●

6369 選択 ＭＲＣＰ 2008-04-13 17:13:10 返信 報告

こんにちは。
 私は８０年代の洋楽好きなのですが、泉⽔さんは他にどのような⼈の曲が好きだったのでしょうか。

 Ｚ板ではPrince,KISSとあったような記憶がありますが。

以前にライブで歌われた「CALL ME」はＣＤで聴けるのですか。
 

Re:●●● Beat Zone 1991/11 ●●●

6371 選択 stray 2008-04-13 19:44:58 返信 報告

ＭＲＣＰさん、こんばんは。

泉⽔さんがインタビューで”好き”と答えたアーティスト・曲です。

ブロンディー（CALL ME）
 クィンシー・ジョーンズ（愛のコリーダ）

 シャーデー（スムースオペレーター）
 プリンス

 ソンビーズ（２⼈のシーズン）
 カーペンターズ（マスカレード）
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 Ｅ・クランプトン（レイラ）
DEEP PERPLE（スモーク・オン・ザ・ウォーター）

 ジョン・レノン（イマジン）
 イーグルス（KISS/I can't tell you why）

パン⼯場に⾶び⼊り参加して歌われた「CALL ME」は、残念ながらＣＤ化されてません。

Re:●●● Beat Zone 1991/11 ●●●

6373 選択 ＭＲＣＰ 2008-04-13 20:26:44 返信 報告

strayさん、こんばんは。ありがとうございます。
 懐かしいですね。古い洋楽ばかり好きなのはおかしいといわれてたけれど

 泉⽔さん世代なら聴いていて当然の曲ですよね。

ところで詞についてですが、strayさんが以前投稿された週刊誌の記事で
 １，２⾏実体験が⼊っているけれど秘密 というのは

 「ひとりが好き」のことだったのですか。

懐かしいですね。

6374 選択 S424 2008-04-13 20:52:57 返信 報告

strayさん。皆さんこんばんは(^_^)坂井さんが影響を受けた外国アーティストの話題で盛り上がってますね︕
 坂井さん、Princeも聴いてたんですね︕リストの中でプリンスだけ曲が挙げられていないのが気になりますが・・代

表曲であれば「Purple Rain」かな︖ちなみに私が好きだったアルバムは「Lovesexy」ですね。失礼しました。

Re:懐かしいですね。

6375 選択 stray 2008-04-13 21:58:30 返信 報告

S424さん、こんばんは。
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プリンスはたしか「エッチっぽくて好き」と⾔ってたような（笑）。
私は洋楽はチンプンカンプンなのでさっぱりわかりませんが、

 「夏が近くなるとボブ・マーリーやサードワールドが聴きたくなります。」（会報2号）
 というコメントもありますよ。

ＭＲＣＰさん
 > strayさんが以前投稿された週刊誌の記事で１，２⾏実体験が⼊っているけれど秘密 

 > というのは「ひとりが好き」のことだったのですか。 
 いえいえ、違う⾳楽雑誌のインタビューです（2004年のオリコン）。

かわいい声♪

6377 選択 シヴァ 2008-04-13 22:01:53 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑さん、こんばんは︕

この頃からＺＡＲＤに注⽬されていたんですね︕さすがです︕
 貴重な⾳源をありがとうございます︕

  
> ご⾃分の声にコンプレックスを持っていて、”かすれた声”に憧れてましたから、 

 > 今回の「愛は暗闇の中で」は、スタッフが泉⽔さんの希望を叶えた⾯も 
 > 少なからずあるのかも知れませんね。 

なんでなんですかね〜︖すっごいかわいい声なのに・・。
 きっとタバコを吸わないしお酒も苦⼿だから、こんなかわいい声なんでしょうね︕

 仕事で⼥の⼈に電話することがよくありますけど、なんでこんな低い声なんだ︖って思うことがよくあります。

私も⽗の影響で古い洋楽も聴くんですけど、けっこうかぶってて嬉しい〜︕
 確かＢｅａｔｌｅｓもお好きでしたよね︖⼀緒、⼀緒。

 ＳＡＤＥとかＢＬＯＮＤＩＥは泉⽔さんが好きっていうだけで聴いたんですけど、お気に⼊りの曲が全く⼀緒︕

でも映画があんまり合わないんですよね・・。
 「時計じかけのオレンジ」も観たんですけど、全然泉⽔さんのイメージと合わないと思いました。
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「ＧＡＭＥ」もあんまりおもしろいとは思わない・・。
でも「ターミネーター」は好きです︕これは⼀緒︕︕

 

素朴な疑問、stray所⻑さんって…

6378 選択 ⿊杉 2008-04-13 22:51:47 返信 報告

再度、今晩は。⿊杉です。

貴重な⾳源、私も拝聴させて頂きました。ありがとうございます。

考えてみると、坂井さんが普通に喋られているのを、初めて⽿にしました。
 シヴァさんがメロメロにとろけている御様⼦、本当に理解できます。私も同じ気分です。

松本さんは⽬の前で坂井さんの御顔を拝⾒され、なおかつ、あの声を聞かれた訳ですよね? 
 私は失神⼨前でしたが、松本さんは良く意識が保たれていたなぁ、と変なところで感⼼してしまいました。(笑)

坂井さんの、「中華のどこがいいの?」というくだりには、思わず笑ってしまいましたね。坂井さんが負けず嫌いな性
格だった、というのを何かの雑誌で読みましたが、納得できました。

ここで、stray所⻑さんに質問なのですが、stray所⻑さんは⼀体いつからZARDのファンをされているのですか?
 この⾳源、デビュー直後ですよね?

 ということは、デビューされてすぐですか?

ZARD以前の坂井さんの情報にも精通されている御様⼦。折を⾒て是⾮尋ねてみたかったのです。
 よろしければ、お聞かせ願えないでしょうか?

私はフツウのファンです（笑）

6381 選択 stray 2008-04-14 08:58:47 返信 報告

⿊杉さん、おはようございます。

妄想劇場のつづきは出来ましたでしょうか（笑）。
 私は⾄ってフツウのファンですよ（笑）。

 ZARDはデビュー曲から知ってましたが、本格的にのめり込んだのは
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「眠れない夜を抱いて」でＭステに登場してからです。美しさにメロメロになりました（笑）。
ラジオ⾳源は後から⼿に⼊れたもので、当時⾃⼒で録⾳したものじゃありません。

 ＲＱ時代やＫＱ時代のことも詳しいですが、それも後から雑誌等を⼊⼿したからで、
 蒲池幸⼦を追っかけて、富⼠ＳＷや鈴⿅、盛岡、仙台、⾦沢、岩国に

 ⾏ったりはしてませんので（笑）。

> 坂井さんが負けず嫌いな性格だった、というのを何かの雑誌で読みましたが、納得できました。 
 たぶん、昨⽇mihoさんにプレゼントした雑誌の記事だと思います。

 DLしていいですから（笑）。

シヴァさんへ
 映画の件は後ほどアップします。

 レンタルビデオ（DVD）をかなりの本数ご覧になってたようで、
 資料はかなりの数あると思います。

●●● Beat Zone 1991/11 おまけ ●●●

6384 選択 stray 2008-04-14 13:02:21 返信 報告

皆さんこんにちは。

Beat Zone がB'z松本さんの番組と知らずにやってきた、
という爆笑オチのエンディングです。

 http://www.filebank.co.jp/wblink/93f042af6faaf4d70470d5c3e65e4095

Beat Zone はもう１本、'92年8⽉に出演した録⾳がありますので、
 い・ず・れ（笑）。

それじゃあ私があぶないファンのような・・・

6388 選択 ⿊杉 2008-04-14 21:59:05 返信 報告

stray所⻑さん、皆様、今晩は。⿊杉です。

> 私は⾄ってフツウのファンですよ（笑）。
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ってstray所⻑さん! それじゃあまるで、質問した私があぶないファンのようではありませんか!(笑)

妄想劇場を開演した今、明確に否定できないところが⾟いといいますか、少し悲しいような(笑)

> ZARDはデビュー曲から知ってましたが、本格的にのめり込んだのは 
 > 「眠れない夜を抱いて」でＭステに登場してからです。美しさにメロメロになりました（笑）。

驚きました。デビュー直後といっても良いぐらいの時期から、メロメロだったのですね。(笑)

残念でならないのは、その頃の坂井さんの魅⼒に気づくことの出来なかった⾃分の⾒る⽬の無さ、ですかね。
 まあ、その頃の私は、まだ8歳ですから、しょうがないのですが(苦笑)

> > 坂井さんが負けず嫌いな性格だった、というのを何かの雑誌で読みましたが、納得できました。 
 > たぶん、昨⽇mihoさんにプレゼントした雑誌の記事だと思います。 

 > DLしていいですから（笑）。

はい。しっかりDLさせて頂いたのですが、私の読んだ記事はあれほど古くなかったですよ(笑)
 あれはお宝記事です! ありがとうございました。

それと、裏Cafe、もとい秘密クラブの⽅で私の妄想劇場に対して、皆様から温かい書き込みをして頂いているような
んですが、ちょっと失敗したかな〜と思っています(苦笑)

「…⼤学」の記述は、実は別ネタとして、こちらでウケ狙いで発表させて頂こうかと、⻁視眈々とネタ作りに勤しん
でまいりましたが、地下の⽅で出してしまったんですね〜(苦笑)

おかげで、どう収拾を付けたら良いのか…
 ⻑⽂で延々と引っ張るのは、飽きられてしまいますし、簡易版であっさりと終わらせてしまうのも惜しい気が…

ああ! ⾃分の妄想に振り回されているのって、やっぱり私はあぶないファンなんですかね?
 

Re:●●● Beat Zone 1991/11 後半＆おまけ

6403 選択 oy-miyu 2008-04-15 22:32:42 返信 報告

strayさん レアな⾳源ありがとうございます。

＞「ひとりが好き」（2ndAL）は実体験をもとにした詞だそうなので、
 泉⽔さんはZARD楽曲の中で「ひとりが好き」をお気に⼊りに挙げていましたからね。

https://bbsee.info/straylove/id/6361.html?edt=on&rid=6403
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 スタッフにも、恋愛話は「秘密です（笑）」と真実を語らなかったそうですから。
「もう気にしないで ひとりが こんなに好き」

 「近くて 遠すぎる あなたの影を 抱いて」
 AL「もう探さない」を初めて聴いた時、とても⼤⼈の⼥性だと感じました。

 「実体験」何処までかは︖ミステリアスですね（笑）
 Beat Zoneで松本さんと、まるでお友達のようの会話する泉⽔さんがコミカルで、可愛いです。

 泉⽔さんがラジオのパーソナリティをされてたら、泉⽔さんの美声にリスナーはとても喜んだでしょうね（＾＾）
 > Beat Zone はもう１本、'92年8⽉に出演した録⾳がありますので、 

 Upされた頃、またお邪魔いたしますね︕

オリコン 2004 2/9号

6406 選択 stray 2008-04-15 23:12:26 返信 報告

oy-miyuさん、こんばんは。

私も”ひとりが好き”な⼈間なので、「ひとりが好き」は⼤好きです（笑）。
 武道館の追悼コンサートでも流れた、泉⽔さんお気に⼊りの曲ですね。

  
> ＞「ひとりが好き」（2ndAL）は実体験をもとにした詞だそうなので、 

 その証拠をアップします（笑）。質問１８をご覧下さい。
 全部ではないでしょうけど、限りなくほとんど実体験では︖

> Upされた頃、またお邪魔いたしますね︕ 
 お待ちしております（笑）、是⾮またお越し下さい︕

シヴァさんへ

１１の質問をご覧下さい。
 泉⽔さんがいちばん好きな映画が載っています。私はどんな映画か知らないんですけどね（笑）。

観てみます

6420 選択 シヴァ 2008-04-16 21:44:31 返信 報告

https://bbsee.info/straylove/id/6361.html?edt=on&rid=6406
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6406
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/99cad265a1768cc2dd013f0e740300ae.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/6361.html?edt=on&rid=6420
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6420


ｓｔｒａｙ所⻑さん、こんばんは︕
 
> １１の質問をご覧下さい。 

 > 泉⽔さんがいちばん好きな映画が載っています。私はどんな映画か知らないんですけどね（笑）。 
 う〜ん、私も知らないですね・・。

 Ｙａｈｏｏ︕で調べたら「レオン」の原型とも⾔えるとのこと・・。
 「レオン」は⼤好きな映画です︕ラストは泣きました。

 貴重な情報、ありがとうございます︕観てみるつもりです。

きっといいと思うに違いありません。⼤好きな⼈が⼤好きな映画をその⼈を⼤好きな私が⼤好きと思わないわけがあ
りません︕

おススメ フランス映画ベスト５

6421 選択 stray 2008-04-16 21:55:47 返信 報告

シヴァさん、皆さんこんばんは︕

もう⼀丁、泉⽔さんおススメの「フランス映画ベスト５」です。
 念のため、おススメ＝好きとは限らないと思いますので（笑）。
 （出典︓AL「永遠」店頭⽤PV）

> きっといいと思うに違いありません。⼤好きな⼈が⼤好きな映画をその⼈を⼤好きな私が⼤
好きと思わないわけがありません︕ 

 ⻑いってば︕（笑）

計算通り︕

6423 選択 シヴァ 2008-04-16 22:17:31 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑さん、ボンジュール︕
  

> もう⼀丁、泉⽔さんおススメの「フランス映画ベスト５」です。 
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> 念のため、おススメ＝好きとは限らないと思いますので（笑）。 
> （出典︓AL「永遠」店頭⽤PV） 

 フランス映画ってほとんど観ないですね・・。でもまたもや初めての情報、メルシーです︕

「ダヴィンチ・コード」を観て、「オドレイ・トトゥ、綺麗・・。」って思ったんで、
 「アメリ」を観たら「アレッ︖」って思ったことがあります。（＾＾）

  
> > きっといいと思うに違いありません。⼤好きな⼈が⼤好きな映画をその⼈を⼤好きな私が⼤好きと思わないわけ
がありません︕ 

 > ⻑いってば︕（笑） 
 あはは︕⾔われるかな〜︖って思いました。計算通り︕

 アン・ドゥ・トロワー（←意味不明︕）
 

フランス映画

6430 選択 stray 2008-04-17 21:35:07 返信 報告

シヴァさん、ボンソワール︕（笑）

ちょっと古いのですが、'92年の雑誌に「フランス映画が好きです」というコメントあり。

好きな映画は︖と聞かれて、「美しすぎて」（Ｊ・ドバルデュー）と答えています。
 それは泉⽔さんのことでしょうが（笑）。

フランス映画ってなかなか思い浮かびませんよね。
 「禁じられた遊び」くらいかなあ…。古すぎる︖（笑）

> あはは︕⾔われるかな〜︖って思いました。計算通り︕ 
 > アン・ドゥ・トロワー（←意味不明︕） 

 ”アン・ドゥ・トロワー”と⾔えば「キャンディーズ」ですねぇ︕
 私の⻘春はキャンディーズとともにありました（笑）。

 ZARDより詳しいかも（笑）。

Re:●●● Beat Zone 1991/11 ●●●
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6431 選択 ヒツキ 2008-04-18 12:24:36 返信 報告

strayさん、皆さんこんにちは
 こちらの皆さんお久しぶりです
 > 1991年11⽉に、B'zの松本さんがパーソナリティを務めていた「Beat Zone」という 

 > ラジオ番組に出演した録⾳があります。モノラルで雑⾳混じりですが、 
 > 当時の泉⽔さんの物の考え⽅、詞の作り⽅が、よくわかると思います。 
 Ｙｏｕｔｕｂｅで以前聞いたことがありますよ＾＾

 最後の泉⽔さんの
 「話が違う︕」に⼤爆笑しました

 『マネージャーさんも中々お茶⽬だな〜＾＾っていうかこれ、松本さんも共犯じゃないの︖（笑）
 と思ったりしてしまいました。

 > 追加された４⾏のうち、”⽇よう⽇は彼⼥にあげる”の部分は、 
 > ⼀般的には「⽇曜⽇だけは奥さんのところに返してあげるわ︕」という 

 > 不倫ソングで使われるような詞ですよね。 
 不倫ソングと⾔えば「もう少しあと少し」

 先輩の「あれ、ストーカーじゃあ…」という⾔葉は忘れられない⼀⾔ですよ。
 最近その先輩は、⾃分で曲を集めているようです。

 ここ最近ののお気に⼊り曲を聴いてみました
 「Don't you see!」「promised you」「もう少しあと少し」「こんなにそばに居るのに」「ハイヒール脱ぎ捨て

て」どうやら、リクエストベストも仕⼊れたようです。栗林さんの楽曲が彼⼥のお気に⼊り︖
 というか、「きっと忘れない」はどこに⾏ってしまったのでしょう︖この曲と「Don't you see!」が聴きたいといっ

て「Golden Best」を貸したはずなのに（笑）
 まあ、好きな曲が増えているので問題は無いですね＾＾

ヒツキさんへ

6432 選択 stray 2008-04-18 19:14:17 返信 報告

こんばんは、お久しぶりです︕
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待ってました︕先輩シリーズ︕︕（笑）
「あれ、ストーカーじゃあ…」は的を射てますよね。ごもっともです（笑）。

 ⾃⼒でリクエストベストも仕⼊れたみたいで、洗脳が着々と進んでますね〜（笑）。

> 「きっと忘れない」はどこに⾏ってしまったのでしょう︖ 
 ぜひ「翼を広げて」の特典DVDを貸してあげてください。

 あの映像⾒たら 「きっと忘れない」の⼤ファンになること間違いなしですよ〜（笑）。

ダンケシェンです︕

6436 選択 シヴァ 2008-04-18 21:21:30 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑さん、グーテンアーベント︕

> シヴァさん、ボンソワール︕（笑） 
 さすが所⻑さん、こういう⾵に返してくれると思いました︕「こんばんは」っていう意味ですね。

  
> 好きな映画は︖と聞かれて、「美しすぎて」（Ｊ・ドバルデュー）と答えています。 

 ＴＳＵＴＡＹＡで検索したんですけど、レンタルしてないようで、ａｍａｚｏｎでも売ってないようで・・。
 仕⽅ない・・。あきらめます・・。

> それは泉⽔さんのことでしょうが（笑）。 
 その通りです︕ハリウッドスターにも全くひけをとりません︕

 新旧問わずいろんな映画観てますけど、９９％以上の⼈に泉⽔さんは勝っています︕

> フランス映画ってなかなか思い浮かびませんよね。 
 > 「禁じられた遊び」くらいかなあ…。古すぎる︖（笑） 

 これも観たことあります。ラストシーンはあまりにも有名ですよね。

> ”アン・ドゥ・トロワー”と⾔えば「キャンディーズ」ですねぇ︕ 
 すいません・・。さっぱりわかりません・・。

> 私の⻘春はキャンディーズとともにありました（笑）。 
 > ZARDより詳しいかも（笑）。 
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本当ですか︖︕なら近々「キャンディーズ研究所」も設⽴されるんですね︖︕
でも私は泉⽔さん⼀筋なので⾏かないと思います。（＾＾）

 

Re:オリコン 2004 2/9号

6444 選択 ＭＩＫＩ－ｓｏ 2008-04-18 22:38:19 返信 報告

[6406]stray:
 まさか「グロリア」とは思いませんでした。この作品公開時に映画館で観て⼤感動しました。（ジーナ・ローランズ

の格好良さにシビレます）あの年の私のｂｅｓｔ１です。
 キャッチコピーは”グロリア、あんたはタフでクールで、優しいよ”でした。

 これから観られる⽅はシャローン・ストーンのリメイク版ではなく、ジーナ・ローランズのオリジナルを観て下さ
い。泉⽔さんが⾔っているのもオリジナルですから、そこを間違えるととんでもないことになりますので。

 今観ても全く輝きの衰えない⼤傑作です。

２つ作りました。

6413 選択 miho 2008-04-16 16:20:13 返信 報告

みなさんこんにちは!!

「歌うきかっけをくれたのあなた…」のたくさんのレスありがとうございました。

本当は⼀つだけ公開しようと思ったのですが、学校で詩を⼀つ書いてきました。

⼀つ⽬は私の実体験です。
 これは新学期初⽇の帰りのことを詩にしました。しゃべれなくて残念と思っていたら…「またね」と

いわれてうれしいかったことです。

もう⼀つは学校で書いてきた詩です。
 泉⽔さんのこととZARDファンのことを思って書きました。泉⽔さんがいなくても…みんなの⼼なかには⽣き続けていますよ

ね。
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もし…泉⽔さんの曲 詩に出会っていなかったら…今頃…「⾔葉の⼤切さ」が分かっていなかったと思います。
泉⽔さんの曲、詩をたくさん知ってよかったなと思っています!!!

この詩は、何度も書き直ししました。

Re:２つ作りました。

6414 選択 miho 2008-04-16 16:20:58 返信 報告

本⽂なし

mihoさんへ

6416 選択 stray 2008-04-16 18:02:37 返信 報告

こんにちは︕

新作を２つも︕どうもありがとうございます。
 いいですねぇ〜、画も詞もどんどん上達してますね︕

 皐＆akiコンビ作品の「ひとり」ヴァージョンとでもいいましょうか。
 mihoさん独⾃のスタイルを是⾮とも確⽴して下さい︕

> これは新学期初⽇の帰りのことを詩にしました。しゃべれなくて残念と思っていたら…「またね」といわれてうれ
しいかったことです。 

 相⼿は⼥⼦︖それとも男⼦︖
 男⼦だと、この先、泉⽔さんのように恋愛をテーマにした詞に発展しそうですね（笑）。

> 泉⽔さんのこととZARDファンのことを思って書きました。泉⽔さんがいなくても…みんなの⼼なかには⽣き続け
ていますよね。 
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もちろん︕です。
泉⽔さんご⽣存中に拝めなかった美しい映像がどんどん出てくるので、

 とっても⽪⾁ですが、私は今のほうが幸せ感があるんです。
 次回作も楽しみにしてま〜す（笑）。

strayさんへ

6417 選択 miho 2008-04-16 19:08:07 返信 報告

> 新作を２つも︕どうもありがとうございます。
 > いいですねぇ〜、画も詞もどんどん上達してますね︕ 

 > 皐＆akiコンビ作品の「ひとり」ヴァージョンとでもいいましょうか。 
 > mihoさん独⾃のスタイルを是⾮とも確⽴して下さい︕

ありがとうございます!!よかった〜（●＾o＾●）

 
> 相⼿は⼥⼦︖それとも男⼦︖ 

 > 男⼦だと、この先、泉⽔さんのように恋愛をテーマにした詞に発展しそうですね（笑）。

これは男⼦です。恋愛ではないのですが、⼩学⽣のころから⼀緒のクラスの⼦ですごくお世話になっているので、
「またね」といわれてうれしいかったことです。

> 次回作も楽しみにしてま〜す（笑）。 
了解です!!

Re:２つ作りました。

6424 選択 saki 2008-04-17 10:15:06 返信 報告

 
mihoちゃん、おっはよ〜♡

 レスが遅くなってごめんねm(_ _)m
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mihoちゃんの詩、な〜んか私にも覚えがあるなぁ〜
すれ違うだけで嬉しくて、声を掛けられたら⼀⽇中ハッピーで、

 ⼿でも触れたら、⼼臓が⼝から⾶び出しそうで…
 想い出すなぁ〜 ほのかな初恋 ♡  えっ、そんなんじゃないって… ごめんなさ〜い。

 でも、styay所⻑が、仰ってるように、淡い恋の詩も聞きたいねぇ〜

私ったら、⽇常⽣活に疲れたおばちゃん丸出しだね、(^^;)
 だけどね、mahoちゃんと私ってＺ研の中じゃ⼀番年が近いのかも︖

 私も、坂井さんや、mihoちゃん、akiさんのように、⾔葉を⼤切にした詩を作りたいと思っているけど、
 このキャラじゃ〜  とてもみなさんのような暖かい詩は、無理、無理︕(T_T)

 これからも、期待してますよ〜、おばちゃんを少⼥の頃に引き戻してね〜︕

mihoさん こんばんは

6428 選択 ミキティ 2008-04-17 18:07:10 返信 報告

mihoさん みなさん こんばんは（＾－＾）

 mihoさん こんばんは♪
  私も可愛らしくmihoちゃんと呼ばさせていただいていいでしょうか(^_-)-☆

  素敵な詩そして作品をありがとうございます♪
  気持ちがストレートに伝わってくる作品ですね

   戻れるのだったらまた学⽣の頃に戻って 淡い⻘春と共にmihoちゃんのような素敵な作品を作ってみたいです

 ⾔葉の⼤切さ。。。
  同じような⾔葉でも伝わり⽅が違ったり

 ♪ づっと好き。。。
 というのと

  ♪♪あなたのことを忘れない⽇はない。。。
   同じような意でも 伝わり⽅は違ったり〜

  後者は なんだか深い感じがします（*＾-＾*）ニッコリ
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 これからも作品楽しみにしています（＾－＾）

mihoさんへ

6429 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-04-17 19:25:26 返信 報告

こんばんは︕レスが遅くなりました。
 > もし…泉⽔さんの曲 詩に出会っていなかったら…今頃…「⾔葉の⼤切さ」が分かっていなかったと思います。 

 > 泉⽔さんの曲、詩をたくさん知ってよかったなと思っています!!! 
 > この詩は、何度も書き直ししました。 

ｍｉｈｏさんのとても素直な気持ちをしっかりと受け取らせていただきました・・・
 何度も書き直しされた２つ⽬の詩が特に⼼に響きました。

 素敵な作品だと思います︕

年齢を重ねていくと 今までの経験が邪魔をしてしまうのか 想ったことをそのまま表現するということが 難しく
感じてしまうんです ｡゜ﾟ(>ヘ＜）ﾟ ゜｡ 

 これからも⼀⾔ひとことを⼤切になさって 素敵な作品を発表して下さいネ♪♪

sakiさん ミキティさん megamiさん レスありがとうございます!

6437 選択 miho 2008-04-18 21:40:46 返信 報告

レスありがとうございます!!遅くなってしまいすみません。

sakiさんへ
> すれ違うだけで嬉しくて、声を掛けられたら⼀⽇中ハッピーで、 

 > ⼿でも触れたら、⼼臓が⼝から⾶び出しそうで… 
 > 想い出すなぁ〜 ほのかな初恋 ♡  えっ、そんなんじゃないって… ごめんなさ〜い。

私もその気持ち分かりますよ。⾔われたことはありませんが、たまに妄想してしまうときがあります（笑）

> 私も、坂井さんや、mihoちゃん、akiさんのように、⾔葉を⼤切にした詩を作りたいと思っているけど、 
 > このキャラじゃ〜  とてもみなさんのような暖かい詩は、無理、無理︕(T_T) 

 > これからも、期待してますよ〜、おばちゃんを少⼥の頃に引き戻してね〜︕
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sakiさんらしい詩を作ればいいと思いますよ＾＾
これからもがんばって詩、加⼯画像を作っていきたいともいます!!

ミキティさんへ
 >私も可愛らしくmihoちゃんと呼ばさせていただいていいでしょうか(^_-)-☆

いいですよ^^よろしくお願いします!!

>素敵な詩そして作品をありがとうございます♪ 
 >気持ちがストレートに伝わってくる作品ですね 
 >戻れるのだったらまた学⽣の頃に戻って 淡い⻘春と共にmihoちゃんのような素敵な作品を作ってみたいです

ありがとうございます!!嬉しいです^^

megamiさんへ

>ｍｉｈｏさんのとても素直な気持ちをしっかりと受け取らせていただきました・・・ 
 >何度も書き直しされた２つ⽬の詩が特に⼼に響きました。 

 >素敵な作品だと思います︕

ありがとうございます!!
 書きなおした詩は、前にも書いたのですが、おかしいかったりしたのでそのままにしてしまいました。

 突然思いついて…完成した時は本当に納得しました。
 書きなおした詩は⼀部だけです。

 最後のほうは画像を作っているときに思いつきました。
 紙に書いた時は、書かなかったのですが、⾜りないと思ったので書きました。

天国への⼿紙

6396 選択 saki 2008-04-15 14:55:13 返信 報告

拝啓、xxxさん  …
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今⽇は、貴⽅が旅⽴たれて５回⽬の⽉命⽇ですね…
今でも洗い⽴てのシャツのように笑っていらっしゃいますか︖

 坂井さんと楽しい⽇々を過ごしていらっしゃいますか︖
 私は、貴⽅のお陰でZ.研のみなさんにとても優しくして頂いています。

 ZARDの歌もたくさん覚えましたよ。

貴⽅とのお別れは、ただ患者さんと看護師の関係で終わる筈でした…
 だけど、何かに導かれるように此⽅に来てしまい、貴⽅の軌跡を辿っている私がいます。

 そして、⼀層貴⽅の魅⼒に惹かれています。
 たった３ヶ⽉程の短いお付き会いで、貴⽅の事を理解出来ているとは思いませんが、

 Z.研やZ.pのみなさんの貴⽅に対する想いを拝⾒させて頂くと、
 私の思い描いていた貴⽅のお⼈柄が、より確かなものとして私の中に甦ります。

⼀瞬の内にみなさんの⼼を魅了してしまう…
 そんな事に裏技ってないのでしょうね…

 いろんな事を経験して初めて、⼈への「優しさ」が本物になるんですよね…
 私もこれから、貴⽅や坂井さんの「優しさ」を⽬標に、

 これから先、⾟く苦しい事があっても前向きに「本物の優しさ」への経験だと思っていきます。

Z.研のみなさんとの触れ合いが楽しければ楽しい程、貴⽅のいない寂しさが募ります。
 xxxさん、sakiとして、このZ研でお話が出来たら楽しかったでしょうね…

 ペーパーさんやピーポーさん達に負けないおちゃらけコンビをxxxさんと組みたかったですよ〜

今⽇は⼀⽇、『 Gallery of ⾵⼩僧xxx 』を⾒て貴⽅を偲びます…
 ちょっと湿っぽくなってしまいましたが、

 これからも私達を⾒守っていて下さいね、坂井さんにもよろしくね︕

                         かしこ
         敬愛する xxx様へ … 

                            saki
 

Re:天国への⼿紙

https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/05a624166c8eb8273b8464e8d9cb5bd9.jpg


6397 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-04-15 15:17:27 返信 報告

sakiさんへ

xxxさんの⽉命⽇ですね・・・
 ⼼を込めたお⼿紙は きっと天国のxxxさんに届くと信じております。

 > ペーパーさんやピーポーさん達に負けないおちゃらけコンビをxxxさんと組みたかったですよ〜 
 「⻲家ﾋﾟｰポー」の「ポー⼦」として ｓａｋｉさんにこのようにおっしゃっていただいて とっても嬉しいです。

 本当にありがとうございます。

直接ｘｘｘさんとお話できなくて ずっと後悔している私は ｓａｋｉさんから 優しいお⾔葉をいただくことで 
ｘｘｘさんと繋がってる気が致します。

私も 本⽇はｘｘｘさんを偲んで ゆったりと時間（とき）を過ごしたいと思います。
 きっと笑顔を⼀番喜んで下さいますよね︕︕ｓａｋｉさん☆

Re:天国への⼿紙

6398 選択 saki 2008-04-15 15:38:28 返信 報告

 
megamiさんへ…

 あちら、こちらと御迷惑かけて、すみませんm(_ _)m
 megamiさんには、いつも助けられているような気がします。

 私が、躊躇している時にいつも背中を押して励まされてる って感じですね。（笑）
 私は、いつでも、このZ研の⽅々に助けられ、優しくして頂いて感謝しています。

 これも、xxxさんのお陰かなと思っています。
 此⽅に来て本当に良かった、此⽅の⽅々と巡り会えて良かった、⼼からそう思います。

 まだ、まだ、未熟な⼩娘ですけど、これからも宜しくお願いします
 

ｓａｋｉさんへ♡

6399 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-04-15 16:48:53 返信 報告
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こんにちは︕
またまたお優しいレスをありがとうございました︕

 > megamiさんには、いつも助けられているような気がします。 
 とんでもありません。

 こちらこそｓａｋｉさんのおかげで 私だけじゃなかったんだ〜というのが解って感謝しております。

多才なｓａｋｉさんの今後のご活躍もしっかり応援させていただきたいと思っておりますので これからもどうかど
うかヨロシクお願い致しま〜す☆

 

Re:天国への⼿紙

6400 選択 stray 2008-04-15 17:45:03 返信 報告

sakiさん、⼆度⽬の”こんにちは”です（笑）。

⼈と⼈の縁って不思議ですね。
 xxxさんが私に宿題を残さなければ、私は泉⽔さん似の看護師さんを探すこともなく、

 sakiさんがここに来ることもなかったかも知れません。
 きっとxxxさんは、sakiさんにＺ研の仲間に加わって欲しかったのでしょう。

 xxxさんが導いてくれたご縁を、私も⼤切にしていきたいと思いますので、
 今後ともどうぞよろしくお願いしますネ︕

xxxさん、元気ですか︕（っていうのも変だけど）

皐ちゃんが引退（卒業）しちゃって、xxxさんも淋しいよね。私はもっと淋しいけど（笑）。
 xxxさんに、とっても素敵な詞を捧げてくれたakiちゃんも、⼀緒に卒業したんです。

 でも、xxxさんが待ち望んでいた、才能ある新⼈が現れましたよ︕
 sakiさんで〜す（笑）。アイデアがすごいんです。

 ⿊の組織のジンを泉⽔さんにすり替えるなんて、そんなの考えつく⼈いませんよね（笑）。
 扉が回転して泉⽔さんの後ろ姿になる作品も、発想が素晴らしいじゃないですか︕

 天国からsakiさんに何か送ってるんですか︖（笑）
 これからも私たちを⾒守ってて下さいね︕
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１周忌にはサプライズを⽤意してるから、⽉命⽇の企画がないって⽂句⾔わないように（笑）。
じゃ、泉⽔さんによろしくネ︕

Re:天国への⼿紙

6404 選択 xs4ped 2008-04-15 22:48:37 返信 報告

sakiさん、皆さん、こんばんは。

> だけど、何かに導かれるように此⽅に来てしまい、貴⽅の軌跡を辿っている私がいます。 
 それは、泉⽔さん、xxxさんが導いてくれたんですよ。(^_^)

 私も泉⽔さんに導かれて来た⼀⼈です。
 こっちの⽔は⽢〜いぞってね。(笑)

 て⾔うか本家での「粗品」騒動に導かれて来たのかも知れませんが・・・(笑)
 xxxさんとは直接お話出来ないまま、xxxさんが旅⽴たれてしまった事が残念です。

 でも、こうして皆さんと新たな出逢いをくれた泉⽔さん、xxxさんには感謝しております。
 これからも宜しくお願いしますね。(^_^)

sakiさんへ

6407 選択 チョコレート 2008-04-15 23:15:51 返信 報告

sakiさん、こんばんは。
 今⽇はxxxさんの⽉命⽇でしたね。sakiさんのお⼿紙、読ませていただきました。

また悲しみの波が押し寄せた感じですが･･･。
 こんな遅い時間になってしまったけれど、私も今から美術館へ⾏ってこようと思います。

 ⼈と⼈の出会いは本当に不思議ですね。
 「別れは新しい出会いを連れてくる」そんなことをあらためて感じています。

 ⼈と⼈との出会いは、時に、⽴場とか理屈とか･･･そんなものを超越しているものもあるんですよね。もう、“縁”とし
か⾔いようのない･･･それって“特別な出会い”でしょう︖

 ⼈⽣の中できっと数えるほどのビッグイベントだと思うから、⼤切にしたいですね。
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所⻑さんもレスされてましたが、sakiさんの加⼯画、とっても素敵なんですよ。
斬新というのか、刺激的な︖感じかな(笑)。

 変にプレッシャーを感じてしまうと困るのですが、、私はsakiさんの加⼯画、すごく好きなので、これからも作品を
⾒せていただきたいです。

 きっとxxxさんも喜んで⾒守っていてくださると思いますよ。

おはよ〜︕(^^)/

6411 選択 saki 2008-04-16 08:05:15 返信 報告

 
今⽇は、いつものsakiで〜す。

 所⻑も、チョコレート先輩もほ〜んと褒め上⼿なんだから〜
 コナンカードは、所⻑達が、坂井さんのカードだったらと⾔うような話をしてたのを

 盗み聴きしてて、坂井さんに替えただけですよ〜
 実際、⿊の組織とか、ジンとか悪役だったとは、私知らなかった(^^;)

 回転するやつも、kaz2313さんの画像を⾒て、正⾯の画像もあったので、
 ひっくり返せば⾯⽩いって思っただけ、最初は、伸びたり縮んだりの画像だったけど

 旦那が、ヒントをくれて遠近法ってやつで回転するように出来たんです。
 あんまり褒めて貰うと後が続きませ〜ん（笑）

まっ、褒めて貰ったからここはお⼀つお茶をどうぞ…
 （⽂字絵今度こそ旨くいきますよ〜に）

∧＿∧
 (´･ω･) みなさん、お茶が⼊りましたよ・・。

 ( つ旦O
 と＿)＿)    旦旦旦旦旦旦旦旦旦

それでは、お仕事、いってきま〜す。(^^)/

お⾒事︕
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6422 選択 シヴァ 2008-04-16 22:01:05 返信 報告

ｓａｋｉさん、こんばんは︕

いつものｓａｋｉさんのほうがいいですね︕
 昨⽇はちょっとレスしにくかったですもん。
  

> まっ、褒めて貰ったからここはお⼀つお茶をどうぞ… 
 > （⽂字絵今度こそ旨くいきますよ〜に） 

 これはお⾒事です︕
 特に「旦」をお茶に⾒⽴てるなんて素晴らしいです︕

 

Re:お⾒事︕

6425 選択 saki 2008-04-17 10:23:06 返信 報告

シヴァさん、ありがとうございます。 やさし〜い♡

以前、⾚ちゃんの⽂字絵を作ったんですが、stray所⻑になんだかよく解らないって⾔われて…、

今度こそはと、投稿してみました。
 旨くいってたようでうれしい〜(^o^)

⼜、挑戦してみますね(^_^)v

 こんばんは（＾－＾）

6426 選択 ミキティ 2008-04-17 17:52:23 返信 報告

sakiさん みなさん こんばんは（＾－＾）
  

 sakiさんの華やぐ投稿で 明るい楽しい雰囲気で（＾－＾）ですね(*＾ー＾)／
 作品を拝⾒し 発想やインパクトのある素敵な作品で素晴らしいです♪

  次はどんな作品を披露してくださるのかなと とっても楽しみでーす(0＾ー＾0） 
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魅⼒いっぱいのsakiさん☆ また楽しく登場してくださいね
 お疲れの時は ゆっくり⾝体をやすめてくださいね(^_-)

sakiさんへ︕

6427 選択 stray 2008-04-17 17:56:47 返信 報告

こんにちは︕

> 以前、⾚ちゃんの⽂字絵を作ったんですが、stray所⻑になんだかよく解らないって⾔われて…、 
 ごめん、ごめん。画⾯から１ｍくらい離れて⾒たら、

 ⾚ちゃんも今回のも分かりましたよ︕（笑）
 「旦」がお茶碗なのねぇ、９杯分も⼊れてくれてありがとう︕（笑）

 ただですねぇ、こいういう絵⽂字⾒ると、”ここは２チャンネルか︕”
 って思っちゃう⼈が多いかも。

 

ZARDver.『翼を広げて』について

6401 選択 ⼭茶花 2008-04-15 21:10:23 返信 報告

こんばんは
ZARDの翼を広げてですが、質問ですが、バックコーラスが、確かGIZAアーティストの上⽊彩⽮だと⾔う･･･

Re:ZARDver.『翼を広げて』について

6405 選択 stray 2008-04-15 22:55:06 返信 報告

⼭茶花さん、こんばんは。

質問が完結してないんですけど（笑）。
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違った︕︕＞＜

6412 選択 ⼭茶花 2008-04-16 09:23:05 返信 報告

失礼。
 書き込もうとしているとき、頭がボーッとしていたのかも･･･別に飲んでいたわけではありませんよ(爆)

 『翼を広げて』じゃなくて、『愛は暗闇の中で』の⽅でした。
 この曲のバックコーラスが、上⽊彩⽮だと聞きました。

 別に彼⼥がこの曲のヴォーカルを務めているわけではないんですよね。
 ところでほんとにこの曲カッコイイですよー。コナンを予約録画で⾒ていたんですが、

 ロックナンバーで、ロックが似合う上⽊さんの声にしたらちょうど良い感じの曲ですね。
 ロックナンバーを歌う彼⼥はまるで、B'zの妹分みたいな(笑)

Re:違った︕︕＞＜

6415 選択 stray 2008-04-16 17:35:13 返信 報告

⼭茶花さん、こんにちは。

まさか飲んでたとは思いもよりませんでした（笑）。
 バックコーラスというより、泉⽔さんの声に絶えずつきまとってるのが上⽊彩⽮さんの声です。

> 別に彼⼥がこの曲のヴォーカルを務めているわけではないんですよね。 
 それがですね、後から追加された４⾏は上⽊彩⽮さんが歌ってるんです。

 詳しくは下記スレをご覧ください。
http://bbsee.info/straylove/id/6070.html#a6073

> ロックナンバーで、ロックが似合う上⽊さんの声にしたらちょうど良い感じの曲ですね。 
 上⽊さんの声のほうが泉⽔さんより「太い」ですよね。

 デビュー当時の泉⽔さんの声はロックに合わないので、機械的に加⼯して
 「太く」したら、上⽊さんの声に近くなったんだと思います。

 でも、カッコいいです〜（笑）
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Re:違った︕︕＞＜

6418 選択 ⼭茶花 2008-04-16 21:34:51 返信 報告

strayさんへ
 こんばんは。新曲についての詳細、有り難うございます。

  
> まさか飲んでたとは思いもよりませんでした（笑）。 

 だから飲んでないんだってば︕(笑)
 > バックコーラスというより、泉⽔さんの声に絶えずつきまとってるのが上⽊彩⽮さんの声です。 

 確かに、「In your eyes〜」の部分は、坂井さんの声を追いかけていますね。
 思わず⾃分もいつの間にか歌っている感じで(笑)。PVを思い浮かべながら。

> それがですね、後から追加された４⾏は上⽊彩⽮さんが歌ってるんです。 
 そうだったんですねー。でも何だか新鮮な感じがしていいですね。

> 上⽊さんの声のほうが泉⽔さんより「太い」ですよね。 
 そう⾔われてみれば、上⽊さんの⽅は、芯のある声をしていますが、坂井さんの声には、少し太さがあるかも知れな

い。
 でもよくそんな細かいところまで聞いてますよね(笑)。

> デビュー当時の泉⽔さんの声はロックに合わないので、機械的に加⼯して 
 > 「太く」したら、上⽊さんの声に近くなったんだと思います。 

なるほど〜。そうだったんですかー。それなら混同されてると思われても仕⽅ありませんよね。

>>でも、カッコいいです〜（笑） 
 ですねー。カッコイイ･･･

妄想劇場、新作の件で

6408 選択 ⿊杉 2008-04-15 23:27:55 返信 報告
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今晩は。stray所⻑さん。⿊杉です。

起きてらっしゃいますか?
 遅くなりましたが、お約束通り、新作を投稿しました。

しかし、⽂字数の都合により、パート1、パート2、と云う⾵に投稿させて頂きました。

私ひとりで、そうとうスペースを⾷ってしまいました。

ご迷惑かと思いましたので、どうぞ、所⻑さんが読まれたら消して下すって結構ですので。

では、失礼します。

Re:妄想劇場、新作の件で

6409 選択 stray 2008-04-15 23:45:25 返信 報告

⿊杉さん、こんばんは、所⻑です（笑）。

地下の話題を地上ですると、地下が地下じゃなくなってしまうので（笑）、
 今後は地下に埋めっぱなしでお願いしますね（笑）。

 まだレスしてませんが、すご〜く⾯⽩かったですよ︕
 なんなら明⽇から「⿊杉さんの妄想劇場」とBBSを名称変更してもいいくらいです（笑）。

ユーモアが理解できない⼈は⽴ち⼊り禁⽌の地下ですし、
 スペースはマグマに達するまで永遠に掘れますので（笑）、

 ⼈からどう思われるかを気にせず、どんどん書いて下さい（笑）。

では、寝ます（笑）。

歌うきっかけをくれたのはあなた…

6370 選択 miho 2008-04-13 18:35:18 返信 報告
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みんなさん。こんばんは!!

sakiさんの「ねぇ〜︕ みて、みて︕」のスレで

>mihoさんの加⼯画像は、詩が⼊っていて、私とっても好きなんです。 
 >新作出来たら⾒せて下さいね〜(^_^)v

チョコレートさんからは

>mihoさんの作品も以前から拝⾒させていただいております。 
 >画像ももちろんですが、添えられた詩がとてもストレートに響いてくるのが印象的で、とても素敵だと思います。 

 >これからも作品をぜひ⾒せてくださいね。楽しみにしています。

とっても嬉しいレスをもらったので、作りました。

詩は実体験なのですが、私が⼩学４年⽣の頃、ZARDの「負けないで」を聞いて、何度も負けないでを歌って歌詞を全部覚え
ました。

 友達からも「歌上⼿だね」といわれて歌が好きになりました。

もし…ZARDの曲、詩に出会っていなかったら、歌を歌っていなかったと思います。

さっき思いついた詩なのですが、書きます。

      私が⼤きくなって

      結婚して…⼦供がうまれたら…

      私が好きだった歌をおしえたい。

      ⼦供にも「⼤切さ」を分かってほしいの。

      この⼈の歌、詩の世界は

      とてもすごいことを

      おしえたいの。

まだ私は１０代なので…わからないところがたくさんありますが、
 ⼤⼈になって結婚して⼦供がうまれたら、「ZARD」のことをたくさん教えたいなと思っています。

もう⼀つ作ったのですが、今度公開したいと思います。

https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/6ffcc0d3641930e3d8980ec43343ccc5.jpg


Re:歌うきっかけをくれたのはあなた…

6372 選択 stray 2008-04-13 20:22:53 返信 報告

mihoさん、こんばんは。

mihoさんは歌うのが好きなんですね。歌⼿を⽬指してるんですか︖
 ZARDの歌が、mihoさんの年代にも⽀持されてるっていうのは嬉しいですね︕

 mihoさんの⼦供の世代にも是⾮伝えて下さいね。
 ZARDのことは”Ｚ研に⾏けば何でもわかる”ようにしておきますので（笑）。

 それまで⽣きてるかどうかわからないけどね（笑）。

mihoさんの詩は、ストレートでいいですよ〜。
 泉⽔さんがどうして歌に興味を持ったのか、ご⾃分で語ってる記事があるので、

 mihoさんにプレゼントしますね。ほかの⼈はDL禁⽌です（笑）。
 http://www.filebank.co.jp/wblink/e5edd4e8a5397c892f2b743d1dee7127

きたぁ〜☆

6382 選択 saki 2008-04-14 10:01:29 返信 報告

 
やっほぉ〜︕

mihoちゃ〜ん、おはよう〜(^o^)／

⼦供にZARDの歌を伝えるっていいですね〜
私も実践しょ〜っと︕  って、私がまず覚えないとね(>_<)

早速加⼯画像UPしてくれてありがとうね〜(^_^)v

mihoちゃんの優しさが溢れてて、と〜ても素敵︕
 あらっ︖︕  私ったら、ちゃん付けで呼んじゃった…ごめんなさ〜い

 でもいいよね、mihoちゃんって、かわいい感じだし… ゆるして(^_-)-☆
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所⻑っ︕、 もぉ〜若い娘には優しいんだから…(-_-#)ﾊｧｰ
私は、DLしちゃ〜ダメダ〜メなんですか〜︖

 えッ︕ お前は歌わない⽅が世の為、⼈の為だって…う〜ん、確かに…いい得てみょ〜だね〜。(T_T)ｸｯｿｰ

mihoちゃんは、歌が得意なんて、うらやましぃ〜♡
 次のもあるみたいだから、楽しみにしてま〜す。

                   saki
 P.S

 stray所⻑さ〜ん︕ 
 私の「翼を広げて」のCDに付いてた「コナンカード」だよ、⾒てね〜… いいでしょ（笑）

⿊の組織に新キャラ︖

6383 選択 stray 2008-04-14 12:29:48 返信 報告

sakiさん、こんにちは︕

朝からテンション⾼いですね〜（笑）。
 sakiさん、加⼯画お上⼿ですね︕ ぜんぜん違和感なく収まってますよ︕︕

 ⿊の組織に、超お美しい新キャラ登場ですか︕（笑）
 泉⽔さんはお酒がお強くなかったので、キャラの名前を考えるのがたいへんそう（笑）。

 いいなぁ、捕まえてもらいたいなぁ（笑）、でもって、⼀⽣監禁されたいなぁ（笑）。

ありがとうございます!!

6385 選択 miho 2008-04-14 21:12:19 返信 報告

こんばんは!!strayさん sakiさんレスありがとうございます!!

strayさんへ

> mihoさんは歌うのが好きなんですね。歌⼿を⽬指してるんですか︖

歌はとても⼤好きです!!
 ⼩学⽣の頃は歌⼿を⽬指していましたが、中学⽣になってからは、いろんな⼈に⾔われてしまい、諦めてしまいまし
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た。

> ZARDの歌が、mihoさんの年代にも⽀持されてるっていうのは嬉しいですね︕

私の知り合いにもZARD好きな⼈がいます。
 まだ知らないところがあると⾔っていたのでたくさん教えたいと思っています!!

> mihoさんの⼦供の世代にも是⾮伝えて下さいね。 
 > ZARDのことは”Ｚ研に⾏けば何でもわかる”ようにしておきますので（笑）。 

 > それまで⽣きてるかどうかわからないけどね（笑）。

結婚してまだお腹の中にいるときはZARDの曲を流してあげたいなと思っています。
 ⼦供が⼤きくなったらたくさん教えます!!!

> mihoさんの詩は、ストレートでいいですよ〜。

ありがとうございます。私が詩に書いていることは、クラスの友達のことや会話した時…などなどを詩に書いていま
す。

> 泉⽔さんがどうして歌に興味を持ったのか、ご⾃分で語ってる記事があるので、 
 > mihoさんにプレゼントしますね。ほかの⼈はDL禁⽌です（笑）。

プレンゼントありがとうございます。泉⽔さんはすごい本当にすごい⼈ですね!!

sakiさんへ

>mihoちゃんの優しさが溢れてて、と〜ても素敵︕ 
 ありがとうございます。嬉しいです!!

>あらっ︖︕  私ったら、ちゃん付けで呼んじゃった…ごめんなさ〜い

別にいいですよ。ちゃん付けで呼んじゃってもいいですよ。

>でもいいよね、mihoちゃんって、かわいい感じだし… ゆるして(^_-)-☆

そんなことないです（恥ずかしい）「かわいい」とか⾔われると…すごく照れてしまいます。

ゆるしてあげますよ（笑）



⿊の組織のかっこいいですね。はじめ⾒たとき分かりませんでした。
よくみたら泉⽔さんと気づいて、「カッコいい!!」といってしまいました。

 

Re:⿊の組織に新キャラ︖

6386 選択 ⼭茶花 2008-04-14 21:43:51 返信 報告

sakiさん、こんばんは☆

> 朝からテンション⾼いですね〜（笑）。 
 strayさんの⾔うように、確かに今⽇もテンション⾼そう(笑)

 sakiさんのこの加⼯画、strayさんや、当サイトからご卒業された皐さんに次ぎ、
 素晴らしいです。⿊の組織・ジンのキャラだったかな︖

 何故か坂井さんになってますね(笑)
 上⼿いこと加⼯画されましたねー。マジでお⾒事︕︕

 また新しい加⼯画待ってます。
 

Re:歌うきっかけをくれたのはあなた…

6390 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-04-14 22:41:03 返信 報告

mihoさん こんばんは︕ はじめましてmegamiと申します。

mihoさんの作品を拝⾒させていただきました〜︕︕
 泉⽔さんに想いが届きそうですね♪

どうか夢をあきらめず 挑戦なさって下さい(*＾Ｕ＾*)  
 陰ながら応援させていただきます☆

次回の作品も楽しみにしておりま〜す︕
 

mihoさん、sakiさんへ

6391 選択 チョコレート 2008-04-15 00:01:04 返信 報告
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mihoさんへ
mihoさん、こんばんは。遅くなりましたが、チョコレートです。

 またまた美しい泉⽔さんと、泉⽔さんへのメッセージ、とても素敵でしたよ。
 それから、レスにあった“思いつきの詩”、こちらを読んでいたら、胸がジーンとしちゃいました。

 私には5歳の⼦供がいますが、まだZARDの素晴らしさをうまく伝えられずにいます。
 でも「ママの好きな歌＝ZARD」ということは理解できているようで、

 私が悲しそうな、泣きそうな顔をしていると、慌ててそばに来て、「負けないで」を歌ってくれますよ。
 サビの部分だけ、しかも、♪〜泣かないで もう少し〜♪︖︖替え歌になってますけど(笑)。

 ちゃんと教えなくちゃ︕ね。
 また次の作品も楽しみにしています。

横レス、失礼します。

sakiさんへ
 こんばんは︕さりげなく、またまた加⼯画をupしているではありませんか︕

 しかも、本当にさりげなく、泉⽔さんが“⿊の組織”になっているではありませんか︕
 私のCDのコナン君カード、⼦どもにとられてしまったのですが、泉⽔さんじゃなかったよー。

 良いなぁ〜sakiさんのカードは格好良い泉⽔さんのカードで（笑）。
 しかし、加⼯画、本当に上⼿ですねー。びっくりします。次も期待しちゃうから︕︕

 

megamiさん チョコレートさんありがとうございます。

6402 選択 miho 2008-04-15 21:44:23 返信 報告

megami さんへ
 > mihoさん こんばんは︕ はじめましてmegamiと申します。 

 > 
> mihoさんの作品を拝⾒させていただきました〜︕︕ 

 > 泉⽔さんに想いが届きそうですね♪

はじめまして!megamiさん。
 ありがとうございます!

https://bbsee.info/straylove/id/6370.html?edt=on&rid=6402
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> どうか夢をあきらめず 挑戦なさって下さい(*＾Ｕ＾*)  
> 陰ながら応援させていただきます☆ 

 > 
> 次回の作品も楽しみにしておりま〜す︕

ありがとうございます。挑戦してみます!!

チョコレートさんへ

>またまた美しい泉⽔さんと、泉⽔さんへのメッセージ、とても素敵でしたよ。 
 >それから、レスにあった“思いつきの詩”、こちらを読んでいたら、胸がジーンとしちゃいました。

ありがとうございます。
 よかったです。⼩さい⼦のことを考えていたら…思いつきました。

>私が悲しそうな、泣きそうな顔をしていると、慌ててそばに来て、「負けないで」を歌ってくれますよ。 
 >サビの部分だけ、しかも、♪〜泣かないで もう少し〜♪︖︖替え歌になってますけど(笑)。

いい娘さんですね。
 きっと娘さんは「お⽗さんにいちゃだめだよ」と思って歌ってくれていると思いますよ（●＾o＾●）

 

サプライズ♪

6379 選択 「ロム」 2008-04-14 05:17:12 返信 報告

皆さん、こんばんは︕札幌公演⾏って来ました。
 もう、ご存知だと思いますが、「翼を広げて」がサプライズで披露されました♪

 コナン繋がりで「グロマイ」の次で、映像はＰＶと同じです。
 その他のセットリストは、他の公演と同じ。メンバーも地⽅公演⽤の編成でしたが、物⾜りなさは感じませんでした。

 ゲストは、⼤野さんと徳永さんが来てくれました♪
 ナビゲーターは、AIR-G' 千葉ひろみさんという⽅でした。私はラジオは滅多に聴かないので、存じあげません・・・（汗）

https://bbsee.info/straylove/id/6379.html
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ライブですが、「揺れる想い」から⽴ってる⽅がいて、正直、早っ︕て思いました（汗）
全体的には、「マイフレンド」までは、⽴ってる⼈がパラパラで、ちょっと⼼配しましたが、後半は皆さん盛り上がってくれ
たのでホッ♪としました。

 ちなみに私は姪を道づれにパラパラ組みです（笑）
 札幌公演は、延期になったじゃないですか。中⽌ではなく延期にしてくれた感謝の気持ちを伝えたくて、取り敢えず⽴ってみ

ました（笑）

帰りにポカリ頂きました♪

あ、開場前に、グッズ売場近くのスタッフに「スタッフの岡崎雪の⾝内の者ですが」と声をかけている⽅がいて、たぶんお⺟
様だと思いますが、直後に岡崎さんから電話があり、⼀緒にいたお２⼈を連れて外に出ていかれました。

 岡崎さん、北海道の⽅なのかな︖近くでお会いしたかったです。残念︕

strayさんへ
 昨⽇、過去ログ読んでたんですが、数⽇前のＲＯＭさんと私は別⼈ですよ。私、カタカナです（笑）

 それと、皐さん卒業されたんですね。最近知りました（泣）
 ライブ映像では、皐さんの加⼯画に使われた画像も度々登場するので、ちょっと切なかったです・・・。

 皐さんに伝えて下さい。今までたくさんの素敵な作品をありがとうございました。作品だけでなく、優しい⼈柄にも惹かれ、
たくさんいるあなたのファンの１⼈です。いつかまたお話出来たらいいなと思っています。それまでお元気で︕

Re:サプライズ♪

6380 選択 stray 2008-04-14 08:50:22 返信 報告

「ロム」さん、おはようございます。

別⼈でしたね、たいへん失礼しました（笑）。
 札幌公演お疲れさまでした。誰もが予想したサプライズだったようで（笑）。

 昨⽇の札幌はかなり寒かったようですが、吹雪にならなくてよかったです（笑）。
 岡崎さんは北海道ご出⾝のようですよ。岡崎さんのコーラスは私も好きで、

 ZARD曲のコーラスCDを岡崎さんに出して欲しいと思ってるくらいです。
 ちゃんと歌詞も付けて。そうすればコーラスが何と歌ってるのかもわかるし（笑）。

 皐ちゃんへのメッセージありがとうございます。ちゃんと伝えておきますので。
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Re:サプライズ♪

6387 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-04-14 21:45:32 返信 報告

「ロム」さん、こんばんは。

札幌公演レポートありがとうございます。
 盛り上がった様⼦が伝わってきました︕

 嬉しいサプライズ（延期のお詫びかな︖）もあって良かったですね。

今回もポカリを配ったんですね。
 以前、xs4pedさんが書いていましたが、

 そのうち、ポカリのタイアップがあるかも知れませんね。
 となると、どの曲を使うのか気になるところです。

 未発表曲なのか︖ または、未タイアップ曲（︖）なのか・・・。

ZARDの曲を使ったポカリCMは、傑作でしたからね。
 期待しちゃいます︕︕

 

DAN DAN ⼼魅かれてく

6389 選択 stary 2008-04-14 22:06:24 返信 報告

部⻑︕こんばんは。

どうしたの︖こんな笑いの取れないマジメな部⻑のレス、はじめて⾒た（笑）。
 リクエストベストのCMに、間違って「DAN DAN ⼼魅かれてく」が載ってたのが

えらく気になるんだよねぇ（笑）。ポカリの歴代タイアップを⾒ると、

1991年︓Shiny Day（川島だりあ） 
 1992年︓いつまでも変わらぬ愛を（織⽥哲郎） 

 1993年︓揺れる想い (ZARD) 
 1994年︓瞳そらさないで (DEEN) 

 1995年︓突然 (FIELD OF VIEW) 
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1995年︓200倍の夢 (Let it go) 
1996年︓⼼を開いて (ZARD) 

 1997年︓エスケープ (Dr.StrangeLove) 
 1998年︓さまよえる蒼い弾丸 (B'z)

1995年の「200倍の夢 (Let it go)」ってぜんぜん覚えがないんだけど、
 ここにホントはZARDが⼊り込む予定で、「DAN DAN ⼼魅かれてく」のZARD ver.だったのでは︖ 

 ところが、AL「TODAY IS ANOTHER DAY」を聴けばわかるけど、
 出来が良くないんだよねぇ。完全に⾳程はずしちゃってる部分もあるし…。

> 未発表曲なのか︖ または、未タイアップ曲（︖）なのか・・・。 
 「DAN DAN ⼼魅かれてく」のボーカル・リテイクver.が次の新曲＆ポカリCM︕

 でどうだ︕︕（桜花賞と⼀緒で超⼤⽳狙い）（笑）

ポカリCMタイアップ予想︖（笑）

6394 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-04-15 09:54:55 返信 報告

おはようございます。

>どうしたの︖こんな笑いの取れないマジメな部⻑のレス、はじめて⾒た（笑）。 
 べ、別にぃ〜（声がうわずってる（笑））。

 4〜5⽇書き込んでなかったんで、き、緊張しちゃった（笑）。
 よく⾒たら、”（笑）”が無いね（汗）。

 「ロム」さんとは、もしかして（直は）初めてだったかな〜って、思いもあったもので・・・（悩）。
 携帯みたいに、MicroSDスロットが頭に付いてればいいのになぁ（笑）。

 そうすれば、曖昧な記憶で困らなくなるのにね（笑）。

>「DAN DAN ⼼魅かれてく」のボーカル・リテイクver.が次の新曲＆ポカリCM︕ 
 >でどうだ︕︕（桜花賞と⼀緒で超⼤⽳狙い）（笑） 

 じゃっ︕ 私は、「Oh my love」でどうだ︕（笑）
 理由︖ ないよ︕ （バッカだなこいつって事で、”⼤笑い”狙いで）（爆）

 

https://bbsee.info/straylove/id/6379.html?edt=on&rid=6394
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Re:ポカリCMタイアップ予想︖（笑）

6395 選択 stray 2008-04-15 12:44:02 返信 報告

部⻑、こんにちは︕

いい天気だねぇ、桜が咲いてれば絶好の花⾒⽇和なんだけど（笑）。
 「Oh my love」と来たか︕︕（笑）

 まんざらでもないと思うよ、シングルカット＆リアレンジでのシングル化
 という⼿もあるからねぇ。

じゃ、次のシングルは「DAN DAN ⼼魅かれてく／Oh my love」
 ダブルＡ⾯ということに決定︕︕（笑）

オリコン３位

6393 選択 ⿊杉 2008-04-15 08:39:44 返信 報告

お早うございます。⿊杉です。

朝からショックです。

オリコン速報のことなんですが。

オリコン１位の浜崎あゆみは理解できるのですが、２位の羞恥⼼ってどうなんですかね(怒)

坂井さんが彼らに負けたというのは…⼼外です!

ただ、シングルトップ１０⼊りは通算４２作⽬で、サザンオールスターズ、ＳＭＡＰと並ぶ歴代１位を記録した、とのこと。

これは素直に、すごい! さすが坂井さんですよね。

できれば、この記録を伸ばすためにも、まだまだCDを発売してもらいたいものですね。
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» bbsee [PR]AdSenseにハブられたらこれ . オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [6376]秘密クラブにて、出してしまいました(0) [6346]ねぇ〜︕ みて、みて︕(17) [6350]megamiさんへ、 ZARD秘密社
交クラブ続編?(1) [6345]●● MU-GEN #170  &  愛は暗闇の中でCM ●●(0) [6344]妄想、「ZARD秘密社交倶楽部」と「ZARD普及
連合」(0) [6325]MFM４⽉号(3) [6291]presented by 皐 ②(36) [6309]特典DVD(8) [6269]お花⾒のお礼(15) [6264]今⽇
のスポニチ(4)

新しい話題を投稿する

« 73 72 71 70 69 68 67 66 65 »

秘密クラブにて、出してしまいました

6376 選択 ⿊杉 2008-04-13 22:00:43 返信 報告

今晩は。stray所⻑さん。調⼦のにって、恥を曝している⿊杉です。

やってしまいました。stray所⻑さん。
 秘密クラブに、出してしまいました。

 そして、居たたまれなくなって、逃げてきました。

予想外でした。
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⻑⽂を⼀度、メモ書きしたのですが、この⽂字数だったら書き込みできないだろうと思い、また、出来なければ出すつもりは
なかったのですが、何故か、2000⽂字以内に収まっていたようで、書き込み成功してしまいました。(どうして?)

今ほど、⼼臓が痛いと思ったことはありません。
 ネタを作るというのは、また、笑って頂くというのは、難しいですね。

 本当に、シヴァさんに弟⼦⼊りしたいです。

その前に、坂井さんについて勉強しろ! という声が聞こえてきそうですね。(苦笑)

坂井さんに関係のない書き込みが続いてしまって、申し訳ありません。
 質問したいことは⼭ほどあるのですが…

 次回は必ず質問を。
 では、失礼致します。

ねぇ〜︕ みて、みて︕

6346 選択 saki 2008-04-12 10:52:48 返信 報告

初めて、GIF画像ってやつに挑戦してみましたよ〜︕
 kaz2313さんの後ろ向きの坂井さんを使わせて頂きました。

 kaz2313さん、ごめんなさ〜い 許して下さいねッ ♡

1M以内にしょうとすると、こんな⼩さな画像になってしまいました。
 「おまえは〜そんな事やってて、家事や育児はちゃんとやってるのか︖」

 って⾔われそうだけど、もちろん、そっちの⽅も、pine先輩や、チョコレート先輩の仰るように、
 ⼿を抜きながらやってま〜す(^^)/

なにやら、地下軽チャークラブの事が話題になっているようですね〜
 私も、Guest BookやChat Room は知っていたんですけど、地下の軽チャークラブは、気付きませんでした(T_T)

 ⼀度⾏ってみよう〜〜(^o^)
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って⾚ちゃんが、泣いてるので⼜来ま〜す。
 （⽂字絵︖ 旨くいってるかな︖ しんぱ〜い）

                                sakiでした。

Re:ねぇ〜︕ みて、みて︕

6347 選択 xs4ped 2008-04-12 12:10:37 返信 報告

sakiさん、こんにちは。

> 初めて、GIF画像ってやつに挑戦してみましたよ〜︕ 
 凄〜い︕

 とても初めてとは思えない出来栄えですね。
 有り難く、頂きます。

 次作品(動画)にも使わせて頂きますね。(^_-)-☆
 > 「おまえは〜そんな事やってて、家事や育児はちゃんとやってるのか︖」 
 > って⾔われそうだけど、もちろん、そっちの⽅も、pine先輩や、チョコレート先輩の仰るように、 

 > ⼿を抜きながらやってま〜す(^^)/ 
 こっちの⽅(GIF)を本職でお願いします。(笑)

 

xs4pedさんへ♡

6348 選択 saki 2008-04-12 13:40:51 返信 報告

 
xs4pedさん、こんにちは、加⼯画の先⽣に褒めて頂いてうれしい〜♡

 先⽇教えてもらった、PhotoScap使おうとしたら、ぜ〜んぶ英語でちんぷんかんぷん…(^^;)
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⾊々いじってみたんですが、やっぱりよくわかりませ〜ん(T_T)
もっと英語を勉強しとくんだった…

 megamiさんならよく解るんでしょうけどね〜 って、イランは何語なんだろう︖  イラン語︖

xs4pedさんの画像は、「きっと忘れない」のキャプチャーなんでしょう︖
 キャプチャーっていうのもよく解らないなぁ〜

 坂井さんの後ろの⽩い光が、ナースキャップに⾒えた(^^;)                 

えぇ〜ん(T_T)

6349 選択 saki 2008-04-12 14:11:51 返信 報告

Z研、軽チャークラブに投稿しようとして、
 2回も、3回も、4回も、5回もやってみたけど、出来ないよ〜︕

なにがいけないのだろう︖ 私、⼊室制限されてるの︖

投稿キーを押したら⼜、⼊室の所に戻ってしまうんですよ〜
 どなたか、教えてくださ〜いませ。m(_ _)m

Re:えぇ〜ん(T_T)

6351 選択 ⿊杉 2008-04-12 14:34:10 返信 報告

すみません。失礼します。⿊杉です。

私もです。私も何回か投稿やり直しました。

CafeのGuest Bookにシヴァさんが同じ事を尋ねておられまして、stray所⻑さんが、ここから新たに右クリックして
開いてみて、というアドバイスをされている箇所があります。

 そこから再び軽チャークラブに⼊ると、投稿できるようになりました。

私の拙い説明でご理解いただけたでしょうか?

どうぞ、CafeのGuest Bookを拝⾒されてください。きっと解決されますから。

少しでも、お役に⽴てたら幸いです。
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 ⿊杉さ〜ん、ありがと〜♡

6352 選択 まぬけなsaki 2008-04-12 14:51:04 返信 報告

⿊杉さん、アドバイスありがとうございました。

おかげさまで、やっと投稿する事ができました（うれしぃ〜）
 って、strayさんの右クリックまでは⾒てなかった…反省で〜す。

こちらでも、あちらでも、ドジな私ですが、宜しくお願いしま〜す♡

Re:sakiさんへ♡

6353 選択 xs4ped 2008-04-12 16:15:20 返信 報告

sakiさん、こんにちは。

> 先⽇教えてもらった、PhotoScap使おうとしたら、ぜ〜んぶ英語でちんぷんかんぷん…
(^^;) 

 > ⾊々いじってみたんですが、やっぱりよくわかりませ〜ん(T_T) 
 > もっと英語を勉強しとくんだった… 

 ⽇本語化パッチです。
 私も先⽇、⽇本語化したばかりです。(笑)

 PhotoScape_v.3.0jp(UDM).zipをDLして下さい。
 http://tiltstr.seesaa.net/article/46958797.html
 > xs4pedさんの画像は、「きっと忘れない」のキャプチャーなんでしょう︖ 

> キャプチャーっていうのもよく解らないなぁ〜 
 キャプチャ (capture) とは、コンピュータに表⽰される映像情報を静⽌画または動画ファイルとして取り込み保存す

る、すなわち録画するという⾏為のこと。
 下記参照

 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%83%A3%E3%83%97%E3%83%81%E3%83%A3_%2
8%E9%8C%B2%E7%94%BB%E3%82%BD%E3%83%95%E3%83%88%29

 > 坂井さんの後ろの⽩い光が、ナースキャップに⾒えた(^^;) 
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そう⾔われれば、そんな⾵にも⾒えますね。
職業病かな︖(笑)

 PhotoScapeで修正した物をもう１枚Upしますね。(^_-)-☆

                 

すばらしい︕

6354 選択 stray 2008-04-12 17:05:44 返信 報告

sakiさん、こんにちは︕

⾚ちゃん放っぽり投げて、こんなことしてちゃダメですよ（笑）。
 GIFアニメでこんなことも出来るんです︕ 考えつきませんでした。
 29フレームのパラパラ作るの、さぞかし⼤変だったでしょう。

 29枚もあると、前の皐ちゃんの作品同様、このくらいの⼤きさになってしまうのが残念ですが。

映像も、１秒間に30フレームの静⽌画を動かしてるようなものですから、
 あるところで再⽣を⽌めて、そのフレームを画像として保存するのが「キャプチャ」です。

 私は「MPG2JPG」という、操作がいたって簡単な無料ソフトを使ってますが、
 PCに最初からインストールしてある「WinDVD」でもできるはずです。

⾚ちゃんの絵⽂字︖ 今いちよくわかりませんでした（笑）。
 

Re:ねぇ〜︕ みて、みて︕

6355 選択 miho 2008-04-12 17:40:27 返信 報告

こんにちは。sakiさん。

かっこいいですね〜

最近私加⼯画像作ってないな〜

保存させていただきますね♪
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strayさん、mihoさん、ありがとうございます。

6356 選択 saki 2008-04-12 18:19:41 返信 報告

所⻑、⾚ちゃんは、ちゃ〜んと⾒てますよ〜(・o・)ノ

GIF画像は、画像⾃体の加⼯はやってないので、わりと簡単でしたよ。
 ただ、幅を狭くして、⽚⽅を遠近法で狭くして⾏っただけだから…って、偉そうに(^O^)ｴﾍﾍ…何枚も同じ事の繰り返

しでちょっとイラ―っと来ましたが…(笑)

⽂字絵は旨くいってませんでしたか〜︖
 おっかし〜なぁ〜︖ 私のPCでは、ちゃ〜んとなっているのにねぇ〜︖

 何かの設定が違うのかなぁ〜︖  くやしぃ〜︕(笑)

mihoさんの加⼯画像は、詩が⼊っていて、私とっても好きなんです。
 新作出来たら⾒せて下さいね〜(^_^)v

Re:strayさん、mihoさん、ありがとうございます。

6357 選択 miho 2008-04-12 21:01:23 返信 報告

> mihoさんの加⼯画像は、詩が⼊っていて、私とっても好きなんです。

ありがとうございます。嬉しいです(*^_^*)

> 新作出来たら⾒せて下さいね〜(^_^)v 
 了解です(*^_^*)

 

はい、⾒た⾒た

6358 選択 シヴァ 2008-04-12 21:08:10 返信 報告

ｓａｋｉさん、こんばんは︕

> 初めて、GIF画像ってやつに挑戦してみましたよ〜︕ 
 すごい、すごいです︕
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１枚で２回楽しめるって感じで素晴らしいです︕
相変わらず優しい⾔葉をかけてるでしょ︖

全然関係ないですけど、明⽇は「ジフ」でキッチンの掃除をする予定です。
 これはネタじゃないですからね︕

 今⽇は天気がよかったから出かけてしまったので明⽇は掃除＆洗濯しないと・・。
 めんどくさいな〜。

 

ブラボー︕ブラボー︕

6359 選択 チョコレート 2008-04-12 21:21:40 返信 報告

> 初めて、GIF画像ってやつに挑戦してみましたよ〜︕ 
 sakiさん、こんばんは︕あらら︖︖職場復帰って、こちらがお仕事でしたっけ︖(笑)

 いや、本当に素晴らしいですねー。こんなことができるなんて、尊敬しちゃいますよ。
 こんなに加⼯画ができちゃうなら、家事は⼿抜きでもZ研ではだーれも⽂句⾔いません(当然ですが)。次作も楽しみに

してます。

横レス、失礼します。

mihoさんへ
 mihoさん、初めまして。チョコレートと申します。

 mihoさんの作品も以前から拝⾒させていただいております。
 画像ももちろんですが、添えられた詩がとてもストレートに響いてくるのが印象的で、とても素敵だと思います。

 これからも作品をぜひ⾒せてくださいね。楽しみにしています。

Re:ねぇ〜︕ みて、みて︕

6360 選択 kaz2313 2008-04-13 09:11:56 返信 報告

皆さんおはようございます。
 sakiさん、たしか初めましてですよね。

 ほとんどロム専のkaz2313です。よろしくお願い致します。
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拝⾒しました。
ご利⽤いただきありがとうございます。

 ナイスアイデアですね。(^^)

お仕事に、育児に⼤変でしょうが頑張って下さい。

Re:ねぇ〜︕ みて、みて︕

6362 選択 stray 2008-04-13 11:01:34 返信 報告

kaz2313さん、お久しぶりです︕

sakiさんが無断使⽤してしまい申し訳ありません（笑）。

> ナイスアイデアですね。(^^) 
 そう⾔っていただけて本⼈もホっとしてると思います（笑）。

 わざわざコメントを残して下さって、どうもありがとうございました︕

ｓａｋｉさんへ♡

6363 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-04-13 12:24:39 返信 報告

ｓａｋｉさん こんにちは 素晴らし〜です♡

素晴らしいセンスに脱帽ですヽ(*ゝω･*)ﾉブラボーブラボー

> もっと英語を勉強しとくんだった… 
 > megamiさんならよく解るんでしょうけどね〜 って、イランは何語なんだろう︖  イラン語︖ 

イランの⾔葉は ⼀応「ペルシア語」と呼ばれてるのですが、イラン語でＯＫです︕
 私はＰＣの専⾨⽤語は⽇本語の⽅もよく解らないので、英語でメッセージがでてくる⾔葉を勘違いして

 先⽇、ＰＣを破壊したばかりなので、全然解らないんですよ〜︕︕（笑）
 （こちらで買ったＰＣは すべて英語なので 毎⽇チンプンカンプンで〜す）                 

 機械⾳痴の私には加⼯画は とっても無理なので 尊敬しちゃいます♪♪
 これからも素晴らしい作品 期待しておりま〜す︕︕︕
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コメントありがとうございます︕

6365 選択 saki 2008-04-13 13:10:06 返信 報告

kaz2313さん、初めまして、sakiです。

無断でkaz2313さんの画像を使⽤致しました事、申し分けありませんでした。
 とっても素敵で頂いていました、その時もお礼を申し上げず、重ねてお詫び致します。

レスを頂いき感激しています。
 アイデアは、kaz2313の画像がなければ浮かばなかったと思っています。

 kaz2313さんが作られる画像は、坂井さんに対する想いやkaz2313さんのお⼈柄が偲ばれてとても好きなんです。
 素⼈の私が⽣意気⾔ってすみません…

これからも、kaz2313さんのご活躍を楽しみにしています。
今⽇は、コメントを頂きとても嬉しかったですo(^-^)o

 ありがとうございました。

シヴァさん…
 いつも、お優しいレスありがとうございます(笑)

 昨⽇、地下に初めて⾏ってシヴァさんのご活躍を拝⾒して来ました私などが到底及ばない程のお⽅でした…
 御⾒逸れ致しましたm(_ _)m

 これからも、お優しくお願いしま〜す(^_^;)v

チョコレ―ト先輩…
 先輩は、褒め上⼿ですね〜…

 あまり技術って程の事は何もないんですよね
 kaz2313さんの画像か素敵なので良く⾒えるんですよ〜きっと

 次回作、期待されても…  困っちゃうなぁ〜(^_^;)

stray所⻑、フォロ―ありがとうございます。
 出来の悪い娘を持つと気苦労が絶えませんねぇ〜(-o-;)

 ⼼中お察ししま〜す。(^_^)v

https://bbsee.info/straylove/id/6346.html?edt=on&rid=6365
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megamiさ〜ん、こんにちは〜☆
私もPCぜ〜んぜん駄⽬なんですよ〜(?_?)

 みなさんから⾊々教わってやってま〜す。
 とくに、所⻑やxs4pedさんにはお世話になっております（感謝︕）

 今⽇は、準夜勤です。旦那様⼀⼈で⾚ちゃんの⾯倒⾒る事になっております…
 ⼤丈夫かなぁ〜、しんぱ〜い。(^_^;)

Re:ブラボー︕ブラボー︕

6367 選択 miho 2008-04-13 14:13:28 返信 報告

> mihoさんの作品も以前から拝⾒させていただいております。 
> 画像ももちろんですが、添えられた詩がとてもストレートに響いてくるのが印象的で、とても素敵だと思います。

ありがとうございます。うれしいです。
 詩は実体験、たまに思いつきで書いています。

megamiさんへ、 ZARD秘密社交クラブ続編?

6350 選択 ⿊杉 2008-04-12 14:26:07 返信 報告

ZARD秘密社交クラブの皆さん、こんにちは。⿊杉です。

ZARD社交クラブに付いて前回、諜報員シヴァさん、表のオーナーpineさん、夜の蝶々megamiさん達の役割について、私な
りの憶測を述べました。まあ、当たらずも遠からずだったことが私の調査で判明いたしました。(⼤嘘)

ですが私は、あえて触れなかった事実、いえ、真実があります。それはZARD秘密社交クラブの設⽴の真の理由であり、また
秘密クラブを隠れ蓑に結成された地下組織「ZARD普及連合」の事にも触れなければならなかったからです! (ああ、私は何処
まで暴⾛するのだろう)

その事実を秘密クラブの皆さん、そして「ZARD普及連合」の重職を担うZ研の皆さん。私は知ってしまったのです! 皆さん
がひた隠しにしている「ZARD普及連合」の真実、それはズバリ、こうですね!? (これで本当に永久追放だ~~!)
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キーマンはやはり、stray所⻑さんでした。何故、Z研の創設者である所⻑さんが、秘密クラブの開店を許し尚かつ潤沢な資⾦
を投⼊し、シヴァさんの⾝を危険に曝すまねまでさせて未公開映像の⼊⼿、諜報活動に従事させているのに、クラブの経営に
ノータッチなのか?

 私の疑問はここから始まったのです。そして気づきました。ZARD秘密クラブは、表の顔、つまり隠れ蓑ではないか、と。
 真の地下組織、「ZARD普及連合」こそが、⺟体なのではないか、と……

と、まあ、ここまで妄想を膨らませていたのですが。本当の秘密クラブにお邪魔させて頂いたので、無⽤の⻑物になってしま
いました。

megamiさん。やはり私は、軽チャークラブでは太⼑打ちできそうにもありませんね。私のは、ただの妄想ですから(苦笑)
 

Re:ZARD秘密社交クラブ続編?

6364 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-04-13 12:31:05 返信 報告

⿊杉さんへ
  

> megamiさん。やはり私は、軽チャークラブでは太⼑打ちできそうにもありませんね。私のは、ただの妄想ですか
ら(苦笑) 

 そんなことはありません︕︕
 楽しい妄想劇場へのご招待本当にありがとうございます（笑）

 近いうちに地下の⽅で本領を発揮して下さることを ⼼より期待しておりま〜す(*＾Ｕ＾*)

では また 地下室にて・・・ふふふ

●● MU-GEN #170  &  愛は暗闇の中でCM ●●

6345 選択 stray 2008-04-12 09:24:20 返信 報告

皆さんおはようございます。
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KOHさんが、MU-GEN #170 をゲットしてくれました︕
http://www.filebank.co.jp/wblink/18c7216d4d304563f3d86fb31c55d0ab

”「愛は暗闇の中で」は、⽇本⻘年館でプロモーションビデオ⽤に撮影されていたもので…”
 というナレーションが⼊ります。

「愛は暗闇の中で」と特典DVD「きっと忘れない」が同じ⽇に撮影されたとすれば、
 泉⽔さんは化け物ですね。ぜんぜん表情が違いますから。

 ⼥って、髪型・⾐装だけでここまで変わるものなのか。

CM「愛は暗闇の中で」ver.
 http://www.filebank.co.jp/wblink/8b53a07dd913c63a96f03da466e50cc9

妄想、「ZARD秘密社交倶楽部」と「ZARD普及連合」

6344 選択 ⿊杉 2008-04-12 08:28:45 返信 報告

お早うございます。⿊杉です。アネ研さん、何とかたどり着けたかな? と思います。

想像していたのとは、だいぶ違いましたが。(笑)

私の想像、いえ妄想では、⼤⼈の男⼥が云々と、既にお話しているので割愛しますが、実はあれにはバックグラウンド、とい
いますか、他の部分も勝⼿に妄想してしまいまして、ただの「地下」活動ではなく、⾏き着いた先は、「ZARD普及連合」な
んて別の「地下組織」にまでなってしまいました。(笑)

 シヴァさんは007のようなスパイにまでなってしまいましたしね。(シヴァさん。重ね重ね失礼を、本当にすみません)

映画の⾒すぎですね。(苦笑)

⾏き過ぎた妄想を抱えて「秘密クラブ」を覗いたら、私は⼤⾺⿅野郎だったと痛感しました。

いや〜、⾃分の妄想もそうですけど、こちらでの書き込みも含めまして、私、恥を曝しまくっていますよね?(反省) 

皆様の失笑をかっているとは思いますが、どうぞ平にご容赦下さい。
 これからも、坂井さんについて私の拙い知識にうんざりされることがあるかもしれませんが、宜しくご鞭撻のほど、お願い致
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します。

MFM４⽉号

6325 選択 カーディガン 2008-04-11 00:43:39 返信 報告

こんにちは。
 MFM４⽉号の泉⽔さんの記事をアップします。

 新曲のライナーノーツとコンサートツアー、坂井泉⽔展のことがのっています。

http://www.filebank.co.jp/wblink/85141a61c1df78d828045df7e1756dd2

ありがとうございました︕

6336 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-04-11 15:52:02 返信 報告

カーディガン こんにちは︕

> MFM４⽉号の泉⽔さんの記事をアップします。 
 どうもありがとうございます︕泉⽔さんの情報が拝⾒できて とってもありがたいです︕︕

Re:MFM４⽉号

6339 選択 stray 2008-04-11 17:40:13 返信 報告

カーディガンさん、こんにちは。

MFM４⽉号、今⽇届きました。
 表紙はZARDじゃないんですね︕（B'z）

 CD発売時は常に表紙を飾ってきた（たぶん）MFMに変化の兆し︖
 ん〜、少し寂しい…。
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Re:MFM４⽉号

6343 選択 カーディガン 2008-04-11 23:40:46 返信 報告

こんばんは、megamiさん。

イランでは、MFMは置いていないんでしょうね。じっくりと読んでくださいね。とてもいいライナーノーツですね。
私も今まで読んだ内容ですが、改めて読み直してしまいます。坂井泉⽔展も⾒逃せません。感動ですね、どんなふう
になるのか、予想もつきません。

こんばんは、所⻑様

今⽉は、届くのが早いですね。よかったです。
 ＞表紙はZARDじゃないんですね︕（B'z）

 CD発売時は常に表紙を飾ってきた（たぶん）MFMに変化の兆し︖

表紙というより裏表紙になったりしていたんですが、今⽉は、裏表紙も泉⽔さんではないですね。寂しいといえば、
寂しいですね。しかたないですね、セールスの問題もあるでしょうし。

Friday nightですね。遠い記憶、思い⼊れがあるんでしょうね。洗いたてのシャツのような笑顔、忘れられないんで
しょうね。

あの追加の４⾏は、「⽇よう⽇は彼⼥にあげる」ですね。
 彼⼥って、泉⽔さんのことでしょうね。字もふるえてる感じ。体調がよくなかったんでしょうか。最後の想いのうち

の⼀つでしょうか。

presented by 皐 ②

6291 選択 stray 2008-04-09 12:15:31 返信 報告

皆さんこんにちは。
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今⽇は「翼を広げて／愛は暗闇の中」の発売⽇です。
私はちょっと忙しくて、まだゲットできておりませんが（笑）、

 皐ちゃんの卒業制作第２弾を公開します︕

皐ちゃんから、あの優しく⼼のこもったレスはもらえませんが（笑）、
 是⾮ご感想を残していただければ幸いです。

presented by 皐 ①

6292 選択 stray 2008-04-09 12:16:59 返信 報告

お花⾒スレに埋もれてしまったので（笑）、
 改めて第１弾もアップします。

Re:presented by 皐 ②

6293 選択 チョコレート 2008-04-09 12:58:11 返信 報告

所⻑さん、 皆さんこんにちは。チョコレートです。
 今⽇は「翼を広げて／愛は暗闇の中」の発売⽇ですね。私はバタバタしていてゲットできていませんが･･･。

 ⼿にされた⽅の感想を聞かせていただけたらな、と思います。
  

 皐さんの卒業制作第２弾、ありがとうございます︕さすが 皐さん･･･(涙)。
 キラキラが素敵ですね。未来への希望のようにも⾒えて･･･。
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励まされます。私も頑張ろうという気持ちになれますね。
早くCDゲットしなくちゃ︕

 

Re:presented by 皐 ②

6294 選択 xs4ped 2008-04-09 13:03:18 返信 報告

strayさん、こんにちは。

> 今⽇は「翼を広げて／愛は暗闇の中」の発売⽇です。 
 > 私はちょっと忙しくて、まだゲットできておりませんが（笑）、 

 > 皐ちゃんの卒業制作第２弾を公開します︕ 
 私も未だ現品はGetしてませんが、昨⽇発送した旨の連絡が有った為、今⽇届く予定です。

(^_^)
 発売まで待ちきれず、先⽇サイトからFull Ver.をGetし、リピートしまくっております。(笑)

 皐ちゃんの卒業制作第２弾有難う御座います。
 お花⾒で終わりかなと思っていたので、サプライズになりました︕(^_^)

 「愛は暗闇の中」の⽅はキリッとした感じでしたが、此⽅の画像は可愛いですね。(^_^)
 

Re:presented by 皐 ②

6295 選択 pine 2008-04-09 14:43:13 返信 報告

所⻑さん 皆さん こんにちは。

所⻑さん、第２弾＆第１弾の再アップ有難うございます。
 泉⽔さんの優しい微笑みに包まれて、そっと背中を押されてる気がします。

 淡いブルーとキラキラが綺麗ですね。
 今朝ゲットしたＣＤを聴きながら、拝⾒しました。

ところで、そのＣＤなのですが… ⼤失態を犯してしまいました。
 持ち帰って、パッケージを開けると…ＤＶＤがない︕

 (￣▽￣;)!!ｶﾞｰﾝ
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店で最後の⼀枚だったので、慌てて持って確認してなかったのです〜
値段も違うのに、何で気付かなかったの〜と、⾃⼰嫌悪ﾃﾞｽ。(涙⾬)

 皆さんは、よ〜く確認してから買ってくださいね。

Re:presented by 皐 ②

6296 選択 ⼭茶花 2008-04-09 15:29:16 返信 報告

strayさん、皆さん、こんにちは。

> 皐ちゃんの卒業制作第２弾を公開します︕ 
 皐さんの卒業制作ですか。

 ステキな加⼯画です。

> 皐ちゃんから、あの優しく⼼のこもったレスはもらえませんが（笑）、 
 確かに、ご本⼈からの返答は、もう残念ながら期待できませんが･･･

コナンのカードって

6298 選択 stray 2008-04-09 18:09:06 返信 報告

皆さんこんにちは。

ようやくCDをゲットしてきました。
 コナンのカードが付いてますが、何種類かあるのでしょうか︖

 それとも初回特典盤と通常盤の違いだけ︖

そもそもコナンカードなんか欲しくないんだけど、お⼦ちゃま向けのサービス︖

Re:コナンのカードって

6299 選択 stray 2008-04-09 18:10:36 返信 報告

 
こちらは初回特典盤です。
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ただいま〜︕

6300 選択 saki 2008-04-09 20:12:59 返信 報告

はぁ〜、ちかれたびぃ〜（古っ︕）

久しぶりの仕事で、チョット気付かれしちゃいましたよ〜

でも、帰ってきたら皐さんの画像が優しく出迎えてくれて…。

ありがとう、皐さん(^o^)／

ありがとう、strayさんo(^-^)o

まさか︖…私の為︖ まさかね〜︖︕

それに…⾚ちゃんを抱っこしょうとしたら、お腹の上に「翼を広げて」のCDが…嬉しい〜
 私は、何〜んて、幸せ者（お〜アﾁｲ、アﾁｲ♪）

だけど、みなさんに報告しょうとしても、PCを貸してくれないんですよ〜
 だから、仕⽅なく携帯からビコビコです(T_T)

 い〜ばいハートマークを⼊れたいのに…

まっ、今⽇は我慢してやるか。

シヴァさ〜ん、昨⽇はごめんなさ〜い。

ウケ狙いなのか︖本⾳なのか︖良く解らず
 とりあえず謝っとけって感じでした。
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何時でも私は、ヒョウキンsakiですよ〜
でも、今度からは、本気で怒ってる時は、マジって⼊れて下さいね。

私、ＫＹだから…そこんとこ夜露死苦〜︕(^_^)v

Re:コナンのカードって

6301 選択 ⿊杉 2008-04-09 20:38:38 返信 報告

stray所⻑さん、皆さん、今晩は。

CDを購⼊しましたが、確かにコナンカード付いてますね。

勿論、限定版なんですが、stray所⻑さん。コナンカード裏返すと通常版と同じですよね?
 てことは、種類は⼀種類のみなんじゃないでしょうか?

 まあ、私もコナンカードには興味が無いので、真剣に⾒⽐べてみなかったのですが…(苦笑)

因みに、コナンカードを⾒たとき、坂井さんのカードはないのかと探してしまいました。(照)
 坂井さんのカードだったら何種類でも買うんですけどね。

それと、やはり購⼊されたのですね。プレミアムBOX。(羨望)
 羨ましいな~

pineさん、今晩は。

> ところで、そのＣＤなのですが… ⼤失態を犯してしまいました。 
 > 持ち帰って、パッケージを開けると…ＤＶＤがない︕ 

 > (￣▽￣;)!!ｶﾞｰﾝ 
 > 店で最後の⼀枚だったので、慌てて持って確認してなかったのです〜

私の⽅では店頭に⼆枚しか残ってなくて焦りました。その⼆枚とも限定版だったのでホッとしましたが、⼤変なショ
ックだったとお察しいたします。

 私だったら、しばらく固まって⾝動きとれそうにもない。(苦笑)

しかし、最後の⼀枚とは。
 売⾏きは好調なようですね。

https://bbsee.info/straylove/id/6291.html?edt=on&rid=6301
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Re:コナンのカードって

6302 選択 xs4ped 2008-04-09 21:05:39 返信 報告

strayさん、⿊杉さん、皆さん、こんばんは。

先程、届きました︕(^_^)
 > てことは、種類は⼀種類のみなんじゃないでしょうか? 

 私は限定版２枚購⼊しましたが♯6298、6299と同じですね。
 どうやら、⼀種類だけみたいですね。

 > 坂井さんのカードだったら何種類でも買うんですけどね。 
 泉⽔さんのカードだったら間違いなく１０枚位購⼊しちゃいますね。(笑)

 > 売⾏きは好調なようですね。 
 オリコンランキング３位ですね。(４⽉８⽇付)

 チョット１位は厳しそう〜。(>_<)
 http://www.oricon.co.jp/rank/js/d/

Re:presented by 皐 ②

6303 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-04-09 21:32:38 返信 報告

皆様お久しぶりでございま〜す☆ご無沙汰して本当に申し訳ありませんでした｡゜ﾟ(>ヘ＜）ﾟ ゜｡
 新調して たった３ヶ⽉で修理不可能なくらいＰＣを破壊してしまい ずっと来れませんでした・・・（泣）

 これから また仲間に⼊れて下さ〜い♪♪よろしくお願い致します︕︕︕

ＣＤ発売のニュースと皐さん卒業制作の作品も拝⾒できて とっても嬉しい⽇です(*＾Ｕ‘*）⌒☆★本当にありがと
うございま〜す︕︕

 泉⽔さん（皐さん）が輝いているように感じる作品だと思いました︕
 素敵な未来に向かって前向きな作品でとっても素敵です︕

 皐さんとは 卒業前にお話できなくて 後悔しておりますが、きっとお逢いできる気がするので泣かないようにして
おります☆

 皐さん 素敵な作品のプレゼントをありがとうございましたヽ(●>∀<●)/
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https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6302
https://bbsee.info/straylove/id/6291.html?edt=on&rid=6303
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6303


チョコレートさん ｐｉｎｅさん ミキティさん シヴァさん ｓａｋｉさん ⼭茶花さんなどなど 過去スレでの
皆様のご活躍を楽しく拝⾒させていただいております。

 またお話に加わらせていただきたいので どうかどうかヨロシクお願いしま〜す︕︕
 チョコレートさんとｐｉｎｅさんの破壊星⼈ちゃんはお元気でいらっしゃいますか︖私が⼀番 破壊星⼈でし

た・・・(笑）

Re:コナンのカードって

6304 選択 stray 2008-04-09 21:46:22 返信 報告

⿊杉さん、xs4pedさん、こんばんは。

> 勿論、限定版なんですが、stray所⻑さん。コナンカード裏返すと通常版と同じですよね? 
 げっ︕そうだったんですか︕

 興味ないから袋から出してもいません（笑）。

> 因みに、コナンカードを⾒たとき、坂井さんのカードはないのかと探してしまいました。(照) 
 案外、１万枚に１つだけ⼊ってたりして（笑）。

 アーティストファイルも「サイン⼊り」があったそうなので。

> 坂井さんのカードだったら何種類でも買うんですけどね。 
 もちろんそうです（笑）。が、商法としては”えげつない”ので出来ないでしょうね（笑）。

> それと、やはり購⼊されたのですね。プレミアムBOX。(羨望) 
 はい、注⽂しちゃいました。

 特典DVDは何とかしますので（笑）。

pineさん、こんばんは︕
 最後の1枚とは、売れ⾏き好調ので何よりですが、pineさんはさぞかしショックでしょうね、

 ご愁傷さまです（笑）。

sakiさん、こんばんは︕
 復帰初⽇のお仕事、ご苦労さまでした。

 

https://bbsee.info/straylove/id/6291.html?edt=on&rid=6304
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CDは旦那様からのプレゼントですか︕ヒューヒュー（笑）
⽇頃PCを独占している罪滅ぼしでしょうね、きっと（笑）。

チョコレートさん、⼭茶花さん、megamiさん
 皐ちゃんからのプレゼント、喜んでいただけて本⼈に代わって御礼申し上げます。

 ありがとうございますね☆ミ（笑）
 「愛は暗闇の中」は、新たな技法を試しているようで、

 最後までチャレンジ精神旺盛だったようです。
 まだまだありますので、次回も乞うご期待︕

 

Re:presented by 皐

6305 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-04-09 21:53:41 返信 報告

みなさん、こんばんは。

皐ちゃん、「翼を広げて」と、「愛は暗闇の中」の加⼯画、どうもありがとね︕
 それぞれの泉⽔さんが、印象が違って⾒えるので、同じ⼈に⾒えないほどですね。

 キュートVer.と、クールVer.って感じですかね（笑）。

両作品とも、皐ギャラリーの携帯Gにアップしました。
 是⾮、⾳楽と共にお楽しみ下さい。

 

⼼配してしまった

6306 選択 シヴァ 2008-04-09 22:06:03 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑さん、こんばんは︕

さすが即決で購⼊を決めてしまうとは・・。
 でも「ＺＡＲＤ研究所所⻑」が持ってないとカッコつかないですかね︖

 皐さんの最新作、やっぱり素敵ですね︕
 「きっと忘れない」のＤＶＤを⾒て、また作りたくなってくれないですかね〜。
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ｓａｋｉさん、こんばんは︕
 
> ウケ狙いなのか︖本⾳なのか︖良く解らず 

 > とりあえず謝っとけって感じでした。 
な〜んだ︕結構本気で⼼配したんですからね︕

 でもこれでｓａｋｉさんのキャラがよ〜くわかりました︕ 
 > 私、ＫＹだから…そこんとこ夜露死苦〜︕(^_^)v 

 最近私も⾷べすぎで・・。ＫＹ（⾷う気やめない）だから・・そこんとこ余呂始⾷〜︕︕

ｍｅｇａｍｉさん、こんばんは︕お久しぶりで〜す︕

どんなことしてＰＣを破壊したんですか︖
 でもまたお会いできてうれしいです︕

 地下に衝撃の新⼈トリオがデビューしてますよ︕
 そのなかにあなたが誰よりもよ〜くご存知の⼈がいるかも・・。

sakiさん、⿊杉さん、megamiさんへ

6307 選択 pine 2008-04-09 22:28:40 返信 報告

sakiさん こんばんは︕
 復帰1⽇⽬、お疲れ様でした。超多忙だと思いますので、くれぐれもお⾝体を⼤切になさって下さいね。

 さてさて、何だかココだけとっても暑いんですけど〜(笑) ご主⼈からのサプライズプレゼント、羨ましいです︕
 次は、５／２８（プレミアムBOX)かな︖

 でも、お腹にのせたら⾚ちゃんがつぶれちゃう〜

⿊杉さん こんばんは︕
 >私だったら、しばらく固まって⾝動きとれそうにもない。(苦笑) 

 私もしばらく事態を把握できなくて、呆然として、悔しさをぶつけるところがなくて、ココに書いてしまいました。

megamiさん お久しぶりです︕
 ⻑らくお⾒かけしなかったので、今、megamiさんのお名前を発⾒して、超うれしーです︕

 どうされたのかと⼼配していたんですよ〜 まさか、破壊星⼈になっておられたとは…ビックリです。

https://bbsee.info/straylove/id/6291.html?edt=on&rid=6307
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我が家の破壊星⼈は、相変わらずですよ。最近は…娘が初めてミシンで作った⼱着袋を、チョキチョキしてました
（笑）

 過去スレ読むの⼤変だと思いますが、また⼀緒に楽しく過ごしましょう︕
 

Re:presented by 皐

6308 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-04-09 22:49:04 返信 報告

みなさん、こんばんは、
 新作の観れて嬉しいです。（笑）

「翼を広げて」の泉⽔さんは、正⾯だったりカメラ⽬線だったり、なんとお美しいのでしょう。
 「愛は暗闇の中で」の泉⽔さんは、スタイルいいしレザーパンツでかっこいいですね︕

 そして、２枚並べてみると、構成がシンメトリーなんですね。さすがです。両Ａ⾯なのは関係あるのかな︖
 それに、クルマのワイパーを動かしたら泉⽔さんが現れたような画像（もっといい表現募集中︕）も斬新ですね。

 これまた、さすがは皐ちゃんですね。（笑）

pineさんへ
 残念でしたね、せめて、もう初回版が売り切れたんだと喜んでくださいね。（笑）

sakiさんへ
 お疲れさまです。記念すべき⽇からの再スタートで忘れられないですね。

 今⽇のレスもはじけてて楽しいです。（笑）

Re:presented by 皐 ②

6310 選択 チョコレート 2008-04-09 23:40:58 返信 報告

所⻑さん、皆さん、こんばんは。チョコレートです。
 この頃ずっと、私はドタバタの⽇々を過ごしておりまして･･･レスをいただいた皆さんにお返事をすることもままなら

ず、申し訳なく思っております。すみません。
 はぁ〜、今⽇はついにCDをゲットできませんでした(泣)。
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きっと明⽇も無理だろうなぁ〜。いつか⼿にできるその⽇まで、限定版、残っていて︕残っていないほうが︖イヤイ
ヤ、やっぱり私の分だけは残っていてぇ〜︕

ｓakiさん、お帰り︕（と⾔っても、もう寝ちゃいましたよね。）お仕事復帰初⽇だからお疲れになったことでしょ
う。でも旦那さま、優しいですね︕素敵。明⽇からも頑張れちゃいそうですね。また元気なお顔を⾒せてください
ね。

ｐineさん、限定版を買わなかったのですか︕︖なんてことでしょう。でも、私みたいにまだ⼿にしていない⼈もいま
すから、元気出して︕また明⽇限定版を買って下さい(笑)。

 それにしても破壊星⼈くん、ますますお元気そうで(笑)。

ｍegamiさん、お久しぶりです︕megamiさんにまたお会いできてうれしいです〜待ってましたよ。ｍegamiさんが
お留守の間にいろんなことがありました（泣）。でもmegamiさんが戻ってこられたので、また楽しいお話をさせて
くださいね。我が家のチビ怪獣は元気ですよ〜。ちょっぴりお姉さんっぽくなりました。（そのぶん、とても⽣意気
な⼝を･･･）。

シヴァさん、今⽇はいつものシヴァさんですね(笑)。ｓakiさんの夜露死苦〜もすごいですけど、シヴァさんの余呂始
⾷〜︕︕って･･･ぎゃははは、おかしー。

所⻑さん、皐さんの卒業制作ってまだまだあるのですか︖︖︖素晴らしい︕
 ますますZ研から⽬が離せませんね(笑)。いつ出てくるのか楽しみにしています。

 ミキティさんみたいに並ばなくちゃ。

stray所⻑さん、期待していいんですか!?

6311 選択 ⿊杉 2008-04-09 23:59:56 返信 報告

再度失礼いたします。
 皐さんにお礼を述べるのを失念しておりました。(汗)

皐さんの芸術作品、とても⼤好きです。
 皐さんご本⼈の⼈柄でしょうか。坂井さんと相通じる優しさを感じます。

 本当にありがとうございます。
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xs4pedさん。今晩は。
今⽇はオリコン３位でも、⼤丈夫ですよ。

 xs4pedさんもstray所⻑さんも⼆枚購⼊されていますし、ひょっとしたらpineさんも限定版を購⼊されるかもしれま
せん。(笑)

 オリコンチャート１位も夢ではないと思いたいです!

sakiさん。今晩は。
 先⽇のお花⾒会、御世話になりまして、ありがとうございました。

 御仕事、今⽇からだったのですね。お疲れ様です。ゆっくり休まれて下さいね。
 しかし、本当にアチ~ですね(笑)

stray所⻑さん!
 > 特典DVDは何とかしますので（笑）。

本当ですか!? 期待していいんですか~? 私もう期待しまくっているのですが!

何とぞ、何とぞ! お願い致します(懇願)

ｓｔｒａｙ所⻑さん シヴァさん ｐｉｎｅさん チョコレートさんへ 

6312 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-04-10 04:36:49 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑さんへ
 >「愛は暗闇の中」は、新たな技法を試しているようで、最後までチャレンジ精神旺盛だったようです。まだまだあ

りますので、次回も乞うご期待︕ 
 まだまだ皐さんの作品が拝⾒できるんですね︕︕ありがとうございます☆すっごく期待しておりま〜す☆

 ご無沙汰して申し訳ありませんでした・・・早く皆さんの話題についていけるように ＲＯＭさせていただきたいと
思いますので よろしくお願い致しま〜す︕︕

シヴァさんへ
 本当に本当にお久しぶりで〜す︕

 > どんなことしてＰＣを破壊したんですか︖ 
 機械⾳痴なので なんだか解らないまま いろいろ触っておりましたら 真っ暗になって・・・ とても恥ずかしい

です（笑）

https://bbsee.info/straylove/id/6291.html?edt=on&rid=6312
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 > 地下に衝撃の新⼈トリオがデビューしてますよ︕ 
> そのなかにあなたが誰よりもよ〜くご存知の⼈がいるかも・・。 

 キャー早く地下に顔を出したいですΣ(ﾟ◇ﾟ︔)素晴らしい情報をありがとうございました︕

ｐｉｎｅさんへ
 >どうされたのかと⼼配していたんですよ〜 まさか、破壊星⼈になっておられたとは…ビックリです。 

 そうなんです︕⾃分の不注意で 皆さんとお話できなかったので もう情けなくて・・・
 ｐｉｎｅさんのお⼦さんの破壊星⼈ちゃんもお元気そうでなによりですヽ(*ゝω･*)ﾉ

 これからも⼀緒に笑いに参加させて下さ〜い︕︕

チョコレートさんへ
 すれ違いのままで 申し訳ありませんでした︕︕

 またこれから ご⼀緒に楽しい時間を過ごさせて下さ〜い(●^ω^●)ﾉ
 >我が家のチビ怪獣は元気ですよ〜。ちょっぴりお姉さんっぽくなりました。（そのぶん、とても⽣意気な⼝

を･･･）。 
 順調に成⻑されてるご様⼦を伺うと とっても嬉しいです︕︕

 カフェの⽅にも顔を出させていただきますので よろしくお願いします☆

megamiさん、おかえり〜 ♡

6315 選択 saki 2008-04-10 08:07:10 返信 報告

 
megamiさんと⼜お話が、出来るようになって嬉しい〜

 でも、過去レス読む時、私のレスは、⽚⽬を瞑って⾒て下さいね〜（恥ずかしい）
 megamiさんと、最初にお逢いした頃と随分私のキャラが違って来ていますので…
 私は、今からお仕事… みなさ〜ん⾏って来ま〜す(^^)/

P.S
 シヴァさん、悲しい事にK.Yって私の本名のイニシャルなんです(T_T)

 だから、「おまえ︕、K.Yだな」って⾔われても違うって⾔えないんですよ〜…（⾟い…）

https://bbsee.info/straylove/id/6291.html?edt=on&rid=6315
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ｓａｋｉさん お久しぶりで〜す☆

6320 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-04-10 15:37:53 返信 報告

sakiさん こんにちは︕ 
 ⼤活躍のご様⼦ とっても素晴らしいで〜す︕

 ご無事に男の⼦をご出産されたとのことで（遅くなりましたが、）本当におめでとうございま〜す ヽ(●>∀<●)/

ｓａｋｉさんのキャラは 素敵だと思いますので どうぞ恥ずかしいなんておっしゃらずに どんどん楽しませて下
さいね(*＾Ｕ‘*）⌒☆★

 > 私は、今からお仕事… みなさ〜ん⾏って来ま〜す(^^)/ 
 ⼦育て＆お仕事＆家事と毎⽇お忙しいと思いますが、これからもお話させて下さ〜い o(>▽<)o

 > 悲しい事にK.Yって私の本名のイニシャルなんです(T_T) 
 シヴァさんあてのメッセージですが・・・ 思わず笑わせていただきました〜︕

 お時間がございましたら ぜひ地下の⽅にも お顔を出していただければ シヴァさん達もきっと喜ばれるのでは︖
と思いました︕

 地下でもお逢できるのを楽しみにしておりま〜す☆
 意味不明の場合には 私にでもシヴァさんにでもｐｉｎｅさんにでもお聞き下さいネ♪♪

Re:コナンのカードって

6324 選択 atti 2008-04-10 23:55:51 返信 報告

strayさん、皆さんこんにちは。

この2⽇間は、通勤時にリピートしながら聞いています〜

本⽇は、MFMの⽇。CD店へ・・・
 無かった。⾬が降っていたので、他の店へは明⽇以降に。

しかし、パンフを発⾒したのでもらってきました。

ZARD秘密の社交クラブ、か何かですか?
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6326 選択 ⿊杉 2008-04-11 08:16:07 返信 報告

お早うございます。megamiさん。⿊杉ですが、ちょっとお聞きしたいことがあるのですが、よろしいでしょうか?

> 地下でもお逢できるのを楽しみにしておりま〜す☆ 
 > 意味不明の場合には 私にでもシヴァさんにでもｐｉｎｅさんにでもお聞き下さいネ♪♪

上記の「地下」という存在についてなのですが……ひょっとして、「ZARD社交クラブ」か何かなのですか?

はっ! それはひょっとして、こんな素敵な集いなのですか?

限られた⼤⼈の男⼥がムーディ~な雰囲気漂う地下のバーで、ワイングラスを⽚⼿にウィットに富んだ会話を織り交
ぜながら、夜な夜なZARDの最新情報や、闇ルートから⼊⼿してきたと思われる未公開映像の試写会を、ひっそりと
限られた会員だけで楽しむような、そんな素敵な「地下」活動が⾏われている…⼀種の秘密クラブ、ですね?

役割はたぶん、シヴァさんが闇ルートから命がけで未公開映像を⼊⼿する諜報員ですね? (シヴァさん何者?)

pineさんが、「ZARD秘密社交クラブ」の表のオーナーで、素敵な気配りと優しさで会員のハートをがっちりキャッ
チ!

 (お⼦さんがいて、そんな暇ないですよね?)

そして、megamiさんはやはり、ZARDファンすら⼿⽟に取るという⼤⼈の⾊か溢れる夜の蝶々、しかしその実態
は、「ZARD秘密社交クラブ」伝説の創設者であり、裏のオーナー、ですね? (ごめんなさい! ごめんなさい! ごめ
んなさい!)

と、まあ、そんな素敵な「ZARD秘密社交クラブ」なる物があったら良いなぁ、という気持で書き込みしました。(汗)

不愉快でしたら、すぐに削除いたしますので、⼀⾔、「消せ!」と仰って下さい。(恐怖)

失礼いたしました。……私、永久追放でしょうか?
 

その⼿があったか︕

6327 選択 stray 2008-04-11 08:29:25 返信 報告

⿊杉さん、おはようございます。
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そっか︕その⼿があったか︕
PREMIUM BOX の特典DVD映像は、Ｚ研の地下秘密クラブにアップすることにします（笑）。

> 役割はたぶん、シヴァさんが闇ルートから命がけで未公開映像を⼊⼿する諜報員ですね? (シヴァさん何者?) 
 シヴァさんのイメージにピッタリですネ（笑）。

> 不愉快でしたら、すぐに削除いたしますので、⼀⾔、「消せ!」と仰って下さい。(恐怖) 
 > 失礼いたしました。……私、永久追放でしょうか? 

 いやいや、⾯⽩かったです、絶対に消させません（笑）。

Re:その⼿があったか︕

6328 選択 ⿊杉 2008-04-11 09:04:35 返信 報告

お早うございます。stray所⻑さん。

ご覧になってしまわれたのですね?

正直、書いててドキドキしました。いや、⼼臓に悪いことはするものではありませんね(苦笑)

> > 失礼いたしました。……私、永久追放でしょうか? 
 > いやいや、⾯⽩かったです、絶対に消させません（笑）。

そう⾔って頂けてホッとしましたが、

> そっか︕その⼿があったか︕ 
 > PREMIUM BOX の特典DVD映像は、Ｚ研の地下秘密クラブにアップすることにします（笑）。

私「ZARD秘密社交クラブ」の会員券、裏のオーナーであるmegamiさんから発⾏して頂けるのでしょうか? (たぶん
無理)

でないと⾒れない…(ボソッ)

pineさんにお願いしてみましょうか。でも、今はお忙しそうですし…う~ん。(泣き落としでも試すかな?)

それとも、①号のシヴァさんに、あっ! 違った、地下では名うての諜報員シヴァさんでした。(私は全員を敵に回しま
したね)(滝汗)

 お願いしたら、⼊れてもらえるでしょうか? (決死のお願いで)

https://bbsee.info/straylove/id/6291.html?edt=on&rid=6328
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6328


それとも、年齢制限があるのでしょうか? 
ないと良いのですが。私はまだ、若輩者ですから…

⾒つけました!

6330 選択 ⿊杉 2008-04-11 10:28:48 返信 報告

お早うございます。アネ研さん。

カフェ、発⾒です(ニヤリ)

しかし、あそこはまだ秘密がありそうですね。探索は、仕事から帰ってきてからにさせて下さい。何より、あの……い
いんですか? ペーパー夫妻はあそこに居ても(⼤爆笑)

あれを⾒たあとでは、もうどうにも出来ません!

不覚でした。何の迷いもなくメニュークリックしたら、クリックしたら、吸い込まれるように⽬に⼊ったんです!

オシャレなカフェにどうしてペーパー夫妻が坂井さんを隠し撮りした写真があるんですか!? (腹が、腹がよじれる)

過去の書き込みを読んでいて、皐さんがペーパー夫妻の加⼯画を仕上げていたのは知っていましたが、場所までは特
定できず、今の今まで知らなかった⾃分が、悔しい! 

 あんな⾯⽩い物を! なぜ、寝る直前に俺は⾒ちまったんだっー! 

アネ研さん。恨みますよ。(冗談です)
 笑いすぎて、腹が痛くて痛くて、これじゃ眠れませんよ~(引き続き⼤爆笑中)

ああ、⽬を閉じると、ペーパー夫妻が坂井さんを覗き⾒している映像が~(⼤爆笑)

あとは調べられませんでした。だって……破壊⼒抜群ですよ~あれは。
 皐さん、すごい物を残されていたんですね。改めて、御話ししたかったと思いますね。

アネ研さん。すみません。せっかくヒントを頂いたのに、⼊⼝でノックアウトされてしまいました。(汗)(笑いすぎ
で)

 これ以上の深⼊りは、夜ごと繰り広げられる宴から抜け出せそうもありません。(苦笑)

しばし、休憩を。仕切り直しをさせて下さい。

https://bbsee.info/straylove/id/6291.html?edt=on&rid=6330
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しかし、噂の秘密倶楽部、本当にあるとは驚きました。私が想像していたクラブとは、だいぶ違いましたが(笑)

Z研って、思っていた以上に、危険なところですね。(本気)

では、夜に。宴に間に合うと良いのですが。
 おやすみなさい。

[6329]アネ研:
 > まだ、秘密倶楽部へたどりつけてないようなので書いてみます。 

 > ヒントは、カフェ、ゲストブック、Z研軽チャークラブです。 
 > 毎夜くりひろげられる宴に誘います｡ 

> 辿りついたらレスください。 
 > このレスも泡のように消えていきます。（笑）

ちょっと⼼配

6331 選択 アネ研 2008-04-11 11:40:49 返信 報告

⿊杉さん、たどりつけましたか︖
 今頃はお仕事中ですね。（笑）

 ちょっと、違うとこにいっちゃたようにも思えますが、どうか、⾜跡残して⾏ってくださいね︕（笑）

たぶん

6332 選択 stray 2008-04-11 12:36:59 返信 報告

アネ研さん、お疲れ様（笑）。
 たぶん、カフェの中に美術館があると勘違いされてるのでしょう。

⿊杉さん、美術館の⼀⾓にカフェがあるんです（笑）。

⿊杉さんへ

6333 選択 pine 2008-04-11 13:06:22 返信 報告
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⿊杉さん こんにちは︕

地下室の捜索、ご苦労様です。m(^o^)m
 >限られた⼤⼈の男⼥がムーディ~な雰囲気漂う地下のバーで、ワイングラスを⽚⼿にウィットに富んだ会話を織り交

ぜながら、夜な夜なZARDの最新情報や、闇ルートから⼊⼿してきたと思われる未公開映像の試写会を、ひっそりと
限られた会員だけで楽しむような、そんな素敵な「地下」活動が⾏われている…⼀種の秘密クラブ、ですね?

こんな秘密クラブだと素敵ですが…少し異なる点を修正いたしますとこうなります。

限られた⼤⼈の男⼥が危険な雰囲気漂う地下の裏カフェで、ビールピッチャー⽚⼿に、地上では⼝にできない⾔葉を
織り交ぜながら、好きな時に勝⼿に来て、闇ルートから⼊⼿してきたネタを、ひっそりと限られた会員で楽しむ秘密
クラブです。

では、地下室でお待ちしております。(笑)

秘密クラブの皆さんへ

6334 選択 ROM 2008-04-11 14:47:51 返信 報告

地下室の鍵バラマキ過ぎて、地下１階になったんじゃない︖
 もっと深い⽳を掘らないと、もう直ぐ地上に出ちゃいますよ〜(笑)

 

Re:ZARD秘密の社交クラブ、か何かですか?

6335 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-04-11 15:22:10 返信 報告

⿊杉さん こんにちは︕ おもしろすぎです（笑）登場が遅れて申し訳ありませんでした〜︕
秘密クラブ 良いですね〜〜〜（笑）

 > 役割はたぶん、シヴァさんが闇ルートから命がけで未公開映像を⼊⼿する諜報員ですね? (シヴァさん何者?) 
 天才シヴァさんにぴったりです (*＾Ｕ＾*) 

 > pineさんが、「ZARD秘密社交クラブ」の表のオーナーで、素敵な気配りと優しさで会員のハートをがっちりキャ
ッチ! 

 ｐｉｎｅ先⽣の優しさ＆おもしろさで ハートは鷲掴みにされてま〜す☆
 > そして、megamiさんはやはり、ZARDファンすら⼿⽟に取るという⼤⼈の⾊か溢れる夜の蝶々、しかしその実態
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は、「ZARD秘密社交クラブ」伝説の創設者であり、裏のオーナー、ですね? 
是⾮とも そうなりたいものです︕おかしすぎて・・・本当にお腹が痛いで〜す（笑）

⿊杉さんは もう少しでたどりつけそうですね︕︕お待ちしておりま〜す︕

Ｐ・Ｓ 別スレでのご挨拶ありがとうございました︕︕全然イメージ悪くないので ご⼼配なさらないで下さいネ(≧
∀≦)ゞ

 また笑わせて下さ〜い︕

⿊杉さんへ

6337 選択 チョコレート 2008-04-11 16:58:05 返信 報告

⿊杉さん、こんにちは。⿊杉さんって、⾯⽩い⽅ですね〜。朝から⼤笑いさせて頂きました︕

⿊杉さんにカフェのご案内、まだでしたか︖
 それは⼤変失礼いたしました･･･私、平⽇昼間の店番をさせて頂いております、チョコレートです。（今はちょっと私

⾃⾝が取り込み中でして、なかなかカフェの店番をできずにおりますが･･･。）
カフェはZ研が誇る美術館にご来館された⽅に、⼀息ついていただけるような空間をということで、所⻑さんが作って
くださいました。

 メニューはゲストの皆さんにZARDの曲にちなんだものを考案して頂いて、楽しく、おいしい(?)ものがそろっていま
すよ〜。

 オーダーして頂くと、当店お勧めの商品は泉⽔さんの給仕つき(?)です。ぜひ探してくださいね。
 ご来店いただいた際には、ぜひゲストブックにも書きこみをおねがいします。

 チャットルームもございますので、ゲストの皆さまとのお話をお楽しみいただけると思います。
 BGMもyanさん演奏の素敵な⾳楽を楽しんでいただけますよ。

 盛りだくさんなので、簡単にご案内だけさせて頂きました。Z研はとっても奥（地下︖）がふか〜いのです。
 またわからないことがありましたら、気軽にBBSでもゲストブックでも結構ですので、聞いてくださいね〜。

地下の“裏カフェ”はpineさんからご案内がされていましたので、裏と表、共々よろしくお願いいたします。
 

ROMさんへ

6338 選択 stray 2008-04-11 17:14:47 返信 報告
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こんにちは、「 」付きのＲＯＭさんとは別⼈︖

> 地下室の鍵バラマキ過ぎて、地下１階になったんじゃない︖ 
 たしかに地上から⾒えそうになってきました（笑）。

 ひとえにアネ研さんが悪いんだけど（笑）。

> もっと深い⽳を掘らないと、もう直ぐ地上に出ちゃいますよ〜(笑) 
 了解です。5/28に向けて⽳掘り開始します︕（笑）

Re:たぶん

6340 選択 ⿊杉 2008-04-11 21:12:21 返信 報告

皆様、今晩は。地下活動の件でお騒がせしております、⿊杉です。

ちなみに今、⾃宅ですが、重要な⽤があるから、と仕事の合間に抜け出して書き込みしてます。(義理兄にばれたら即
刻クビ!)

  
> ⿊杉さん、美術館の⼀⾓にカフェがあるんです（笑）。

stray所⻑さん、アネ研さん。申し訳ありません。私の⾔葉⾜らずと認識不⾜でした。
 さらに、カフェは隠されていたわけではないのに、まるで⻤の⾸を取ったように、⾒つけたことを喜んでしまいまし

たね。お恥ずかしい限りです(汗)

⾔い訳させて下さい。
 美術館には幾度か⾜を運ばせて頂いておりました。でも、カフェの存在に気付かなかったのは、ひとえに私⾃⾝の注

意⼒不⾜と、"ローマ表記の部分は決してクリックしない、何処に⾶ばされるか分からないから"という、悲しいかな
パソコン歴ひと⽉の素⼈の性(さが)なんです。

⾃宅で初めてインターネットを繋いで、あちらこちら覗いていた時に、どうしたことか、英語のサイトに⼊ってしま
って…出ようと思って適当にクリックしていたら、こちらでは決して、決して⾔えないような、その…まぁ、そういう
類のサイトに⼊ってしまって(照)

そういうことがあったもんですから、むやみやたらにクリックはするまいと、誓った所存です。
 ですから、カフェを探せませんでした。(苦笑)
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本当に恥ずかしい⾔い訳ですみません。でも、これ実話なんです。

何とか、皆様の「地下秘密クラブ」まで辿り着き、⾜跡を残したいと思います。が、義理兄にクビにされる前に、仕
事をしました、という⾜跡を残す⽅が先のようです。(苦笑)

 三⼗分で戻ると⾔付けしてあるのですが、かれこれ、⼀時間近くもパソコンにへばりついておりました(滝汗)

仕事を⽚付けて参ります。慌ただしくも、失礼を。では。

pineさん、megamiさん、チョコレートさんへ

6341 選択 匿名 2008-04-11 21:29:40 返信 報告

pineさん。今晩は。
  

> 限られた⼤⼈の男⼥が危険な雰囲気漂う地下の裏カフェで、ビールピッチャー⽚⼿に、地上では⼝にできない⾔葉
を織り交ぜながら、好きな時に勝⼿に来て、闇ルートから⼊⼿してきたネタを、ひっそりと限られた会員で楽しむ秘
密クラブです。

なんと! 私の妄想より更にレベルが上だったなんて、知りませんでした! ⼝に出来ない⾔葉といい、危険な雰囲気
といい、⼝にするだけでドキドキします。ぜひ、辿り着きたい!

 あっ、でも、年齢制限は有りませんよね? 25歳以下禁⽌、だったら私はアウトだ(悲)

megamiさん。今晩は。そして、別スレの件まで、笑い⾶ばして頂いて、⼤変ホッとしております。最初の印象が⼤
事ですのに…私の場合、あれだと何と思われていたことかと、⼼配しておりました。(笑)

 本当に良かった。
 何より、私の妄想までお許し頂きまして、ありがとうございます。お会いしたこともないのに、夜の蝶々だの何だの

と、失礼を申しまして。(汗)

しかし、だからこそ何とかして、⼤⼈の⾊か溢れる裏のオーナー様の所まで到達して、megamiさんはやはり夜の蝶
だった、と確認したく存じます!(←懲りてませんね)

チョコレートさん。今晩は。朝からはきつかったでしょうか? 私もペーパー夫妻の加⼯画を⾒たときには、笑い死ぬ
かと思いました。(破壊⼒抜群ですよね、あれ)

 あれには負けますが、チョコレートさんが喜んで頂けたのなら幸いです(笑)
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カフェの店番をされているとの事。私こそ不勉強で存じ上げませんでした。申し訳ありません。
ぜひ、今度ゆっくりとお邪魔させて下さい。裏も表も、Z研を探索し、坂井さんについて、少しでも皆様と御話が出来
るよう、学ばせて頂けたらと、思っています。

では、慌ただしくも、失礼いたしました。

失敗です。

6342 選択 ⿊杉 2008-04-11 21:33:17 返信 報告

 
↑の書き込みは、私、⿊杉です。

 失敗しました。
 すみません。

特典DVD

6309 選択 stray 2008-04-09 23:22:18 返信 報告

素晴らしい臨場感ですね︕
 満点の星空にサイリュームが揺れた「あなたへ帰りたい」。

静まり返った場内に鳴り響く「きっと忘れない」のイントロ。
 泉⽔さんの美しいお顔のドアップの連続。

 幸せだったあの瞬間がまた蘇ってきました。
 ライブ映像はこうじゃなくっちゃね︕

Beeingさん、早くフルでDVD出してよ︕頼みまっせ︕︕（笑）

pineさん、追悼ライブに⾏った⼈も⾏けなかった⼈も、この映像は必⾒ですよ︕

現実
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6314 選択 ⿊杉 2008-04-10 07:52:26 返信 報告

お早うございます。

遅まきながら特典DVD⾒ました。

> 泉⽔さんの美しいお顔のドアップの連続。

⑥号としましては、朝っぱらからですが、とてもじゃないけれど悶えてしまいました。(照)
 ありきたりな⾔葉だけれど、これしか⾔えません。

坂井さん、綺麗でしたね。とても、美しい。

> Beeingさん、早くフルでDVD出してよ︕頼みまっせ︕︕（笑）

本当に! どうしてあのPVお蔵⼊りになっていたのでしょうね? ⾒ている限り何の問題も無さそうでしたが。それと
も、ただの出し惜しみですかね?

短い時間でしたが、映像には⽂句なしです。素晴らしかった。満⾜感で溢れましたが…

そんな気持ちも、すぐに失せてしまいました。

正直に⾔えば、何故かとても悲しいのです。
 坂井さんが美しく光り輝いているのを⾒れば⾒るほど、現実を直視するのが怖い。

 私の中で坂井さんは未だ⽣きておられます。
 いつも、何処かで⼤好きな歌を⼝ずさんでいるのではないかと、思ってしまう程です。

でも、現実は違う。
 特典DVDを⾒て、改めてその事実を突きつけられたようです。

でも、今はまだ良いのです。ZARDとして活動が活発ですから。
 でも、⼀周忌を境にぱたりと活動停⽌、そして終息…

 そんな嫌な想像が先⾛り、⾮常に憂鬱で堪らなく、衝動的にこの書き込みをしています。
 ひょっとしたら、プレミアムBOXの発売に踏み切ったのもそんな意図があったからではないか、と勘ぐってしまう始

末です。

stray所⻑さんは、今後もまだまだSgは出ると思うと述べておられましたね。
 本当に、そうだと良いです。それが今の私の救いになりつつあります。
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すみません。駄⽬ですね。朝っぱらからこんな暗くては。(苦笑)

すみませんでした。駄⽂を連ねてしまって。
 この曲でも聴いて、坂井さんから勇気を貰います!

 ♪翼を広げて~ 旅⽴つ君に 
    そっとエールを送ろう

   誰のためじゃなく ただ君のため 
    愛してたよ

 

Re:現実

6316 選択 stray 2008-04-10 12:44:45 返信 報告

⿊杉さん、こんにちは。

短いけど、素晴らしい映像でしたね︕
 追悼コンサートは、あれが2時間半延々とつづくのですから堪りませんよ（笑）。

> ⼀周忌を境にぱたりと活動停⽌、そして終息… 
 プレミアムBOXの発売に、その意味合いは無いと思います。

 ・昨年来、当時購⼊しなかった⽅や、新たにファンになった⽅、 8cmシングルがなかなか⼿に⼊らないという⽅々か
らの再発売のお問い合わせが殺到しておりました。

 ・また坂井さんの⼀周忌にあたる5⽉27⽇にメモリアル的な作品を希望される声を多くお寄せいただき、
 ・ZARDのシングルを完全収納した永久保存必⾄のアイテムです。

 このWEZARDの周知内容を読む限り、「1周忌のメモリアル品＆永久保存アイテム」
 という位置づけ以外ないように思われますが。

⽇本⻘年館の映像の多くが今まで公開されなかった理由ですが、
 当時の販売戦略によるところが⼤きいのでしょう。

 静⽌画と外国の⾵景が主で、動く泉⽔さんは⾖粒程度の⼤きさ。
 泉⽔さんの姿を⾒せないことで、とことんZARDを神秘化させる戦略でしたから。
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https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6316


じゃあ、なぜ撮ったの︖という疑問が当然沸きますが（笑）、
別スレで書いたように、「負けないで」や「愛は暗闇の中で」を歌ってる

 映像が存在するということは、1st〜5thALのPVを、⼀気に後撮りしたものの、
 公開する機会が巡ってこなかった、というのが真相じゃないかと思います。

 映像に問題があったということではなくて。

未発表曲ですが、何曲あるのか、どんな曲かは、まったくわかりません（笑）。
 お蔵⼊りといっても、

 １．泉⽔さんが⾃分のボーカルに納得いかなかったもの
 ２．アレンジに納得いかなかったもの

 ３．完成してるものの、曲数の関係でALに収録できなかったもの
 などなど、いろんなパターンがあると思われます。

１については、泉⽔さんの意思を無視して発売されるわけがないです。
 私が期待しているのは２、３であり、「愛は暗闇の中で」を聴いた⼈は、

 スタッフの努⼒というか熱意に納得できると思うのですが。
 ⽇本⻘年館で1st〜5thALのPVを撮ったのであれば、1st〜5thALのDVD ver.

 を発売してほしいですね。Beeingも儲かると思うけどなぁ（笑）。

Re:お宝(特典)DVD

6317 選択 xs4ped 2008-04-10 14:41:14 返信 報告

strayさん、⿊杉さん、こんにちは。

> 素晴らしい臨場感ですね︕ 
 > 泉⽔さんの美しいお顔のドアップの連続。 

 > 幸せだったあの瞬間がまた蘇ってきました。 
 > ライブ映像はこうじゃなくっちゃね︕ 

 昨⽇は、「翼を広げて」「愛は暗闇の中で」をリピートしまくりましたので、(笑)お宝(特
典)DVDは先程、拝⾒しました。

 とても特典(付録)とは思えない程、素晴らしいです。
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感動しました︕（*^_^*）
> Beeingさん、早くフルでDVD出してよ︕頼みまっせ︕︕（笑） 

 全く、同意⾒です。(笑)
 > 追悼ライブに⾏った⼈も⾏けなかった⼈も、この映像は必⾒ですよ︕ 

 pineさん、是⾮初回限定版Getして下さいね︕
 最⾼ですよ〜

 所⻑、プレミアムBOX、特典DVDは何とかして下さいね〜。
 期待しておりますよ︕

PS.
 megamiさん、お久しぶりです。

 > 新調して たった３ヶ⽉で修理不可能なくらいＰＣを破壊してしまい ずっと来れませんでした・・・（泣） 
 > これから また仲間に⼊れて下さ〜い♪♪よろしくお願い致します︕︕︕ 

 秘密警察に捕まっちゃたのかと思い⼼配しておりましたが、ＰＣを破壊してしまったようですね。(笑)
 復活出来て良かったですね。(^_^)

 お宝品が沢⼭UPされていると思うので、賞味期限が過ぎる前にまず、お宝をGetしてからユックリ過去スレ・レスを
⾒て下さいね〜。

 ⼜、宜しくねお願いしますね〜
 では、もうそろそろ寝ます。(-_-)zzz

Re:特典DVD

6318 選択 xs4ped 2008-04-10 14:47:16 返信 報告

所⻑とは、違うショットを、もう１枚Upします。
 もうyouTubeにもUpされてますね。

 http://jp.youtube.com/watch?v=FCasdBWE2aw
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xs4pedさん ⿊杉さんへ

6319 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-04-10 15:23:20 返信 報告

xs4pedさん こんにちは︕
 > 密警察に捕まっちゃたのかと思い⼼配しておりましたが、ＰＣを破壊してしまったようですね。(笑) 

 お久しぶりです︕⼤変、ご無沙汰しておりました〜︕︕ＰＣ買い替えて やっとＢＢＳに来ることができました。
 きっとxs4pedさんが聞かれたら ビックリするくらい簡単なことができなくて 四苦⼋苦して壊してしまったと思う

ので 恥ずかしいです・・・（笑）
 > お宝品が沢⼭UPされていると思うので、賞味期限が過ぎる前にまず、お宝をGetしてからユックリ過去スレ・レス

を⾒て下さいね〜。 
 お優しい⾔葉をいただき ありがとうございます︕

 これからもどうかヨロシクお願い致しま〜す(*＾Ｕ＾*)

⿊杉さんへ
 はじめまして ｍｅｇａｍｉと申します。過去スレを拝⾒させていただきました。

 ⿊杉さんのレスを拝⾒すると 私も早くＣＤが欲しいと思います。
 ⽇本に帰るのがますます楽しみになりました︕︕

 これから どうぞヨロシクお願い致します。

やっぱり欲しい

6321 選択 pine 2008-04-10 16:30:49 返信 報告

みなさん こんにちは︕
 間違えて通常版を買ってしまった私をお気遣い下さって、このような話題を…(笑)

でもでも、xs4pedさん ありがとうございます︕︕
 んん〜何と素晴らしい︕何とお美しい︕ 何回も⾒てしまいました。

 ひとつ⾔わせていただけるなら、シヴァさんの「男はいいから泉⽔さんを…」ではないですが、
 「観客席はいいから、泉⽔さんをもっと⾒せて〜︕︕」と思いましたね。

https://bbsee.info/straylove/id/6309.html?edt=on&rid=6319
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6319
https://bbsee.info/straylove/id/6309.html?edt=on&rid=6321
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6321


⾒せて頂けただけでも嬉しいのだけど、また欲が出て、鮮明な画像を⾒たい︕やっぱり欲しい︕
まだ初回版あるかな〜 また英世さんとサヨナラだねぇ

とんだ勘違いを(照)

6322 選択 ⿊杉 2008-04-10 20:36:10 返信 報告

stray所⻑さん、今晩は。

> このWEZARDの周知内容を読む限り、「1周忌のメモリアル品＆永久保存アイテム」 
 > という位置づけ以外ないように思われますが。

私もそう思います。(恥)
 恥の上塗りですし、皆様に袋叩きに合わないか⼼配ですが、諸々の事情により、実はまだファンクラブに⼊っていま

せん。(猛省)
 stray所⻑さんの上記の内容により、初めてメモリアルBOX発売の意図が理解できた次第です。

 それなのに、私は勝⼿に勘違いをし、勝⼿に憂鬱になり勝⼿に⾃爆して…ああっ、とんだ恥を曝してしまいました! 
すみません。

 stray所⻑さんに⾄っては、何⾔ってんだこいつは? とさぞかし不審に思われた事と思います。それなのに、私の質
問に丁寧に答えて頂きまして、本当にありがとうございます。(感涙)

> 私が期待しているのは２、３であり、「愛は暗闇の中で」を聴いた⼈は、 
 > スタッフの努⼒というか熱意に納得できると思うのですが。

「愛は暗闇の中で」を聴くと、Beeingが「⾳楽制作集団」「職⼈の集まり」と呼ばれている理由が分かった気が致し
ます。坂井さんご不在の中、良くあそこまで仕上げたなぁ、というのが率直な感想です。⾳楽の制作過程には無知で
すが、私⾒として、完成度はとても⾼いと感じました。

> ⽇本⻘年館で1st〜5thALのPVを撮ったのであれば、1st〜5thALのDVD ver. 
 > を発売してほしいですね。Beeingも儲かると思うけどなぁ（笑）。

朝⽅の憂鬱は何処へやら、で申し訳ありませんが、
 ⑥号、賛成の⼀票を投じさせて頂きます。(笑)
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やはり、何でも良いです。坂井さんが⾒られるのなら(笑)
Beeingさん、是⾮発売を~

xs4pedさん、今晩は。
 発売されてたった⼀⽇でYouTubeに画像がアップされている事には驚きましたね。

 皆さんどうやっているのでしょう。
 私などは、DVD-Rに画像すら焼けずに四苦⼋苦しているのに(苦笑)

 プレミアムBOXの特典DVDの件、所⻑さんに是が⾮でもこちらで拝⾒出来るようにして頂きたいですね。

megamiさん。今晩は。初めまして。⿊杉と申します。
 ファン歴も、こちらにお邪魔させて頂いている期間もまだまだ短い新参者ですが、よろしくお願い致します。

 私のレスを読んでCDが欲しくなった、という件ですが、まさか、朝から悶えた、という部分も読まれたのですか?
(恥)

 だとしたら、どうぞ記憶から抹消して下さい。(懇願)
 初対⾯ですのに、あれじゃ、私ただの変態ですよね? 
 イメージが悪すぎる気が……ああ、でも、周知の事実ですかね? 何とっても、私は⑥号ですし、坂井さん以外、⽬に

⼊らないと散々公⾔しておりますし…。
 今更、イメージ云々は⼿遅れですかねぇ(苦笑)

 

気絶

6323 選択 シヴァ 2008-04-10 21:55:17 返信 報告

ｐｉｎｅさん、こんばんは︕

> ひとつ⾔わせていただけるなら、シヴァさんの「男はいいから泉⽔さんを…」ではないですが、 
 > 「観客席はいいから、泉⽔さんをもっと⾒せて〜︕︕」と思いましたね。 

 ⑧号さん誕⽣おめでとうございます︕
 でも気持ちはよ〜くわかります︕このＤＶＤも泉⽔さんが綺麗でかわいくて・・。

 マイクがガクッってなってしまうのまでよくわかります︕
 マイクも泉⽔さんが綺麗でかわいすぎるから気絶してしまったんでしょう︕
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わかるっ︕わかるぞぉ〜︕︕
あんなに間近に泉⽔さんのお⼝があってギュッってされたら気絶してしまうのも無理はない︕

 

お花⾒のお礼

6269 選択 pine 2008-04-08 09:53:02 返信 報告

みなさん おはようございます。

昨⽇は、たくさんの⽅々がお花⾒に参加してくださり、本当に有難うございました。
 名前だけの幹事で、何も出来なかったばかりでなく、途中でＰＣを奪われてしまったので、何の挨拶もなしに消えてしまった

ことを、深くお詫び申し上げます。

珍しい数々のお酒、差し⼊れ、有難うございました。
 全国各地の美しい桜を、⼀度に⾒ることができて、得をした気分です。

 私⾃⾝はとっても楽しく過ごさせていただいたのですが、皆さんはどうでしたか︖

今回は「第１回」でしたので、「第２回」もあるんでしょうね。
 所⻑さんが、#6190で「これから咲く地⽅の⽅は、”来年の花⾒⽤”に写真をゲットしておいて下さいね︕」と仰ってますの

で、期待しておきましょう。
 ⻤に笑われるかもしれませんが、来年の春は、Ｚ研のお花⾒を意識して、写真を撮って来てくださいね(笑)

皆様、お付き合い有難うございました。m(_ _)m

Re:お花⾒のお礼

6272 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-04-08 11:15:20 返信 報告

pineさん、こんにちは。

お陰様で、とても盛り上がったお花⾒が開催できました。
 名幹事さんのお陰です、ご苦労様でした︕

 

https://bbsee.info/straylove/id/6269.html
https://bbsee.info/straylove/id/6269.html?edt=on&rid=6269
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6269
https://bbsee.info/straylove/id/6269.html?edt=on&rid=6272
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6272


深く感謝しています。これに懲りずに次回もヨロシク︕（笑）

いろんな名所の桜が拝⾒できて、たしかに得した気がしますね。
 幹事さんをはじめ、みなさんのサービス精神が発揮された、楽しいイベントになりましたね。

本当にご苦労さまでした︕
 ご参加下さった⽅々にもお礼申し上げます︕

 ありがとうございました︕︕
 

Re:お花⾒のお礼

6273 選択 stray 2008-04-08 13:08:50 返信 報告

皆さんこんにちは。

昨⽇の花⾒はたいへんお疲れ様でした。
 スレ数が”９９”︕ 皐ちゃんの謝恩会スレを抜いてしまいましたね（笑）。

 ということは⼤盛況・⼤成功だったということに違いありません。
 幹事のpineさん、ほんとにご苦労さまでした︕

もちろん来年も「第2回花⾒」やります︕︕
 平⽇だと参加できない⼈もいるので、丸2⽇にわたってやるとか（笑）、

 なにか対策を考えたいと思います（覚えていればですが）。

MISORAさん、#6259の加⼯画、素晴らしいですね︕
 お⽉様もいい具合に登って、ライトアップされた桜の下にミキティさんのコタツも︕（笑）

 来年もこの画像を使わさせて下さいね︕
 sakiさん作のＺ研フラッグは、5/27の代々⽊で使わせてもらうかも。

 昨⽇お伝えしたように、「PREMIUM BOX 2008」も発売されますし（私は特典DVDだけ欲しい(笑)）、
 今年もZARDから⽬を離せないですね。

皆さん、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。
 ご参会ありがとうございました︕
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Re:お花⾒のお礼

6274 選択 xs4ped 2008-04-08 14:20:23 返信 報告

pineさん、皆さん、こんにちは。

私は、チョコットだけしか参加出来ませんでしたが、(ToT)/~~~
 昨⽇は、⼤盛況で良かったでしたね〜(^_^)

 pineさん、皆さん、お疲れ様でした〜︕
 と⾔う事で、所⻑は観なくても良いと⾔ってましたが、お花⾒の記念にUp致します︕

 所⻑は観ないでね〜(笑)
 「お・も・ひ・で」another Ver.

 http://www.filebank.co.jp/wblink/a3233c83eef7203057ba6e507e07d429

PS.
 sakiさん

 職場へ復帰されるんですね。
 ⼦育てとの両⽴、⼤変だと思いますが頑張って下さいね︕

 頻繁には来れなくなると思いますが、時々は遊びに来て下さいよ〜
 お花⾒、盛上げてくれて有難う御座いました︕

mihoさん
 中学３年⽣になったんですね。

 進級おめでとう御座います︕
 another Ver.観てね〜

 必⾒ですよ〜(笑)

Re:お花⾒のお礼（＾-＾）

6275 選択 ミキティ  2008-04-08 15:17:28 返信 報告

みなさん 昨⽇は楽しいお花⾒に参加させていただいてありがとうございました（＾-＾）
  幹事のpineさんをはじめ お集まりのみなさん♪楽しいお花⾒をありがとうございました そしてお疲れ様でした
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 夜間の部で姿が⾒えないなーとお気づきになった⽅がいらっしゃったら。。。 楽しい賑やかなお花⾒の席だった
のに 私 ネタではなくコタツで爆睡してしまっていたんです（笑） ワイワイ盛り上がっていた席で 私らしく

 爆睡とは（なんてこった︕（笑）とっても楽しみにしていたのにこころ残りで（TT） 続きを拝⾒させていただいて
いました。（部⻑さん かめさんの姿に近いかも（笑）

  私コタツがあるとすぐに本当に眠ってしまうんです
  みなさんネタではなかったんですよぉ（真剣）（笑）

  ＭＩＳＯＲＡさん♪ 夜桜にMYコタツを載せてくださってありがとうございました（＾＾）嬉しかったです♪

 sakiさん（＾＾）
  昨⽇は途中ですみませんでした〜

  いつもキラキラ輝いて楽しいsakiさん♪
  ⼦育て 家事 お仕事と忙しくなると思いますが

  いつもどんなときも応援しています☆
  またたくさんお話してくださいね♪

  楽しみにしています（＾＾）

 お花⾒を機に Z研納涼パーティ 花⽕⼤会、紅葉狩り
 クリスマスパーティなど楽しい企画開催されたら嬉しいでーす♪ 

  

Re:お花⾒のお礼

6276 選択 ⼭茶花 2008-04-08 16:32:31 返信 報告

pineさん、こんにちは。
 > 昨⽇は、たくさんの⽅々がお花⾒に参加してくださり、本当に有難うございました。 

 沢⼭の⽅に参加して貰って良かったですね。

> 名前だけの幹事で、何も出来なかったばかりでなく、途中でＰＣを奪われてしまったので、何の挨拶もなしに消え
てしまったことを、深くお詫び申し上げます。 

 pineさんが幹事だったんですね。
 ちゃんと幹事の役割を果たされてお疲れ様でした。
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> 全国各地の美しい桜を、⼀度に⾒ることができて、得をした気分です。 
すみません･･･strayさんからの書き込まれた、参加⽅法の詳細があったのに、写真を持参しないまま、図々しくお酒
をただ頂くだけ頂いてしまいました･･･

途中参加でしたけど私も楽しかったです。

>>今回は「第１回」でしたので、「第２回」もあるんでしょうね。 
 そうですね。これを機に、来年もこういうイベントがあるといいですね。

> 皆様、お付き合い有難うございました。m(_ _)m 
 こちらこそ、どうもありがとうございました。お陰で楽しい⼀時をご⼀緒させて頂きました。

 昨夜はかなり酔っぱらって退散しましたが･･･（ウソウソ(爆)）
 

Re:お花⾒のお礼

6280 選択 ⿊杉 2008-04-08 20:37:26 返信 報告

皆様、今晩は。昨晩は参加させて頂きまして、ありがとうございました。

pineさん、幹事様であったのに参加するに当たりご挨拶が遅れたことをお詫びいたします。申し訳ありませんでし
た。

 そして、お疲れ様でございました。

昨晩は本当に素敵なお花⾒会でしたね。坂井さんのお話は、あまりしませんでしたが。(苦笑)
 是⾮、第２回も開催し、参加させて頂きますよう、今からお願い申しあげます。

stray所⻑さん。
 今朝からお騒がせしております。お許し下さい。

また、「PREMIUM BOX 2008」の件。
 驚きとともに興奮しました。私はアルバム未収録の楽曲をこつこつ集めていた⽮先でしたので。

が、ひっ迫した我が家の経済状況が脳裏をかすめた瞬間、さっ、と喜びは⾵と共に去って⾏きました。

>（私は特典DVDだけ欲しい(笑)） 
私もです。stray所⻑さん。「PREMIUM BOX 2008」とはいかないまでも、せめてそれだけでも販売して頂ければ、
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購⼊できるのですが。(苦笑)

> 皆さん、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

こちらこそ、皆様、よろしくご鞭撻のほどお願い申し上げます。

追記
 どなたか、「翼を広げて/愛は暗闇の中で」フラゲされた⽅はいらっしゃいませんか?

感想を聞かせてて頂ければ、幸いです。

こちらこそ︕

6282 選択 シヴァ 2008-04-08 22:07:26 返信 報告

ｐｉｎｅさん、こんばんは︕名幹事、お疲れ様でした︕

こちらこそ楽しかったです︕
 私の写真が意外に好評で、嬉しかったです︕

確かにいろいろな桜の写真が⾒れたのは、なんかオトクな感じでした︕
 今まで聞いたことがなかった名所も知ることができましたし・・。

「来年の春も」「いっぱ〜いっ」皆さんが集まるといいですよね︕

共同購⼊はダメですか︖

6283 選択 シヴァ 2008-04-08 22:14:28 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑さん、こんばんは︕

> 昨⽇お伝えしたように、「PREMIUM BOX 2008」も発売されますし（私は特典DVDだけ欲しい(笑)）、 
 > 今年もZARDから⽬を離せないですね。 

 このプレミアムＢＯＸですが、ここにいらっしゃる皆さんと何⼈かで共同購⼊なんてのはダメですか︖

なかなか¥３８，０００はきついですよね・・。
 それにまだまだシングルが出そうな気がしませんか︖
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「約束のない恋」はたぶん出るでしょう︕
他にも泉⽔さんがご⾃分でボツにした曲だとか・・。

 私はキリのいいところで５０ｔｈまで出して欲しいんですけどね︕
 

アップだらけ︕

6284 選択 シヴァ 2008-04-08 22:32:03 返信 報告

ｘｓ４ｐｅｄさん、こんばんは︕

これは最⾼です︕
 なんと⾔っても泉⽔さんのアップだらけ︕

 もちろん男は出てこない︕
 ｘｓ４ｐｅｄさんは正気ですね︕（これは私の持ちネタなので・・）

「PREMIUM BOX 2008」

6285 選択 xs4ped 2008-04-08 22:37:04 返信 報告

シヴァさん、皆さん、こんばんは。

> なかなか¥３８，０００はきついですよね・・。 
 私もキツイです。(涙)

 取り敢えず、特典DVDだけでも欲しいです。
 特典DVDだけでも切り売りしてくれないかな〜

> それにまだまだシングルが出そうな気がしませんか︖ 
 > 「約束のない恋」はたぶん出るでしょう︕ 

 「約束のない恋」かは分かりませんが、ポカリのタイアップで新曲が出るんじゃないかと思います。
 最近のLiveでも配っているので・・・

 > 他にも泉⽔さんがご⾃分でボツにした曲だとか・・。 
 > 私はキリのいいところで５０ｔｈまで出して欲しいんですけどね︕ 

 私も最低でも５０ｔｈ迄は出して欲しいと思います。
 皆で、WEZARDに要望メール出しましょう︕
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> これは最⾼です︕ 
> なんと⾔っても泉⽔さんのアップだらけ︕ 

 > もちろん男は出てこない︕ 
 気に⼊って頂けた様で良かったです。(^_-)-☆

Re:共同購⼊はダメですか︖

6287 選択 ⿊杉 2008-04-09 08:44:08 返信 報告

お早うございます。⿊杉です。

> このプレミアムＢＯＸですが、ここにいらっしゃる皆さんと何⼈かで共同購⼊なんてのはダメですか︖

シヴァさんのご提案、素晴らしいですね。
 しかし、どなたが管理されるか、という点が問題になってきますね。

 購⼊者全員で好きなシングルをバラバラに保管する、何て事したら、プレミアムBOXの意味がなさそうですし。
 しかし、未公開映像は魅⼒的ですしね。

ですが、やはり値段が。
 > なかなか¥３８，０００はきついですよね・・。 

 本当に……⾼い。(悲)

共同購⼊もDVDのみもダメでしょう

6288 選択 stray 2008-04-09 09:01:24 返信 報告

⿊杉さん、シヴァさん、xs4pedさん、おはようございます。

楽天ブックスで15%off（32,299円・送込）でしたので、予約しました。
 1ヶ⽉前までの限定予約制でした。早く決めないと安く変えませんよ（笑）。

共同購⼊も、DVDのみも、ダメでしょうねぇ（笑）。
 「約束のない恋」のCD化は無いでしょう。今回のBOXに⼊らなかったのも、

 2001 ver.購⼊者のプライオリティを考えてのことだと思うので。
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が、今後もまだまだSgは出ると思いますよ。クオリティは別にして、
相当数のストックがあるはずなので。

ありがとうございました︕

6289 選択 pine 2008-04-09 09:48:13 返信 報告

皆さん おはようございます︕
 お礼にまでレス頂いて、恐縮です。m(_ _)m

部⻑さんへ
 妥スキンさんからのレンタル有難うございました。

 たこ焼きおばちゃんは、いつでもどこでも⾏きますので、よろしくお願いします︕
 >これに懲りずに次回もヨロシク 

 次回は、⼊念に仕込みをしておきたいと思います(笑)

所⻑さんへ
 従業員室のふとした発⾔が、こんなに⼤ごとなってビックリでしたが、皆さんが盛り上げてくださったお陰です。

 皐さんの⼤事な卒業制作が、お花⾒に埋もれてしまっているので、できればもう⼀度、発表していただけないでしょ
うか︖

xs4pedさんへ
 「お・も・ひ・で」another Ver. 拝⾒しました。

 お・も・ひ・で がいっぱい詰まっていて、またホロリときてしまいました。

ミキティさんへ
 やっぱりコタツにはミキティさんが⼀番似合いますね。

 >お花⾒を機に Z研納涼パーティ 花⽕⼤会、紅葉狩り 
 >クリスマスパーティなど楽しい企画開催されたら嬉しいでーす♪  

 ⾔いだしっぺが幹事になっちゃいますからね〜(笑) 

⼭茶花さんへ
 >すみません･･･strayさんからの書き込まれた、参加⽅法の詳細があったのに、写真を持参しないまま、図々しくお

酒をただ頂くだけ頂いてしまいました･･･ 
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 そんなこと、気になさらなくていいんですよ。楽しんでいただければ。
お酒の類も、お好きなものがありましたら、事前に⾔っていただければ⽤意しますので（笑）

⿊杉さんへ
 お仕事の合間に駆けつけて下さって、嬉しかったです。

 沖縄のお酒「おもろ」、⼤阪弁で「おもしろい」ことを「おもろ・おもろい」と⾔うので、⿊杉さんも楽しんで下さ
ってるんだなぁと勝⼿に考えて、喜んでいました。

シヴァさんへ
 お花⾒では、私が早々に消えてしまったので、お話できなくて残念でした。

 後で読んで、⼤笑いしましたよ。まじめモードのシヴァさんも素敵︕でも、いつものおもろいシヴァさんの⽅が好
き︕

遅くなりましたが、お花⾒の席でご挨拶できなかった、mihoさん、カーディガンさん、PANさん、MISORAさん 有
難うございました。

旅の途中で

6290 選択 アネ研 2008-04-09 11:58:53 返信 報告

pineさん、みなさん遅ればせながら、お疲れ様ですした。
 楽しかったです。（笑）

 私も含めみなさん盛り上げることに、⼒を⼊れてたのでかずかずの失礼は御勘弁願います。
 また、やりましょうね︕（笑）

 さて、私はフランスに観覧⾞を捜査の帰り道︖、所⻑に頼み込んで、イラン経由にしてもらいました。
 少しココロあたりを廻ってみます。（笑）

Re:お花⾒のお礼

6313 選択 MISORA 2008-04-10 07:21:07 返信 報告

pineさん、皆さん、こんにちは。

次回は間に合うように参加させていただきます
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ミキティさん︓
> 夜桜にMYコタツを載せてくださってありがとうございました（＾＾）嬉しかったです♪ 

 気づいていただけましたか?
 私もコタツ⾍なんで冬は必需品です（*^_^*）

 次回は皆さんが⼊れるぐらいのご⽤意させていただきます

strayさん︓
 > 来年もこの画像を使わさせて下さいね︕ 

 ありがとうございます(・・*)ゞ
 次回に向け上達できるようにがんばります。

今⽇のスポニチ

6264 選択 ＫＯＨ 2008-04-08 08:22:12 返信 報告

みなさんおはようございます︕
 昨⽇は楽しかったですね〜︕

 で、本題︕坂井泉⽔展のことが載ってるみたいです。でも関東版にしかないみたい…。⼤阪ではサンスポ、スポニチは載って
なかったです。

 スタジオ再現、着⽤したスーツ展⽰とここまではテレビで確認したんですが…。

Re:今⽇のスポニチ

6266 選択 ⿊杉 2008-04-08 08:29:41 返信 報告

失礼します。おはようございます。KOHさん。⿊杉です。
 昨晩は私に構って頂きまして、ありがとうございました。

しかし、皆さん早起きですね。それとも普通なのかな?
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> で、本題︕坂井泉⽔展のことが載ってるみたいです。でも関東版にしかないみたい…。⼤阪ではサンスポ、スポニ
チは載ってなかったです。 

 > スタジオ再現、着⽤したスーツ展⽰とここまではテレビで確認したんですが…。

私の家はスポニチですが、乗ってましたよ。モノクロ記事ですが。地域差があるのですね。

Re:今⽇のスポニチ

6267 選択 stray 2008-04-08 08:35:21 返信 報告

KOHさん、⿊杉さん、おはようございます。
 昨⽇は楽しかったですね、丸1⽇ZRADの話をしないというのも妙な感覚でした（笑）。

スポニチに載ってますが、Webでも⾒れますので貼っておきます。
 http://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2008/04/08/05.html

Re:今⽇のスポニチ

6278 選択 KOH 2008-04-08 19:36:28 返信 報告

所⻑、⿊杉さん、こんばんはです︕

スポニチ載ってますか〜!!良かった!

> スポニチに載ってますが、Webでも⾒れますので貼っておきます。

ありがとうございます〜︕記事が気になってたんで
 読めて嬉しいです!!

⼤阪に来るまで待ち遠しいなぁ〜(^_^)

Re:今⽇のスポニチ

6286 選択 atti 2008-04-09 00:41:25 返信 報告

ＫＯＨさん、皆さんこんにちは
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> スタジオ再現、着⽤したスーツ展⽰とここまではテレビで確認したんですが…。

TVでは、めざまし、やじうまで紹介されたようですね。

帰りがけに購⼊してきました(爆)
 内容は、Webと同じです。

 http://atti.jugem.cc/

次回の新聞記事は、ORICONチャートor公式展覧会開催状況or5/27追悼コンサートになるのかな
と。
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ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [6265]お詫び（saki)(5) [6268]stray所⻑さん、アネ研さんへ(0) [6147]第１回 Z研お花⾒♪(99) [6059]【お花⾒のお知ら
せ】(40) [6123]昨⽇のCOUNT DOWN TV(4) [6120]落し物みっけ︕(2) [6110]お願い(2) [6107]●● NO. Don't you see 3ve
r. ●●(1) [6091]Yahoo! Sound Station(1) [6083]【お知らせ】(2)

新しい話題を投稿する

« 72 71 70 69 68 67 66 65 64 »

お詫び（saki)

6265 選択 saki 2008-04-08 08:25:44 返信 報告

シヴァさん、昨⽇は⼤変失礼致しました。
 スルーしょうとしたつもりはありませんでした、シヴァさんの投稿を⾒て笑ったのは事実で、その時レスすれば良かったです

ね、
 気配りがたりませず、失礼いたしました。

許して下さい。
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昨⽇は、皐さんの謝恩会の時に、みなさんに挨拶も出来てなかった事を反省し、
今回は全てのみなさんに御挨拶をしょうと⼼掛けたつもりでしたが、

 KOHさん、カーデｲガンさんへの挨拶が抜けていた事を今⽇読み返して解りました。
 所員のお⼆⼈にも、⼤変失礼致しました。お詫びいたします。

私は、チョコレート先輩や、pine先輩のように⼼配りの出来る⼥性になりたい︕
いつも、両先輩を⽬標にしていますが、思うように⾏きません。

 本当に、まだ未熟で、細かい所まで気の付かない⾃分を恥じています。
 他にも、不快に思われた⽅がいらっしゃいましたら、重ねてお詫びいたします。

                         saki

sakiさんへ

6270 選択 pine 2008-04-08 10:14:24 返信 報告

sakiさん おはようございます。

>私は、チョコレート先輩や、pine先輩のように⼼配りの出来る⼥性になりたい︕ 
 >いつも、両先輩を⽬標にしていますが、思うように⾏きません。 

 私だって、⼼配りできない⼥No.1ですよ〜。度重なる失態の数々…。sakiさんはご存じないかもしれませんが、どれ
だけ所⻑さんや皆さんにご迷惑をお掛けしていることか…。

 でも、振り返ってきちんと反省できれば、次に繋がるのではないでしょうか。
 と⾔う私がきちんと反省できていないのかも(汗)

 完璧な⼈は、きっと⼀握り程しかいないでしょうから、お互いに⼀歩づつ前を⾒て、でも時々振り返りながら、進ん
でいきましょう︕

 偉そうなこと⾔ってゴメンナサイね

お礼とお詫び

6271 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-04-08 11:03:58 返信 報告

sakiさん、pineさん、おはようございます。
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昨⽇のお花⾒では⼤変お世話になりました︕
お陰様で、楽しく盛り上がることが出来ました。

 お⼆⼈に感謝申し上げます。<(_ _)>

sakiさんへ
 まずは、私もお詫び申し上げます。

 今思うと”罰ゲームで、よだれ付おしゃぶり”などと、⼤変失礼な事を書いてしまいました。
 昨夜、その事に気付いて、溜め息が出ました・・・。

 「はぁ〜・・・、また、やっちゃった・・・（反省）。」
 本当に申し訳ないです。ごめんなさい。

pineさんも仰っていますが、完璧な⼈など、ほとんど居ません。
 失礼な事をした私が、⾔える⽴場には無いのですが、

 私は常々、”気付く”ことの重要性を深く感じています。
 思い遣りに”気付く”、優しさに”気付く”、過ちに”気付く”、など・・・。

”気付く”ことが出来ないと、感謝も謝罪も出来ないですよね。
 ⾃分が、”気付かない”⼈間にならないように、”気を付けたい”と思っています（汗）。

 sakiさんは、細かい所に”気付き”過ぎるのかも知れませんね。
 でも、それは素晴らしい事だと思いますよ︕

 なんて、⾃戒も込めて・・・（苦笑）。

キャラじゃないことを、偉そうに書いてすみませんです（反省）。

Ｐ.Ｓ. ここに集まっている⽅々は、寛⼤な⽅が多いですので、ほんの些細な事でしたら、
  あまり気にしすぎなくて⼤丈夫だと思いますよ︕

 

Re:お詫び（saki)

6277 選択 カーディガン 2008-04-08 19:26:26 返信 報告

sakiさん、こんばんは、はじめまして。

昨⽇のレスに関しましては、ご⼼配無⽤です。
 昨⽇の私は、夜中に、sakiさんの退出のあいさつと同じ時間（同じ時分秒、ある意味すごいです）にレスをしたの
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で、気づかなくてもおかしくありませんので。
私は新しい職場になりましたので、仕事で遅くなりましたので、しかたがないです。

お仕事がんばってくださいね。また、こちらでお⽬にかかれればと思います。

Re:お詫び（saki)

6279 選択 KOH 2008-04-08 19:54:54 返信 報告

sakiさんこんばんは︕

気にしないでいいですよ︕ホントに!
 私なんか半分ROMみたいなもんですし（笑）

昨⽇は皆さんと飲めて楽しかったです〜!!
 sakiさん、また⾊々お話ししましょね〜︕︕

 

らしくない︕

6281 選択 シヴァ 2008-04-08 21:53:47 返信 報告

ｓａｋｉさん、こんばんは︕

そんなマジにとらないでくださ〜い︕ネタで書いただけなんですから︕
 許すもなにも「おっ、ネタが出来た︕」って思ったくらいなんですから︕

こんなマジメなｓａｋｉさんはらしくないですよ︕（←失礼︕）
 もっとｓａｋｉさんらしくいきましょう︕

例えば、「キャハハ〜︕忘れてた〜︕でも他の⼈じゃなくってよかった〜︕」とか・・。
 そういう返しを期待してたんですから︕

 

stray所⻑さん、アネ研さんへ
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6268 選択 ⿊杉 2008-04-08 08:42:32 返信 報告

stray所⻑さん、アネ研さん。
 当初予定した通り、私の書き込みは削除させて頂きました。

お⼆⽅にはお返事を書いて頂きましたのに、誠に申し訳ありません。
 結果、お⼆⽅の書き込みのみが残り、訳の分からない会話になってしまいましたこと、重ねてお詫び申し上げます。

また、丁寧に質問に答えて頂き、ありがとうございました。

厚かましいお願いだとは存じておりますが、お⼆⽅同様、Z研の皆様と同じ、私もお帰りを待たせて下さい。お願い致します。
 駄⽬と⾔われても、勝⼿に待つ所存です。

早朝から、ありがとうございました。
 失礼いたします。おやすみなさい。

第１回 Z研お花⾒♪

6147 選択 pine 2008-04-07 08:40:52 返信 報告

皆さん おはようございます︕

「第⼀回 Z研お花⾒」の⽇がやって参りましたよ︕
 僭越ながら、"⼀応"幹事を務めさせていただきますpineでぇす︕

 昨⽇の準備を拝⾒していると、司会も幹事も必要なさそうですね(笑) 
 ともかく、昨⽇準備に奔⾛してくださった皆様、ありがとうございました。m(_ _)m

 皆様のお陰で、今⽇を迎えることができました。

⾄らない所もあるかと…いや、ばかりだと思いますが、よろしくお願いします(^o^)/
 では、楽しくお花⾒しましょうね。皆様のお越しをお待ちしております。

誰か来るまで、もうひと寝⼊りzzz…
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Re:第１回 Z研お花⾒♪

6149 選択 stray 2008-04-07 09:04:11 返信 報告

皆さん おはようございます︕

こちらは快晴ですが、残念ながらまだ蕾も⾚くなっていません（笑）。
 天気は快晴、桜は満開という設定で、「第１回 Z研お花⾒」を開催させていただきます

ね︕

pineさん、場所取りご苦労さまでした。
 預かってる写真が多々ありますので、徐々にアップしていきます。

 それまでゆっくりzzz…してて下さい（笑）。

Re:第１回 Z研お花⾒♪

6150 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-04-07 09:08:12 返信 報告

（⼩声で）
 おはようございます〜。

妥スキンさん、こっちです〜。
 ご苦労様でした︕

 えっと・・・、中⾝は「はアネ研」にしてくれた︖（笑）
 だいじょぶね、アリガト︕

じゃっ、この⼈（pineさん）起きるまで、静かに待っててね︕（笑）
では、ヨロシク︕

 

Re:第１回 Z研お花⾒♪

6151 選択 saki 2008-04-07 09:09:31 返信 報告
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pine先輩、みなさん、おはようございます。

⼀番乗りかな︖  げっ２番だ︕
 所⻑おはようございま〜す。

☆⼀⼼⾏の桜☆
 この桜の⽊は、⼀⼼⾏の桜といってこちらでは、とても有名な桜の⽊です。

 何年か前に台⾵被害に遭い、中程の⼤⽊が折れてしまい、
 今では、「ドラゴンボールGT」のミスターサタンのようになっちゃいました(T_T)←解るかな︖︕

 この写真は、そうなる前の雄姿です。

こちらは、やっと桜が満開になりました、九州なのに(^^;) でも今⽇の豪⾬で散ってしまうのかな…

でも、今⽇は、明るく、楽しく、⾏きましょうね(^^)/

Re:第１回 Z研お花⾒♪

6152 選択 saki 2008-04-07 09:11:17 返信 報告

しまった、部⻑にまで先超されてしまったよ〜

部⻑〜、おはようございま〜す。

今⽇も、宜しくおねがいしま〜す。

Re:第１回 Z研お花⾒♪

6153 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-04-07 09:21:46 返信 報告

おかしいなぁ︖（笑）

場所取りは「光ヶ丘公園」だったのに、「弘前城公園」になったの︖
 おかしいなぁ（笑）。

sakiさん、（⼩声で）おはようございます（笑）。
 sakiさんの⾒事な桜の後じゃ、貼りにくいけど、Z研で借り切った、「光ヶ丘公園」の桜です（笑）。
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 折⾓、押さえたのに無駄になったけど（笑）。

Re:第１回 Z研お花⾒♪

6154 選択 stray 2008-04-07 10:13:48 返信 報告

部⻑、おはよ︕

妥スキンって「はアネ研」の配達まですんの︖（笑）
 ⼀瞬、⼩学⽣がランドセル背負ってるのかと思った（笑）。

 東京はまだ⾬降り出してないのかな︖ 降り出すまでは「光ヶ丘公園」でいいですよ（笑）。

これはミキティさんから預かった「三春の滝桜」です。
 ⼩さい写真で分かりにくかもしれませんが、⽇本３⼤巨⽊の１つで、

 ”⾏列ができる”桜です。

泉⽔さん登場︕

6155 選択 saki 2008-04-07 10:20:51 返信 報告

 
みなさ〜ん、泉⽔さんがお酒の差し⼊れ持って来て下さいましたよ〜

まず、桜を浮か〜べ 〜て♪「⽉桂冠」を飲みましょう(^^)/
 次に、正規の値段で購⼊しょうと思ったら、１年待ちと⾔われてる幻のさつま焼酎

「魔王」
 そして、下町のナポレオンと⾔われてる⼤分の「いいちこ」です…

お酒好きな所⻑さん… 「ほれっ︕ 飲みな︕」って私がお酌してもだめ〜ですね。
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泉⽔さ〜ん所⻑にお酌して上げてくださいね〜…、
 

           「所⻑さん♡ お⼀つ ど〜ぞ♡ ♡ 召し上がれ♡」 by泉⽔♡

T28部⻑さ〜ん、
 泉⽔さんが♡いっぱいに所⻑にだけお酌されてるの⾒て、なにスネてんですか〜

 「まぁ〜おこちゃまね〜 おっぱい飲みたいの〜︖  ほれっ︕」by saki
 （ って、⺟乳出ないから、ミルクで我慢してね〜）

「魔王」は東京で飲んできました。

6156 選択 stray 2008-04-07 10:32:36 返信 報告

sakiさん加⼯画上⼿ですね〜、素質ありますよ︕

も、もうポン酒ですか︕（笑）昼まで持たないかも（笑）。
 泉⽔さん、すみません、じゃ、⼀献いただきます︕

「魔王」はこの間出張で東京に⾏ったとき、池袋の居酒屋さんで
 がぼがぼ飲んできました（笑）。にせものだったのかなぁ（笑）。

> T28部⻑さ〜ん、 
 > 「まぁ〜おこちゃまね〜 おっぱい飲みたいの〜︖  ほれっ︕」by saki 

 > （ って、⺟乳出ないから、ミルクで我慢してね〜） 
 ぎゃはは、部⻑が朝から弄られてる〜（笑）

「舞台」で有名な…

6157 選択 stray 2008-04-07 10:42:58 返信 報告

シヴァさんから預かった、「舞台」で有名な○○寺の桜です。

私は何度も⾏ってますが、秋しか⾏ったことがないので、桜に気づきませんでした（笑）。
 秋の紅葉も⾒事ですが、桜の○○寺もいいですね〜。
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シヴァさんどうもありがとうございました︕

寝すぎ︕

6158 選択 pine 2008-04-07 10:45:41 返信 報告

zzz…むにゃむにゃ… おはようごじゃいましゅ。
 ん︖ここはどこ︖

 「弘前城公園︕︖」場所取りで寝ている間に、空⾶ぶブルーシートで⾶んできたんだぁ︕

所⻑さん、部⻑さん、sakiさん おはようございます。
 今⽇は、全国各地の桜をたっくさん拝めそうで楽しみです。

この桜は奈良県にある「⼜兵衛桜」といい、2000年のNHK⼤河ドラマ「葵・徳川三代」のオ
ープニング画⾯で使われて有名になった桜です。

 ⼟曜⽇に近くまで⾏ったのでついでに寄ったのですが、まだ⼀部咲きにもなっていませんでした。（写真は邪道モー
ドでゲットしました）

おやおや、もう⼀杯やってるんですね。じゃあ、急いでおつまみ⽤意しないといけませんね〜。

「⾼台寺」の桜

6159 選択 stray 2008-04-07 10:48:11 返信 報告

同じくシヴァさんからで、「こうだいじ」の桜です︕
 ⾒事な枝垂れ桜ですね︕

豊⾂秀吉の正室、北政所（きたのまんどころ）ゆかりのお寺だそうです。
”写真ではわかりにくいですけど、⾵で桜の花びらが舞っていて

 

https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/26d4b4313a7e5828856bc0791fca39a2.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/6147.html?edt=on&rid=6158
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6158
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/08ad21c6f9da6bdf51ae0b971f43d96d.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/6147.html?edt=on&rid=6159
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6159


とっても綺麗でした︕”（シヴァさんのコメント）

たこ焼き焼きに来たで〜︕

6161 選択 たこ焼きおばちゃん 2008-04-07 11:11:12 返信 報告

まいど︕
 ⼤阪からたこ焼きおばちゃん参上︕

今⽇は、クルックルッとたこ焼きどんどん焼くから、ぎょうさん⾷べてや〜︕
焼きたてであつあつやから、ちゃんと”ふうふう”して⾷べてなあかんで〜

⾒事な桜をいっぱい⾒れて、おばちゃん幸せやなぁ…
 おっと︕⾒とれすぎて、たこ焼きこげてしもたわ あちっ︕

寝過ぎ、その2

6162 選択 アネ研 2008-04-07 11:11:57 返信 報告

ハックション︕
 やはりコタツじゃ寒いですね。

 わっもう宴会はじまってんですね。（笑）
 それに、ここはどこ︖

 私は誰︖
 東京のはずか、ここは弘前ですね。

 みなさんの桜、綺麗ですね。
所⻑へ、ちょっとピーポー楽屋に⾏ってきますね。

 トイレのついでによってください。（笑）
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Re:「魔王」は東京で飲んできました。

6163 選択 saki 2008-04-07 11:27:23 返信 報告

 
アネ研さん、おはようございます。

 pine先輩、お⽬覚めですね、改めて、おはようございま〜す。

所⻑、そうやって都会の⼈達がガバガバ飲んでしまうので、こっちには廻って来ないんだ、
 って怒ってましたよ〜 先⽇、地元⿅児島の⼈が「魔王」が⼿に⼊ったら送ってくれ〜って（笑）

 福沢さん2枚位出せばこちらでもあるには、あるんらしいですけどね〜
 居酒屋で飲むしかないみたいです。

 ネットでも「魔王」の予約はやってないみたいですよ。 以上、「魔王」受け売り蘊蓄でした。

わぁ〜︕ たこ焼きおいしそう〜 なにわのおばはん、違った、たこ焼きおばさん、

いただきま〜す(^o^)

お花⾒ お花⾒(^-^)♪

6164 選択 ミキティ 2008-04-07 11:41:25 返信 報告

みなさん こんにちは(^-^) もうすでに盛り上がっていますね♪ 昨夜は場所とりをみなさんと交替でしていて お
天気の都合で所⻑さんの場所変更︕（笑）で こたつで眠っていらっしゃる アネ研さん♪ をそっと夜⾏列⾞に乗せ
てやって来ました〜 夜⾏列⾞にこたつを積み込んできたのはおそらく世界で私だけですよ(^^)v 間違えなく弘前
城公園に辿り着いて良かったです〜 あー良かった 幹事のpineさんみなさん今⽇も⼀⽇よろしくお願いしまーす(^
O^)／

   あっっ たこやきおばちゃんだ︕(^-^) 私にもくださーい ふぅふぅ 『うわぁぁ美味しい(^-^)本場はやっ
ぱり美味しいな』 所⻑さん滝桜の写真UPをありがとうございます こちらは千年以上の樹齢を誇る桜『滝桜』です 
薄紅⾊の滝がほとばしるかのように可憐な花をたくさん咲かせるきれいな桜です(^-^) 今⽇はみなさんのお住まいの
全国の桜を楽しめて嬉しいです お花⾒楽しみましょうね(^_-)

Lunch Time
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6165 選択 pine 2008-04-07 11:53:05 返信 報告

アネ研さん ミキティさんも来てくださって有難うございます︕

お腹空いたな〜と思っていたら、お花⾒弁当が届きましたよ︕

千葉城︖

6166 選択 stray 2008-04-07 11:55:55 返信 報告

アネ研さんから預かった写真です。千葉城ってあまり聞いたことないですけど、
 あったんですね（笑）。半分散っちゃってるし（笑）。

----------------------------------------------
 この画像は、我が千葉城付近の桜です。

 私も⼦供の頃は⾏ってました城の前では、今でも花⾒の宴をやっていました。

↓は、前回やや受けした唄のグループ、ムサシーズ（ネコちゃんたち）との契約⾵景の動画です。(笑)
 本当は、世界の１年⽣とママ１年⽣に向けて、次回作との噂の「ピカピカの１年⽣」がよかったのですが、

まだ、できてなさそうです。（汗）

http://jp.youtube.com/watch?v=tf3e6uamHAw

----------------------------------------------

ミキティさん こんにちは(^-^)
 ええ〜︕弘前に⾏っちゃたんですか〜、また光が丘に戻ってきたんですけど（笑）。

 もうすぐ⾬が降り出しそうなので、そのまま弘前に居てください︕
 みんなでそっちに⾏きますので（笑）。

たこ焼きおばちゃんって、誰なの︖（笑）
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かんぱ〜い︕︕

6168 選択 stray 2008-04-07 12:05:33 返信 報告

pineさん、美味しそうなお弁当、ありがとうございます︕

ここらで正式に”乾杯”と⾏きますか︕︕

皆さん本⽇はＺ研のお花⾒に、遠路はるばるコタツ持参でお集まりいただき、
どうもありがとうございます︕

 今⽇は、近々職場復帰されるsakiさんの壮⾏式を兼ねて、楽しくやりたいと思います︕
 時間が許すかぎり、適当に集まって、適当に散ってください（笑）。

では、皆さんのご健勝と（⼩声で）Ｚ研の繁栄を祈って、かんぱ〜い︕︕

花より団⼦

6170 選択 stray 2008-04-07 12:19:47 返信 報告

 
”花より団⼦”という⽅、どうぞ︕

新潟名物「笹だんご」

6171 選択 stray 2008-04-07 12:21:32 返信 報告

 
これは越後（新潟）名物「笹だんご」です。

 笹で巻いてある、⾁厚・ボリュームたっぷりのお団⼦です♪
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やっぱり「３⾊だんご」

6172 選択 stray 2008-04-07 12:26:58 返信 報告

 
 
お花⾒といったら、やっぱり「３⾊だんご」ですね︕

 

かんばーい︕︕

6173 選択 アネ研 2008-04-07 12:38:52 返信 報告

所⻑どうもです。
 しかし、おだんごも、お花⾒弁当も綺麗ですね。

 ⾷べるのがもったいないくらいですが、いただきまーす︕
 いつも発泡酒ですが、今⽇はスーパードライ飲むぞー（笑）

いただきまーす

6174 選択 ミキティ 2008-04-07 12:46:53 返信 報告
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あれあれ︖ 私だけ弘前に来ちゃってる（笑）いつものことながらおとぼけをしてしまいましたが（笑） ただ今弘
前城に つぎつぎと美味しそうなお弁当やお団⼦が特急便で届いていまーす ありがとうございます みんなにまざ
って かんぱーい(^-^) いっただきまーす みなさんの⽣中継をみながら交ざっていま〜す こちらで場所取りを
していますから 早くお越しくださいね〜(^_^)/~

Re:かんぱ〜い︕︕

6175 選択 saki 2008-04-07 13:08:42 返信 報告

 
>今⽇は、近々職場復帰されるsakiさんの壮⾏式を兼ねて、楽しくやりたいと思います︕

えっ︖︕ えっ︖︕  私の壮⾏会も兼ねて︖
 はっは〜ん さては、チョコレート先輩の差し⾦ですね〜（笑）

私は、優しい⾔葉を掛けられると、だめなんです  情にもろいって⾔うか…
 ポロッ、ポロッ、ポロポロポロロロ………うわぁ〜ん(T_T) ってなっちゃうから。

 出来れば、きつ〜い駄⽬出しや、意地悪な事がいいですね〜
 でもね、私の地域では、意地悪には、３倍返しと⾔う鉄則があるので、

 意地悪したい⼈は、そのお覚悟で… どこからでも、かかってこいやぁ〜︕

    チームZ研 特攻隊⻑ saki  夜露死苦〜︕(笑)

    私、もう、酔ってる︖︕

Re:かんぱ〜い︕︕

6176 選択 stray 2008-04-07 13:15:32 返信 報告

> えっ︖︕ えっ︖︕  私の壮⾏会も兼ねて︖ 
 > はっは〜ん さては、チョコレート先輩の差し⾦ですね〜（笑） 

 バレましたか、図星です（笑）。

> 意地悪したい⼈は、そのお覚悟で… どこからでも、かかってこいやぁ〜︕ 
 > チームZ研 特攻隊⻑ saki  夜露死苦〜︕(笑) 
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 > 私、もう、酔ってる︖︕ 
酔ってるんじゃなくて、背後にxxxさんが憑いてるんだと思うなぁ（笑）。

Re:かんぱ〜い︕︕

6177 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-04-07 13:32:36 返信 報告

かんぱ〜い︕︕
 皆さん、飲んでますかぁ︖（笑）

 所⻑のおごりだから、ガンガンいっちゃって下さいね︕︕（笑）

pineさん、⽬を覚ましたようですね、周りがうるさくて寝てらんないよねぇ（笑）。
 お花⾒弁当、美味いですね、ご馳⾛様です。

 あと、たこ焼き焼いてくれて、ありがとうございます（笑）。
 レンタルたこ焼き器が、無駄にならなくて良かったぁ（笑）。

>泉⽔さんが♡いっぱいに所⻑にだけお酌されてるの⾒て、なにスネてんですか〜 
 >「まぁ〜おこちゃまね〜 おっぱい飲みたいの〜︖  ほれっ︕」by saki 

 >（ って、⺟乳出ないから、ミルクで我慢してね〜） 
 sakiさん、所⻑に泉⽔さんがお酌してるんなら、私はsakiさんで⼤満⾜だけどなぁ（笑）。

 折⾓飲ませてくれるなら、⺟乳出なくても、おっぱいの⽅がいいなぁ︕（照） ねっ、所⻑︕（笑）

所⻑︕ いつから私は弄られキャラになったんだろう︖（笑）
 もともと、ツッコミキャラだったはず、分っかんないなぁ・・・、まぁ、いっか︕

 私を弄る分には、誰にも迷惑かかんないしね（笑）。

ミキティさん、迷わず参加できたようで、ホッとしましたぁ（笑）。
 最近、我が家のカメ⾒ると、ミキティさんがコタツ背負ったままの姿に⾒えて・・・（笑）。

 こっちは⾬が降ったり⽌んだりなので、もう弘前城公園に場所変えましょう︕（笑）

>いつも発泡酒ですが、今⽇はスーパードライ飲むぞー（笑） 
 アネ研さ〜ん、間違えないように、Z研は「はアネ研」だから︕（笑）
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Ｐ.Ｓ. 誰か、たいやき焼いてくれぇ〜（笑）。
 ⼦供達には、綿アメもあるよ〜（笑）。

 

Re:第１回 Z研お花⾒♪

6178 選択 xs4ped 2008-04-07 13:33:05 返信 報告

皆さ〜ん、こんにちは。

⼤分、盛り上がっていますね。
 私もチョコットだけ参加させて頂きま〜す︕

 たこ焼きおばちゃん、たこ焼き頂きま〜す。
 pineさん、美味しそうなお花⾒弁当ありがとう︕

 あらら、もう乾杯終わっちゃいましたか。
 チョット遅かったようですね。

 では、もう１度乾杯〜︕
 所⻑、団⼦も頂きま〜す︕

 

何度でも かんぱ〜い︕

6179 選択 pine 2008-04-07 13:45:24 返信 報告

カンパーイ︕ グビグビ はぁっ
 美味しそうなおだんごも、いただきま〜す︕モグモグ

xs4pedさん こんにちは︕来てくださって有難うございますm(^o^)m

さて、この桜は何処の桜でしょう︖⻲井刑事、撮影地の特定お願いします(笑)
 これは、地元の公園です。さすがの⻲井刑事も判らないでしょうな。

 ⾒上げると、⾶⾏船が優雅に遊覧⾶⾏していました。

所⻑さん 
 >たこ焼きおばちゃんって、誰なの︖（笑） 

 たこ焼きのおばちゃんはわったしで〜す︕部⻑さんはお⾒通しだったみたいですね。ばれないと思ったんだけどなぁ
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「⼀家に⼀台たこ焼き器」がある所に住んでるので、くるっくるっと得意なので〜す︕
いつもは慣れない標準語（え︖なってない︖）ですが、いつも喋ってる⼤阪弁で書いてみました。

sakiさん 酔うとキャラが変わってしまうようで…いつの間に特攻隊⻑に…
 ⾚ちゃんのミルクを熱燗で作ってしまわないように気をつけてね（笑）

T28部⻑さんへ♡

6180 選択 saki 2008-04-07 13:52:11 返信 報告

 
部⻑さん、本当に私で、いいんですか︖

じゃ〜お⼝をあけて〜  は〜いっ︕ 

おしゃぶり⼊れときますね〜（笑）
 ⾚ちゃんのよだれが付いてたけど…  まっ いっか︕

なんとか花⾒に参加︕

6181 選択 チョコレート 2008-04-07 13:54:44 返信 報告

皆さん、こんにちは。チョコレートです。
 あ〜無理かと思いましたが、なんとか参加できました。

 pine幹事さん、よろしくお願いしますね。
 sakiさんの壮⾏会もでしたよね︖さあ、張り切っていきましょう︕︕あら︖すでにキャラ

が変わっている︖

ではランチも済んだところで、Z研ご近所(??)の婦⼈会の皆さまによる花⾒⾳頭をご覧い
ただきましょう︕曲は”ズンドコ節”〜

 かなり年季が⼊っているので･･･ご注意下さいね。
 

場所替え
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6182 選択 stray 2008-04-07 14:03:27 返信 報告

ミキティさん、お待たせ︕
 東京は⾬が降ってきたので、弘前公園に移動完了しました︕

 って、ミキティさん、いないし（笑）。

チョコレートさん、こんにちは。参加してくれて嬉しいです︕
 花⾒⾳頭なんてあるんですね︕ 年季が⼊った”ズンドコ節”に⽬がくらくらしてきました

（笑）。
 誰か〜、若い⼦呼んできて〜︕︕（笑）。

> 折⾓飲ませてくれるなら、⺟乳出なくても、おっぱいの⽅がいいなぁ︕（照） ねっ、所⻑︕（笑） 
 オレに振るなよ〜（笑）。

 そりぁ、おっぱいのほうがいいに決まってるけど、よだれは勘弁してほしいなあ（笑）。
 所⻑の威厳がなくなるのでノーコメント（笑）。

> 所⻑︕ いつから私は弄られキャラになったんだろう︖（笑） 
 > もともと、ツッコミキャラだったはず、分っかんないなぁ・・・、まぁ、いっか︕ 

 部⻑がいじられるの初めてだよねぇ、sakiさんってすごいなあ（笑）。

pineさん、いくら⻲井刑事でもわからんでしょう（笑）。
 xs4pedさん、ようこそ︕ ”ゆっくりして⾏って下さい”ってもう寝ちゃったかな（笑）。

Re:なんとか花⾒に参加︕

6184 選択 saki 2008-04-07 14:17:18 返信 報告

 
xs4pedさん、チョコレートせんぱ〜い♡ こんにちは。

 私、朝からしっかり楽しんでいますよ〜

xs4pedさん、今⽇も夜勤ですか︖お疲れ様です。
 チョコレートせんぱ〜い♡ 待っていましたよ〜 先輩の⼼遣いうれし〜（涙）

 今⽇は、しっかり楽しみましょうね(^^)/
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ズンドコ節のおばちゃん（失礼）の中にまさかチョコレート先輩はいないですよね︖︕
しっかり探しちゃった(^o^)

 

Re:なんとか花⾒に参加︕

6185 選択 pine 2008-04-07 14:32:03 返信 報告

チョコレートさん こんにちは︕
 謝恩会の名司会が全国に知れ渡って、ご多忙中と伺っていたので、来てくださって嬉しいですm(^o^)m

<注>ここには、後の#6187,#6189に関連するペー・パーさんをいじった画像を貼っていたのですが、怒られるのが
嫌なので削除しました。

 後でご覧になられた⽅は、訳がわからないと思いますので、スルーして下さい。

泉⽔さんから差し⼊れで〜す︕

6186 選択 xs4ped 2008-04-07 14:35:27 返信 報告

皆さ〜ん
 泉⽔さんから差し⼊れで〜す︕(^_^)

 全部飲んで下さいね♡
 泉⽔さん、私を⼝説いて〜♡

 > xs4pedさん、ようこそ︕ ”ゆっくりして⾏って下さい”ってもう寝ちゃったかな（笑）。 
 もうそろそろタイムリミットです。(ToT)/~~~

sakiさん、暗くなったら夜の部(３次会・４次会︖)⽤の
 フラッグ忘れずに⽴ててね〜(^_-)-☆

※xs4pedさんへ
 泉⽔さんをいじるのはＺ研ではご法度なので、画像は削除しました。あしからず。

円⼭公園の桜

6187 選択 stray 2008-04-07 14:47:23 返信 報告
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シヴァさんから預かった桜シリーズ第３弾です。

これも⾒事な枝垂桜ですね。円⼭（まるやま）公園といえば、
 東⽇本の⼈は札幌円⼭公園ですが、京都にもあるんです。

 シヴァさん、私は知ってましたよ（笑）。

sakiさん、ペーさん・パーさんをいじって、怒られても知らないよ（笑）。
 でも爆笑しました︕（笑）

神苑の桜

6188 選択 stray 2008-04-07 14:54:25 返信 報告

平安神宮の中にある「しんえん」の桜だそうです。
 これは知りませんでした。真下から⾒上げてみたいです（笑）。

”ここは素晴らしかったです︕
 この⼋重紅枝垂桜（やえべにしだれざくら）がたくさんあって、とっても綺麗でした︕”

 （シヴァさんのコメント）

もう１枚「岡崎公園」の写真も頂戴したのですが、”ここはイマイチでした︕”
 ということなのでパスしますね（笑）。

以上、シヴァさんの地元の桜シリーズでした。
 シヴァさん、あちこち⾏ってキレイな写真を撮ってきてくれてありがとうございました︕︕

 

Re:円⼭公園の桜

6189 選択 saki 2008-04-07 14:58:36 返信 報告

所⻑っ︕、ペーパーさんをいじったのは、pine先輩ですよ〜

ノー・ノー・ノー 私じゃあ〜りませんよ︕

私は、無実で〜す。（笑）

今⽇は、各地の有名な桜を拝⾒出来て嬉しいですね…。
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私の地元の桜

6190 選択 stray 2008-04-07 15:17:24 返信 報告

sakiさん、ごめ〜ん︕ 罪をなすりつけちゃいました（笑）。

まだ私の地元の桜を上げてませんでしたね。
 咲けば、このように⾒事なのですが、まだ蕾も⾚くなってないので、邪道モードです

（笑）。
 開花予想は4/18。そこから１週間は連⽇お花⾒です。

 ⻑〜く⾟い冬を耐えた北国の⼈にとって、お花⾒は格別な⾏事なんです。

これから咲く地⽅の⽅は、”来年の花⾒⽤”に写真をゲットしておいて下さいね︕（笑）
 

お花⾒♪

6191 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-04-07 15:29:57 返信 報告

所⻑︕ また弄り間違ってるし（笑）。
 威厳のある⼈がそんなこっちゃ威厳︕（笑）。（しつこい（汗））

 んじゃ、罰ゲームで、よだれ付おしゃぶり決定︕（笑）

pineさん、家にもガスたこ焼き器ありますよ︕ 東京じゃ珍しいです（笑）。

sakiさん、xxxさんの視線を感じます。危険な視線を︕（笑）。
 なんて、これ以上絡まれると困るので、お酌は遠慮しとこうかな︖（笑）

チョコレートさん、お待ちしてました︕
sakiさんの酒癖が・・・、助けて下さいよぉ〜（笑）。

xs4pedさん、毎度差し⼊れありがとうございます。
 おやすみなさい、zzz・・・。

シヴァさん、素晴らしい桜の数々、ありがとうございました︕
 

「愛は暗闇の中で」 presented by 皐
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6192 選択 stray 2008-04-07 15:41:31 返信 報告

お酒が⼊って、お腹もいっぱいで、皆さんそろそろ眠くなってきたのでは︖（笑）。

楽しい花⾒の席に、ぜひ皐ちゃんも加えてやって下さい。
 明⽇（4/8）、「翼を広げて／愛は暗闇の中で」をフラゲできる⼈もいると思うので、

 皐ちゃんの卒業制作第⼀弾を披露しますね。

部⻑︕寝てる場合じゃないよ︕︕（笑）

Re:「愛は暗闇の中で」 presented by 皐

6193 選択 チョコレート 2008-04-07 16:04:42 返信 報告

皆さん、良い感じに酔っ払ってますね〜。花⾒らしくて素敵。
 部⻑さんも、酒癖に難ありのsakiさんに絡まれて、まんざらでもなさそうじゃないですか︖そーっとしておきましょ

う︕

皐さんの卒業制作第⼀弾、ありがとうございます︕
 おおっ、格好良い〜。泉⽔さん、こんな酔っ払いばかりの仲で⼀段と凛々しく⾒えるう︕

 はぁ〜やはり、泉⽔さんって別格ですよねぇ。
 そんなことを実感させてくれる皐作品ですね。皐さーん、元気ですかー︕︖

 花⾒くらいおいでよー︕え︖こんな連中と仲間と思われたくない︖︖・・・そういう考えもありますか。残念。
所⻑︕部⻑︕、まだまだ飲みが⾜りませんよ〜。

 幹事さん︕ビール、ピッチャーのままでお願いします。

Re:「愛は暗闇の中で」 presented by 皐

6194 選択 saki 2008-04-07 16:15:35 返信 報告
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所⻑も、T28部⻑も、xxxさんの事、ちょっと誤解されてるようなので…（笑）

 xxxさんは、⾒た⽬も中⾝もとても優しそうな⼈でしたよ。
 使者さんは、ちょっと… ⼤きい声では⾔えないけど、⾒るからに本職って感じ…（使者さんごめ〜ん）

 xxxさんと接する使者さんを⾒たり、「追憶」を⾒たりしたら、あの使者さんが怖がるxxxさんっていったい何者︖
 私達がいつも接していたxxxさんは、別⼈なの︖ という感じでしたよ。

 いつも笑ってて、楽しくて、優しくて…

皐さんの卒業制作第⼀弾やった〜♡  ミキテｲさ〜んついに出ましたよ〜
 ミキテｲさんが、順番待ちしてたから、私、ミキテｲさんがDLした後で頂きますね〜

 皐さんもこのお花⾒、⾒てるかな〜 みんな楽しんでいるよ〜 別H.Nでもいいから、  おいで〜(^^)/

ごめんなさーい

6195 選択 pine 2008-04-07 16:39:55 返信 報告

ポカっ︕またやりすぎてしまいました。反省 m(_ _"m)ﾍﾟｺﾘ
 怒られるのは嫌なので、画像削除しておきます。

 所⻑さんのレスが浮いてしまいますが、ゴメンナサイm(_ _)m
 お花⾒の楽しい席に、⽔を差してしまって申し訳ありません。

sakiさん 濡れ⾐きせられてごめんなさい。全て私が悪いのです。
 所⻑さんの辞書は、時々変換を間違えるのですが、今まではpine→チョコレートさんだったのに、pine→sakiさんの

誤変換も誤って覚えてしまったようですね。(笑)

部⻑さん 罰ゲームのよだれ付おしゃぶりは私が受けます。よだれには慣れているので…

xs4pedさん 差し⼊れ有難うございます。
 泉⽔さんが⼝説くのは誰でしょう︖

 私は⼥だから、当然⼝説いてもらえませんよねぇ。私の⽅は構わないんだけど…。

シヴァさん 京都の有名どころの桜を有難うございました。
 週末は天気も良くて、すっごい⼈混みだったことと思います。お疲れ様でした。

https://bbsee.info/straylove/id/6147.html?edt=on&rid=6195
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皐さんの卒業制作第⼀弾、カッコいいです。曲のイメージどおりです。
これが第⼀弾ということは第⼆弾もあるということですね。楽しみに待ってま〜す。

BEER

6197 選択 pine 2008-04-07 16:52:10 返信 報告

へいっ お待ち︕︕
 ビール ピッチャーでお持ちしました︕

Re:第１回 Z研お花⾒♪

6198 選択 saki 2008-04-07 17:26:49 返信 報告

 
私、ちょっと休憩っと︕

今の内に私の悪⼝、い〜ぱい⾔っといてね〜

☆⼭茶花さ〜ん、☆mihoさ〜ん、ロムしてるみなさ〜ん、

飲み物も、弁当も、お団⼦も、たこ焼き、綿菓⼦、鯛焼き、等々い〜ぱいありますので、是⾮寄って下さいね〜(^o
^)

pine先輩、今⽇は無礼講だから…ドンマイ︕  って私、いつも無礼講の感じ(^^;)

Re:BEER

6199 選択 チョコレート 2008-04-07 17:30:28 返信 報告
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ビール待ってましたぁ︕︕︕
さあ、皆さん、⼿拍⼦お願いしますよ〜。

 所⻑さんの、ちょっと良いとこ⾒てみたい︕
 グビッっと⼀気にお願いしますよー、よぉーっ

 ハイ、ハイ、ハイ、ハイ、ハイ････
 おお︕カッコ良過ぎ〜飲みきりましたねぇ。

じゃ、幹事さん︕もう１杯、ピッチャーでお願いします︕
 次は部⻑さんですよー。逃げない、逃げない。

苦い思い出（笑）

6200 選択 stray 2008-04-07 17:42:59 返信 報告

じつは若い頃、ピッチャーなるものの正体を知らずに、
 ビアガーデンで「⼀番⼤きいやつ」と頼んで出てきたピッチャーを、

 そのまま飲んで周りの客から笑われたことがあります（笑）。
 やけに飲みにくいジョッキだなぁと思ったのですが…（笑）

 ちゃんと説明しろっちゅうの︕未成年はそんなこと知らないんだから（笑）。

では、部⻑、ピッチャーの⼀気飲みをどうぞ〜（笑）。

夜桜お花⾒♪

6201 選択 ミキティ 2008-04-07 17:57:46 返信 報告

良かった〜 良かった〜 みんな弘前に移動してきてくれたんですね☆ すでにいいかんじに酔っちゃってるし〜
（笑）みなさんが来てくれるまで淋しいから ふらふら歩いていたら知らない団体さんにいつの間にか混ぜられて(@
_@;) やっと戻ってきたところに 皐さんの作品が(^-^) 酔っ払いさんは置いておいて（笑）⼀段と輝いてますね
☆⼺ ありがとうございます 今⽇はsakiさんの壮⾏会を兼ねているということで  sakiさん介抱しますからまだまた
どんどん盛り上がっちゃってくださいね(^-^) みなさん夜はこれからですよ まだまだ盛り上がっちゃいましょう
(^_^)/~
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⼣⽇を浴びた桜並⽊

6202 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-04-07 18:04:02 返信 報告

少し時間過ぎちゃったけど・・・。
 

⼣⽇を浴びた桜並⽊

6203 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-04-07 18:05:45 返信 報告

もう⼀枚だけ・・・。
 

そろそろ夜桜!

6204 選択 KOH 2008-04-07 18:23:49 返信 報告

あ〜っ︕︕間にあったぁ〜っ!!
 仕事終わって駆けつけました!

皆さん盛り上がってますね〜︕︕
 シヴァさんのver違いです〜（笑）
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名付けて円⼭公園枝垂れ桜夜桜ver︕︕
そのままやんっ（笑）

これからが本番︕（笑）

6206 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-04-07 19:29:17 返信 報告

みんな〜︕ 中だるみかい︖（笑）
 これからが本番の、夜の部ですよ︕

んっ︖ 次は私︖
 えぇ〜、僕・・・、おこちゃまだから（笑）、

 ピッチャーで⼀気飲みなんて出来ませ〜ん︕（笑）
 ⼤ジョッキで勘弁してねぇ〜（笑）。

代わりに、仕事終わって駆けつけて、
 喉がカラッカラの、KOHさんにセットアッパー頼んます︕（笑）

 誰が、クローザーをしてくれるかな︖ 楽しみ︕（笑）

ハハッ、意味通じねえか︕（苦笑）
 

Re:第１回 Z研お花⾒♪

6209 選択 MIZUI 2008-04-07 19:51:19 返信 報告

ZARD研究所の皆様。今晩は。m(_ _)m
 お花⾒との事ですので、少しだけお邪魔します。

 皆さん、気持ちですので飲んで下さい。
ちなみに私はいつも、カップ酒でしてヨッパで怒られています。(笑)。strayさん、皆さん失礼しました。
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Re:これからが本番︕（笑）

6210 選択 KOH 2008-04-07 19:55:53 返信 報告

> 喉がカラッカラの、KOHさんにセットアッパー頼んます︕（笑） 
 > 誰が、クローザーをしてくれるかな︖ 楽しみ︕（笑） 

 > 
> ハハッ、意味通じねえか︕（苦笑）

部⻑、私でもピッチャー⼀気飲みはキツイっす!
 野球好きなら解るでしょ!セットアッパー、クローザー︕︕

 わたしゃセットアッパーにもなれまへんなぁ〜（笑）

Re:これからが本番︕（笑）

6211 選択 stray 2008-04-07 19:56:07 返信 報告

部⻑が珍しくいいこと⾔ってますが、花⾒はこれからが本番ですよ︕

> えぇ〜、僕・・・、おこちゃまだから（笑）、 
 > ピッチャーで⼀気飲みなんて出来ませ〜ん︕（笑） 

 しないほうがいいと思う。笑われるだけだから（笑）。

クローザーは「真夜中の徘徊者︓アネ研さん」しかいないでしょう︕（笑）
 KOHさん︕部⻑の代わりにピッチャー⼀気飲み回ってきたよ〜︕
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ちと、飲みすぎたかな（笑）。

Re:これからが本番︕（笑）

6212 選択 匿名 2008-04-07 20:05:27 返信 報告

しまった〜︕

私、xs4pedさんに、3次会、4次会⽤のフラッグを掲げてって頼まれていたんだった。

だから、MISORAさん間違っちゃったんだ、ごめんなさ〜いm(_ _)m 

遅くなったけど、今から掲げま〜す。
 

MIZUIさん、ドンペリありがとう︕

6213 選択 stray 2008-04-07 20:05:36 返信 報告

こんばんは︕

わざわざドンペリの差し⼊れ、どうもありがとうございます︕
 MIZUIさんはいつもカップ酒ですか︕

 ん〜、イメージが違いますねぇ、カクテルなんかが似合いそうな雰囲気ですが（笑）。
 （この（笑）は親しみを込めてなので、勘違いなされないように）

せっかく来られたのですから、どうぞゆっくりしていって下さいね。
 キレイどころに、ドンペリのお酌（ドンペリに”お酌”は合わないけど）を頼みますので（笑）。

Re:これからが本番︕（笑）

6214 選択 ｓａｋｉ 2008-04-07 20:11:28 返信 報告

しっぱ〜い。

↑の匿名は、sakiで〜す。ごめんなさ〜いm(_ _)m 
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編集キーも消えてたどう〜して︖

ＭＩＺＵＩぶちょ〜わざわざありがとうございます。

ゆっくりしてって下さいね♡

飲みたりん︕

6215 選択 アネ研 2008-04-07 20:14:34 返信 報告

MIZUIさん、いらっしゃいませ、楽しんでるくださいませ︕
 そっちのビッチャー減ってないよー、あれも泡がなくなるよー

 みんなこっちにもってきて︕
 今⽇はタダ酒うれしいな♪

 みなさん、後はよろしく、ｸﾞﾋﾞ、ｸﾞﾋﾞ、ｸﾞﾋﾞ︕

早っ︕

6216 選択 stray 2008-04-07 20:20:32 返信 報告

アネ研さん、こんばんは。
 今⽇はずいぶんお早い出勤ですね（笑）。

 どうしたんです︖会社クビになったんじゃないでしょうね（笑）。

幹事さ〜ん、アネ研さんにどんどん注いでやって下さいね〜（笑）

いいなぁ〜︕

6217 選択 ｓａｋｉ 2008-04-07 20:33:17 返信 報告

 
あら、あら、⾚ちゃんが泣いてるよ〜。

旦那様〜⾚ちゃんのオムツ代えて綺麗にしてあげて〜 ついでに、あなたのオツムの中も綺麗にした⽅がいいかもね
〜
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後で、花⾒の残り物あげるからね(^_-)-☆ 

って⼀度は⾔ってみたいな〜  男っていいなぁ〜
  

 今の時間⼥は忙しいからね〜  っておまえはなにやってんだぁ〜ん

お花⾒ですか

6218 選択 ⼭茶花 2008-04-07 20:42:13 返信 報告

strayさん、Z研投稿者の皆さん、こんばんは
 sakiさん、お誘いいただきましてありがとうございます。

 お花⾒ですか。
 かなり酔っぱらってる⼈もいて⼤変だなこりゃ。。。

 > 幹事さ〜ん、アネ研さんにどんどん注いでやって下さいね〜（笑） 
 アネ研さんもかなり飲んでいらっしゃるみたいですね。ご機嫌良さそうで(笑)

 よっしゃ。私も（⼀杯）混ぜて貰おうかな。
 

Re:お花⾒ですか

6219 選択 ｓａｋｉ 2008-04-07 20:49:37 返信 報告

 
⼭茶花さん、いらっしゃ〜い

お待ちしていましたよ〜。

⼥は、私⼀⼈みたいだったので、狼の群れに⼦⽺⼀匹って感じで⼼細かったですよ〜

お酒がお強いならジャンジャンやって下さいね。

私、お勧めの「魔王」も、ＭＩＺＵＩさんが持ってこられたドンペリもありますからね〜

お花⾒ 夜の部︕

https://bbsee.info/straylove/id/6147.html?edt=on&rid=6218
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6218
https://bbsee.info/straylove/id/6147.html?edt=on&rid=6219
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6219


6220 選択 pine 2008-04-07 20:53:03 返信 報告

みなさん こんばんは︕
 仕事帰りの皆様、お疲れ様でした。

 ま、ま、⼀杯どうぞ… 

ＫＯＨさん 初めまして
 夜桜が綺麗ですね。桜が輝いて⾒えます。

ＭＩＺＵＩさん 初めまして
 差し⼊れ、ありがとうございますm(^_^)m

 どうぞゆっくり楽しんで⾏ってくださいね。

アネ研さん 今⽇はお花⾒のために早く来て下さったんですよね︕
 どんどん飲んでくださいよ〜 ビールピッチャーいきますか︖

sakiさん 先程は、優しいお⾔葉を掛けて下さって有難うございます。m(_ _)m
 では、私からもお返しです。

 sakiさん朝からありがとね︕ちょっと１⽇のお疲れが出てきましたね。
 昼間のsakiさんと何か違う…確かにこの時間、⼥は忙しいですからね。
 私は、主⼈が帰って来るまでのささやかなひととき。でも⼦供が膝の上で邪魔をする〜

⼭茶花さん こんばんは いらっしゃ〜い
 >私も（⼀杯）混ぜて貰おうかな 

 いきなりちゃんぽん、ですか︕︖ ⼭茶花さん、結構飲めそうですからね。

図々しく、来てしまいました~

6221 選択 ⿊杉 2008-04-07 20:53:33 返信 報告

皆さん、今晩は。⿊杉です。

図々しくも伺ってしまいました。

え〜 いらないかもしれませんが、古酒をお持ちしました。
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２１年ものの３５度です。

お酒好きのstray所⻑さん、部⻑のT28さん。飲みすぎないで下さいね。(苦笑)
 あと、⼥性の皆さんにも、無理強いしないで下さいね。

 お酒を差し⼊れした⼿前、怒られそうですから。

唐突ですが、皆様、イチャリバ チョーデェー!
          ↑

 沖縄の⽅⾔で、「出会う⼈、みな兄弟」と⾔う意味です。
 そういう思いで、⼈ととのお付き合いを⼤切にしましょう、と⾔う意味あいでもあります。

皆様との出会いに感謝を、
 そして、楽しまれて下さい!

私は、仕事に戻ります…(とほほ・・・)

ビールお待ちぃ︕

6222 選択 チョコレート 2008-04-07 20:57:13 返信 報告

皆さん、飲んでますか〜︖⼭茶花さんもよくぞ来てくださいました︕お待ちしていました
よ。

 MIZUIさんも⾼級な差し⼊れ、ごちそうさまです。あれ︖所⻑が全部飲んじゃったのかし
ら︖

 部⻑さん、そうそう、花⾒はこれからですよね︕どんどん飲んでください。
 アネ研さん、ビールお待たせしました〜。⽣と⿊⽣、どちらでもどうぞ︕

予想通り︕

6225 選択 シヴァ 2008-04-07 21:14:42 返信 報告

皆さん、こんばんは︕予想通り盛り上がってますね︕

ｓｔｒａｙ所⻑さん、こんばんは︕
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> これは知りませんでした。真下から⾒上げてみたいです（笑）。 
最初、これを”真上から⾒下ろしたい”って読んでしまって、”あ〜、ヘリかなんかで⾒下ろしたらどんな⾵に⾒えるの
かな〜︖”って考えてしまいました︕

 お⾦持ちになったらやってみますね︕でもならない可能性⼤︕

> シヴァさん、あちこち⾏ってキレイな写真を撮ってきてくれてありがとうございました︕︕ 
 いえいえ、私の趣味も兼ねてますから、お礼にはおよびません︕

 綺麗な⼈や景⾊は⾒ないと損って思ってますから︕

Ｔ２８さん、こんばんは︕
 わざわざお礼を頂いて恐縮です︕喜んでいただけたら嬉しいです︕

ｐｉｎｅさん、こんばんは︕
 確かに混んでましたけど楽しかったです︕今度の⼟⽇も天気がよかったら植物園に⾏こうかな〜って思ってます。

 今なら満開の桜とチューリップが同時に楽しめるそうなので。

ＫＯＨさん、こんばんは︕
 もしかして円⼭公園のご近所にお住まいかお勤めなんですか︖

 夜桜も綺麗ですね。周りは⼤盛り上がりなのでしょうね。

え〜っと、皆さんに返事したつもりなんですけど、⾒逃してたらすいませ〜ん︕
 けっしてわざとではありません︕

泡盛⼤好き♡

6226 選択 stray 2008-04-07 21:15:02 返信 報告

⿊杉さん、こんばんは︕
 仕事休憩中に来て下さってありがとうございます︕

 私は泡盛⼤好き⼈間でして、「おもろ ２１年 ３５度」といったら、
 1万円以上する代物ですよね。古酒は⾹りがすばらいですよねぇ。

 今⽇はゲストの皆様との出会いに感謝する、Ｚ研ファン感謝デーみたいになってきましたね（笑）。
 時間があったらまた来て下さいね︕
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sakiさんの壮⾏会と⾔いながら、何の⾔葉もかけてなかったですね（笑）。
⾚ちゃんと、⼤きな⾚ちゃん（笑）を⼤切に︕

 そして何よりご⾃分の体を⼤切になさって下さい。
 これからは忙しくなるでしょうけど、時間を⾒つけて遊びに来て下さいネ︕

 今⽇は朝からご苦労さまでした。

pineさん、幹事の⼤役ご苦労さまでした︕
 ペーパーの画像は何ら問題なかったのですが…（笑）。

 あとは部⻑が引き継ぎますので（笑）、忙しかったら適当に切り上げて下さいね。

⼭茶花さん、お久しぶりです︕（笑）。（メールありがとうございました）
 ⼭茶花さんはお酒がお強いので、加齢臭軍団のお相⼿よろしくお願いしますよ︕（笑）

 

⽉を浮かべて…

6227 選択 pine 2008-04-07 21:16:13 返信 報告

⿊杉さん、かけつけてくださって有難うございます。
 お仕事、頑張ってくださいね。

皆さん飲んでばっかりですね。
 でもまたお酒持ってきましたよ︕

夜はこれですね「♪⽉をうか〜べ〜て 夜を語り明かそうよ♪」
 

古酒〜︕

6228 選択 KOH 2008-04-07 21:22:59 返信 報告

⿊杉さん、初めまして!

> え〜 いらないかもしれませんが、古酒をお持ちしました。 
 > 

> ２１年ものの３５度です。
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泡盛私は⼤好きですよ〜︕︕それも古酒〜♡

ここのみんなは花より酒じょ〜ぐ〜ですよね︕︕（笑）

> 私は、仕事に戻ります…(とほほ・・・)

仕事終わったら戻ってきてね〜︕︕

失礼しました︕

6229 選択 シヴァ 2008-04-07 21:23:49 返信 報告

チョコレートさん、こんばんは︕

⾶ばしてしまいました︕
 ⼥性ながら⑦号とカミングアウトしていただいたのに・・。

 でもさすが泉⽔さんですね︕まあ当然かな︖
 きっと泉⽔さんはバレンタインにチョコレートをもらったことがあるでしょうね︕

今⽇は泉⽔さんがお酌をしてくれるんですか︖
 ならお酒には弱いんですけど、飲むぞ〜っ︕

 泉⽔さんについでもらったら毒でも飲んじゃうかも・・ってさすがにそれはないですね︕
 

Re:予想通り︕

6230 選択 KOH 2008-04-07 21:31:17 返信 報告

シヴァさんこんばんは︕

> ＫＯＨさん、こんばんは︕ 
 > もしかして円⼭公園のご近所にお住まいかお勤めなんですか︖ 

 > 夜桜も綺麗ですね。周りは⼤盛り上がりなのでしょうね。

住まいは⼤阪なんですが、か〜な〜り京都よりに住んでますんで京都にはちょこちょこ遊びに⾏ってます。
 んでさっきの写真もおとついの夜中に撮りに⾏ったんですが、かがり⽕がたかれていると聞いていったのですが夜中
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に⾏ったので遅すぎたのか、かがり⽕は⾒れませんでした
(T_T)

Re:⽉を浮かべて…

6231 選択 ｓａｋｉ 2008-04-07 21:31:33 返信 報告

⿊杉さん、シヴァさん、こんばんは。

⿊杉さん、お仕事中ですか︖ ⼤変ですね…がんばって下さいね︕

シヴァさん、少しお硬いですよ…さぁ〜しっかり飲んでいつもの調⼦で笑わせて下さいね〜

所⻑っ︕ 優しい⾔葉はかけないでっていってたでしょう。
 すぐに、うるうるしてしまうんだから…ダメダーメ︕

みなさんも、おねが〜いしますね︕ 優しい⾔葉はかけないで〜
 

神苑の桜 真下から⾒上げた編

6232 選択 stray 2008-04-07 21:33:02 返信 報告

#6188のつづきです。

私が「真下から⾒上げてみたいです（笑）。」と書いたばっかりに、
 シヴァさんから、その写真がメールで送られてきました（笑）。

シヴァさん、デジカメで撮ったままの超デカサイズで送ってくるんだもん（笑）。
 ＢＢＳに投稿（1Mまで）できっこないです（笑）。

”いい眺めだなあ”と⾔いたいところですが、この棚みたいなのは何ですか︖

超ビッグニュース︕︕︕

6233 選択 stray 2008-04-07 21:53:40 返信 報告

プレミアムBOXセット発売のお知らせ
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全シングル完全収納 / BOXセット
「ZARD PREMIUM BOX 1991-2008」

 2008年5⽉28⽇発売決定

今なお、聴く⼈を励まし、癒し、感動を与え続ける坂井泉⽔の歌声、詞、時代の傍に在り続けているZARDサウン
ド。 2008年5⽉28⽇にZARD全シングル(1stシングル「Good-bye My Loneliness」から44thシングル「翼を広げ
て／愛は暗闇の中で」まで）を収めたシングルBOXの発売決定しました。シングルBOXは、2002年に「ZARD PRE
MIUM BOX 1991〜2000」が「Good-bye My Loneliness」 から「promised you」までのシングルをボックスセ
ットにしたものが、 FC限定からライヴ会場販売、そして通販限定で販売されました。昨年来、当時購⼊しなかった⽅
や、新たにファンになった⽅、 8cmシングルがなかなか⼿に⼊らないという⽅々からの再発売のお問い合わせが殺到
しておりました。また坂井さんの⼀周忌にあたる5⽉27⽇にメモリアル的な作品を希望される声を多くお寄せいただ
き、このたび2002年のBOXセットリリース後に発表されたシングルも含めた新規BOXセットのリリースとなりまし
た。 ZARDのシングルを完全収納した永久保存必⾄のアイテムです。

ハードケース・豪華ボックス仕様
 全作ダブル紙ジャケット仕様（8cmシングルマキシ化）

 特典DVD︓約8分収録予定 追悼ライブ(2007年9⽉⽇本武道館)、PVからのセレクト映像

2008年5⽉28⽇発売
 CD44枚＋DVD

 JBCD-2008(1〜44)
 \38,000（税込み）

--------------------------------------------
 私の予想どおり、新たなシングルを加えて、値段が⾼くなってますね（笑）。

ギャップ

6234 選択 シヴァ 2008-04-07 22:06:06 返信 報告

ｓａｋｉさん、こんばんは︕
  

> シヴァさん、少しお硬いですよ…さぁ〜しっかり飲んでいつもの調⼦で笑わせて下さいね〜 
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いつもの調⼦って・・。
いつもいつもボケてられません。

 それに⼥の⼈はギャップに弱いんですよね。今⽇はマジメモードです。
 おっと奥さん、オレの魅⼒に惚れちゃいけないぜ・・。

ｓｔｒａｙ所⻑さん、こんばんは︕
 何回も⾔ってるじゃないですか︕私はメカ⾳痴なんです︕

 ＢＢＳに書き込むなんて今までしたことなかったから、そういうのはよくわかりません︕
 メールで送ったり、フラッシュメモリーで⼿渡すとかしかしないので、必要ない技術は⾝につけていません︕

ちなみにこの柵は・・、なんと柵です︕
 それ以外は知りません︕

 

Re:超ビッグニュース︕︕︕

6235 選択 チョコレート 2008-04-07 22:09:48 返信 報告

所⻑さん、皆さん飲んでますか〜。
 ところで、すんごいニュースですね︕︕︕私は⾶び上がってしまいましたよ。あー待っていました〜、これこれ。

 プレミアムBOXセット･･･以前に買いそこねている私、今度こそは購⼊しなくては︕
 1周忌にあわせるように準備していたんですね･･･(泣)。

 酔っ払ったのか泣き上⼾になってるじゃないですか、私。
 しかし、ビックリするほど⾼価ですな（汗）。こりゃ、私のへそくりでは無理ですわ〜。どこから捻出するか・・・

 皆さんもちろん買われますよねぇ︖

とりあえず、難しいことはあとあと。今⽇はまだまだ飲んじゃいますよー︕

こんばんは

6236 選択 miho 2008-04-07 22:14:04 返信 報告

sakiさん・みなさんこんばんは。
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遅くなってすみません。
sakiさん誘ってくれてありがとうございます。

桜がきれいですね。
 ちなみに今⽇私は中学３年⽣になりました。

Re:こんばんは

6238 選択 アネ研  ◆craoLd8Ou2 2008-04-07 22:27:44 返信 報告

mihoさん、こんばんは、
 もしかしたら、はじめましてかな︖(笑)

 ノンアルコールを集めてみました。
 あっちは、危ないので、こっちで⼀緒に飲みましょう。(笑)

おまたせ、⼭茶花さん、お酒強いんですか、ではでは、のみませう︕
 そーだ、スクリュードライバーどうですか︖

 こっれって、ジュースみたいなものなんで、グビグビいきましょう︕
 （おれが⼀番危なそう︕）(笑)

シヴァさん、おもしろーい︕

6239 選択 チョコレート 2008-04-07 22:27:53 返信 報告

> いつもいつもボケてられません。 
> それに⼥の⼈はギャップに弱いんですよね。今⽇はマジメモードです。 

 > おっと奥さん、オレの魅⼒に惚れちゃいけないぜ・・。 
 ぎゃははは︕シヴァさん、あまりに⾯⽩くてあいさつさえ忘れちゃいました（笑）。こんばんは〜。

 私も奥さんなんですが・・・惚れないように気をつけます(笑)。私はどちらかというといつものオモシロシヴァさん
のファンですがね･･･。

> ちなみにこの柵は・・、なんと柵です︕ 
 > それ以外は知りません︕ 
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ぎゃはははは・・おもろすぎ。今度は笑い上⼾なのかしら︖︖

さてさて、私も酔いつぶれる前に、sakiさんに⼀⾔エールをおくりま〜す︕
 いよいよ復帰ですね。⾚ちゃんがいる⽣活から職場への復帰は本当に⼤変だと思います。

 でも、あなたを⽀えてくれるご家族、ご両親もいますし、なにより、ここで⼤勢のZ研の仲間︖ファミリー︖もついて
ます︕

 sakiさんの⼼のこもった看護で、勇気をもらう⼈、希望を持つ⼈、きっとたくさんいらっしゃいますよ。
 だから頑張ってくださいね。いつもいつも応援していますよ。

 負けず嫌いなsakiさんだから、無理し過ぎませんように︕
 疲れたら、ここへ来て、愚痴をいっぱいこぼして、肩の荷もちょっぴりおろして休んで⾏ってね。待ってますよ。

Re:こんばんは

6240 選択 stray 2008-04-07 22:29:44 返信 報告

mihoさん、こんばん「は」（笑）。

春休みも終わって、また学校が始まりましたか︕
 中学は留年ないと思うけど（笑）、進級おめでとうございます︕

 さあ、さあ、まずは”駆けつけ３杯”って、飲ませちゃいかんよねぇ（笑）。
 ごめんね、おじさん酔ってるから（笑）。

sakiさん、違うってば。⼊学じゃなくて進学（笑）。

シヴァさん、怒ってないですよね︖（笑）怒ってない証拠に最後に（笑）付けてね（笑）。

アネ研さんへ（業務連絡）

6241 選択 stray 2008-04-07 22:34:25 返信 報告

⾄急、楽屋にお越し下さい（笑）。

Re:こんばんは
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6242 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-04-07 22:38:01 返信 報告

所⻑も酔ってるんだから〜。
 進級だっちゅうに︕(笑)

Re:第１回 Z研お花⾒♪

6243 選択 カーディガン 2008-04-07 22:41:34 返信 報告

こんばんは、みなさん。
 昼間から、たくさん飲めてしあわせですね。

 さて、私も参加させてください。こちらはまだ、桜が開花したばかりですね。
夜桜をとってまいりました。このすぐそばに、泉⽔さんが以前ライブをした会場があります。

みなさんに御礼︕

6244 選択 ｓａｋｉ 2008-04-07 22:41:34 返信 報告

mihoさん、こんばんは。

あせってしまって。またまたしっぱ〜いしちゃいました(^^;)
 よく来てくださいましたね、とても嬉しいですよ。

って⾔ってて、私はお別れの挨拶ですが、mihoさんはゆっくりしていて下さいね。

Ｚ研の皆様へ

いつも、くだらない事ばかり、⾔っててすみませんでした。
 みなさんの優しさに、どっぷり浸かっていて⼼地よかったですよ…

 とても失礼な事をしていたのかもしれませんね、お許し下さい。
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xxxさんから教えて頂いて、ここにやって来ました。
本当にxxxさんの仰ってた通りの⽅々ばかりでした。とても優しくして頂いた事感謝しています。

stray所⻑、Ｔ28部⻑、アネ妍警部、皐さん、チョコレート先輩、pine先輩、
 をはじめとするＺ研の皆様⽅にとても感謝の気持ちでいっぱいです。

お別れのような⾔葉になってしまいましたが、⼜これからもちょくちょくお邪魔させて下さいね。

Ｚ研は、とても楽しい所です… 
 これからは、頻繁に来れなくなるので今までの事、お礼とお詫びを⾔っておきたかったんです。

本当に、こんな私を可愛がって下さってありがとうございました。
 そして、失礼の数々を許して下さい。 

 チョコレート先輩ありがとうございました。⼜来ますね(^_^)v 

                 saki
 

Re:第１回 Z研お花⾒♪

6245 選択 カーディガン 2008-04-07 22:44:08 返信 報告

それで、これが盛岡の⽯割桜ですね。お菓⼦がちゃんとあるんですね。
 おいしいですよ(^_-)-☆

萌えキャラ登場︕︕

6246 選択 カーディガン 2008-04-07 22:52:00 返信 報告
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これはサクラ⼤戦のさくらちゃんです。
まだ当地では桜が咲いていませんので、お連れしました(^^♪

 なぜか、仙台出⾝だそうです。

中締め

6247 選択 stray 2008-04-07 23:14:43 返信 報告

さて、「Ｚ研お花⾒」もそろそろ終刻を迎えました。

飲み⾜りない⽅は、朝まで飲んでて下さってけっこうですが、
 ここ弘前は冷えますので、ミキティさんのコタツに⼊れてもらって下さい（笑）。

sakiさん、お詫びだなんてとんでもない。
 sakiさんがいらっしゃるとBBSがぱあ〜っと明るくなりますし、

 皐ちゃんを盛⼤に送り出すこともできました。
 こちらこそ感謝の気持ちでいっぱいです。

 お仕事たいへんかと思いますが、チョコレート先輩をはじめとして、
 Ｚ研のみんなが⼼の⽀えになりますので、がんばって下さい。

では、中締めと⾏きたいと思いますので、皆さんお⼿を拝借︕ ⼀本締めで︕

よ〜お、パン︕ PANさん来なかったなぁ（笑）。

Re:中締め

6248 選択 PAN 2008-04-07 23:23:43 返信 報告
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わ〜、遅くなっちゃってごめんなさい︕
⾷べ物はまだ残っていますか??

 

Re:中締め

6249 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-04-07 23:29:13 返信 報告

PANさん、なぜか、元気が出たので全部⾷べちゃいましょう。
 sakiさん、がんばりすぎないように、がんばってくださいね。︖(笑)

 みなさん、気をつけて帰ってくださ〜い。(笑)
 

Re:中締め

6250 選択 PAN 2008-04-07 23:38:02 返信 報告

アネ研さん、皆さんこんばんは︕
 それでは⾷べ物、全部いただきまーす︕

 Sakiさんへ
 あまりお話をする機会がなかったのですが、これからも是⾮

 ちょくちょく遊びにきてくださいね︕お仕事がんばってください︕
 

間に合わなかった・・・sakiさん

6251 選択 ⿊杉 2008-04-07 23:41:59 返信 報告

再び、皆様、今晩は。⿊杉です。

お初にお⽬にかかる⽅もいらっしゃいますね。よろしくお願いたします。
 pineさん、KOHさん、stray所⻑さん、sakiさん、御仕事のことを気遣っていただいて、ありがとうございます。

ですが、遅かったですね。

sakiさん。
 明⽇から、御仕事に復帰されるとのこと。⼦育てと仕事の両⽴、⽣半可な気苦労で済む事ではないと思いますが、ど
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うか、お体だけは気をつけて下さいね。
そして今度こそは、私と飲んでやって下さい。(笑)

 私、下⼾ですから、お酌いたします!
 無理をせず、明⽇から頑張って下さい。

KOHさん。初めまして。お声を掛けて頂いて恐縮です。
 > 仕事終わったら戻ってきてね〜︕︕

ありがとうございます。このお⾔葉で、戻りやすかった(笑)

> ここのみんなは花より酒じょ〜ぐ〜ですよね︕︕（笑）

KOHさん! ひょっとして同郷の⽅ですか? まさかZ研で沖縄の⽅⾔を御⽬にかかるなんて、思いもよらなかった。
 どうぞ、今後もよろしくお願い致します。

思いもよらないといえば、stray所⻑さん。
 さすが、お酒にお詳しい。(苦笑)

 古酒(クース)がお好きだとは存じませんでした。

>夜はこれですね「♪⽉をうか〜べ〜て 夜を語り明かそうよ♪」

pineさん。まいりました。(笑)
 桜の代わりに何か沖縄の物を、とばかり考えていたので思い浮かばなかった。坂井さんには、お酒つながりがありま

したね。 
ちなみに、私が最初に思い浮かべたのは「ハブ酒」です。(汗)

 ビジュアル的に刺激が強いので⽌めましたが、中学三年⽣もいらしていたとの事。⽌めて良かった。

Ｔ２８部⻑さん。
 申し訳ありません。私はまたやってしまいました。

 お名前を間違ってしまいました。編集して直しましたが、叱責を⽢んじてお受けいたします。本当に、申し訳ありま
せんでした。

Re:中締め

6252 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-04-07 23:44:46 返信 報告
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ビクッ︕（驚）
⼈がコタツで気持ちよっく寝てんのに・・・、

 なんでぇ、⼀本締めなんかして︕
 ⽬が覚めちゃったじゃんか︕（怒）

あっ、PANさん、こんばんは︕
 ⾷べ物︖ あぁ〜そこにたこ焼きあるよ︕

 マヨネーズかけないで取っておいたから、PANさん⽤って書いてあるから（笑）。

⾒上げたら、夜桜キレイだなぁ・・・。
 そんじゃ、お休みなさい・・・、zzz・・・。

おっと忘れるとこだった、PANさん、
 ピッチャーの⼀気飲み、クローザーよろしく︕︕（笑）

じゃねっ・・・、お・や・す・み、zzzz。
 

⿊杉さんへ

6253 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-04-07 23:54:18 返信 報告

こんばんは。

> Ｔ２８部⻑さん。 
 > 申し訳ありません。私はまたやってしまいました。 

 > お名前を間違ってしまいました。編集して直しましたが、叱責を⽢んじてお受けいたします。本当に、申し訳あり
ませんでした。

んっ︖ なにか悪さでもしましたか︖（笑）
 ダメですねぇ、悪さしちゃ（笑）。

酔ってたせいか、全然、まったく、気が付きませんでした（爆）。
 些細なミスなんか、お気になさいませんように・・・。

Ｐ.Ｓ. 私も古酒、⼤好きです︕ ご馳⾛様でした︕
 

https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/fe74074593f21197b7b7be3c08678616.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/6147.html?edt=on&rid=6253
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6253


怒ってませんって

6255 選択 シヴァ 2008-04-08 00:09:12 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑さん、こんばんは︕
  

> シヴァさん、怒ってないですよね︖（笑）怒ってない証拠に最後に（笑）付けてね（笑）。 
 怒ってませんって。

 そんなことで怒ったら泉⽔さんに笑われてしまいますよ。

（笑）←これはあんまり好きじゃないんですね。
 つけておいて「おもしろくないぞ」って思われたらイヤじゃないですか。

ｓａｋｉさん、こんばんは︕ってもう寝てますかね︖
 スルーしていただいてありがとうございます︕

 でも看護師さんと⼦育てを両⽴させようというあなたに免じて許してあげます︕

チョコレートさん、こんばんは︕
 なんと私にファンがいたとは・・。なんかプレッシャー感じてしまいますね。

Re:間に合わなかった・・・sakiさん

6256 選択 KOH 2008-04-08 00:13:56 返信 報告

⿊杉さんこんばんは︕

> ありがとうございます。このお⾔葉で、戻りやすかった(笑) 
よかった〜︕︕無事戻ってこれたんですね〜︕︕

  
> KOHさん! ひょっとして同郷の⽅ですか? まさかZ研で沖縄の⽅⾔を御⽬にかかるなんて、思いもよらなかっ
た。 

 > どうぞ、今後もよろしくお願い致します。
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残念ながら同郷ではないんです〜(;_;)
でも沖縄は好きで沖縄に友達もいるので毎年⾏ってます。

 最近は⼤阪で沖縄物産展とかに⾏ったらウチナンチュですか
 って声かけられますが・・。

 私も⽥舎が九州なもんで濃い顔だからかなぁ︖
 こちらこそよろしくです!!

 あ、酒ジョーグーじゃなくって、シマージョーグーかなぁ︖
 でもわたしゃシマーよりシシジョーグーですわ（笑）

 

Ｔ２８部⻑さん。賄賂ではありませんよ。(笑)

6257 選択 ⿊杉 2008-04-08 00:17:23 返信 報告

古酒> んっ︖ なにか悪さでもしましたか︖（笑）
 > ダメですねぇ、悪さしちゃ（笑）。

はい。悪さをしてしまいました。(反省)
 > 

> 酔ってたせいか、全然、まったく、気が付きませんでした（爆）。 
 > 些細なミスなんか、お気になさいませんように・・・。 

 > 
> Ｐ.Ｓ. 私も古酒、⼤好きです︕ ご馳⾛様でした︕

stray所⻑さんは就寝されているご様⼦ですし、Ｔ２８部⻑さんもいつ就寝されるか分からないので、
さっさと出します。(笑)

早く戻れたら出すつもりでとって置いたのですが、中締めとの事だったので…
 私が持っていてもしょうがない。私、下⼾ですから。(苦笑)

お酒の味が分かる⽅に飲んで頂けたら、こいつも幸せですね。

起きていらっしゃる皆さんで飲み⾜りないという⽅は、どうぞ。
 「まさひろ 26年」です。度数は上がって、４３度です。

 ⼆⽇酔いには、ご注意を。責任とれませんので(笑)
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追記
 ↑

 「⾸⾥王の 26年 43度」の間違いです。
 「まさひろ」は、別でとっといたやつでした。⾃戒の意味も込めて過ちを残しておきます。

 

シシジョーグー 分かる⽅いるかなあ~(笑)

6258 選択 ⿊杉 2008-04-08 00:33:23 返信 報告

KOHさん今晩は。起きていらしたのですね。(笑)

> よかった〜︕︕無事戻ってこれたんですね〜︕︕

はい。無事に⽣還できました。ありがとうございます。(笑) 

> 私も⽥舎が九州なもんで濃い顔だからかなぁ︖

私はてっきり沖縄の⽅だとばかり…⽅⾔お上⼿ですね。ひょっとしたら私より喋れるんじゃないですか(笑)

御顔が濃いとのこと。私は東南アジア系と⾔われます。(笑)

> あ、酒ジョーグーじゃなくって、シマージョーグーかなぁ︖ 
 > でもわたしゃシマーよりシシジョーグーですわ（笑）

KOHさん。
 たぶん、私たちしか意味が通じないと思いますよ。(笑)

 他に分かる⽅居るかな~?

KOHさんにしか通じないと思いますが。

KOHさん。私はイユジョーグーです。(笑)

今⽇のお花⾒会では、お互いの好物、出ましたかね。(笑)

Re:中締め

6259 選択 MISORA 2008-04-08 00:51:08 返信 報告
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みなさん。こんばんは｡｡｡

お花⾒晴れてよかったですね

もう帰っちゃいましたよね(;^_^A

Ｔ２８さん こんばんは。

> 素敵な夜桜ですね︕

ありがとうございます
 お写真無断使⽤しちゃいました

 すみませんm(_ _)m

> どうぞ、花⾒にご参加下さいね、って・・・。 
 > あらっ︖ ちょっと会場が・・・（汗）。

どじちゃいました。(笑;)
 だだいま到着しましたが、⽇付かわっちゃいましたし

 夜が明けちゃいますね p(･･,*) ｸﾞｽﾝ

strayさん こんばんは

> こっちは「お知らせ」スレなので、本番スレへお越し下さいね︕

設営場所ちがいでしたね(・・*)ゞ

> この加⼯、素晴らしいですね。どういう技をお使いになったんですか︖

ありがとうございます
 加⼯はPhotoshopを使⽤しています

 桜だけを切り抜き『照明効果』でﾗｲﾄｱｯﾌﾟしたものを
 ｺﾝﾄﾗｽﾄ加⼯した上にちょこんと｡｡｡

 まだまだ皆さんのようには加⼯ができませんが少しずつ
 がんばってみますのでよろしくお願いします(｡＞0＜｡)

P.S.
 sakiさん、pineさんの画像勝⼿に使⽤させていただきました。ごめんなさい｡｡｡
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【お花⾒のお知らせ】

6059 選択 stray 2008-04-03 21:35:05 返信 報告

皆さんこんばんは︕

Ｚ研の「お花⾒」を開催しま〜す︕（笑）

 ◎⽇時 ４⽉７⽇（⽉）午前９︓００〜終わるまで
  ◎場所 ここ

  ◎幹事 pineさん
  ◎会費 無料（※）

※会費は無料ですが、桜が開花したところは桜の写真をお持ちより下さい。
 まだ咲いていない地域の⽅は、適当に拾ってきて下さい（笑）。

 １⼈１枚は桜の写真を持参して下さいね。故郷の桜を⾃慢して下さい（笑）。
 飲み物・料理・おだんご等々の差し⼊れ⼤歓迎です。

 ご都合のよろしい時間帯にお集まり下さい。

Re:【お花⾒のお知らせ】

6093 選択 saki 2008-04-05 10:13:46 返信 報告

 
こ〜んな⼤事なお知らせ上げとかなくっちゃ (^^)/

しかし、ここは研究所ってお堅いイメージだけど…
 所⻑の呼びかけに、みんな知ら〜ん顔なんだもん（笑）

 「私、参加しま〜す」って⾔うレスが⼀つも無いなんて︖︖︖
 みなさんホ〜ント⾃由すぎ︕ ですよ〜（笑） 
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⼤丈夫かな〜︖  本当に当⽇みんな集まるのかな〜︖  ちょっとしんぱ〜い。
私、⼀⼈でおろおろしてる︖…

私、新⼈だからZ研お花⾒研修会場所取り担当として⼀番先（saki）に⾏って場所取りしておきますね。  
 ⽬印は、この旗ですよ〜 （かってに作っちゃった）(^^;)

 みなさんも早めに来てくださいよ〜   所⻑と⼆⼈っきりだとな〜んか ねぇ〜(^^;)

ミキティさ〜ん、⼣⽅から寒くなるといけないからコタツ持って来てね〜

Re:【お花⾒のお知らせ】

6094 選択 stray 2008-04-05 10:33:25 返信 報告

sakiさん、こんにちは︕

上げてくれてありがとうございます（笑）。

> 「私、参加しま〜す」って⾔うレスが⼀つも無いなんて︖︖︖ 
 > みなさんホ〜ント⾃由すぎ︕ ですよ〜（笑）  

 知らん顔して参加するっていう、サプライズを狙ってるんでしょうね（笑）。

Ｚ研の旗、カッコいいですね。ありがとうございます。
 ⽯辺の☆に⾚いハートが光ってて、すっごく気に⼊りました（笑）。

 ただURLが”zardロボ”になってるので（笑）、zard-labに直してください（笑）。
 で、URLを下に１⾏分下げていただければ、Ｚ研公式フラッグとして採⽤で〜す（笑）。

5/27の代々⽊に持っていこうかな（笑）。

所⻑、sakiさんへ

6095 選択 アネ研 2008-04-05 10:52:06 返信 報告

おはようございます。
 桜の写真を撮ったんだけど、あるところ（笑）に投稿したので、また、撮ってきますね。（笑）

 sakiさんへ
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了解でーす。
あのフラッグを探して⾏きますね。（笑）

ミキティさんへ
 今回は早めに来て、盛り上げといてくださいね。（笑）

Re:【お花⾒のお知らせ】

6097 選択 saki 2008-04-05 10:56:59 返信 報告

あははっ…︕

ごめんなさ〜いm(_ _)m

しっぱ〜いでした（笑）

英語はからきしだめ〜なsakiで〜す。

本当は、皐さんや、xs4pedさんみたいにキラーと光る星みたいのを⼊れたかったんです
けど…私には無理でした(T_T)

こんなんでいいですか〜︖

Z研フラッグ︕

6098 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-04-05 11:01:45 返信 報告

sakiさん、皆さん、こんにちは︕

おぉ〜、素晴らしいフラッグが出来ましたね︕
これなら遠くからでも迷いませんね（笑）。

> ただURLが”zardロボ”になってるので（笑）、zard-labに直してください（笑）。 
 > で、URLを下に１⾏分下げていただければ、Ｚ研公式フラッグとして採⽤で〜す（笑）。

あははは︕（笑） ホントだ︕ ZARDロボになってる︕（笑）
 sakiさん、訂正お願いします。 でも、ボロじゃなくてよかった︕（笑）
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> 5/27の代々⽊に持っていこうかな（笑）。

http://www.sometarou.co.jp/bigflag.html
 所⻑︕ ドーンと派⼿なサイズでお願いしますね︕︕（笑）

 

Re:Z研フラッグ︕

6099 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-04-05 11:04:29 返信 報告

あららっ（笑）。
 もう直してくれたんですね（汗）。

 ネタ探してたら遅くなっちゃった（笑）。
 

Re:Z研フラッグ︕

6101 選択 stray 2008-04-05 11:15:42 返信 報告

sakiさん、早速直してくれてありがとう︕
 いいんです、sakiさんの気持ちがこもってるのが、何より嬉しいです（笑）。

アネ研さん、おはようございます。
 > 桜の写真を撮ったんだけど、あるところ（笑）に投稿したので、 

 知ってます（笑）、⾒ました（笑）。

部⻑︕
 > http://www.sometarou.co.jp/bigflag.html 

所⻑︕ ドーンと派⼿なサイズでお願いしますね︕︕（笑）
 無理だっちゅうの（笑）。

 A3判が限界（笑）。

Re:Z研フラッグ︕夜の部(３次会・４次会︖)⽤

6105 選択 xs4ped 2008-04-05 14:07:19 返信 報告

https://bbsee.info/straylove/id/6059.html?edt=on&rid=6099
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6099
https://bbsee.info/straylove/id/6059.html?edt=on&rid=6101
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6101
https://bbsee.info/straylove/id/6059.html?edt=on&rid=6105
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6105


strayさん、sakiさん、皆さん、こんにちは。

> 知らん顔して参加するっていう、サプライズを狙ってるんでしょうね（笑）。 
 流⽯、鋭い洞察⼒︕(笑)

 レスするのが⾯倒なだけかも︖(笑)
 > 本当は、皐さんや、xs4pedさんみたいにキラーと光る星みたいのを⼊れたかったんで

すけど…私には無理でした(T_T 
 sakiさん、夜の部(３次会・４次会︖)⽤、こんなんでいいですか〜︖(笑)

 夜の部(３次会・４次会︖)に成れば⼈が集まらなくても、光に吸い寄せられて⾍が集まってくるでしょう。(笑)
 私もチョコッとだけ、参加させて頂きます︕

 夜勤なので14:00頃には寝ないといけないので・・・残念です。(T_T)
 おっと、もうそろそろ寝ないと・・・(-_-)zzz

Re:Z研フラッグ︕⾃発光型

6106 選択 stray 2008-04-05 14:50:15 返信 報告

xs4pedさん、こんにちは。

派⼿な旗だなあ（笑）。たしかに⾍はいっぱい集まってきそう（笑）。
  

> レスするのが⾯倒なだけかも︖(笑) 
 正解︕（笑）

xs4pedさんに対抗して、⾃発光型の夜⽤フラッグを作ってみました（笑）。
 酔っ払いがいっぱい集まってくるかな（笑）。

Re:Z研フラッグ︕

6108 選択 saki 2008-04-05 15:21:51 返信 報告

 
わぉ〜〜♡
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xs4pedさんも、所⻑も、すご〜い ♡

キラキラがい〜ぱい &  まぶしい〜  どうやってやるの︖

ねぇ〜♡  おせぇ〜て ｺﾞﾛﾆｬﾝ ♡♡

sakiさんへ

6109 選択 stray 2008-04-05 15:44:33 返信 報告

こんにちは。
 sakiさんの作品をいじって遊んでます（笑）。

たしか、Photoshop Elements をお持ちでしたよね。
 私の細⼯は、[フィルタ]→[変形]→[光彩拡散]でやりました。（私のはver.5）

皐ちゃんが得意なキラキラは、どうやるのか知らないんです。
 たぶんソフトが違うのだと思いますが、xs4pedさんが起きたら聞きましょう（笑）。

Re:【お花⾒のお知らせ】

6112 選択 ⿊杉 2008-04-05 18:58:19 返信 報告

stray所⻑さん、今晩は。幹事のpineさん、司会のチョコレートさん、Z研お花⾒研修会場所取り担当sakiさん、初め
まして、でしょうか。

  
お花⾒とのことですが…

> ※会費は無料ですが、桜が開花したところは桜の写真をお持ちより下さい。

stray所⻑さん、そりゃないですよ〜(悲)

> まだ咲いていない地域の⽅は、適当に拾ってきて下さい（笑）。

咲いていない、のではないのです。
 沖縄では、とっくに枯れちゃってるんですよ〜(悲)
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⼀⽉には咲きますから、今ではもう、裸です。桜、完璧に散ってます。寒そうです。枝、だけです。

もっとも、咲いていたとしても画像の取り込み⽅がイマイチよく分からないので、参加できたかどうか微妙ですが。
(苦笑)

私は下⼾でもありますし、こうなったら星⾶雄⾺の姉、明⼦のように、あの輝くZ研の旗の更に奥の⽅で、皆様の姿を
拝⾒させて頂くことにします。(笑)

 (これじゃ、ストーカーですね。すいません)(苦笑)

ストーカーと⾔えば、私は…⑥号です。(汗)
 皆さんと同じく、坂井さん以外、眼中にありません。(笑)

 xs4pedさんが、男の性(サガ)なのでしょうがないですね、と仰られていましたが、正にその通りだと思います。

stray所⻑さんやアネ研さんのように、ロケ地捜査までは思いも寄りませんでした…私には、遠い道のりですね…

Re:【お花⾒のお知らせ】

6117 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-04-06 10:20:12 返信 報告

ふぁ〜、眠いなぁ〜。

場所取っとくけど、途中で誰か代わってよ〜︕（笑）
 

⽴て看

6118 選択 stray 2008-04-06 11:36:13 返信 報告

部⻑、おはよ︕

場所取りご苦労さま（笑）。
 誰も代わってくれそうにないので、⽴て看を⽤意しました（笑）。

これならミキティさんも迷わないでしょう（笑）。
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Re:⽴て看

6119 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-04-06 11:49:09 返信 報告

そぉ〜⾔わずに代わっておくれよ︕（笑）

⼣⽅には、妥スキンさんが納品に来るからさ︕
 

部⻑代わりま〜す︕

6122 選択 saki 2008-04-06 15:29:51 返信 報告

ごめんなさ〜いm(_ _)m

今⽇は、朝からお客さんばかりで、今気付きました。

やっぱり、そういうのは下っぱがやらなくちゃいけませんね。
 今から交代しま〜す。

 明⽇の為に鋭気を養って下さいね〜

Re:部⻑代わりま〜す︕

6124 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-04-06 16:25:27 返信 報告

sakiさん、どうもアリガト︕
 じぁ〜ちょっとだけ、お願いしますね。
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もうすぐ妥スキンが来ることになってるから、
適当に置いといて貰ってね。

 

毎度どうも〜︕（笑）

6125 選択 妥スキン ◆8j2i1leO1. 2008-04-06 16:41:01 返信 報告

Z研さま、毎度ありがとうございます︕ 妥スキンです。
 部⻑さんから、明⽇の花⾒⽤にと、ご依頼戴いたレンタル機器の納品です。

まずは、通信カラオケのセットです。
 えっと・・・、こちらで宜しいですか︖

 

Re:毎度どうも〜︕（笑）

6126 選択 妥スキン ◆8j2i1leO1. 2008-04-06 16:42:35 返信 報告

次は、たこ焼き器です。
 

Re:毎度どうも〜︕（笑）

6127 選択 妥スキン ◆8j2i1leO1. 2008-04-06 16:43:47 返信 報告

これは、綿菓⼦の機械です。
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Re:毎度どうも〜︕（笑）

6128 選択 妥スキン ◆8j2i1leO1. 2008-04-06 16:50:14 返信 報告

最後は、たいやき器です。

どうしてもコレだけは外せないと、しつこく⾔われまして・・・。
 特別になんとかしました（笑）。

え〜、では、失礼します。
 ありがとうございました。
 今後とも宜しくお願いいたします。

それから、明⽇も納品がありますので、朝に伺います。
 

sakiさん、ありがとうございました︕

6130 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-04-06 17:01:34 返信 報告

おっ︕ 妥スキン来たんですね︕（笑）
 意外にちゃんとしてるなぁ（笑）。妥スキンのくせに・・・。

あとは、私が場所取りしてますので、sakiさんは帰って良いですよ︕
 明⽇の花⾒には、参加して下さいね。

 どうもありがとうございました︕
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Ｐ.Ｓ. そうだ︕ 妥スキンに連絡しとかなきゃな。
 ”プルルルル、あっ、妥スキンさん︖” ”ハイ︕妥スキンです”

  ”納品ご苦労様、え〜それで請求の⽅は・・・、” ”所⻑さま宛でよろしいんですよね︖”
  ”そうそう︕ 分かってるね︕ そういうことでヨロシク︕” ”有り難う御座いました︕”
 

お花⾒♪ お花⾒♪

6131 選択 ミキティ 2008-04-06 17:53:51 返信 報告

 みなさん こんばんは
 明⽇はお花⾒ですね☆

  準備は着々と（＾＾） お⼿伝いに来ました
 （＾＾）

 部⻑さん sakiさん☆
  場所取りありがとうございます♪

  夜は寒くなるので 私MYコタツを持ってきましたので
 夜間は私にお任せくださいね（＾＾）V

 所⻑さん ⽬印の旗をかかげて下さってありがとうございます。私迷いやすいので 予⾏練習で場所取り兼ねて来
ましたよ（＾＾）sakiさん とってもきれいな鮮やかな旗をありがとうございます（＾＾）

  
  所⻑さん みなさん お声かけをありがとうございます

 （＾＾）とってもうれしいです 感謝しています
   アネ研さん 私のキャラで盛り上げ⼤丈夫でしょうか

  がんばります☆
 xs4pedさん 睡眠をしっかりとってお待ちしています♪

  ⿊杉さん はじめまして（＾＾）
  沖縄は桜 終わってしまったのですね でもぜんぜん⼤丈夫です わいわい楽しく盛り上がりましょう

  明⽇ 楽しく参加させてくださいね
  よろしくお願いします（＾＾）
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 追伸 みなさんどうぞこれからも宜しくお願いします。
   カフェ従業員のみなさん ただいま落書き帳に⼊れなく投稿出来ずにすみません。あらためてお礼と投稿させ
てくださいね 本当にありがとうございました（＾＾）

 

幹事のクセに…

6132 選択 pine 2008-04-06 18:03:53 返信 報告

皆さん こんばんは︕
 幹事のpineです。のはずなんですが、遅くなってすみません。(汗)

 準備にものすごく盛り上がっていてびっくりです。
 とりあえず、場所取り交代しますね。

Re:Z研フラッグ︕

6133 選択 xs4ped 2008-04-06 19:00:06 返信 報告

sakiさん、strayさん、こんばんは。
 今、起きました。(笑)

> キラキラがい〜ぱい &  まぶしい〜  どうやってやるの︖ 
 > ねぇ〜♡  おせぇ〜て ｺﾞﾛﾆｬﾝ ♡♡ 

 > たぶんソフトが違うのだと思いますが、xs4pedさんが起きたら聞きましょう（笑）。 
 私は、PhotoScapeと⾔うフリーソフトをメインに使⽤しています。

 フリーソフトですが、かなり⾼い機能ですよ。
 http://photoscape.jp.brothersoft.com/

場所取り、準備ご苦労様です︕

6134 選択 xs4ped 2008-04-06 19:27:04 返信 報告
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皆さんこんばんは︕

Ｔ２８さん、sakiさん、ミキティさん、pineさん
 場所取り、準備ご苦労様です︕

 「特別」差し⼊れです︕ 
 夜は冷えるので、「マイブレンド」で温まって下さい。(笑)

 

Re:場所取り、準備ご苦労様です︕

6135 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-04-06 19:50:31 返信 報告

xs4pedさん、こんばんは。

「特別」差し⼊れありがとうございます。
 カップの絵柄が⼼憎いですね（笑）。

>私は、PhotoScapeと⾔うフリーソフトをメインに使⽤しています。 
 >フリーソフトですが、かなり⾼い機能ですよ。 

 このソフト使いやすそうですね。今度試してみようと思います。
 ご紹介どうもです。

 えっ︖お前に紹介してないよって︖（笑）
 

お花⾒前夜なのに︖

6136 選択 saki 2008-04-06 20:04:24 返信 報告

お花⾒前夜なのに、チョット盛り上がり過ぎ︖︕

それにしても、いろんな物が集まってますね。
 出店を開いて財政の苦しい研究所の運営資⾦を稼いだ⽅がいいような…

xs4pedさん、何時もありがとうございます。
 今度キラ-と光る作品を作ってみますね。
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私の場合、作品って⾔う物ではないですけど(-.-;)

pine先輩、幹事ご苦労様です。
 楽しみましょうね(^o^)／。

所員のみなさんは勿論、ゲストのみなさんも⼀緒に楽しみましょう＼(^o^)／

ありがとうございす(*^_^*)

6137 選択 ミキティ 2008-04-06 20:08:28 返信 報告

xs4pedさん みなさん こんばんは(^-^)          xs4pedさん♪ 『特別』差し⼊れありがとうございます あわ
ぁ〜 あったまるぅ マイブレンド特別においしいです(^-^) ありがとうございまーす☆  おかわりしてもいい
ですか(^_-)           さてさて夜はまだまだ⻑いなぁ 何してようかな〜（笑）         
あっっ 妥スキンさんがカラオケセット準備していったから マイクのテスト兼ねてこっそり 練習していようか
な〜 ♪かけがえのないものぉ それはみなさんよぉ♪ （笑）        PS 初携帯からなので変なところがあったら 
ヘンだよぉ（笑）って教えてください〜

Re:お花⾒♪ お花⾒♪

6142 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-04-06 22:02:07 返信 報告

こんばんは、
 ミキティさん、みなさん、

 ちと、早いですが、ここからは、深夜担当の私が担当しま〜す。
差し⼊れ募集中ですので︕

あっパソコン忘れた。(汗）
 今晩は、もう連絡とれません・・・

Re:【お花⾒のお知らせ】

6144 選択 チョコレート 2008-04-06 22:40:46 返信 報告
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所⻑さん、皆さん、こんばんは。チョコレートです。ご無沙汰しております。
なにやらお花⾒があるとか･･･うわさを聞いてふらっと下⾒に来ました〜。

 もうすでに盛り上がってますね〜。いろんな道具も運び込まれて・・屋台出すんですか︖
 楽しみだなー︕明⽇来れるように頑張らなくちゃ。

pineさん、明⽇は幹事さん、よろしくお願いします︕司会は花⾒には必要ないですよね︖
 sakiさん、すっごく素敵なフラッグを作ってくださり、ありがとうございます︕

 すぐに場所がわかったので助かりました。場所取りもありがとうございました。
 明⽇はsakiさんの仕事復帰前の壮⾏会も兼ねているのかな︖ね、所⻑さん︖そうですよね。

 アネ研さん、「翼を広げて」ロケ地捜査で早くも⼤⾦星ですね︕素晴らしい捜査⼒︕感⼼します。
 別スレでp.y.のPVで泉⽔さんの胸の⿊いブローチに気づかなかったという話ありましたよね︖

 何を隠そう、⑦号（ひょっとして初の⼥性⼤ボケ⼤賞︖）の私･･･には憧れですね〜。
 ⿊杉さん、はじめまして、チョコレートと申します。沖縄にお住まいなんですね。

 桜の写真はお気になさらずとも⼤丈夫ですよ。Z研はそういうところですから(笑)。
 遠慮なさらずに楽しんでくださいね。

 xs4pedさん、明⽇は夜勤があるんですね。⼤変ですね。でも、ちょっとでも顔を出して頂けたらうれしいです。よろ
しくお願いします。

 ミキティさん、コタツ持参ですか︕場所取りありがとうございます。
 ⾵邪引かないようにしっかり防寒でお願いしますね。明⽇はパーッと楽しくやりましょう︕

 部⻑さん、場所取りと物品の⼿配、ありがとうございました。さすが〜、すっごいものがそろってますね。楽しみで
す。

 所⻑さん、たくさんの貴重なビデオの⼤放出、ありがとうございます︕どれも私は⾒たことのない番組︖でした。
 しばらくはうっとりしながらリピートさせて頂きます。

さて、場所取りのミキティさん、あれ︖アネ研さんもいらっしゃる︖私もコタツで暖まらせてもらおうかしら︖
 良ければ⼀緒に場所取りをちょっとだけ･･･。

 差し⼊れ持ってないじゃん︕私ってダメね〜すみません。
 

お花⾒までカウントダウン

6145 選択 ミキティ 2008-04-06 23:09:51 返信 報告
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みなさん こんばんは♪  深夜班のアネ研さん(^-^)場所とり 交替お声をかけて下さってありがとうございまーす 
あれっ  PC取りに戻っているのかな〜  こたつもいい感じにあたたまっていますので どうぞお⼊りください こ
ちらに⼊れるのは超貴重ですよ（笑） チョコレートさん(^-^) 下⾒にお寄りになってお会い出来てうれしいです
(^-^) 少しあたたまってみんなで雑談をしながら☆アネ研さんにバトンタッチお願いしましょうか  所員さん 
ゲストさんは場所とりまであたたかく気に掛けて下さって素晴らしいですね 明⽇に備えてみなさんゆっくり休んで
くださいね アネ研さんも早めに⾝体を休めて明⽇ 楽しみましょう〜 看板さんが眩しく輝いているから場所も⼤
丈夫でしょうo(^-^)o みなさん明⽇楽しくお会いしましょうね(^-^)

Re:お花⾒までカウントダウン

6146 選択 stray 2008-04-06 23:30:27 返信 報告

みなさん こんばんは

明⽇はお天気が悪いみたいですね（笑）。
 東北は晴れそうなので、弘前城公園でやりましょう︕（笑）

アネ研さん、ミキティさん、チョコレートさん、
 コタツ持って夜⾏に乗って下さいね〜(^-^)。

 お休みなさ〜い（笑）。

罰当たりが⾔うのもなんですが、お花⾒、楽しまれてください。

6148 選択 ⿊杉 2008-04-07 08:47:56 返信 報告

皆様、おはようございます。朝早くから失礼いたします。⿊杉です。

ミキティさん、初めまして。初対⾯にも関わらず、

>沖縄は桜 終わってしまったのですね でもぜんぜん⼤丈夫です わいわい楽しく盛り上がりましょう

と、優しいお⾔葉をかけて頂きまして、ありがとうございます。

また、チョコレートさんも初めまして、ですね。お⼆⽅ともお名前はかねがね存じておりましたが、声をかけて頂き
嬉しい限りです。
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> 何を隠そう、⑦号（ひょっとして初の⼥性⼤ボケ⼤賞︖）の私･･･には憧れですね〜。

驚きました。⼥性の⽅から⑦号が出るなんて。(笑)
 でもそれは、坂井さんの魅⼒には同性でもあがらえない部分がある、という事ですよね。

 私やシヴァさん達とは、ちょっと、いや、だいぶ違うかもしれませんね(汗)

> 桜の写真はお気になさらずとも⼤丈夫ですよ。Z研はそういうところですから(笑)。 
 > 遠慮なさらずに楽しんでくださいね。

本当に、ありがたいお⾔葉です。
 stray所⻑さんをはじめ、研究所の皆様のお許しが出るのなら参加させて頂きたかったのですが、私はすっかり⽇付を

勘違いしておりました。
 てっきり⽇曜⽇に開催されるとばっかり…。休みだ、参加出来るかも! と浮かれまくってしまいました。(⾺⿅ですよ

ね)

「お花⾒開催」という⽂字しか⽬に⼊っておりませんでした。⽇時をすっ⾶ばして注意事項だけ読み、stray所⻑さん
に「沖縄の桜は、もう枯れました!」と絡みまくってしまいました。

 stray所⻑さん、その節は誠に申し訳ありませんでした。

罰が当たりました。

お昼から仕事です。ちなみに、⼆時間ほど前に仕事から帰ってきたばかりで、今から就寝です。世間の皆さまとは、
就寝時間が逆転しております。

 参加する云々の前に、拝⾒する事さえままなりません。

⽬上の⽅にふざけた⼝を利いた罰が当たったのです。
 重ね重ねstray所⻑さん、お詫び申し上げます。申し訳ありませんでした。⽴ち⼊り禁⽌だけは、ご勘弁ください。

私が⾔うことではありませんが、皆さん、楽しまれてくださいね。あと、飲みすぎにはご注意を。体によくありませ
んからね。

 では、⻑々と失礼を致しました。おやすみなさい。

⿊杉さんへ♪

6167 選択 ミキティ 2008-04-07 12:04:03 返信 報告
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⿊杉さんへ☆⼺      こんにちは ご返信ありがとうございます     私が投稿する場⾯ではないかもし
れませんが 罰があたったなど全然ないと思います 当たったのは研究所のみなさんと楽しいゲストさんにお会い出
来た運命 機会が当たったのだと思います(^-^) もし少しでもお時間がありましたらお花⾒に是⾮⾜を運んでくだ
さいね(^_-)        お待ちしていますo(^-^)o

⿊杉さんへ

6169 選択 stray 2008-04-07 12:16:00 返信 報告

こんにちは、私がレスしなかったせいで、ご⼼配をおかけしたようで申し訳ないです。
 「桜が咲いてないところは、適当に拾ってきて」と書いたので、

 「すでに桜が散ったところも同様」と理解していただけるものと思ってました。
 なんも謝る必要はありませんし、お時間がありましたら、ぜひ花⾒会場にお⽴ち寄り下さいね︕

 サプライズも（たぶん）あります（笑）。お待ちしてますよ︕

⿊杉さんへ

6183 選択 pine 2008-04-07 14:14:02 返信 報告

⿊杉さん はじめまして︕pineです。
 ご挨拶が遅くなって申し訳ありませんm(_ _)m

沖縄にお住まいなんですね。桜は１⽉ですか、それではもうハイビスカス等の夏の花が咲き誇っているのでしょう
か。
お仕事、お忙しそうですが、もし時間が許せばちょこっと覗きにいらしてくださいね。

 「来たよ〜」と⾔って下さるだけで嬉しいですから。

Re:【お花⾒のお知らせ】

6205 選択 MISORA 2008-04-07 19:27:00 返信 報告

strayさん
 皆さんお疲れ様です
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> Ｚ研の「お花⾒」を開催しま〜す︕（笑）

参加させてくださいね

⽇も暮れてまいりましたのでライト持参しました
 

MISORAさんへ

6207 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-04-07 19:39:06 返信 報告

MISORAさん、こんばんは。

素敵な夜桜ですね︕
 どうぞ、花⾒にご参加下さいね、って・・・。

 あらっ︖ ちょっと会場が・・・（汗）。

こっちは寂しいので、是⾮メイン会場の⽅へ、どうぞ︕
 #6147のスレですよ〜︕

 

MISORAさんへ

6208 選択 stray 2008-04-07 19:48:22 返信 報告

こんばんは︕
 こっちは「お知らせ」スレなので、本番スレへお越し下さいね︕

 この加⼯、素晴らしいですね。どういう技をお使いになったんですか︖
 教えて ゴロニャン☆ミ（笑）

昨⽇のCOUNT DOWN TV
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6123 選択 stray 2008-04-06 15:44:35 返信 報告

皆さんこんにちは。

昨⽇のCOUNT DOWN TVで、驚くべき映像が流れました。
 泉⽔さんが「負けないで」を唄っているのですが、このマイク⾒覚えありません︖

 93年11⽉に⽇本⻘年館で撮影された映像に出てくるマイクです。
 昨年の武道館追悼コンサートでも、⽇本⻘年館で撮影された未公開映像が多々ありました。

 http://bbsee.info/straylove/id/507.html#a527

「愛は暗闇の中で」PVも⽇本⻘年館で撮ったもののようなので、
 当時未制作だった1st〜4thALのPVも、合わせて⼀気に撮影したのではないかと推測できます。

 ⼤阪3公演・代々⽊公演は、昨年以上の興奮が待ってるかも知れませんね︕

ところで、2008コンサートツアーの位置づけなんですが、
 5⽉4⽇の愛媛公演までは「2007コンサートの再追加公演」で、

 5⽉23・24・25⽇の堂島リバーフォーラムと、5⽉27⽇の代々⽊は、
 セットリストががらっと変わると思っていいのですよね︖

 そこがよくわかんないんだなぁ（笑）。

Re:昨⽇のCOUNT DOWN TV

6139 選択 カーディガン 2008-04-06 21:29:26 返信 報告

所⻑さま、みなさん、こんばんは。

これですね。

Re:昨⽇のCOUNT DOWN TV
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6140 選択 カーディガン 2008-04-06 21:45:03 返信 報告

これもですね。

Re:昨⽇のCOUNT DOWN TV

6141 選択 カーディガン 2008-04-06 21:45:48 返信 報告

これもかな。

Re:昨⽇のCOUNT DOWN TV

6143 選択 カーディガン 2008-04-06 22:14:22 返信 報告

> 
 「愛は暗闇の中で」PVも⽇本⻘年館で撮ったもののようなので、

 この格好っぽいですね。レザーパンツなのが違うところで。

＞5⽉4⽇の愛媛公演までは「2007コンサートの再追加公演」で、
 5⽉23・24・25⽇の堂島リバーフォーラムと、5⽉27⽇の代々⽊は、

 セットリストががらっと変わると思っていいのですよね︖

5/23・24・25までは、通常の公演と⼤幅には変わらないのでは。昨年の追悼ライブを⾒られなかった⽅のために全
国公演をするという位置づけですから。5/25は代々⽊に向けて、少しだけ何かあるかもしれませんけど。
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代々⽊は、今までの公演とは位置づけが違いますから、かなり変えてくると思いますが。代々⽊はWEZARDも特別な
位置づけとしていますから、そうしたいと思っているのではないでしょうか。

 

落し物みっけ︕

6120 選択 遺失物係 2008-04-06 13:01:44 返信 報告

⾳源はDVDの模様
 [What a' beautiful moment]

 http://www.mediafire.com/?h2jry9mlddt
 

Re:落し物みっけ︕

6121 選択 stray 2008-04-06 15:10:39 返信 報告

内容は DVD[What a' beautiful moment]をmp3化したものです。
 遺失物係さんの配信意図がわかりかねます…。

Re:落し物みっけ︕

6129 選択 通⾏⼈ 2008-04-06 16:59:03 返信 報告

DVDの⾳源をmp3で抜き出したものですね
 ipodなどで聴くにはいいものですが

 ⾃分以外に公開するのは︖

お願い

6110 選択 なおべー 2008-04-05 18:38:58 返信 報告
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いつも楽しく拝⾒しております。
今回発売の2曲のPVで画質がかなりよいフルバージョンが

 http://www.showtime.jp/special/music/zard/
 にあるのですが、わたしのMACでは視聴がかないません。

 どなたかUPしていただけないでしょうか︖
勝⼿なことを突然申し出ましたがよろしくお願いします。

Show Time 動画

6111 選択 stray 2008-04-05 18:46:52 返信 報告

なおべーさん。はじめまして︕

”かなりよい”かどうかは、評価が分かれると思いますが（⼀回りサイズも⼩さいので）、
 wmvでアップしますね。

 http://www.filebank.co.jp/wblink/b37ccb1daeb6d4664a1d0c1b27f60212
 http://www.filebank.co.jp/wblink/3d58fed561426d1d79548be40c6e3e83
 

Re:ありがとうございます

6115 選択 なおべー 2008-04-05 23:14:05 返信 報告

早速ありがとうございます。
 友⼈の家で⾒せてもらってからまた⾒たくて⾊々やってみたのですが、私のボロMACでは、YahooのもだめでFlash

バージョンの短いのしか⾒れなかったので、ほんとに感謝いたします。

●● NO. Don't you see 3ver. ●●

6107 選択 stray 2008-04-05 15:13:48 返信 報告
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皆さんこんにちは。
Ｚ研決算⼤放出もこれが最後となりました。

 また来年もやりますので、⾸をなが〜くして待っててちょ︕（笑）
 「Don't you see」は3ver.⼊ってます。

 「果てしない夢を」は予めお断りしておきますが、つまらないです（笑）。

NO.Don't you see.wmv（72.9MB）
 http://www.filebank.co.jp/wblink/03c60f45036040e9325c911cab6bb716

果てしない夢を.wmv（16.3MB）
 http://www.filebank.co.jp/wblink/dc4ef33d73348c60bc79cfc878e8fac6

ら、来年ですか︕︖

6114 選択 シヴァ 2008-04-05 22:14:15 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑さん、こんばんは︕

> Ｚ研決算⼤放出もこれが最後となりました。 
 > また来年もやりますので、⾸をなが〜くして待っててちょ︕（笑） 

 来年って・・。ショーック︕︕
 > 「Don't you see」は3ver.⼊ってます。 

 途中までＰＶと同じだな〜って思ってましたけど、途中から⾒たことない写真がありました︕
 「おおっ︕」ってＰＣの前で⾔ってしまいました︕ありがとうございます︕

> 「果てしない夢を」は予めお断りしておきますが、つまらないです（笑）。 
 頂いておいて⾔うのもなんですが、確かに・・。（＾＾）

 いきなり男がアップになった時は「なんだこれはっ︕」って思ってしまいました。
 

Yahoo! Sound Station
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6091 選択 atti 2008-04-05 01:08:22 返信 報告

皆さん、こんにちは。
 WEZARD 4/3更新にTV,WEB項⽬が追加されています。

Yahoo! Sound Station
 Web巡回時に再⽣しながら聞いていると、

 「愛は暗闇の中で」04:39は確認できました。
 あえて⾳量は⼩さくして聞くことに(CD発売まではフルでは聞かないように・・・(笑))

http://station.music.yahoo.co.jp/channel?c=791605702
 5/3までなので、Web巡回時には、しばらく利⽤しようかと。

PS.今、「翼を広げて」04:34が再⽣された。
 ボリュームを下げてと・・・

Re:Yahoo! Sound Station

6103 選択 xs4ped 2008-04-05 11:27:25 返信 報告

attiさん、こんにちは。

> Yahoo! Sound Station 
 > あえて⾳量は⼩さくして聞くことに(CD発売まではフルでは聞かないように・・・(笑)) 

 情報有難う御座います︕（*^_^*）
 早速、あえて⾳量を⼤きくしてFullで聴かせて頂きました。(笑)

 「翼を広げて」最⾼で〜す︕(^_-)-☆
 聴いていて、ちょっとウルッと来てしまいました。(涙)

 発売まで待ちきれませ〜ん。
 リピートしまくりま〜す。

 「愛は暗闇の中で」も最⾼で〜す︕
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【お知らせ】

6083 選択 stray 2008-04-04 20:52:12 返信 報告

皆さんこんばんは。

当ＢＢＳの「投稿規程／編集・削除⽅法」が、サイトマップ内にあるのですが、
 誰も気づいてくれないようなので（笑）、Ｚ研バナーの下にリンクを貼りました。

投稿の際に「編集キー」を⼊れてあれば、簡単に「編集・削除」ができます。

⿊杉さんへ
 編集・削除の練習してみて下さい（笑）。

蒲池幸⼦時代の話題はいっこうに差し⽀えありませんが、
 いたずらに性的興味をそそる画像・映像の投稿はお控えください。

 具体的には、⽔着・ハイレグ・セミヌードの類です。
 先⽇Ｚ板に貼られた化粧の濃い画像は、ＫＱ時代の映像キャプです。

 東映カラオケのキャンペーンで、3曲ほど唄を披露されている14分あまりの映像で、
 おそらく泉⽔さん亡き後、関係者によって流出したものです。

 年末頃ヤフオクで出回ってました。

死因に関する話題は、私は⼤歓迎ですが、物証がない中で議論しても⽔掛け論に
 なるだけなので⽌めておきましょう。時が経てば、いずれわかるでしょうから。

Re:【お知らせ】

6092 選択 ⿊杉 2008-04-05 07:50:43 返信 報告

 
> 当ＢＢＳの「投稿規程／編集・削除⽅法」が、サイトマップ内にあるのですが、 

 > 誰も気づいてくれないようなので（笑）

はい。その気づいていない⼤間抜けは私です。(恥)

> 投稿の際に「編集キー」を⼊れてあれば、簡単に「編集・削除」ができます。
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そのようなことが出来るのですか? パソコン歴ひと⽉の私には思いもよりませんでした。(苦笑)

> ⿊杉さんへ 
 > 編集・削除の練習してみて下さい（笑）。

はい。御⼿間をおかけいたしました。以後気をつけます。

【お知らせ】（追記）

6100 選択 stray 2008-04-05 11:10:08 返信 報告

私は、このBBS（bbsee）をとっても気に⼊っています。
 研究所なので、１つ１つの記事が貴重な財産であり、

 ・記事が無限に保存される
 ・1Mまでの画像を貼れる

 ・１つ１つの記事にURLを貼り付けられる
 は譲れない機能でした。加えて、

 ・邪魔な投稿フォームがない
 ・「記事⼀覧」クリックで、新着順表⽰が可能

 ・「アルバム」クリックで、画像からも記事検索が可能
 ・デザインのカスタマイズが可能

 であることも気に⼊った要因です。そして何より、

管理⼈様がとっても親切なのです。

ユーザーの要望をちゃんと実現して下さいます。（携帯対応、上部にスレッド名表⽰、etc…）
 現在も「サイト内語句検索」の機能化に向け、データを蓄積中です。

 近いうちに、記事検索がもっと便利になるでしょう。

ですから、スペースを気にする必要はまったくありませんし、
 どんなに古〜いスレを引っ張り出してきても、ぜんぜんかまいませんので（笑）。
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» bbsee [PR]AdSenseにハブられたらこれ . オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [6063]●● NO.「きっと忘れない」2ver. ●●(3) [6062]●● 「異邦⼈」PV ●●(3) [6070]VMC 愛は暗闇の中で PV(6) [6074]
「負けないで」ふるさと編(2) [6027]●● 揺れる想い another ver. ●●(10) [6064]★MU-GEN 4/2★(0) [6038]皐ギャラリーの
更新(11) [6018]「翼を広げて」PV(5) [6034]ミュージックステーション 春の3時SP (0) [6032]公式サイト PV公開(0)

新しい話題を投稿する

« 71 70 69 68 67 66 65 64 63 »

●● NO.「きっと忘れない」2ver. ●●

6063 選択 stray 2008-04-03 22:39:46 返信 報告

これって、前にアップしましたっけ︖
 わけがわからなくなってきました（笑）。

2ver.⼊ってますが、1本⽬はレアだと思います。

NO.きっと忘れない.wmv（34.3MB）
 http://www.filebank.co.jp/wblink/a7d0d8d1be346c50701127b42d08079d
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プロデューサー、正気か︕

6087 選択 シヴァ 2008-04-04 22:14:01 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑さん、こんばんは︕って今⽇何回⽬だろ・・︖

たぶん初めてだと思います。貴重な映像、ありがとうございます︕
 ⾒たことない映像がいっぱいでした︕

最初の「１０⽉から始まった・・」っていうテロップがすごい邪魔ですよね︕
 泉⽔さんのお顔が隠れてしまう時がある︕

 テレ朝のプロデューサーは何考えているんでしょう︖︕

テロップといえば何か下に流れていたようですけど、全く興味がないので全然記憶にないですね︕
 

シヴァさんへ

6088 選択 stray 2008-04-04 22:48:15 返信 報告

こんばんは︕

”エコ”にエコひいきが⼊るとは知りませんでした（笑）。
 明⽇から私も実践することにします（笑）。

 シヴァさんの仰るとおりで、私も「ロケ地探索」を始めるまでは、
 泉⽔さんのお顔の映像以外はまったく無関⼼だったんです（笑）。
 最近は、たとえば上の写真に写ってる本屋さん︖が何処なんだろ︖とか、

 そういうところばかり気になっちゃうようになりましたけど。所⻑病ですね（笑）。

上⽊彩⽮さんの件、まったく同感です。
 泉⽔さんの歌声も機械的な処理が加わっているので、上⽊さんの声も同様に

 何か細⼯したのかも知れませんが、まったく違和感ないですよねぇ。
 聞く前から反対するのは私もどうかと思いましたが、Ｚ板はそういうところなので（笑）。

権威なんて元からない「所⻑＆部⻑」なので、ぜんぜん気になりません、ねっ、部⻑︕（笑）

https://bbsee.info/straylove/id/6063.html?edt=on&rid=6087
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6087
https://bbsee.info/straylove/id/6063.html?edt=on&rid=6088
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Re:シヴァさんへ

6089 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-04-04 23:21:58 返信 報告

> 権威なんて元からない「所⻑＆部⻑」なので、ぜんぜん気になりません、ねっ、部⻑︕（笑） 
 ねっ、所⻑︕（笑）

 おちゃらけコンビにゃ、そんなもんハナっから無い︕（笑）
 しかも、権威じゃなくて威厳だし（笑）。

 まぁ、そんな些細なこと、気にしちゃ威厳︕︕（爆）
 (^_^;)

 

●● 「異邦⼈」PV ●●

6062 選択 stray 2008-04-03 22:32:08 返信 報告

シヴァさん、お待たせしました︕（笑）

「異邦⼈」のPVです。1コーラスver.しかありません。
 しかも最後”ブツっ”と切れます。（こういうPVなんです）

 ついでにCMもアップしますね。

異邦⼈.wmv（23.5MB）
http://www.filebank.co.jp/wblink/9525218a4619303f326eb6213ff6c13c

異邦⼈CMほか.wmv（22.6MB）
 http://www.filebank.co.jp/wblink/ee3f2e9a79d75d3a3e88347163a89265

Re:●● 「異邦⼈」PV ●●

6075 選択 saki 2008-04-04 11:22:10 返信 報告
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シヴァさん宛ですが、私もこの曲には、想い出があってレスしま〜す。

 私の⺟が⼤好きな曲で、たしか、久保⽥早紀︖さんの唄でしたよね、ハッキリしてないけど…
 よくカラオケで⺟が歌っていました。坂井さんの歌声は透明でいいですね〜

 曲は、以前の⽅が、なんかキャラバン隊って感じで好きなんですけど、ロック調にするとこうなるのかな〜
 ってよくわかんない癖に〜(^^;)

⺟にいつ頃の歌︖って聞いた時に、「あんたがまだお⽗さんのお腹にいた頃よ」って⾔われて  ︖︖︖てなってた少⼥
時代を思い出します（笑）。

しょうもない話でしたね…   純情な頃を想い出してる saki でした。 

Re:●● 「異邦⼈」PV ●●

6078 選択 stray 2008-04-04 13:18:30 返信 報告

sakiさん、こんにちは。

はい、もともとは久保⽥早紀（saki）さんの唄です。
 まだ⽣まれてなかったんですか︕（笑）

 ジェネレーションギャップを⼀気に感じてしまいました（笑）。

私も原曲のほうが好きです。砂漠を歩くキャラバン隊のイメージ、ありますよね︕
 早紀さんのお顔⽴ちと、声質から受ける印象が、なんとなく中東っぽかった覚えがありま

す。

「異邦⼈」はアルバム盤もあって、新品は紙ケースに⼊っているのですが、
 TAK MATSUMOTOと共演した歌⼿のイラストが描かれているんです。

 わが泉⽔さんはというと、裏⾯で信号機にぶら下がってま〜す（笑）。

エコ

6086 選択 シヴァ 2008-04-04 22:00:25 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑さん、ｓａｋｉさん、こんばんは︕

https://bbsee.info/straylove/id/6062.html?edt=on&rid=6078
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このＰＶは「落ち着いた⼤⼈の⼥性」って感じですね︕
かわいい泉⽔さんも⼤好きですけど、綺麗な泉⽔さんも⼤好きです︕

 ⾔うまでもないですけど、松本さんの記憶は⼀切ございません︕１ナノも︕
 ⾒た瞬間、削除機能が働いて消し去ってしまうようです︕

お⼆⼈は原曲がお好きなんですか。
 ＹｏｕＴｕｂｅで久保⽥さんが歌ってるのを⾒ましたけど、私は泉⽔さんのほうがいいです︕

私はエコに強い関⼼があるので、泉⽔さんをエコひいきしているんですね︕
 エコを⼼がけて、ちゃんと実践しているなんてエライでしょ︖

 

VMC 愛は暗闇の中で PV

6070 選択 KOH 2008-04-04 06:50:41 返信 報告

Yahoo!動画でも公開されましたね!

http://www.filebank.co.jp/wblink/15b09720066161a1a6f7b61505305654

なかなかかっちょよく仕上がってると思うんですが〜。
 皆さんはどんな感想なんでしょうか︖︖

Re:VMC 愛は暗闇の中で PV

6071 選択 stray 2008-04-04 08:26:23 返信 報告

KOHさん、おはよ︕

ナイスゲット︕︕
 いやぁ、素晴らしいPVです。横顔のアップとエンディングがカッコいいです︕

 これは是⾮コンサート会場の⼤型スクリーンで⾒たいです︕
 ⾼松公演で映るかな︖参加された⽅の報告お待ちしております。

https://bbsee.info/straylove/id/6070.html
https://bbsee.info/straylove/id/6070.html?edt=on&rid=6070
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6070
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泉⽔さんが後で書き加えたという4⾏の詞も⼊ってますが、
この部分が上⽊さんの声なんですかね︖私には泉⽔さんの声に聞こえますけど（笑）。

 CDには、この4⾏が泉⽔さんの直筆で載るとのこと。
 4/9の発売が楽しみですね〜︕︕

 

PVロケ地は⽇本⻘年館

6072 選択 stray 2008-04-04 08:36:06 返信 報告

1993年、⽇本⻘年館での撮影で間違いないでしょう。

追加された4⾏

6073 選択 stray 2008-04-04 08:56:03 返信 報告

♪ 時は⼈の気持ちより早すぎる
  ⽇曜⽇は彼⼥にあげる

  このまま来ないのかと
  ⽣きてるかぎり朝が来る

PVの2':05"〜2':27"です。
 ⼝パク映像がないので、ここにオーストラリアの映像を挟まざるを得なかったのでしょう。

 同じ⿊い服なので違和感ないし、アップで映る泉⽔さんの表情が堪りませんなぁ︕
 「翼を広げて」にパリの映像を持ってきた理由がこれだったんですね（笑）。

 「愛は暗闇の中で」に⼒点が置かれているみたいです。

Re:VMC 愛は暗闇の中で PV

https://bbsee.info/straylove/id/6070.html?edt=on&rid=6072
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6077 選択 miho 2008-04-04 11:55:27 返信 報告

こんにちは。はじめましてKOHさん。

> なかなかかっちょよく仕上がってると思うんですが〜。 
 > 皆さんはどんな感想なんでしょうか︖︖

さっき「愛は暗闇の中で」のPVを⾒ましたが、かっこよく仕上がっていると思いますよ〜
 「翼を広げて」はかわいいくて「愛は暗闇の中では」かっこイイです。

このPVを⾒ながら歌ってしまいました（笑）歌うのは⼤好きなので…

「翼を広げて/愛は暗闇の中で」のCDがもっとほしいくなってきました（●＾o＾●）
 

Re:VMC 愛は暗闇の中で PV

6082 選択 KOH 2008-04-04 18:08:05 返信 報告

所⻑、mihoさん 研究所の皆さんこんばんは︕
 所⻑!

 >泉⽔さんが後で書き加えたという4⾏の詞も⼊ってますが、 
 この部分が上⽊さんの声なんですかね︖私には泉⽔さんの声に聞こえますけど（笑）。

ですよねですよね〜っ︕︕私も不思議に思いながらも聞き⼊ってます。（笑）

mihoさん︕初めまして︕
 > さっき「愛は暗闇の中で」のPVを⾒ましたが、かっこよく仕上がっていると思いますよ〜

かっこいいですよね〜︕︕レザーパンツ姿もたまらなくキマッテますよね︕

もう最⾼︕

6084 選択 シヴァ 2008-04-04 21:32:56 返信 報告

ＫＯＨさん、こんばんは︕初めまして︕

https://bbsee.info/straylove/id/6070.html?edt=on&rid=6077
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6077
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https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6082
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最⾼に素晴らしいＰＶですね︕ありがとうございます︕
⼩細⼯なしで延々泉⽔さんが写ってるＰＶがいいですよね︕

他の掲⽰板では上⽊彩⽮さんが歌うことについて異論が多いみたいですけど、私個⼈としては気にならないです。
 泉⽔さんが後輩の⼈にも慕われていたことの証明なような気がします。

 

「負けないで」ふるさと編

6074 選択 saki 2008-04-04 11:19:06 返信 報告

泉⽔さん、strayさん、Z研にお集まりのみなさん おはようございます。

⾊んな、研究やコア画像・動画等を⾒せて頂いて、毎⽇ここに来るのが楽しみです。
 坂井さんの事を沢⼭知れて感謝︕感謝︕感謝︕です。 いつもありがとうございます。

さて、今⽇は、以前名作「負けないで」の英語訳バージョン等を⾒てきましたが、
今回は、私のふるさとの⾔葉で表現してみました。

 「負けないで」をちゃかしているつもりはけっしてありません︕…⼀番好きな詩なのです
 泉⽔さんが、御覧になって「おかし〜」って笑ってくださればなぁ〜という気持ちからです。

⾺⿅にしてる︕ 不愉快だ︕って思われる⽅は匿名でも構いませんので直ぐに仰って下さいね、このスレは直ちに削除いたし
ます。

【負けなんなよ】2番

な〜んが起きたっちゃ ひゃんごたる顔ばして どやんかなるばいって ひょげてみする
 今宵はおっと⼀緒におどるばいた  いまでちゃ、そやんあーたが好きばい 忘れなんなよ

負けなんなよ ほら そこにゴールは近づいとーたい どぎゃん離れとったっちゃ
⼼は傍にいるばい 感じなっせ みつめとー 瞳

負けなんなよ もち〜っと 最後まで ⾛りぬけなっせ どぎゃん離れとったっちゃ
 ⼼は傍にいるばい   追いかけなっせ とてつもにゃ〜夢ば

https://bbsee.info/straylove/id/6074.html
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※（注）これはあくまでも、私の地⽅の⽅⾔であって、今や若者は殆どこんな⾔葉は使っていませんよ〜
でも、私がいつも接している、じーちゃん、ばーちゃんは今でもこんな感じです（笑）

 だから、私もじーちゃん、ばーちゃん達と話す時はこ〜んな感じかな︖（笑）
 私は、こんなふるさとの⽅⾔が⼤好きで、お年寄りと話すのがとても楽しいですね〜。

宮崎弁の東国原知事で有名になった「どげんかせんといかんとです︕」は
 私の所では「どぎゃんかせんばいかんばいた︕」です（笑）

 私の地⽅の代表的な⽅⾔を⼀つ、連れの為に座席を確保している時に使う⾔葉
 「そこは、取ってあるんです」→「そこぁ、トットット」… 以上⽅⾔講座でした（笑）。

 ⽅⾔とは関係ないですが、英語で、「いま何時ですか︖」と聞くときは「掘った芋いじるな」と⾔うと通じるそうですよ、以
前テレビでやってました、お試しあれ…

 尚、上記「負けなんなよ」の⽅⾔はよく調べた訳ではないので正式なものではないかも知れません。（笑）

「負けないで」ふるさと編…、みなさんのふるさと編も聞きたいな〜

シリアスなご研究の中にお茶を濁してしまい、誠に失礼いたしました。

      以上︕   愚娘 saki でした。(^^)/

    
 

Re:「負けないで」ふるさと編

6076 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-04-04 11:52:49 返信 報告

sakiさん、こんにちは。

この⽅⾔Ver.⾯⽩いですね︕
 読むと、⾼橋留美⼦さんの漫画、「うる星やつら」のラムちゃんのしゃべり⽅を、

 思い浮かべちゃいますね（笑）、「だっちゃ」っとか（笑）。
 江⼾っ⼦じゃないけど、⽅⾔に憧れあるんですよねぇ〜。

 ⼦供の頃、親戚の家に⻑く居ると、⽅⾔がうつったものです（笑）。

でも・・・、調べたら仙台弁（宮城県）なんだって︕（驚）
 ⾼橋留美⼦さんと仙台の事なら、カーディガンさんが詳しそう（笑）。

 

https://bbsee.info/straylove/id/6074.html?edt=on&rid=6076
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6076


私は⾼橋留美⼦さんの作品なら「めぞん⼀刻」しか持っていないので、
「うる星やつら」は、詳しくないんですよね・・・（笑）。

 今でも、「めぞん⼀刻 15巻」を読むと、泣けます（笑）。

Ｐ.Ｓ. 地元の⼈以外は、元の歌詞を知らなかったら、︖︖︖でしょうね（笑）。
  私は、地⽅の親戚のおじさん達の話は、分かんなくても愛想笑いですませてますよ︕（笑）

 

Re:「負けないで」ふるさと編

6079 選択 saki 2008-04-04 15:21:15 返信 報告

 
T28部⻑さん、こんにちは〜。

レスありがとうございます。怒られるんじゃないかとハラハラしてました。（笑）
 私は、⼦供の頃に「うる星やつら」や「めぞん⼀刻」を⾒てたので、ストーリーは定かではないんですが…

 ラムちゃんや響⼦さんは覚えていますよ〜、な〜んか響⼦さんって泉⽔さんのイメージですよね。ちがう︖

私は、⼀度も故郷を離れた事がないので、標準語を喋っているつもりでもそうではない事がよくありますね〜(^^;)
 xxxさんは、4年ほど東京の⼤学で過ごしたと仰っていましたが、お年寄りでも今では使わないような⽅⾔を使ってい

ましたよ（笑）
 「うすとろかねぇ（はずかしいね）」とか「むじょらしか（可愛いらしい）」とか

 隣のベッドにいた81歳のおじいちゃんも「あんた年幾つね、俺でも使わんよ」と呆れるように笑ってました。
 地元の私でさえ初めて聞くような⽅⾔をよく使ってらして楽しかったですよ。

 姿はカッコイ〜んだけれど、気持ちはやんちゃな⼦供、⾔葉はじーちゃんで不思議な⼈でした。（笑&涙）

●● 揺れる想い another ver. ●●

6027 選択 stray 2008-04-02 22:45:32 返信 報告
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他所からの貰いものだったため、⼀晩で削除した「揺れる想い another ver.」です。
⾃前で録画したものが⾒つかりましたので（笑）、再アップします。

 DLし損ねた⽅はどうぞ︕

http://www.filebank.co.jp/wblink/e6eb7c183817bc156652a425f25f48f2
 （17.4MBのwmv）

Re:●● 揺れる想い another ver. ●●

6042 選択 ⿊杉 2008-04-03 08:57:59 返信 報告

> 他所からの貰いものだったため、⼀晩で削除した「揺れる想い another ver.」です。 
 > ⾃前で録画したものが⾒つかりましたので（笑）、再アップします。 

 > DLし損ねた⽅はどうぞ︕

朝早く失礼します。あまりに興奮しまして書き込みを待てませんでした。
 stray所⻑さん「揺れる想い another ver.」とは⼀体何なのですか?  何なんですかあれは?

 喧嘩腰のようですが喧嘩を売っているのではなく、⼤変興奮しておりまして、何がなんだが…慌てております。(苦笑)
 どうか、ご容赦下さい。

「揺れる想い」の映像ならYouTubeの⽅でDLしていますし何度となく⾒ているのですが「揺れる想い another ve
r.」では、チラリと、本当にチラリとではありますが、⾒たことのない映像も挿⼊されていますし、曲も微妙に違うよ
うな?

 私の不勉強でしょうか。CDに収録されていましたでしょうか? 
 教えて下さいstray所⻑さん!

冷静になりまして…
 話は変わるのですが、先⽇の皐さんの謝恩会など拝⾒しておりました。改めてZARDファンは結束と⾔いますか、絆

が強いな、と感じました。stray所⻑さんも皆さんも寂しいでしょうに、皐さんの新たな⾨出を⼼を込めて⾒送られる
姿に感動いたしました。

私は気の利いた⾔葉も浮かばず、ただ拝⾒させて頂くだけでしたが、皆さんを⾒ていて、ふとある⾔葉を思い出しま
した。

 坂井さんが仰られていたのですよね? ファン歴⼀年にも満たない私でも存じております。

https://bbsee.info/straylove/id/6027.html?edt=on&rid=6042
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「みんな、ZARDファミリ〜」

ZARD研究所の皆さんの「家族愛」を強く感じた⽇でもありました。素晴らしいものを拝⾒させて頂き、ありがとう
ございました。

Re:●● 揺れる想い another ver. ●●

6049 選択 stray 2008-04-03 12:48:30 返信 報告

⿊杉さん、こんにちは。

まあまあ、そんなに興奮なさらずに（笑）。
 私もよく覚えてないのですが、発売当時にTVで流れた映像だと思います。

 ZARDの場合、公式PV前が出来上がる前に別ver.が流れることがよくあるので、
 おそらく、その１つかと。（「運命のルーレット」は3つ別ver.があります）

 曲は、ver.違いはないはずですが…。違って聴こえますか︖

> ZARD研究所の皆さんの「家族愛」を強く感じた⽇でもありました。素晴らしいものを拝⾒させて頂き、ありがと
うございました。 

 こちらこそ⾒届けていただき、ありがとうございます。
 皐ちゃんの⼈徳がなせることで、部⻑やアネ研さんが卒業するといっても、

 「あっ、そ。じゃあね︕」で終わりですね、きっと（笑）。
 

「みんな、ZARDファミリ〜」

6054 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-04-03 17:28:38 返信 報告

⿊杉さん、こんにちは。（直は初めてですかね・・・︖）

温かく⾒守って下さって、ありがとうございます。
 「みんな、ZARDファミリ〜」も「家族愛」も、素敵な⾔葉ですね。

 Z研らしく、お⾒送り出来たんじゃないかと思っています。
 きっと皐ちゃんにも、皆さんの思いは伝わっているはずです。
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>皐ちゃんの⼈徳がなせることで、部⻑やアネ研さんが卒業するといっても、 
>「あっ、そ。じゃあね︕」で終わりですね、きっと（笑）。

きっと、「そっ、じゃな︕」だろうなぁ（笑）。
 私にはそんなもの無いし（笑）。

 で、⼈徳ってなに︖（笑）。 お徳なの︖（爆）
 

Re:●● 揺れる想い another ver. ●●

6056 選択 ＭＲＣＰ 2008-04-03 18:27:13 返信 報告

こんばんは。
 46秒程の所の泉⽔さんはforever youのこの写真と

 同じなのですか。
 この写真の別ショットはあるのでしょうか。

Re:●● 揺れる想い another ver. ●●

6058 選択 stray 2008-04-03 21:15:54 返信 報告

ＭＲＣＰさん、こんばんは。

とってもナイスなご質問ですが、とっても難しいです（笑）。
 another ver.の⾒所である46秒〜47秒の映像は、頬がふっくらしていて、

 もっとお若い時のものじゃないかと思います。
 『forever you』のブックレット写真のシャツは、⽣地がもっとゴワゴワしてるようにも

⾒えます。
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> この写真の別ショットはあるのでしょうか。 
いや、私は⾒たことないです。（たぶん）

 宿題にさせていただきます（笑）。

Re:●● 揺れる想い another ver. ●●

6061 選択 アネ研  ◆craoLd8Ou2 2008-04-03 22:30:56 返信 報告

⿊杉さん、はじめまして、
 > ZARD研究所の皆さんの「家族愛」を強く感じた⽇でもありました。素晴らしいものを拝⾒させて頂き、ありがと

うございました。 
 あらためて読み返してみると、まるで作ったかのようですね。(笑)

 きっと、皐ちゃんへの気持ちがひとつになっったんでしょうね。

> 皐ちゃんの⼈徳がなせることで、部⻑やアネ研さんが卒業するといっても、 
 > 「あっ、そ。じゃあね︕」で終わりですね、きっと（笑）。 

 「じゃあね︕あっちょっと、ゼットンは連れてかないで︕」
 がオチですね。(笑)

Re:●● 揺れる想い another ver. ●●

6065 選択 ＭＲＣＰ 2008-04-03 23:28:08 返信 報告

strayさん、こんばんは。
質問の件はいつでもかまいませんです。

１⽇の お〜ほっほっほ を⾒て勝⼿に⼼配してましたが
 いつもどうりのにぎわいで安⼼しました。

Re:●● 揺れる想い another ver. ●●

6067 選択 ⿊杉 2008-04-04 01:09:15 返信 報告
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stray所⻑さん、今晩は。⽇付がまたいでの書き込み、失礼致します。

> 私もよく覚えてないのですが、発売当時にTVで流れた映像だと思います。 
 > ZARDの場合、公式PV前が出来上がる前に別ver.が流れることがよくあるので、 

 > おそらく、その１つかと。（「運命のルーレット」は3つ別ver.があります）

なんと! 公式PV以外に別ver.があったのですか? 公式PVが全てだと思っておりました。⼤変貴重な映像だったので
すね。ありがたく、DLさせて頂きました。(笑)

> 曲は、ver.違いはないはずですが…。違って聴こえますか︖

申し訳ありません。私のイヤホンはガタがきておりまして...配線むき出しですし、坂井さんも「買い替えなさい」と
仰っているのですね(笑)

>another ver.の⾒所である46秒〜47秒の映像は、頬がふっくらしていて、 
 もっとお若い時のものじゃないかと思います。

私が最も興奮した個所はここです。あっ、若い坂井さんだ!
 と。(恥)

Ｔ２８さん、アネ研さん、始めまして。
 「みんな、ZARDファミリ〜」も「家族愛」も皆さんの書き込みを⾒ていて⾃然に浮かんできたものなんです。本当

に、皆さん⼀⼈⼀⼈が、坂井さんと共にあって、⼀つの家族なんだと感じました。皐さんにも、きっと伝わっている
と思います。

 部⻑さんやアネ研さんが卒業されるとなったら、サイト内は⼀層荒れるに荒れると思いますよ。いろんな意味で(笑)

訂正

6068 選択 ⿊杉 2008-04-04 01:18:32 返信 報告

訂正です。
 上記の私の発⾔にあります⾔葉。

>皐さんにも、きっと伝わっていると思います。

https://bbsee.info/straylove/id/6027.html?edt=on&rid=6068
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というのは、たとえ「ZARDファミリ〜」という⾔葉を使わずとも皆さんの想いが皐⽉さんに伝わった、という意味
です。

私の⽂中からでは、まるで私の発⾔が伝わった、という意味にも取れますので、念の為。 

Re:訂正の訂正です。

6069 選択 ⿊杉 2008-04-04 01:23:29 返信 報告

慌てて訂正を打った所為で、⼈様のお名前を間違えるという愚を犯してしまいました。
 決して、態とではありません。

皐さんにも皆さんんにもお詫びいたします。申し訳ありませんでした。

これ以上の過ちを犯す前に、失礼いたします。

★MU-GEN 4/2★

6064 選択 KOH 2008-04-03 23:09:17 返信 報告

ツアーレポート&翼を広げて・愛は暗闇の中で PV紹介

http://www.filebank.co.jp/wblink/57eea40ab1e16857f5e41df2206a0c7c

皐ギャラリーの更新

6038 選択 stray 2008-04-03 08:41:09 返信 報告

・4th Media Gallery に３作品、
 ・携帯 Gallery に１作品、
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・omnibus に３作品
を追加しましたので、美術館に⾜をお運び下さい。

７作品のうち４作品に関して、私から若⼲の解説を加えさせていただきますね。
まずこの作品ですが、午前０時の鐘が鳴る⼨前、Z研会議室に、

 所員⼀⼈⼀⼈へのメッセージとともに投稿された作品です。
 皐ちゃん⾃ら、詞の解説をしてくれてますのでご覧下さい。

 ---------------------------------------------

皐 2008-03-31 23:57:35

今⽇、ここにUPした加⼯画は初投稿の時と同じようなデザインにして
 “終わりは始まりの1つでもある”という意味を込めて作りました。

 この半年間を振り返ってみると、嬉しくて幸せで、夢のように美しかったです☆ﾐ

Whenever I need you.
 《あなたを必要とすれば》

 Wherever I run to.
 《どこに向かって⾛ろうが》

 I know where to find you.
《あなたの場所はわかってる》

 It keeps me holding on.
 《だから私は耐えられる》

“さよなら”は⾔いたくないので、泉⽔さんと同じように…“また逢いましょう︕”
 感謝の気持ちを込めて…

皐☆ﾐ
 ---------------------------------------------

原曲名がわからなかったので「また逢いましょう︕」とタイトルを付けました。（4thMG）
 

Re:皐ギャラリーの更新

6039 選択 stray 2008-04-03 08:43:52 返信 報告
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皆さんのエールを胸に、旅⽴ちます☆ﾐ 【2008-03-29】

涙をこらえて、⽬を閉じ、遠い⽇の再開を夢⾒ているような
 泉⽔さんの表情が、皐ちゃんの⼼境を⾒事に物語っています。

 詞の中の「涙をこらえてる 約束だから」のフレーズは、
 卒業に当たってakiちゃんと、2⼈とも”泣かない”約束をしたのでしょうか。

 （omnibus）

Re:皐ギャラリーの更新

6040 選択 stray 2008-04-03 08:45:27 返信 報告

Thank you ♡ 【2008-03-19】

皐＆aki共作「Heartily」（3/16）へのレスに対する御礼で、
 右下のサインは、皐ちゃん、akiちゃん、それぞれの直筆です。

akiちゃんのブログ（共作を終えて 2008-03-17）に、
 「Heartily」発表後の⼼境と、制作秘話が記されています。

 「Heartily」のakiちゃんの詞は、卒業する皐ちゃんへの餞かと
 思っていましたが、そうじゃなかったんですねぇ…。

 akiちゃんの、この⽇のブログにはジーンとさせられます。
 （omnibus）

Re:皐ギャラリーの更新

6041 選択 stray 2008-04-03 08:46:58 返信 報告

akiちゃん 卒業おめでとう 【2008-03-12】

この作品は、akiちゃんのブログで発⾒したものです。
 （Alubum No.66 2008-03-20 14:45:34 | フォトグラフ）

余談ですが、3/13の「半分こ♪」に私の話が書いてあって照れました（笑）。
 akiちゃんの中学卒業を祝って、皐ちゃんがメールで贈った作品です。
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akiちゃんへ
無断で拝借してきたけど、akiちゃんがブログで唸ってるように、

 ”泉⽔さんが何の違和感も無く字を書いています︕
 さっちゃんの技術は本当にすごいです。”なので、
 皆さんに披露させて下さいね。

（omnibus）

Re:皐ギャラリーの更新

6043 選択 xs4ped 2008-04-03 09:47:35 返信 報告

strayさん、こんにちは。

早速の皐ギャラリー更新(Up)有難う御座います。
 > ”泉⽔さんが何の違和感も無く字を書いています︕ 

 > さっちゃんの技術は本当にすごいです。 
 私も先⽇akiちゃんのブログを拝⾒してビックリしました。

 ほんと、違和感なく泉⽔さんが字を書いていますね。
 流⽯、皐ちゃんです︕

 

Re:皐ギャラリーの更新

6045 選択 saki 2008-04-03 10:34:30 返信 報告

strayさん、おはようございます。

今⽇は、こちらは⼩春⽇よりの穏やかな⽇差しでとても気持ちがいいです。
 こんな⽇は、余計に寂しさが募ります…。

皐さんといい、akiさんといい本当に素晴らしい⽅達ですね。
 もっと⼀緒に居たかったですね〜 もっといろんな事を教わりたかったですよ〜

strayさんの皐さん作品に対するお気持ち（解説︖）私はとても好きです、な〜んかスレッドにして流れていくのが勿
体ない気がします。
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xxxギャラリーのように、皐ギャラリーの中にもstrayさんの皐作品に対するお気持ちや、皐さんに対するお気持ちを
残された⽅がいいのでは︖と、ま〜た勝⼿な事⾔ってますね〜

 でも、その⽅が皐作品に対する思い⼊れが、とても強くなるような気がします、私だけかも知れませんが、…

ごめんなさい、でも正直な気持ちです。
 

Re:皐ギャラリーの更新

6048 選択 stray 2008-04-03 12:37:39 返信 報告

sakiさん、こんにちは。

> strayさんの皐さん作品に対するお気持ち（解説︖）私はとても好きです、な〜んかスレッドにして流れていくのが
勿体ない気がします。 

 いつも私の解説をご贔屓下さってありがとうございます。
 sakiさんだけです、褒めてくれるのは（笑）。

> xxxギャラリーのように、皐ギャラリーの中にもstrayさんの皐作品に対するお気持ちや、皐さんに対するお気持ち
を残された⽅がいいのでは︖と、ま〜た勝⼿な事⾔ってますね〜 

 この際だから、発表しちゃいますね。
 皐ギャラリーの中に、「皐＆aki コラボGallery（仮称）」を作るつもりです。

 akiちゃんのブログにすっかり魅了されてしまって、akiちゃんがZ研に投稿してくれた詞は、
 Z研が責任もって形に残しておくべきだなぁと思った次第です。

 今回の解説はその下書きとでも⾔いましょうか。
 私は忘れっぽいので、ここに書いておけば紛失することはないだろうと思って（笑）。

 まだ構想が煮詰まってませんが、私の解説付きになると思うので（笑）、どうぞお楽しみに︕

ミキティさん捜索願い︕

6050 選択 saki 2008-04-03 14:55:15 返信 報告

 
皐さんの未発表作品の展⽰に⼀番前に並ばれてた、

 

https://bbsee.info/straylove/id/6038.html?edt=on&rid=6048
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6048
https://bbsee.info/straylove/id/6038.html?edt=on&rid=6050
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6050


ミキティさんのお姿が⾒当たりませ〜ん 
もう、私もxs4pedさんも、お先に皐さんの未発表作品⾒ちゃいましたよ〜

そう⾔えば、2．3⽇前にZ.pでお姿をちらっと拝⾒しましたが…
 まさか︖ 帰り道に迷われたんじゃ… ⼼配しています。

 それとも、Z.pに初めて⾏かれて気疲れして、美術館のコタツの中でウトウト寝てられるのかな〜︖

⻲井刑事、T28部⻑ちょっと捜索して頂けないですか〜
 あんなに楽しみにされていたのに、遅いから⼼配していま〜す。（笑）

Re:皐ギャラリーの更新

6051 選択 pine 2008-04-03 15:45:04 返信 報告

所⻑さん 皆さん こんにちは︕

こんなに早く、皐さんの作品を⾒せていただけるとは思っていなかったので、超うれしいです︕

今回のは、やはり最後の⽇を思い出してしまいました。
 皐さんもakiさんも、瑞々しくて豊かな感性を持っていて、それが作品に表れていますね。

>皐ギャラリーの中に、「皐＆aki コラボGallery（仮称）」を作るつもりです。 
 本当ですか︕また、美術館通いの頻度が増しそうで〜す。(嬉)

sakiさんへ
 こんにちは︕ミキティさんは、とりあえず、Z.pさんからは帰ってこられてますよ。

 先程、カフェの従業員室で、昨晩の⾜跡は確認しました。今頃、コタツにもぐり込んで寝ているかな︖(笑)
 ⼤抵、⼣⽅頃から来られるので、そろそろ来られるのではないかと思います。

卒業制作に⾮ず

6053 選択 stray 2008-04-03 16:55:48 返信 報告

sakiさん、pineさん、こんにちは︕
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「また逢いましょう︕」と「akiちゃん 卒業おめでとう」は、卒業制作ではありません。
なので、ミキティさんは悠々とされてるのでしょう（笑）。

 捜索しませんので（笑）。

皐ちゃんの卒業制作は完全未公開作品です。お楽しみに︕

Re:ミキティさん捜索願い︕

6055 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-04-03 17:45:05 返信 報告

sakiさん、pineさん、こんにちは︕

>⻲井刑事、T28部⻑ちょっと捜索して頂けないですか〜 
 >あんなに楽しみにされていたのに、遅いから⼼配していま〜す。（笑）

えっと・・・、ニャコムから連絡きました︕（笑）
 パトの結果、2ndチャットに⼊室したまま、出てこない⼈が居るようです。

 「掃除のおばちゃん」なのですが、それがどうも「ミキティ」さんらしい・・・（笑）。
 なので、ミキティさんは2ndチャットに籠城中のようですねぇ〜（笑）。

 それとも、住み付いてんのかな︖（笑）

お〜い︕ ミキティさ〜ん、出てきて下さいよぉ〜（笑）。
 みなさん、⼼配されてますよ︕

 

皐さんギャラリーの更新ありがとうございます（＾－＾）

6057 選択 ミキティ 2008-04-03 18:50:23 返信 報告

なんだか⼤変なことになってる〜(｡･o･)ﾉﾉ
 どうしよう どうしよう

 ⼤変〜☆☆
 うろうろ〜うろうろヾ(｡･ｪ･) うろうろヾ(｡･ｪ･)

 えい︕ ⼊っちゃえ(｡･o･)ﾉﾉ
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みなさん こんばんは（汗）▽･ｪ･▽ﾉ

 ぼやっと登場している場合ではないですねぇ(*・ｪ･*)ﾉ~☆
  みなさん ご⼼配おかけました。すみませーん

⽣きて無事に戻って来ました〜（笑）

今まで何回 捜索願出されたんだろう
  こんなときなんて捜索願い出されるのかな(^・^)

  
 『 ＺＡＲＤ研究所 カフェなんちゃって⼿伝いの 

 ミキティ ＯＯ歳が、、』
 新聞に載っちゃうところでしたっっ（笑）

 でも指名⼿配ではなくて良かった（笑）
 最近 どうやら従業員室と⾃宅に監視カメラがついているようなんですよぉ

  最近私の⾏動が バレバレ（笑）のようで
 確かに Ｚ．ｐさんに初めてakiちゃんへのメッセージをと思って⾏って迷い(*・ｪ･*)ﾉ~☆

  美術館のコタツでウトウト う(･ｪ･)た(･ｪ-)た(-ｪ･)ね
 (-ｪ-)｡o○Zzz…

 しちゃったときもあり。。。（＾－＾）
  姿はカタツムリちゃんではなく コタツムリな感じです（笑）

 部⻑さん 2ndチャットの お掃除のおばちゃんは私じゃ あーりませんよ（笑）
  2ndチャットゆっくり滞在出来て これまたいい感じ

 （＾－＾）なんて

 所⻑さん♪部⻑さん♪sakiさん♪pineさん みなさんご⼼配
 おかけしました<m(__)m>

  
  ニャコムさーん 出動ありがとうございました★

 所⻑さん 皐さんギャラリーの更新ありがとうございます 皐さんの卒業制作品を楽しみに通いまーす
  待ち遠しいな〜 おばあちゃんにならないうちにお願いします

 



^-^)ﾉ(* ^-^)ﾉ

  
  

「翼を広げて」PV

6018 選択 xs4ped 2008-04-02 16:22:10 返信 報告

皆さん、こんにちは。

「翼を広げて」もう直ぐ、発売ですね。(^_^)
 あと、⼀週間です︕待ち遠しいですね〜。

「翼を広げて」PVをUpしましたので、此⽅からどうぞ︕
 http://www.filebank.co.jp/wblink/b237c31d0f4ff24b33b5f1560a2fdb41

YouTubeでもUpされてますね。(因みに私では有りませんよ)
 

Re:「翼を広げて」PV

6019 選択 miho 2008-04-02 17:03:34 返信 報告

xs4pedさんこんにちは。

YoutubeにもUPされていましたね。
 ヤフー動画にもUPされていましたよ。

http://streaming.yahoo.co.jp/c/t/00102/v04229/v0422900000000452870/

2008年4⽉1⽇〜2008年5⽉1⽇まで配信されます。

「翼を広げて」のPVを⾒たら「泉⽔さんかわいい♪」と⾔ってしまいました。
 発売があと1週間ですね。昨⽇予約しに⾏きました。
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カメラマンが正気︕

6022 選択 シヴァ 2008-04-02 21:14:22 返信 報告

ｘｓ４ｐｅｄさん、こんばんは︕

「翼を広げて」のＰＶ、ありがとうございます︕
 Ｙａｈｏｏ︕でも⾒ましたけど、画⾯が⼤きいから泉⽔さんがよりいっそう綺麗でかわいく⾒えますね︕

「息もできない」と違って男が出てこないのが素晴らしい︕
 今度のカメラマンさんは正気なようですね︕

かわいい♡

6026 選択 stray 2008-04-02 22:03:32 返信 報告

xs4pedさん、こんばんは︕

ＰＶと皐ちゃんの卒業祝い、どうもありがとうございます︕
 じつは昨⽇、KOHさんが会議室に上げてくれたので、⼀⾜先に⾒てしまいました（笑）。

mihoさん、こんばんは︕

「翼を広げて」の泉⽔さんは、”美しい””キレイ”じゃなく、”かわいい”の
形容が似合いますね。仕草がとっても”かわいい”です。

シヴァさん、こんばんは︕
 > 「息もできない」と違って男が出てこないのが素晴らしい︕ 

 > 今度のカメラマンさんは正気なようですね︕ 
ぎゃはは（笑）、よほど男がお嫌いなようで（笑）。

 「異邦⼈」のPVをアップしようかと思ってましたが、TAK松本が出てくるので⽌めときます（笑）。

ええっ〜、そんな〜

6033 選択 シヴァ 2008-04-03 00:06:10 返信 報告
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ｓａｒａｙ所⻑さん、こんばんは︕

> ぎゃはは（笑）、よほど男がお嫌いなようで（笑）。 
 当たり前じゃないですか︕男を⾒て喜ぶ趣味はありません︕

 昔は男しか愛せなかったんですけど・・、ってウソで〜す︕

> 「異邦⼈」のPVをアップしようかと思ってましたが、TAK松本が出てくるので⽌めときます（笑）。 
 ちょっと待ってくださ〜い︕

 私のせいでそんなことになったら他の⼈に怒られてしまいます︕
 ⼤丈夫です︕松本さんが出てきたら部屋に飾ってる泉⽔さんのポスターを⾒ておきます︕

 

Re:「翼を広げて」PV

6036 選択 xs4ped 2008-04-03 07:10:33 返信 報告

mihoさん
 > ヤフー動画にもUPされていましたよ。 

 知ってましたよ。
 だってこのPVはYahoo!動画からDLした物ですから。(笑)

 > 発売があと1週間ですね。昨⽇予約しに⾏きました。 
 私も先⽇、２枚予約しました。

シヴァさん
 >「息もできない」と違って男が出てこないのが素晴らしい︕ 

 > 今度のカメラマンさんは正気なようですね︕ 
 あっはは(笑)

 全くその通りです。(笑)

strayさん
 > ＰＶと皐ちゃんの卒業祝い、どうもありがとうございます︕ 

 >じつは昨⽇、KOHさんが会議室に上げてくれたので、⼀⾜先に⾒てしまいました（笑）。 
 皐ちゃんと皆さん(私⾃⾝も含め)への記念になればと思い「皐 Special Version」で作成(Up)しました。(^_^)

 実は、別Ver.(再編集前)も作成して有るのですが、観たい︖(笑)

https://bbsee.info/straylove/id/6018.html?edt=on&rid=6036
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PS.
後で、相談が有るのですが、メールはZ研(問い合わせ)とYahoo!とどっちが先に届きますか(ROM)︖

ミュージックステーション 春の3時SP

6034 選択 atti 2008-04-03 00:33:45 返信 報告

皆さん、こんにちは。

捕獲体制をとります(笑)

■Mステ
 4/4放送にて、過去映像が放送されるようです

http://atti.jugem.cc/

公式サイト PV公開

6032 選択 atti 2008-04-02 23:56:54 返信 報告

皆さん、こんにちは。

しばらくぶりにカキコを・・・

公式サイトTopには記述がありませんが、
 What a beautiful memoryサイトに、4/2にPV視聴がUpされています。

Topの更新⽇付は毎⽇確認(朝touchにて)、WBMは、touchでは観れないサイトなので、PCにて今頃の時間に確認をしていま
す。
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» bbsee [PR]AdSenseにハブられたらこれ . オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [6014]御礼part.2（saki編）(10) [6020]愛は暗闇の中で PV(1) [5997]御 礼(16) [5882]謝恩会（前説）︕(93) [593
1]謝恩会（2次会）︕(7) [5945]孤独(別れ)知る程にまた ⼈が好きになってる…(3) [5894]卒業記念品︕☆ミ(2) [5840]☆ 皐ちゃ
んの卒業式 ☆(30) [5862]「別れの時こそ出逢いの喜び」(1) [5854]皆さんのエールを胸に、旅⽴ちます☆ﾐ(4)

新しい話題を投稿する

« 70 69 68 67 66 65 64 63 62 »

御礼part.2（saki編）

6014 選択 saki 2008-04-02 10:13:22 返信 報告

 
strayさん、Z研にお集まりの皆様、おはようございます。

 皐さんの謝恩会並びに普段から私sakiに優しくして下さる、Z研の皆様に御礼を込めて…

皐さんの謝恩会を企画致しましたが、内⼼Z研所員の⽅々で、
 計画されている事があるのではないかと⾔う不安と、新参の者が出しゃばり過ぎ、

と⾔う気持ちで⼀杯でした。
 

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧
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だけど、チョコレート先輩も仰っておられますが、
お忙しい皆様がお越しになる夜までの前説としてなら許してもらえるかな︖

 と⾔う気持ちと、どうしても皐さんに感謝の気持ちを伝えたくてスレ⽴てしてしまいました。

strayさんやチョコレート先輩が、⼀緒になって乗って下さってとても嬉しかったです。
 後で、あんなにもみなさんが盛り上げて下さるとは思わず、うるうるしていました。

 皐さんと最後に（と思ってはいませんが）楽しく過ごす事が出来て、
 みなさんにとても感謝しています、本当にありがとうございました。
 本当は、最後まで皐さんをお⾒送りしたかったのですが…

私、⼈の優しさに触れると涙が⽌まらなくなるのです、意地悪されると、なにくそっ︕
 って闘志が湧くのに、

 優しくされたりするとへなへな〜ってなって泣いてしまいます。（笑）
 みなさんの優しさやakiさんのブログに書き込まれていた⾔葉を⾒て、崩壊してしまいました。

 改めて、途中退場した事、申し訳ありませんでした。

そして、チョコレート先輩を初めとする皆様⽅にいつも優しく接して頂ける事にとても感謝しています。
 皆様の会話に参加出来るようにZARDの事⼀⽣懸命勉強します。

 これからもみなさんの仲間に⼊れて下さい。 

       Z研のみなさんが、だ〜いすき♡なsaki でした。

Re:御礼part.2（saki編）

6015 選択 xs4ped 2008-04-02 13:38:20 返信 報告

sakiさん、こんにちは。

> 皐さんの謝恩会を企画致しましたが、内⼼Z研所員の⽅々で、 
 > 計画されている事があるのではないかと⾔う不安と、新参の者が出しゃばり過ぎ、 

 > と⾔う気持ちで⼀杯でした。 
 strayさんも泉⽔さんとxxxさんが皐ちゃんの卒業を祝福する、ナイスな企画ですね︕

 どうもありがとうございます︕ ぜんぜん思いつきませんでした。と⾔ってるので気にしな
くて良いでしょう︕(♯5883)

https://bbsee.info/straylove/id/6014.html?edt=on&rid=6015
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 私は、⼀次会しか参加出来ませんでしたが、楽しかったですよ〜
謝恩会の企画ありがとうございました。(^_^)

 > 皆様の会話に参加出来るようにZARDの事⼀⽣懸命勉強します。 
 > これからもみなさんの仲間に⼊れて下さい。 

 ⼀⽣懸命勉強して下さいね〜(笑)
 http://ja.wikipedia.org/wiki/ZARD

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9D%82%E4%BA%95%E6%B3%89%E6%B0%B4
 これからも、宜しくお願いします︕

xs4pedさんへ

6016 選択 saki 2008-04-02 14:34:09 返信 報告

 
ZARDの教科書ありがとうございます。
さっそく、お勉強、お勉強っと︕

私、xxxさんから嘘ばっかり教わっていました…
 ZARDってどういう意味ですか︖ って聞いたら「謎︕」っていってました。

 だから私、ZARDって「謎」という意味なんだと今まで思っていました。（恥ずかしい…）

それに、Z.pのれおさんの事も男性だってxxxさん⾔ってたんですよ〜
 危うく失礼な事を⾔うところでした。（ごめんなさ〜い）

xs4pedさん、ありがとうございますね〜♡

sakiさんへ

6017 選択 stray 2008-04-02 15:08:45 返信 報告

sakiさん、こんにちは︕

どうもお疲れ様でした︕
 sakiさんご退場後も勢いが⽌まることなく、なにより皐ちゃんが
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 とっても楽しんでくれたので、⼤・⼤成功でしたよ︕
所内は消沈モード⼀⾊で、何の企画も考えていませんでしたから（笑）、

 sakiさんには感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました︕

謝恩会スレッドのレス数「93」は、Z研BBSで断トツの１位です。
 この記録を破るのは、皐ちゃんが「ただいま︕☆ミ」と元気よく帰ってきた時でしょうね（笑）。

 皆さん、それまでZ研を決して離れることなく、盛り上げて下さいね︕（笑）

当⾯は、皐ちゃんが残してくれた作品で、美術館を運営していけそうです。
 Z研＝美術館というイメージが強いかもしれませんが、

 皐ちゃん⽈く、
 ・アネ研さん＆ゼットンコンビによる「ロケ地探索」

 ・ALIL.1967さん、attiさんをはじめとするゲストの皆様による最新動画情報
 ・所⻑がもってるレア画像・映像の配信

 と、⽬⽟がたくさんある総合サイトなんだそうです（笑）。

おまけに「研究所」を名乗ってますので、謎の⼤⼩にかかわらず、
 これからも”ZARDの謎”解明に取り組んでいきます。

 チョコレートさんから「全ジャケ写の撮影時期の特定」という、
 ⾯⽩いアイデアを頂戴していますので、ゲストの皆様参加型の企画を

 検討したいと思っています。

sakiさん
 謎解きって、何も知らない⼈の「なんで︖」が重要なのです。

 知らない⼈に説明しようとする過程で、「そっか︕」と閃くことがままあります。
 あまり勉強しないで下さいね、薀蓄語れなくなるから（笑）。

> 私、xxxさんから嘘ばっかり教わっていました… 
 > ZARDってどういう意味ですか︖ って聞いたら「謎︕」っていってました。 

 > だから私、ZARDって「謎」という意味なんだと今まで思っていました。（恥ずかしい…） 
 ぎゃはは（笑）、どっちもどっちだなあ。

 

sakiさんへ



6021 選択 pine 2008-04-02 19:54:23 返信 報告

sakiさん こんばんは︕

幹事さん 本当にお疲れ様でした(^o^)/
 ⼼温まる、ステキな謝恩会でしたよ︕打ち合わせをしていたかのような絶妙な展開で、とっても楽しかったです。

 私ももっと早く参加したかったなぁ…なんで⼤事な⽇にバリウム飲んでるんだっ︕

>皆様の会話に参加出来るようにZARDの事⼀⽣懸命勉強します。 
 私もファン歴１年に満たない初⼼者なんですよ。

 ZARDのこと・泉⽔さんのことを知りたいとネットを徘徊しているうちに、ココにたどり着いて、居⼼地がいいので
勝⼿に居座ってます(笑)

 ですから、私も知らないことがいっぱいです。知れば知るほど、その魅⼒に嵌り…
 研究所は教授が沢⼭いらっしゃいますので、⼀緒に勉強しましょうね︕

楽しかったです︕

6023 選択 シヴァ 2008-04-02 21:36:23 返信 報告

ｓａｋｉさん、こんばんは︕

私も楽しかったです︕
 皐さんから笑いも取れたようですし、美声（︖）も披露出来ましたし・・。

ｓａｋｉさんは笑いのセンスが素晴らしいですね︕
 少し前のダンナさんに早⼝⾔葉で返したって話は⼤笑いしました︕

 同じようなシチュエーションに遭遇したら使わせてもらいま〜す︕

ｓａｋｉさんのような看護師さんがいたら患者さんも治療に励みが出るでしょうね︕
 これからは病院とかでも、楽しい企画とかを考えるべきですよね︕

 ⼤道芸⼈を呼んで患者さんの⼼に安らぎを与えるようにしたり・・。
 あれっ、ド素⼈のくせに看護師さんに向かってエラそうなことを⾔ってしまってすいません・・。

こういうのを諺で「チャカに鉄砲」って⾔うんですよね︕
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う、うそでしょ︖︕

6024 選択 シヴァ 2008-04-02 21:42:42 返信 報告

ｐｉｎｅさん、こんばんは︕

> 私もファン歴１年に満たない初⼼者なんですよ。 
 本当ですか︖︕この前プリントアウトしてくれるって⾔ってくれたものは、もしかしたらワケがわからないところも

あったんじゃないですか︖
 めちゃくちゃＺＡＲＤに詳しいと思ってアルバムに収録されていないような曲まで⼊れておいたから・・。

> 研究所は教授が沢⼭いらっしゃいますので、⼀緒に勉強しましょうね︕ 
 ｓｔｒａｙ所⻑さんはケタはずれの⼈なので、その点は安⼼ですね︕

 

みなさん、こんばんは︕

6028 選択 saki 2008-04-02 22:56:16 返信 報告

 
キｬハハ〜︕

シヴァさん、それいいですね〜
 「チャカに鉄砲」なら所⻑も解ってくれたかもですね。

 さすがシヴァさんですねやっぱり勝てないや(>_<)

メモしとこ︕

pine先輩、こんばんは。
謝恩会は、チョコレ-ト先輩の機転で楽しいくなった様な物ですね。

 あれに、pine先輩がいたらレス数100は間違いなく突破してたでしょうね(笑)
 な〜んか、良かった様な悪かった様な…

pine先輩は本当にファン暦⼀年なんですか〜︖
 テストの時ぜ〜んぜん出来なかったと、⾔いながら100点取って来るような⼈ではないですよね〜︖

 な〜んか、怪しい〜(笑)
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stray所⻑、
本当に勉強しなくていいんですか︖

 そういう忠告は素直に聞くとっても都合のいい性格なので…
 本当は、勉強⼤好き⼈間だけど所⻑命令だから仕⽅ないですね〜

でも、xs4pedさんからせっかく教科書頂いたので⼀通り読んだおきますね︕

シヴァさんへ

6029 選択 pine 2008-04-02 22:59:45 返信 報告

シヴァさん こんばんは︕

>めちゃくちゃＺＡＲＤに詳しいと思ってアルバムに収録されていないような曲まで⼊れておいたから・・。 
 ⼤丈夫です︕全部分かりましたよ。

 シングルのc/wの中には聞いたことがないものがありますが、タイトルは完璧ですから。(笑)
 これって何の⾃慢にもなりませんね（汗）

 ネット徘徊中に知識は詰め込みましたが、映像、画像系統はここでアップして下さるのが頼りです。

sakiさんへ

6030 選択 pine 2008-04-02 23:03:20 返信 報告

sakiさん こんばんは︕

> な〜んか、良かった様な悪かった様な… 
これって どういうこと︕︖

 ま、都合の良いように解釈しておこうっと︕

よかった、よかった

6031 選択 シヴァ 2008-04-02 23:51:34 返信 報告
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ｐｉｎｅさん、こんばんは︕
 
> >めちゃくちゃＺＡＲＤに詳しいと思ってアルバムに収録されていないような曲まで⼊れておいたから・・。 

 > ⼤丈夫です︕全部分かりましたよ。 
 よかったです︕でもファン歴１年に満たないのに全部わかるってすごいのかも・・。

> ネット徘徊中に知識は詰め込みましたが、映像、画像系統はここでアップして下さるのが頼りです。 
 ＣＤはかなり持ってますけど、こういうのはめちゃくちゃ苦⼿なので・・。

 ユーチューブで探してみてはどうですか︖
 

愛は暗闇の中で PV

6020 選択 KOH 2008-04-02 19:26:31 返信 報告

引っかかりました!!

VMC JUKE JP
 2008/04/04 05:00〜06:00

でもそれまでにYahoo!動画で公開されるかな?
 取りあえず捕獲します!

 

Re:愛は暗闇の中で PV

6025 選択 stray 2008-04-02 21:57:08 返信 報告

KOHさん、こんばんは︕

捕獲よろしくお願いしま〜す︕（笑）

> でもそれまでにYahoo!動画で公開されるかな? 
 ん〜、五分五分かなぁ（笑）。
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御 礼

5997 選択 stray 2008-04-01 07:37:30 返信 報告

⼀夜明けて、まるで”兵どもが 夢の跡”を⾒てるようです（笑）。

皆様、昨夜は皐ちゃんの旅⽴ちを、暖かく⾒送っていただき、ありがとうございました。
 とくに、謝恩会を企画して下さったsakiさん、名司会のチョコレートさんには、

 厚く感謝申し上げます。
 sakiさんの予⾔どおり、Ｚ研ＢＢＳにとって歴史的な⽇になりましたね。

泣き⾔ひとつ⾔わず（⼀つ⾔ったかな︖）、⾒事な卒業でした。
 我が娘を褒めてあげたいと思います。

 『皐 第１章』は幕を閉じましたが、いつか必ず、『皐 第２章』が始まる⽇が来る
 と信じて、待ちましょう︕ 夏を待つセイルのように。ただひたすら。

yanさん、今回も素晴らしい演奏ですね︕
 ♪ 君のことを…ず〜っと…

  ずっとずっと思っているよ
 ここに集まった全員の想いに違いありません。

 マーチ⾵で、皐ちゃんの壮⾏にピッタリでしたが、間に合いませんでしたね…。
 何とかして皐ちゃんに届けますので。

みなさんへ

5998 選択 アネ研 2008-04-01 08:29:56 返信 報告

昨⽇はお疲れ様でした。
 ほんと、sakiさん、チョコレートさんをはじめみなさんのおかげで、Z研らしい、楽しい⽇にしていただいて感謝しま

す。（笑）
 PS､ダスキンのお姉さんとおかたずけ、おかたずけ（笑）
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Re:御 礼

5999 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-04-01 10:23:24 返信 報告

おはようございます。
 今だ放⼼状態です（笑）。

とても素晴らしいお⾒送りが出来たんじゃないかと感謝しています。
 ひとえに、ご参加戴いた、ゲストの⽅々のお陰ですね。

 所⻑も仰っていますが、特にsakiさんとチョコレートさんには、重ねてお礼申し上げます。
 こんなにも想ってもらって、皐ちゃんは幸せ者だと思っております。

温かくて、明るくて、⾯⽩くて・・・、
 でも、思い遣りと愛情に溢れた、素晴らしい旅⽴ちとなりましたね︕

 Z研らしくて、最⾼でした︕

きっと、また会えるはずです。
 いやっ、絶対会えます︕︕

それまで、何とか存続しないとね︖ 所⻑︕（笑）
 また皐ちゃんに会いたいから、頑張りましょう︕

 ゲストの⽅々、そして所員の⽅々、今後とも宜しく願いしますね︕

Ｐ.Ｓ. アネ研さん︕ 妥スキンもお⼿伝いしますよ︕（笑）
 

皐さんへの思い

6000 選択 ⼭茶花 2008-04-01 11:08:50 返信 報告

こんにちは
 皐さんが、当サイトから、“Z研からの旅⽴ち”という報告を受けてから、ポカッと⼼の⽳が開いた感じがします。

未だに、何が何だか分からない状態です(笑)
 皐さんに頂いた加⼯画はすべて、今でも⼤切にしまってあります。

 彼⼥が⼼を込めて創られた加⼯画は、⾔葉では⾔い尽くせないものが沢⼭あります。
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ステキな絵だったり、カッコイイものであったり。いつもstrayさん並に感⼼させられていました。
Z研には、無くてはならない存在だったのに残念です。

 彼⼥とは、ZARD以外の話も出来て、お陰で楽しい⼀時を共有出来たこと、嬉しく思います︕
 いつかまた何処かで彼⼥とお会いできたら、と、願っています。

 

Re:御 礼

6001 選択 yan 2008-04-01 14:01:57 返信 報告

こんにちは、strayさん。
 皐ちゃんは本当に卒業しちゃったんですね〜、さびしい限りです。

 きっと夢に向かって⾛りぬけるんでしょうね♪
 僕も悲しんでばかりじゃなく、ちゃんと応援しようと思います。

> yanさん、今回も素晴らしい演奏ですね︕ 
 いえいえ、オケの連中も涙で楽譜がにじんでしまったようで、

 今聴くとアラが…（汗）

> マーチ⾵で、皐ちゃんの壮⾏にピッタリでしたが、間に合いませんでしたね…。 
 ほんとに残念でした…、僕にもっと能⼒があればよかったのですが。

> 何とかして皐ちゃんに届けますので。 
ぜひお願いします︕皐ちゃんにはもらってばかりでしたから。

 

Re:御 礼

6002 選択 pine 2008-04-01 15:06:52 返信 報告

みなさん こんにちは \(*^o^*)/
 昨⽇はとても素晴らしい謝恩会、楽しく過ごさせていただきました。

 私は⼤ボケかましていただけでしたが…(汗)
 sakiさん、チョコレートさん、朝から晩までご苦労様でした。

 温かく皐さんを送り出してあげることができて良かったですね。
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今⽇は４⽉１⽇、皐さんは気持ちよく新しいスタートをきれたことでしょう。
研究所も新年度ですね。また新たな謎に果敢に挑戦しましょう︕（ってゲストの私が⾔うセリフじゃないですね。失
礼）

P.S お掃除ママさんなのに、重役出勤ですみませんm(_ _)m これから後⽚付け、お⼿伝いしま〜す︕︕

Re:御 礼

6003 選択 ミキティ 2008-04-01 16:03:44 返信 報告

所⻑さん みなさん こんにちは

 昨⽇は謝恩会へ出席させていただいてありがとうございました
 （＾－＾）

  企画して下さったsakiさん 名幹事のチョコレートさんお集まりになったみなさんありがとうございました。泣か
ないで明るい会で過ごせました。

  皐さんも喜んでくださっていることと思います（＾－＾）

 今⽇は昨⽇の⽚付け班として 早めの出勤です(^o^)⼃
  所⻑さん 部⻑さん(｡･o･)ﾉﾉ

  昨晩は 部屋の隅っこで体育座りして 涙でのノ字書いていませんでしたか
  部⻑さん パトの回数 減ってないかな〜(｡･o･)ﾉﾉ

 私も新年度で 私 こんなキャラでいいの(*・ｪ･*)ﾉ~☆と思いつつ
  まじめにならないとしっかりしないとと思う反⾯

  やぱっり開き直って 今年度もいつものままでいつものミキティで登場させていただきたいと思います（笑）
   今 誰か迷惑そう顔してたし(｡･o･)ﾉﾉ。。。 （

                   笑）(*^ｰ^)ﾉ

 これからも宜しくです(*^ｰ^)ﾉ

  お掃除お掃除ガンバロー（笑）

   カーデガンさん♪
   先⽇はチャットありがとうございました（＾－＾）
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（＾－＾）

 
  
  

Re:御 礼

6004 選択 xs4ped 2008-04-01 16:47:29 返信 報告

stray、皆さん、こんにちは。

> 皆様、昨夜は皐ちゃんの旅⽴ちを、暖かく⾒送っていただき、ありがとうございました。 
 > とくに、謝恩会を企画して下さったsakiさん、名司会のチョコレートさんには、 

 > 厚く感謝申し上げます。 
 > sakiさんの予⾔どおり、Ｚ研ＢＢＳにとって歴史的な⽇になりましたね。 

 皆さん、昨⽇はお疲れ様でした〜
 私は、⼀次会しか参加出来ませんでしたが、sakiさん、チョコレートさんを始め、皆さんのおかげで、楽しい⽇にな

りました。感謝致します︕(^_^)
 本当に有難う御座いました︕

 >『皐 第１章』は幕を閉じましたが、いつか必ず、『皐 第２章』が始まる⽇が来る 
 > と信じて、待ちましょう︕ 夏を待つセイルのように。ただひたすら。 

 皐ちゃんの来るのを⾸を⻑〜くして待っています︕
 幾らなんでも、昨⽇の今⽇と⾔う事は無いよね︖エイプリルフールだから。(笑)

げっ、もうこんな時間になってる。
 寝る時間が２時間も無い・・・(ToT)/~~~

 では、お休みなさ〜い。(-_-)zzz

PS.
 ♯5894の動画再⽣出来る様になりました。

すみませ〜ん（汗）
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6005 選択 saki 2008-04-01 17:03:35 返信 報告

 
散らかした張本⼈が、お掃除に遅れてしまってm(_ _)m

ってもうすっかり綺麗になっていますね…⼀安⼼・⼀安⼼
 昨夜は、途中で帰っちゃってすみませんでした。

でもみなさん最後まで盛り上がっていらしたようで、ありがとうございました。
 これからも、みんなで、皐さんが帰りたくなるように楽しくして⾏きましょうね。

本当に、昨⽇は、ありがとうございました。
 乗りのいい⽅々ばかりで助かりましたよ〜。

せっかくxxxさんが坂井さんに似てるって仰って頂いたのに
 な〜んかおちゃらけキャラになってしまったsathuki …じゃないsaki でした。

メールで伝えました

6006 選択 stray 2008-04-01 17:55:05 返信 報告

皆さんこんにちはorこんばんは（微妙な暗さなので）（笑）。

昨夜0:00以降に頂戴した記事（ミキティさん、天使さん、yanさん、⼭茶花さん）を、
 メールで皐ちゃんに伝えましたので、どうぞご安⼼下さい。

 ああいう⼦なので、今⽇は絶対ここを⾒てないはずです（笑）。
 Message Boad は定期的にチェックしてくれると思います。

> それまで、何とか存続しないとね︖ 所⻑︕（笑） 
 それも皐ちゃんがちゃんと考えててくれました（笑）。
 卒業制作として何作か置いていってくれたんです。偉い⼦ですね︕

 何作あるかは、ヒ・ミ・ツ（笑）。
 私がそれをいつ発表するかも、ヒ・ミ・ツ（笑）。

 皐ファンは、毎⽇Ｚ研を覗きにくるしかないですね。おっ〜ほっほっほ〜（笑）。
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翼を広げて

6007 選択 ミキティ 2008-04-01 18:34:49 返信 報告

所⻑さん またまたこんばんは（＾－＾）

 すでに並びにきました（笑） ^-^)ﾉ(* ^-^)ﾉ 早すぎますね（⼤汗）
 ファンはいつでも待ちわびているんです〜（＾－＾）

 所⻑さん メッセージありがとうございます♪
 昨⽇の最後にと思って頑張っていたら すでに0時をを1分まわっていたんですよね

 がーんo(-0-o)と思ってました。でもきっと届くはずと信じていましたよ♪
  相変わらずな私ですが 部⻑さんにこのキャラでお許しをいただいたので（笑）

 美術館通いがんばっちゃいますヽ(^o^)⼃

Re:御 礼

6008 選択 アキラ 2008-04-01 18:45:08 返信 報告

こんばんわstrayさん＆所員の皆さん、昨⽇は朝からsakiさんがZ.pに来られて皐ちゃんの謝恩会をしてますので来て
くださいとのお誘いをされてくれたのですが突然のakiちゃんの卒業宣⾔で私達Z.pメンバーも⼤きなショックで謝恩
会に参加できなくなってしまい申し訳ありませんでした(>_<)またstrayさん、T28さん、mihoさんにはakiちゃんへ
応援レスをいただき、アネ研さんにはakiちゃんへのスレ⽴てをしていただきまして本当にありがとうございました︕
しかし皐ちゃん、akiちゃんとも本当にしっかりした⼦で⾃分の将来をきちんと⾒据えて今やるべきことを優先させる
その決断は⽴派でしたね、⼆⼈とも永遠のお別れではないとのことですから素敵な⼥性になってZ研＆Z.p掲⽰板に戻
ってきてくれることを期待して待つしかありませんね!(^^)!では失礼しました

Re:御 礼

6009 選択 miho 2008-04-01 19:25:30 返信 報告

すごくさみしい気持ちですが、

皐さんから頂いた加⼯画像はずっと⼤切にします。
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皐さんに出会えて本当によかったです。

Re:御 礼

6010 選択 stray 2008-04-01 19:47:53 返信 報告

ミキティさん、こんばんは。
 お気持ちはよ〜くわかりますが、早すぎるってば（笑）。

 公開前⽇に整理券発⾏しますので（笑）。

アキラさん、こんばんは。
 akiちゃんの卒業には驚きました。私には⼣⽅、直々にメールでお知らせがあったので、

 メールでもエールを送りましたので。
 Z.p.の皆さんもさぞかしあわてたことかと思います。

 BBSに登場してなかったので、あのままお別れしちゃったのかなぁと思ったら、
 皆さんでチャットに集まってられたんですね。よかった、よかった。

 akiちゃんも皐ちゃんも、きっと帰ってきますって︕
 待ちましょう。お互いそれまで⽣き延びましょう︕（笑）

mihoさんへ
 mihoさんは2⼈にいちばん年が近いので、さぞかしお淋しいでしょうね。

 でも、私と皐ちゃんのように、親⼦ほど年が違ってても、
 BBSではそんなのぜんぜん関係なく、真の友達付き合いができるんですよ。

 海千⼭千のおじさん・おばさんばかりだけど（笑）、遠慮しないでこれからも書き込んで下さいね。
 加⼯画も詞も、どんどん上⼿くなってますよ。おじさん、期待しちゃうかも︕（笑）
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Re:メールで伝えました

6011 選択 天使 2008-04-01 21:03:19 返信 報告

strayさん、こんばんは。

いつも、ご無沙汰ばかりですみません。

本⽇、私のコメントを、皐さんにお伝えいただいたとのこと・・・ありがとうございまし
た。

皐さんが卒業されるのであれば、もっとお話をしておけばよかった、と今更ながら後悔して
おります。

また、お会いできる⽇を楽しみに、そして、私に作っていただいた画像、いつまでも⼤切にしていきたいと思ってお
ります。

ありがとうございました。

皆さま、ありがとうございました︕

6012 選択 チョコレート 2008-04-01 22:35:18 返信 報告

所⻑さん、皆さん、こんばんは。チョコレートです。
 昨⽇は、sakiさんの謝恩会企画、とても素敵でした。ありがたいな〜と思いました。

 でも、平⽇の、しかも年度末の昼間は、皆さん、とてもお忙しかったのではないでしょうか︖

昨⽇はたまたま1⽇家にいることができたので、僭越ながら、私が司会を担当させて頂きました。
 所員の皆さんを差し置いて、この私で良いのか︖︖という気持ちもあったのですが･･･｡

謝恩会の司会の経験もなく、ノリだけで押し通してしまい、不愉快に感じられた⽅もいらっしゃるのでは･･･︖と、今
⽇は少し反省して過ごしました。

 それにもかかわらず、所⻑さん、部⻑さん、アネ研さん、pineさん、ミキティさん、xs4pedさん･･･
 皆さんから労いの温かいお⾔葉をいただきまして、本当にありがとうございます。

 昨⽇、お付き合いいただいた皆さまに、この場をお借りして、あらためてお礼を申し上げます。
 皆さま、ありがとうございました。
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アキラさんへ、ＭＩＺＵＩさんへ

6013 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-04-01 23:59:19 返信 報告

こんばんは、
 よこレス失礼します。

ご丁寧にレスありがとうございます。
 ほんと、突然のことで、驚きましたね。

 でも、お互いに、ａｋｉちゃん、皐ちゃんが、いつの⽇かもっと
 素敵になって戻って来るのを待ちましょう。

また、こちらより失礼しますが。

ＭＩＺＵＩさんへ

Ｚ研では、ＺＡＲＤ関連プログ調査局で、かなりまえから皐フリークなＭＩＺＵＩさんのプログは知っていました。
 昨⽇の謝恩会はともかく、皐ギャラリーを以前から愛してくれてたことは伝わっていますのでご安⼼を。

ＰＳ．megamiさんは、ちと⼼配ですが、ヌカリはないと思います。(笑)

謝恩会（前説）︕

5882 選択 saki 2008-03-31 08:23:25 返信 報告

さて、皐さんの卒業式も滞りなく無事終了致しまして
 本⽇は、皐さんへの感謝の気持ちを込めて謝恩会を開きましょう。

 後程、主役のZ研のスター皐さんは登場されると思います。
 今⽇のZ研究所BBSは⾒逃せませんよ〜♪

 チェックを怠りなく︕

まずは、Z研究所前説担当sakiが前座を務めさせて頂きます。(^^)/
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みなさ〜ん。
＃5876で、卒業式の時かずさんが撮った皐さんの卒業祈念写真が出来ましたよ〜

 坂井さんもちゃ〜んと来て下さいましたね
 私は、坂井さんに新⼈のご挨拶をしてる花を持った泉⽔さんで〜す。

 皐さんは、靴紐を結んで旅⽴ちの準備をしている泉⽔さん、
 所⻑は⼀番右でそんな皐さんを暖かく⾒守っている泉⽔さん、

 部⻑は、ストーカーのように皐さんのすぐ後ろで⼼配そうに⾒ている泉⽔さん、ってイメージしてみました。
 xxxさんは︖、あの⼈はシャイだからZARDTシャツの陰に隠れているんですよ〜きっと（笑）

 みなさんは、どの泉⽔さんですか︖
 先に⾔ったもん勝ちですよ〜(^O^)

皐さん、私の拙いブレゼント喜んで下さってありがとうございます。
 ⼈前に出せるような代物ではなかったので所⻑にお願いしました、（笑）

 ⼀流の画伯に素⼈が作った貼り絵を贈るなんて…⾝のほど知らすですね。
昔の諺で「シャケに雪駄」って⾔うんですよねﾂ…所⻑♡

 でも、気持ちは超特⼤盛ですから許してね〜

昨⽇の皐さんから聞いたZARDの曲なんですか私の数少ないZARDコレクションの中
 にはありませんでした(T_T)

 あわてて、Z.PのMIZUIぶちょ〜さんのブログ「⼀期⼀会」も探してyoutubeも探したけどなかった(T_T)
 今度、絶対聴いておきますね、次逢う時までの宿題ね︕

坂井さ〜ん、あなたの事がだ〜い好きな皐さんを⾒守っていてくださいね〜
 XXXさ〜ん、あなたがだ〜い好きな皐さんの事助けてあげてね〜

皐さん、頑張ってね︕ 私も皐さんに負けないよ︕ 頑張るからね︕

⼜逢おうね︕  約束だからね(^o^)／＆(;_;)

(注）︓このスレッドは、前説ですので皐さんの登場と同時に終了します。

sakiさん、ナイスです︕

5883 選択 stray 2008-03-31 10:02:28 返信 報告
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sakiさん、おはようございます。

泉⽔さんとxxxさんが皐ちゃんの卒業を祝福する、ナイスな企画ですね︕
 どうもありがとうございます︕ ぜんぜん思いつきませんでした。

> 部⻑は、ストーカーのように皐さんのすぐ後ろで⼼配そうに⾒ている泉⽔さん 
 あはは、ピッタリですねぇ（笑）。

> 昔の諺で「シャケに雪駄」って⾔うんですよねﾂ…所⻑♡ 
 > でも、気持ちは超特⼤盛ですから許してね〜 

 さあ、聞いたことないですけど…（笑）

> 昨⽇の皐さんから聞いたZARDの曲おとないですけどてんなんですか私の数少ないZARDコレクションの中 
 > にはありませんでした(T_T) 

 AL『⽌まっていた時計…』に収録されている曲ですね。
 あとでメール添付で送ってあげます（笑）。

皆さん︕早い者勝ちなので、皐ちゃんと卒業写真に納まりたい⽅は、
 是⾮「私これ︕」とレスして下さいね︕（笑）

Re:謝恩会はじめますか︕

5884 選択 チョコレート 2008-03-31 10:23:22 返信 報告

sakiさん、皆さん、おはようございます。チョコレートです。集合写真も出来たんですね︕
 私は〜やっぱりお花を持っている泉⽔さんかな。えへへ、⾔ったものがちでしょ︖

さて、いよいよ・・・ですね。今⽇はパーッと楽しくやりましょう。

えーっと、それではカフェ店番1号・チョコレートが本⽇、謝恩会前半の司会進⾏を務めさせていただきたいと思いま
す。

 不慣れではありますが、精⼀杯務めさせていただきたいと思いますので、どうぞ、よろしくお願いいたします。

それでは、ご来賓の皆さまにご⼊場いただきます。
 皆さま、拍⼿でお迎えください。パチパチパチ・・
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続きまして、ご来賓の⽅々より、祝辞を賜りたいと存じます。それでは、まず、ご来賓の所⻑様、よろしくお願いい
たします。

Re:謝恩会（前説）︕

5885 選択 saki 2008-03-31 10:52:40 返信 報告

 
え〜っ︕

所⻑も、チョコレート先輩も意地悪なんだから〜 (T_T)

所⻑〜︕ちゃ〜んと、突っ込み⼊れて下さいよ〜
 それを⾔うなら「釈迦に説法」だろって…これじゃ〜⼀⼈乗り突っ込みになっちゃたでしょう(^^;)

 ホ〜ント意地悪なんだから〜

チョコレート先輩、花を持ってる泉⽔さんは、私って⾔ってたジャン(T_T)（←お前九州だろ︖）
 でも、いつも愚痴を聞いて下さる、チョコレートせんぱ〜い♡だからお譲りしま〜す。

 それじゃ〜私は、「マイフレンド」の⾚いジャンパーを着てる泉⽔さんにしますね。(^^)/

あれれ

5886 選択 チョコレート 2008-03-31 11:09:23 返信 報告

sakiさん、ごめんなさい︕⼈の話を聞いてない（読んでない）私をお許しください・・・。⼤ボケですな。
 え︖良いの︖じゃあ遠慮なく（笑）。”先輩”ってひどいわね〜。

> 所⻑も、チョコレート先輩も意地悪なんだから〜 (T_T) 
 ・・・九州ではそういう⾔葉もあるのかと・・(笑)。

あれれ︖所⻑さん︖ご来賓の祝辞ですよー︕お願いしますよー︕
 次は乾杯の挨拶ですからね。部⻑さん、部⻑さん︖会場に急いでくださいよ〜。

無理です（笑）
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5887 選択 stray 2008-03-31 11:36:33 返信 報告

sakiさんへ

「シャケに雪駄」は「釈迦に説法」だったんですかぁ︕︕（笑）
 ん〜（絶対）無理です、強引すぎます（笑）。

 そんな諺があるのかと、ネットで調べたんですよ（笑）。

チョコレートさんへ
 ひどい先輩だなあ（笑）。

 来賓祝辞って、まだ主役が到着してないんですけど︕（笑）
 そろそろお腹も空いてきたので、もう少ししたら始めましょうか（笑）。

 

皐さーん、みなさーん、謝恩会始めますよ〜︕

5888 選択 チョコレート 2008-03-31 11:48:31 返信 報告

おなかすいてきましたね（笑）。
 今⽇はカフェより、ZARD PREMIUM LUNCH BOX をご⽤意しました︕カフェメニューも本⽇

限り、飲み放題・⾷べ放題︕店⻑（所⻑）⼤盤振る舞いですっ。
 主役が登場したら、はじめましょう。

 あ、所⻑さん・・もう飲んでるでしょ︖︕顔が･･･⾚いし、⽬も⾚いですよ。困るなぁ・・こんな
花嫁の⽗、いますよねぇ。

祝 辞

5889 選択 stray 2008-03-31 12:04:19 返信 報告

え〜、桜がキレイですね。
 皐ちゃんの地元へはよく仕事で⾏くのですが、いつも⾶⾏機ギリギリに乗ったりして…。

 今⽇も、博多に謝恩会の会場を押さえてあって、
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sakiさんが待ってるというので、すごく焦ってたんですね。
それで、あんまりの焦りで、間違えて関空で降りてしまいまして（降りれないっちゅうの︕）、

 sakiさんもいないし、なんか変だなぁと思ったら、関空だったんですね。
 そういうことがしょっちゅうで…。

すみません、つまらない話で（笑）。

私は、⾔葉を〜、詞を、⼤事にしたいと思っているのですが、
 皐ちゃんのマメさは到底真似できません。さぞかしたいへんだったろうなぁ、

 時間かかるだろうなぁ、パルプ⺟に睨まれてるだろうなぁ（笑）と、
 いつも⼼配していました。12⽇間連続のとき「レスは適当でいいからね」と

 ⾔ったにもかかわらず、皐流を最後まで通しましたね。
 負けず嫌いだから、私にそう⾔われて、逆にそう出来なくなっちゃったのでしょう（笑）。

 ⾒上げた根性です。だから、私は何も⼼配していません。
 悪い男にだけは引っかからないで欲しいだけです（笑）。

所員メッセージにも書いたとおり、
 淋しくなったら、くじけそうになったら、Ｚ研を想い出して、遊びに来て下さい。

 こう書くと、淋しくなっても、くじけそうになっても、Ｚ研に来ない可能性もあるけど（笑）。

みんな皐ちゃんのことが⼤好きで、愛してますからね。
 Ｚ研でもまれた７ヶ⽉間が、皐ちゃんの⼈⽣に何らかのプラスになれば嬉しいです。

 遥かな夢に向って、突き進んで下さい︕

卒業おめでとう︕ そして、どうもありがとう︕ 
 お疲れ様でした︕

 

Re:祝 辞

5890 選択 チョコレート 2008-03-31 12:16:48 返信 報告

所⻑様、素晴らしい祝辞をありがとうございました。
 どこかで・・聞いたことのある話ばかり︖︖でしたが・・・そういうことで。

 もう⼀度盛⼤な拍⼿をお願いします︕パチパチパチ・・
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それでは、続いて、部⻑様に乾杯のご挨拶をお願いいたします。
ぶ、部⻑さん︖いらっしゃいますかぁ〜︖

Re:皐さーん、みなさーん、謝恩会始めますよ〜︕

5891 選択 saki 2008-03-31 12:25:07 返信 報告

 
司会者さ〜ん︕

乾杯の⾳頭はまだ〜こ〜んな美味しそうな料理を前に、
 お預けっ︕なんて⾟いですよ〜

部⻑〜︕  まだ〜 司会者さん代わりに「かんぱ〜い」ってしちゃいましょう。

あぁ〜よだれが〜

スイーツバイキングもどうぞ︕

5892 選択 stray 2008-03-31 12:26:07 返信 報告

今⽇はカフェはお休みです（笑）。
 スイーツバイキングも持ってきましたので、⼥性の皆さん、

 たらふく⾷べて、⼤いに太って下さい（笑）。

チョコレートさんへ
 はい、すでに飲んでます（笑）。

これが飲まずにいられますか︕︕（笑）

登場です☆ﾐ

5893 選択 皐 2008-03-31 12:26:08 返信 報告

sakiさん、所⻑、チョコレートさん こんにちは︕︕
 私が登場と⾔う事は、このスレは終了してしまうのかな…︖
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部⻑の前に来てしまいましたよ︖︖(笑)

sakiさん、かずさんの撮った卒業記念写真が出来上がったんですね︕(o^∇^o)
 出だしで躓かないように靴ひもチェックしてるところを撮られちゃった︕︕(笑)
 >部⻑は、ストーカーのように皐さんのすぐ後ろで⼼配そうに⾒ている泉⽔さん 
 あははっ︕(笑)所⻑も仰っていますが、ピッタリな感じですね(o≧∀≦o)

 ⾒守って、そして背中を押してくれるポジションに着いてくれていて嬉しいです☆ﾐ

>皐さん、私の拙いブレゼント喜んで下さってありがとうございます。 
 本当に嬉しかったですよ(*^u^*)すごく気持ちが込められているのを感じました。

 私にとって、sakiさん(旦那様)、皆さんからの贈り物は超特⼤盛です☆ﾐ

泉⽔さん、xxxさん、皆さんの事、ず〜っと⼤好きでいますよ♪
 sakiさんもお仕事、妻、⺟親という たくさんの役割を頑張ってくださいね︕︕

 またきっと、どこかで逢いましょう(*≧∇≦*)

---------------------------------------------------------------
 所⻑、チョコレートさん こんにちは︕

所⻑、『⽌まっていた時計…』に収録されている「悲しいほど 今⽇は⾬でも」なんですが、
 sakiさんにメールで送ってあげてくださいね(*^u^*)ここにはURLを貼るより添付の⽅がいいんですよね??

 祝辞もすごく嬉しいです(>_<｡)途中から“どこかで聞いた事”があるのに気づきましたが(笑)
 やはりZ研・所⻑らしくて⼤好きです︕︕

チョコレートさん、司会はすごくステキにこなしてますね〜☆ﾐ いつか私の結婚式の司会もお願いしようかな♡(笑)
 あれ︖所⻑は早くもお顔が⾚く…︖そんな花嫁の⽗は居ますよね︕(笑)

主役登場︕

5895 選択 stray 2008-03-31 12:35:26 返信 報告

主役の皐ちゃんが登場しました︕ 
 ナイスタイミング、さすが我が娘です︕（笑）
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> 私が登場と⾔う事は、このスレは終了してしまうのかな…︖ 
いやいや、この後、２次会、３次会、４次会と…（笑）

 今⽇はみんなで酔いつぶれましょう︕

> sakiさんにメールで送ってあげてくださいね(*^u^*)ここにはURLを貼るより添付の⽅がいいんですよね?? 
 ですね。覚えてたら私がメールで送ります（笑）。

> やはりZ研・所⻑らしくて⼤好きです︕︕ 
ありがと︕☆ミ

チョコレートさん、「乾杯」の⾳頭とってくださ〜い︕

やっほ〜︕

5896 選択 saki 2008-03-31 12:37:20 返信 報告

やっと主役の登場ですね〜

>(注）︓このスレッドは、前説ですので皐さんの登場と同時に終了します。

早くも前⾔撤回です。

さ〜楽しく始めましょう… それでは「かんぱ〜い」…私がいっちゃった。

Re:やっほ〜︕

5897 選択 アネ研 2008-03-31 12:45:59 返信 報告

皐ちゃん、みなさんこんにちは、
 sakiさん︕、撤回してくれてありがとう。(笑）

 以前、皐ちゃんに、｢猫なべ」をうけてくれたので聴いてください。(笑）
 http://jp.youtube.com/watch?v=l6QutLLPRAY

 楽しく聴いてちょ(笑）
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主役登場︕待ってましたよ〜

5898 選択 チョコレート 2008-03-31 12:47:56 返信 報告

皐さん、お待ちしていましたぁ︕はじめましょう︕

部⻑さんを探しているんですが・・トイレで泣いているんでしょうか︖︖
 ではかわりに私が・・・って、あれ︖sakiさんが「かんぱ〜い︕」って・・。

 ぎゃははは︕では「乾杯︕」これもZ研らしくて良いかな︖

Re:やっほ〜︕

5899 選択 皐 2008-03-31 12:51:20 返信 報告

sakiさん、チョコレートさん乾杯の⾳頭に合わせてシャンパンを頂きましょう︕(o≧∇≦o)

>いやいや、この後、２次会、３次会、４次会と…（笑） 
 >今⽇はみんなで酔いつぶれましょう︕

>早くも前⾔撤回です。 
 嬉しいです☆ﾐ酔いつぶれましょうね〜♪(笑)

 スウィーツやご馳⾛を⽬の前にして、ルンルン気分です(●＞ω＜●)(笑)

アネ研さんからのネコちゃんソングを聴きながら…☆ﾐ(笑)

アネ研さん、素晴らしい︕

5900 選択 チョコレート 2008-03-31 12:58:35 返信 報告

アネ研さんより、かわいい猫ちゃん合唱団の動画が届きました︕
 猫ちゃんたち、芸達者ですね〜。素晴らしい合唱でしたね。

 アネ研さん、素敵な動画をありがとうございました︕
 アネ研さんと猫ちゃん合唱団の皆さんに、盛⼤な拍⼿をお願いいたします。

 パチパチパチ・・・
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それでは、しばらくご歓談ください。
BGMはyanさんのピアノ演奏です・・・。

Re:やっほ〜︕

5902 選択 saki 2008-03-31 13:00:07 返信 報告

皐さ〜ん
 シャンペンの差し⼊れありがとう(^o^)

私、⼀杯飲んだだけで茹タコ状態、おまけに泣き上⼾なんですよ〜

でも、今⽇は、楽しく飲んで⼀杯笑って、⼀杯泣いちゃいますね〜。

気楽に⾏こう︕

5903 選択 皐 2008-03-31 13:07:01 返信 報告

アネ研さんからの猫ちゃん動画はスゴイですよね︕︕Mステで紹介されているのを
 ⾒た事があるんですが、「ほたるの光」以外にもあるらしいですよ☆ﾐ

 素晴らしいですよね〜︕パチパチ♪

sakiさん︕早くもゆでだこ状態じゃないですか︕︕(笑)
 よし︕じゃあ今酔っぱらってる時にお願いしようかな♪♪(笑)

 ⾚いｼﾞｬﾝﾊﾟｰを⽤意したので、ぜひ「マイフレンド」を1曲お願いします(*≧∇≦*)(笑)

Re:謝恩会（前説）︕

5904 選択 xs4ped 2008-03-31 13:07:07 返信 報告

sakiさん、皆さん、こんにちは。

> 本⽇は、皐さんへの感謝の気持ちを込めて謝恩会を開きましょう。 
 私もチョコットだけ参加させて頂きま〜す︕

 もう少しで寝ないといけないので・・・(夜勤です(ToT)/~~~)
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> 先に⾔ったもん勝ちですよ〜(^O^) 
私は此れでお願いします。

 ⽩いTシャツとジーンズ

皐ちゃん
 >sakiさん、チョコレートさん乾杯の⾳頭に合わせてシャンパンを頂きましょう︕(o≧∇≦o) 

 シャンパン頂きま〜す︕（*^_^*）
 酔いつぶれて起きられなくなったらどうしよ〜(^_^;)

 まっ、いっか。(笑)

ではここで1曲・・

5905 選択 チョコレート 2008-03-31 13:14:12 返信 報告

♪〜いつもかがやいていたね 少⼥のまま 瞳はまいふれーん♪
 あら、私じゃなかったかしら︖失礼しました。

ここでお忙しい中、皐さんの画像編集の師匠︖︖寺尾さんことxs4pedさんも駆けつけて下さいました︕拍⼿〜。
 xs4pedさん、夜勤ですか??⼤変ですね。でも寝かせませんよ〜（笑）

  

xs4pedさん、こんにちは︕

5907 選択 皐 2008-03-31 13:18:50 返信 報告

寺尾さん待ってました︕(笑)素敵な卒業記念品も本当にありがとうございますね(o≧ω≦o)
 夜勤との事なので、所⻑が飲ませないようにチョコレートさん⾒張っていてください♡(笑)

あれ︖sakiさんは泣き上⼾で声が震えちゃうからチョコレートさんに代役かな︖(笑)
 チョコレートさんには「悲しいほど 貴⽅が好き」という⼤⼈系なバラードを

 リクエストしようと思ってたんですが、まぁいっか︕(笑)
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お待たせ〜（笑）

5908 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-03-31 13:20:07 返信 報告

いや〜、重い重い・・・、フ〜ッ・・・、お待たせ︕︕（笑）
 それじゃ〜盛⼤に鏡開きするかねって、もうみんな出来上がってんじゃん︕（笑）

 まったくもぉ〜、しょ〜もない連中だ︕（笑）
 

みんな集まって〜（笑）

5909 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-03-31 13:27:40 返信 報告

それじゃ〜、鏡開きするよ︕
 みんな集まって、⽊槌持ってね︕（笑）

 皐ちゃん、真ん中ですよ︕
 所⻑︕ ほらっ、そこは主役の場所だから、どいたどいた︕（笑）

みんな準備いいですか︕
 それじゃ〜いくよ〜︕

 「せ〜の︕︕」
 

部⻑さん、登場︕

5910 選択 チョコレート 2008-03-31 13:31:22 返信 報告

部⻑さん、待ってましたよ〜。
 もう待ちきれずに乾杯しちゃいました︕結果、ご覧のとおりです（笑）。
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では皐さんのリクエストにお応えして・・
♪〜かーなしいほど 皐が好きでぇ〜 恋しすーぎると なぜなの こんなにーも 苦しい〜♪

良い感じで酔いが回ってきましたぁ。ありゃ︖私、司会じゃなかったっけ︖ま、いいか。

Re:お待たせ〜（笑）

5911 選択 saki 2008-03-31 13:31:22 返信 報告

ぶちょ〜︕ 
 おそ〜いジャン ﾋｯｸ︕  ず〜と待ってたんだから〜ﾋｯｸ︕

皐さん、「マイフレンド」歌おうとしたら、後ろに怪しい⼈影が…
 振り返って⾒たら、誰か看板の陰から⾒てるんですよ〜

あらっ︕先輩が歌って下さったんですね、助かった、
 私が歌うと、せっかくの料理が台無しになる所でしたね。

 

部⻑待ってましたよ☆ﾐ

5912 選択 皐 2008-03-31 13:39:28 返信 報告

部⻑遅いじゃないですか〜︕(>o<)ﾉ
 …って⾔おうとしたら、こんな⼤きなものを⼀⼈で︕︖

 う〜嬉しいです(>u<｡)

チョコレートさんもすっかり酔いが回ってますね︕(笑)そんな司会者もZ研ではアリですよ♪(笑)
ちょっと酔ってるけど、チョコレートさんはやっぱり「悲しいほど…」が似合いますね〜♪

 sakiさんはかなり泥酔じゃないですかぁ〜︕︕(笑)
 xxxさんに怒られちゃいそうですね(笑)患者さんの天使をグデングデンにしたらダメ︕って(^⽫^)ゞ(笑)

ちょっとだけ☆ﾐ

5916 選択 saki 2008-03-31 13:56:35 返信 報告
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皐さ〜〜ん、
私は、だいじょうﾌﾞｲ︕

今⽇は、朝早くから謝恩会の準備してたから、ちょっと眠くなっちゃった。

ちょっとだけお休みね。m(_ _)m

2次会の場所が変わったら起こしてね〜(-_-)zzz
 

おっほっほっほ〜

5917 選択 stray 2008-03-31 13:57:46 返信 報告

皆さん楽しそうなので、来ちゃいました（笑）。
 何か余興をと思ったのですが、芸がないので、写真撮って帰りま〜す︕

 おっほっほっほ〜（笑）。

ちょっとだけ☆ﾐ

5918 選択 皐 2008-03-31 14:02:56 返信 報告

sakiさん、全然 ⼤丈ﾌﾞｲ︕じゃなさそうですよ︕(笑)

⾊々と準備でお疲れですよね(*^u^*)⾚ちゃんも居る事ですし＾＾ゞ
 ごゆっくりお休みください♡

酔いが醒めたかなぁ︖と思った頃に起こしますね(笑)

私もやぼ⽤があるので、ちょっとの間会場から失礼します☆ﾐ

P.S.ぺっ、ペーさんまで駆けつけてくれたんですね︕(笑)
 相変わらずのピンクで…(笑)

 写真出来たら現像して置いてくださいね︕(笑)いつか取りに来ますよ♪♪
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Re:皐ちゃんへ

5919 選択 xs4ped 2008-03-31 14:07:46 返信 報告

皐ちゃんへ

> 夜勤との事なので、所⻑が飲ませないようにチョコレートさん⾒張っていてください♡(笑) 
 もう、⾵呂上がりに飲んじゃいましたよ。(笑)

 もう１時間が限界なので、誰か18:30過ぎたら起こしてね〜

ぎゃははは

5920 選択 チョコレート 2008-03-31 14:08:40 返信 報告

すごいゲストですね〜。
 まさかペー、パーさんがお⾒えになるとは︕

 写真撮りまくりですね・・・本物はすごい〜。
 皆さん、酔っ払っているとこ、撮られちゃいましたよ。

あ〜あ、sakiさん、こんなところで寝ちゃってますよ・・
 とりあえず強制退場︖ってことで控え室に・・ズルズル・・部⻑さん、引きずるの⼿伝ってくださーい︕︕

え〜、別スレにxs4pedさんから、卒業祝いの記念品が届いていたのですが・・・なぜか再⽣できません。残念です。
あとでxs4pedさんを起こして聞いてみましょう。

⼭茶花さんからもお祝いのメッセージが届いていましたね。
 ありがとうございました︕よろしかったらこちらにもご参加くださいね。

さて、皐さんもお⾊直し︖︖のようですので、しばらくご歓談ください。

Re:お待たせ〜（笑）

5922 選択 xs4ped 2008-03-31 14:20:13 返信 報告
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Ｔ２８部⻑
> それじゃ〜盛⼤に鏡開きするかねって、もうみんな出来上がってんじゃん︕（笑） 

 > まったくもぉ〜、しょ〜もない連中だ︕（笑） 
 さすがに⽇本酒までは飲めません。泥酔状態になりそうです。

 既に、酔いが回ってさっき間違いレスしてしまいました。(笑)
 キーボードで何を打っているかも良く分からなくなってきました。(笑)

 今⽇は回転が速くチャットみたいなBBSになっていますね。
 

ちょっとだけ☆ﾐ・・

5923 選択 チョコレート 2008-03-31 14:28:47 返信 報告

え〜、皆さん、かなり良い感じに酔いが回ってきたようですね。
 皐さんが中座している時間を利⽤させていただいて、今までの皐作品を振り返ってみたいと思います。

 それではスライド、スタート︕
 あらら︖スライド、お願いします。しょ、所⻑さん︖えー︖⽤意しなかったんですかぁー︕︖

・・・失礼いたしました。準備が出来ていないようですので、皆さん、ご⾃分で美術館をまわってきてください
（笑）。

 あ、皆さん、ちゃんと会場に戻ってきてくださいね。
 

チョコレートさんへ

5925 選択 xs4ped 2008-03-31 14:51:25 返信 報告

チョコレートさんへ

> え〜、別スレにxs4pedさんから、卒業祝いの記念品が届いていたのですが・・・なぜか再⽣できません。残念で
す。あとでxs4pedさんを起こして聞いてみましょう。 

 どうやらサーバーエラーになったみたいでした。
 英語なので何と書いて有るか分かりませんでした。

 ７⼈程は再⽣できたみたいでしたが・・・
 チョコレートさん、寝たらレスは明⽇になるので再⽣出来ない場合は、下記よりDLして観て下さい。
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 http://www.bigmail.jp/rvlist/?key=3f09f532b55f2e0a90801af07ebc0ca3&mid=494620
それでも駄⽬な場合は所⻑に何とかして貰って下さい。

 私はもう直ぐ寝てしまいますので、今⽇は対応出来ません。<m(__)m>

Re:チョコレートさん、xs4pedさん♪

5927 選択 皐 2008-03-31 15:57:11 返信 報告

xs4pedさん、チョコレートさん こんにちは︕(o^∇^o)

お⾊直しが終わりました〜♡…っていつのまにか結婚式っぽくなってる︕(笑)

xs4pedさんのyoutubeにUPされたものは再⽣されませんでしたが、
 元画を送ってもらったので拝⾒する事ができました☆ﾐ

 本当にみなさんには素敵な卒業祝い、メッセージを頂いちゃいましたね(>u<｡)
 何かお礼ができればいいんですが…。

ちょっとウルウルきちゃうので、ペーパーさんが撮りまくってるコーナーに⾏きますね(ﾉu<｡)
(笑)

 パー⼦さんの笑い声で“つられ笑い”して来ます︕(笑)

その後はまたケーキを頂こうかなぁ♪(笑)

xs4pedさんからの卒業記念品

5928 選択 チョコレート 2008-03-31 16:04:24 返信 報告

皆さん、酔いつぶれて眠っちゃいました︖︖
 あらら〜ひどい状態ですね・・。

 皐さんも、もどって来られましたよ︕起きてください︕

さて、気にせず、司会進⾏させていただきますね。
 先ほど、xs4pedさんから、卒業祝いの記念品が届きましたが、DLして拝⾒させていただきました︕

 素晴らしい︕ブラボー︕ブラボー︕
 皐作品を振り返る、とても素敵な作品でした。
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 これですよね・・。さすが、xs4pedさん。
皐さんの素晴らしい作品と、泉⽔さんの美しい歌声とがベストマッチで、涙なくては⾒ることが出来ませんね。

 本当に皐さんの温かい⼈柄が溢れています。
 皐さん、xs4pedさん、どうもありがとうございました︕

チョコレート先輩＆司会者さん

5929 選択 saki 2008-03-31 16:16:04 返信 報告

 
2次会の会場を⽤意してありますが、そちらに移動しませんか︖

それとも、このスレをそのまま続けますか︖

Re:xs4pedさんからの卒業記念品

5930 選択 皐 2008-03-31 16:18:01 返信 報告

皆さん飲み過ぎてウトウトという感じでしょうか♪

チョコレートさんの酔いはだいぶ醒めてきたように⾒えますね☆ﾐ(笑)
 スライドは⾒事にxs4pedさんのおかげで上映できました(o^∇^o)

 私も素晴らしいの⼀⾔ですね︕
 振り返ると“あの時はこんな⾵にしてたなぁ”とか、

 “この時はまだまだね〜”なんて思ったり…(笑)

チョコレートさん、私こそ本当にありがとうございます︕︕
 チョコレートさんはやっぱりZ研には必要不可⽋な存在ですよ☆ﾐ

おっと︕sakiさんがお⽬覚めですね☆ﾐ
 2次会の会場はどこですか︖︖移動してもOKですよ︖(o^∇^o)

Z.p.で…☆
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5932 選択 皐 2008-03-31 16:25:14 返信 報告

先ほど、Z.p.の⽅に⽴ち寄らせて頂きました(*^u^*)
 レスを頂いていたのに気づいたんですが、スレが下の⽅に下がっているので

 こちらのスレにお返事を書かせて頂きたいと思います♪

mfさん、素敵な短歌をありがとうございますね︕以前、天使さんという⽅からも
 詩を頂いた事があるんですが、あの時と同じ気持ちが蘇ってきます。。。☆ﾐ

私にとっても“けして忘れぬ 美しき事”ですよ(o^∇^o)

kazuさんへ
以前kazuさんがZ板で去ると宣⾔された⽇は今でも覚えています。。。

 kazuさんの気持ちを思うと強く引き留める事も出来ませんでしたね。
 私は友達をなくすつもりはないですから⼤丈夫ですよ☆ﾐ

 “逢えなくてもずっと友達”ですからね︕(akiちゃんから頂いた歌の詩です(o^∇^o))
 Hiroさんの仰るとおり、いつかきっと帰ってきたいと思ってます︕(HNは変えずにね☆ﾐ)

花束贈呈

5933 選択 チョコレート 2008-03-31 16:26:04 返信 報告

それでは、ここで皐さんに花束を贈りたいと思います。
 プレゼンターは・・・Z研捜査班を代表して、ゼットン様。よろしくお願いいたします︕

それでは2次会へ︕

5934 選択 チョコレート 2008-03-31 16:32:53 返信 報告
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あ〜、sakiさんもお⽬覚めですね︖良かった。
皆さん、すっかりつぶれちゃったようで・・。

 では、「閉会の⾔葉」
 誰も⾔えそうにない状態なので・・・「これにて謝恩会の1次会を終了します︕2次会のご案内は担当のsakiさんから

お願いします︕

本⽇は、私のつたない司会にお付き合いくださいましてありがとうございました。

Re:花束贈呈

5935 選択 ゼットン 2008-03-31 16:39:52 返信 報告

いつも同じポーズのゼットンです（笑）。
 所⻑がオレ様に⾸輪をつけて繋いじゃったので、⾝動きできないのだが、

 泉⽔ちゃんだから許してあげる。アネ研さんだったら叩きのめすところだけど（笑）。

皐ちゃん、元気でね︕
 オレのこともゼッタイに忘れないでね︕♡

あれっ︖もう閉会になってるじゃん︕︕（笑）
 この司会者、せっかちやなあ（笑）。

Re:それでは2次会へ︕

5936 選択 saki 2008-03-31 16:49:54 返信 報告

チョコレート先輩ここ閉めちゃったんですか〜

私の⾔い⽅が悪かったですね

まだ、夜にならないと来れない⼈もいらっしゃるみたいなので、

ここを2次会会場と併⽤していきませんか︖

ひきつづき、ここで2次会を︕
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5937 選択 stray 2008-03-31 16:54:39 返信 報告

sakiさんの案でよろしいかと思います。
 ミキティさんも、今⽇は何としても駆けつけると連絡ありました（笑）。

チョコレートさん、司会の⼤役ご苦労さまでした。
 名司会でした︕ 皐ちゃんの結婚式でもよろしく︕（笑）

では、ここでひきつづき２次会を⾏います。

riverさん、○ｏ○○へ︕

5938 選択 皐 2008-03-31 16:57:43 返信 報告

sakiさん、2次会の場をどうもありがとうございますね︕
 1次会が“併⽤”になるかも︖しれないので、とあるゲストの2⼈に私からのメッセージを書かせて頂きたいと思います

(*^u^*)

「Message Boad」でコメントをくださったriverさんへ♪ 
 こんにちは︕そして初めまして☆ﾐ

 掲⽰板には書き込みをしたことがない⽅にメッセージを頂けて、嬉しい気持ちでいっぱいです(≧ω≦｡)⼼から感謝し
ます。

 以前から私の加⼯画を⾒てくださっていたんですね(*^∇^*)その⾔葉を聞けてすごく幸せです☆ﾐ
 加⼯画を作る時はいつも“歌詞の世界観”や“泉⽔さんに失礼のないように”と⼼がけていました。

 つい最近は“感じたままの加⼯画”も1枚作ってみて、その時に皆さんから温かいレスを頂いた時はすごく嬉しかったで
すね。

 明⽇からは加⼯画も作る事はなく、今までとは違った⽣活になるのですが、
 riverさんからのエール、優しい⼼遣いを⼤切に想いながら過ごしていきます☆ﾐ

 最後にお話ができて良かったです︕もしここに戻った時にはまたお話しできると良いなぁ、と思います(o^∇^o)
 riverさん、本当にありがとうございました︕︕

------------------------
 そして、ゼットン︕(笑)絶対忘れないからね〜(*≧∇≦*)
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ちょっとカミングアウトしちゃうけど、実は今まで⽣きてきた中で、“ゼットン”っていうキャラクターが居た事をこ
のZ研で知ったの(笑)

 でもおかげで忘れられない存在になったよ♡(笑)⾸輪に繋がれながら、⻲井刑事と調査頑張ってね︕(笑)

⼤切な事を書き忘れました(焦)
 チョコレートさん、素晴らしい(Z研らしい)司会をどうもありがとうございました︕︕

遅くなってごめんなさい

5941 選択 pine 2008-03-31 17:24:14 返信 報告

皐さん 皆さん こんにちは

卒業式も出席できず、今⽇も朝から出かけていて謝恩会も１次会は出席できず…
 ゴメンナサイm(_ _)m

わぁ ここは宴の後ですね。ビールビンやら徳利が散らばってますよ〜
 皆さん すっかり酔っ払っちゃって…

 私なんか今⽇は健康診断で、バリウム飲んでたっていうのに…発泡剤のおかわりまでしてきたんですよ︕
 でも、異常なかったので、⼼置きなく、飲み⾷いできま〜す︕︕えっもうない︕︖

 では、また後程⼆次会会場へお邪魔しま〜す。(^o^)/

気にしなくていいんですよ☆ﾐ

5942 選択 皐 2008-03-31 17:43:36 返信 報告

pineさん、こんばんは︕

来てくださってありがとうございますね(*≧∇≦*)参加の時間は気を使わなくていいんですよ♪
 ⼀⾔でも加わって頂ければ⼗分嬉しいんです☆ﾐ

1次会はチョコレートさんの名司会、sakiさんの意外な⼀⾯(笑)、
 所⻑パパの優しさ溢れる祝辞にアネ研さんの紹介VTR、そして部⻑の鏡開き︕

 最後にxs4pedさんのスライドショー(︖)で、すごく楽しく過ごしました(o^∇^o)
 あっ︕あと、ゼットンとペーパー夫妻ですね(笑)
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 そんな頃、pineさんはバリウムですか…(’□’;)(笑)
でも︕︕異常はなかったようなので安⼼ですね☆ﾐいっぱい⾷べましょう︕(笑)

それでは、きっと忙しい時間帯だと思うので、またいつでも構いませんよ(*^u^*)☆ﾐ

皐さん、はじめまして(*^_^*)。居眠りネコと申します。

5943 選択 居眠りネコ 2008-03-31 18:04:05 返信 報告

皐さん、初めまして。ZARD研究所の皆さん、初めまして。こちら賑やかでいいですねぇ(^^)。
 sakiさんからZ.p.のほうに謝恩会のお知らせを頂いてやって来ました。実は皐さんのお名前をしばらく「コウ」さん

と読んでいましたσ(^_^;)。akiさんが「さっちゃん」と呼ばれていて慌てて辞書を引き読みを知ったのです。失礼し
ましたm(_ _)m。

 ZARD研究所へは、いつもそっと訪れ作品を拝⾒していました。本当に素晴らしいスキルとセンスをお持ちですね。
これからしばらくは新しい作品が⾒られないのは寂しくもありますが、皐さんが決意したことですからこのスタート
陰ながら応援しています。未来は「今」の積み重ねです。だから今を⼤切に⽣きていきましょうね。

Crusing&LiveのDVD化と泉⽔さんがフルで唄われている映像の公開&DVD化を毎⽉のようにWEZARDにお願いメー
ルをしています。同じ様な事をされている⽅は沢⼭いると思うので、いつか期待に応えてくれると信じています。そ
うしたら皐さんがウズウズしてしまう程、素敵な素材で⼀杯ですよ︕その時には（もちろんそうでなくても）もう⼀
度皐さんギャラリーを広げてくださいね。

はなむけに『Get U're Dream』『あの微笑みを忘れないで』を贈らせてください。
 ♪あの微笑みを忘れないで いつも輝いてたい

  もう何も迷うことなく
  ⾛り出そう 新しい明⽇へ♪

pine先輩おかえり︕

5944 選択 saki 2008-03-31 18:07:43 返信 報告

pine先輩、待っていましたよ︕

卒業写真、どの泉⽔さんか決めてね〜
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それから、残っているの全部たいらげちゃって下さい〜（後⽚付けも宜しく〜）(^з^)-☆Chu!!

今、Z.p⾒たらakiさんまで…
 

居眠りネコさんへ☆ﾐ

5946 選択 皐 2008-03-31 18:54:07 返信 報告

居眠りネコさん、こんばんは︕
 今⽇は私の卒業でもあり、akiちゃんの卒業の⽇にもなりますね。

 Z研に⾜を運んでくださってありがとうございます︕sakiさんからのお知らせをお聞きになったんですね(*^u^*)

私の名前は「コウ」とも読みますもんね(*^u^*)……この間T28部⻑が私の事を最初“男の⼦”だと思っていたらしい
んですが、

 もしかしたら「コウ」と読んでいたのかもしれませんね︕(笑)

これからは加⼯画を作る事はありませんが、すぐに皆さまに⾒て頂けるような、そんな気持ちで居ます。
 居眠りネコさんはWEZARDにお願いメールをよく送っていらっしゃるとのことなので、

 発売が決定した際には、いてもたっても居られなくなりそうですね︕(笑)
 負けず嫌いなので、全DVD加⼯画を作っちゃうぞ︕︕なんて思ってしまうかもしれません(*≧∇≦*)ゞ(笑)

『Get U're Dream』『あの微笑みを忘れないで』、贈ってくださってありがとうございました☆ﾐ
 また思い出深い曲が増えました(*^u^*)

Re:謝恩会（前説）︕

5947 選択 ミキティ 2008-03-31 19:15:34 返信 報告

皐さん ご卒業おめでとうございます
  ⾔葉にならない想いでいっぱいです。

 まだ気持ちの整理が出来なくて(>_<)
 メッセージボードにゆっくりこころを込めてメッセージ贈らせていただきます。

https://bbsee.info/straylove/id/5882.html?edt=on&rid=5946
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5946
https://bbsee.info/straylove/id/5882.html?edt=on&rid=5947
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5947
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/9e05fb01c4c2aa78872ff38b73e69197.jpg


今⽇はいつまでもいつまでも皐さんとみなさんと⼀緒に語り合いましょう
(*^ｰ^)ﾉ

 こころから花束を贈ります
  2次会 泣かないで頑張ろう〜 私

夜桜⾒ながら…

5948 選択 pine 2008-03-31 19:59:01 返信 報告

新しいスタートには「桜」が相応しいので、夜桜を⾒ながらどうですか︖
 関⻄はまだ満開には少し早いのですが、この桜は「皐さんのために」週末に満開でした。

 ⼤阪府和泉（いずみ）市にある、枝垂桜です。「いずみ」つながりということで♡…

sakiさんへ
 >卒業写真、どの泉⽔さんか決めてね〜 

 じゃあ、靴ひも結んでる泉⽔さん︕ ちゃんとちょうちょ結びになってるかな︖わたしがやる
と、いつも縦結びになるんですよ。

>それから、残っているの全部たいらげちゃって下さい〜（後⽚付けも宜しく〜） 
 たいらげるのは⼤得意だけど、後⽚付けはチョットねぇ。お⽫何枚も割ってしまうかも…

Re:夜桜⾒ながら…

5949 選択 saki 2008-03-31 20:12:17 返信 報告

 
もうっ︕

pine先輩も、チョコレート先輩も⼀緒なんだから〜

ちゃ〜んと私の最初のレスみてね、

靴紐を結んでいるのは、今から旅⽴とうとしている皐さんなの︕

違う泉⽔さんを選んで下さ〜い。
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かぶりっぱなし（笑）。

5950 選択 stray 2008-03-31 20:17:09 返信 報告

夜になって寒くなってきましたね。
 幹事さん、熱燗お願いします︕︕（笑）

pineさん、靴ひも結んでる泉⽔さんは、今⽇の主役「皐ちゃん」です（笑）。
いちばん上のsakiさんの前説をちゃんと読むように（笑）。

xs4pedさんが選んだ泉⽔さんは「私」だし、
 チョコレートさんはsakiさんが選んだのを取り返すし（笑）。

 もう、みんなかぶりっぱなしなんだから（笑）。

pineさん、私と同じ間違いを・・ぷぷぷ（笑）。

5952 選択 チョコレート 2008-03-31 20:26:11 返信 報告

ぎゃははは︕
 遅れてやってきたと思ったら、私と同じ間違いを・・・おかし〜。

 待ってましたよ。健診だったのですね。お疲れさまでした。

私だけかと思ったら、結構、⼈の話を聞いてない（読んでない）⽅ばかりで安⼼しました。
 またあとで出直しま〜す。

ごめんなさいm(^o^)m

5953 選択 pine 2008-03-31 20:28:37 返信 報告

ちゃんと読んでたつもりだったんですけど…
 レス読んでいるうちに、記憶が消えてました。(汗)

 残ってたお酒を全部飲んだから、酔っちゃったみたいで〜す
 ではでは、泣いて⾚くなった⽬をサングラスで隠している泉⽔さんでお願いします。

 どなたもかぶってませんよね…
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夜桜を⾒ながら（＾－＾）

5954 選択 ミキティ 2008-03-31 20:29:27 返信 報告

夜桜を⾒ながら（＾－＾） いいですねぇ
 場所が決定したら 私 皐さん作品で並ぶことに鍛えられたので

 （笑） シート持って場所取りします(^o^)⼃

 ２次会⽤の美味しいご馳⾛ ⽤意頑張ろう(^_-)-☆

 sakiさん（＾－＾） 私可愛くマフラーしている泉⽔さん
 いいなー

Re:かぶりっぱなし（笑）。

5956 選択 saki 2008-03-31 20:35:31 返信 報告

所⻑はやっぱり偉いですね〜。

こ〜んな⼈たちをよく纏めてこられましたね、

み〜んなやりたい放題なんだから〜

熱燗ですか︖ ⽉を浮かべて⼀杯やりますか・・・

へい︕ 熱燗⼀升お待ち︕

Re:謝恩会（前説）︕

5957 選択 かず 2008-03-31 20:41:23 返信 報告

こんばんは〜〜
 仕事終わって駆けつけてきたのに〜〜

ｓａｋｉさん、素晴らしい卒業写真にしてくださって
 ありがとうございます︕︕
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仕事帰りの姿で失礼︕

祝辞の出展

5960 選択 stray 2008-03-31 21:28:37 返信 報告

決算⼤放出もこれがラストです︕
 オーディエンス録⾳じゃありません。正規品です。

2004_4_30 ⼤阪ライブ MC.mp3
 http://www.filebank.co.jp/wblink/730cf19a79294089a2b1f13725b6c401

今夜限りですので。
 

皐さんへ

5961 選択 saki 2008-03-31 21:40:22 返信 報告

 
strayさん、皐さん、先ほどakiさんのブログ⾒てきました。

 私、もうだめです・・皆さんのように明るく楽しく今⽇⼀⽇を頑張ろうとしました。
 だけどもう、泣いてもいいでしょ・・

 もう、おちゃらけなくても許して下さるでしょ・・

寂しさが込みあげて来て涙が⽌まらずキーが⾒えません。
 明るく送り出そうと、皐さんを楽しませようと頑張ったけど・・

 もう、これ以上無理です・・お先に失礼させて下さい。
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皐さん元気でね︕ ⼜、必ず逢おうね︕ 

sakiさん、お疲れさま︕

5962 選択 stray 2008-03-31 21:57:06 返信 報告

sakiさん、今⽇は謝恩会企画をほんとにどうもありがとうございました︕
 朝から出ずっぱりで、さぞかしお疲れになったでしょう。

 sakiさんの気持ちは、200%皐ちゃんに届きましたからね。
 ⼀⼈で、思いっきり泣いて下さい。

さっきメールで「悲しいほど今⽇は⾬でも」を送りましたので︕
 

sakiさん、ありがとう︕︕

5963 選択 チョコレート 2008-03-31 22:10:20 返信 報告

> 私、もうだめです・・皆さんのように明るく楽しく今⽇⼀⽇を頑張ろうとしました。 
 > だけどもう、泣いてもいいでしょ・・ 

> もう、おちゃらけなくても許して下さるでしょ・・ 
 ･･･sakiさん、今⽇は朝からずっとずっと楽しい企画をありがとうございました。

 朝早くから、皐さんのためにといろいろ考えてくださっていましたね。
 sakiさんの気持ち、私には、いやいや、たぶんここに来ている皆さんにも、もちろん皐さんにも･･･ちゃんと伝わって

いますよ。
本当に楽しい1⽇でした。sakiさんのおかげですよ。

 皐さんも、たぶん所⻑さんも喜んでいらっしゃると思います。泉⽔さんも、xxxさんもね。
 ありがとう︕お疲れさまでした︕

 もう我慢しないで良いんですよ。今⽇はゆっくり休んでくださいね。

すごいことに・・

5964 選択 シヴァ 2008-03-31 22:25:43 返信 報告
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ｓａｋｉさん、皐さん、皆さん、こんばんは︕

今⽇はすごいことになってますね︕
 酔っ払ってる⼈や泣いてる⼈ばっかり・・。

 すっかり遅くなってしまいましたが、参加させてもらってもいいですか︖

とりあえず、ビール︕
 あっ、きたきた・・。グビグビ・・、ぷは〜っ、うまい︕

では私も⼀曲歌います︕
 曲はもちろん皐さんとの出逢いの曲、「息もできない」です︕

い〜き〜も〜れきらいく〜らり〜、ねえきみ〜にむちゅうらろ〜♪
 はなれ〜れれもうれろ〜らかに〜いるき〜がす〜る〜のはられ〜♪

あっ、私も酒に弱いんだった・・。ろれつが回らない︕
 ちょっと夜⾵に当たってこようかな・・。

今⽇は泉⽔さんを選び放題なんですよね︖
 じゃあ、今⽇は寒いから⿊のコートにマフラー巻いてる泉⽔さんと今からデートしてきま〜す︕

 

３次会に⾏くぞ〜︕

5965 選択 stray 2008-03-31 22:29:37 返信 報告

熱燗を１升も飲んだせいか、⽬が霞んできました（笑）。

さあ、皆さん、３次会に⾏きましょう︕
 PANさんと泉⽔さんが「岩国」で待ってますので。

岩国⾏きの⾶⾏機は、10:45 出発です。
 皆さん、乗り遅れないで下さいね︕

 機⻑は、akiちゃんパパことHiroさんしかいませんね︕
 Hiroさんも⽬が霞んで操縦できないかな（笑）。
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皆さん、こんばんは︕

5966 選択 皐 2008-03-31 22:36:52 返信 報告

ミキティさん、pineさん、sakiさんに所⻑、チョコレートさんにかずさん こんばんは︕

ミキティさん、花束をどうもありがとうございますね︕すごくキレイです☆ﾐ
 今⽇はあと2時間ありますね。私も2時間だけ所員で居られますね(*^u^*)

pineさん、「Message Boad」でお祝いの⾔葉をありがとうございます︕
 9⽉にレスを書いていてくれたんですね…そのお話が聞けて本当に良かったです(≧ω≦｡)

 その時ボタンを押すことができなかった気持ちは私もよく分かりますよ(*^u^*)
 初めてのスレ・レスは緊張しますもんね︕

 pineさんのお⺟さんのような優しい応援を胸に頑張ります☆ﾐ
 ところで︕“夜桜”キレイですね〜︕ライトアップされた桜は⼀段と素敵です(*≧∇≦*)

かずさんはお仕事帰りなんですね︕(笑)まさかこんなにつぶらな瞳をしていたなんて〜☆ﾐ(笑)
 冗談です(笑)お疲れさまでした︕

シヴァさんも合流ですね︕︕とりあえずビールですか〜☆(笑)良い飲みっぷりです︕(笑)
 おっと♪シヴァさんは“息もできない”を歌って…って、歌えてない︕︕(笑)

sakiさん、今⽇は本当に楽しく過ごせる場を設けてくださってありがとうございました☆
 sakiさんの想いがすごく伝わっていました。私のために盛り上げてくれてありがとうございますね︕また必ず逢いま

しょう︕
 私は今⽇は絶対に泣かないと決めてたんですが、“明⽇”になったら“今⽇”泣かなかった分思い切り泣こうかな。

旦那様と元気な⾚ちゃんによろしく︕    xxxさんも今までありがとうございました︕︕

所⻑、「悲しいほど 今⽇は⾬でも」送ってくださってありがとうございますね☆ﾐ
 45分発の⾶⾏機にはギリギリ間に合いましたぁ♪(笑)

--------------------------------------------------------------------------------
 「Message Boad」でコメントをくださった くむすんさんへ
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初めまして︕こんな形ではありますが、お話をすることが出来て本当に嬉しいです☆ﾐ
くむすんさんは本家の頃から私の加⼯画を⾒ていてくださったんですね。

 それだけではなく、“ファン”だと⾔って頂けて本当に嬉しいです︕︕(o≧∇≦o)
 お礼なんてとんでもないですよ︕楽しみにしていていただけて、私の⽅こそ感謝します(o≧ω≦o)

 “ずーっと⼤切に”してくれるという⾔葉を聞けて、すごく嬉しかったです☆ﾐ
 温かいエールと⾔葉をどうもありがとうございました︕

３次会に⾏くぞ〜︕おー︕

5967 選択 チョコレート 2008-03-31 22:41:32 返信 報告

3次会ですね︕了解ですっ。待ってましたー。皆さん、起きてますか〜︖
 それにしても・・・また、所⻑さん、レアな画像出してきましたねぇ。これはすごい。私もぜひ岩国へ︕

 > 岩国⾏きの⾶⾏機は、10:45 出発です。 
 チャーター機とはZ研も太っ腹ですね。じゃ、megamiさんも迎えに⾏きたいですね(笑)

シヴァさん、こんばんは。もしかして、初めましてでしょうか︖チョコレートと申します。
 酔っ払っていてよくわからないのですが・・。すみません。

 軽チャークラブ楽しませていただいて、レスしたかったのですが、出来ませんでした。
 今⽇はシヴァさんも来て下さったので、3次会はpine師匠とすごいもの⾒せていただけるのかしら︖楽しみにしていま

す。

sakiさん ありがとう︕

5971 選択 pine 2008-03-31 22:56:37 返信 報告

sakiさん 今⽇は本当にありがとう m(*^_^*)m
 sakiさんのおかげで、湿っぽくならずに皐さんを送り出してあげることができましたね。（まだこれから宴は続くの

で、後はわかりませんが…）
 sakiさんの優しさに感謝します。

 チョコレートさんの名(迷︖)司会も素晴らしかったです。
 謝恩会１次会に出席できなかったのは残念でしたが、皆さんのレスを読んでいるだけで楽しさが伝わってきました。
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おっと、３次会は岩国ですか︕あ〜でも⾶⾏機乗り遅れたっ︕
乗り遅れた⼈⽤にZARDバス、もしくはパシフィックビーナス出ませんかね(笑)

酔いも⼿伝ってだんだん睡魔に襲われてきましたよ〜ん。どこまでついていけるかな︖

眠れない夜を〜抱いて〜♪

5972 選択 皐 2008-03-31 23:07:42 返信 報告

チョコレートさん、pineさん、私は夜⾏性なのでバッチリ⽬がさえてます♪(笑)
 ですが、pineさんはウトウトしてきちゃいましたか︖

 pineさん、今⽇はバリウム飲んでますもんね。(︖)笑
 お疲れでしたらZARDバス、もしくはパシフィックビーナスでお眠りください☆ﾐ

あれ︖泉⽔さんも寝ちゃってる??(笑)

１時間を切りました

5973 選択 stray 2008-03-31 23:14:44 返信 報告

皐ちゃんとの時間も、残すところ１時間を切りました。

PANさんが迎えに来てないんだけど、岩国に着いたのかな︖
Hiro機⻑、関空まで⾏っちゃった︖（笑）

> 乗り遅れた⼈⽤にZARDバス、もしくはパシフィックビーナス出ませんかね(笑) 
 ZARDバスは、ハガキ出さないともらえません（笑）。

パシフィックビーナスは、ハガキを何枚出しても乗せてもらえません（笑）。
 

♪〜不思議なせかーいへと⾏く〜♪

5974 選択 チョコレート 2008-03-31 23:15:58 返信 報告

皐さん、私はまだまだ⾏けますよ〜︕
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> あれ︖泉⽔さんも寝ちゃってる??(笑) 
・・・ちょっとだけ添い寝しても良いかしら︖︖ダメ︖

遅くなりました︕︕

5975 選択 PAN 2008-03-31 23:21:11 返信 報告

皆さまこんばんは、出遅れてしまってすみません︕
 ただ今、岩国に到着しましたよ︕

Sakiさんへ
 本⽇の謝恩会の幹事、⼤変おつかれさまでした︕

 すごく素敵な謝恩会でしたね、わたしも昼間に参加したかったです（笑）

所⻑へ
 岩国の写真をどうもありがとうございます〜︕

皐ちゃんへ
 こんばんは、参加がおそくなってごめんなさいね︕

 すごい祝福の数ですね︕︕
 みんな、思いやりがあって優しい皐ちゃんのことが本当に好きだったんですよ︕︕

 今晩は⾃分もバッチリ⽬がさえていますよ（笑）
 

残り・・・

5976 選択 皐 2008-03-31 23:29:04 返信 報告

PANさん こんばんは︕
 皆さんからは本当に温かくしていただいて、とっても胸に響きますね。

 私の⽅こそ皆さん、PANさんのことが⼤好きです(o≧ω≦o)

残すところ、私はあと30分で旅⽴つんですね。
 12時になったらPCのスイッチも切ろうと思います。

 …まるでシンデレラ気取りですね(笑)
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チョコレートさん、ちょっとの間添い寝してもOKですよ(笑)
でも︕︕泉⽔さんが起きてビックリされない程度の添い寝ですからね♪(笑)

3次会へＧＯ︕

5977 選択 ミキティ 2008-03-31 23:32:32 返信 報告

３次会 遅くなりましたがコタツジェット便で来ました♪
  時にはジェット便にんるんですよ すごいでしょ（笑）
  みなさん お仲間に⼊れてくださいね

 私も⼀曲歌いたいで〜す(^o^)⼃

♪〜最後まで ⾛りぬーけて〜♪

5978 選択 チョコレート 2008-03-31 23:34:53 返信 報告

皐さん、シンデレラだったんですね〜。
 私も娘にも逢わせたかったー（笑）。

 最後はやはりこの曲を皆さんで合唱するのかしら︖

> チョコレートさん、ちょっとの間添い寝してもOKですよ(笑) 
 ・・やっぱりだめです︕添い寝しながら⽬が爛々としてるなんて、怪しすぎるもの（笑）。

皐さん、お元気でね(^^)/~~~

5979 選択 カーディガン 2008-03-31 23:35:59 返信 報告

こんばんは〜、みなさん。

ああー、もうまっ昼間から飲みまくってる〜、。
 もう誰も起きていませんね、こちらは、今年度最後の仕事でず〜と忙しかったのに〜、もう３次会ですか、お楽しみ

ですね〜、

お勘定は、いちばんたくさん飲み⾷いした⼈、よろしく︕︕
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皐さん、またどこかでよろしくね〜︕︕もうたぶん、主役も寝てますね(-"-)ｚｚｚ

あ、起きていましたね。

いつでも、どこでも、がんばってね。

ふー、私も、明⽇から新しい職場です。部署が変わるだけですが、４年間がんばりました。おたがい、またがんばり
ましょう。それじゃ、またどこかでよろしく(^^)/~~~

ありがとう（＾－＾）

5980 選択 ミキティ 2008-03-31 23:40:21 返信 報告

皐さん（＾－＾）
  順番が逆にんばってしまいましたが メッセージボードに

 こころを込めてメッセージ贈りますので、 落ち着いたら
 ＰＣを開いて読んでくださいね。

  ゆっくりじっくり書きます。
  たくさん たくさんありがとう（＾－＾）

  いつまでも皐さんらしさを⼤切に頑張ってくださいね

頑張って︕︕

5981 選択 PAN 2008-03-31 23:41:37 返信 報告

皐ちゃんどうもありがとう︕︕
ミキティさん、チョコレートさん、カーディガンさんこんばんは︕

 皆さんと同様、泣いちゃあいけないと思っても涙がでますよ。。
 

頑張りますね☆

5983 選択 皐 2008-03-31 23:46:55 返信 報告

ミキティさん、チョコレートさん、カーディガンさん、PANさん、本当にありがとうございます(>_<｡)
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チョコレートさん、やはり最後はあの名曲ですね☆ﾐ
カーディガンさん、まだ起きていますよ♪(笑)いつでもどこでも、皆さんを想いながら頑張ります︕︕

 ミキティさん、メッセージボードへコメントをありがとうございました。
 後ほど拝⾒させて頂きますね＾＾これから頑張っていきます☆ﾐ

 PANさん、私も涙を我慢できそうも…。

最後に…

5984 選択 stray 2008-03-31 23:49:10 返信 報告

このまま朝まで飲んででけっこうですが、後始末よろしくね︕

私も皐ちゃん同様、12時になったらPCをプッツリします。

最後に、今の⼼境を。

♪ もしも許されるなら 眠りについた君を
  ポケットに詰め込んで このまま連れ去りたい

若い頃、レコードが擦り切れるほど聴いた、チューリップの「⼼の旅」です。
 ttp://jp.youtube.com/watch?v=LM2-tBAEWRA

皐ちゃんは、⼼の旅に出る、そう思うことにします（笑）。

卒業写真

5985 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-03-31 23:49:11 返信 報告

いやいや、もはや２次会、３次会かどうか、わかりませんが、まにあったかな。
 先⽇のＺ研の卒業証書授与での写真がやっと、できました。（笑）

真ん中が皐ちゃんで、時計廻りに（聞いたことあるな〜）、stray所⻑、T２８部⻑、
 KOHさん、カーディガンさん、ゼットン、わたくしアネ研、PANさん、megamiさんで

す。
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皐ちゃん記念にどうぞ︕
それでは、フレー、フレー、皐ちゃん︕(笑)

 

Re:頑張りますね☆

5986 選択 チョコレート 2008-03-31 23:50:17 返信 報告

皐さんへ
 このレスで最後になってしまうのかな︖

 皐さんがPCの電源をOFFにしてしまう前に伝えなければ︕
 皐さんがZ板やZ研でみんなに与えてくれた優しさ、温かさ、ひたむきさ・・

 本当に胸に響きました。
 皐さんと出逢えて、本当に良かった。⼼からそう思っています。

 最後まで泣かないつもりで、朝から頑張りましたよ。
 皐さんがPCを閉じるまで･･･私も負けず嫌いなので（笑）。

 私の初投稿からまだ3ヶ⽉も経っていないなんて信じられません。
 それほど皐さんは、⼤切なマイフレンドです。

 皐さんの進む道、平坦じゃないと思いますけど、ここからいつでも応援していますよ。
 頑張ってね。

 そして、いつか必ず、笑顔でお逢いできますように︕その⽇を信じて・・。
         皐さんの⼤ファン・チョコレートでした。

 

初めまして︕

5987 選択 シヴァ 2008-03-31 23:52:43 返信 報告

チョコレートさん、こんばんは︕初めまして︕ シヴァと申します。

> 軽チャークラブ楽しませていただいて、レスしたかったのですが、出来ませんでした。 
 ありがとうございます︕あの⻑いのも⾒て下さったんですか︖

> 今⽇はシヴァさんも来て下さったので、3次会はpine師匠とすごいもの⾒せていただけるのかしら︖楽しみにして
います。 
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こればっかりはｐｉｎｅさんにも聞いてみないと・・。
あれっ︖︕ｐｉｎｅさん︖寝てる︖

 でもちょっと安⼼したような・・。ハズしてしまったらイヤですから・・。
 

Re:卒業写真

5988 選択 stray 2008-03-31 23:53:50 返信 報告

PANさん、カーディガンさん、アネ研さん、間に合ってよかった︕︕

最後の締めは、部⻑︕頼んだよ︕︕（笑）

もう少し、あと少し・・・

5989 選択 カーディガン 2008-03-31 23:56:06 返信 報告

あ、ＰＡＮさん、こんばんは、ミキティさん。

お⼆⼈とも、チャットでお世話になりましたね(^_-)-☆

また、たのしいお話しましょうね(^^♪

皐さんも、チャットでお話したかったなぁ。

こちらの掲⽰板とちがって、「皐ちゃん(^_-)-☆」とよんでいるでしょうね(^^♪

あと、１０分をきりましたね。所員としてではなく、⼀般ゲストで、携帯で、いつでもお会いできますが、また気が
向いたら、遊びにきてください。

皐さん、４⽉⽣まれなんですね、私と違うんですね、漢字の意味がよくわかりませんでした。好きなお花からでしょ
うか。また、お話できたら教えてくださいね。ではでは(^^)v

応援してるから︕︕

5990 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-03-31 23:57:11 返信 報告

皐ちゃん、ホントにありがとね♡
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輝ける未来へ向かって、精⼀杯⽻ばたいてね︕

いつでも、応援してるからね︕︕
 

皐さぁん

5991 選択 pine 2008-03-31 23:57:52 返信 報告

やっぱり寝ていられませ〜ん
 皐さん ホントにありがとう︕

 今⽇もたっくさん、⼀⼈⼀⼈にレスしてくれて…

私からのプレゼントを受け取ってください。
 １２時のシンデレラさんへ☆ﾐ

負けないで︕

5992 選択 シヴァ 2008-03-31 23:59:36 返信 報告

皐さん、これからどんなことがあっても負けないで︕

今はいろいろ⼼配してることがあるでしょうが、⼤丈夫︕
 絶対なんとかなります︕

私でもいろいろなことがあったけど、なんとかなってきましたからね︕
 頑張りすぎない程度に頑張ってくださ〜い︕︕

 

https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/3cba81c5c6cac4ce77157631fc2dc277.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/5882.html?edt=on&rid=5991
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5991
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/c0356641f421b381e475776b602a5da8.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/5882.html?edt=on&rid=5992
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5992


きっと忘れない

5993 選択 皐 2008-03-31 23:59:44 返信 報告

皆さん、本当にありがとうございました︕︕

À bientôt ☆ﾐ

ありがとう ありがとう（＾－＾）

5994 選択 ミキティ 2008-04-01 00:01:07 返信 報告

皐さん ありがとう
  ありがとう︕（＾－＾）

皐さんへ

5995 選択 天使 2008-04-01 00:58:21 返信 報告

こんばんは。

はい、その天使さんという⽅ですよ。
 しばらくというか、かなり来れない間に、このようなことになっていたのですね。

 今、⾒たばかりなので、詳しいことは解らないのですが、新しいスタートを切られるので
すね。

 思い起こせば、あちらで、皐さんが私に、⼤好きな「負けないで」の画像を作っていただ
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き、お礼にメッセージをお送りさせていただいたことがありましたね。
ずいぶん、以前のことのようですが、それほど昔のことではないですよね。

 あの時は、本当にありがとうございました。
 これから、新しいことに向かってスタートされるとのことですが、今までみたいに、やさしい気持ちを忘れず、がん

ばってくださいね。
 かげながら、応援しています。

 そして、時々は、こちらでも、あちらでも、どちらでも、覗いてくださいね。
 

間に合わなかった…

5996 選択 yan 2008-04-01 01:08:48 返信 報告

ついに間に合わなかった…（泣泣泣泣泣）

楽団の連中を急いで集めたのですがもう旅⽴たれてしまったのですね…

もしまだ起きている⽅がいらっしゃったら⼀緒に歌ってください。
 皐ちゃんの船出を祝して。

皐ちゃん、いままでありがとう︕
 皐ちゃんの作品ずっと⼤事にします︕

 いつかまたふらっと遊びに来てくださいね♪

http://www.filebank.co.jp/wblink/12690d66559c92822bc77612eeaac940

謝恩会（2次会）︕

5931 選択 saki 2008-03-31 16:22:36 返信 報告

 
シャキーン︕ ⾵⼩娘saki ふっか〜つ(^^)/
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謝恩会2次会は、皐さん作品の中で御⾃⾝が⼀番好きな加⼯画をUPして下さ〜い。
どれも、素敵で⼀番を決められない︖ それは、重々承知しておりますが…

あえて、これはって⾔うものを教えて下さいね〜

まず、私は、xxxさんも好きだったと、仰ってた「カナリア」です。
 別に、xxxさんがそう⾔ったからではありません、

 ⾃分の現在・過去・未来を⾃分なりに⾒つめてる…そんな感じがして
 とても好きな皐さんの作品です。

みなさんは、どれかな︖

こちらの⽅は、前説と併せてご利⽤くださいね︕

君とのふれあい

5939 選択 チョコレート 2008-03-31 17:07:16 返信 報告

2次会の担当sakiさん、よろしくお願いします。
 私は皐作品、どれも⼤好きなんですが・・ひとつ選ぶなら「君とのふれあい」ですね。

 この画像をきっかけにして、Z研に初投稿、皐さん、Z研の皆さんとふれあうことが出来ました。
私にとって、思い出深い作品ですね。

 画像の詩も、今の私の⼼境そのままですし・・。
 皐さんに感謝の気持ちでいっぱいです︕

 

印象的な加⼯画

5940 選択 皐 2008-03-31 17:15:12 返信 報告

⾃分で⾃分の加⼯画を載せるのも変ですが…upしますね♪(笑)

私はやっぱり1枚を決められないんですが、印象に強く残っている作品はこちらになります。
 やっぱりxxxさんの訃報は衝撃でしたからね…。
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それに、この加⼯画はakiちゃんとの共作であり、xxxさんの加⼯画を組み合わせたもので
もあります☆ﾐ

 「xxxさん、泉⽔さんも含めた4⼈で作ったような作品」だと今でも思っていますね(*^u^
*)

sakiさんは「カナリヤ」を気に⼊ってくださってるんですね︕(o^∇^o)
 この加⼯画はまだ初期のものなので、まだまだな感じですが

 >現在・過去・未来を⾃分なりに⾒つめてる 
 そんな⾵に感想を頂けて嬉しいです(o≧ω≦o)

チョコレートさんは「君とのふれあい」を気に⼊ってくれているんですね☆ﾐ
 この加⼯画は1⽉の中旬に作ったので、チョコレートさんとの出会いも最近の事になりますが、

 思い出はたくさんあります(*^u^*)とくに、今⽇の名司会は忘れられませんね☆ﾐ
 私こそ、お⼆⼈には感謝の気持ちでいっぱいです(≧ω≦｡)

Re:謝恩会（2次会）︕

5951 選択 saki 2008-03-31 20:20:21 返信 報告

⼀番好きなのって⾔ってもう⼀枚UPしちゃうけど、
 これは、akiさんへのお礼です。

モノクロの坂井さんと⼿書きの⾔葉が印象的な作品で、とても好きです。

Re:謝恩会（2次会）︕

5958 選択 pine 2008-03-31 20:44:06 返信 報告

sakiさん 今⽇はナイスな企画を有難うございますne︕
でも、⼀番好きな加⼯画って酷ですよ〜  決断⼒ないのですよ。(￣Д￣;;

 どれも⼤好きなので悩みまくって、私はへそ曲がりなので、ペーパーの「マイフレンド」です。
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振返りシーンからの素晴らしい発想︕︕あの脚⾊︕皐さんはお茶⽬なんだなぁとわかり、
嬉しくなった作品です。

忙しい︕

5968 選択 シヴァ 2008-03-31 22:44:35 返信 報告

ｓａｋｉさん、すごい⾏動⼒ですね︕
  

> 謝恩会2次会は、皐さん作品の中で御⾃⾝が⼀番好きな加⼯画をUPして下さ〜い。 
 私も「カナリヤ」が好きなんですけど、取られてしまいました︕

 「息もできない」で初めてレスしたので、思い出深いんですけど、さっき熱唱してしまっ
たし・・。

 あっ、初めて皐さんから笑いを取れたこれにします︕

これは皐さんへですが、Ｆさんが最近やっとサプライズしてくれてますよね︕
 明⽇からガソリン⼤幅値下げ、⽇銀総裁戦後初の空席などなど・・。

 サプライズ辞任しないことを祈るばかりです・・。
 この前のボンボンみたいなことはしないで欲しいです︕

 

Re:謝恩会（2次会）︕

5970 選択 皐 2008-03-31 22:53:27 返信 報告

pineさん、意表を突かれましたね〜☆ﾐまさか“ペーパー”を選んでくれるとは︕(笑)
 私の中ではすっごく好きな加⼯画の1つではあるんですが、

ゲストのみなさんにはそうでもないと思ってましたので、選んでくださって嬉しいです(o≧∀≦o)(笑)
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シヴァさんはカレンダー(12枚連続企画)の1ショットですね︕
そうそう︕︕Fさんのサプライズの無さに関してすっごいウケました︕︕(≧∀≦｡)(笑)

 今ではサプライズしてくれてるんですね〜︕…知らなかったけど(笑)
 いけませんね(苦笑)⽇本⼈なのにちゃんと⽇本の事分かってないと、
 「ヘキサゴン」に出たら珍解答の連続になりそうです(=^⽫^=)ゞ(笑)

Re:謝恩会（2次会）︕

5982 選択 miho 2008-03-31 23:42:42 返信 報告

私は「来年の夏」ですね。
 今はまだ春ですが、とてもさわやかなので、これにしました!!

ほかにも皐さんの素敵な加⼯画像で気に⼊っている画像ありますよ。

皐さんの加⼯画像ずっと⼤切にしますね。

孤独(別れ)知る程にまた ⼈が好きになってる…

5945 選択 皐 2008-03-31 18:47:00 返信 報告

Z研の皆さまにお知らせです。
 Z.p.のアイドル、akiちゃんも本⽇でBBSを卒業と⾔う事になりました。

 Z研ゲストの皆さんも、akiちゃんに会いに⾏ってくださいね☆ﾐ

akiちゃん、卒業おめでとう︕︕(*≧∇≦*)あまり多くは書けないけど、
 akiちゃんと過ごした⽇々はキラキラ輝いていたよ☆ﾐ
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たまにメールの返信が遅れた時には、優しく「気にしないで︕」っていつも⾔ってくれたね。
Z板を離れてからはBBSで話す機会が少なかったけど、⼆⼈の思い出は数え切れないぐらいです(o≧ω≦o)

akiちゃんから⼤切なメッセージ(歌)をもらったので、私も贈りたいと思います(*^u^*)

http://www.youtube.com/watch?v=3F_v_cdjAIA

「去年のわたしに⼿を振り 未来のわたしに夢を⾒る
  過去と未来を繋いで また 桜咲く」

BBSでの出会いはきっと未来に繋がってるよ☆ﾐいつの⽇かきっと“また(BBSで)桜咲く”と信じてます︕

P.S.泉⽔さんの画像は私の中にあるakiちゃんのイメージです♪

”さつき”と”メイ”

5955 選択 stray 2008-03-31 20:33:34 返信 報告

akiちゃんも卒業とは、驚きました︕
 2⼈は仲良し（それ以上だけど）だから、1⼈だけ残るのが淋しかったのかな。

akiちゃんのイメージは、皐ちゃんより”やんちゃ”な感じかなぁ。
 「トトロ」の”さつき”と”メイ”のイメージをしてました。

 皐ちゃんはしっかり者のお姉ちゃんで、akiちゃんはお姉ちゃんを頼りにしてるけど、
 ⼀⼈で冒険に出てみたいタイプ…。

今宵は、素晴らしい２⼈の若者が揃って旅⽴つ、おめでたい⽇になりましたね︕

さあ、みんなで祝杯をあげましょう︕︕︕
 

Re:”さつき”と”メイ”

5959 選択 ALIL.1967 2008-03-31 20:50:39 返信 報告

お⼆⼈とも仲良く並んでますね。（こんな感じかな）
 泉⽔さんのCDの情報がテレビでながれますよ〜（エンタテイメントニュース⾒てくださいね)

https://bbsee.info/straylove/id/5945.html?edt=on&rid=5955
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5955
https://bbsee.info/straylove/id/5945.html?edt=on&rid=5959
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5959


EntertainmentNews68-1.wmv 7.6MB
EntertainmentNews68-2.wmv 12.0MB

http://www.filebank.co.jp/wblink/0091402d75845c35183e0f5734315d

Re:”さつき”と”メイ”

5969 選択 皐 2008-03-31 22:44:45 返信 報告

所⻑へ
 akiちゃんも本⽇卒業になりました。

 実は同じ⽇に卒業になるとは私も知らなかったんですよ(*^o^*)

私たちのイメージは“さつき”と“メイ”なんですね︕
 トトロのさつきほど私はしっかり者じゃありませんが、なんとなく分かるイメージです(笑)

ALIL.1967さん、そうそう︕そんな感じに仲良く並んで卒業という感じですね(o^∇^o)
 エンターテイメントニュースでは泉⽔さんのNew Single情報がながれているようで☆ﾐ

 UPしてくださってありがとうございました︕︕

卒業記念品︕☆ミ

5894 選択 xs4ped 2008-03-31 12:30:09 返信 報告

皐ちゃん、皆さん、こんにちは。

とうとう卒業の⽇がやって来てしまいました。(ToT)/~~~
皐ちゃんへ私からの卒業記念品を贈呈します︕︕☆ミ
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皆さんも、記念にご覧下さいね︕(因みに作曲は寺尾広さんです)

作成途中で想いが込み上げて来て、涙が⽌まらなくなり、ティッシ１箱無くなってしまいました。(笑)
 観る前にタオルを⽤意してから観てね。ハンカチでは⾜りませんよ〜(笑)

皐ちゃん、今迄、本当にありがとう︕（*^_^*）
 皐ちゃんの今後の「明るい未来と幸せ」を祈っております。(^_-)-☆

xs4ped ☆ミ

http://www.youtube.com/watch?v=ciuw2tWk45g

http://xs4ped.spaces.live.com/

Re:卒業記念品︕☆ミ

5906 選択 皐 2008-03-31 13:14:42 返信 報告

xs4pedさん こんにちは︕

卒業記念品を本当にありがとうございますね(>_<｡)
 ただ、エラーで表⽰されないんですよ…(’_’)??

 時間を置いてから(特⼤バスタオル持参で)もう⼀度トライしますね☆ﾐ

今まで本当にありがとうございました︕
 xs4pedさんに、そして寺尾さんに感謝します(笑)また逢う⽇まで︕︕

Re:卒業記念品︕☆ミ

5924 選択 xs4ped 2008-03-31 14:35:08 返信 報告

皐ちゃん、こんにちは。

> 卒業記念品を本当にありがとうございますね(>_<｡) 
 > ただ、エラーで表⽰されないんですよ…(’_’)?? 

 > 時間を置いてから(特⼤バスタオル持参で)もう⼀度トライしますね☆ﾐ 
 メール⾒てね☆ミ

https://bbsee.info/straylove/id/5894.html?edt=on&rid=5906
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5906
https://bbsee.info/straylove/id/5894.html?edt=on&rid=5924
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5924


 未だ、届いていないですか︖
> 今まで本当にありがとうございました︕ 

 > xs4pedさんに、そして寺尾さんに感謝します(笑)また逢う⽇まで︕︕ 
 また、逢えるのを楽しみに待っていますよ︕

☆ 皐ちゃんの卒業式 ☆

5840 選択 stray 2008-03-29 10:55:12 返信 報告

まもなく開始します。

開式の⾔葉

5841 選択 stray 2008-03-29 11:00:12 返信 報告

ただいまより、皐 特別研究員の卒業式を勝⼿に挙⾏します。

⼀同、起⽴、礼（笑）

卒業証書 授与

5842 選択 stray 2008-03-29 11:02:40 返信 報告
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     卒 業 証 書

    皐 特別研究員  殿

あなたは所⻑の無理難題や部⻑のストーカー⾏為に
 耐えながらＺＡＲＤファンに夢と希望と安らぎを

 与える８０有余の作品を⼿掛けＺ研における勤めを
 ⼗⼆分に果たされたのでここに卒業を証します

    ２００８年３⽉３１⽇

    ＺＡＲＤ研究所
        所 ⻑  stray ♡

 

送 辞

5843 選択 stray 2008-03-29 11:06:00 返信 報告

皐ちゃん、Ｚ研卒業おめでとう︕︕

毎⽇笑ってばかり居ましたね。楽しい7ヶ⽉間でした︕
 ⼆⼈合わせて”（笑）”を何千回書いたことか︕（笑）

所⻑として・・・皐ちゃんへの感謝の気持ちでいっぱいです。
 それしかありません。本当にどうもありがとう︕︕

 皐ちゃんが居ないＺ研なんて考えられないです（笑）。
 ”youのセカンド故郷”（ルー⼤柴⾵）を潰すわけにもいかないし、

 これからどうやって⽣き延びるか、思案しなきゃね（笑）。

Web⽗として・・・とっても寂しいです…（笑）。
 ”卒業したい”と告げられた⽇は、ワンワン泣きました。⽝かっ︕（笑）

 なにか⾼い⽬標に向って、脇⽬もふらずに頑張ろうと、
 皐ちゃんも断腸の思いで決断したのでしょう。
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そんな我が娘を誇りに思うし、精⼀杯応援してあげたいと思います。
みんなで皐ちゃんを⾒守ってるから、安⼼して頑張るんだよ︕

マイフレンドとして・・・
 これからは「所⻑と所員」でも「Web親⼦」でもありません（笑）。

 私にとって皐ちゃんは、⼤事な⼤事な『マイフレンド』です。
 皐ちゃんと共に過ごした時間を、⼤切な思い出として、しまって

 おきたくありません。また逢いましょう︕
 きっと、また逢えると信じてます。

マイフレンドの、ますますの健勝と⼤いなる⾶躍を、⼼から祈っています。

いつまでも with you ♡

              居残り組代表 stray

卒業記念品 贈呈

5844 選択 stray 2008-03-29 11:08:56 返信 報告

 
   卒業記念品として以下を贈呈する

    『皐Gallery Special』⼀式

http://www7b.biglobe.ne.jp/~zard_labo/satsuki/special.html

このSpecialページには、ゲストの皆様⽅が書き込める
 『Message Boad』も⽤意してありますので、

 皐ちゃんに温かいメッセージを贈ってあげて下さい︕
 （すでに皐ちゃんへレスされた⽅は移設をお願いします）

 

ZARD研究所 特別研究員、皐

5850 選択 皐 2008-03-29 17:13:58 返信 報告
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ZARD研究所・所⻑、そして所員の皆さま。ゲストの皆さま。
温かいエールをありがとうございます︕︕卒業証書を受け取りに参りました＾＾

 卒業記念品も今から拝⾒させて頂こうと思います。

カーディガンさんからのリクエストがキッカケで、Z研を初めて訪れてから半年になりますが、
 今まで楽しくて嬉しくて幸せな⽇々を過ごしてきました☆ﾐ

 所⻑、みなさんに、感謝してもしきれませんね。

リクエスト画像を作った事、xxxさんと最後にZ研でたくさんお話が出来た事、
 連続UP企画にakiちゃん、xs4pedさんとの共作…他にも⾊々あって書き切れませんが

 すべてが素敵な時間でした。

これからは今⾒えている未来に向かって頑張りたいと思います︕︕
 躓いた時にはZARDを聴きながら皆さんの事を想ったり、時には遊びに来たりしますね(o^∇^o)

 所⻑やみなさんのエールを⼤切に、“繋がっている”と思いながら頑張ります︕

所⻑とはweb親⼦として、皐家ペーパーとして楽しく過ごせた事が本当に嬉しかったです。
 ここの皆さんはいつも優しくて、私は最初から最後まで幸せ者でした。

 ここを卒業するということは、web親⼦ということもなくなるんですね。
 ちょっぴり寂しい(笑)ですが、これからは「マイフレンド」として、会いに来れたらと思っています☆ﾐ

私もきっと逢えると信じていますよ︕

いつまでも、ず〜っとwith you ♡です(o^∇^o)︕︕

皐

閉式の⾔葉

5851 選択 stray 2008-03-29 17:21:32 返信 報告

 
主役がようやく登場したので（笑）、

 改めて、これにて、皐 特別研究員の卒業式を閉じます。

⼀同、起⽴、礼。⻑かった〜（笑）。
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※このスレッドへのレスもOKです。

Re:☆ 皐ちゃんの卒業式 ☆

5853 選択 かず 2008-03-29 19:43:49 返信 報告

皐さん、卒業おめでとうございます。

お祝いの花⽕です︕

かずさんへ

5859 選択 皐 2008-03-29 20:35:37 返信 報告

かずさん、こんばんは︕

お祝いありがとうございますね(>_<｡)
 花⽕がすごく綺麗ですね︕なんだか輝いています｡｡｡☆ﾐ

12作連続UPの時は、いつも応援猫ちゃんをありがとうございました︕(>u<)

卒業おめでとう︕︕
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5860 選択 PAN 2008-03-29 21:15:34 返信 報告

皐ちゃん、本⽇は卒業おめでとうございます。
 たくさんの素敵な作品、ほんとうにありがとうございました。

 何もお返しすることが出来ませんでしたが、これからも皐ちゃんのこと⼼から応援してます
よ︕

 今⽉いっぱい楽しく過ごしましょうね♪
 

ありがとう

5861 選択 皐 2008-03-29 21:53:05 返信 報告

PANさん、こんばんは︕

私の⽅こそ、⾊々とありがとうございました(o^∇^o)
 PANさんのおかげで泉⽔さんの事をよく知ることが出来たと思っています(*^u^*)

 PANさんから頂いたたくさんの優しさは永遠に忘れません☆ﾐ

あと2⽇しかありませんが、⼀緒に楽しく過ごしましょう♪
 温かいエール、綺麗な花束をありがとうございました︕︕

おめでとう︕︕

5863 選択 KOH 2008-03-29 22:21:17 返信 報告

皐ちゃん、ご卒業おめでとうございます︕

新しいスタートなんですね︕頑張って下さいね︕

そんな皐ちゃんに桜の花を︕

たまにでいいから遊びに来て下さいね︕︕
 

Re:おめでとう︕︕
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5864 選択 stray 2008-03-29 22:29:04 返信 報告

KOHさん、こんばんは。皐ちゃんじゃなくってごめん（笑）。

関⻄も桜が遅いようですね。わずかに咲いた花びらを苦労して撮ってこられたようで…。
 抜けるような⻘空がいいですね︕

桜は冬の寒さに曝されないと、春の⽬覚めが悪いらしく、
 沖縄だか九州だったか忘れましたが、⼭の上の⽅から咲き始める場所もあるとか。

 今冬の九州は暖かすぎたのかな︖
 

皐さん、ご卒業おめでとうございます︕

5865 選択 チョコレート 2008-03-29 22:33:38 返信 報告

シンプルだけど、素敵な卒業式でしたね。
 私も保護者席(?)の後ろのほうで、こっそりと卒業式を⾒届けさせていただきました〜。

 卒業式には花束ですよね。お花屋さんに⾏ってきました︕
 受け取ってくださ〜い。

 皐さんは、どんなお花が好きだったかしら︖
 とりあえず、私の好きなお花をプレゼントしまーす︕

 ピンクのバラの花⾔葉には、美しい少⼥とか、温かい⼼とか･･･皐さんにぴったりでしょう︖
 カフェに飾ったバラの花と同じですけどね(笑)。

 泉⽔さんへのお花と同じでも良いかな︖

Re ☆ 皐ちゃんの卒業式 ☆

5866 選択 miho 2008-03-30 00:50:18 返信 報告

皐さんご卒業おめでとうございます。

今⽇は遠出をしていたので、すごく掲⽰板のことがすごく気になっていました。

メッセージは画像に書いてあります。
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ちなみにこの桜の画像は遠出した場所です。とってもきれいだったので、この画像にしまし
た。

素敵な加⼯画像ありがとうございました。
 実は久しぶりにコメントする前にずっとこのサイトを⾒ていました。書きこみしようかなと

思っていたのですが、なかなか書き込みすることができませんでした。
 短かったですが本当にありがとうございました。

４⽉からの新しいスタート頑張ってくださいね!!!
 応援していますよ。

思いついた詩を書きます。

新たなスタートに

でたあなた。

たとえ…いろんなことがあるかも

しれないけど…

がんばれ!!

みんな…あなたのこと応援しているから!!

もうひとつ…書きます。

あなたと久しぶりに

しゃべることが

できてよかったよ

私は本当にドキドキした。

あなたからの返事…

本当にうれしいかったよ!!

あなたのこと⼤⼈になっても…
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ずっと ずっと忘れないよ!!!

本当にありがとう!!!
 

お疲れ様でした

5868 選択 MISORA 2008-03-30 06:28:13 返信 報告

これからも素敵な出会いを⼤切にしてくださいね

Congratulations on your graduation !

I will cheer you in your new step.
 

皆さんありがとうございます☆ﾐ

5869 選択 皐 2008-03-30 11:33:30 返信 報告

KOHさん、所⻑、チョコレートさん、mihoさんにMISORAさん︕こんにちは♪
 とうとう30⽇になってしまいました。明⽇で最後の1⽇…という事になるんですね。

KOHさん、綺麗な桜の花をありがとうございます︕
 九州はあまり桜が咲いていないんですよ(悲)まだまだの状態なので、こうして⾒る事が出来て嬉しいです(*≧∇≦*)☆

ﾐ
 Z研へは時間がある時に遊びに来ますね︕中途半端に会話へ加わるのじゃなく、

 いつかちゃんとお話出来る⽇を作ろうかな、なんて思っています☆ﾐ

チョコレートさん、綺麗な花束を本当にありがとうございますね︕
 式には出席してくださって嬉しく思います☆ﾐ(笑)

 ピンクの薔薇の花⾔葉は“美しい少⼥とか、温かい⼼”というんですね︕私にぴったりですか︖(笑)嬉しいです(●＞ω＜
●)ゞ(笑)
私にとって、“美しい少⼥とか、温かい⼼”といえばakiちゃんの事が浮かびますね♪♪

 チョコレートさんからの優しい⼼遣いはいつもすごく嬉しかったです︕︕またお話ししましょうね☆ﾐ
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mihoさん、素敵なメッセージ⼊り画像、そして詩をありがとうございますね︕
画像は遠出した時に撮った写真なんですか︖すごくキレイに咲いていますね(o^∇^o)私の住んでいるところとは雲泥
の差です(笑)

 mihoさんもZ研にはよく⾜を運んでくださっていたとの事なので、これからも是⾮お願いします☆ﾐ
 お互い新しい未来に向かって頑張りましょう︕短い間でしたが、今までどうもありがとうございました︕

 P.S.皆さまに頂いたお祝い画像やメッセージは⼤切に保存させて頂こうと思っています(*^u^*)

MISORAさん、エールをありがとうございました︕そろそろ次のステップへ進む時ですね。
 これからもBBSで出会った⽅のような素敵な⼈に出会えたらいいな、と思います(*^u^*)“⼀期⼀会”は⼤切にします

ね☆ﾐ

Re:お疲れ様でした 卒業おめでとう

5871 選択 ｍｆ 2008-03-30 11:40:57 返信 報告

私がここに来たのは去年の10⽉でしたあのときが１800レスでしたが あれから5800レスまで進みましたね 皐さん
にはどう読むのと聞いたことがありますね（笑）これからも頑張ってください 応援しています 春の南⾵と共に去
って⾏くんですね 美しい加⼯画像の作品ありがとう 

卒業おめでとう︕

5872 選択 saki 2008-03-30 12:21:37 返信 報告

やっほ〜︕

皐さんとまたお話が出来て嬉しいですよ〜。
 昨⽇はな〜んか何時もの私ではなかったですね〜

 ごめんなさいm(_ _)m

桜︖︕  こちらもまだ五分咲きといったところですね〜
 きっと誰かさんが皐さんの新たな⾨出の時に満開になるように調整してるんでは︖

今⽇は、こちらは⾬です。
 皐さんなら、こんな⽇に聴く、ZARDの曲でおすすめって何ですか︖
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（初めて皐さんにZARDの話をしたよ〜ちょっと無理⽮利かな〜）

明⽇まで皐さんとお話出来るのですか︖

それじゃ⼜来ますね︕
 P.S

 書き忘れていました、皐さんから教わった⾚ちゃんを泣き⽌ます裏技…
 あれバッチリですよ、本当に助かっています(^_^)v

Re:皆さんありがとうございます☆ﾐ

5873 選択 miho 2008-03-30 14:32:16 返信 報告

> 画像は遠出した時に撮った写真なんですか︖すごくキレイに咲いていますね(o^∇^o)私の
住んでいるところとは雲泥の差です(笑)

そうですよ。この桜の写真は京王よみうりランド駅から歩くとよみうりランドまで⾏くゴンド
ラの乗り場がある場所で桜がきれいだったので撮りました。

私も皐さんみたいな⼈になりたいです!!私も頑張っていきたいと思っています!!

Re:皆さんありがとうございます☆ﾐ

5874 選択 皐 2008-03-30 15:00:36 返信 報告

mfさん、sakiさん、mihoさん こんにちは︕

ｍｆさんへ
 あまりお話をする機会がありませんでしたが、またコメントを頂けて嬉しいです︕

 そうですね、“皐”の読みはどうなのか聞かれた事もありました(笑)でも、意外とその質問多いですよ(*^o^*)
 卒業することになってしまいましたが、新しいスタートに向かって頑張ります!!エールをありがとうございました☆ﾐ

sakiさんへ
 こんにちは︕︕いつものsakiさん、ストレートに気持ちを伝えてくれるsakiさん、
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私はどんなsakiさんでも⼤好きですよ(o^∇^o)
九州は⾬模様ですね(>_<;)私のところもザーザー降っています｡｡｡

 こんな時は「悲しいほど 今⽇は⾬でも」がオススメですね♪
 また、今の気持ちともリンクしていて…(笑)（sakiさんとは初ZARDトークですね♡）

  ところで、⾚ちゃんの裏技はバッチリなんですか︕︖
  実際、試したところを直に⾒た事はなかったので、⼤丈夫かな〜と思っていたんですが｡｡｡

  助かっているようで、紹介して本当に良かったです︕︕
 明⽇またZ研へ来る予定なので、いつものように過ごしましょうね︕また逢いましょう♪♪

 P.S.ここに書いていいのか分かりませんが、所⻑から受け取りましたよ☆ﾐ 
 sakiさん旦那様、ありがとうございました︕︕気持ちがすごく伝わりました(>u<｡)

mihoさんへ
 桜はよみうりランドまで⾏くゴンドラ乗り場の所で撮影したんですね︕すごくキレイに撮れてますよ☆ﾐ

 >私も皐さんみたいな⼈になりたいです!!私も頑張っていきたいと思っています!! 
 わ、私みたいにですか!?そう⾔っていただけて本当に嬉しいです(●＞ω＜●)ゞ

 でも、“負けず嫌い”より ほんわかしていた⽅がカワイイですよ♡(笑)私はかわいくないので(笑)
 P.S.詩を書くの、これからも頑張ってくださいね︕︕

皐ちゃんへ

5875 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-03-30 16:33:48 返信 報告

皐ちゃん、こんにちは︕
 ここ数⽇バタバタしちゃってて、遅くなっちゃいました（困）。

 ゴメンね・・・、追っかけ失格ですねぇ（笑）。

遅ればせながらですが、「卒業おめでとう︕」
 何か記憶が定かでない所もありますが（笑）、いろいろ思い出しますね。

 Z板で最初会った時・・・、実は男の⼦だと思ってたんですよね。←ついに⾔ってしまった
（笑）。

 スグに間違いに気づいたので、そのままにしておきましたが・・・（苦笑）。
もう時効ってことで、勘弁してね（頼）。
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今となっては、（たしか）「皐作品」すべてにレスした事が私の⾃慢かなぁ（笑）。
皐ちゃんが必ずレスしてくれるんで、とっても嬉しかったです。

 まだまだ、たくさんあるけど、怪しい部分も多いので（笑）、これくらいで・・・（苦笑）。

⼤好きな皐ちゃんの⾨出に⽴ち会えて、寂しいけれど、嬉しい気持ちでいっぱいです。
 離れたところからですが、背中を押していますから︕（照笑）

 振り返ったら、皐ちゃんを応援している⼈がたくさん居る事、忘れないでね︕
 またどこかで出会えるって信じていますね︕

 

卒業写真

5876 選択 かず 2008-03-30 17:48:45 返信 報告

わすれてた〜〜〜︕
 みなさ〜ん、並んでくださ〜い︕

いいですか〜︖
 撮りますよ〜︕︖

はい、チーズ︕   カシャッ︕

Re:☆ 皐ちゃんの卒業式 ☆

5877 選択 yama 2008-03-30 20:08:38 返信 報告

ご卒業されるとのことで、⼤変驚きましたが、
 「翼を広げて 旅⽴つ皐さんに そっとエールを送りたい︕」と思いました。

 今まで素敵な画像などありがとうございました。

部⻑、かずさん、yamaさんへ☆ﾐ

5878 選択 皐 2008-03-30 21:03:36 返信 報告

部⻑、こんばんは︕(o^∇^o)

https://bbsee.info/straylove/id/5840.html?edt=on&rid=5876
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5876
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/fdc0eb412a84fa549afe68373d9087e9.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/5840.html?edt=on&rid=5877
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5877
https://bbsee.info/straylove/id/5840.html?edt=on&rid=5878
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5878


この前も⾔ってしまいましたが、部⻑は最⾼の追っかけ(笑)ですよ♡
これからもそうであって欲しい気持ちですね｡｡｡(笑)

 部⻑とはZ板、そしてZ研で仲良くしてもらって、思い出はたくさんあります☆ﾐ
 え︖最初私の事男の⼦だと思っていたんですか!?(笑)その時に⾔ってくれればよかったのに︕(笑)

 だって⾯⽩い事が浮かんでいそうじゃないですか♪(笑)
 部⻑は私の加⼯画にいつもレスをくれて、しかも1番レス率が誰よりも⾼かったですよね(*^u^*)

 それが本当に嬉しかったです︕︕その表現に“ストーカー”って⾔葉を使ったところではすっごく笑いました(笑)

最初の頃は“T28”の読み⽅を間違えていて…、その後は“T28さん”から“部⻑”の呼び名になりましたね。
 今後、会社で“部⻑”さん、“所⻑”さん に会う事があったら、お⼆⼈の事がすぐに浮かんでしまいそうです︕(笑)

これからは今までとは違う⽇々になりますが、部⻑が背中を押してくれているのを想いながら頑張りますね︕(o^∇^
o)

 皆さんのこともずっと忘れません☆ﾐ またお話が出来る⽇を夢⾒て｡｡｡☆ﾐ

--------------------------------------------------------------
 かずさん、yamaさん こんばんは︕

おっと︕︕かずさん記念写真ですか☆ﾐ 私が撮りますよ〜♪
 …って、泉⽔さんじゃないんだから︕という感じですね(笑)すみません︕(笑)

yamaさん、丁寧な応援メッセージをありがとうございます(o^∇^o)
皆さんにもたくさんのエールを頂いて、すごく⼼に響きました。

 こちらこそ、今まで優しく接してくださって、そして最後にエールを送ってくれてありがとうございました︕

Re:☆ 皐ちゃんの卒業式 ☆

5879 選択 DOMINGO 2008-03-30 23:15:10 返信 報告

みなさん、こんばんは。ご無沙汰してます＾＾︔
 皐さん、卒業おめでとう＾＾／

 皐さんの作品は本当に⼼がポッと温かくなるものばかりで、⼤切に保存させていただいてます＾＾
 最近は忙しくてあまりレスできなくてごめんね︔︔

 僕も来⽉からしばらく仕事を離れて学⽣の⾝です。
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 夢にむかって、新しいスタートを切っていきましょう＾＾ノ
それでは、また＾＾ノ

☆ 皐ちゃんの卒業当⽇ ☆

5880 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-03-31 01:04:57 返信 報告

皐ちゃん、おはようございます。
 とうとう卒業当⽇がやって来ましたね。

皐ちゃんは、新たなる夢へ向かって、胸弾ませている事でしょう。
 私もたくさんのライバルにもまれながら頑張りたいと思います。（笑）

そして、新たな世界には、いくつかの壁もあることでしょう。
 そんな時のための、⾔葉を贈らせてもらいます。

「より⾼く⾶ぶためには、より低くかがまなければならない」 宗⽅ 仁

それでは、またいつか逢いましょう。きっとだよ︕（笑）

とうとう、

5881 選択 stray 2008-03-31 07:44:08 返信 報告

この⽇が来ましたね。来てほしくなかったけど（笑）。
 こっちは「なごり雪」が降ってますが、九州の⾬は⽌んだかな︖

私は”さよなら”や”お別れ”は⾔いません（笑）。
最後まで、明るく・⾯⽩く・Ｚ研らしく︕

 

また夢を⾒る⽇まで…

5901 選択 皐 2008-03-31 12:59:31 返信 報告
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DOMINGOさん、アネ研さん、所⻑ こんにちは☆ﾐ
とうとうこの⽇が来てしまいました(>_<)あっという間ですね。

 ここ何⽇は今まで以上にZ研へ来ていましたが…これからは変わるんですね…。

DOMINGOさん、お祝いのメッセージをありがとうございますね︕︕
 お互い来⽉からは今までと違う⽣活が待っている事になるんですね(*^u^*)夢に向かって頑張りましょう☆ﾐ

 私が作ってきた加⼯画をこれからも⼿元に置いていて頂けると嬉しいです︕
 それでは、また︕︕

アネ研さん、本⽇卒業することになりました(>_<)今まですごく楽しくて…良い思い出ばかりです。
 これからもゼットンとの調査期待していますよ☆ﾐ

 明⽇からは新しい⽇々のスタートになります。アネ研さんから贈ってもらった⾔葉を⼤切にしながら頑張ります︕︕
 アネ研さんも“ライバルにもまれながら”(笑)頑張ってくださいね︕︕(*≧∇≦*)

 またきっと、どこかで会いましょう☆ﾐ

所⻑、今まで本当にありがとうございました︕九州は今朝すごくカラッとしていたんですか、
 今はちょっと曇ったり晴れたり…私の気持ちのようです(笑)⾬が降ってないだけいいんですけどね＾＾

 これからもずっとZ研らしく、楽しくて明るい場所で居てくださいね☆ﾐ

皐さんへ

5913 選択 ⼭茶花 2008-03-31 13:40:50 返信 報告

皐さん、こんにちは。
 皆さんから祝福されている様⼦だったので、何のことだったのか、始めはさっぱり分かりませんでした。

 学業（義務教育）を終了されたんですか。それはそれは。ご卒業、おめでとうございます。無事に卒業されたんです
ね。遅くなりましたが･･･

 まだ学⽣さんだったんですね。知らなかったです。
 今後とも、素晴らしい⾃分の⼈⽣を、明るく前向きに⽣きていって下さい。

どんなに不安がいっぱいでも真っすぐ  ⾃分の道を信じて
                               byマイ フレンドより
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⼭茶花さんへ

5914 選択 皐 2008-03-31 13:49:00 返信 報告

⼭茶花さん、こんにちは(*^u^*)

卒業とは“Z研を旅⽴つ”という意味です＾＾まぁ“学業の卒業”でもいいんですけどね(笑)
 お祝いを本当にありがとうございました︕⼭茶花さんには初めて⾒るようなめずらしい画像を

 たくさん教えてもらいましたね。
 以前、携帯Gで“アルバムのメドレー”を好きだと⾔ってもらえてすごく嬉しかったのを覚えていますよ(>u<)

 これからも今までのように明るく前向きに過ごしたいと思います︕
 短い間でしたが、ありがとうございました☆ﾐ

「別れの時こそ出逢いの喜び」

5862 選択 stray 2008-03-29 22:12:52 返信 報告

皐ちゃんが私の⾔葉を引⽤してくれてますが、「別れの時こそ出逢いの喜び」とは、
 別れは⾟いけど、そんなときこそ、”出会った”ことの喜びを思い出すようにしている。

 というものです。

今⽇はずっ〜と過去スレを眺めて、皐ちゃんとの”出会い”を振り返ってました。
私と皐ちゃんは、最初から相思相愛だったんですよ（笑）。

 http://bbsee.info/straylove/id/214.html#a265

皐さん、strayさん、と呼び合ってた頃ですねぇ（笑）。
 懐かしいなあ、まだ半年ちょっと前とは信じられません。
 やっぱり、この「promised you」が⼀番思い出深いです。

 Ｚ板を⾶び出して、Ｚ研ＢＢＳを⽴ち上げるきっかけでもあったからね。
 その後は、美術館建設から今まで、ずっ〜と⾛り続けてきたので、あっという間でしたが…。
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皐ちゃんが”⾃分も何かニックネームがほしい︕”とダダをこねて（笑）、
部⻑が苦⼼したこともありましたねぇ。まさか皐家ペーパーを気に⼊ってくれるとは︕（笑）

 4⽉から、部⻑との”おちゃらけコンビ”を復活するしかないかなぁ（笑）。

Re:「別れの時こそ出逢いの喜び」

5870 選択 皐 2008-03-30 11:40:23 返信 報告

所⻑、こんにちは︕

私もいつか過去スレを眺めたいですね(o≧ω≦o)
 今は読んだら号泣を⽌められそうにないので読めないんですが…(笑)

今振り返ると、やっぱり私にとって“幸せのカギ”を“握っている”のはZ研でした(*^u^*)
 すごく前に所⻑に“握ってくれてるんですよね︖”なんて話してましたよね(笑)

 あの時はきっとまだ“strayさん”“皐さん”と呼び合っていたと思います(笑)

…ほんと、⼀体２⼈で“(笑)”を何千回書いたんでしょう︕(笑)
 Z研は笑いが多い楽しい空間ですね☆ﾐ

 所⻑と部⻑の“おちゃらけコンビ”が出すオーラという感じでしょうか…(笑)
 きっとそうでしょう︕︕(笑)

Z研はこれからも楽しい場所で居てくださいね♡

P.S.今年の九州は暖かすぎて桜の開花が遅れているのかな︖
 お花⾒までまだまだ時間が掛かりそうです(^_^;)

皆さんのエールを胸に、旅⽴ちます☆ﾐ

5854 選択 皐 2008-03-29 20:09:06 返信 報告
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皆さん、昨夜は温かいレスを本当にありがとうございました︕
拝⾒していたんですが、すぐに返信を書く事が出来ずに遅くなってしまいました(>_<;)

今回、急に卒業とのご報告をしてしまって、驚かせてしまいスミマセン。
 今まで通りに接したいという想いもあり、ギリギリまで告知をするのは避けていました。

 最近加⼯画のペースが早かったのはこの事もあってなんですよね(苦笑)
 最後となると、作りたい加⼯画がたくさんあって⾃然とハイペースになっていました＾＾︔

『皐Gallery Special』では『Message Boad』にも書いてくださってありがとうございます︕︕
 本当に嬉しい気持ちでいっぱいです(≧ω≦｡)

所⻑の⾔葉になるんですが、「別れの時こそ出逢いの喜び」を胸いっぱいにしていたいと思います︕︕
 皆さんに出会えた事が何より輝いていた⽇々ですからね☆ﾐ

今から載せるお返事はかなり⻑⽂になってしまい、スペースを使ってしまいますが⼤⽬に⾒てくださいね(笑)

P.S.載せた加⼯画にある詩は他のアーティストの詩になるんですが、気持ちがリンクしていたので今回載せました＾＾
 --------------------------------------------------------------------------------------------------

 シヴァさんへ︓
 急な発表で驚かせてしまってすみません(>_<;)でも、シヴァさんらしくて温かいレスを⾒て嬉しかったです︕

 もうずっと前から考えていた事というか…この卒業は“約束”でもあるんですよね。
 別れの⾟さを知っていましたが、皆さんとこうして出会う事を選んで良かったと思っています︕︕

 シヴァさんとは12作連続up時に知り合ったばかりですが、とっても⻑い付き合いな気がしますね(*^u^*)
 いつも楽しませてくれてありがとうございました︕︕きっと“永遠の別れ”じゃないですよね☆ﾐ

アキラさんへ︓
 レスをありがとうございますね☆ﾐ Z.p.でもお知らせをしてくださっているとakiちゃんから聞きました(*'o'*)

 アキラさんの⼼遣いがすごく胸に響いて、改めて私は出会った⼈に恵まれて居るんだと思いましたね(>u<｡)
 素敵な⾳楽も嬉しかったです︕歌詞がとても気持ちを明るくさせてくれますね(*^u^*)

 “素敵な別れさ 出逢いの未来があるから” 私もそう思っています︕︕
 ZARDファンでいる限り、“⼼は繋がって”いますよね︕(o^∇^o) P.S.クレアちゃんにもよろしく☆ﾐ

所⻑へ︓
 フォローをどうもありがとうございました(*^u^*)皆さんからも温かく⾒送って頂けて嬉しく思いますね。
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この決断を下すまで何ヶ⽉も掛かってしまったし、いっそのこと取り消そうかなんて考えていましたがそうもいかない状況な
ので、

 くよくよせずにスパッと気持ちを⼊れ替えたいと思います。upした「Get Your Dream!」は私の想いももちろん詰まっていま
すので、

 受け取ってくださいね(笑)今まで、所⻑にたくさん良くして頂いたので、何も返せないままの卒業は⼼苦しいんですが、
 ⾝勝⼿なweb娘を許してください(苦笑)

akiちゃんへ︓
 レスありがとう︕とうとうこの⽇が来てしまいました。

 “出逢いがあれば、別れも来る”そんな事分かっていても、⾟い気持ちはどうにもならないね。
 私も上⼿く⾔葉が出てこないけど、想いを汲み取ってもらえるといいなって思います＾＾

 akiちゃんと出会えた事、共作が出来た事、友達になれた事…思い返すと素敵な思い出ばかりで
 私にとって、揺るぎなく“かけがえのない宝物”になりました☆ﾐ 本当にありがとね︕︕

MIZUIさんへ︓
 レスを本当にありがとうございます︕いつも私のファンだと公⾔して頂いて、⼼から感謝の気持ちと嬉しい気持ちで居まし

た。
 今まで作ってきた加⼯画も受け取ってくださって、すごく光栄に思っています(o≧ω≦o)

 今回、急なお知らせで皆さん驚かせてしまいましたね、すみません(>_<;)ですが、皆さん温かく⾒送ってくださって
 私も明るくスタートを切る事が出来そうです☆ﾐ MIZUIさん、今まで優しく接してくださって本当にありがとうございまし

た︕︕

Re:お返事②

5855 選択 皐 2008-03-29 20:10:32 返信 報告

pineさんへ︓
 皆さまへのご報告が急になってしまってすみません(>_<;)卒業に関して、その告知に関して…

 ⾊々と悩む事が多かったんですが、皆さまとお別れが来る事を知りつつも“ギリギリまで⼀緒に楽しく過ごそう”とい
うことを選びました。

 pineさんとも短い間ではありましたが、本当に楽しく･仲良くなれて良かったです︕︕(*≧∇≦*)
 今までどうもありがとうございました︕pineさんのエールを胸に“⾃分らしさ”を貫きながら頑張ります☆ﾐ

https://bbsee.info/straylove/id/5854.html?edt=on&rid=5855
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スミスさんへ︓
レスをありがとうございました︕あまりお話が出来ないまま“サヨナラ”になってしまいましたが、

 私はいつかまたお話しできるんじゃないかと思っています(*^u^*)その⽇を夢⾒ていようと思っていますね。
 今まで加⼯画を⾒ていてくださってありがとうございました☆ﾐ そして、私の新しいスタートにも応援の⾔葉をかけ

て頂いて、
 すごく嬉しく思います(>u<)お互い頑張りましょう︕︕

⿊杉さんへ︓
 レスをどうもありがとうございますね☆ﾐ 直接お話をする機会がこんな形であるのは寂しいですが、

 最後にコメントのやり取りが出来て嬉しいくもあります(*^u^*)今後、私は加⼯画を作る予定はありません。今後は
ね(笑)

 今までZ研では本当に楽しく過ごさせて頂いたので、⿊杉さんにとっても“楽しい場所”であるといいな、と思います︕
 残り2⽇の⼀所員として、Z研をよろしくお願いしますね♪♪

xs4pedさんへ︓
 突然お話してしまってすみません︕ですが、以前メールでそれらしき事はお話ししていたんですよ(笑)

 その時は気づかれないようにしていたので、分からなかったのかもしれませんね＾＾
 4⽉からは私にとって新しい⽇常の始まりになります。xs4pedさん、皆さんの応援を胸に頑張りますね☆ﾐ

 今まで本当に良くしてくださってありがとうございました︕寺尾さんと合作を作れた事も良い思い出です(o^∇^o)♪
 いつかまた逢う⽇まで…☆ﾐ P.S.「Gallery Special (Movie)」もありがとうございました☆ﾐすごく嬉しいです!!

mihoさんへ︓
 mihoさんとは最近またお話が出来るようになったんですが、こうして早くお別れが来てしまった事が残念です。

 私も正直、寂しい気持ちに押しつぶされそうになってしまいますが、“終わりじゃなくて始まりだ”と考えるようにし
て

 ポジティブな気持ちを維持している状況です(苦笑)最後にmihoさんと話せた事、素晴らしい詩を読ませてもらえた
事、

 ⼼に⼤事にしまっておきます☆ﾐ本当にありがとうございました︕

おきなさんへ︓
 レスありがとうございますね(o^∇^o)3⽉末を持ちまして、Z研を卒業する事になりました。

 私はおきなさんとあまり会話を交わす機会がなかったのですが、こうして最後にお話が出来て良かったです(*^u^*)
 



連⽇UPの企画も楽しんで頂けたと聞けて、⼼から嬉しい思いでいっぱいですね︕︕
今までZ研に⾜を運んでくださってありがとうございます︕これかれもどうぞよろしくお願いしますね☆ﾐこれはまだ
⼀所員として⾔える⾔葉です(笑)

 それでは︕お互い頑張りましょう(o^∇^o)♪

S424さんへ︓
 レスをどうもありがとうございます︕Z板から今までの半年間、すごくあっという間の⽇々だったんですが、

 私にとってすべてが“味わい深い⽇々”でした。S424さんや皆さんとお話が出来た事は⼤事な時間ですね(*^u^*)
 Z研へ移ってからも加⼯画や「マイフレンドの振り返りシーンの謎」などを楽しんで頂けていたみたいで嬉しいです☆

ﾐ
 これからは新たなスタートを切りますが、皆さんの事は永遠に忘れません︕今までありがとうございました︕︕

にしまるさんへ︓
 お久しぶりです(o^∇^o)私の卒業があちこちで⾶び交っているというのは本当ですか︕︖(笑)

 私がZ研へ移ってからはあまり にしまるさんとお話をする機会は減ってしまいましたが、
 最後に会えないまま卒業にならなくて良かったです(*^u^*)またお話が出来てすごく嬉しいですね☆ﾐ

 この卒業は本当に⼼苦しいのですが、新たな⼀歩に向かって頑張っていきたいと思います︕
 応援をありがとうございました︕(o^∇^o)にしまるさんのキャプ画、これからも楽しみにしていますね♪♪

Re:お返事③

5856 選択 皐 2008-03-29 20:11:59 返信 報告

atu-zardizmさんへ︓
 Z研でお話をするのはお久しぶりですよね(*^u^*)レスを本当にありがとうございます︕

 atu-zardizmさんにとってもZ研はいつも“楽しい”空間のように感じて頂けていたのならすごく嬉しいですね☆ﾐ
 私にとっては安らぎの場所でもありました(*^∇^*)これからはそんなZ研にもあまり来られなくなってしまうと思う

と
 寂しくて仕⽅ないんですが、新しい新⽣活を充実に過ごそうと思っています。

 応援、ありがとうございました︕私にとってもBBSで出会った皆さんが“振り向けばいつも”居てくれると想いながら
頑張っていきます︕

https://bbsee.info/straylove/id/5854.html?edt=on&rid=5856
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ヒツキさんへ︓
レスありがとうございますね︕温かく⾒送って頂いてすごく嬉しいです(*^u^*)私の加⼯画についても

 よく感想をくださって、幸せな気持ちでいっぱいでした☆ﾐこれからお話をする機会があるか分かりませんが、
 ヒツキさんの“先輩さんシリーズ”は楽しみにしていますね︕いつかどこかで会えるように願っています(*^u^*)

 今まで本当に楽しく、そして優しく接してくださってありがとうございました︕︕

Hiroさんへ︓
 レスをどうもありがとうございました︕Z研へはよく⾜を運んでくださっていたと聞いてすごく嬉しいです(o^∇^o)

 私もZ板の頃から皆さんとお話をしていたのがつい最近のように感じてしまいます。
その頃から私は加⼯画を作っていましたが、誰も加⼯について悪く⾔わずに優しく声をかけてくださって、私はすご
く恵まれていましたね。

 私にとって、今までの皆さんがかけてくれた⾔葉は宝物です︕これから新しい⽇々が待っていますが、
 Z研やz.pの皆さんをずっと忘れずに過ごしていきます(*^u^*)そしていつの⽇かまたお話ができるといいな、と考え

ています☆ﾐ
 Hiroさんの愛娘、akiちゃんともずっと仲良しの友達でいたいと思っていますよ♪♪

 エールを本当にありがとうございました︕泉⽔さん、xxxさん、皆さんの応援を胸に頑張りますね!!

チョコレートさんへ︓
 チョコレートさんは本家Z板の頃から私の加⼯画を拝⾒していてくださっていたんですよね(*^u^*)

 すごく嬉しくて、連続UPの際初めてレスを頂けた時は本当に嬉しい気持ちでいっぱいでした︕︕
 チョコレートさんはZ研の盛り上げ⽅も上⼿ですし、今はカフェのお店番までしてくださっていて
 なんだか安⼼して旅⽴てそうな気持ちで居ました(*^u^*)⼦育てがお忙しいとは思いますが、これからもZ研をお願

いしますね☆ﾐ
 私は負けず嫌いが故にハリキリ過ぎちゃう⾯があるので、そんな時は実家(Z研)を訪れたいと思います♡(笑)

 優しいエールをありがとうございますね︕私もチョコレートさんが⼤好きです☆ﾐ

oy-miyuさんへ︓
 レスをありがとうございます︕Z研への書き込みが初めてとの事なので、その記念を私の卒業のスレに使わせてしまっ

てすみません(>_<;)
 でも、コメントを頂けて本当に嬉しいです(*^u^*)Z研ゲストの皆さんとは本当にフレンドリーで、所員のみなさん

は家族のように
 



仲良く優しくしていただいていました。そんな家族の元を離れるのは寂しいのですが、これからは新⽣活を充実にさ
せたいと思います︕

 私も“今⽇の事を⼀⽣”忘れません︕ありがとうございました︕(*≧∇≦*)

奈良ZARDファンさんへ︓
 温かいエールをどうもありがとうございますね︕あまりお話をする機会がありませんでしたが、

 最後に⾔葉を交わす事が出来て嬉しく思います(o≧ω≦o)これからも未来を輝かせるために頑張りますね(o^∇^o)☆
ﾐ
 またお話が出来る⽇を楽しみにしています︕︕

Re:お返事④

5857 選択 皐 2008-03-29 20:12:50 返信 報告

sakiさんへ︓
 レスありがとうございました︕昨夜のレスは拝⾒していたんですが、私もsakiさんに対して同じように思っています

よ＾＾
 誰ともお別れはしたくないので、また逢えるんだと⼼に⾔い聞かせてこのスレを⽴てました。

 Z板でsakiさんに初めてレスを頂いたのは覚えています︕「皐さんのスレでxxxさんの話ばかりスミマセン」と気を使
っていましたよね(*^u^*)

 あの時はまさか“泉⽔さん似の看護⼠さん”だったとは気づきませんでしたが…(笑)最近sakiさんとよくお話が出来るよ
うになって

 すごく嬉しい反⾯、卒業間近で寂しくもあったんですが、もしかしたらxxxさんが最後に引き合わせてくれたんでし
ょうか｡｡｡

 これから私は新たしく旅⽴つことになるんですが、⾃分らしさは今までのままで居たいと思っています☆ﾐ
 体調を崩して病院に⾏った時は泉⽔さん似の看護⼠さんを“絶対”探しますね︕︕(笑)ガン⾒している患者さんが居た

ら、きっと“私”ですよ(笑)
 sakiさんの事、xxxさんや使者さんの事もずっと忘れません。これからもsakiさんZ研に居てくださいね(o^∇^o)

 職場復帰されたらもっと忙しくなると思いますので、私もsakiさんにエールを送ります☆ﾐ旦那様、⾚ちゃんと末永く
お幸せに｡｡｡♡

https://bbsee.info/straylove/id/5854.html?edt=on&rid=5857
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MRCPさんへ︓
「Get U're dream」の質問ではたくさんお話ができて嬉しかったです︕まだまだ話したりないような気もしますが

 最後の別れではないと信じていますので、また逢えるといいですね(o^∇^o)
 これからも泉⽔さんの残した⾔葉を⼤切にしながら、そしてZARDの歌を聴く時は皆さんを思いながら過ごしていき

ます︕
 ⾊々とありがとうございました☆ﾐ

インディゴさんへ︓
 レスをどうもありがとうございます︕突然のご報告で申し訳ないです(>_<;)それでも皆さんには温かくエールを送っ

て頂けてすごく感謝しています。
 今でも“誰か教えて これでいいんだろうか”なんて頭を過ぎったり…(苦笑)…くよくよするのはいけませんよね︕

 きっとこの先は今まで以上にZARDの歌が⼼に沁みると思います。瞳を閉じてZ研、Z.p.の事も想いながら頑張ります
ね(*^u^*)

 皆さんの温かいエールを胸に過ごしていきます︕
 P.S.インディゴさんも九州なんですね︕どこかで逢える事があればいいなぁと思っています☆今まで⾊々とありがと

うございました(o^∇^o)

オーマイさんへ︓
 お久しぶりです︕レスをどうもありがとうございますね(o^∇^o)今回の件は突然の発表ですみません(>_<;)

 それでも皆さんは優しい⽬で⾒てくださるし、お久しぶりの⽅からもエールを頂いて、本当に嬉しく思っています︕
 オーマイさんは私の加⼯画を壁紙・待ち受けに設定してくださって居るんですね(*'∇'*)ありがとうございます☆ﾐ

 私もきっと、ずっと忘れません。いつかまたお会いできる⽇を楽しみにしていますね︕

ALIL.1967さんへ︓
 卒業記念にお祝いを本当にありがとうございます︕︕ALIL.1967さんにはいつもお世話になっていましたね。

 すごく感謝しています(*^u^*)これからもZ研での活躍を陰ながら応援していますね︕クールなALIL.1967さんと
 またお会いできる⽇を楽しみにしています☆ﾐ

Re:『Message Boad』のお返事です

5858 選択 皐 2008-03-29 20:13:31 返信 報告
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Seさんへ
メッセージをありがとうございました︕Z研を卒業する事になって本当に⾟い思いでいたんですが、

 そろそろ旅⽴たなければならない時期となりました。ですが、⼀⽣のお別れではないと信じています︕
 泉⽔さんのように⾃分が決めた道に、後悔のないよう進んでいきたいと思います(*^u^*)

 きっと失敗もあると思いますが、そんな時は1⽇でも(Z研へ)帰郷しようと思います(笑)
 Seさん、エールをありがとうございました︕︕

アネ研さんへ 
 メッセージありがとうございます☆ﾐ 企画では⾊々とお話をしましたよね＾＾最近の事なのに懐かしいです。

 私が何⽇かあけた時には待っていてくださったと聞いて、本当に嬉しいです♡(笑)
 これからもマイペースに、でも相変わらずの負けず嫌いっ⼦で頑張ります︕(笑)

 ゼットンにも“またね︕”と伝えてくださいね(*^∀^*)

--------------------------------------------------------------------------------------------------
 最後に、皆さんと出会うキッカケとなったZARDに感謝します。天国のxxxさん、これからも絶対に忘れないで居ま

す。
 唯⼀の⼼残りであるドルチェ副所⻑、またお話しできる⽇が来る事を楽しみにしていますね︕(o^∇^o)

掲⽰板の皆さん、今まで本当にどうもありがとうございました︕⽉曜までの時間を⼀緒に楽しく過ごしましょう☆ﾐ
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» bbsee [PR]AdSenseにハブられたらこれ . オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [5795]ファンクラブの写真だとみられます(4) [5810]皆さまへ(26) [5790]ただいま〜（笑）(11) [5763]10回⽬の⽉命⽇︕
(12) [5783]xxxさん画像、調査結果のご報告︕(6) [5716]"♡"(20) [5775]裕美ちゃんの「Mｙ Baby Grand~」(1) [5773]
DVD 理想の結婚 ＆ ドラゴンボールGT(1) [5729]所⻑代理に質問です(12) [5755]⾔葉って…(3)

新しい話題を投稿する
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ファンクラブの写真だとみられます

5795 選択 ⼭茶花 2008-03-28 15:57:19 返信 報告

原画を所有されている⽅いますでしょうか。
 よろしくお願い致します。
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⼭茶花さんへ

5800 選択 stray 2008-03-28 16:36:23 返信 報告

こんにちは、プチお久しぶりです（笑）。

これはファンクラブの2002年カレンダーの12⽉の画像です。
 Ｚ研メニューの「カレンダー」の中にあります。

 FLASHなので1⽉から順番に画像が⼊れ替わるので、12⽉の画像が出たら、
 すかさず右クリック→[対象をファイルに保存]を選んで下さい（笑）。

⼭茶花さんが貼った画像は、デジカメでフラッシュ焚いてるので⽩っぽく写ってますね。

☆strayさんへ☆

5805 選択 ⼭茶花 2008-03-28 18:17:59 返信 報告

こんばんは。お久し振りです。
 strayさん、通称︓皐さんの“所⻑パパ”（←⾔い過ぎですねvv;）

 お帰りなさいませ(笑)
 無事、出張から戻られたみたいですね。

 お仕事⼤変みたいで、ご無理なさらないように。
 > これはファンクラブの2002年カレンダーの12⽉の画像です。 

 カレンダーだったんですか。
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> Ｚ研メニューの「カレンダー」の中にあります。 
> FLASHなので1⽉から順番に画像が⼊れ替わるので、12⽉の画像が出たら、 

 > すかさず右クリック→[対象をファイルに保存]を選んで下さい（笑）。 
 親切に教えて下さって、どうもありがとうございます。

 > ⼭茶花さんが貼った画像は、デジカメでフラッシュ焚いてるので⽩っぽく写ってますね。 
 そうなんですよー。たまたまこういう画像を保存しちゃったので、きちんとされた画像があるかと思いまして。

 助かります。
 

⼭茶花さんへ☆

5807 選択 stray 2008-03-28 18:40:58 返信 報告

こんばんは。説明を間違えました。

> すかさず右クリック→[対象をファイルに保存]を選んで下さい（笑）。 
ではなくて、右クリック→[名前を付けて画像を保存]です（笑）。

 が、サイズを⼩さくしてありますし、⾯倒臭いでしょうから、原画をどうぞ︕（笑）
 スキャンすると、少し濃く（⿊っぽく）なってしまいますが。

> strayさん、通称︓皐さんの“所⻑パパ”（←⾔い過ぎですねvv;） 
 いいんですよ、私と皐ちゃんはWeb親⼦なので（笑）。

 

strayさんへ

5852 選択 ⼭茶花 2008-03-29 19:41:43 返信 報告

>説明を間違えました。 
 >>すかさず右クリック→[対象をファイルに保存]を選んで下さい（笑）。 

>ではなくて、右クリック→[名前を付けて画像を保存]です（笑）。 
 ⼤丈夫です。最初、説明の意味が把握できませんでしたが、よく考えてからDLしてみましたので。

 > が、サイズを⼩さくしてありますし、⾯倒臭いでしょうから、原画をどうぞ︕（笑） 
 仰るとおり、サイズが⼩さいですね(笑)原画を⽤意して下さってありがとうございます。
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皆さまへ

5810 選択 皐 2008-03-28 22:10:20 返信 報告

皆さんにお知らせしたい事があります。
 私事になりますので、興味のない⽅はスルーしてくださいね(笑)

実は3⽉31⽇を持ちまして、ZARD研究所を卒業することになりました(>_<)
 この3⽇間は所⻑に代理としてZ研を任して頂き、本当に“味わい深い⽇々”だったので

 今、このタイミングでスレを⽴てるのはすごく寂しいのですが…。
 実は、前々から4⽉になったら新しいスタートをきろうかな、と決めていたんですよね。

 これからは陰ながら皆さんの活躍を応援してますね︕︕

卒業後、「あの⽇から淋しかった 想像以上に」という事にならないよう(笑)、
 私⽣活を充実に過ごしたいと思います☆ﾐ

 今まで優しく接してくださったみなさん、本当にありがとうございますね︕
 ZARDの事を楽しく語り合えた事を⼼から感謝しています。

 なお、レスを頂いた場合は⼟⽇にお話が出来るようにしたいと思ってます＾＾

「皆さんともうお話できないのかな」と思うと、永遠の別れのような気がして
 すごく悲しかったんですが、ファンである限り、いつか何処かで逢えますよね(*^u^*)

 その⽇を楽しみにして過ごしていきます☆ﾐ

Re:別スレで☆

5811 選択 皐 2008-03-28 22:11:04 返信 報告

チョコレートさん、mihoさん、ミキティさん、アキラさん、sakiさん☆ﾐ
 別スレでは「所⻑代理、お疲れさま︕」と声を掛けてくださってありがとうございますね︕

 Z研を(私⾃⾝も)盛り⽴ててくださって、すごく感謝しています(o≧ω≦o)☆ﾐ
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この3⽇間は より皆さんと接する事が出来て本当に嬉しくて楽しかったです!!
その機会を作ってくれた所⻑︕どうもありがとうございました☆ﾐ

ええっ〜︕︕

5813 選択 シヴァ 2008-03-28 22:36:19 返信 報告

> 実は3⽉31⽇を持ちまして、ZARD研究所を卒業することになりました(>_<) 
 ええっ︖︕そんな・・。

> 実は、前々から4⽉になったら新しいスタートをきろうかな、と決めていたんですよね。 
 そうなんですか・・。残念ですけど、皐さんがきっと悩んで決めたことなんですね・・。

> なお、レスを頂いた場合は⼟⽇にお話が出来るようにしたいと思ってます＾＾ 
 これって皐さん宛てにレスしたら返事がもらえるっていうことですか︖

 ならきっと皆さんからのファンメールが殺到しますよ︕
 今まで以上に忙しくなったりして・・︖

> 「皆さんともうお話できないのかな」と思うと、永遠の別れのような気がして 
 > すごく悲しかったんですが、ファンである限り、いつか何処かで逢えますよね(*^u^*) 

 > その⽇を楽しみにして過ごしていきます☆ﾐ 
 永遠の別れなんてありえないですよ︕皆さんもきっとそう思ってらっしゃいますよ︕

 

Re:皆さまへ

5814 選択 アキラ 2008-03-28 22:43:54 返信 報告

こんばんわ皐ちゃん、そうですかとても残念で寂しいスレ⽴てですがしっかり者の皐ちゃんが決めた決断ですから
ね、４⽉からの新⽣活私も陰ながら応援させていただく意味でこの曲を皐ちゃんに送りたいと思います、ZARDでな
くてごめんね(>_<)別れそして新しい⽣活を迎える⽅にはこの曲が⼀番かなと思ったので。Z板からたくさんの素敵
な作品をありがとうございました＼(^o^)／ZARDファンでいる限り

 〜どんなに離れてても ⼼は そばにいるわ〜♪
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ですよ︕
http://jp.youtube.com/watch?v=2OQaYUo36HY

皆様へ

5816 選択 stray 2008-03-28 22:45:35 返信 報告

皆さんこんばんは。

私が皐ちゃんから「卒業」を打ち明けられたのが、3⽉初めでした。
 最初、意味がよく飲み込めませんでしたが、

 ”4⽉から新たなスタートを切るので、加⼯画も作らないし、Ｚ研ともサヨナラ”
 するということで⼤慌てしました（笑）。

が、詳しい理由は聞きませんでした。
 何か⼤きな⽬標に向かって、脇⽬も振らずに突き進む覚悟なのだと思います。

 断腸の思いで決めたことなのでしょう。残念で残念でなりませんが、
 所員⼀同、皐ちゃんを明るく送り出してあげようと、この数週間を過ごしてきました。

楽しければ楽しいほど、お別れが⾟くなるのは分かっていましたが、
 最後だからこそ、思いっきり楽しく過ごさせてあげたいと思いました。

何もしてやれませんが、明⽇は⼤安なので、Ｚ研卒業証書を授与する予定です。

上の作品は「Get Your Dream!」ですが、我々が皐ちゃんに送るべき作品ですよね（笑）。
 逆だけど、ま、いいっか（笑）。

Re:さっちゃんへ

5819 選択 aki 2008-03-28 23:07:24 返信 報告

さっちゃん、卒業おめでとう︕

さっちゃんに、この話をしてもらった⽇から、
 もうこんなにも時間が流れたんだなぁ…と思うと、
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あっという間のような、⻑かったような…とても、不思議な感覚です。

そんな現実と、こうしていざ向き合ってみると、
 ⾔いたいことも、⾔わなきゃいけないことも、

 たくさんたくさんあるはずなのに…⾔葉が上⼿く出てきません。

思い出したらきりが無くて、なんだか寂しくなってしまうような気がして…。
 だから、いっぱい書かずに、ひとつだけ書くことにしたよ。

さっちゃんと、最後にもう⼀度共作を作れた事が、
 やっぱり…何よりも嬉しかったです。

 ほんっとに、さっちゃんは最⾼だよ︕︕︕︕⼤⼤⼤好き((ヾ(≧∇≦)〃))

いけない、いけない︕
 泣かないって決めたのに、ちょっと⽬がウルウル来てしまった…︕

 涙腺頑張れぇ〜…︕約束守らなきゃっ︕

さっちゃんと出逢えて、本当に良かった︕
 さっちゃんと仲良くなれて、本当に良かった︕

さっちゃん。
 ⼼から、ありがとう。

Re:皆さまへ

5821 選択 MIZUI 2008-03-28 23:20:02 返信 報告

皐さん、Z研さんの皆さん、今晩は。
 れおさんの所でお世話になっていますMIZUIです。

 皐さんのファンの⼀⼈でしたが、うちのアキラさんより、急のお知らせを聞き、ご無礼を承知で参上しました。
 皐さんが決められたことですので私は、意⾒をいう事は控えますが、今まで有難うございました。皐さんの多くの画

像を頂いてばかりですみませんでした。そして有難うございました。参ったなぁ。皐さんが居なくなるの〜。
 マジッスか。考える⾔葉がありません。

 とりあえず、有難うございました。
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Strayさん、皆さん、皐さん、失礼しました。
ZARD(泉⽔さん)命。

皐さん ありがとう︕

5822 選択 pine 2008-03-28 23:20:26 返信 報告

皐さん こんばんは
 ⼦供を寝かした後、ちょっと覗きに来たら、「えっ〜︕︕ なんで〜︕︖」

 今すごく動揺してます。何て⾔ったらいいのか、⾔葉が浮かびません…

だけど、きっと皐さんもすごく悩んで、考えて決められたことでしょうから、淋しい気持ちで⼀杯ですが、新しいス
タートを応援させて下さいね。

 涙で画⾯が良く⾒えないけど（ハンカチ⽤意の告知なかったよ〜(笑)）精⼀杯の笑顔で︕
    o(ﾟ∇^☆)／ﾌﾚｰ＼(*^∇^*)／ﾌﾚｰ＼(☆^∇ﾟ)o

  
 短い間でしたが、私よりもう〜んとお若い皐さんから、いろんなことを教えて頂きましたよ。たくさんの加⼯画も⼤

切にしますね。
 本当にありがとうございました。これからも今までどおりの皐さんでいて下さいね。

   ♪翼を広げて 旅⽴つ君に そっとエールを送ろう♪

Re:皆さまへ

5824 選択 スミス 2008-03-28 23:24:18 返信 報告

ZARDpartyにおせわになってるスミスです。
 たぶん初めまして︖ですよね。

 そんでもってさようなら…ですか。
 あまり話した事はなかったけどなんか悲しいです。

 画像なども⾒させていただいてまっしたし。
 でも、皐さんの気持ちわかります。やらなければいけない

 ことがあるのですね。頑張ってください。むしろお互い頑張っていきましょう。
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どんなに離れてても
⼼はそばにいるわ♪

Re:皆さまへ

5825 選択 ⿊杉 2008-03-28 23:39:49 返信 報告

度々、失礼します。⿊杉です。

stray所⻑さんにお礼の書き込みをして、こちらを覗かせて頂いたら、あっ、と驚きました。

お話をさせて頂いた事はありませんが、You Tubeの⽅でもこちらでも皐さんの加⼯画を拝⾒することを、⼤変楽しみ
にしておりました。

今後、皐さんの「芸術作品」を⾒ることができないのかと思うと、残念です。

私が⾔う筋合いではないのかもしれませんが、お疲れ様でした。そして、素敵な加⼯画をありがとうごさいました。

皐さんの前途が明るいものであることを、切に願っています。

皐ちゃんへ

5826 選択 xs4ped 2008-03-28 23:45:18 返信 報告

皐ちゃん、こんばんは。

> 実は3⽉31⽇を持ちまして、ZARD研究所を卒業することになりました(>_<) 
 突然の知らせに驚いております。

 ⼈⽣に出会いと別れは付きものですが、とても寂しいです。
> 実は、前々から4⽉になったら新しいスタートをきろうかな、と決めていたんですよね。 

 4⽉からの新しいスタート陰ながら応援しております。
 頑張って下さいね︕

 > 今まで優しく接してくださったみなさん、本当にありがとうございますね︕ 
 > ZARDの事を楽しく語り合えた事を⼼から感謝しています。 

 今迄、本当に有難う御座いました。
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皐ちゃんに頂いた作品、⼤切にします。
皐ちゃんと合作品を作れた事、良い思い出にしたいと思います。

 ⼼から感謝しております。
 ZARDファンである限り、いつか何処かで逢える事を願って・・・

 

Re:皆さまへ

5827 選択 miho 2008-03-28 23:47:03 返信 報告

えぇ…さみしいです…
 久しぶりにしゃべることができたのに…

でも…皐さんが決めたことなんですよね…

すごくさみしいですが、本当に出会うことができてよかったです!!
 ありがとうございました。

加⼯画像には詩が書いてあります。

泣きたいときは

⼀緒に泣いて

笑いたいときは…

⼀緒に笑おう!!

あなたと笑うと

笑顔になるよ!!!

ずれてしまいすみません。

今⽇いろいろと考えていたら思いついた詩です。

Re:皆さまへ

5828 選択 おきな 2008-03-28 23:48:30 返信 報告
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皐さんこんばんは。
ZARD研究所を卒業されるのですね。本当に寂しく思います。

 私は殆ど書き込みはしておりませんでしたが、こちらの掲⽰板は良く拝⾒させて頂いておりました。
 そして、皐さんはじめ皆さんの素晴らしい作品が観れることや、⾯⽩い会話など楽しみにしておりました。

 特に連⽇UP企画の時は凄く⼤変だった事と思いますが、私は毎⽇が楽しみでしたよ。
 いっぱい素晴らしい作品を頂いたので、もう⼀度お礼だけでもと思い書き込みさせて頂きました。

 本当に有難うごさいました。これから⽬標に向かって頑張って下さい。(お体には⼗分気を付けて下さいね。)
 それでは失礼致しました。

Re:皆さまへ

5829 選択 S424 2008-03-29 01:02:35 返信 報告

皐さん。こんばんは(^^)ZARD研究所の皆様お久しぶりです。
 皐さん、昨年のＺ板登場から今まで素敵な加⼯画像を掲載して下さりありがとうございました。「マイフレンドの振

り返りシーンの謎」を解明されたときには笑わせてもらいましたよ︕まだまだ皐さんのご活躍を⾒たかったのです
が・・(T_T)これから新たな気持ちで頑張ってくださいね。ほとんどレスできずゴメンナサイ(^^)/~~~

Re:皆さまへ

5831 選択 にしまる 2008-03-29 01:14:55 返信 報告

stray所⻑をはじめ、Ｚ研の皆さまこんばんは。⼤変ご無沙汰いたしております。

皐さんが、3⽉末でこちらを卒業されるとの情報があちこちで⾶び交っており、私も、お世話になった⼀⼈として皐さ
んにお礼を申し上げたくてお邪魔しました。

皐さん、これまで数多くの素敵な（天才的な）作品を拝⾒させていただきありがとうございました。

こちらを卒業されることは苦渋の決断と拝察しますが、
 若い⽅が⾃らの⽬標に向けて新たな⼀歩を踏み出すということは素晴らしいことですね。

 このような時だけやってきて⼤変恐縮ですが、皐さんの4⽉からの新たなスタートを応援させていただきます。頑張っ
てくださいね(^o^)／
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Re:皆さまへ

5832 選択 atu-zardizm 2008-03-29 01:15:27 返信 報告

皐さん、こんばんは♪

別荘でお世話になっているatuです。先程、こちらを覗かせて頂きビックリしている次第で
す・・・。皐さんとは確か１度しかお話しして居ませんでしたよね︖ま、こちらへの書き込みも
1〜2度しかしていないので当然なのですが(^^;

でもstray所⻑率いる「Ｚ研」はいつも楽しく、皐さんの感性溢れる素敵な加⼯画はとても微笑
ましく感嘆しながら拝⾒させて頂いておりました。「お若いのにしっかり者の頑張り屋さんなん
だなぁ〜」なんて勝⼿に想像してました^^

「4⽉から新しいスタート」と有りますので、陰ながら応援させて頂きますね♪ROM専の私が送らせてもらう⾔葉では
ありませんが、今の正直な気持ちを泉⽔さんの詩より転⽤させて頂きます。

「振り向けば いつも 君がいたから」
 いつか何処かで・・・。

 

Re:皆さまへ

5833 選択 ヒツキ 2008-03-29 01:23:26 返信 報告

皐さん皆さんこんばんは

> 実は3⽉31⽇を持ちまして、ZARD研究所を卒業することになりました(>_<) 
 > 実は、前々から4⽉になったら新しいスタートをきろうかな、と決めていたんですよね。 

寂しくなりますが新しいスタート頑張ってください
 > 今まで優しく接してくださったみなさん、本当にありがとうございますね︕ 

 こちらこそどうもありがとうございました。
 皐さんの画像はすごく嬉しかったですよ

 > すごく悲しかったんですが、ファンである限り、いつか何処かで逢えますよね(*^u^*) 
 > その⽇を楽しみにして過ごしていきます☆ﾐ 
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こちらには時々しかこない僕が⾔うのもなんですが、いつでも戻ってきてください。
strayさんをはじめ、皆待っていますよ。

 もちろん他のところでも。
 だって皆ＺＡＲＤファンなんですから。

 また逢える事を僕も楽しみにしていますよ

Re:皆さまへ

5834 選択 Z.pのHiroおじさんより 2008-03-29 01:26:03 返信 報告

 皐さんへ、ご卒業おめでとうございます<(_ _)>
  strayさんが、ZARD研究所を⽴ち上げて以来、いつも楽しく拝⾒させて頂いておりました。皆さんの楽しい会話を

⾒ているだけで、ふき出したり、頷いたりしておりました。
  Z研とZ.pのメンバーで、Z版で賑やかに、わいわい、がやがやと、やっていた頃が懐かしく感じられます。そん

な、昔じゃないのにね。
  皐さんの、明るさとユーモア、おじさま達と軽妙に渡り合える聡明な知性は、いつも、輝いて⾒えましたよ。

  それから、泉⽔さんの素敵な加⼯画の数々ありがとうございました。僕たちの永遠の宝物ですからね。
  寂しいけど、⾃分の夢に向かって⽻ばたいていく皐さんを暖かく⾒守ってあげようと思います。

  また、いつか、ZARD研究所に復帰される⽇を夢⾒て待っておりますから。
  それから、僕の愛娘ａｋｉちゃんと仲良くして頂いてありがとうございます。これからも姉妹のようにお付き合い

頂けますようお願いいたします。
  stray様、ご⼼情お察しいたします<(_ _)>

  皐さん、がんばってね︕︕泉⽔さんも、ｘｘｘさんも、僕たちみんなで応援しているから、がんばってね!(^^)!☆
⼺

  お疲れさまでした、本当にありがとう☆ミの皐さんへ

翼を広げて 旅⽴つ皐さんに そっとエールを送ろう♪

5835 選択 チョコレート 2008-03-29 01:26:44 返信 報告
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皐さん、本当にお疲れさま、そしてありがとうございました。
皐さんのレスを何度も何度も読み返して、ようやく私なりに受け⼊れることができたところで、これを書いていま
す。

本家Z板で皐さんの加⼯画を拝⾒して以来、ずーっと皐ファンの私です。
 それはZ研が創設されてからも変わらずに現在に⾄っています。

 皐さんの加⼯画は、本当に皐さんのお⼈柄そのままなのだろうな、と思えるほど、
 まっすぐで、ひたむきで、とても優しさがあふれていました。

 それゆえに強く惹かれたのでしょう。⼤好きでした。いつも楽しみにしていましたよ。
 皐作品に感動したあまり、Z研に初投稿までしてしまいました(笑)。その後はカフェの店番に（爆）。

 皐さんのおかげでたくさんの⼈と出会うことができました。皐作品で涙も流し、悲しみも癒されました。
 皐さんとの出会いは私にとってかけがえのないもの。皐作品は私の宝物です。

“卒業”されると聞いて･･･とても寂しく、残念ですが･･･4⽉から新しくスタートを切りたいという皐さんの前向きな気
持ちも、うれしく感じています。

 皐さんが卒業されても、ずっとずっとずーっと、遠くから応援しています。
 たまにはお顔を⾒せてくださいね･･･所⻑パパも寂しがるので。

 WEB実家︖みたいなものでしょう︖︖お待ちしていますよ︕
  

 負けず嫌いな皐さん、あまり頑張り過ぎないように。
 ときには愚痴をこぼしたって良いんですよ。

 カフェにも⽴ち寄ってマイブレンド、飲んでいってくださいね。
 ⼤好きな、⼤好きな皐さん、またお会いしましょう︕︕ありがとうございました。

新しいスタートを切って．．．♪

5836 選択 oy-miyu 2008-03-29 03:05:21 返信 報告

皐さん 皆さん こんばんは︕
 こちらには初めて書き込みますが、皐さんのご活躍ZARD研・板等でよく拝⾒してました。研究所では謎を皆さんで

究明され、本当の家族の様な雰囲気があり、微笑ましくROMさせて頂いてましたよ。卒業されるのですね...。惜しい
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です。
勇気のいる決断でしたね︕ZARDファンの⼀⼈として、これからは、私⽣活を充実させて楽しんで下さいね☆ﾐ

「君と今⽇の事を⼀⽣忘れない 憶えておきたい
   憧れの君に...。」

エール

5837 選択 奈良ZARDファン 2008-03-29 05:58:35 返信 報告

皐様 研究所の皆様

おはようございます。

⽇頃は御無沙汰しております。m(_ _)m

皐様  御卒業されるとのこと・・・

残念ですが・・そっとエールを送らせていただきます。

輝かしき未来に・・・・(^^)/

皐さん、ありがとう︕

5838 選択 saki 2008-03-29 08:11:40 返信 報告

皐さん、おはようございます。(^^)/

昨夜の私の醜いレスは⾒ていないよね︖︕
 余りにも幼稚で恥ずかしいので削除しました（笑）

皐さんとお別れするのがとても⾟く頭の中が真っ⽩になって何も考えられなくな
 ってしまいました。…

⽣まれて初めて震える⼿で掲⽰板に投稿したのはZ板の皐さんへのレスでした。覚えていま
すか︖

 と〜ても優しくして頂いたのを今でもハッキリ覚えています。
 xxxさんに導かれ皐さんと出会え最近やっと親しくお話が出来るようになったのに…
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寂しいです……

クダラナイ事は次々に浮かんでくるのに肝⼼な時に⾔葉が出て来ません。

坂井さんとxxxさんは、翼を広げ天空へと旅⽴たれました、
 皐さんも、⼤きな翼を広げて輝く未来へ⽻ばたこうとしているのですね。

 私が持っている皐さんのイメージは、「翼を広げて」のジャケ写の泉⽔さんです。 
 皐さんともう話が出来なくなるのはとても寂しいですが、⾃分を⾒失わず頑張ってくださいね︕

私が洒落た事を⾔っても似合いませんね（笑）
 ZARD研究所なのに私は皐さんと⼀度もZARDの事を話た事はありませんてしたね(^^;)

研究所なのにZARDの事を知らない私が、ここに居てもいいのだろうか…私⼀⼈だけ浮いてません︖

同じ九州なのでどこかの街で出会う事があるかもしれませんね、
 もし、病院に⾏って泉⽔さんそっくりな「こ〜んな感じの看護師さん」を⾒掛けたら、

 「sakiさ〜ん︕」って⼤声で声を掛けてくださいね、
 きっと私ではありませんから恥じを掻く事保証しますよ（笑）

⾊々書きたいけど…私…本当に寂しい…

けど、これからもしっかり者の皐さん、私の事忘れないでね︕
 私は、間抜けだから忘れるかもしれないから…こんどあった時お互い忘れてたら困るでしょう（笑）

本当に今まで、こんな私をかまって下さってありがとうこざいました。
 初投稿の時からず〜と皐さんの事を頼りにしていました。

 さっきは、あんなこと⾔ったけど皐さんの事絶対忘れないよ  いつまでもだ〜い好き♡

              泣き⾍ ⾵⼩娘 sakiでした…

Re:皆さまへ

5839 選択 MRCP 2008-03-29 10:44:44 返信 報告

皐さん、こんにちは。
 質問した「Get U're dream」でお別れですか。
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少ししかお話してないけど、楽しかったです。
「出逢いと別離を繰り返し⼈は⼤⼈になる」と泉⽔さんも

 歌われてますからね，泉⽔さんのように素敵な⼈になって下さいね。

Re:皆さまへ

5846 選択 インディゴ 2008-03-29 11:18:09 返信 報告

皐さん、ZARD研究所の皆さん、こんにちは。
 久しぶりにこちらへ書き込みさせて頂くのが、皐さんの卒業へのコメントになるとは思っても⾒ま

せんでした。
 突然のお知らせでしたので、今はただ驚いていますが、揺るぎない決意がおありのようですので、

私たちは御意志を尊重するしかありませんね。
 ⾃分の決めた道を進む時、時には⾟くなる時もあるでしょう、そんな時は瞳を閉じて、ＺＡＲＤ研

究所やＺＡＲＤPartyでの事を思い出してくださいね。
 きっと、みんなのエールが聞こえる事でしょう。

 桜の季節はいつも別れと隣り合わせですが、新たなる道が寂しさよりも輝いている事と思いますので、体に気を付け
て頑張って下さいね。

 陰ながら、皐さんのこれからの⼈⽣が幸多き事を願っております。
  

 ＰＳ．皐さんも私と同じく九州だったのですね。少ししかお話出来なかったのが、とても残念ですが、ＺＡＲＤファ
ンであリ続けるなら、きっとどこかで逢えると思います。

 今はその⽇を楽しみにしていますよ。
 今まで、美しい加⼯画、楽しいお話、ありがとうございました。<(_ _)>

 

Re:皐さんへ

5847 選択 オーマイ 2008-03-29 12:57:55 返信 報告

皐さん・みなさま御無沙汰しています。
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突然のことで(ノ゜⊿゜)ノびっくり!!です。
でも何かにチャレンジされるのか思います。

 皐さんの加⼯画の「」グロリアス マインド」と
 「負けないで」はＰＣの壁紙に。

 そして、携帯の待受けは「揺れる想い」にズットなってますので
 きっと忘れませんよ。

いつの⽇か所⻑さんとのコンビ復活できたら良いですね。
 いつまでも明るく真っ直ぐな皐さんでありますように。

 （勝⼿な私のイメージです）

皐さんへ 

5848 選択 ALIL.1967 2008-03-29 13:37:48 返信 報告

とっても気になっていたMU-GEN168とシングルCMです。卒業記念に⾒ていってくださいね。

翼を広げて.wmv 17.8MB
 http://www.filebank.co.jp/wblink/836c3875d409be6cfca2f6bc66721233

皐ちゃん、皆さんへ

5849 選択 xs4ped 2008-03-29 16:50:06 返信 報告

皐ちゃん、皆さん、こんにちは。

皐 Gallery Special (Movie)をUpしました。
 strayさんに変なコメントを付けられたので、
 YouTubeにはUp致しません。(笑)

 ZARD研究所限定版です。(^_-)-☆
 下記よりDLお願い致します︕

 http://www.filebank.co.jp/wblink/fba84a4f697b891d32962b61db851ca5
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ZARD研究所、特別(⾮常勤)顧問兼映像担当(3/31迄)
xs4ped

 勝⼿に役職を付けさせて頂きました。(笑)

ZARD研究所の益々の発展をお祈り致します︕
 

ただいま〜（笑）

5790 選択 stray 2008-03-28 15:14:58 返信 報告

皆さんこんにちは︕ ただいま戻りました。
 東京は桜が満開でした。⼟⽇は花⾒にバッチリですよ。

 が、帰ってみたらこっちは、なんと”みぞれ”が降ってるじゃあ〜りませんか（笑）。
 なんなの、この違いは（笑）。がっかりしちゃいますね。

皐ちゃん、お疲れ〜︕（笑）
 ⼤役を”無事に”どころか、⾒事に果たしてくれましたね。

 普段より忙しかったみたいだし、質問まであって⼤変でしたね（笑）。
 バトンタッチしますので、夜までゆっくり休んで下さい。

 どうもありがとう︕ お⼟産が桜の写真しかなくてごめんね（笑）。

皐所⻑代理が解決しきれなかった件だけ、簡単にレスします。
 --------------------------------------------------------------

チョコレートさん、こんにちは。
 皐作品に使われている2枚の⼩さな写真は、Le Port DVD 掲載のもので、

 「2002年1⽉、渋⾕区松涛」で撮影となっています。
 「さわやかな…」のジャケ写は、このときの別ショットでしょう。

 珍しく使い回しではなかったようです（笑）。

attiさん、こんにちは。
 私は『DRAGON BOX』を持っているので分かるのですが、VOL.1(147話)のエンディングは、
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 すべて「でてこい とびきりZENKAIパワー!」で統⼀されています。
ビデオ化と違って、DVD化する際は新たな版権が⽣じらしく、

 「相棒」のDVD同様（笑）、ZARDの曲は残念ながら聴けません。

アキラさん、お久しぶりです︕
 アキラさん＝「⼆⼈の夏」はすっかり定着しましたね（笑）。

 Tandoさんのレビューを紹介して下さってありがとうございます。
 「Get U're Dream」のジャケ写は、AL『揺れる想い』の頃のもので

 間違いないと思います。

ＭＲＣＰさん、こんにちは。
 ＮＨＫのシドニー五輪関連で流れた「Get U're Dream」の”映像”は

 リアルタイムの泉⽔さんです。”ジャケ写”は、皐ちゃんやアキラさん
 が解説してくれたとおり、使い回しです（笑）。

”英語の仮歌”の件ですが、過去に公開されたことがあったようです。
 「ZARD com.2000」というファンクラブ・イベント（2000/3/26）で、

 「この涙 星になれ」の仮歌⽤英語詞と、「君に逢いたくなったら…」の
 歌詞違いver.が、直筆で公開されたとのことです。

 「ZARD 坂井泉⽔展」に期待してよいのではないでしょうか。

sakiさん、調査結果のご報告どうもありがとうございます︕
 かえって悲しい想いをさせてしまったようで申し訳ないです…。

 「涙がこぼれそう…」と「Izumi.Sakai forever」の変更は、sakiさんのご推察どおりでしょう。
 「妖精part3」は、妖精さんの⼤きさが違いますね︕

 よ〜く⾒ると⾸の⻑さも違ってるようです。
 詳しく検証してから改めてお返事しますので。

 Z.p.さんで宣伝していただいてありがとうございます（笑）。No problemですよ︕

所⻑お帰りなさ〜い♡

5793 選択 saki 2008-03-28 15:55:26 返信 報告
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やった〜︕  叱られなかった(^o^)

 叱られちゃうかな〜と、今まで育児も家事も⼿につかなかったよ〜

これで落ち着いて仕事に⼊れま〜す。（夜の忙しさに備えてお昼寝）
 後の検証の⽅は、宜しくおねがいしま〜す。

あっ︕ それからZ.pのれおさんからアネ研さんに伝⾔です。

>アネ研さんにお伝えください。今度君Disのロケ地も実際に⾏く予定があります。ハックネットのコンクリ打ちっぱ
なしの壁にもたれて写真を撮るのが⽬的ですが(^^ゞ 

 叶うかな︖︖

と⾔うことです。こっちも宜しくお願いしますね︕

所⻑さん お帰りなさい! 皐さんお疲れ様でした!

5794 選択 pine 2008-03-28 15:56:07 返信 報告

所⻑さん お帰りなさい︕ご出張お疲れ様でした。
 お嬢様の皐さんは、⽴派に所⻑代理を務められましたよ〜

 私も質問して、より忙しくさせてしまいました。ごめんなさい。m(_ _)m

ところで所⻑さん、また私とチョコレートさんがごっちゃになっているようですよ。(笑)
 「さわやかな…」の質問をしたのはpineです。

 ジャケ写は「J*GM」の写真より数ヶ⽉前ですか…。
 これは珍しく︖使いまわしではないのですね。お疲れのところ、ありがとうございました。

皐⽉さん こんにちは︕
 応援部隊１号さん・２号さんに続いて３号にエントリーしようと思っていたら所⻑さんが戻られたので、次回に（⾒

事に務められたのでまたあるでしょう）延期します。(笑)
 所⻑代理、お疲れ様でしたm(^o^)m

お帰りなさい︕(*≧∇≦*)
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5797 選択 皐 2008-03-28 16:11:06 返信 報告

所⻑お帰りなさい︕(o≧∇≦o)代理はちゃんと務められたようで安⼼&嬉しいです︕
 所⻑が留守の間、ゲストの皆さんがBBSを盛り上げてくれたのでとっても明るい雰囲気でしたよ(o^∇^o)

ところで︕東京は桜が満開のようですね☆ﾐニュースで⾒ました♪♪
 私の住んでいるところでは、温かいはずなのに微妙な咲き具合です(笑)

---------------------------------------
pineさん、ありがとうございますね☆ﾐ⽴派に出来ていたのなら、本当に⼀安⼼です(笑)

 代理として“所⻑”になれたことは、とっても良い思い出になりました︕

お帰りなさ〜い︕︕

5799 選択 チョコレート 2008-03-28 16:35:12 返信 報告

所⻑さん、東京に出張されていたのですね。お疲れさまでした。
 所⻑さんの留守中、皐所⻑代理がとても頑張って下さっていましたよ。ちゃんとごほうび、あげてくださいよ〜。

 本当に頑張っていたんですから︕

皐さんへ
 所⻑代理、お疲れさまでした︕

 ⼀⼈⼀⼈に丁寧にレスをされていて、本当に⼤変だっただろうな・・と思います。皐さんの⼈柄がよくわかります
ね。

 とても⽴派な所⻑代理でした︕ゆっくり休んでくださいね〜。
 

Re:お帰りなさ〜い︕︕

5801 選択 stray 2008-03-28 16:44:46 返信 報告

pineさん、こんにちは。
 間違えてごめんなさい。やはり最初が肝⼼ですね（笑）。

 どうもこんがらがったまま直りません（笑）。
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sakiさん、そんなに⼼配しなくていいのに（笑）。
最近xxxさんの話題がなかったから、天国でちょっぴりひがんでたのかも知れませんね。

 ちゃんと検証しますので、今しばらくお待ち下さいね。

チョコレートさん、こんにちは。
 皐ちゃんにはちゃんとお⼟産買ってきて、会議室であげましたので（笑）。

 若いのに⼈間が出来てるから、皐所⻑は⼤⼈気でしたね︕（笑）
 本⼈も⾔ってますが、”よい思い出”になったと思います。

皆さん、皐ちゃんを盛り⽴てて下さって、ありがとうございました︕
 

Re:ただいま〜（笑）

5802 選択 miho 2008-03-28 16:54:39 返信 報告

所⻑さんお帰りなさい!!ご主張お疲れ様でした!!
 皐さん３⽇代理所⻑お疲れ様でした!!

桜きれいですね〜私のところは咲いているところと咲いてないところが、あります。
 最近は桜が咲くのが早いですよね。

Re:ただいま〜（笑）

5803 選択 ＭＲＣＰ 2008-03-28 17:28:45 返信 報告

strayさん、こんにちは。
速攻で質問してしまいました。

 皐さんはいい⼈ですね。

Re:ただいま〜（笑）

5806 選択 ミキティ 2008-03-28 18:20:32 返信 報告

所⻑さん みなさん こんばんは（＾－＾）
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 所⻑さん お帰りなさいませ(*^ｰ^)ﾉ
綺麗なさくらのお⼟産をありがとうございます♪

  きれいですね〜 桜並⽊を歩きたいです(*^_^*)

 寒暖の差があったりと お⾝体を⼤事に⾵邪をひかないようにしてくださいね☆
  ご不在の間も美術館で楽しませていただきました

 （＾－＾）

 皐さん こんばんは

所⻑代理 お努めお疲れ様でした（＾－＾）
 皐さんのお⼈柄 魅⼒いっぱいのかわいらしい所⻑代理さんでしたね

 また機会がありましたら 応援部隊で駆けつけます
 ヽ(^o^)⼃

 

Re:ただいま〜（笑）

5808 選択 アキラ 2008-03-28 20:47:48 返信 報告

こんばんわ＆お久しぶりですstrayさん、出張お疲れ様でした︕さすが皐お嬢さんですね、所⻑代
理をきちんと務めてましたよ(^_^)v

＞Tandoさんのレビューを紹介して下さってありがとうございます。

いえいえ何時もこちらで貴重な動画をこっそり頂いていますので（笑）超微⼒ながら皐ちゃんの
お⼒になればとレスさせていただきました(^^♪

 それとこちらのスペースをちょっとお借りして別スレ失礼しますm(__)m

＞ミキティさん
 こんばんわ＆お久しぶりですね!(^^)!私はミキティさんのホンワカキャラが⼤好きなんですよ〜♪（とうとう⾔って

しまいました ⼤汗）またこちらで私にレスできそうなスレがあったら登場しますのでその時は宜しくです☆

＞MRCPさん
 MRCPさんもZ板の常連さんでしたか、失礼しましたm(__)m私は本家掲⽰板は訃報後から存在を知りまして３年前か
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ら携帯で「About ZARD」のTandoさんのZARDのsg、ALのレビューはよく拝⾒してたのですよ、ご丁寧にお礼まで
頂き恐縮です

＞皐ちゃん
 ３⽇間の所⻑代理お疲れ様でした＼(^o^)／先⽇akiちゃんとのコラボ作品のスレの時は体調崩してて寝込んでまして

レス出来なくてごめんなさいね(>_<)「⼆⼈の夏」は１５年前に初めて聴いた時に物凄い感動してそれ以来私の中で
ZARDの曲の中で不動の名曲1位なんですよ＼(~o~)／でもそれが時々「少⼥の頃に戻ったみたいに」に変わることも
ありますけどね（なんじゃそりゃ〜︕と⾔われてもどっちも譲れません 笑）また機会がありましたらZ.pに気兼ねな
く遊びに来て下さいね、akiちゃんも喜びますので☆

久々にこちらにクレアの画像おいていきます♪

おかえりなさい︕

5812 選択 シヴァ 2008-03-28 22:19:24 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑さん、こんばんは︕おかえりなさい︕

> 東京は桜が満開でした。⼟⽇は花⾒にバッチリですよ。 
 私の住んでるところは、まだつぼみです。なのでお寺の写真は少し待っていてくださいね︕

> 皐ちゃん、お疲れ〜︕（笑） 
 > ⼤役を”無事に”どころか、⾒事に果たしてくれましたね。 

 私の”危機”を救ってもらいました︕感謝しております︕

Re:ただいま〜（笑）

5823 選択 ⿊杉 2008-03-28 23:22:32 返信 報告

stray所⻑さん、今晩は。おかえりなさい。

以前、英語の仮歌の件でお世話になりました⿊杉です。その節は、ありがとうございました。
  

> ”英語の仮歌”の件ですが、過去に公開されたことがあったようです。 
 > 「ZARD com.2000」というファンクラブ・イベント（2000/3/26）で、 
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 > 「この涙 星になれ」の仮歌⽤英語詞と、「君に逢いたくなったら…」の 
> 歌詞違いver.が、直筆で公開されたとのことです。 

 > 「ZARD 坂井泉⽔展」に期待してよいのではないでしょうか。

やはり、英語の仮歌、残されていたのですね。それも、公開されていたとは…
 ファンとしてはぜひ⾒たいところ。「ZARD 坂井泉⽔展」以外でも、地⽅に居るファンでも⾒る機会を提供して欲し

いですよね。

そうすれば、もっと多くの⼈に坂井さんの⾳楽に懸ける情熱や、最後まで真摯であり続けた事を知ってもらえると思
うのですが。

 

10回⽬の⽉命⽇︕

5763 選択 xs4ped 2008-03-27 22:02:04 返信 報告

皆さん、今晩は。
 早いもので、今⽇は泉⽔さんの10回⽬の⽉命⽇ですね。

 追悼作品(動画)をupしましたのでご覧下さい︕
 ハンカチのご⽤意を忘れずに︕

今⽇は、ALBUM「ZARD BEST 〜Request Memorial〜」付属CDと
 ⽻⽥裕美さんのCDを聴きながら泉⽔さんを偲びたいと思います。

皆さんは、どう過ごされていますか︖
 それでは、「また逢いましょう︕」

 http://www.youtube.com/watch?v=YjDKcK8OW48

http://xs4ped.spaces.live.com/

PS.
 mihoさん、想いの詰まった素敵な画像と、やさしい詩(加⼯画)を有難う御座います。
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Re:10回⽬の⽉命⽇︕

5765 選択 ミキティ 2008-03-27 22:24:54 返信 報告

xs4pedさん みなさん
  こんばんは

xs4pedさん 素敵な動画をありがとうございます

 今 涙涙で 上⼿に⼊⼒出来ないんです
 泉⽔さんと みなさんの沢⼭の想いと とっても⼤好きな

 Ｉ still remember...

 泉⽔さんに またお逢いしたいので 笑顔で頑張ろう︕
  

 

Re:10回⽬の⽉命⽇︕

5768 選択 チョコレート 2008-03-27 23:54:13 返信 報告

xs4pedさん、皆さん、こんばんは。
 10回⽬の⽉命⽇、まもなく過ぎようとしています。

 追悼動画を拝⾒させていただきました。
 いつもハンカチを⽤意するのを忘れて⼤変なことになるので、今回はあらかじめ⽤意して拝⾒しましたよー︕︕

 毎回、泣いてしまうので、今回は涙も枯れたか︖と思っていましたが、そんなことはないんですね･･･不思議ね。
 皆さんがどんな想いで、この1枚1枚の加⼯画を作られたか、それを考えると胸が切なくて、痛くて･･･

妖精さんを⾒た瞬間、涙がどどっ･･･。(T-T )
 ハンカチ⽤意しておいてよかったです。

xs4pedさんは、新潟公演のあとも夜勤があったり、とてもハードスケジュールだったと思いますが、こんなに素晴ら
しい動画をupしてくださり、本当にありがとうございました。

 泉⽔さんも、xxxさんも、きっと喜んでいてくださると思います。

Re:10回⽬の⽉命⽇︕
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5770 選択 皐 2008-03-28 00:02:04 返信 報告

xs4pedさん、こんばんは︕
 10回⽬の⽉命⽇は数分過ぎてしまいましたが、拝⾒したのは“昨⽇”ですよ♪(笑)

お忙しい中、UPしてくださって嬉しいです☆ﾐ
 きっと泉⽔さんもxs4pedさんの気持ちを喜んでいると思います(*^u^*)

追悼作品では私の加⼯画をたくさん取り⼊れてくださってありがとうございますね!!(笑)
 いつも感動させられます。今回は映画のエンドロールのような、何か寂しくて切ないものを感じました。

 ラストサビでxxxさんの「⻘の妖精」が出てきますが、あの瞬間がすごく好きです︕︕
 来⽉も制作頑張ってくださいね︕(*^u^*)

>今⽇は、ALBUM「ZARD BEST 〜Request Memorial〜」付属CDと 
 >⽻⽥裕美さんのCDを聴きながら泉⽔さんを偲びたいと思います。 

 いいですね☆ﾐ私も⽻⽥裕美さんのCDを聴きながら眠りたいです♪素敵なBGMになりそうですね(*^u^*)

皐さん 応援部隊（＾－＾）2号

5774 選択 チョコレート 2008-03-28 00:19:28 返信 報告

xs4pedさん、横レス失礼します。

皐さん、こんばんは︕チョコレートです。
 所⻑代理2⽇⽬、まもなく終了でしょうか︖
 xs4pedさんの追悼動画で泣いてレスした後に、皐さんのレス発⾒︕

 所⻑代理としてとっても⽴派に職責を果たしていらっしゃいますね〜。
 所⻑パパもほめてくださるに違いありません。素晴らしい︕素敵︕

 私もミキティさんと同じく、皐さんのファンです。
 なので、応援に来ました︕

 あと1⽇、頑張ってくださいね〜。でも頑張り過ぎなくてもきっと⼤丈夫ですよ。
 フレーフレーさ・つ・き♪"Φ(￣▽￣Φ)♪(Φ￣▽￣)Φ"♪ 

 失礼しました〜。
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Re:10回⽬の⽉命⽇︕

5777 選択 miho 2008-03-28 01:07:39 返信 報告

xs4pedさんこんばんは。

>mihoさん、想いの詰まった素敵な画像と、やさしい詩(加⼯画)を有難う御座います。

こちらこそxs4pedさん追悼作品(動画)ありがとうございます。
 これからもがんばって詩を書いていきたいと思っています。

もう過ぎてしまいましたが、10回⽬の⽉命⽇なんですね。
 「I still remember」…久しぶりに聞きました。

 妖精が動いている画像きれいですね。

Re:10回⽬の⽉命⽇︕

5778 選択 saki 2008-03-28 08:42:22 返信 報告

 
    xs4pedさん、おはようございます。

「⻘の妖精」のリクエストをしておきながらレスが遅くなってすみませんm(_ _)m
 私も、皐さんと同じように、「⻘の妖精」が出てきた時にジーンときてしまい、堪らなくなっちゃいました…

今⽇は、⾚ちゃんの機嫌は今のところ上々なのですが、
 私の⽅が、エーン、エーンって泣いています。

本当に素晴らしい作品を⾒せて頂いてありがとうございます。

Re:10回⽬の⽉命⽇︕

5780 選択 皐 2008-03-28 10:01:04 返信 報告

チョコレートさん、mihoさん、sakiさん こんにちは︕
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チョコレートさん、応援どうもありがとうございます(o≧ω≦o)本⽇は最終⽇となりました︕
泉⽔さんみたいに“寂しいです”という感じですね(>｡<)

 でも、所⻑の帰りが待ち遠しいです☆ﾐ
 ちゃんと代理を務められているか不安ですが、そう⾔ってもらえて安⼼しました︕(o^∇^o)

 ありがとうございますね︕

mihoさん、sakiさんへ
 xs4pedさんの追悼作品は本当に素晴らしいものばかりですよね(*^u^*)

 私もいつも感動(感涙)してしまいます。。。

Re:10回⽬の⽉命⽇︕

5791 選択 pine 2008-03-28 15:15:38 返信 報告

xs4pedさん こんにちは
 １⽇遅れてしまいましたが、拝⾒させていただきました。

 xs4pedさんをはじめ、作品を作られた⽅々の想いがたっくさん詰まっていて、
 「I still remember…」涙・涙が⽌まりません。

 ハンカチは⽤意していましたが、タオルにすれば良かったです。
 上⼿く書けませんが、⼼に染み⼊る素晴らしい作品をありがとうございました。

出遅れました︕

5809 選択 シヴァ 2008-03-28 22:07:09 返信 報告

ｘｓ４ｐｅｄさん、こんばんは︕

完全に出遅れてしまいました︕
 綺麗な作品をありがとうございます︕

 皆さんが書いてらっしゃいますけど、この歌は歌詞がつらく聴こえてしまいますよね・・。
 去年の夏くらいに、ＡＬ「ＯＨ ＭＹ ＬＯＶＥ」を聴きながら⼤泣きしたことを思い出してしまいます・・。
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あれ︖なんか私のキャラと違ってますかね︖
でもバカなことばっかり思っているわけではないんですよ︕

 

レス有難う御座いました︕

5817 選択 xs4ped 2008-03-28 23:01:59 返信 報告

皆さん、こんばんは。
 レス有難う御座いました。

ミキティさん
 >泉⽔さんと みなさんの沢⼭の想いと とっても⼤好きな 

 >Ｉ still remember... 
 ミキティさんも「I still remember」が⼤好きな曲なんですね。嬉しいですね。(^_^)

 切ない曲(歌詞)ですが、私のMyTop2のお気に⼊りの曲です︕

チョコレートさん
 >いつもハンカチを⽤意するのを忘れて⼤変なことになるので、今回はあらかじめ⽤意して拝⾒しましたよー︕︕ 

 >毎回、泣いてしまうので、今回は涙も枯れたか︖と思っていましたが、そんなことはないんですね･･･不思議ね。 
 >皆さんがどんな想いで、この1枚1枚の加⼯画を作られたか、それを考えると胸が切なくて、痛くて･･･ 

 >妖精さんを⾒た瞬間、涙がどどっ･･･。(T-T ) 
 >ハンカチ⽤意しておいてよかったです。 

 予告通りの内容だったようで良かったです。
 私も追悼映像等を⾒ると未だにウルウルしますね。(T_T)/~~~

 皆さんの想いの詰まった加⼯画なので、その影響も有るかも知れませんね。

皐ちゃん
 >きっと泉⽔さんもxs4pedさんの気持ちを喜んでいると思います(*^u^*) 

 泉⽔さんに想いが伝われば嬉しいですね。喜んでくれたかな〜
 >追悼作品では私の加⼯画をたくさん取り⼊れてくださってありがとうございますね!!(笑) 

 >いつも感動させられます。今回は映画のエンドロールのような、何か寂しくて切ないものを感じました。 
 皐ちゃんがカレンダーをUpしてくれたお陰で、携帯⽤画像も取り⼊れる事が出来ました。(^_^)
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感動して頂き、ありがとう︕
前半、中盤は皐Gallery⾵になっちゃいましたね。(笑)

 >ラストサビでxxxさんの「⻘の妖精」が出てきますが、あの瞬間がすごく好きです︕︕ 
 >来⽉も制作頑張ってくださいね︕(*^u^*) 

 気に⼊って貰えたみたいで良かったです。(^_^)
 あと２回(⼀周忌迄)は泉⽔さんの名にかけて頑張ります︕

PS.
 皐“所⻑代理”お勤めご苦労様でした。

レス有難う御座いました︕

5818 選択 xs4ped 2008-03-28 23:06:00 返信 報告

mihoさん
 気に⼊って貰えたようで嬉しいです。

 mihoさんの加⼯画も使わせて頂くかも知れませんので、その際は、宜しくお願いします。

sakiさん
 >「⻘の妖精」のリクエストをしておきながらレスが遅くなってすみませんm(_ _)m 

 >私も、皐さんと同じように、「⻘の妖精」が出てきた時にジーンときてしまい、堪らなくなっちゃいました… 
 やっぱり(笑)

 「⻘の妖精」はリクエストが無くても使うつもりだったので気にしなくてもいいですよ。
 Upしてくれて有難う御座いました。

pineさん
 >xs4pedさんをはじめ、作品を作られた⽅々の想いがたっくさん詰まっていて、 

 >「I still remember…」涙・涙が⽌まりません。 
 とても嬉しい⼀⾔、有難う御座います。(^_^)

 皆さんの想いの詰まった作品(加⼯画)に感謝です︕

シヴァさん
 >この歌は歌詞がつらく聴こえてしまいますよね・・。 
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切ない曲(歌詞)ですが、私の⼤好きな１曲です︕
>あれ︖なんか私のキャラと違ってますかね︖ 

 そうかも知れませんね。(笑)
 でも、感動して頂いた様でとても嬉しいです。

Re:レス有難う御座いました︕

5820 選択 miho 2008-03-28 23:13:23 返信 報告

> mihoさんの加⼯画も使わせて頂くかも知れませんので、その際は、宜しくお願いします。 
 > 

了解です!!

xxxさん画像、調査結果のご報告︕

5783 選択 saki 2008-03-28 10:30:07 返信 報告

Z研、xxx画像特別捜査本部⻑殿（敬礼っ︕）
 調査結果を纏めましたので、ここに御報告申し上げます。

だ〜い♡なstrayさんの作品解説より、各画像の投稿⽇と作成⽇及び、更新⽇を⽐較調査いたしまし
た。

 結果は、投稿⽇以降に更新されていたのは、前出の「悲しい…」と「涙がこぼれそう…」「妖精par
t.3」「Izumi.Sakai forever」の4点でした。「悲しい…」は検証済みなので残りの３点をUPして

みます。

【検証結果】
 2007.9.20投稿「妖精part.3」の更新⽇は、2007.9.25 どこの⼿直しかよく解りません……

2007.8.10投稿「涙がこぼれそう…」の更新⽇は2007.10.15⽇これは、「いつか…」の画像に使⽤する為の変更ではないかと
思われます。 (得意顔(^^)/ｴﾍｯ）
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2007.10.6投稿「Izumi.Sakai forever」の更新⽇は、2007.10.15⽂字⼊れがしてありました。
10.15⽇は再⼊院前ですが、xxxギャラリーのstrayさんの解説で”No problem”を受けての物でしょうか…︖

 あとは、投稿⽇以降の変更は⾒当たりませんでした。

投稿⽇不明の「涙のツボ」は2007.8.6⽇が作成⽇となっております。
 「⽔瓶座」は、「そして地球に平和が戻った」と同じ2007.9.4⽇

 「⽔族館ライブ」は、「アジの⼤群」と同じ2007.9.6⽇の作成⽇です。
 GIF画像の作成⽇は2007.9.25⽇、更新⽇は、9.26⽇これはまだ製作途中だったのかな︖

                                                   
【気付き事項】

 各画像の作成⽇を⾒てビックリしています、
 妖精シリーズは、part１〜番外編までの4部作全て2007.9.11⽇です。

 特捜本部画像鑑識課⻑兼Z研究所所⻑代理（⻑っ︕）の皐さん、加⼯画ってそんなに簡単に出来るものなのですか︖ 
 うちの旦那様もチャレンジしていますが簡単な物でも１〜２時間位掛かっています…でも、へたっぴー(^^;)です。

さらに、みなさん驚かないで下さいよ、な〜んと、
 「カラーのブーケ」〜「with you♡」までの7作品が2007.10.25⽇の作成⽇となっていました。(◎’□’◎)

どうしてもやり残した事があると無理して外出されたのは、この為だったのですね…
 xxxさん泣かさないでよ〜 たまんな〜い（涙）あなたは、凄すぎです……

 助けてあげたかったよ〜、悔しいなぁ〜〔(悲＋悔)×涙＝CRY・CRY・CRY〕
 職場復帰の決⼼が鈍りそうです…

 患者さんとの別れのたびに泣くので婦⻑さんに「しっかりしなさい」っていつも注意されてます。
 特に、xxxさんの時は、ひどかったので早退させられました。…（私、看護師に向いてないのかも︖…）

                                                     
 後の検証は、特捜本部及び皆様⽅で、お願いします。

 以上、泣き⾍⾵⼩娘saki  報告終わり︕（敬礼っ︕）        
 
【追記】

 他に御不明な点がありましたら何なりとお申し付け下さい。 
 宇宙画像や妖精等の加⼯前の元画も保管されてありますので、御⼊り⽤でしたらUPします。

 



結構楽しんでいますし、こんな私でもみなさんの為になってる︖と思うと嬉しくなります。(o^∇^o)
でも、xxxさんの⾜跡を辿って⾏くとなんだか、せつなくなりますね。

Re:xxxさん画像、調査結果のご報告︕

5784 選択 saki 2008-03-28 10:31:30 返信 報告

 
 
2007.8.10投稿「涙がこぼれそう…」

Re:xxxさん画像、調査結果のご報告︕

5785 選択 saki 2008-03-28 10:32:26 返信 報告

 
2007.10.6投稿「Izumi.Sakai forever」

Re:xxxさん画像、調査結果のご報告︕

5786 選択 saki 2008-03-28 10:40:47 返信 報告

strayさん、私かってにZ.pのみなさんにもこの検証に参加してくださいって案内しちゃいました。

xxxさんと親しかった⼈達がみ〜んな集まって、あ〜だ、こ〜だって⾔ってるのを天空から
 「な〜にやってんだ」って笑って⾒てくれてる気がしたので、すみません。
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調⼦に乗りすぎって思っています…しばらく謹慎かな︖(T_T)

私、xxxさんの画像を⾒てると坂井さんの表情がxxxさんに⾒えてしまうんですよ〜。

Re:xxxさん画像、調査結果のご報告︕

5787 選択 皐 2008-03-28 14:06:52 返信 報告

sakiさん、こんにちは︕
 お忙しい中調査をありがとうございますね︕所⻑は今⽇の⼣⽅辺りに戻られると仰っていたので、

 あと少しで調査結果を確認できると思いますよ(o^∇^o)

さて︕【気付き事項】なんですが、妖精シリーズのpart１〜番外編の4部作全てが
 同じ⽇付になっていたみたいですね︕以前xxxさんは5〜10分程度で作ってしまうと仰っていたので、

 もしかしたら1⽇で作り上げた可能性がありますね(◎’□’◎)
 ですが、先に⼀通り作って置いて、9/11にjpgに保存し直した場合も考えられます＾＾

特捜本部画像鑑識課⻑兼Z研究所所⻑代理(笑)の私の場合はものっすごいスローペース(笑)なので、
 sakiさんの旦那様より加⼯に時間掛かっちゃいますね(笑)なので、xxxさんがチャチャッと作ってしまうと聞いた時は

 “驚き”と“尊敬”の眼差しで⾒てました☆ﾐ

>どうしてもやり残した事があると無理して外出されたのは、この為だったのですね… 
 xxxさんはきっと泉⽔さんと同じで“今やっておかなければ”という思いで居たのかもしれませんね。

>患者さんとの別れのたびに泣くので婦⻑さんに「しっかりしなさい」っていつも注意されてます。 
 >特に、xxxさんの時は、ひどかったので早退させられました。…（私、看護師に向いてないのかも︖…） 

 患者さんとのお別れは⾟いですよね(>_<)いくら仕事でも⼀⽣のお別れは堪えられませんもんね…。
 情に厚い看護婦さんは⾃⾝が⼀番⾟いと思いますが、患者さんにとっては そんな看護⼠さんが必要だと思います︕︕

ではでは︕Z研、xxx画像特別調査員兼Z研広報担当のsakiさん♪♪
引き続きZ研ファミリーとしてご活躍期待していますね☆ﾐ

sakiさん応援隊︕♪"Φ(￣▽￣Φ)♪(Φ￣▽￣)Φ"♪

5798 選択 チョコレート 2008-03-28 16:25:10 返信 報告
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sakiさん、皐さん、皆さん、こんにちは︕チョコレートです。
さて、sakiさんから詳細な調査報告ですね。⾚ちゃんのご機嫌も斜めだったのに・・ありがとうございました。saki
さんも悲しみに耐えてよく頑張ってくださったと思います。本当に感謝します。

 この調査報告から所⻑をはじめとするZ研特捜本部(?)でさらに詳しい検討がなされることでしょう。私はそれを楽し
みに待ちたいと思います。

> どうしてもやり残した事があると無理して外出されたのは、この為だったのですね… 
 ･･･胸が痛みます。今しかない、今やらなければ、という強い意志が感じられますね。

> 患者さんとの別れのたびに泣くので婦⻑さんに「しっかりしなさい」っていつも注意されてます。 
 > 特に、xxxさんの時は、ひどかったので早退させられました。…（私、看護師に向いてないのかも︖…） 

 ･･･現場を知るものとして、⼀⾔。sakiさん、⾃信を持ってね︕
 私の親友も看護師でsakiさんと同じ、婦⻑さんにはいつもそんなふうに叱られるんです。

 でもね、患者さんたちは皆、そんな彼⼥が⼤好きで、すごく頼りにしているんですよ。
 勤務時間がおわっても患者さんのところで話を聞いてあげていたり、⼀⼈⼀⼈にとても優しいんです。婦⻑に⾒習っ

てほしいくらい(笑)。
 だからどの患者さんにも思い⼊れが強くなってしまうのだと思います。

 看護師のあるべき姿・・云々あるかもしれませんが、私はsakiさんや⾃分の親友のような、温かい、優しい看護師さ
んに看て欲しいですよ。きっと皆さんもそうでしょう︖

 看護師である前に⼀⼈の⼈間として⼤事なもの、sakiさんは持ってらっしゃると思います。
 だからこそ、⾃信を持って欲しいです︕

 きっと、sakiさんの復帰を待っている⽅、たくさんいると思いますよ〜。
 余計なことを書いてしまったかしら︖ごめんなさいね。

 でもsakiさんには負けないで頑張って欲しいです。
 遠くからですが・・応援してます︕愚痴ならいつでもききますよ。

皐さん、チョコレート先輩へ

5804 選択 saki 2008-03-28 17:28:54 返信 報告

 
皐さん、私、気が利かない⼥でしょう  ごめんなさいm(_ _)m
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 pine先輩や、チョコレート先輩の書き込みを⾒て、
皐さんに所⻑代理お疲れ様を⾔うのを忘れている事に今気づきました。

 私のたわいのない痴話ばなしや愚痴に⼀つ⼀つレスを下さってありがとうございました。
 本当にお疲れ様でした。（ってsakiお前が疲れさせたんだろ〜が︕）

 これからもこんな私ですが、宜しくお願いします。
 （やっぱり皐さんの⽅が私よりお姉さんのような気がする︖︕）

 検証⼀番乗りありがとうございます。
 P.S  旦那様のは加⼯画って⾔う代物ではないんですよ。あれは、貼り絵って⾔うんです(^^;)ﾎﾟｶｯ。

チョコレートせんぱ〜い♡
 やっぱり、おやさしいですね〜ジーンと込み上げてきます。お⾔葉がうれしいです。

 私も、その御親友の⽅のように頑張ります。
 私が、泣いている時、看護師の先輩が、「その内慣れるよ」って⾔われたのがショックで…

 そんな仕事ならやめた⽅がいいと思って…、その先輩も私の事を気遣って⾔ってくれたんでしょうけど、
 私は、気が利かないドジな性格ですけど、患者さんは慣れなんてないのだから、その時その時を⼤切にしてあげたい

です。 せんぱ〜い♡からのお⾔葉で勇気100倍です。(^^)/
 頑張ります︕ でも、時々愚痴も聞いて下さいね〜。

 

"♡"

5716 選択 皐 2008-03-26 12:37:11 返信 報告

皆さん、こんにちは︕
 今⽇から所⻑が3⽇間出張との事で、なんと︕私が“所⻑代理”を務める事になりました!!

 “1⽇所⻑”ならぬ、“3⽇所⻑”ですね(笑)
 すごくドキドキしていますが、Z研のペースを保てるように頑張りますね☆ﾐ(笑)

さて、別スレでの話題になるんですが、以前Mステで追悼コーナーが放送された時の映像をUPしま
した(*^U^*)
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サイズオーバーで載せられなかったverを所⻑がサイズダウンしてくれたので、ここに貼っておきます︕
興味のある⽅、持っていない⽅はご⾃由にお持ち帰りください♡(笑)

izumi_sakai_of_music_sration_memorial.wmv（34.5MB）
 http://www.filebank.co.jp/wblink/1871f00e4a0da6ac8003b38d77b72826

Memories on MS ~ZARD~.wmv（85.2MB）
 http://www.filebank.co.jp/wblink/5b0d91349e87603f8a66bfc9e8e9eb48

所⻑代理、お願いしま〜す︕

5717 選択 チョコレート 2008-03-26 14:37:05 返信 報告

皐さんへ
 皐さん、こんにちは︕チョコレートです。

 所⻑が3⽇間出張の間、皐さんが“所⻑代理”なんですね〜。頼もしい。よろしくお願いします。

Mステの追悼コーナーの映像をUPしていただきありがとうございます︕
 その前はJ*GMの素敵な画像と⾯⽩い記事を、所⻑さんにおねだりしてくださってありがとうございました︕

 おかげで私も拝⾒させていただくことができて、感謝しております。所⻑さん、本当にたくさん貴重な資料を持って
いらっしゃるんですよね・・4次元ポケットおそるべし。

 次はどんなものがでてくるのか︖（皐さんが出させちゃうのか︖）楽しみにしておりま〜す。
 

確かに

5719 選択 ⼭茶花 2008-03-26 15:08:45 返信 報告

皐さん、こんにちは。

> 今⽇から所⻑が3⽇間出張との事で、なんと︕私が“所⻑代理”を務める事になりました!! 
 > “1⽇所⻑”ならぬ、“3⽇所⻑”ですね(笑) 

 頑張って下さい。まさに3⽇所⻑ですね(笑)
 よろしく頼むよ。3⽇所⻑︕

 > 
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> さて、別スレでの話題になるんですが、以前Mステで追悼コーナーが放送された時の映像をUPしました(*^U^*) 
> サイズオーバーで載せられなかったverを所⻑がサイズダウンしてくれたので、ここに貼っておきます︕ 

 > 興味のある⽅、持っていない⽅はご⾃由にお持ち帰りください♡(笑) 
 すごく興味があります。Mステの追悼映像は、撮ろうかどうしようか迷って結局撮らず、

 後にすごく後悔したので、DLさせて頂きました。
 どうもありがとうございました。

 

わ〜い︕"♡"

5720 選択 saki 2008-03-26 15:29:14 返信 報告

皐、所⻑代理様、チョコレートせんぱ〜い♡  ⼭茶花さん こんにちは (^^)/ 
 今⽇は、stray所⻑は留守なのですか︖ 

 それでは、みんなで⽻を伸ばしましょうor翼を広げましょう(*^_^*)

今⽇は、お天気も良くて窓を開けたらイタズラな⾵が…ピュ〜
 ⾚ちゃんもビックリして⼿⾜をバタバタしながらジーと天井を⼀⽣懸命⾒てる。

 「ビックリしたね〜」と私が顔を近づけても完全無視、
 天井を⾒ながら「うぅ、うぅ、」って「誰かいるの︖」って聞いたら…笑った〜 

 えっ、気のせい 確かに笑ったよ〜
 ⾵⼩娘じゃなかった、⾵⼩僧さんが来たのかな〜

 なんてファンタジーな⼀⽇を過ごしています。

って、私には、⼤事な画像検証という任務があるのだった…
 所⻑が帰ってくるまでに宿題をやっておかなければ。

 それでは、皐さん、チョコレート先輩、⼭茶花さんもう3時過ぎましたが今⽇も、楽しい⼀⽇を︕

                   by ⾵⼩娘 saki  !(^^)!
  

皐“所⻑代理”へ

5721 選択 xs4ped 2008-03-26 15:37:25 返信 報告
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皐“所⻑代理”、こんにちは。(笑)

> 今⽇から所⻑が3⽇間出張との事で、なんと︕私が“所⻑代理”を務める事になりました!! 
 > “1⽇所⻑”ならぬ、“3⽇所⻑”ですね(笑) 

 > すごくドキドキしていますが、Z研のペースを保てるように頑張りますね☆ﾐ(笑) 
 頑張ってね〜、“3⽇所⻑”(笑)

 私はとっくに寝る時間を過ぎているので、もう寝ます。
 げっ、⼜、３時間しか寝る時間が無い。(-_-)zzz

 明⽇は私の代理(⽉命⽇の動画のUp)もお願い出来れば嬉しいです。(笑)

所⻑代理 よろしく︕

5722 選択 pine 2008-03-26 15:49:20 返信 報告

皐さん 皆さん こんにちは︕

皐さん ３⽇間”所⻑代理”よろしくお願いしま〜す︕

Ｍステ追悼映像も拝⾒しました。
 放映された頃を思い出して、うるうるしてしまいました。

 ありがとうございました。

sakiさん こんにちは
 先⽇からの楽しい書込みで笑わせてもらっています。(^o^)

 ⾚ちゃん、初笑いですか︖嬉しいですね︕
 ホントにxxxさんが⾚ちゃんに会いに来られたのかもしれませんね。

 追伸︓うちの娘はしりとりをしていて、「こ」になると必ず「こむすめ」と⾔います。どこで覚えたのだろうと不思
議です。

xs4pedさんは夜勤ですか︖お疲れ様です。
 昼夜逆転の⽣活は経験ないですが、⼤変なのでしょうね。泉⽔さんもそういう⽣活だったのですよね。

 お仕事頑張ってくださいね。

Re:"♡"
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5723 選択 ミキティ 2008-03-26 16:00:06 返信 報告

皐さん みなさん
  こんにち『は』〜（笑）（所⻑さんのマネ （笑））

 今⽇から３⽇間所⻑さんの代理なのですね。
 皐さんのことだから⼤丈夫 ⽴派にお努めして下さることでしょう(*^ｰ^)ﾉ

  微⼒ながら 楽しい雰囲気と 美術館のお掃除をお⼿伝いしますので応援していま〜す♡

 遅くなりましたが さわやかな君の気持ち 加⼯画拝⾒しました（＾－＾）
  

  初夏を思わせる 清清しい さわやかな加⼯画ですね♪
 泉⽔さんが際⽴ってお綺麗ですね（＾－＾）

  気分までさわやかな気持ちになれます。
  ケーキを作られたそうで とっても美味しそうです。

 是⾮ ⾷べたいなぁ（＾－＾） 今度美味しいケーキの画像ＵＰしてくださいね☆
  

  皐さんは こころもキレイな美⼈さん(*^ｰ^*)といつも想像していまーす♡

sakiさんへ

5724 選択 チョコレート 2008-03-26 17:55:05 返信 報告

皐さん、横レスで申し訳ありませんm(_ _)m
 "チョコレートせんぱ〜い♡"なんてハートマークつけていただいちゃったので、うれしがって楽しい1⽇でした。あり

がとうございます。

> ⾵⼩僧さんが来たのかな〜 
 ・・きっと、きっと来たのでしょうね︕さわやかな春⾵に乗って⾚ちゃんの顔を⾒に来てくださったのだと思います

よ。
 ⾚ちゃん、笑うようになったんですね〜。笑うとかわいくて、ずーっと⾒ていても飽きないですよね。

 かわいいお顔を⾒つつ・・画像検証という任務もお忘れなく。よろしくお願いします。
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皆さん、よろしくお願いしますね☆ﾐ

5725 選択 皐 2008-03-26 18:03:49 返信 報告

チョコレートさん、⼭茶花さん、sakiさん、xs4pedさん、pineさんにミキティさん こんば
んは♪

 所⻑代理の皐です︕(笑)…良い響きですね〜♡(笑)

Z研の雰囲気を維持するために、ぜひ皆さんもBBSを盛り上げてくださいね︕⼀緒に頑張り
ましょう(*≧∇≦*)(笑)

 頼りになるかは分かりませんが、よろしくお願いしますm(_ _)m(笑)

---------------------------------------------------
 チョコレートさんへ︓

 Mステの映像喜んでもらえて嬉しいです︕J*GMの画像は本当に所⻑に感謝ですよね(o^∇^o)
 貴重な資料の数々を持っているので尊敬します☆ﾐ 今後もどんな宝物がBBSで披露されるのか楽しみですね♪♪

 p.s.横レス、全然かまいませんよ♪⾊々話をして楽しみましょうね〜︕(o^∇^o)

⼭茶花さんへ︓
 ⽴派に務められるように頑張りますね!!(笑)⼭茶花さんのフォローも頼りにしていますよ(笑)

 Mステの映像は録っていなかったようなので、データをUPして良かったです(*^u^*)

sakiさんへ︓
 所⻑は留守にしているので、この3⽇間はガールズトークでもしちゃって“翼(⽻)を広げ”ましょう︕(笑)

 今⽇の⾚ちゃんは天井を⾒ながら笑っていたんですか!?それは…!!⾵⼩僧さんが来たんじゃないでしょうか(◎’□’◎)
 sakiさんに、そして⾚ちゃんに会いたくなったんですかね(*^u^*)明⽇もファンタジーで楽しい1⽇でありますよう

に☆ﾐ

xs4pedさんへ︓
 3⽇所⻑頑張りますね!!(笑)ところで、xs4pedさんは最近昼夜逆転した⽣活をなさって居るんですか??

 本当に⼤変ですね〜(>_<;)⽉命⽇の代理も務めたいところ(笑)ですが、なんせ他にも仕事があるのですみませ〜ん
(笑)
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pineさんへ︓
こちらこそ︕pineさんよろしくお願いしますね〜☆ﾐ⼀緒にBBSを盛り上げていきましょう(*≧∇≦*)

 さて、Mステの映像DLしてくださってありがとうございました♪追悼番組は⾒ていると悲しくなっちゃいますよね(>_
<)

 P.S.pineさんの娘さんは…⼀体どこで「こむすめ」を覚えたんでしょうね(笑)

ミキティさんへ︓
 本⽇から代理を務める事になりました︕こなせるか不安もありますが、ミキティさんの応援も胸に頑張ります(*≧∇≦

*)
 ミキティさんもぜひBBSを盛り上げてくださいね☆ﾐ(“微⼒”どころか“強⼒”ですよ︕)

 P.S.加⼯画、⾒てくださってありがとうございます(*^u^*)爽やかさが伝わっていれば嬉しいですね︕

Re:"♡"

5727 選択 miho 2008-03-26 19:11:31 返信 報告

> 皆さん、こんにちは︕ 
 > 今⽇から所⻑が3⽇間出張との事で、なんと︕私が“所⻑代理”を務める事になりまし

た!! 
 > “1⽇所⻑”ならぬ、“3⽇所⻑”ですね(笑) 

 > すごくドキドキしていますが、Z研のペースを保てるように頑張りますね☆ﾐ(笑)

代理所⻑頑張ってくださいね!!
 皐さんファイト!!

この画像に私の書いた詩が書いてあります。

Re:"♡"

5730 選択 ALIL.1967 ◆0Ztcm5OtiI 2008-03-26 20:42:02 返信 報告

所⻑代理の皐さんへ
 Mステの映像DLさせてもらいます。このときはまだ、テレビの録画はしていなかったので、これでもう⼀度⾒れま
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す。

それからいま1999年のZARDバス（⾚いほう）にラッピングされた⾞体の⾞名を捜査中です（というかわかりました
のでスレ⽴てします）。

助かりました︕

5735 選択 シヴァ 2008-03-26 21:40:42 返信 報告

皐所⻑代理さん、こんばんは︕

Ｍステの映像をアップしていただいてありがとうございます︕
 所⻑さんに「ああして、こうして、ああやって、こうすれば出来るからチャレンジして︕」とかって⾔われたらどう

しようと思っていたんです︕
 私のメカ⾳痴はハンパじゃないですからね︕

 泣きそうになってたかも、ですっ︕
 

こんばんは︕︕

5737 選択 皐 2008-03-26 22:29:23 返信 報告

mihoさん、ALIL.1967さん、シヴァさん、こんばんは︕
 今夜はすごく寒いですね〜(>_<;)…あ、私の地⽅だけかしら…。(笑)

mihoさんへ︓
 mihoさんの詩⼊り加⼯画をどうもありがとうございます︕発表してくれる⽇を楽しみにしていました︕(*≧∇≦*)

ネットで出会った⽅の詩を⾒るのは久しぶりなので、感動も⼀⼊です☆ﾐ
 “絶対に忘れない”、私にとってそれはmihoさんと同じ泉⽔さんであり、そしてBBSの皆さんでもありますね。

ALIL.1967さんへ︓
 Mステの映像をDLしてくださってありがとうございますね︕ここにUP出来たのも所⻑のおかげです☆ﾐ

 私はサイズダウンできなかったので…(笑)映像処理ができるってスゴイですね︕(笑)
 P.S.ラッピングバスの⾞名が特定できたんですね︕ご紹介ありがとうございます︕(o^∇^o)

https://bbsee.info/straylove/id/5716.html?edt=on&rid=5735
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5735
https://bbsee.info/straylove/id/5716.html?edt=on&rid=5737
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5737


シヴァさんへ︓
Mステ映像は皆さんにも喜んで頂けたので、UPして良かったです(o^∇^o)シヴァさんには“安⼼”していただけまし
たしね︕(笑)

 私も同じく“メカ⾳痴”ですよ〜(笑)⼩さい頃から機械類を“壊す”のが得意でした(o≧∇≦o)v(笑)

Re:"♡"

5754 選択 saki 2008-03-27 15:32:07 返信 報告

皐所⻑代理さ〜ん、チョコレートせんぱ〜い♡、pineせんぱ〜い♡
 スレには、関係ないけど、聞いて〜。

今⽇の⾚ちゃんは、朝からご機嫌ナナメ、ミルクをやったり、おしめを替えたり、
 抱っこして部屋の中を歩き廻ったり、添い寝してZARDを聞かせてトントンしてやったりで、

 や〜とスヤスヤ寝たと思ってそ〜と離れようとしたら、ドドド〜ン︕ってカミナリが……たちまち・オギャー
 あぁ〜ぁ〜、今までの苦労を返して〜 

⾵⼩僧さんこのカミナリ雲どこかへ吹き⾶ばして〜

どこにこの怒りをぶつけたらいいのだろうって…ここに書いてしまいました。

みなさんごめんなさいm(_ _)m

かわいらしい皐さんへ

5757 選択 ⼭茶花 2008-03-27 16:12:43 返信 報告

こんにちは
 strayさんが戻られるまでの⾟抱です。

 代理⼈としてガンバレー︕(笑)

投稿された#5725の画像頂きました。壁紙として使⽤させて頂くつもりですからよろしく
(笑)
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この間、お頼みしていた“負けないで”シリーズの画像の件ですが、ゴールデンベストの全曲紹介か何かで⾒たことあ
ると思うんですが、PV映像に映っていたものなんですけど、⽸を⽚⼿に、楽譜(︖)みたいな紙をみてる写真は、確か
アーティストブックにも載っていたので、それは所有してますが、腰を少し曲げたスタイルの写真は、アルバム紹介
の際にみたのが初めてだったので、その写真の原画は存在されているのかなぁと思いまして。

 （説明の意味がお解りでしょうか･･･）
 あと、投稿した画像の⼤きいサイズ、原画もありますか︖

 よろしくお願いいたします。
 

sakiさんへ

5758 選択 pine 2008-03-27 16:19:00 返信 報告

sakiさん こんにちは︕

昨⽇のファンタジーな⼀⽇が、今⽇は⾚ちゃんも天気も⼀転しているようですね。
 ⾚ちゃんって、ホントに何をしてもダメな時ってありますよね。だんだんイライラしてきて、それが⾚ちゃんに伝わ

るのか⾚ちゃんもグズグズ…。
 そんな時、どうしてたんだろう︖と思い出そうとしてるのですが、記憶が… 下の⼦の時は、何やってもダメなら放

っておこうって開き直ってたような気がします。(笑)
 誰かにグチを聞いてもらえばすっきりするなら、いつでも何でも聞きますよ〜(^o^)/

 ⾚ちゃ〜ん お⺟さんを少し休憩させてあげてね︕(*^▽^*)

sakiさん、がんばれ〜︕

5759 選択 チョコレート 2008-03-27 16:38:20 返信 報告

sakiさん、お疲れさまです〜。チョコレートです。
 ふむふむ・・・⾚ちゃんが今⽇はご機嫌ななめなんですかぁ。

 それは困りましたなぁ。
 しかも、カミナリ︖︖それは災難でございました。せっかく寝たのにね。

私も⾃分の娘が⾚ちゃんの頃、1⽇中泣いてるときがあって、最後に⾚ちゃんと⼀緒にわ〜ん︕って泣いたことがあり
ました。そしたらね、私が泣いてビックリしたのか、⾚ちゃんが泣き⽌みましたよ（笑）。
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そんなときはおじいちゃーん︕おばあちゃーん︕って呼んでみるのも良いかもしれませんね。
イライラしたら⾚ちゃんにも伝わるので・・sakiさんも気分転換してくださいね。

 そうそう、こんな⾵に書きこんでくれると良いですねぇ。
 あとはカフェのチャットルームにでも来ていただけると、平⽇昼間はpineさんもいらっしゃるかな︖

 お待ちしていま〜す。

sakiさん、ファイト︕︕(*≧∇≦*)

5760 選択 皐 2008-03-27 17:49:52 返信 報告

sakiさん、pineさん、チョコレートさん、こんにちは︕

sakiさんの⾚ちゃんは昨⽇と違ってご機嫌ナナメなんですね〜(>_<;)
 同じ九州ということもあって、こっちも天気はどんよりしています。

 先輩のpineさん、チョコレートさんもやはり同じ経験をしている事もあって、
共感することが多いでしょうね︕

 チョコレートさんの娘さんが⾚ちゃんの頃は、⼀度チョコレートさんが⼀緒にわ〜っっと泣いたら
 ビックリして泣きやんだんですか︕︖(笑)確かに、想像できますね︕(*^∇^*)(笑)

昔「伊○家の⾷卓」というTV番組でやっていたんですが、⾚ちゃんが泣きやまない時には
 ビニール袋を摺り合わせると泣きやむ場合があるみたいですよ︕

 袋の「カシャカシャ」という⾳が、⺟胎に居る時の⾳に似ていて安⼼するんだとか☆ﾐ
 いつか試してみてはいかがですか︖(*^u^*)

またいつでもお話を聞かせてくださいね︕(o^∇^o)私も未来の⾚ちゃんのために勉強しておこう︕(笑)

P.S.今⽇の天気はさすがに⾵⼩僧さんもお⼿上げだったのでしょうね(>u<;)ゞ(笑)

⼭茶花さんへ♪

5761 選択 皐 2008-03-27 17:57:13 返信 報告

タイトルが“嬉し恥ずかし”という感じです(笑)でも私、“かわいらしく”ないですよ(笑)
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さて︕「負けないで」シリーズの画像なんですが、この前チェックした時はあまり持ってい
ませんでした(>_<;)

 ですが、映像(キャプチャー)ならあるかもしれないので、後ほど探してみたいと思います☆
ﾐ
 >腰を少し曲げたスタイルの写真は、アルバム紹介の際にみたのが初めてだったので、 

 >その写真の原画は存在されているのかなぁと思いまして。 
 ←この画像の事ですか︖

では︕代理、後少しなので頑張りますね〜︕︕(笑)

P.S.#5725の画像を壁紙にしてくださってありがとうございます(笑)
 

Re:⼭茶花さんへ

5788 選択 皐 2008-03-28 14:11:54 返信 報告

過去スレを引っ張り出すのもあれですが、残念ながら「負けないで」シリーズの
 ご希望画像は⾒つかりませんでした(>_<;)

 ⽬を付けていた映像があったんですが、リクエスト画像の2枚は含まれていなくて…

ひよっ⼦の私(笑)より、膨⼤な資料をお持ちの所⻑に期待ですね︕︕

皐さんへ

5792 選択 ⼭茶花 2008-03-28 15:38:56 返信 報告

こんにちは。
 > 過去スレを引っ張り出すのもあれですが、残念ながら「負けないで」シリーズの 

 > ご希望画像は⾒つかりませんでした(>_<;) 
 > ⽬を付けていた映像があったんですが、リクエスト画像の2枚は含まれていなくて… 

 そうですか。分かりました。
 > ひよっ⼦の私(笑)より、膨⼤な資料をお持ちの所⻑に期待ですね︕︕ 

 ですね。
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裕美ちゃんの「Mｙ Baby Grand~」

5775 選択 アネ研  ◆craoLd8Ou2 2008-03-28 00:21:59 返信 報告

所⻑代理皐ちゃん、こんばんは、
 ⼥性の連続スレ・レス記録のような気もしますね。（笑）

⽻⽥裕美ちゃんの「⼼を開いて〜ZARD Piano Classics」を２６⽇はゲットできず、２７⽇にやっと⼿
にいれました。

 どの曲もいいですね。
 感動します。

 代々⽊でゲットする予定でしたが、「My Baby Grand」を
 注⽂してしまいました。（笑）

 Z板に載ってましたが、貼っときます。
 http://gizagiza.com/

Re:裕美ちゃんの「Mｙ Baby Grand~」

5782 選択 皐 2008-03-28 10:16:20 返信 報告

アネ研さん、こんにちは(o^∇^o)

>⼥性の連続スレ・レス記録のような気もしますね。（笑） 
 皆さん優しく気を使ってくださって、すごく感謝してます(o≧ω≦o)嬉しいですね〜(≧u≦｡)

ところで︕アネ研さんも⽻⽥裕美さんのCDをGETされたんですね︕☆ﾐ
 感動しますよね〜(>∇<)⾳⾊に聴き⼊ってしまいます♪♪

>代々⽊でゲットする予定でしたが、「My Baby Grand」を注⽂してしまいました。（笑） 
 あらら︕(笑)アネ研さんお茶⽬ですね♡(笑)
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DVD 理想の結婚 ＆ ドラゴンボールGT

5773 選択 atti 2008-03-28 00:19:05 返信 報告

皆さん、こんにちは。
 ⾃サイトに記事にしたのですが。

■理想の結婚 2008/6/27 DVD BOX
 主題歌︓「君に逢いたくなったら・・」

■ドラゴンボール GT
2008/4/2 #5(25話〜30話)

 エンディングテーマ︓「Don't you see!」（27話〜41話）

が発売。

レンタルがあれば、借りてみようかな。

Re:DVD 理想の結婚 ＆ ドラゴンボールGT

5781 選択 皐 2008-03-28 10:06:23 返信 報告

attiさん、こんにちは︕

「理想の結婚」「ドラゴンボールGT」がDVDで発売されるんですか☆ﾐ
 「君に逢いたくなったら…」は私の⼤好きな曲になるので、

 気になりますね︕多少アレンジが違ってたりするのかな??

私もレンタルがあれば借りてみようかと思います♪♪

P.S.MU-GENのHPにPV情報が載っていたんですか︕
 すごく気になりますね〜(o≧ω≦o)
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所⻑代理に質問です

5729 選択 ＭＲＣＰ 2008-03-26 19:26:55 返信 報告

こんばんは。
 この「揺れる想い」の泉⽔さんと

 「Get U're Dream」のジャケ写は同時期の撮影でしょうか。

（⼩さい声で聞きますが、皐さんは泉⽔さんに似ているのですか︖）

「揺れる想い」︖「Get U're Dream」︖

5740 選択 皐 2008-03-26 22:54:51 返信 報告

ＭＲＣＰさん、こんばんは︕

あれ!?これって「揺れる想い」の泉⽔さんの写真だったんですか︖
 ←てっきりこの「Get U're Dream」撮影時の別ショットだと思っていたんですが…(◎’□’◎)

(私、泉⽔さんに似てないですよ︕(笑)ただ⾔われた事があるだけです(笑))

「Season」のPVに…

5743 選択 皐 2008-03-26 23:12:11 返信 報告

ごめんなさい︕(笑)ちょっと質問に対する答えを間違えてしまいました︕︕(笑)
 《この「Get U're Dream」で使われたジャケ写は、アルバムの「揺れる想い」の時に撮影されたの︖》っていう事

ですよね︖(*^_^*)

https://bbsee.info/straylove/id/5729.html
https://bbsee.info/straylove/id/5729.html?edt=on&rid=5729
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5729
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/024677efb8e4aee2eaeef17b54695bbe.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/5729.html?edt=on&rid=5740
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5740
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/9be681ea06f52111e4c1ef99d3763770.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/5729.html?edt=on&rid=5743
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5743
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/31f81674a348511b990af268ca3a8391.jpg


私はまだまだ知識が浅いので正確な年は分かりませんが、時期は「揺れる想い」の時だと
おもいます☆ﾐ

 「Season」のPVもどき(︖笑)にチラッと出てくるんですよ(*^u^*)

“違う”と思った⽅、時期を知っている⽅がいましたら教えてくださいね♪♪

Re:「揺れる想い」︖「Get U're Dream」︖

5744 選択 ＭＲＣＰ 2008-03-26 23:12:51 返信 報告

皐さん、こんばんは。
 ブックレットの２枚はそうだと思うのですけど

 所⻑さんに聞かないと⾃信ないです。

（失礼な事聞いたかなと思って削除しようとしても
  仕⽅がよくわからない）

あと２⽇頑張って下さいね。
  

Re:「揺れる想い」︖「Get U're Dream」︖

5745 選択 皐 2008-03-26 23:17:01 返信 報告

びっくり︕(笑)リアルタイム会話という感じですね︕(笑)

あれ︖私の返答は質問と合っていたんでしょうか??
 でも、所⻑に聞いた⽅が確実ではありますね︕(*^u^*)

 全然“失礼な事”は含まれていませんので、このままスレを残して置いても⼤丈夫ですよ♪

残り2⽇、楽しんで代理を務めたいと思います(o≧∇≦o)

Re:「Season」のPVに…
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5746 選択 ＭＲＣＰ 2008-03-26 23:17:14 返信 報告

同時になってしまいました。
 ⾔葉たらずですみません。

お気になさらずに♪♪

5747 選択 皐 2008-03-26 23:21:00 返信 報告

全然謝らなくてもいいんですよ〜☆ﾐ
 所⻑ではなく、代理の私でも質問してもらえたのが嬉しかったです(笑)

Re:所⻑代理に質問です

5764 選択 アキラ 2008-03-27 22:18:05 返信 報告

初めましてMRCPさん、Z.pのアキラと申します、私は数あるZARDの曲の中でもAL『揺れる想い』のラスト曲「⼆⼈
の夏」が⾮常に⼤好きな曲なのです(^^♪ですからこのスレは⾮常に興味があり思わずレスしてしまいました♪私もこ
の画像と「Get U're Dream」のジャケ写は同時期に撮られた別アングルの画像だと思いますよ。因みにZ板の管理⼈
Tandoさんもやはり同じことを「Get U're Dream」のレビューに書いてありますので良かったら貼り付けておきま
すので参考にして下さいね

 http://www2s.biglobe.ne.jp/~tando/pages/zard/zardsingleframe.html
 ＞皐ちゃんお久しぶりです!(^^)!私の⼤好きな「⼆⼈の夏」関連のスレだったのでROM出来ずレスしちゃいました

（笑）所⻑代理⼤変でしょうが頑張って下さいね☆それとMステの追悼特番ありがたくDLさせて頂きました、ありが
とうございました＼(^o^)／

皐さん 応援部隊（＾－＾）

5766 選択 ミキティ 2008-03-27 22:40:31 返信 報告

みなさん こんばんは
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 本⽇xs4pedさんが動画をＵＰしてくださって
泣き顔で ⽬が真っ⾚ながらも 皐さんを応援に来ました（＾－＾）

  やっと笑顔が戻りました。

皐さん♪

 所⻑さん代理２⽇⽬ 頑張っていらっしゃいますね(*^_^*)
  皐さんファンなので いつもどんなときも応援しています(*^ｰ^)ﾉ

   疲れを癒してゆっくりゆったりやすんでくださいね♪

ＭＲＣＰさん♪

 はじめまして（＾－＾）
   カフェに店番しながら 美術館を満喫しています ^-^)ﾉ

 これからも宜しくお願いします。

アキラさん♪

アキラさん（＾－＾） ご無沙汰です♪
 お元気でしたか ⼆⼈の夏といえばアキラさん(^o^)⼃

 これからもたくさん登場してくださいね(^_-)-☆

 

Re:所⻑代理に質問です

5767 選択 ＭＲＣＰ 2008-03-27 23:20:21 返信 報告

アキラさん、こんばんは。
 Ｚ板はあの⽇以来、毎⽇⾒ていますのでアキラさんのことはもちろん知っておりますよ。

 レビューは全然⾒てませんでした。
 ありがとうございます。

ミキティさん、こんばんは。
 たまにしか出てきませんが、こちらこそ宜しくお願いします。
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皆さん、こんばんは♪

5769 選択 皐 2008-03-27 23:54:51 返信 報告

アキラさん、ミキティさん、ＭＲＣＰさん こんばんは︕(o^∇^o)

アキラさんへ♪
 お久しぶりです☆ﾐURLのご紹介ありがとうございますね︕先ほど⾒に⾏ってきました(o^∇^o)

 やはり“使い回し”はどうかと思っている⽅はいらっしゃいますよね(笑)
 ところで、アキラさんは「⼆⼈の夏」が⼤好きなんですか︕︖実は私、最近よく聴いているんですよ︕

 良い曲ですよね〜(*≧∇≦*)バラード好きなので、ハマってしまいそうです♡(笑)
 P.S.Mステ映像どういたしまして☆ﾐ残り1⽇、代理頑張りま〜す︕︕

ミキティさんへ♪
 応援ありがとうございますね︕皆さん気を使ってくださって、本当に感謝してます(o≧ω≦o)

 最近は⾊々やっていて⼤変ではありますが、不思議と疲れは感じていないんですよね☆
 きっと皆さん、ミキティさんの⾔葉の数々が癒してくれているんだと思います︕(*≧∇≦*)

ＭＲＣＰさんへ♪
 アキラさんも“同時期に撮られた別アングルの画像”と推理していますので、

 「揺れる想い」の確率はかなり⾼そうですね︕(o^∇^o)レビューでも書かれていますし♪♪
 もしかしたら所⻑なら年まで分かってしまうかもしれないかな︖︖(笑)

Re:皆さん、こんばんは♪

5772 選択 ＭＲＣＰ 2008-03-28 00:18:05 返信 報告

皐さん、こんばんは。
 またやった、とありますね（笑）。

 当時ＮＨＫのニュース⾒ていたので、今現在の写真なのかなと思っていたけど
 そこまで考えが及びませんでした。

 

こんにちは♪
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5779 選択 皐 2008-03-28 09:55:21 返信 報告

ＭＲＣＰさん、こんにちは︕
 >またやった、とありますね（笑）。 

 そうでもないですよ♪私も確証はなかったので、今回“やはり使い回し”と⾃信を持つ事が出来ました︕(笑)
 また気になる事があったら質問してくださいね〜(*^∇^*)

⾔葉って…

5755 選択 miho 2008-03-27 15:40:32 返信 報告

"♡"レスです。
 皐さんへ

 >mihoさんの詩⼊り加⼯画をどうもありがとうございます︕>発表してくれる⽇を楽しみにしてい
ました︕(*≧∇≦*) 

 >ネットで出会った⽅の詩を⾒るのは久しぶりなので、感動も⼀⼊です☆ﾐ 
 >“絶対に忘れない”、私にとってそれはmihoさんと同じ泉⽔さんであり、そしてBBSの皆さんでも

ありますね。

気に⼊ってくれてよかったです!!!
 初めて作りました。この画像は「揺れる想い」のアルバムの画像ですごく気に⼊っている画像です!

本題ですが、また詩⼊りの画像を作りました。

詩は私の実体験を書きました。この詩は前に書いたものです。

学校で「最近…⾔葉使い悪い⼈多いな」と思うことが多くなりました。
 すごく気にしてしまい悩んでしまいました。ある⽇学校帰りに、

 2004年の「What a beautiful memory」のライブのトークで

「私はいつも 本当に⾔葉を詩を ⼤切にしてきました
  ⾳楽でそれが伝わればいいなと願っています。」
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のトークを思い出しました。私も⾃分が使っている⾔葉を⾒直し⾔葉を⼤切にすることにしました。

これが私の実体験です。

誰かに聞いてほしいかったので書きました。

Re:⾔葉って…

5756 選択 saki 2008-03-27 15:55:32 返信 報告

 
mihoさん、こんにちは。 初めまして。

いつもへんな事ばかり⾔ってるsakiといいます。
 つい今し⽅"♡"スレに怒りのレスを書いてしまいました（笑）。

mihoさんが仰るように⾔葉は⼤切ですよね。
 私も注意しなくちゃと思います。素敵な画像と、やさしい詩を⾒せて頂き、さっきまでの怒り（笑）も和らぎまし

た。

ありがとうございました。

Re:⾔葉って…

5762 選択 皐 2008-03-27 18:18:14 返信 報告

mihoさん、sakiさん、こんばんは(*^u^*)

mihoさん、すごく⼼に沁みる詩をありがとうございますね(*^u^*)
書かれた詩には独特な雰囲気を感じるので、“mihoさんの⾔葉”だと伝わりましたよ☆ﾐ

泉⽔さんもコンサートの時に仰っていましたが“⾔葉”って本当に⼤切ですよね。
 ジョークのつもりで暴⾔を吐く⼈も中にはいますが、時にはその⼀⾔が凶器になったり…。

 体の傷はしばらくすれば治るけど、⼼の傷は深いと⼀⽣負うものになると思います。

私は発⾔や⾏動に気を付ける⽅なので逆に本⼼を⾔えないでいますが、
 ⼝に出さないと想いは伝わりませんよね。
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 だからこそ、⼤事にしなきゃいけないんだと思います(*^u^*)

また聞いて欲しい⾔葉(想い)があったら話してくださいね︕(^u^)
 ふと思いついた詩でもご披露してくれると嬉しいです︕素敵な才能をより伸ばしてください☆ﾐ

Re:⾔葉って…

5776 選択 miho 2008-03-28 00:54:17 返信 報告

sakiさん 皐さんレスありがとうございます!!

はじめましてsakiさん。

>mihoさんが仰るように⾔葉は⼤切ですよね。 
 >私も注意しなくちゃと思います。 

 ありがとうございます。
 私も⾔葉は注意しなくちゃいけないと思っています。

>素敵な画像と、やさしい詩を⾒せて頂き、さっきまでの怒り（笑）も和らぎました。

そうですか!!よかったです!!!これからもがんばって書いていきたいと思っています!!

皐さんへ
 >ジョークのつもりで暴⾔を吐く⼈も中にはいますが、時にはその⼀⾔が凶器になったり…。

私も経験したことがありました。冗談で⾔ったといわれても、傷ついたことがありました。

>⼝に出さないと想いは伝わりませんよね。 
 >だからこそ、⼤事にしなきゃいけないんだと思います(*^u^*)

そうですね。⼝に出さないと思いわ伝わりませんよね。

« 69 68 67 66 65 64 63 62 61 »
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退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [5555]ズームイン 予定(10) [5701]●●● J*GM Vol.20 全10P ●●●(11) [5733]ZARD BUS 1999.5.28(3) [5731]⽻⽥裕美
さんのＣＤ(3) [5705]『翼を広げて』のPVか(2) [5635]strayさん、ちょ〜お久しぶりです ♡ ♡(23) [5711]フリーペーパー(0)
[5602]新潟公演⾏って来ました︕(№3)(16) [5672]希望の画像のリクエスト(5) [5645]迷わない笑顔で☆ﾐ(17)

新しい話題を投稿する

« 68 67 66 65 64 63 62 61 60 »

ズームイン 予定

5555 選択 atti 2008-03-20 00:27:33 返信 報告

皆さん、こんにちは。

捕獲部隊の体制をとります(笑)

3/20 ズームイン
 ZARD新曲ビデオ

http://atti.jugem.cc/
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ズームイン 捕獲しました︕

5560 選択 stray 2008-03-20 08:46:53 返信 報告

attiさん、おはようございます。

情報ありがとうございました︕
 捕獲しましたが、地上アナログ＆ビデオなので、DVD画質を捕獲されてましたら、

 アップよろしくお願いします︕

http://www.filebank.co.jp/wblink/b21a84741b30a6153e67a480d52cb200
 (14.9Mのwmv)

 

Re:ズームイン 捕獲しました︕

5563 選択 atti 2008-03-20 10:03:45 返信 報告

こんにちは。touchから。
 地上アナログにて捕獲してます。他chの番組でも放送されたようです。ラジカル、2時も体制化へ。

2時ちゃお 短めでした

5577 選択 stray 2008-03-20 14:45:09 返信 報告

2時ちゃおでも、ちょっぴりだけ流れました。

http://www.filebank.co.jp/wblink/38f4bc55c27a9f6819b5adf422300ca9
 （6.1Mのwmv）

カルベエ 最⾼です︕

5579 選択 ALIL.1967 2008-03-20 15:50:45 返信 報告

軽部さん、なんと３回も取り上げてくれたんですよ。
 バッチ処理で⾃動的にwmv化したので、前後のいらないコマの編集はしてませんが、いまからupしますので。

https://bbsee.info/straylove/id/5555.html?edt=on&rid=5560
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5560
https://bbsee.info/straylove/id/5555.html?edt=on&rid=5563
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5563
https://bbsee.info/straylove/id/5555.html?edt=on&rid=5577
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5577
https://bbsee.info/straylove/id/5555.html?edt=on&rid=5579
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5579


２時っちゃおは、特番みたいなので忘れてましたが、所⻑さんありがとうございます。

Re:カルベエ 最⾼です︕

5580 選択 ALIL.1967 2008-03-20 16:27:53 返信 報告

その３に『愛は暗闇の中で』がかかる部分があるので、歌詞を聴いてみてください。書き加えた歌詞がきこえるので
しょうか。オーストラリアの街を歩いているところです。

めざましテレビ20080320.wmv                 32.8MB
 http://www.filebank.co.jp/wblink/3c415bfe175c384be92184fd9d259769

めざましテレビ20080320その2.wmv 52.6MB
 http://www.filebank.co.jp/wblink/f20aa329de1d94791567778220f70c26

めざましテレビ20080320その3.wmv 54.3MB
 http://www.filebank.co.jp/wblink/ac9c74535b9af83f62e26af4670243ff

 

Re:カルベエ 最⾼です︕

5581 選択 stray 2008-03-20 18:31:26 返信 報告

ALIL.1967さん、こんばんは︕

めざまし最⾼、カルベエ最⾼、ALIL.1967さん最⾼︕︕（笑）
 どうもありがととうございました。

 まさか『時間の翼』のオーストラリアロケの模様まで流れるとは、驚きです︕
「窓の外はモノクローム」に使われた元映像ですね、感動でっす︕（笑）

 

ズームインは2回・・・

5582 選択 atti 2008-03-20 19:47:37 返信 報告

strayさん、こんにちは。

https://bbsee.info/straylove/id/5555.html?edt=on&rid=5580
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5580
https://bbsee.info/straylove/id/5555.html?edt=on&rid=5581
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5581
https://bbsee.info/straylove/id/5555.html?edt=on&rid=5582
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5582


> アップよろしくお願いします︕

ズームは、2箇所でありましたので、Upしておきます。

今回は、PC側で少し編集しファイルサイズを⼩さくしています。

http://www.filebank.co.jp/wblink/7f8dabd45b795b57ab1130c7dfea04a6
 mpg2(70MB)

2時は、期待はずれでした。

捕獲はできなかったが、スッキリなどでもあったようです。

次は、フルPVの公開かな。

「カルベエ最⾼」︕︖(笑)

5584 選択 皐 2008-03-20 21:40:35 返信 報告

所⻑、ALIL.1967さんにattiさん、こんばんは︕

情報番組のUP、どうもありがとうございます!!(o≧∇≦o)
 私、2時っチャオも特番で潰れていたので、⾒れなかったんですよ〜↓↓

 なので、すごく嬉しいです☆ﾐ

所⻑のお話では「カルベエ最⾼」(笑)のようなので、めざましが特に楽しみです♪♪
 後ほどDLさせて頂きますね(*^u^*)

ALIL.1967さん、ありがとうございました☆ﾐ

5589 選択 皐 2008-03-21 21:34:19 返信 報告

めざまし拝⾒させて頂きました︕所⻑の仰るとおり、
 つる…じゃなくて、“カルベエ最⾼”ですね︕(o≧∇≦o)(笑)I LOVE めざましです♡(笑)

映像をUPしてくださったALIL.1967さん、ありがとうございますね♡

https://bbsee.info/straylove/id/5555.html?edt=on&rid=5584
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5584
https://bbsee.info/straylove/id/5555.html?edt=on&rid=5589
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5589


MU-GEN #168

5771 選択 atti 2008-03-28 00:07:29 返信 報告

皆さん、こんにちは。

> 次は、フルPVの公開かな。

MU-GENサイトに

MU-GEN #168 
 3/26-4/1

 「翼を広げて／愛は暗闇の中で」新着クリップ

また、次回となる「予告の予告」に、
 両A⾯シングルをPICK UPでお送りします。

 未公開映像で綴られた貴重なビデオクリップです。

とありますので、チェックした⽅はどのような内容でしたか・・・

●●● J*GM Vol.20 全10P ●●●

5701 選択 stray 2008-03-25 20:05:44 返信 報告

皆さんこんばんは。

決算⼤放出の画像編です（笑）。
 別スレで、かわいい皐ちゃんからオネダリされたので（笑）。

J*GM Vol.20 全10P まとめてどうぞ︕
 インタビュー記事は必読なので、インタビューのページは⾼解像度でスキャンしてあります。

J*GM_Vol.20.zip（4.3M）
 http://www.filebank.co.jp/wblink/0bdecf07f607ba4f70a57a1ae32b0195

https://bbsee.info/straylove/id/5555.html?edt=on&rid=5771
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5771
https://bbsee.info/straylove/id/5701.html
https://bbsee.info/straylove/id/5701.html?edt=on&rid=5701
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5701


了解しました︕

5707 選択 シヴァ 2008-03-25 22:14:26 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑さん、こんばんは︕

> 決算⼤放出の画像編です（笑）。 
 > 別スレで、かわいい皐ちゃんからオネダリされたので（笑）。 

 いつもありがとうございます︕
 今回は⽂句のつけようがないですね︕泉⽔さんの話もおもしろいですし、アップの写真は最⾼です︕

 皐さんのかわいさにも感謝です︕

”舞台が有名なお寺”の件、了解しました︕
 でもすぐに私がどの地⽅に住んでいるか、わかってしまうと思ったんですけど、思っているほど有名じゃないんです

かね・・。

Ｍステの追悼特集はＤＶＤレコーダーに⼊っていますけど、それをどうすればいいのか、さっぱりわかりません︕
 役に⽴たなくてすいませ〜ん︕

 Ｍステと⾔えば４⽉４⽇は３時間スペシャルで、うろ覚えなんですけど初登場スペシャルみたいなことを⾔っていた
ような・・。

 ＺＡＲＤの初登場シーンもあるといいですね︕
 もし違っていたらごめんなさい。

 ホームページを⾒ても「３時間スペシャル」としか書いてないんですよね・・。
 

Re:●●● J*GM Vol.20 全10P ●●●

5709 選択 チョコレート 2008-03-25 23:26:12 返信 報告

所⻑さん、こんばんは︕
 皐作品の「さわやかな・・」の画像で、⾒たことないものばかり︖と思っていましたが、反転されていたんですね。

 なるほど〜。でも、ほかのものはやはり⾒たことがなかった気がします。

今回は⼤盤振る舞いで、すっごく素敵な画像とインタビュー、ありがとうございました︕うれしい︕
 （私がお願いしたんじゃないんですが・・皐さん、ありがとう︕）

https://bbsee.info/straylove/id/5701.html?edt=on&rid=5707
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5707
https://bbsee.info/straylove/id/5701.html?edt=on&rid=5709
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5709


 画像もどれも美しくて、素敵なんですが、インタビューがまた⾯⽩いですね。こんなに泉⽔さんは⾯⽩い⽅だったん
ですねぇ。この曲のイメージも変わりそうです（笑）。

 J*GMという雑誌の存在も知らずに過ごして来ましたが・・・この雑誌、すごいですね。
 貴重な資料をありがとうございました︕

Re:●●● J*GM Vol.20 全10P ●●●

5712 選択 yama 2008-03-26 00:09:35 返信 報告

stray所⻑さま、皆さまこんばんは。
  

先⽇からの、決算⼤放出、ありがとうございます︕
 貴重なものばかりで、ほんとうれしいです。

今回の記事のゆでだこエピソード、ほんとかわいらしいですよね。
 泉⽔さんのゆでだこ姿、なんとなく想像してしまいました（笑）

 

Re:●●● J*GM Vol.20 全10P ●●●

5715 選択 皐 2008-03-26 12:14:25 返信 報告

「J*GM」のスキャンありがとうございますね!!所⻑パパ⼤好き︕(笑)

雑誌を持っていないし記事を⾒た事なかったので、本当に嬉しいです(o≧ω≦o)
 きっと⼭茶花さんも⼤喜びしていると思いますよ☆ﾐ

インタビューの内容も⾯⽩いですね〜(笑)
 ⼤きめのグラス1杯を飲んだだけで“ゆでだこ”って︕︕(笑)

 まぁ、ウチの⺟はビールコップ1杯で“ゆでだこ”になっちゃいますが(笑)
 空きっ腹に飲むのは危険ですよね(^⽫^)(笑)

P.S.シヴァさん＆チョコレートさんへ♪
 所⻑の⼤盤振る舞いには⼤感謝ですよね︕(*^∇^*)

 私はただ“おねだり”しちゃっただけですが、喜んで(お礼まで)もらえてなんだか嬉しいです(笑)

https://bbsee.info/straylove/id/5701.html?edt=on&rid=5712
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5712
https://bbsee.info/straylove/id/5701.html?edt=on&rid=5715
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5715


Re:●●● J*GM Vol.20 全10P ●●●

5718 選択 pine 2008-03-26 14:46:25 返信 報告

所⻑さん みなさん こんにちは!

所⻑さん、先⽇からの決算⼤放出、ZARDファン素⼈に⽑が⽣えたくらいの私にとっては、初めて⾒るものが多くて
嬉しい限りです。有難うございます。m(^_^)m

 今回の画像の泉⽔さんがまたお美しいですね。
 インタビューも泉⽔さんのお⼈柄が垣間⾒れて、楽しく読ませていただきました。

シヴァさんへ
 こんにちは。
 >でもすぐに私がどの地⽅に住んでいるか、わかってしまうと思ったんですけど、思っているほど有名じゃないんで

すかね・・。 
 ふっふっふっ…私は判りましたよ〜︕⾒どころがいっぱいの町ですね︕これからの観光シーズンは⼈で溢れかえっ

て、住んでる⽅にとっては迷惑なのでしょうけど。
 実は私、数年前︖⼗数年前︖数⼗年前︖そちらの短⼤に通っておりましたが、観光シーズンは電⾞が混むので⼤嫌い

でした(笑)
 舞台で有名なお寺から⾞で５分ほど南に⾏ったところに、「しば漬」が美味しいお気に⼊りのお漬物屋さんがあるん

ですよ〜

皐さんへ
 こんにちは。

 皐さんのおねだりに感謝です。やっぱりパパは娘には弱いんですね。(^ω^*)
 先⽇の作品、拝⾒させて頂いてたのですが、春休みは朝から晩までドタバタ、邪魔されてばかりでレスできずにいま

した。タイトルどおり、爽やかでとっても眩しい作品でした。
 ひとつ質問なのですが、「Love is gone」のピンクVer.の画像は、シングル「さわやかな君の気持ち」のジャケット

と同じ時のものなのでしょうか︖
 こっちを向いてる泉⽔さんがそっくりなので（同⼀⼈物だから当たり前だけど…）

 

pineさんへ☆

https://bbsee.info/straylove/id/5701.html?edt=on&rid=5718
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5718


5726 選択 皐 2008-03-26 18:15:10 返信 報告

こんばんは︕(o^∇^o)
 「J*GM」は本当に嬉しいプレゼントですよね☆ﾐ所⻑パパは“おねだり”を聞いてくれて優しいです♡(笑)

 ところで、「さわやかな君の気持ち」の加⼯画を⾒てくださったんですね︕ありがとうございます(*^∇^*)
 そっか、春休みは1⽇中忙しくなるんですよね〜(◎’□’◎)毎⽇ご苦労様です(o≧ω≦o)

質問の「Love is gone」ですが、「さわやかな君の気持ち」のジャケットの写真と同じ時に撮影されたものだと思い
ますよ︕

 服装も髪型も背景も、⼝を「んっ」って結んでいる表情(笑)も似てますからね♪♪

皐さんへ

5728 選択 pine 2008-03-26 19:14:58 返信 報告

皐さん こんばんは
 私のおバカな質問に答えてくださってありがとうございます。

 >「さわやかな君の気持ち」のジャケットの写真と同じ時に撮影されたものだと思いますよ︕ 
 やっぱりそうですよね。ジャケ写は「J*GM」の写真より少し幼い感じがするので、皐さんの「Love is gone」にあ

ったし、ひょっとしてその頃の…︖でも、その頃のお顔とはまた違うし…︖︖︖とちょっと混乱してしまいました。
 謎がひとつ解けてすっきりです。ありがとうございました。m(*^o^*)m

ご名答︕

5734 選択 シヴァ 2008-03-26 21:34:17 返信 報告

ｐｉｎｅさん、こんばんは︕

> ふっふっふっ…私は判りましたよ〜︕⾒どころがいっぱいの町ですね︕これからの観光シーズンは⼈で溢れかえっ
て、住んでる⽅にとっては迷惑なのでしょうけど。 

 はい︕そこです︕でも私が住んでいるのは市内ではなく近くなんですけどね︕

> 実は私、数年前︖⼗数年前︖数⼗年前︖そちらの短⼤に通っておりましたが、観光シーズンは電⾞が混むので⼤嫌
いでした(笑) 

https://bbsee.info/straylove/id/5701.html?edt=on&rid=5726
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5726
https://bbsee.info/straylove/id/5701.html?edt=on&rid=5728
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5728
https://bbsee.info/straylove/id/5701.html?edt=on&rid=5734
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5734


 あははっ︕でしょうね︕でも⾞だともっとすごいですよね︕

> 舞台で有名なお寺から⾞で５分ほど南に⾏ったところに、「しば漬」が美味しいお気に⼊りのお漬物屋さんがある
んですよ〜 

 う〜ん、そこは知らないですね。
 探そうか、探すまいか・・。

 

撮影時期

5739 選択 皐 2008-03-26 22:41:02 返信 報告

pineさん、こんばんは☆ﾐ

おバカな質問じゃないですよ〜︕(笑)私もジャケ写と同じ写真かなと気づいていたので、
 pineさんも同じように考えていたことを知れて嬉しいです(*≧∇≦*)♪

>皐さんの「Love is gone」にあったし、ひょっとしてその頃の…︖ 
 >でも、その頃のお顔とはまた違うし…︖︖︖とちょっと混乱してしまいました。 

 「Love is gone」の時期の写真ではないと思いますが、「さわやかな君の〜」発売時の写真でもないと思いますね＾
＾

 「さわやかな君の〜」のジャケ写も“使い回し”をしたんでしょう(笑)結局、ジャケ写はいつの撮影時期なんでしょう
か…(笑)

 ちょっと話がズレちゃったかな︖(笑)
 

シヴァさん 皐さんへ

5750 選択 pine 2008-03-27 13:52:03 返信 報告

シヴァさん こんにちは
 >探そうか、探すまいか・・。 

 シヴァさんの「シヴァ漬け」にかけて書いただけなので、お気遣いなく…。
 でも、死ぬほどしば漬が好き︕なら、「おらが村」で検索してみて下さい。
 関係のない話でスペースを取って申し訳ありません。m(_ _)m

https://bbsee.info/straylove/id/5701.html?edt=on&rid=5739
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5739
https://bbsee.info/straylove/id/5701.html?edt=on&rid=5750
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5750


皐さん こんにちは
>「さわやかな君の〜」のジャケ写も“使い回し”をしたんでしょう(笑)結局、ジャケ写はいつの撮影時期なんでしょう
か…(笑) 

 これも“使い回し”ですか︕(笑) いつ頃のものなのでしょうね。分からないと知りたくなりますね(笑)

Re:●●● J*GM Vol.20 全10P ●●●

5752 選択 ⼭茶花 2008-03-27 15:03:13 返信 報告

strayさん、こんにちは
 > 決算⼤放出の画像編です（笑）。 

> 別スレで、かわいい皐ちゃんからオネダリされたので（笑）。 
確かにHNは可愛らしいですよね。

 > J*GM Vol.20 全10P まとめてどうぞ︕ 
> インタビュー記事は必読なので、インタビューのページは⾼解像度でスキャンしてあります。 
画像のスキャン、お疲れ様でした。

 いつもいつもありがとうございます。
 以前、個⼈で頂いたものよりも、こちらの⾼解像度で編集された⽅が⼤満⾜です︕(笑)。

 こうしてスキャンして下さるのを待っていれば良かった･･････
 ⼤切に保存させて頂きますね☆

 皐さんからのお強請りのお陰で、いいものが⼊⼿できました。
 所⻑パパだって＾＾。

 

ZARD BUS 1999.5.28

5733 選択 ALIL.1967 ◆0Ztcm5OtiI 2008-03-26 21:10:00 返信 報告

皆さんこんにちは

https://bbsee.info/straylove/id/5701.html?edt=on&rid=5752
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5752
https://bbsee.info/straylove/id/5733.html
https://bbsee.info/straylove/id/5733.html?edt=on&rid=5733
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5733


ZARD party さんのページでも取り上げられていますが、1999.5.28の⾚いZARDラッピングバスの正体は三菱ふそうエアロ
クィーンＫ＜ケイエム観光仕様＞です。⾞体前⾯のナンバープレートの右にALジャケットが貼ってありますが、そこには km
という社名ロゴが隠れているんですよ。他社にもエアロクィーンＫはあるようですがそこが違っているようです。

URLを紹介しますので、（写真が貼れないので）
 http://my.reset.jp/~kankobus/special.htm

 このページの中程より少し上に移動してみてください。三菱ふそうエアロクィーンＫ ケイエム観光仕様が４台あります。ZA
RDバスのナンバーは４２４１ですが、ここのページの４台のうち左下のは4243となってます。

 

Re:ZARD BUS 1999.5.28

5741 選択 皐 2008-03-26 22:57:18 返信 報告

ALIL.1967さん、こんばんは︕

調査ご苦労様です(o≧ω≦o)ZARDの⾚いラッピングバスの正体は
 “三菱ふそうエアロクィーンＫ＜ケイエム観光仕様＞”というものなんですね☆ﾐ

>ZARDバスのナンバーは４２４１ですが、ここのページの４台のうち左下のは4243となってます。 
 ホントだ︕近いですね〜☆ﾐ

URLのご紹介もどうもありがとうございます︕また何か調査結果が出ましたら教えてくださいね︕(o^∇^o)

Re:ZARD BUS 1999.5.28

5748 選択 atti 2008-03-27 00:47:26 返信 報告

ALIL.1967さん、皐さん、こんにちは。

> 調査ご苦労様です(o≧ω≦o)ZARDの⾚いラッピングバスの正体は 
 > “三菱ふそうエアロクィーンＫ＜ケイエム観光仕様＞”というものなんですね☆ﾐ 

 > 
> >ZARDバスのナンバーは４２４１ですが、ここのページの４台のうち左下のは4243となってます。 

 > ホントだ︕近いですね〜☆ﾐ

https://bbsee.info/straylove/id/5733.html?edt=on&rid=5741
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海外サイトに写真がありますが、ナンバーは4241ですね。
ttp://www.zardnet.com/gallery/displayimage.php?album=22&pos=0

PS.以前、WEZARDにCD販売時に、ZARD BUSと同じようなものか、BUS広告(CD販売告知に利⽤している形態)な
ど⾏わないのでしょうかとmailしたことがあります(爆)。

他にもNHK SONGSなどにもZARD特集の要望なども(⽕爆)。

Re:ZARD BUS 1999.5.28

5749 選択 皐 2008-03-27 11:32:43 返信 報告

attiさん、こんにちは︕

>海外サイトに写真がありますが、ナンバーは4241ですね。 
 拝⾒しました☆ﾐこれが当時のラッピングバスになるんですね︕(*^∇^*)

 ご紹介ありがとうございます︕︕
 ALIL.1967さんご紹介の⾞と“兄弟”と⾔う事になるのかな︖(笑)

>PS.以前、WEZARDにCD販売時に、ZARD BUSと同じようなものか、 
 >BUS広告(CD販売告知に利⽤している形態)など⾏わないのでしょうかとmailしたことがあります(爆)。 

 >他にもNHK SONGSなどにもZARD特集の要望なども(⽕爆)。 
 積極的でステキです︕(笑)ファンの気持ちを代弁してますね☆ﾐ

⽻⽥裕美さんのＣＤ

5731 選択 yasuda 2008-03-26 21:04:33 返信 報告

⽻⽥裕美さんのＣＤ『My Baby Grand 〜Classics〜』が予約していたのが届きました。
 ZARDの数々の名曲をピアニスト“⽻⽥裕美”がピアノインストゥルメンタルとして初CD化。ライブ会場で売っていたＣＤより

６曲多く⼊っています。
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今⽇の朝から甥っ⼦と⽣駒⼭上遊園地に⾏ってきました。遊園地内で有線が流れていましたが
良く聞くとＺＡＲＤの「愛は暗闇の中」が流れていました。それもフルコーラスで流れていました。つい
聞き⼊ってしまいました。甥っ⼦はこの春に⼩学校をしたばかりです。

 甥っ⼦もＺＡＲＤの事も良く知っています。夏のプールの準備体操にＺＡＲＤの曲が流れていたそうで
す。ＺＡＲＤファンとしては嬉しいですね。

 

Re:⽻⽥裕美さんのＣＤ

5732 選択 yasuda 2008-03-26 21:06:48 返信 報告

追伸 甥っ⼦は⼩学校を卒業したばかりです。

Re:⽻⽥裕美さんのＣＤ

5736 選択 カーディガン 2008-03-26 21:43:05 返信 報告

yasudaさん、こんばんは。

私はコンサート会場で買ったものしかありません。購⼊は検討中です。どんなものなのか、聴いてみたいですね。ち
ょっといろんな⽅の感想を聞いてからですね。

 甥っ⼦さんは、⼩学校を卒業したんですね。ひと安⼼ですね。これからＺＡＲＤファンになっていくんでしょうか、
いいですね。

Ｐ.Ｓ 私にも姪っ⼦が昨年⽣まれました。姪ですから、⼥の⼦ですよ。将来可愛くなるといいんですけど、うん、き
っと可愛くなると思います(^_-)-☆

おめでとうございます☆ﾐ

5742 選択 皐 2008-03-26 22:58:54 返信 報告

yasudaさん、カーディガンさん、こんばんは︕
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⽻⽥裕美さんのCDが発売されたんですね︕ある⽅に頂いて何曲か聴いたのですが、
とっても良い⾳⾊ですよね〜(o^∇^o)綺麗なピアノのメロディーを聴いていると⼼が和みます☆ﾐ

ところで︕甥っ⼦さんは⼩学校を卒業したんですね!!おめでとうございます(*≧∇≦*)
 そして、カーディガンさんには姪っ⼦さんが昨年⽣まれたようで︕

 おめでとうございます〜☆ﾐ 甥っ⼦さんも姪っ⼦さんも、ＺＡＲＤファンになってくれたらいいですね♡(笑)

『翼を広げて』のPVか

5705 選択 ⼭茶花 2008-03-25 22:07:47 返信 報告

You Tubeで、翼を広げて (short ver.)を観てきました。翼を広げての正式なPVではないと思いますが、今週か来週（東海地
区のCDTVのCM）まで待てなかったので、チェックしました。ZARDver.いいですね。フルで聴いてみたいです。

流れた映像は･･･私が皐さんの加⼯画を投稿したような写真が出てきたり、⼀部、「揺れる想い」でおなじみ、NHKでも流れて
いた追悼バージョンでしょうか、その映像も混じってました。

 ややこしいんですが･･･

Re:『翼を広げて』のPVか

5706 選択 stray 2008-03-25 22:14:03 返信 報告

⼭茶花さん、こんばんは。

↓のことでしょうか︖
 ttp://jp.youtube.com/watch?v=CEUYfSvVzaA&feature=related

”⾳源をWEZARDから持ってきて、適当に絵をつけただけです”って書いてありますよ。
 

Re:『翼を広げて』のPVかと思いきや・・・

5714 選択 ⼭茶花 2008-03-26 09:17:53 返信 報告
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strayさん、おはようございます
コメントまでは気付きませんでした^^;

 正式なPVを早く⾒られるといいなぁ･･･
 あ︕そう⾔えば、ZARDとゆかりのあるアーティストで、作曲家の織⽥哲郎さん、

 T-BOLAN、WANDSらの名曲も視聴しました。
 懐かしかったー･･･

 WANDSの上杉昇さんの喋る声も初めて聞きました。WANDSもMステに出たことがあったんですね。
 出た回数は、ZARDと同じ位だとみられますが･･･

後は、⻑嶋監督とのコラボレーションの、劇空間プロ野球のイメソンで、
 これも正式かは分かりませんが、⼀応、PV的な映像が⾒られました。

 

strayさん、ちょ〜お久しぶりです ♡ ♡

5635 選択 saki 2008-03-24 15:56:55 返信 報告

 
ここ2・3⽇Z.pの⽅で浮気していました、ごめんなさ〜いm(*^_^*)m

 この画像はxxxさんのキャプチャー画像庫にあったものですが、携帯の待ち受け画⾯にすると⻘い炎
というか、オーラというか、とにかくバックが異様に輝きを増すんです。

 xxxさんはどうしてこれを発表しなかったんでしょうね︖  まだ未完成なのかな︖
 とにかく、皐さんの携帯⽤画像に対抗してUPしちゃいますね〜。

 サイズは、携帯⽤ではないのですが、⼀度試してみてください。

なぁ〜んか、Z研に帰って来るとホッとしちゃいます。なんででしょうね（笑）
 Z.pさんには、xxxさんのお知り合いの⽅が沢⼭いらっしゃって緊張してしまいましたよ〜。

こちらでは、⼿を抜いてる訳ではないのですけどね（笑）……安⼼しちゃってま〜す。
 そろそろミルクの時間です…失礼しました〜⼜来ますね〜 
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                           ⾵⼩娘sakiでした。

 

⾵⼩娘sakiさんへ ♡

5637 選択 stray 2008-03-24 17:21:18 返信 報告

こんにちは、お久しぶりです︕
 ⾚ちゃんも、sakiさんも、お元気そうで何よりです。

Z.p.拝⾒してきました。
 sakiさんのHNは、xxxさんが好きな、sakaiさん、satukiちゃん、akiちゃん

 が由来だったのですね︕ 初めて知りました。
 どうでもいいことですが、私は、⾼岡早紀が好きなんです（笑）。

またまたxxxさんの未発表作品が⾒つかったんですね︕
 早速ケイタイサイズに直して、待ち受けにしてみました。

 たしかに背景のオーラが異様に光りますね︕
 未完成なのだと思います。泉⽔さんの輪郭取りがxxxさんにしては⽢いのと、

 背景も、完成したらもっともっと光輝いていたんじゃないでしょうか。
 惜しいですが、こうしてまたxxxさん作品を⽬にできて幸せです。

 ありがとうございました︕

Z.p.さんで緊張して、ここで緊張しないのは、単なる「慣れ」かと思いますが（笑）。

「⾵⼩娘saki」って、ウケ狙いにしては妙にはまってますね（笑）。
 これからも⾵⼩娘sakiでのご登場、お待ちしておりますので（笑）。

xxxさん、sakiさんありがとうございます︕︕

5639 選択 皐 2008-03-24 18:19:08 返信 報告

sakiさん、こんばんは︕少しお久しぶりですね(o^∇^o)

https://bbsee.info/straylove/id/5635.html?edt=on&rid=5637
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5637
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/71d2d6ccac82f8a334937ff0fcdc0d8a.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/5635.html?edt=on&rid=5639
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5639


xxxさんの未公開作品をどうもありがとうございました!!ブルーのオーラがすごく神秘的に⾒えますね☆ﾐ
まだ携帯からDLできていないので、後ほど“さらに光り輝く”作品を堪能したいと思います(o≧ω≦o)

 sakiさんのおかげで、またまたxxxさんの素敵な作品に出会えました(o≧∇≦o)☆ﾐ

>なぁ〜んか、Z研に帰って来るとホッとしちゃいます。なんででしょうね（笑） 
 >Z.pさんには、xxxさんのお知り合いの⽅が沢⼭いらっしゃって緊張してしまいましたよ〜。 

 私もZ.p.では未だに緊張してしまいますよ(笑)皆さん優しい⽅なので、たくさんお喋りしたいんですけどね…(*^u^
*)ゞ

 Z研は(私にとって)第⼆のMY HOME(ルー⼤柴︖(笑))という感じなので、所⻑の仰る通り「慣れ」なんだと思います
＾＾

 sakiさんにとってもZ研が意識せずに通って頂ける場所であると嬉しいですね♪♪

ところで︕sakiさんのHNの由来意味はそういうことだったんですか︕私も中に含まれていたなんて、すごく嬉しいで
す(●＞ω＜●)

 実は、akiちゃんが前に「satsukiの中にはakiっていう字も⼊ってるね︕」って話していたんですよ(*^∇^*)
 “aki”に続き、“saki”も⼊っていて、ルンルン気分になってしまいました☆ﾐ(笑)

ではでは︕所⻑宛のスレに⻑々と失礼しました(苦笑)レスはしなくていいですからね︕(笑)

P.S. Z.p.で拝⾒したんですが、浅⽥美代⼦さんに(キャラが)似ているとか︕(笑)
 実は、ウチの⺟も似ているって⾔われてたんですよ(◎’o’◎)(笑)他に岡江久美⼦さんや藤⾕美和⼦さんとか…(笑)

 “⾦曜⽇って何曜⽇︖”って、浅⽥さんと同じ間違いを⾔った事もあるんですよね(笑)
 

sakiさんへ、追伸

5642 選択 stray 2008-03-24 18:43:36 返信 報告

書き忘れました。

タイトルが「⻘の妖精」となってますね︕
 泉⽔さんのことを「妖精」と⾒てらしたのか、それとも妖精さんの画像と

 何か関連があるのか、気になるところです。

https://bbsee.info/straylove/id/5635.html?edt=on&rid=5642
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お⼿数ですが、ファイルを右クリックして「プロパティ」を選んで、
作成年⽉⽇を確かめていただけませんでしょうか。

 急ぎませんので、今度いらっしゃるまでの宿題ということで（笑）。

皐ちゃん、こんばんは。

皐ちゃんのお⺟さんは、岡江久美⼦さんや藤⾕美和⼦さんに似てるんですか︕
 2004ライブのときの泉⽔さんは、岡江さんにそっくりですよね。

 ということは、皐ちゃんも泉⽔さんに似てる︕ってことになるんじゃ…、無理がある︖（笑）

所⻑へ☆

5644 選択 皐 2008-03-24 19:04:22 返信 報告

所⻑こんばんは(o^∇^o)

所⻑宛のスレに私までレスしちゃってスミマセン(o≧ω≦o)⾊々お話ししたくて、つい書いてしまいました(笑)

>皐ちゃんのお⺟さんは、岡江久美⼦さんや藤⾕美和⼦さんに似てるんですか︕ 
 “似てる”と結構の⼈数に⾔われた事があるみたいですよ(*^∇^*)でも、私は⺟を⾒慣れているのでそう思いません

が…(笑)
 >ということは、皐ちゃんも泉⽔さんに似てる︕ってことになるんじゃ…、無理がある︖（笑） 

 横顔と⼿の感じが似てるって⾔われた事はありますけど…ぅぁ、恐れ多い!!(笑)似てないですよ︕(笑)
 ⺟とは⽠⼆つなので、岡江さんや藤⾕さんに今後似てるって⾔われるかもしれませんね(=^⽫^=)(笑)

Re:strayさん、ちょ〜お久しぶりです ♡ ♡

5660 選択 saki 2008-03-24 22:53:45 返信 報告

 
strayさん、宿題の提出にきました。

作成⽇は、2007.8.11となっていました。と⾔うことは、⼊院される前の⽇ですよね。
 更新⽇が、2007.9.21です。これで何か判りますか︖

https://bbsee.info/straylove/id/5635.html?edt=on&rid=5644
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5644
https://bbsee.info/straylove/id/5635.html?edt=on&rid=5660
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5660


なんだか、スパイ映画みたいで・・・ワクワク︕
アネ研刑事を呼びますか︖

sakiさんへ

5663 選択 チョコレート 2008-03-24 23:32:08 返信 報告

所⻑さんあてのレスに失礼します。
 ⾵⼩娘sakiさん、こんばんは。お久しぶりです。ママ1号のチョコレートです。産後の経過も⾚ちゃんも順調なようで

良かったです︕

まだまだxxxさんの未公開画像があるんですね。たくさん加⼯画を作られていたんですね・・
 xxxさんの加⼯画はどれもとても泉⽔さんが綺麗です。

 ⻘いオーラ︖がギラギラして⾒えますね。
 どんな思いをこめられていたのか・・⼗津川＆⻲井コンビに謎解きをお願いしたいと思います。

 貴重な画像を⾒せていただき、ありがとうございました。

Z研に来るとほっとするなんて・・住⼈としてはとてもうれしいお⾔葉です。
 sakiさんも息抜きついでにぜひカフェへもお⽴ち寄りください。xxxプレッソご⽤意してお待ちしております︕

私の記憶が確かなら

5666 選択 アネ研  ◆craoLd8Ou2 2008-03-25 00:26:07 返信 報告

名前を、呼ばれたようだったのでやって来ました。（笑）
sakiさん、こんばんは、

 xxxさんの、お宝ありがとうございます。

私の記憶が確かなら、８⽉１１⽇ですと、xxxさんはまだ５作品くらいで、のちの作品に⽐べれば、加⼯画というほ
どのものではない頃ですね。

 xxxさんの加⼯画に泉⽔さんがいっぱい登場するのは、皐ちゃんの加⼯画が５作くらい発表があった、９⽉４⽇の
「そして地球に平和が戻った」のようです。

 思うに、例外はありますが、xxxさんは、皐ちゃんの影響などの「泉⽔さんがいっぱい」の加⼯画の系統と、「⻘の
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妖精」から始まるりのちに「妖精３部作」「妖精アニメーション」へ繋がる、泉⽔さんひとりの系統があったのでは
ないでしょうか。

 そして、だんだん、「泉⽔さんがいっぱい」のほうへと向かい、⼤作「集合写真」の完成となったのではないでしょ
うか。

 なんとなくわかるような気もしますが。（涙）

さらに、研究してみますね。（笑）

PS.所⻑、先に書いてしまって申しわけない。
 ⽇頃の捜査でいろんな⼈に抜かれているので・・・つい。（笑）

 

習作︖

5668 選択 stray 2008-03-25 09:17:46 返信 報告

sakiさん、おはようございます。

早々の宿題提出、どうもありがとうございます︕（笑）
 さっそく⻲井刑事がお出ましして、推理してくれてますが（笑）、

 私が「宇宙もの」と呼んでる作品は、退院した後に発表されており、
 初期の作品は、単なるPVキャプチャにすぎませんでした。

 この作品は、映像をキャプした⽇が8⽉11⽇で、9⽉21⽇に⼿を加えたのだと思われます。
 （元画については後述）

「妖精３部作」および「妖精アニメーション」との繋がりは、まだ、わかりませんが、
 この「Izumi.Sakai Forever」への影響が⾒て取れますね。

 宇宙ものの「習作」と⾒てよいのではないでしょうか。
 

元画はＭステ︖

5669 選択 stray 2008-03-25 09:29:47 返信 報告

「⻘の妖精」の元画は、最後のミュージックステーション出演（1993/2/5）の
 ゲスト紹介で、階段を下りてくるシーンのキャプチャだと思われます。
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「⻘の妖精」には「ZARD」のテロップがないので、別映像かも知れません。
皐ちゃん︕ 細⼯の跡があるかどうか、調べてみて下さい。

xxxさんは、鮮明なＴＶ録画をお持ちだったのか︖
 だとしたら、その映像、欲しいんですけど（笑）。

なぜ、このシーンなのか︖ ん〜、わかりませんねぇ。
 リアルタイムで番組を⾒ていて、思い⼊れのあるシーンだったのか。

 まさか、Ｍステのスタジオで観覧していたわけではないでしょうし…（笑）。
 こればかりは、ご本⼈に聞かないとわからないでしょうね。

Re:strayさん、ちょ〜お久しぶりです ♡ ♡

5674 選択 saki 2008-03-25 11:12:28 返信 報告

 
チョコレート先輩、お久しぶりです。

お気遣いありがとうございます。お陰様で順調にやっています。
 双⽅にとって初孫になりますので、皆が可愛がってくれるのは嬉しいのですが、

 抱き癖がついちゃって、抱っこしないと寝てくれないのが難点ですけどね
 寝たかな〜︖と思って、そ〜と降ろすとパチッと⽬と⽬が合っちゃって…オギャ〜

カフェにも時々は⾏ってるのですが、私の場合昼間が多いので、（夜は、旦那様がPCを独占状態）
中々みなさんにお逢い出来ませんね〜。本当の事を⾔うと私、カフェオレみたいな⽢い⽅が好きなんですけど、xxx
プレッソの発案者としては苦くて飲めないとは⾔えませんね（汗）

もうすぐ産休も終わりです。幸いにも実家が近くで、⾯倒みるって⾔ってくれてるので、
 職場復帰します。私としては、ず〜と⾚ちゃんと⼀緒に居たいのですが、そうもいかないので…

看護師の仕事は、三交代制なので、周りの⼈の協⼒がないと⼦育ては出来ないですね〜
 少⼦化問題をどうこう⾔う前にそんな所をどうにかして欲しい・・・政治家出てこい︕ ￡％︕＃＊＠§☆★︕︕

私の場合は恵まれているので、周りの⼈達にとても感謝しています。
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⼗津川&⻲井刑事、お仕事ご苦労様です。（敬礼︕）
なんか本格的になってきましたね（笑）

 「Izumi.sakai fouever」の作成⽇を調査致しました所、2007.9.21 となっております。
 「⻘の妖精」の更新⽇と同じですね。

 9.21と⾔えば「悲しい…」の投稿⽇だと思われますが、これは、作成⽇は、9.21なのですが、翌9.24に更新されてい
ます。どこかを修正されたのでしょうか︖

 私が⾒た感じでは、あまり変わってはいないような気がしますが…ご検証願います（敬礼︕）
 謎が深まるばかりですね（笑）  なんか楽しい〜 (o^∇^o)

 

⾵⼩娘sakiさんへ

5678 選択 xs4ped 2008-03-25 12:33:10 返信 報告

sakiさん、こんにちは。

xxxさんの未公開作品有難う御座います︕
 オーラが神秘的でいいですね〜

 >とにかく、皐さんの携帯⽤画像に対抗してUPしちゃいますね〜。 
sakiさんも、皐ちゃん同様、負けず嫌いなのですか︖(笑)

PS.
 ⾚ちゃんも順調に育っている様なので安⼼しました︕

 

sakiさんへ

5681 選択 stray 2008-03-25 12:59:50 返信 報告

こんにちは︕

早くも職場復帰ですか︕ 踏ん切りがついたようですね。
 ⾚ちゃんが居て、3交代はたいへんでしょうけど、がんばって下さいね︕

> 「Izumi.sakai fouever」の作成⽇を調査致しました所、2007.9.21 となっております。 
 > 「⻘の妖精」の更新⽇と同じですね。 

https://bbsee.info/straylove/id/5635.html?edt=on&rid=5678
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5678
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/674f3c2c1a8a6f90461e8a66fb5550ba.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/5635.html?edt=on&rid=5681
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5681


そうですか、やはり、「Izumi.sakai fouever」の習作だったのかもしれません。

>  9.21と⾔えば「悲しい…」の投稿⽇だと思われますが、これは、作成⽇は、9.21なのですが、翌9.24に更新され
ています。どこかを修正されたのでしょうか︖ 

 私には分かりません（笑）。
 xxxさんの制作過程（おそらく背景が先で、別に泉⽔さんの画像を切り抜いておいて、

 背景に貼りあわせる）にもよりますから。投稿直前に細かな修正もするでしょうし。
 個⼈として別ＮＨでお遊びきますと仰ってた「使者さん」ならご存知かも。

 すでにご登場されているのかもしれませんが、説明したらバレちゃいますもんね（笑）。

xs4pedさんへ
 こんにちは。ZARDファンはみな負けず嫌いだと思います。

 泉⽔さんに「負けないで︕」って⾔われてますからねぇ（笑）。

謎︖

5684 選択 皐 2008-03-25 13:57:25 返信 報告

sakiさんに所⻑、アネ研さん こんにちは︕
 「⻘の妖精」の研究(調査︖)お疲れさまです(*^_^*)

>皐ちゃん︕ 細⼯の跡があるかどうか、調べてみて下さい。 
 調べてみたんですが、断定は出来ませんね(笑)所⻑の貼ったMステの元画を同じ⾊合いなど

にしたら、
 元々修正したような滑らかな画質になってるんです。修正してもあまり変わらないような感

じに…

私の感想ですと、多分テロップ修正していると思います︕
 修正するとその部分だけが滑らかになるので、他の部分(モザイクっぽくカクカクした)を⽬⽴たないように

 全体的にもぼかしを(⽮印の額から)⼊れていますね。う〜ん、多分Ｍステの映像ではないでしょうか…。

まぁ、ぼかしの理由が“画質を誤魔化すため”だけなら、私の仮説は却下になりますね(笑)
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P.S.sakiさん、早くも職場に復帰なさるんですね(*’o’*)⼤変になると思いますが、
周りの⼈と協⼒し合いながら頑張ってくださいね☆ﾐ

 それにしても︕抱っこしないと寝ないというのは⼀苦労ですが、カワイイですね♡(笑)

元画判明︕

5685 選択 皐 2008-03-25 14:25:38 返信 報告

元画が何のキャプなのか分かりました︕(笑)
 Mステの追悼コーナーで流れた時の映像だと思いますよ(o^∇^o)

 なので、所⻑の持っていた“当時の映像”より⾼画質だったんだと思います＾＾

⽐較した写真を⾒れば⼀⽬瞭然ですよ︕
 上が追悼コーナーからのキャプ、下がxxxさんの画像と薄く合成してみたものです。

結局テロップは修正してなかったみたいですね(笑)

皐ちゃん、でかした︕

5686 選択 stray 2008-03-25 14:45:43 返信 報告

おお︕ Ｚ研の研究員らしくなってきたねぇ（笑）。
 これで⼀つ謎が解明されました。

そっかぁ、Ｍステの追悼特集にもこのシーンがあったのか︕
 私はこの番組を⾒逃してしまったんですよねぇ。

 まだＺ研ＢＢＳを⽴ち上げる前だったんじゃないかな。
 誰かに”ちょうだい”と⾔える環境じゃなかったのでしょう（笑）。

私が持ってる15年前の映像より⾼画質なのは当たり前だよねぇ（笑）。
 誰か録画していたら、”ちょうだい︕”（笑）

 

Re:皐ちゃん、でかした︕
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5689 選択 xs4ped 2008-03-25 16:10:40 返信 報告

strayさん、こんにちは。
 > そっかぁ、Ｍステの追悼特集にもこのシーンがあったのか︕ 

 > 私はこの番組を⾒逃してしまったんですよねぇ。 
 > 誰か録画していたら、”ちょうだい︕”（笑） 

 PC内の何処かに眠っていると思うが、探せたらあげます。(笑)
 但し、YouTobeの画像だったと思うので画質はどうかな︖

 

Mステ♪

5690 選択 皐 2008-03-25 16:15:57 返信 報告

>皐ちゃん、でかした︕ 
 すっごく嬉しいです︕(o≧∇≦o)まさか⼀つの謎を解明できるとは…(笑)

>私はこの番組を⾒逃してしまったんですよねぇ。 
 >まだＺ研ＢＢＳを⽴ち上げる前だったんじゃないかな。 

 そうかもしれませんね。最初の特集は報道されてからの週だったので。
 そして、SPの時にもう⼀度特集されていました。

>誰か録画していたら、”ちょうだい︕”（笑） 
 録画じゃないので画質は良くありませんが、特集された内の1つを紹介しておきます☆ﾐ

もう1つはサイズオーバーだったので、向こうでUPしますね(笑)
 他に⾼画質持っている⽅がいたら、私もお願いします♡(笑)

【izumi sakai of music sration memorial】
 http://www.filebank.co.jp/wblink/d4ce4d98020aac82c147486393678c6a

P.S.xs4pedさんの載せているキャプの⽅が、画質いいですよ︕︖

謎の解明︖︕

5693 選択 ︖︖ 2008-03-25 16:47:58 返信 報告
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まずは、sakiさん男児御出産おめでとうございます。

 Z研捜査班の皆様こんばんは。「⻘の妖精」の解明は御済みのようですね(^_^)v
 さて、＃5674の画像の事ですが、私の推測では、xxxさんは、投稿後プリントアウトした画像を⾒て、

 液晶画⾯の画像では解らないコントラストや、⾊合い⼜、合成の善し悪しを御⾃⾝で納得出来ず、⼿直しをされてい
たのではないか︖と思います。

 あくまでも私個⼈の推測に過ぎませんが（笑）
 投稿された画像と ＃5674の画像を並べて⾒るとその違いが解ると思います。

 他にもそういった画像があるのかも知れません、
 作品に妥協を許さない、坂井泉⽔さんに合い通じるものがxxxさんの中にもあったのでしょう。

 あくまでも私個⼈の推測に過ぎませんが。。。。。
  

こ、これは︕︕（驚）

5696 選択 stray 2008-03-25 17:45:48 返信 報告

︖︖さん、こんばんは。

どなたか存じませんが（笑）、貴重なコメントどうもありがとうございます︕
早速⽐較してみたら、ビックリ仰天です︕︕

 もう⼀つ新しいギャラリーが必要になるかも知れません（笑）。

右半分は変わっていないので省略しますが、左側は驚くほど違っています。
 上の泉⽔さんのお顔の⾚みが薄くなってて、

 下の泉⽔さんは、お顔の横幅がぜんぜん違うじゃありませんか︕

おそらく、投稿時の作品は、貼り付けたときに間違って横幅を広くしてしまったのではないかと…。
 #5674のほうが⾃然ですね。

いやぁ、これは⼤発⾒ですよ︕

sakiさん︕︕
 全作品の更新⽇を調べ上げてください︕︕（笑）
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新事実発覚︕︖

5699 選択 皐 2008-03-25 19:19:10 返信 報告

︖︖さん、所⻑ こんばんは︕

︖︖さんの貴重なコメントで⼤発⾒があったようですね☆ﾐ
 確かに、所⻑が⽐較した画像では⾊合いとサイズが違う!!(◎’□’◎)

 こうして⾒ると、再修正していたのは明かですね︕

なんだか「xxx研究所」を設⽴したくなってきました(笑)他にも⾊々な謎がありそうです☆ﾐ

謎の解明︖︕②

5704 選択 ︖︖ 2008-03-25 22:03:30 返信 報告

 
「⻘の妖精」の事ですが…

strayさんの仰るようにまだ未完成だと思います、これはあくまで私個⼈の推測ですが、
 泉⽔さんの輪郭部の処理が⽢いまま、と⾔う事はxxxさんの技術からは考えられません。
 オ-ラから⾶び出してくるような⽴体感を表現しょうと試⾏錯誤しておられた途中だと勝⼿に推測しています。

もう少し時間があればもっと凄い画像が⾒れたのかもしれません…  
 たびたび失礼しました。

sakiさん、もう復帰ですか︕

5708 選択 チョコレート 2008-03-25 22:48:05 返信 報告

sakiさん、こんばんは、チョコレートです。
 えぇっ︕︖もうお仕事に復帰されるのですか︕︖ビックリ︕

 ・・・実は、ここだけ（どこだけ︖）の話ですが、私も医療従事者でした。
 sakiさんとは職種は違うのですが・・。
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看護師さんは私にとって⼤切な仕事のパートナーでした。
だから、看護師さんの仕事の過酷さをよく知っているつもりです。

 今はどこの病院もさらに就労環境が悪化しているので、復帰は並⼤抵の決意ではできないかと思いますが・・
 復帰される以上、陰ながら応援させていただきますね。

 3交代・・きついですよね。外来とかには・・異動にならないのかなぁ・・なんて。
 すみません、そちらの病院のこともわからずに、余計な独り⾔を書いてしまいました。

 ホント、厚労省、少しは現場を⾒に⾏きなさいっ︕ですね。

Z研にもなかなか来れなくなるのかもしれませんが、
 仕事に疲れたり、ちょっと⼀息つきたい時など、ぜひ遊びにいらしてくださいね〜。

 所⻑に⾔って、sakiさん⽤に特別メニューでカフェオレをご⽤意して(?)お待ちしております。
 私も⾃分のドタバタが落ち着いたら、お店番しておりますので・・。

 こっそり仕事の愚痴も︖受け付けます（笑）。

それにしても、皐さん、アネ研さん・・さすがですね。
 xxxさんの研究もまだまだ余地がありそうですね〜。

 私もワクワクしてきました︕
 作品を⼀挙に洗い直し︖︖︖なのかな︖楽しみにしています。

本当に、sakiさんのご協⼒があってこそ、xxxさんの作品の謎解明に近づけるというものです。
 ありがとうございます。これからも時間がありましたら、ぜひ、お願いいたします。

 それでは、お体だけは⼤切になさってくださいね。⻑々と失礼しました。

あっちゃ〜︕

5713 選択 saki 2008-03-26 08:41:17 返信 報告

 
ひぇ〜︕  な〜んか、おお事になっとーね〜（⼤変な事になっていますね）

みなさんおはようございます。
 所⻑、皐さん「⻘の妖精」の捜査御苦労様でした（敬礼っ︕）

 どうなったのかな︖と様⼦を⾒ようと思ったら凄い事になっていたんですね、
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さすが、研究所と⾔うだけのことはありますね。
さっそく、私も、xxx画像の検証の任務に就かさせて頂きます（敬礼っ︕）

xs4pedさんお久しぶりです。
この「⻘の妖精」は私の⼀番のお気に⼊りになってしまいました、今度のxs4pedさんの動画の作品に使って欲しい
な。

 私が負けず嫌いかって︖そうでもないように⾃分では思っているのですが…
 皐さんとxxxさんに煽られてるって感じですね〜

 ライブレポート拝⾒しました、とても楽しさ⼀杯の感じが伝わってきました。

︖︖さん、よく推理されていますね〜まるでxxxさんと⼀緒に画像を作っておられたみたいですね。
 「⻘の妖精」はそう⾔う事だったのでしょうか︖ 発表したのは、マズかったかな〜

 って、 ︖︖さんもしかして︖ えぇ〜〜今頃気づいた。
 どうして、︖︖さんになっちゃったんですか︖……どうして︖

 お久しぶりですよね、お元気でしたか、 私の知ってる⽅ですよね︖…間違っていたらすみませんm(_ _)m

チョコレート先輩、先輩も医療関係のお仕事されていたのですか︖
 なにもかも先輩ですね、「せんぱ〜い♡」って頼っていいですか〜
 もうすぐ復帰と⾔っても4⽉9⽇からです、早めに産休取ってしまったから…

 ギリギリまで産休取るの我慢すればよかったのですけど、当初はもう辞めようかな︖
 と思っていたので、でも、辞めるのはいつでも出来るから、もう少し頑張ってみる事にしました。

 ⾊々と都合もあるので、⾚ちゃんが可愛そうですけど頑張ってみます。
 そのうち「せんぱ〜い♡」って泣きついてくるかもですよ〜 お気遣いありがとうございます。

stray所⻑殿（敬礼っ︕） 調査報告は、近⽇中にご報告致します。 ワクワク♡

フリーペーパー

5711 選択 atti 2008-03-25 23:40:53 返信 報告

https://bbsee.info/straylove/id/5711.html
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皆さん、こんにちは。
本⽇25⽇は、情報誌(フリーペーパー)をもらってきました。

■HMV
 the music&movie master

Artist Of th Monthの1ページとして掲載あり

http://atti.jugem.cc/
 

新潟公演⾏って来ました︕(№3)

5602 選択 xs4ped 2008-03-23 10:15:40 返信 報告

Live終了後、グッズ売り場へ並ぶ。
 ポスター３枚追加購⼊。

 １５番のポスター(揺れる想いLive Ver.)は売り切れましたね。
 hyperさんがbeingのポロシャツを購⼊していたので、私も購⼊しようと再度、売り場に並ぶ。(リストに有りませんでした)

 ペーパーウェイトも通信販売は無しと⾔われたので、追加購⼊しました。
 予定外の出費になりました。諭吉さん、さようなら〜

 出⼝でポカリを貰えて良かったです︕次回以降も続きそうですね。(^_^)
 hyperさんと別れ、家路へ・・・(9:20)

 hyperさん、お世話になりました。
 かわさきさん、会えて良かったです。

 参加された皆さんお疲れ様でした。
 追加、間違い等有りましたら、後は宜しくお願いしま〜す。

 ⻑⽂、乱⽂になり失礼しました。<m(__)m>

以上、レポート終わりで〜す︕

今⽇から⼜、仕事(夜勤)です。(涙)
 疲れましたので、もう寝ます。(-_-)zzz

https://bbsee.info/straylove/id/5602.html
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 Re:新潟公演⾏って来ました︕(№3)

5603 選択 xs4ped 2008-03-23 10:17:07 返信 報告

グッズ1
 

Re:新潟公演⾏って来ました︕(№3)

5604 選択 xs4ped 2008-03-23 10:18:27 返信 報告

グッズ2(追加分)、他
 

私も

5615 選択 カーディガン 2008-03-23 14:53:51 返信 報告

xs4pedさん、こんにちは。私も⾏って来ました。東⽇本での公演も新潟で締めなので、ぎりぎりの
⽇程ですが、⾏って来ました。あとは⻄⽇本が中⼼ですので、zard航空に乗って遠征するのもいい
のですけど、⽇帰りは無理があるので。

 また、ポカリ出ましたね。仙台では、出ませんでしたが。私も記念に保管しておきますよ︕︕昔は
アクエリアスを飲んでいましたが、最近はポカリが多いなぁ。昨⽇も新潟なのに⽉桂冠の⽉を飲も
うかと思いましたので(^^;)新潟の地酒を飲みましたが。

 今、帰りのバスなので、また、カキコしますね。レポートありがとうございました︕︕
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こんな感じだったと思うのですが

5618 選択 カーディガン 2008-03-23 18:32:25 返信 報告

泉⽔さんのカメラはこんな感じだったと思いますが。いかんせん、撮影するわけにはいき
ませんので、ポイントチェックをして検証してみましたが。

 フィルムのカメラのようでしたが。
 買おうかなぁ。

 

Re:新潟公演⾏って来ました︕(№3)

5619 選択 カーディガン 2008-03-23 19:55:24 返信 報告

xs4pedさんが、詳しくレポートをしてくれたおかげで、私の仕事はほとんどありません。助かりました。公演内容
も、特段昨年の追悼ライブと⼤きく変わるものでもなかったので、私も詳細なレポートは必要ないかとは思っており
ましたが。年度末で忙しい時期ですので、みなさん、時間をつくっていかれたことと思います。xs4pedさんもお忙し
い時期に⾏かれたんでしょうね。

 でも、xs4pedさんは、追悼コンサートとしては、初めてでしょうから、想いも格別でしょうねぇ。私は、３度⽬です
が、ほとんど最初から、号泣しておりました(T_T)

今回は、こちらの研究所の⽅にはどなたにもお話しておりませんでしたので、勝⼿にxs4pedさんにお会いするのも気
がひけて、お会いできませんでしたが、今度、お会いできる機会があるといいですね。名札がなければどなたかわか
りませんので、集まっているかたもいたようですが、どういうグループかはよくわかりませんでしたね。

今回、私は、イズミティ２１でファンクラブ枠を使ってしまったので、新潟は、⼀般枠でとりました。よくとれたな
ぁ、残っていたなぁ、というかんじです。完売していましたので。関東組が遠征しやすいところでしたし。

 いきなり「こんなにそばに居るのに」でスタンディングした⽅がちらほらと・・・。きっと、掲⽰板のお約束だと思
いましたが、私は⽬的が違いますので、冷静にスルーいたしました^_^;となりの年配の⽅も⽴ち上がって、なんだこ
れ︖というかんじでした。盛り上げようとしていたのでしょうが。私は、「きっと忘れない」でスタンディングしま
した。この曲が⼀番、雰囲気にあうようです。⾳楽葬のカードにも、この曲が関係していますので。
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Ｐ.Ｓ 泉⽔さんへの想いとしてＷＥＺＡＲＤにきっと忘れない、ではなく、「絶対に忘れない」って作ってほしいん
ですけどねぇ、だめでしょうか︖

 

Re:新潟公演⾏って来ました︕(№3)

5623 選択 stray 2008-03-23 22:40:40 返信 報告

カーディガンさん、こんばんは。

まさか新潟に遠征しているとは思いもしませんでした（笑）。
 私のところからも⾞で2時間半くらいで⾏けるのですが、パスしちゃいました。

 ３度⽬でも号泣モードですか、カーディガンさんの泉⽔さんに対する想いが伺えますね。
 ４度⽬（代々⽊）にお会いしましょう︕ね（笑）。

 

Re:新潟公演♪

5627 選択 皐 2008-03-23 23:15:21 返信 報告

xs4pedさん、レポートありがとうございました〜︕そして、お疲れさまです☆ﾐ

新潟公演楽しまれたようですね(o^∇^o)☆ﾐ サイドのおばさまやトイレ休憩での⼀コマを
聞いていると、

 私も「えぇ〜︕」という気持ちになってしまいました(笑)
 でも、通路でスタンディング応援していたというお話はちょっと感動ですね。

きっと泉⽔さんはすごく喜んでいたんじゃないでしょうか☆ﾐ
画像のように、xs4pedさん達の⼿拍⼦にステージから⽿を傾けていたりして(*^u^*)

グッズ、会場⾵景の写真のUPもありがとうございました︕(o≧∇≦o)
 xs4pedさんのツッコミが⾯⽩いおかげもあって(笑)、内容がすごく伝わりましたよ♪♪

 お疲れのようなので、ゆっくり休んでくださいね(*^u^*)そして夜勤頑張ってください☆ﾐ

P.S.カーディガンさんのレスも楽しみにしていましたが、書く予定はないようですね＾＾ゞ

Re:新潟公演⾏って来ました︕(№3)
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5646 選択 カーディガン 2008-03-24 20:42:41 返信 報告

新潟の漫画家といえば、⽔島新司さんと⾼橋留美⼦さんですね。駅前にはこんな看板が
ありました。10年くらい前から、あまり変わっていないですね。

Re:新潟公演⾏って来ました︕(№3)

5647 選択 カーディガン 2008-03-24 20:46:04 返信 報告

ドカベン号と⽝夜叉号が循環バスとして市内を⾛っていますね。新潟市にお住まいの⽅
はよくご存じでしょうね。

 個⼈的には、「めぞん⼀刻」のほうが好きなんですが。

ね、ね、あれやってよ、

響⼦さ〜ん、好きじゃぁ〜

Re:新潟公演⾏って来ました︕(№3)

5650 選択 カーディガン 2008-03-24 21:04:16 返信 報告

この男も、漫画の設定では、新潟出⾝となっておりますねぇ。
 この漫画が好きな⽅も多いでしょうねぇ。泉⽔さんもその世代ですから、当然、知っている

かと思うのですが。

響⼦さん、好きじゃぁ〜

いえいえ、

                                泉⽔さん、好きじゃぁ〜
 

Re:新潟公演⾏って来ました︕(№3)
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5651 選択 カーディガン 2008-03-24 21:16:08 返信 報告

響⼦さんは、とてもお綺麗な⽅ですが、少し不器⽤な⼈です。運悪く未亡⼈となりましたが、⼀
途な⼈という設定です。

 泉⽔さんも「響」という字をもらったのも、何かこれと理由があるのかなぁ、なんて考えたりし
ますねぇ。

Re:新潟公演⾏って来ました︕(№3)

5656 選択 カーディガン 2008-03-24 21:53:51 返信 報告

新潟公演セットリスト

・揺れる想い 
 ・この愛に泳ぎ疲れても 

 ・IN MY ARMS TONIGHT 
 ・Just for you 

 ・遠い⽇のNostalgia 
 ・Season 

 ・ひとりが好き 
 ・不思議ね… 

 ・I want you 
 ・突然 

 ・君がいたから 
 ・眠り 

 ・素直に⾔えなくて 
 ・少⼥の頃に戻ったみたいに （ゲスト ⼤野愛果さん）

 ・もっと近くで君の横顔⾒ていたい 
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・瞳閉じて 
・あなたに帰りたい 

 ・I still remember 
 ・My Baby Grand 〜ぬくもりが欲しくて〜

 ・⽌まっていた時計が今動き出した
 ・サヨナラは今もこの胸に居ます 

 ・もう少し あと少し… 
 ・こんなにそばに居るのに 

 ・きっと忘れない 
 ・君がいない 

 ・⼼を開いて 
 ・Today is another day 

 ・愛が⾒えない 
 ・マイ フレンド 
 ・Don't you see! 

 ・Oh my love 
 ・グロリアス マインド 

 ・永遠 （ゲスト 徳永暁⼈さん） 
 ・あの微笑みを忘れないで

 ・負けないで

メンバーは、泉⽔さんを⼊れて１２名（うちゲスト２名）

ナビゲーター︓ＦＭ新潟 中村智景さん

※基本的に、公演内容は、昨年の⼤阪フェスティバルホールと武道館で⾏われたもので、「あの微笑みを忘れない
で」のところが変更になっています。昨年は、さらにゲストが３名多く、バンドメンバーも多かったのですが、地⽅
公演のメンバー編成といったところでしょうか。

公演内容は全体的によかったと思いますし、やっぱり⾏ってよかった、と⾔い切れます。⾏かないと絶対に後悔する
と思いました。昨年は、悲しみのあまり、みなさん、ほとんど座っていました。ただ、今回も、盛り上がるのが⽬的
というには、早いのかな、と個⼈的には思います。



「⽌まっていた時計が今動き出した」は、宮城公演ではありませんでしたが、今回はありましたね。
特に、サプライズは、ポカリを除いてないですね。宮城公演でサプライズがあったから、地⽅ごとにあると思ってい
るのかもしれませんが、今回の公演が、昨年の追悼公演を⾒られなかった⽅が全国ツアーをしてほしい、という要望
に応えたという趣旨からすると、地⽅ごとのサプライズは今後もないかもしれませんね。宮城公演で、いい⽇に、サ
プライズを⾒た私はとっても幸運でした。

新潟公演では、新潟の地震のことも話しておりました。リクエスト曲として、ＺＡＲＤの曲が多くリクエストされた
ということを司会者の⽅がお話しておりました。そんな意味でも、司会ができることを光栄だとお話しておりまし
た。私は、地元ではないので、この司会者のかたを存じておりませんが、いい司会をされたと思います。

Re:新潟公演⾏って来ました︕(№3)

5657 選択 カーディガン 2008-03-24 22:02:58 返信 報告

こんなポスターもありました。
 泉⽔さんも幸⼦さんですが、この幸⼦さんは超有名です。

 新潟のヒロイン︖です。
 新潟市の観光⼤使だそうです。

 町⽥に⾏ったときもポスターがありましたが、こちらは地元だけにさすがに扱いが違います。
 お会いできて光栄です(^_-)-☆

Re:新潟公演⾏って来ました︕(№3)

5659 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-03-24 22:41:12 返信 報告

カーディガンさん、こんばんは、
 新潟公演情報、ありがとうございます。

「⽌まっていた〜」を唄ってくれたんですか〜
 いいな〜うらやましいです。（笑）

 それと、⾼橋留美⼦さんの故郷なんですか〜。
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実は、私の携帯の着メロは「♪そんなにソワソワしないで〜」の「うる星やつら」なんです。泉⽔さん、ごめんなさ
い。（笑）千葉が⼤好きなんです。（笑）

 ＨＫ、泉⽔さんのマイカメラはフイルムカメラのようですか。
 泉⽔さんなら、画像にも凝りそうなので、なかなか、デジタルには⾏かなかったのかもしれませんね。

 代々⽊までに予習に勤めてみます。（笑）

Re:新潟公演⾏って来ました︕(№3)

5702 選択 カーディガン 2008-03-25 20:24:27 返信 報告

アネ研さん、こんばんは。

新潟は⾼橋留美⼦さんの故郷ですよ。新潟のお友達などは、みんな知っていますね。有名⼈の
ようです。めぞん⼀刻のファンとしても、知っていないわけにはいかないです。

 もちろん、うる星やつらのほうが先にできたので、うる星やつらも⾒ておりましたが、私に
は、響⼦さんのほうがいいなぁ、と思います。泉⽔さんのように（もちろん、泉⽔さんにはと
ても及びませんが）、素敵な⼥性です。

 うる星やつらは千葉に関係あるんでしょうか︖知りませんでした。

まだ、デジタル⼀眼レフは、最近シリーズが揃ってきておりますので、数年前から持っていたのだとしても、フィル
ムカメラでおかしくはないでしょうね。

 

Golden Best〜15th Anniversary〜初回版

5710 選択 カーディガン 2008-03-25 23:39:05 返信 報告

Golden Best〜15th Anniversary〜初回版

新潟公演のＣＤ販売では、この初回盤は⾒なかったですね。
 初回盤ですから、本当は、もうほとんど売り切れになったようですので、当然、在庫も少な

いのでしょうが。
 しかし、追悼後に、初回盤を再度増産したので、ＣＤ店にはなくても⼊⼿できるようになり
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ましたね。
ＢＧＶの通販で⼊⼿できます。

http://www.bgv.jp/shop/list_shop.php?artist_id=46&cat_id=500&Submit.x=26&Submit.y=7&Submit
=%C1%F7%BF%AE

貴重な映像も多いので、購⼊しました。店頭で初回盤を⾒つけるのは難しいので、通販で購⼊するのが⼿早いでしょ
うね。

 本家の管理⼈さんを⾒習って全てのシリーズを揃えてみました。
 

希望の画像のリクエスト

5672 選択 ⼭茶花 2008-03-25 10:46:38 返信 報告

strayさん、皆さん、おはようございます。

こちたにて、久し振りに画像へのリクエストをします。
 strayさんか、出来れば皐さんに･･････所有されていましたら。

 さわやかな君の気持ちシリーズの画像がありましたら、頂戴できますか︖
 序でに、ZARDの代表曲『負けないで』のシリーズ画像も。

 よろしくどうぞ。
 あと、この画像の、右側の写真の原画、オリジナルバージョンも。

 皐さんが新作として投稿されている加⼯画は、この画像に次いだ加⼯画なんですよね。
 

Re:希望の画像のリクエスト

5688 選択 皐 2008-03-25 15:57:44 返信 報告

⼭茶花さん、こんにちは︕

えっと、まずは“さわやかな君の気持ちシリーズの画像”ですが、右側の3枚でいいんですよね︖
左側は以前所⻑がUPしていましたので…(*^_^*)? 「来年の夏も」の右側も了解しました︕(腕時計を⾒ているキャ
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プ画ですよね︖)
ですが、1つ⾔っておかないといけない事が︕(笑)すべてキャプチャ(映像からの画像)になるので、

 サイズ⼤きくないですよ︖(^⽫^;)(笑)その辺はご勘弁を︕(笑)

http://www.filebank.co.jp/wblink/5702a70843c01ba1759e8875827e26f1

>序でに、ZARDの代表曲『負けないで』のシリーズ画像も。 
 携帯Gに2枚、4thMGに1枚あるので、どの「負けないで」ですか??

 あと、「⽌まっていた時計が…」はCDを持っていないので、私はスキャン出来ません(>_<;)

P.S.別スレで…
 >SP版として帰ってくるドラマがありまして、そのドラマに出てくる主⼈公が⽬的なだけなんですが(笑) 

 そっちですか︕(笑)“ハレルヤチャンス”のことですね(笑)今朝から番宣していましたよね☆ﾐ

Re:希望の画像のリクエスト

5691 選択 ⼭茶花 2008-03-25 16:31:07 返信 報告

皐さんへ
 再びレス返しです。

> えっと、まずは“さわやかな君の気持ちシリーズの画像”ですが、右側の3枚でいいんですよね︖ 
 いえ、さわやかな君の気持ちシリーズ画像は、Being専⽤⾳楽誌に載っている写真の他に、

 存在されているのかなと思いまして、それでお尋ねしてみたわけです。
 > 左側は以前所⻑がUPしていましたので…(*^_^*)? 

 strayさんにスキャンして下さって、それを頂いたことがあります。
 別スレで投稿したさわやかシリーズの画像があるんですが、

 ⾒掛けたことがある加⼯画を保存して、JTrimで切り取って編集したものです。

>>「来年の夏も」の右側も了解しました︕(腕時計を⾒ているキャプ画ですよね︖) 
 はい。腕時計を⾒ている⽅の写真です。

 > ですが、1つ⾔っておかないといけない事が︕(笑)すべてキャプチャ(映像からの画像)になるので、 
 > サイズ⼤きくないですよ︖(^⽫^;)(笑)その辺はご勘弁を︕(笑) 

 映像からのキャプチャはいいですよ。それは結構です。
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 わざわざありがとうございます。
> 携帯Gに2枚、4thMGに1枚あるので、どの「負けないで」ですか?? 

 負けないでは、これもさっき⾔いました、さわやかと同じく、ジャケット写真の他にも、
 写真の原画は存在されているものがあるのかと思いまして。

 それはまた後程、報告いたします。

> あと、「⽌まっていた時計が…」はCDを持っていないので、私はスキャン出来ません(>_<;) 
 了解です。strayさんにお聞きしてみますです。

 > 
> P.S.別スレで… 

 > そっちですか︕(笑)“ハレルヤチャンス”のことですね(笑)今朝から番宣していましたよね☆ﾐ 
 そう︕それそれ(笑)いえ、番宣は⾒てません。

 ･･･と⾔うことは、皐さんもご覧になってたんでしょうか。

ps.ごめんなさい･･･まったくもって関係ない話まで、当サイトに持ち込んでしまいましたm(_ _)m
 あまりにも嬉しくてつい･･･

 

⼭茶花さんへ♪

5692 選択 皐 2008-03-25 16:43:08 返信 報告

>いえ、さわやかな君の気持ちシリーズ画像は、Being専⽤⾳楽誌に載っている写真の他に、 
 >存在されているのかなと思いまして、それでお尋ねしてみたわけです。 

 なるほど︕(笑)他にもあると思いますよ☆ﾐ私も持っていないので、興味ありますね♡(笑)

>はい。腕時計を⾒ている⽅の写真です。映像からのキャプチャはいいですよ。それは結構です。 
 こちらは合っていたようで良かったです︕(笑)

>負けないでは、これもさっき⾔いました、さわやかと同じく、ジャケット写真の他にも、 
 >写真の原画は存在されているものがあるのかと思いまして。それはまた後程、報告いたします。 

 きっとあると思いますが、私は⼒になれそうもありませんね(>u<;)ゞですが、⼀応詳細報告をお待ちしてますね(笑)

>> そっちですか︕(笑)“ハレルヤチャンス”のことですね(笑)今朝から番宣していましたよね☆ﾐ 
>そう︕それそれ(笑)いえ、番宣は⾒てません。･･･と⾔うことは、皐さんもご覧になってたんでしょうか。 
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 はい︕⾒ていましたよ(o^∇^o)最終回もバッチリ拝⾒しました!!(笑)今夜も楽しみですね〜♪♪

P.S.関係のない話をしても、所⻑は⼼の広い⼈なのできっと怒りませんよ♡

⼭茶花さんへ♪

5700 選択 stray 2008-03-25 20:01:33 返信 報告

こんばんは。

画像リクエスト、久しぶりってほどでもないですよ（笑）。
 あいにく私は明⽇から出張で、画像探ししている暇はないので、

 帰ってきてから週末にゆっくり探しますので、少々お待ちください。

”ハレルヤチャンス”って何だか知りませんが（笑）、どうぞどうぞ（笑）。
 そんなことで怒りはしませんので（笑）。

 

Re:⼭茶花さんへ♪

5703 選択 ⼭茶花 2008-03-25 21:12:50 返信 報告

strayさん、こんばんは。

> 画像リクエスト、久しぶりってほどでもないですよ（笑）。 
 実はそうなんですよね。

 > あいにく私は明⽇から出張で、画像探ししている暇はないので、 
 > 帰ってきてから週末にゆっくり探しますので、少々お待ちください。 

あら、そうなんですか。お仕事⼤変なんですねー。
 特に焦りませんので待ってます。

> ”ハレルヤチャンス”って何だか知りませんが（笑）、どうぞどうぞ（笑）。 
 “ハレルヤチャンス”とは、主⼈公がドラマの中でポーズを取るシーンがあるんですよ(笑)。

> そんなことで怒りはしませんので（笑）。 
 ですね。
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迷わない笑顔で☆ﾐ

5645 選択 皐 2008-03-24 19:31:49 返信 報告

みなさん、こんばんは︕早くも新しい加⼯画が完成しました☆ﾐ
 本⽇は「さわやかな君の気持ち」編です♪

私事になるんですが、今⽇はとっても“さわやかな気持ち”なんです(笑)
 お昼から意味もなくショートケーキまで作ったりと…(笑)

 季節的にも暖かい⽇が多くなって、清々しい気分になりますよね︕
 なので、「来年の夏も」に続き、今回も⾃分の⼼境と重なっていたりしてます(笑)

皆さまは最近どんな“気持ち”で過ごしていますか︖(*^u^*)

Re:迷わない笑顔で☆ﾐ

5649 選択 stray 2008-03-24 21:00:37 返信 報告

皐ちゃん、こんばんは︕

早くも新しい加⼯画ですか︕ハイペースですねぇ（笑）。
 別スレのレスですが、やっぱり皐ちゃんは、われわれ（誰と誰だっちゅうの︖）が思ったとおり、

 泉⽔さん似のカワイイ⼥性だったんですねぇ︕（笑）

今⽇の作品は題名どおり「さわやか」ですね♪
 眩しいほどの陽を浴びて、春というより初夏を思い浮かべる曲です。

 そっか、皐ちゃんのところはもう初夏みたいなものなんだ︕（笑）

なんだか浮かれてますね（笑）。何かいいことあったのかな〜。
 意味もなく作ったショートケーキ、⾷べてないなら会議室に差し⼊れしていいから（笑）。

ケーキ⾷べたい︕
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5652 選択 シヴァ 2008-03-24 21:36:13 返信 報告

皐さん、こんばんは︕

今回は春らしい、優しくて柔らかいイメージですね。
 眺めていると、なにか疲れがとれてゆくような・・。
 この写真では泉⽔さんが珍しくマニキュアをしてますけど、あってもなくてもすっごく綺麗ですよね︕

> お昼から意味もなくショートケーキまで作ったりと…(笑) 
 ケーキを作れるなんてすごいですね︕⽢いものは⼤好きなので⾷べたくなってしまいました︕イチゴも今が旬ですし

ね︕

私は⾃炊してますけど、簡単なものしか作れません。
 カレーとかヤキソバ、オムライスなどなど・・。

 唯⼀、リンゴの⽪むきなら⾃信があります︕綺麗に⽪をつなげてむくことができます︕
 私は泉⽔さんと同じで（←強調︕︕）、右利きと左利きが混ざっているのですが、左⼿で包丁を持ってリンゴの⽪む

きをさせたら、⼤体の⼈に勝つと思います︕
  

> 皆さまは最近どんな“気持ち”で過ごしていますか︖(*^u^*) 
 最近は暖かくなってきたのでウキウキしています。

 こないだも梅の花を⾒に、あるお城に⾏ってきました。もう少ししたら、桜を⾒るために舞台が有名なお寺に⾏くつ
もりです。

 近くにある植物園でチューリップが咲いたら、そこも⾏くつもりで〜す。
 

Re:迷わない笑顔で☆ﾐ

5658 選択 miho 2008-03-24 22:15:36 返信 報告

皐さんこんばんは。

かわいいですね♪画像が春らしいですね♪

この曲…最近聞いてなかったので…今聞いています。
 さわやかな気持ちの時とかに聞くといいですよね♪

https://bbsee.info/straylove/id/5645.html?edt=on&rid=5652
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5652
https://bbsee.info/straylove/id/5645.html?edt=on&rid=5658
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5658


>皆さまは最近どんな“気持ち”で過ごしていますか︖(*^u^*)

私は今⽇修了式がありました。クラスが離れるのがさみしい気持ちです。
 すごく楽しいかったクラスだったので離れたくないと思っています。

 新学期が始まったら、頑張っていきたいと思っています。もう受験⽣にもなるので頑張りたい気持ちです!!

画像保存させていただきますね!

Re:迷わない笑顔で☆ﾐ

5661 選択 saki 2008-03-24 22:56:13 返信 報告

 
 
来ましたね、負けず嫌いの皐さん︕

今⽇は、⾚ちゃんもおりこうさんにしてたので、私もいい気分でした。
 でも、さっき旦那様から叱られちゃった・・・

お友達から伝⾔を頼まれていたのをすっかり忘れていて、気が付いたときは、
 約束の時間がすっかり過ぎてしまっていて、「もっと早くいえ︕」って怒鳴られたので、

 早⼝⾔葉みたいに、頼まれた伝⾔を早⼝で⼀気に⾔ってやりました。
 「その早くじゃない」ってあきれていました。 しめしめ(^.^)v

画像は、皐さんの写真ですよ〜みなさ〜ん皐さんは、こ〜んな感じの⼈ですよ〜。
 坂井さんに似ていると⾔うプレッシャーを皐さんにも差し上げます。

                それでは、⾵⼩娘sakiでした。

Re:迷わない笑顔で☆ﾐ

5662 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-03-24 23:09:29 返信 報告

皐ちゃん、こんばんは、
 al「⽌まっていた〜」を、引っ張り出して「さわやかな〜」を聴きながら観ちゃいました。（笑）
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さわやかな感じが伝わってきますね。
春になって、泉⽔さんもマニキュアして、どこか遊びに⾏きそうですね。（笑）

皐ちゃんの作ったショートケーキに、泉⽔さんのもってた葉っぱは乗せてないっ︖
 皐ちゃんと、泉⽔さんがコンラン中です。（笑）

素敵︕

5665 選択 チョコレート 2008-03-24 23:52:29 返信 報告

皐さんへ:
 こんばんは。お久しぶりですね、チョコレートです。

 ちょっと今⽉は私⾃⾝がドタバタしておりまして、なかなか掲⽰板に投稿することが出来ませんでした。
 皐さんの作品だけは毎回拝⾒させていただいておりましたが・・コメントまではできず、すみませんでした。

 でも、今⽇は「さわやかな君の気持ち」なので、ちょこっとだけコメントさせてくださーい︕

この曲、発売された当時は特別好きという感じではありませんでしたが、実は最近、⼤好きなんです。
 特に・・Brezza di mare に収録されている、ギターがキコキコいうあのバージョンがたまらなく好きです。

 雲ひとつない⻘空を⾒上げながら、のんびり聴きたいなぁ〜。
 この作品に使われている画像・・すべて、私は初めて⾒るような気がします。

 この曲のときの泉⽔さんって、どれもすごくさわやかで素敵ですね︕
 イメージのままという感じがします。ありがとうございました。しばらく、PCの背画像にさせていただきます︕

 ハイペースで加⼯画の発表をされていますが、季節の変わり⽬ですから体調を崩されませんように。
 でもでも、また次作も期待してま〜す︕

Re:迷わない笑顔で☆ﾐ

5670 選択 ⼭茶花 2008-03-25 10:07:41 返信 報告

皐さん、おはようございます。

> 本⽇は「さわやかな君の気持ち」編です♪ 
 早くも新作加⼯画が完成されたんですね︕『来年の夏も』に続いて爽やかです。爽やかなイメージの画像ですよ。
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ケーキまでも拵えていたんですか。そこまで何か良いことがあったんですね。
 
> 皆さまは最近どんな“気持ち”で過ごしていますか︖(*^u^*) 

 私は別の事でさわやかな気持ちになっています。
 テレビのことで、実は今夜、嬉しいことがあるんですよ♪♪あ、勘違いしないで下さい。別にZARDとはまったく関係

ありませんので(笑)
ヒントは、フジ系で放映されます⼈気ドラマです(笑)

 

Re:迷わない笑顔で☆ﾐ

5671 選択 stray 2008-03-25 10:24:09 返信 報告

皆さんこんにちは︕
 sakiさんのレスを読んで、朝から⼤笑いしちゃいました（笑）。

シヴァさん、私はカレー、ヤキソバ、オムライスはもちろんのこと、
 チャーハン、ラーメン、ざるそばも得意です（笑）。

 ”桜を⾒るために舞台が有名なお寺”・・・桜の写真を是⾮アップして下さいね︕

sakiさん、⾒事な切り返しですね︕ sakiさんの⼀本勝ち︕（笑）

mihoさん、こんにちは。
 mihoさんは⾼校⽣でらしたんですね︕ 受験勉強、たいへんそう…（笑）。

 「こんにちは」＆「こんばんは」は、「わ」じゃなくて、「は」なので、
 今のうちに直しておいて下さいね（笑）。

 『こんにちわ』撲滅委員会
 http://park15.wakwak.com/~o0o0o0o0/bokumetsu/

チョコレートさん、こんにちは。
 皐ちゃんに代わって説明しますが（笑）、右側の3枚はたぶんPVのキャプチャで、

 左側の⼤きいのはJ*GMという雑誌です（皐ちゃんが左右反転させてます）。
 以前、⼭茶花さんからのリクエストで、スキャン画像をアップしてますので、
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ご⾃由にお取り下さい（笑）。
http://bbsee.info/straylove/id/2574.html

たしか過去スレにあったと思いますが、この号のインタビュー記事
 （「さわやかな…」レコディング秘話）は必⾒ですよ︕

Re:迷わない笑顔で☆ﾐ

5675 選択 miho 2008-03-25 12:07:35 返信 報告

strayさんへ
 はじめまして。こんにちは〜。

> mihoさんは⾼校⽣でらしたんですね︕ 受験勉強、たいへんそう…（笑）。

まだ⾼校⽣ではありません。中学2年⽣です。もうすぐ3年⽣になります。

> 「こんにちは」＆「こんばんは」は、「わ」じゃなくて、「は」なので、 
 > 今のうちに直しておいて下さいね（笑）。 

 > 『こんにちわ』撲滅委員会 
 > http://park15.wakwak.com/~o0o0o0o0/bokumetsu/ 

 教えてくれてありがとうございます。
 直しておきました。これからはちゃんと読みなおしておかなくては・･･･

mihoさんへ

5679 選択 stray 2008-03-25 12:51:02 返信 報告

こんにち『は』〜（笑）

早くも直していただいて、嬉しいですね︕
 mihoさんは中学⽣でしたか︕ ビックリ＆それは失礼しました。

 akiちゃんより１つ下ですね。最年少記録更新です︕（笑）
 嬉しいですねぇ、中学⽣のZARDファンが、こうして書き込んでくれるなんて。

 今後ともどうぞよろしくお願いします︕ね♡

https://bbsee.info/straylove/id/5645.html?edt=on&rid=5675
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5675
https://bbsee.info/straylove/id/5645.html?edt=on&rid=5679
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5679


Re:迷わない笑顔で☆ﾐ

5680 選択 xs4ped 2008-03-25 12:51:30 返信 報告

皐ちゃん、こんにちは。

さわやかなイメージの画像と歌詞がピッタリでいいですね〜(^_^)
 > 季節的にも暖かい⽇が多くなって、清々しい気分になりますよね︕ 

 こちらも、⽇に⽇に春を感じる季節になって来ましたよ〜。
 皐ちゃんの所はもう初夏という感じでしょうか︖

 桜はもう終わっちゃった︖
 > 皆さまは最近どんな“気持ち”で過ごしていますか︖(*^u^*) 

 最近、急がし過ぎて時間(余暇)がもっと欲しい“気持ち”です。
 Liveの余韻に浸ってる暇も無い程です。(涙)

PS.
 mihoさん、はじめまして。

 中学⽣のZARDファンが増えて嬉しいです。
 泉⽔さんも、きっと喜んでくれていると思います。

 これからも宜しくお願いします︕

みなさん、レスありがとうございます☆ﾐ

5682 選択 皐 2008-03-25 13:21:29 返信 報告

所⻑へ︓
 こんにちは︕加⼯画は春というより、またまた初夏という感じになってしまいましたね

(笑)
 ですが「さわやかな君の気持ち」ということで、清々しい雰囲気が出ていれば幸いです(o

≧ω≦o)☆ﾐ
 昨⽇はすごく気分が良かったんですが、特別良い事があったわけじゃないんですよ(*^o^

*)理由なく“さわやかな気持ち”でした(笑)
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ところで、所⻑は料理が出来るんですね︕(o'∇'o)すごい︕⽗親、旦那様が料理を作るのって理想です☆ﾐ
P.S.私は泉⽔さんに全然似てないですよ〜(笑)“お世辞”で⾔われた事があるだけですね︕(笑)

シヴァさんへ︓
 こんにちは〜☆新しい加⼯画では“疲れが取れていく”ような癒し効果が出ていれば嬉しいですね(*^∇^*)

泉⽔さんの表情がまたホッと和ませてくれますね(*^u^*)
ところで︕シヴァさんはお料理が出来るんですね︕私はケーキ類は作れても、料理をまったくしないので、スゴイな
ぁって思います(笑)
リンゴの⽪むきは左⼿でやると上⼿くいくようですね☆ﾐ負けず嫌いの⾎が騒ぎます!!(*≧∇≦*)(笑)

 さて、最近温かくなってきたので気持ちも晴れやかになりますよね♪♪桜の季節もあとちょっとなので、楽しみです
ね︕

mihoさんへ︓
 こんにちは︕今回の加⼯画も気に⼊って頂ければ幸いです(*^∇^*)ありがとうございますね︕

 「さわやかな君の気持ち」は歌詞はもちろんのこと、メロディーも清々しい気分になっちゃいますよね☆ﾐ私はよく聴
く歌になります♪♪

 ところで、mihoさんは昨⽇修了式があったんですか☆ﾐ クラスが離れるのは淋しいですよね(≧_≦)
 私よりかなり年下だと知って驚きました︕(笑)しっかりしてますね☆ﾐ

 それでは︕受験⽣になるとの事なので、「負けないで」を聴きながら頑張ってください︕応援しています︕︕☆ﾐ

⾵⼩娘sakiさんへ︓
 こんにちは(o^∇^o)“負けず嫌い”が騒いでしまいました〜(笑)xxxさんも「おっ︕来たなっ」って⾔ってるかもしれ

ませんね︕(笑)
 昨⽇は⾚ちゃんもおりこうさんでいたんですね(*^u^*)今⽇もそうであって、sakiさんがいい気持ちでありますよう

に♪♪
 ですが、旦那様から叱られちゃったようで…(笑)「もっと早くいえ︕」への対応、すごくナイスだと思いますよ!!(*≧

∇≦*)d
 私も将来同じ事が起きたらそう⾔おうかな︕(笑)

 ところで、私泉⽔さんに似てないですから!!(笑)⾔われた時はお世辞でも喜びましたが、今はかなり恐れ多いですね
(^⽫^;)(笑)



アネ研さんへ︓
こんにちは︕「さわやかな君の気持ち」を聴きながら⾒てくれたんですね☆ﾐありがとうございます(o^∇^o)

 “爽やかさ”が伝われば嬉しいです♪画像の泉⽔さんはマニキュアをしていて珍しいですね︕春は遊びたくなりますもん
ね〜(笑)

 さて、昨⽇作ったショートケーキには“葉っぱ”じゃなく、刻んだチョコを乗せましたよ(*^∇^*)(笑)
 あ、やっぱり“ミントの葉っぱを乗せた”って⾔ってコンランさせようかな︕(笑)

Re:みなさん、レスありがとうございます☆ﾐ②

5683 選択 皐 2008-03-25 13:21:52 返信 報告

チョコレートさんへ︓
 こんにちは︕今⽉はドタバタしていたんですね(’o’;)そんな中で私の加⼯画を⾒ていてくださってありがとうございま

す︕(o≧ω≦o)
 レスは全然気にしなくてもいいんですよ〜︕ですが、今回忙しい中コメントをくださって嬉しいです☆ﾐ

 「さわやかな君の気持ち」はチョコレートさんのお気に⼊りソングになるんですね︕私も好きですよ〜(o^∇^o)♪♪
 今作品で使った画像は初めて⾒たかもしれないとのことなので、楽しんで頂ければ幸いです︕

 所⻑が載せているURL先で元画をGETできますよ(*^u^*)PCの壁紙、そして“イメージのまま”だと⾔って頂けて嬉し
いです(o≧∇≦o)

⼭茶花さんへ︓
 こんにちは☆早くも新加⼯画が完成いたしました︕『来年の夏も』に続いて、爽やかなイメージが伝われば嬉しいで

すね(*^u^*)
 昨⽇はケーキを作っていたんですが、何か良い事があったからとかじゃないんです(笑)

 時々“無性に何かしたくなる”ことがあるので、昨⽇はそんな⼀⽇だったんですよね♪♪(笑)
 ところで、⼭茶花さんは昨夜“さわやかな気持ち”だったんですね︕例の⼈気ドラマの最終回でしょうか︖☆ﾐ

xs4pedさんへ︓
 こんにちは︕歌詞と画像のイメージが合っていれば光栄です(*^u^*)寺尾さんからのOKはすごく嬉しいですね︕

(笑)
 “半袖だと凍死”しちゃいそうなxs4pedさんお住まいの地でも、春らしさが巡ってきたようですね♪♪

 私のところは、さすがに初夏という感じではありません(笑)でも、春の匂いというか、らしくなってきましたね(*^u
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^*)
ところで、xs4pedさんは忙し過ぎて⼤変なんですか(笑)余韻に浸るヒマもないとは…ハードスケジュールですね(>_
<;)

 くれぐれも、体調を崩さないよう頑張ってください︕︕

Re:みなさん、レスありがとうございます☆ﾐ②

5687 選択 ⼭茶花 2008-03-25 15:51:18 返信 報告

皐さんへ
 こんにちは。

  
> こんにちは☆早くも新加⼯画が完成いたしました︕『来年の夏も』に続いて、爽やかなイ
メージが伝われば嬉しいですね(*^u^*) 

 あの加⼯画からは“爽やかさ”伝わっていますよー
 でも本当の爽やかさなんて、DEENの池森秀⼀の笑顔には勝てないだろうと思いますが(爆)

> 昨⽇はケーキを作っていたんですが、何か良い事があったからとかじゃないんです(笑) 
 > 時々“無性に何かしたくなる”ことがあるので、昨⽇はそんな⼀⽇だったんですよね♪♪(笑) 

 なるほど。そう⾔うことだったんですか。

> ところで、⼭茶花さんは昨夜“さわやかな気持ち”だったんですね︕例の⼈気ドラマの最終回でしょうか︖☆ﾐ 
 昨夜ではなくて、今⽇が何となくそんな気持ちがするだけなんですよ。

 SP版として帰ってくるドラマがありまして、そのドラマに出てくる主⼈公が⽬的なだけなんですが(笑)

Re:迷わない笑顔で☆ﾐ

5695 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-03-25 17:28:09 返信 報告

皐ちゃん、こんばんは︕

またもや、⻲レスでゴメンね・・・（苦笑）。
 そうそう、⻲で思い出したけど、家の⻲も冬眠から⽬覚めました︕（笑）
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⽇曜⽇に⽔替えと、今年初めてのエサをやりましたよ︕
桜も咲いたし、もうすっかり春なんだねぇ（笑）。

 って、あららっ・・・、話が逸れたね（汗）。

曲のタイトル通りの、さわやか「作品」ですね（笑）。
 陽射しが気持ちよくて眠くなりそう・・・（笑）。

 左側の画像は、ジャケ写で有名になった”反転”してます︖（笑）
 全然元画に⼼当たり無い物だから、どんな加⼯したのか分かりませんが、

 陽射しの当たり加減なんか素晴らしいですね︕

あぁ〜、皐ちゃんお⼿製のケーキ⾷べたい︕︕
 （⌒Ｐ⌒）美味そ〜︕（笑）

Ｐ.Ｓ. 皐Gの更新しましたよ︕ 可能だったら（苦笑）、確認してね♡
 

みなさんありがとうございます。

5697 選択 miho 2008-03-25 17:54:54 返信 報告

strayさんへ
 > 嬉しいですねぇ、中学⽣のZARDファンが、こうして書き込んでくれるなんて。 

 > 今後ともどうぞよろしくお願いします︕ね♡

こちらこそよろしくお願いします!!

皐さんへ
 >私よりかなり年下だと知って驚きました︕(笑)しっかりしてますね☆ﾐ

ありがとうございます。ふざけてしまうこともありますが･･･（笑）

xs4pedさんへ
 はじめまして!!

>中学⽣のZARDファンが増えて嬉しいです。
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私の学校にはZARDファンがいなくて残念なのですが、親戚にはいます。親戚はまだ知らないところがたくさんある
のでたくさん教えたいと思っています。

 ZARDは初めて好きになった⼈なので⼤⼈になってもずっと⼤切にしていきたいと思います。

泉⽔さんが教えてくれた、⾔葉を⼤切にしていきたいと思っています。
 

部⻑へ♪

5698 選択 皐 2008-03-25 19:11:53 返信 報告

こんばんは︕
 部⻑の⻲は冬眠から⽬覚めたんですか︕…えっ!?今年初めてのエサやりって…??(笑)

 私もカメを飼っていた時期があったんですが(⾔いましたっけ︖(笑))
 冬でもエサは⾷べてましたよ(◎’□’◎)(笑)あ、だから甲羅からお⾁がはみ出ていたのか…(笑)

私もカメトーク(笑)してしまいましたが、加⼯画の⽅は曲名通り“さわやか”な出来であれば幸いです(*^u^*)
 左側の画像はジャケ写で有名な“反転”をしました︕(笑)出来る画像と出来ない画像があるんですが、

 この写真は“反転できる”タイプだったんですよね♪♪
 それでは︕感想と更新をどうもありがとうございました(o^∇^o)

P.S.ケーキは⼀応“好評”だった(笑)ので、いつかZ研のみなさんにも⾷べてもらいたいですね〜☆ﾐ(笑)
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ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [5676]新潟公演⾏って来ました︕へのレス有難う御座いました。(1) [5621]お礼(9) [5655]●● 翼を広げて CM 第１弾
●●(0) [5631]質問(3) [5638]●● 3/19のMU-GEN ●●(2) [5598]質問ですが(9) [5599]新潟公演⾏って来ました︕(№1)(4) [5
601]新潟公演⾏って来ました︕(№2)(2) [5608]翼を広げて/愛は暗闇の中で CM解禁(0) [5590]⽇テレ スッキリ︕(2)

新しい話題を投稿する
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新潟公演⾏って来ました︕へのレス有難う御座いました。

5676 選択 xs4ped 2008-03-25 12:12:04 返信 報告

皆さん、こんにちは。

新潟公演⾏って来ました︕へのレス有難う御座いました。

attiさん
 >ついつい、お財布の中から、紙幣を取り出してしまいますね。 

 全くその通りですね。完全に予算オーバーです。(笑)
 >スクリーンサイズは、下記の動画で、横浜公演は 
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>350インチであったと。新潟は何インチだったのでしょうかね。 
私は今回初めてなのでスクリーンがチョット⼩さく感じましたが、hyperさんに聞いてみた所、

 他も同じとの事でした。

strayさん
 >サプライズがなかったようで残念でしたが、グッズはスムーズに購⼊できたようですね。 

 >購⼊者が少なかったのか︖（笑） 
 ２階席の⽅はサプライズでしたね。１階席に移動になったので・・・(笑)

 MWV(本家)さんは、当⽇券でなんと前から６列⽬だったようです。
 えっ、嘘〜 私と同じ列。当⽇券で・・・(ノ゜⊿゜)ノ

 「翼を広げて/愛は暗闇の中で」の発売紹介が有ったので「サプライズ」か︖と思ったら紹介だけで終わったのは残念でした。
(涙)

 まっ、ポカリが貰えたので良しとしましょう︕(笑)
 次回以降もポカリは出るかも知れませんね〜

 その後も続けば、夏頃にはポカリのタイアップ(未公開曲)も有るかも知れませんね。期待しましょう︕
 グッズ(１回⽬)は早めに並んで購⼊しておいたので、スムーズに購⼊で来ましたが、Live終了後(追加分)はゴッタ返していま

したね。
 １５番のポスター(揺れる想いLive Ver.)は売り切れましたね。

 １回⽬で購⼊しておいて良かったです。此れだけは絶対外せない品だったので。(^_^)
 オルゴールとマフラーは、既に売り切れ状態で購⼊出来なかったのが残念です。(涙)

 >トイレに⽴ったものの戻れなかった⼈たちだったのですねぇ（笑）。 
 そう⾔う事は前もって⾔って欲しいですよね〜(笑)

 でも、お陰で会場全体を⾒渡す事が出来たので、ある意味良かったかも︖
 >5/27の代々⽊でもう⼀度感動を新たにしたと思っています︕ 

 私も⼜、⾏きたくなりましたが、5/26⽇は⽗の⽉命⽇で27⽇は町内(会)のお祭りなので⾏けません。(涙)
 お祭りと命⽇(⼀周忌)が同じ⽇なので、私にとっては⽣涯忘れられない⽇になってチョット複雑な気持ちです。

Re:新潟公演⾏って来ました︕へのレス有難う御座いました。

5677 選択 xs4ped 2008-03-25 12:15:05 返信 報告
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カーディガンさん
>私も⾏って来ました。東⽇本での公演も新潟で締めなので、ぎりぎりの⽇程ですが、⾏って来ました。 

 カーディガンさんも来てたんですね。
 前もって分かっていれば、お会い出来たかも知れないのに残念でした。

 オリジナル名刺渡せなかったですね〜(笑)
 >泉⽔さんのカメラはこんな感じだったと思いますが。 

 Nikon製でしたが、機種までは分かりませんでした。カメラはフィルムカメラみたいでしたね。
 >xs4pedさんは、追悼コンサートとしては、初めてでしょうから、想いも格別でしょうねぇ。 
 私にとっては初めてのZARD Liveで、初めての映像が⼀杯でとても感動しました︕（*^_^*）
 「揺れる想い」が始まる直前からチョットウルウル状態でしたね。(涙)

 >新潟は、⼀般枠でとりました。よくとれたなぁ、残っていたなぁ、というかんじです。完売していましたので。 
 えっ、そうなんですか︖

 MWV(本家)さんは、当⽇券でなんと前から６列⽬だったそうですよ。
 当⽇券で私と同じ列(前から６列⽬)とはビックリしましたが・・・(ある意味サプライズです)

 カーディガンさんはどの席だったんでしょうか︖
 >いきなり「こんなにそばに居るのに」でスタンディングした⽅がちらほらと・・・。 

 「もう少し あと少し・・・」後、メンバー紹介との事でhyperさんに聞いていたので、我慢出来ずトイレへ⾏こうと
席を⽴ったら、

 同時にスタンディングがチラホラ「こんなにそばに居るのに」。えっ、嘘〜って、感じでした。(笑)
 その後、席に戻ろうとしたら、係りの⼈に呼び⽌められ、次のアナウンスまで戻らないで下さいと⾔われ、

 仕⽅なく、暫く後ろの通路でスタンディング応援(⼿拍⼦)してました。「きっと忘れない」〜「Don't you see! 」ま
で。

 この事も「きっと忘れない」(笑)

PS.
 カーディガンさんフォロー有難う御座いました。

皐ちゃん
 >でも、通路でスタンディング応援していたというお話はちょっと感動ですね。 

 これは席に戻れなかったので、仕⽅なく通路でスタンディング応援していたのです。(笑)
 でも、お陰で会場全体を⾒渡す事ができ、⼜、会場全体の雰囲気も掴めて、ある意味良かったです。



 
>xs4pedさんのツッコミが⾯⽩いおかげもあって(笑)、内容がすごく伝わりましたよ♪♪ 
⾯⽩い内容が伝わって良かったです。(笑)

 でも、私としては⼀応、感動のレポートのつもりで書いたのですが・・・
 ⾊々、アクシデントが有ったので、こういう感じになってしまいましたね〜(笑)

 

お礼

5621 選択 ⿊杉 2008-03-23 22:28:02 返信 報告

すみません。お邪魔いたします。
 私は丁度、「Promised you」の辺りから、zardの動向が気に掛っていた(本格的には坂井さんが旅⽴たれてから)のファン新

参者なのですが、You Tubeの⽅で「zard研究所」の御名前を何度も拝⾒し、興味を覚えてこちらのサイトを覗かせて頂いたの
ですが、いや〜、皆さんレベルが⾼すぎて、ついていけません。

 以前の会話を遡って、何とか話についていこうと思ったのですが、その過程で、貴重な船上LIVEの頃の映像をDLさせて頂きま
した。ありがとうございます。

 そこで、どなたか船上LIVEのDVD化、なんて話ご存じないですか? いくらでも買う! と仰っていた⽅がいましたが、同感で
す。

 

⿊杉さん、ようこそ︕

5625 選択 stray 2008-03-23 22:50:53 返信 報告

はじめまして、所⻑のstrayです。

いえいえ、ぜんぜんレベルが⾼くなんかないです。
 ⼤きな謎でも、⼩さな謎でも、果敢に挑んでるだけですので（笑）、

 興味あるスレがあったら、是⾮書き込んで下さいね︕

船上LIVEのDVD化は、WEZARDに直接メールした⼈の話によると、
 「今のところその予定はない」という回答だったそうです。
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私もDVD化を熱望しているのですが…。

お⾔葉に⽢えまして、質問です。

5630 選択 ⿊杉 2008-03-24 07:19:04 返信 報告

所⻑のstray様、早速のご返信ありがとうございます。

> 船上LIVEのDVD化は、WEZARDに直接メールした⼈の話によると、 
 > 「今のところその予定はない」という回答だったそうです。 

 > 私もDVD化を熱望しているのですが…。

そうだったのですか。直接掛け合った⽅までいらしたとは、やはり動く坂井さんは魅⼒的ですよね。残念ですが、私
もWEZARDにアプローチしつつ、気⻑に待ちたいと思います。

話は変わるのですが、stray所⻑さんにお尋ねしたいことがあります。

stray所⻑さんのコメントだったと思うのですが、「坂井さんは仮歌を英語で吹き込んでいた」というお話を拝読し、
なるほど、と思いました。だから、グロリアスマインドはサビ以外英語なのか、と。

 ですが、納得したと共に、少し驚きでした。

坂井さんは常に、仮歌は英語で吹き込まれていたのでしょうか? 

⾳楽に関して素⼈の私には、英語で歌うのと、⽇本語で歌うのとでは、感覚が全然違うのではないかと思うのです
が…

 それとも、⾳楽業界では、こういったことは珍しくないのでしょうか?
 stray所⻑さん、坂井さんがいつ頃から英語で仮歌を浮き込まれるようになったのか、また、その訳もご存じでした

ら、ぜひ教えて下さい。

私の疑問は、ひょっとしたらZARDファンの皆さんなら周知の事実なのかもしれませんが、すみません。私の坂井さ
んに対する「知識」とでも申しましょうか、さしてZARDファンでもない⼀般の⼈に⽑が⽣えた程度のレベルですの
で、よろしくお願いします。

Re:お⾔葉に⽢えまして、質問です。

5632 選択 stray 2008-03-24 12:17:53 返信 報告
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⿊杉さん、こんにちは。

私は⾳楽製作とは無縁のド素⼈で、”英語で仮歌”は製作スタッフが
 「グロリアス マインド」発表時に明かしたものを紹介したものです。

 未完成の曲を世に出すことの⾔い訳も含んでるかも知れないので
 100%鵜呑みにできませんが、「永遠」の例もあるので、信⽤して

 よいかと思います。以下は、私の想像・推測としてお読み下さい。

泉⽔さんは、曲のデモテープを聴いて、その中から気に⼊った曲を
 セレクトしていたようです（これは本⼈の談話があります）。

 普通は詞が先に出来ているので、作曲家が⾃ら歌を吹き込んたデモ
 テープになるのでしょうが、ZARDの場合、作曲家が適当な歌詞を
 作ったり、あるいはハミングや♪ラララ〜でごまかしたりして、

 メロディラインが解るようにしたのではないかと。栗林さんや⼤野
 さんのアルバムは英語の詩が多く、漠然とですが、そう感じます。

実際に仮歌当時の歌詞があるかと⾔われると、ないと思います（笑）。
 栗林さんのアルバムに、栗林さん作詞の「君がいない」のショートver.
 がありますが、歌詞は⽇本語です。

ZARD曲は、タイトルが英語の曲が数多くあります。
 「promised you」の

  ♪ Remember I'll always be true
   promised you so special one for me ♪

 この部分は、英語の仮歌がそのまま残った例なんじゃないかと勝⼿に
 推測しています。私はこの「special one for me」の部分が⼤好き

 なのですが（笑）、英語のほうが絶対響きがいいですよね︕
 ⽇本語で表現しにくいフレーズを、うまく英語で表現しているなぁ、

 と感⼼しながら、”英語の仮歌”を想像してみるのも、⼄な楽しみ⽅
 かも知れませんね。

Re:お⾔葉に⽢えまして、質問です。



5636 選択 yan 2008-03-24 17:20:17 返信 報告

⿊杉さん初めまして。
 >いくらでも買う! と仰っていた⽅がいましたが、同感です。 

 いくらでも買うと⾔ったyanと申します（笑）

⼀般的に仮歌を英語で歌う⽅は多いです。英語といっても⽂法も意味もまったくデタラメで雰囲気だけの英語です。
 理由は推測ですが、⽇本語だと意味がはっきりわかってしまうのである程度まともなこと書かないといけないから、
 意味がわかりにくい英語のほうが楽、

 あるいはメロディーが洋楽的なものが多く英語のほうが当てはめやすい、などが考えられます。

ただ泉⽔さんがなぜ、いつごろからということまではわかりません。すいませんm(__)m

楽曲の制作過程についてはstrayさんのおっしゃる感じでよいと思います。

ただ
 >普通は詞が先に出来ているので、 

 とありますが今はほとんど曲先ですよ〜（笑）

>実際に仮歌当時の歌詞があるかと⾔われると、ないと思います（笑）。

ちょっと話がそれちゃうんですけど、泉⽔さんはひとつの曲の中で⾔いたいことをまずメモ⽤紙とかに何枚もびっし
りたくさんの詞を書いて、その中から実際に使う部分を選んでいたそうです（全曲そうなのかはわかりませんが）。

 だから仮歌はないと思いますが、その⼤元の詞は残っている曲もあるんじゃないかな〜と。まったく想像ですけど
（笑）

 訃報後に部屋から⾒つかった未発表の詞の映像の中で、
 何かの曲と同じ歌詞を⾒た気がするんですよね。

 もしかしたらその曲の⼤元の詞だったのかも…︖
 

yanさんへ

5641 選択 stray 2008-03-24 18:34:51 返信 報告

こんばんは、専⾨家のフォロー助かりました︕（笑）
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「意味がわかりにくい英語のほうが楽」というご説明に、同感・納得です。
が、「今はほとんど曲先ですよ〜（笑）」って、そうなんですか︕︕（笑）

詞があって、そのイメージに合ったメロディを付けるというのが常識かと思ってました。
 演歌だけ︖（笑）

 前に織⽥哲郎さんが「負けないで」に関して、”これは曲が先に出来た”と、
 織⽥さんにとってはイレギュラーな曲制作だったことを暗に⾔ってたので、そう思うのですが。

> >実際に仮歌当時の歌詞があるかと⾔われると、ないと思います（笑）。 
 ここはちょっと説明不⾜でした。仮歌当時の歌詞が公開されたものは無い、という意味です。

> だから仮歌はないと思いますが、その⼤元の詞は残っている曲もあるんじゃないかな〜と。 
 泉⽔さんのノートには、きっとあるでしょう（笑）。

 「ZARD 坂井泉⽔ 展」で公開されるといいですね︕

Re:yanさんへ

5643 選択 yan 2008-03-24 19:00:57 返信 報告

> 詞があって、そのイメージに合ったメロディを付けるというのが常識かと思ってました。
 > 演歌だけ︖（笑） 

 昔はそうだったらしいです。
 でも詞先だとメロディーが作れるような詞を書くのは難しいし、

 詞に曲をつけるのもちゃんと計算された詞でないと難しいのであまり合理的じゃないんで、今はほとんど曲先なんで
す。

 演歌は…ちょっとわかりませんが（笑）阿久悠さんとかも曲先ですよ。

> 前に織⽥哲郎さんが「負けないで」に関して、”これは曲が先に出来た”と、 
 > 織⽥さんにとってはイレギュラーな曲制作だったことを暗に⾔ってたので、そう思うのですが。 

 なんと、そうなんですか︕初⽿です。
 シンガーソングライターの場合は同時に詞と曲を同時に作れるので

 詞が先でも作れるかもしれませんね。

https://bbsee.info/straylove/id/5621.html?edt=on&rid=5643
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> ここはちょっと説明不⾜でした。仮歌当時の歌詞が公開されたものは無い、という意味です。 
なるほど、でしょうね〜。

> 泉⽔さんのノートには、きっとあるでしょう（笑）。 
 > 「ZARD 坂井泉⽔ 展」で公開されるといいですね︕ 

 その可能性ありますね〜︕
 「ZARD 坂井泉⽔ 展」が待ち遠しい♪

栗林誠⼀郎 「君がいない」

5648 選択 stray 2008-03-24 20:53:53 返信 報告

yanさん、こんばんは。
 解説ありがとうございました。最近の傾向がよく分かりました（笑）。

 「ZARD 坂井泉⽔ 展」は⾏けそうにな〜い（悔）。

栗林誠⼀郎 「君がいない」です。聞いてみて下さい。
 http://www.filebank.co.jp/wblink/05203e6bb74813373d15e7b31dab2691

 

Re:stray所⻑さん、yanさんへ

5664 選択 ⿊杉 2008-03-24 23:36:01 返信 報告

stray所⻑さん、yanさん、今晩は。
 返信が遅くなり申し訳ありません。お⼆⼈が親⾝になって私の質問に答えて頂いているのを⾒て、思わず、すげい! 

と唸ってしまいました。

いや〜知らないことばかりで、恥ずかしいです。

Stray所⻑さんの英語の仮歌が残った例で「Promised you」を挙げられていましたね。なるほど、と思いました。美
しい英語の響きだけを残されたんですね。私は、「かけがえのないもの」も、そうだったのかな〜、とstray所⻑さん
のコメントを読んで、ふと思いまた。 

初めましてyanさん。いくらでも買う! とはyanさんだったのですね(笑) DVD発売、⼀緒にWEZARDに掛け合いま
しょう。
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 ひょっとして、yanさんは⾳楽関係のお仕事に就かれているのですか? stray所⻑さん同様、私も詞が先だと思って
いました。今は楽曲が先なんですね。全然知らなかった。何より、坂井さんが⼀つの楽曲に対して、⾔いたいことを
何枚も書いていたなんて、⾔葉に懸ける思いを⾒た気がします。

> 泉⽔さんのノートには、きっとあるでしょう（笑）。 
> 「ZARD 坂井泉⽔ 展」で公開されるといいですね︕ 
その可能性ありますね〜︕

 「ZARD 坂井泉⽔ 展」が待ち遠しい♪

お⼆⼈が仰られた通り、仮歌当時の歌詞が公開されるとすれば、確かに「ZARD 坂井泉⽔ 展」以外ではないでしょう
ね…

 しかし、stray所⻑さん同様、私は絶対に「ZARD 坂井泉⽔ 展」には⾏けないんですよ。なんせ、私、沖縄在住です
から(悲)

 「ZARD 坂井泉⽔ 展」全国巡業で沖縄まで、なんてことはないですよね…

>栗林誠⼀郎 「君がいない」です。聞いてみて下さい。 
 ありがとうございます。早速、聞いてみます。

stray所⻑さんyanさん、どうもありがとうございました。

Re:yanさんへ

5667 選択 atti 2008-03-25 00:45:45 返信 報告

strayさん、yanさんこんにちは。

> 詞があって、そのイメージに合ったメロディを付けるというのが常識かと思ってました。 
 > 演歌だけ︖（笑） 

 > 前に織⽥哲郎さんが「負けないで」に関して、”これは曲が先に出来た”と、 
 > 織⽥さんにとってはイレギュラーな曲制作だったことを暗に⾔ってたので、そう思うのですが。

ttp://www.aspect.co.jp/oda2007/interview/15.html
 にあるように、⾃信のために作曲していたものを提供しているとありましたね。

https://bbsee.info/straylove/id/5621.html?edt=on&rid=5667
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1993年、楽曲提供 1240万枚セールスとは・・・
ここにあるSingle曲は聴いていました。

●● 翼を広げて CM 第１弾 ●●

5655 選択 stray 2008-03-24 21:52:52 返信 報告

皆さん、こんばんは︕

PANさんが「翼を広げて」のCM第１弾を捕獲してくれました︕
 ⼟曜⽇のCDTV（カウントダウンＴＶ）です。

 映像はお馴染みのものです。

【訂正】
 WMVに変換したら縦⻑になってしまいました。

 mpgでアップし直しましたので。
 翼を広げて(CDTV_20080323).mpg (10.2MB)

 http://www.filebank.co.jp/wblink/5747d0223b02501b73d3cd0575c13136
 

質問

5631 選択 ⼭茶花 2008-03-24 11:08:54 返信 報告

strayさん、皆さん、おはようございます。

「かけがえのないもの」の歌詞の間のバックコーラスで、
 「あの頃の思い出が  今蘇ってきたよ」の後に、英語が聞こえるんですが、（バックコーラスはおそらく、作曲の⼤野さんの声

だと思われます）何と⾔ってるか翻訳お願いします。
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Re:質問

5633 選択 stray 2008-03-24 12:24:38 返信 報告

⼭茶花さん、こんにちは︕

プチお久しぶりですね（笑）。
 「かけがえのないもの」の歌バックコーラスですが、1分あたりですよね︖

 私には、♪ so sweet と聞こえますが、皆さんいかがでしょ（笑）。

Re:質問

5634 選択 yan 2008-03-24 15:46:50 返信 報告

⼭茶花さんはじめまして。

僕も所⻑と同じでso sweetと聞こえます。
 sweetには「⽢い」のほかに「好きで、最愛の、⼤切な、いとしい」などの意味があるので、

 「とても愛している」ぐらいの感じではないでしょうか︖

Re:質問

5654 選択 ⼭茶花 2008-03-24 21:51:59 返信 報告

strayさん、こんばんは。
 プチお久し振りです(笑)

 >>「かけがえのないもの」の歌バックコーラスですが、1分あたりですよね︖ 
 そうですね。

 「so sweet」ですか。謎が解けました︕
 ありがとうございます。

yanさん、こちらこそ初めまして。
 「so sweet」ですね。

 分かりました。
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> sweetには「⽢い」のほかに「好きで、最愛の、⼤切な、いとしい」などの意味があるので、 
> 「とても愛している」ぐらいの感じではないでしょうか︖ 

 そう⾔う意味も含まれているんですね。勉強になりました。ありがとうございます︕
 今後とも、よろしくお願いいたします。

●● 3/19のMU-GEN ●●

5638 選択 stray 2008-03-24 17:29:59 返信 報告

ALIL.1967さんから、3/19放送のMU-GEN 映像を頂戴しました︕

MU-GEN_167_20080319.wmv（9.2MB）
 http://www.filebank.co.jp/wblink/8db8be99fecb1cd2e2709c8a38733fb9

冒頭の映像にご注⽬下さい。
 会報22号の表紙の別ショットが映ります。

（画像は「⼥性⾃⾝」2008/8_21-28合併号のスチル写真です）
 背景の横縞と、泉⽔さんのブラウスの縦縞とのバランスが気になるか、ならないか…。

ALIL.1967さん、どうもありがとうございました︕

Re:●● 3/19のMU-GEN ●●

5640 選択 皐 2008-03-24 18:29:15 返信 報告

>ALIL.1967さんから、3/19放送のMU-GEN 映像を頂戴しました︕ 
 ALIL.1967さん、どうもありがとうございますね︕(*^∇^*)

 拝⾒させて頂きました☆ﾐ 所⻑の⾔う“ご注⽬”に注⽬(笑)しましたよ♪
 別ショットが映っていましたね〜︕この時はたくさん撮っていたんですね＾＾

ALIL.1967さんに所⻑、紹介をありがとうございました︕︕
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Re:●● 3/19のMU-GEN ●●

5653 選択 ⼭茶花 2008-03-24 21:46:09 返信 報告

strayさん、こんばんは。
 ALIL.1967さんからの、MU-GENの映像を貰ったんですか。

取り敢えずDLさせて頂き、後程、じっくり観てみようと思います。
 > （画像は「⼥性⾃⾝」2008/8_21-28合併号のスチル写真です） 
 > 背景の横縞と、泉⽔さんのブラウスの縦縞とのバランスが気になるか、ならないか…。 

 例の、ブラウスの謎の写真シリーズですね。
 私も記念に頂きます。

ps.strayさんにALIL.1967さん、どうもありがとうございます。
 

質問ですが

5598 選択 ＭＲＣＰ 2008-03-23 00:33:24 返信 報告

こんばんは。
 レベルの⾼い話の後で恐縮ですが

 ZARD BLEND2の永遠がFallin' of the rainで
その後に「遠い星を数えて」が隠されているのですか。

 当時、泉⽔さんから何かコメントがありましたか。

ＭＲＣＰさんへ

5605 選択 stray 2008-03-23 10:30:35 返信 報告

こんにちは︕
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こういう質問⼤歓迎です︕（笑）
『ZARD BLEND2』に収録されている「永遠〜君と僕の間に〜」が、

 先⽇配信した「Fallin' of the rain」です。
 『ZARD BLEND2』時の雑誌インタビューは各種ありますが、

 いちばん泉⽔さんらしいのをスキャンしましたのでご覧下さい。

最後にシークレットで「遠い星を数えて」が⼊ってますが、
 「永遠」と同トラックなので、シークレット・トラックとは呼べないですね（笑）。

LEAF & SNOW ＝”様変わり”

5606 選択 stray 2008-03-23 10:32:58 返信 報告

インタビュー続きです。

出展は「Girls Hits! Vol.20(2002/1)」です。
 

続きですが

5613 選択 ＭＲＣＰ 2008-03-23 13:52:28 返信 報告

こんにちは。
 すると、Al「時間の翼」のタイトル曲がサビのみなのは

 次のアルバムの頃に何らかの説明があったのですか。
 ⾔われているように製作遅れではなくて。

ところで、皐さんのカレンダーで上記「永遠」からの引⽤だとすると
 We've got your loveでなくて

We got to loveとしているのは深い意味がこめられているのですか。
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Re:続きですが

5616 選択 stray 2008-03-23 17:29:19 返信 報告

ＭＲＣＰさん、こんにちは。

> すると、Al「時間の翼」のタイトル曲がサビのみなのは 
 > 次のアルバムの頃に何らかの説明があったのですか。 

 歌詞は、当時すでに出来上がっていたようです。
 http://www.mfmagazine.com/Neo_top_page2/other_contents/backnumber/previous_year/2004/04_01/

0401_tokushu1.html
 かといって、曲が未完成だったとは考えにくいです。

 ZARDの場合、曲が先に出来ていて、それを英語の仮詞で歌ってみて、
 ⽇本語歌詞を完成させる、というスタイルだったからです。

「時間の翼」はZARD10周年記念アルバムなのに、ちょうど泉⽔さんが体調を崩してしまい、
 満⾜な歌⼊れが出来ないまま発売せざるを得なかったのではないでしょうか。

> ところで、皐さんのカレンダーで上記「永遠」からの引⽤だとすると 
 > We've got your loveでなくて 

 > We got to loveとしているのは深い意味がこめられているのですか。 
 これは皐ちゃんに聞かないと分かりません（笑）。

 Cannnon CM ver.では「We've got your love」が歌詞にありますが、
 Sg「永遠」にはありませんので。コーラスが「We got to love」に聞こえる

 ということなのかな︖皐ちゃん︕（笑）

Re:続きですが

5620 選択 ＭＲＣＰ 2008-03-23 21:03:15 返信 報告

strayさん、こんばんは。
 ありがとうございました、雑誌はあまり⾒てなかったので。
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やはり体調不良による遅れですかね。
「pray」お気に⼊りとは知りませんでした、「pray」いい曲ですね。

浅〜い意味(笑)

5622 選択 皐 2008-03-23 22:39:07 返信 報告

ＭＲＣＰさん、こんばんは︕

>ところで、皐さんのカレンダーで上記「永遠」からの引⽤だとすると 
 >We've got your loveでなくてWe got to loveとしているのは深い意味がこめられているのですか。 

 ふふふ、そうなんですよ〜♪深〜い意味が…。と、⾔いたいところですが(笑)
 違うんですよね(笑)単に歌詞を間違えちゃったようで…(^⽫^;)ゞ

 URL先のサイトに載っていた詩をそのまま引⽤しちゃったんです(笑)
 http://page.freett.com/mkn/wezard1.htm

ミスになりますが、良く⾔って“オリジナルになってしまった”ということにしておこうかな(笑)

ぎゃはは(笑)

5624 選択 stray 2008-03-23 22:47:04 返信 報告

皐ちゃん、こんばんは︕

おかしー（笑）、皐ちゃんのレスがだけど。

> ミスになりますが、良く⾔って“オリジナルになってしまった”ということにしておこうかな(笑) 
ん〜、また同じ質問が来ると困るので、作品の中に、

 ”これはオリジナル歌詞です”って書いておいてくれる（笑）。

コーラスは、♪Everlasting Love でしょうね。

Re:所⻑こんばんは︕

5626 選択 皐 2008-03-23 23:06:29 返信 報告
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>おかしー（笑）、皐ちゃんのレスがだけど。 
その⼀⾔で救われますね︕(笑)

 本当の歌詞を知った瞬間「え…︖」って2、3秒固まっちゃいました(苦笑)

>ん〜、また同じ質問が来ると困るので、作品の中に、”これはオリジナル歌詞です”って書いておいてくれる（笑）。
あはは︕逆に「なぜオリジナルに!?」って⾔われちゃいそうです︕(笑)

 私は…負けず嫌いなので…(-u-☆)(笑)

>コーラスは、♪Everlasting Love でしょうね。 
 あぁ︕そうですね〜♪そう聞こえます(*^∇^*)

Re:浅〜い意味(笑)

5628 選択 ＭＲＣＰ 2008-03-24 00:09:40 返信 報告

皐さん、こんばんは。
 意味が解るまで1分ほどかかってしまいました（笑）。

新潟公演⾏って来ました︕(№1)

5599 選択 xs4ped 2008-03-23 10:03:14 返信 報告

待ちに待った⽇が遂に来ました︕(^_^)
 いざ、新潟へ「Ready , Go !」。その前に同伴者のhyperさん(本家)にTELと・・・

 ん︖出ない︖何故︖、仕⽅ないので取り敢えず9:40頃ドライブがてら出発。
 途中、コンビニで休憩(朝⾷)し、hyperさんにTEL。出ない︖︖

 遠回りになるが⽇本海⼣⽇ライン(海岸線)を通って新潟へ・・・
 途中、２度程hyperさんにTELするが出ない︖︖︖

 ドライブも終わり⾼速に乗り新潟市内⼿前のパーキングで休憩し、再度、hyperさんにTEL(13:30頃)。やっと出た。
 なんとネットカフェで爆睡してたとの事でした。(笑)
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新潟市内のコンビニで休憩(昼⾷)後、新潟県⺠会館へ到着︕(14:20)
hyperさんにTELし、会館で２度⽬のTELでやっと初顔合わせ︕(^_^)(14:30)

 少し時間を潰す(話)。hyperさんは今回で５回⽬との事でした。凄い︕
 その後、CD(グッズ)売り場へ並んだが、なんとポスターのサンプル(実物)展⽰がされていない。(15:10)

 無断で写真を撮る⼈が居るので︖、会場内に展⽰(変更)されている。今後も同様かも知れないですね。
 リクメモⅡのポスターを貰う為、ALBUM「ZARD BEST 〜Request Memorial〜」とシングル及び⽻⽥裕美さんのCDを購

⼊。
 ALBUM「ZARD BEST 〜Request Memorial〜」にクルージングライブDVDが付属していた為、思わず買ってしまいまし

た。(笑)
 後で気付くが、此処で「しっぱ〜い」をしてしまった。リクメモⅡのポスターを１枚しか貰っていない。(涙)

 ２回に分けて購⼊すれば２枚貰えたのに〜(涙)
 その後、グッズ売り場に並び、仕⽅ないので取り敢えずポスター６枚とその他のグッズを購⼊。

 オルゴールとマフラーは有りませんでした。(既に売り切れ)
 開場までかわさきさん(本家)、他の参加者の到着待った(探した)が、なかなか⾒つからないまま会場時間が来てしまいまし

た。
 予定は17:40頃との事だったので少し待っていたら、らしき⼈物が居たので声を掛けて⾒たら本⼈との事でやっと顔合わせ出

来ました︕(^_^)
 家に帰ってから気付いたが、かわさきさん︖が写っててビックリしました。(⼤笑)

 他の参加者とは結局、顔合わせ出来ず⼊場しました。チョット残念でした。
 参加⽐率は⽼若男⼥の⽅でしたが、３０〜５０代が６〜７割位でしょうか。男⼥⽐率は男性６割、⼥性４割位でしょうか。

 泉⽔さんは⽼若男⼥問わず幅広い層からの⼈気が有る事を改めて実感しましたね。(^_^)
 あと、２階席の⽅が１階席に移動になりましたが何故でしょうかね〜︖

 ⼀応、スクリーン⾒切れによるとの事でしたが、観客が少なかったのですかね︖７割位しか⼊っていない︖
 知ってる⽅が居たら教えて下さ〜い。

次へ続く・・・
 

Re:新潟公演⾏って来ました︕(№1)

5600 選択 xs4ped 2008-03-23 10:05:27 返信 報告
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会場です。

Re:新潟公演⾏って来ました︕(№1)

5610 選択 atti 2008-03-23 10:58:34 返信 報告

xs4pedさん、こんにちは。
 > 待ちに待った⽇が遂に来ました︕(^_^) 

 やっと、待ちに待った⽇が来ましたね〜。

> ALBUM「ZARD BEST 〜Request Memorial〜」にクルージングライブDVDが付属していた為、思わず買ってし
まいました。(笑) 

 横浜会場でもありましたが、未購⼊にしています。
 ついつい、お財布の中から、紙幣を取り出してしまいますね。

他CD店でも⾒かけるので、再プレスをしているようですね。

スクリーンサイズは、下記の動画で、横浜公演は
 350インチであったと。新潟は何インチだったのでしょうかね。

ttp://jp.youtube.com/watch?v=ef_WLq--I4g

この番組はいつ放送されたのかな、Upは2/22になっているので、CS系︖。この内容でスクリーンサイズを知りまし
た。

 横浜の施設付随装置は250インチであったので持込だったのでしょうね。

捕獲失敗︕

5612 選択 stray 2008-03-23 11:16:02 返信 報告
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attiさん、こんにちは。

> ttp://jp.youtube.com/watch?v=ef_WLq--I4g 
 > この番組はいつ放送されたのかな、Upは2/22になっているので、CS系︖。 

 前にALIL.1967さんが配信してくれた「エンターテイメントニュース__65」です。スカパーですね。

CDTVとMUGEN（私のところは今⽇未明の放送）の録画を仕掛けたのですが、
 巻き戻ししてなかったみたいで、CDTVの途中でテープが切れてました（笑）。
 捕獲失敗︕です。誰かMEGENを録画してませんでしょうか。

 番組案内には”ピックアップ「翼を広げて」”となっているのですが…。

MU-GEN #167

5617 選択 ALIL.1967 ◆0Ztcm5OtiI 2008-03-23 18:23:28 返信 報告

strayさんへ

いつもありがとうございます。
 MU-GEN #167 千葉テレビ3/19深夜埼⽟テレビの⽅もありますが。コマーシャル⽐較のため︕もちろんCSの⽅が画

質がいいですよ。
 ファイルが⼤きいのでファイルバンクの準備ができたら、ご連絡します。

 

新潟公演⾏って来ました︕(№2)

5601 選択 xs4ped 2008-03-23 10:07:46 返信 報告

いよいよ開演です︕(18:10)
スクリーンがチョット⼩さく感じましたが、他も同じとの事でした。(hyperさん)

 今回、初めての参加(Live)でしたので、私は「揺れる想い」が始まる直前からチョットウルウル状態でした。(涙)
 遂に、泉⽔さんに逢えました〜。（*^_^*）

 「やっと夢が叶った〜」感動で〜す︕＼(^o^)／
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セットリストは横浜公演と同様みたいなので省略致します。
スクリーンに釘付け状態で少ししてから気付きましたが、左隣のオバさんが拍⼿もしていない。

 何しに来たんだ、このオバさんは・・・チョット、ムカつきましたね。
 拍⼿くらいしろ〜、このババァ〜と⼼の中で叫んでました。(笑)

 時々、半ウルウル状態になりながらスクリーンに集中する。
 私にとっては⼤事な初Liveなのでオバさんなんかに気を取られていられません。(笑)

 「瞳閉じて」の後半、hyperさんに合図されサイリウムを準備する。
 「あなたに帰りたい」でサイリウム点灯する。ZARDブルーの⻘⼀⾊でしたね。ウルウル(涙)

 その後、私の⼤好きな１曲「Ｉ still remember」、最初から最後まで泉⽔さんと⼀緒に歌ってましたね。
 「もう少し あと少し・・・」後、メンバー紹介との事だったので席を⽴つ。(我慢出来ずトイレへ)

 同時にスタンディングがチラホラ「こんなにそばに居るのに」。嘘〜(笑)
 席に戻ろうとしたら、係りの⼈に呼び⽌められた。何で︖

 次のアナウンスまで戻らないで下さい。と⾔われた。嘘〜(笑)
 仕⽅なく、後ろの通路でスタンディング応援(⼿拍⼦)する。「きっと忘れない」

 開場全体を⾒回すと、通路でスタンディング状態の⼈が２０〜３０⼈居るので最初、⽴ち⾒かと思ったら私と同じみたいでし
た。(笑)

 客席を⾒回すと６割位スタンディング応援(⼿拍⼦)が居たが少ないでしょうか︖
 １曲終わるごとにスタンディング応援(⼿拍⼦)が増えて⾏き「Don't you see! 」で８割位でしょうか。

 ⼤賀と⼤野さんが煽ってましたね〜
 やっと席に戻り、Tandoさんが悶絶した「Oh my love 」を堪能しました。(笑)

 泉⽔さん、スラッとした⾜が綺麗ですね〜(^_^)
 その後、「翼を広げて/愛は暗闇の中で」の発売紹介が有ったので「サプライズ」か︖と思ったら紹介だけで終わり、

 「グロリアスマインド」へ・・・期待外れでした〜(残念)
 「あの微笑を忘れないで」から最⾼潮(ノリノリ状態)に達し、ほぼ全員スタンディング応援(⼿拍⼦)でしたが、左隣のオバさ

ん(２⼈)は、
 未だ座ったままです。おいおい何なんだ〜、このババァ〜達は・・・(⼀応、⼿拍⼦だけはしてましたが)(笑)

 因みに、左隣４⼈(２組)がオバさんでしたが、その隣のオバさん達は既にスタンディング状態(⼿拍⼦)でしたね。
 「あの微笑を忘れないで」の映像もミニパンで堪能させて頂きました。(笑)

 遂にラスト「負けないで」が来てしまいました。
 



此処で、やっと左隣のオバさん(２⼈)がスタンディング応援(⼿拍⼦)する。最後の最後かよ〜(笑)
⼤野愛果さんが拳を上げていたので、私も拳を上げて精⼀杯の応援をしましたよ〜。（*^_^*）

 私にとっては初めてのZARD Liveで、初めての映像が⼀杯でとても感動しました︕（*^_^*）
 泉⽔さん、本当に有難う御座いました︕(8:50頃︖)

 ⼜、涙が・・・

次へ続く・・・
 

xs4pedさん、お疲れ様でした︕

5609 選択 stray 2008-03-23 10:54:44 返信 報告

こんにちは︕

爆睡中のこととと思いますが（笑）、新潟公演ご報告、どうもありがとうございます︕
 サプライズがなかったようで残念でしたが、グッズはスムーズに購⼊できたようですね。

 購⼊者が少なかったのか︖（笑）
 拍⼿をしないおばさんたちですが、オーディエンス録⾳を仕掛けてて、

 ⾝動きできない状態なのかも知れませんよ（笑）。

> 席に戻ろうとしたら、係りの⼈に呼び⽌められた。何で︖ 
 > 次のアナウンスまで戻らないで下さい。と⾔われた。嘘〜(笑) 

 > 仕⽅なく、後ろの通路でスタンディング応援(⼿拍⼦)する。「きっと忘れない」 
 > 開場全体を⾒回すと、通路でスタンディング状態の⼈が２０〜３０⼈居るので最初、⽴ち⾒かと思ったら私と同じ

みたいでした。(笑) 
 あはは、そうですか、武道館のときも2階席の後⽅通路にたくさん⼈がいたのですが、

 トイレに⽴ったものの戻れなかった⼈たちだったのですねぇ（笑）。

> 私にとっては初めてのZARD Liveで、初めての映像が⼀杯でとても感動しました︕（*^_^*） 
 私も昨年武道館で同じ気持ちを味わいましたので、よ〜くわかります。

 ⾒たことのない映像に研究魂が出てしまい（笑）、100%楽しめたとは⾔えなかったので、
 5/27の代々⽊でもう⼀度感動を新たにしたと思っています︕

詳細レポートどうもありがとうございました︕

https://bbsee.info/straylove/id/5601.html?edt=on&rid=5609
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Re:xs4pedさん、お疲れ様でした︕

5611 選択 atti 2008-03-23 11:09:46 返信 報告

xs4pedさん、strayさん、こんにちは。

> > 開場全体を⾒回すと、通路でスタンディング状態の⼈が２０〜３０⼈居るので最初、⽴ち⾒かと思ったら私と同
じみたいでした。(笑) 

 > あはは、そうですか、武道館のときも2階席の後⽅通路にたくさん⼈がいたのですが、 
 > トイレに⽴ったものの戻れなかった⼈たちだったのですねぇ（笑）。

武道館公演時は、⾃席が2階席後⽅から2番⽬ほどであったのですが、後⽅通路には、たくさんの⼈がいました。
 しかし、この⽅たちは、たぶん追加席販売(⽴ち⾒)の⽅々だと思います。(公演前から、このあたりと⽴っていました

ので・・・）

翼を広げて/愛は暗闇の中で CM解禁

5608 選択 atti 2008-03-23 10:47:06 返信 報告

皆さん、こんにちは。
 昨⽇放送のCDTVを早送り確認していました。

CM放送が解禁されたようですね。
(MU-GENではすでに放送されていたのかな︖)

■CDTV
 翼を広げて/愛は暗闇の中で

 4/9 sale CMパターン :「翼を広げて」

WEZARDのTop⼩窓と同じようなものですね。
 別パターンの「愛は暗闇の中で」もいずれ放送されるのかと。

コナン放送はしばらく無いので、⾳楽系以外は、どの番組にて放送されますかね︖
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⽇テレ スッキリ︕

5590 選択 stray 2008-03-21 23:48:20 返信 報告

皆さん、こんばんは。

miyaさんから「⽇テレ スッキリ︕」の映像を頂戴しました︕
 これは「めざまし」以上です︕

 「カルベエ最⾼︕」は取り消します（笑）。

http://www.filebank.co.jp/wblink/690ed295f0fe9701624d44b6598aa71b
 （42.0Mのwmv）

miyaさん、どうもありがとうございました︕︕

Re:⽇テレ スッキリ︕

5591 選択 atti 2008-03-22 00:07:38 返信 報告

strayさん、miyaさん、こんにちは。

> これは「めざまし」以上です︕ 
 > 「カルベエ最⾼︕」は取り消します（笑）。 

 巨⼤サイト、でスッキリがよかったとあったので、観れてうれしい〜。ありがとうございます。
コナン画像も⼊っているのですね。

ちょうど、YoutubeでもUpされていたので、先ほど確認し,
 iPod形式変換していたところでした。

Re:⽇テレ スッキリ︕

5597 選択 皐 2008-03-22 18:08:10 返信 報告
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「スッキリ︕」拝⾒させて頂きました︕
「めざましテレビ」も良かったんですが、「スッキリ」も“最⾼”ですね!!(*^∇^*)

 加藤さん⼤好き!!って感じでした☆ﾐ(笑)

映像提供をしてくださったmiyaさんに⼤感謝です(o≧∇≦o)ありがとうございました︕
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» bbsee [PR]AdSenseにハブられたらこれ . オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [5545]ブラウスの縞の謎︕(21) [5550]New加⼯画、2種類♪(15) [5507]●● 資料整理② ●●(7) [5509]皐さんへ(10) [552
6]今⽇は誕⽣⽇(8) [5510]【Heartily】レスのお返事です☆ﾐ(6) [5437]ホワイトデー︕(9) [5489]Heartily(10) [5474]●● 資料
各種 ●●(14) [5494]梅の花です(1)

新しい話題を投稿する

« 66 65 64 63 62 61 60 59 58 »

ブラウスの縞の謎︕

5545 選択 stray 2008-03-19 20:10:11 返信 報告

皆さん、こんばんは︕

xs4pedさん、研究熱⼼じゃない⼈にはレア映像あげませんので（笑）。

え〜、これは皐ちゃんが発⾒した「謎」なのですが、
 #5509の下・中の画像と、この画像をよ〜く⾒⽐べてみて下さい。

 ブラウスの縞がありません︕
 が、しかし、まったく同じショットなのは明らかであり、
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縞を修正したとしか考えられません。#5509の下・右も同様です。
なぜ、わざわざそんなことを︖

 後で使い回せるように︖（笑）
 

Re:ブラウスの縞の謎︕

5546 選択 ⼭茶花 2008-03-19 21:03:51 返信 報告

strayさん、こんばんは。
 メールではお世話になりましたm(_ _)m

 > え〜、これは皐ちゃんが発⾒した「謎」なのですが、 
 > #5509の下・中の画像と、この画像をよ〜く⾒⽐べてみて下さい。 

 > ブラウスの縞がありません︕ 
 > が、しかし、まったく同じショットなのは明らかであり、 

 > 縞を修正したとしか考えられません。#5509の下・右も同様です。 
 ほんとだー。なんかやっぱり微妙に違う。坂井さんのブラウスの縞々が、

 ⼊っていないのと⼊ってるのとバラバラですね。
 薄々気付いておりましたが･･･

 何だか間違い探しをしているようで(笑)
 

気のせい︖

5547 選択 かず 2008-03-19 21:40:51 返信 報告

皆さん、こんばんは︕
 所⻑さん、すみません。

 ＃５５４５の画像と＃５５０９の画像では
 泉⽔さんとマイクの距離が少し違うような気がします。

 あと、泉⽔さんの右⽿の下、襟にかかる髪のカーブが僅かに違うような気がします・・・・・・

って加⼯すればこれくらいの差は出るんですよね（＞＜）

・・・・何のために︖︖︖︖

https://bbsee.info/straylove/id/5545.html?edt=on&rid=5546
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5546
https://bbsee.info/straylove/id/5545.html?edt=on&rid=5547
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5547


幻のジャケ写

5548 選択 stray 2008-03-19 22:23:45 返信 報告

かずさん、こんばんは︕

絡むの久しぶりですね（笑）。
 ご指摘のとおり、泉⽔さんとマイクの距離がだいぶ違います。

 髪の⽑は、ブラウスの肩パットの盛り上がりを修正した際に、
 こうなってしまったのでしょう。

なぜ泉⽔さんとマイクの距離が違うかですが、
 当初、この画像がジャケ写になる予定だったので、

 距離を縮めないと収まりきれなかったのだと思われます。
 泉⽔さんとマイクの間に何もないので、細⼯はいたって簡単ですから。

しかし、ブラウスの縞を消さなければならない理由は︖︖です（笑）。

Re:ブラウスの縞の謎︕

5549 選択 皐 2008-03-19 22:53:40 返信 報告

所⻑に⼭茶花さん、かずさん、こんばんは︕

ブラウスの謎はいったい何のためなんでしょうね(笑)
 ⼿を顎についている写真で、「光の加減︖でも異常すぎるなぁ〜」って頭を捻ってた(笑)んですが、

 所⻑の載せている画像までもが縞が消えているところをみると、修正説が有⼒ですよね︕
ホント、“何のため”なんでしょう…(笑)

P.S.
 > 当初、この画像がジャケ写になる予定だったので、 

 そうだったんですか︕︕幻のジャケ写ですね〜☆ﾐ

Re:ブラウスの縞の謎︕
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5558 選択 ALIL.1967 2008-03-20 07:47:18 返信 報告

おじゃまします
 PVちょっとだけ公開という感じです。めざにゅから。

 VOB file なのでVLCで⾒てください。

縞のブラウスで歌ってます。

[ニュース]めざにゅ20080320072248.vob  30.6MB

http://www.filebank.co.jp/wblink/6019c1793fcbbfec7ad71a67a0e475d5

ファイル名の72248は消しておいてください。愛は暗闇の中では、⿊の⾰パンですよ。ちょっと時間がないので編集
とwmv化してないです。ではまた後ほど。

Re:ブラウスの縞の謎︕

5559 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-03-20 08:11:22 返信 報告

おはようございます。

「謎」に釣られてきてみました。
 思うに、「〜⼄⼥⼼を描きました」などの純粋さを出したいために、無地に加⼯したのではないですかね。

ＰＳ．美⼈ほど無地の服を着てるような気がします。（笑）

⿊の⾰パンの謎︕

5561 選択 stray 2008-03-20 09:08:11 返信 報告

ALIL.1967さん、おはようございます。

めざにゅの映像どうもありがとうございます︕
 ズームインよりこっちのほうが情報豊富です。
 ⿊のトレーナー姿は、追悼ライブの映像にもありましたが、

 「⿊の⾰パン」は初めて⾒ました︕
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しかも、⼝の開き⽅が「愛は暗闇の中で」の歌詞と⼀致してますね。
デビュー当時の映像ではなさそうなので、いつ、何のために撮ったのか、これまた謎です（笑）。

アネ研さん、おはようございます。
 珍しくお早いですね、もしかして寝てないとか︖（笑）

> ＰＳ．美⼈ほど無地の服を着てるような気がします。（笑） 
 たしかに美⼈はモノトーンや無地が似合いますが、縞々の泉⽔さんもカワイイですねぇ。

 ただし、翼を広げてを歌っているシーンではなさそうです。
 時期的に近い映像を持ってきただけでしょう。

皆さん︕
 ALIL.1967さんがアップして下さったファイルは「.VOB」ですが、

 DL後に「.mpg」に直すと、Windows Media Player で⾒れます。
 

Re:ブラウスの縞の謎︕

5565 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-03-20 10:52:47 返信 報告

おはようございます。

また、トンチンカンなこと、書いてみますかね（笑）。
 セピア⾊に画像加⼯をした時に、ストライプ部分が全体的に⾒た時に合わなかったんじゃないかな︖

 それで、全部セピア⾊で統⼀したんじゃ︖

あぁ〜またきっと、バカなこと書いてるんでしょうね（苦笑）。
 

Re:ブラウスの縞の謎︕

5566 選択 xs4ped 2008-03-20 11:20:13 返信 報告

strayさん、皆さん、こんにちは。

> ブラウスの縞がありません︕ 
 縞無しVer.ショット

 

https://bbsee.info/straylove/id/5545.html?edt=on&rid=5565
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5565
https://bbsee.info/straylove/id/5545.html?edt=on&rid=5566
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5566
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/b0c7ae2316c7e8214fd659e4bc8a0dea.jpg


これも縞が有りませんよ〜

>⼝の開き⽅が「愛は暗闇の中で」の歌詞と⼀致してますね。 
 >デビュー当時の映像ではなさそうなので、いつ、何のために撮ったのか、これまた謎で

す（笑）。 
 PV⽤に撮っておいたのがボツになったのでは︖(1992〜1993年頃の映像に⾒えますが)

ALIL.1967さん
 めざにゅの映像どうもありがとうございます︕

 今⽇、放送されたと⾔う事は、新潟公演でサプライズ有るかも知れませんね。
 期待します︕

 泉⽔さん、サプライズお願いしま〜す。

Re:ブラウスの縞の謎︕

5570 選択 stray 2008-03-20 11:57:37 返信 報告

xs4pedさん、こんにちは。

> 縞無しVer.ショット 
 > これも縞が有りませんよ〜 

 皐ちゃんが最初に発⾒したのが、#5566の画像なのです︕
 このショットだけ加⼯する理由は⾒つかりませんよねぇ。

> PV⽤に撮っておいたのがボツになったのでは︖(1992〜1993年頃の映像に⾒えますが) 
 時期については私もそう思います。

 追悼ライブの映像にも、たとえば「素直に⾔えなくて」のように、
 いつ何のために撮ったのか不明な映像がありました。

 ALのPVが存在するのは5th.からですが、それ以前から撮っていた可能性はあります。
 が、「愛は暗闇の中で」は 1st.AL 収録ですからね（笑）。

 1992〜1993年にプロモーションを撮り直したと考えざるを得ないのか…。

部⻑︕こんにちは。
 部⻑の説は、この画像があるので却下です︕（笑）
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Re:ブラウスの縞の謎︕

5571 選択 xs4ped 2008-03-20 12:30:21 返信 報告

strayさん、こんにちは。

> 皐ちゃんが最初に発⾒したのが、#5566の画像なのです︕ 
 >このショットだけ加⼯する理由は⾒つかりませんよねぇ。 

 そうでしたか。(笑)
 それじゃあ此れは︖

Re:ブラウスの縞の謎︕

5578 選択 stray 2008-03-20 14:52:47 返信 報告

xs4pedさん、こんにちは。

こんなのもありましたか（笑）。
 いかにも修正しました、って感じですね（笑）。 

 なんなんでしょ、謎が深まるばかりです。

怖れながら質問ですが

5585 選択 ＭＲＣＰ 2008-03-20 23:27:04 返信 報告

Al「⽌まっていた・・」のこれは修正したもので
 他の写真は、０３年頃の泉⽔さんと理解していいのですか。

 すべて以前のものなら、３０代半ばでも綺麗だなと思っていた僕はぼんくら⼤賞︖
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ＭＲＣＰさんへ

5586 選択 stray 2008-03-21 07:52:18 返信 報告

おはようございます。

Al「⽌まっていた・・」のジャケ写真・ブックレットは０３年頃の泉⽔さんです。
 この写真だけ10年前のものです。

 なぜ1枚だけこれを挿⼊したのか、その意図は分かりませんが（笑）。
 

「もっと近く・・・」のジャケ写

5587 選択 ⼭茶花 2008-03-21 14:40:53 返信 報告

strayさん、こんにちは。

このジャケット写真、『もっと近く』のジャケ写ですよね︖
 「翼を広げて」のジャケ写とは全然違いますかね︖

 このブラウスにも縞が⼊ってるような･･･

Re:「もっと近く・・・」のジャケ写

5588 選択 stray 2008-03-21 17:33:41 返信 報告

⼭茶花さん、こんにちは。

#5587は『もっと近くで…』のジャケ写ですね。
 実際のジャケ写は、縞が⾒えないようトリミングしてありますけど（笑）。

> 「翼を広げて」のジャケ写とは全然違いますかね︖ 
 > このブラウスにも縞が⼊ってるような･･･ 

 「翼を広げて」のジャケ写は、これの別ショットで間違いなしです。
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Re:ブラウスの縞の謎︕

5592 選択 MISORA 2008-03-22 00:22:19 返信 報告

strayさん、皆さん、こんばんは。

謎に参加させていただきます（*^_^*）

5571の写真はWEZARD.vol.22の表紙になっています
 ｢もっと近くで君の横顔⾒ていたい｣の特集になっていて
 5525の写真と5566の写真も掲載されていて柄なし加⼯に

 なっています

「翼を広げて」のＰＶ⾒たことがあるなぁ〜と思ったら
 ｢もうすこし あと少し…｣のＰＶで使われていました(ﾟｰﾟ*?)

Re:ブラウスの縞の謎︕

5593 選択 yan 2008-03-22 03:17:43 返信 報告

みなさんこんばんは。

#5585と同じ写真だと思いますがこちらは縞がありますね。
 使いまわしをごまかすためでしょうか︖

Re:ブラウスの縞の謎︕

5594 選択 yan 2008-03-22 04:25:52 返信 報告

これも同じ…︖
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Re:ブラウスの縞の謎︕

5595 選択 yan 2008-03-22 04:28:27 返信 報告

撮影時期は93年7⽉K'sスタジオですね。

なんとなくわかってきました︕

5596 選択 stray 2008-03-22 11:33:45 返信 報告

yanさん、misoraさん、こんにちは。

#5593は、Le Port DVD のキャプですね。
 #5594も#5595も、泉⽔さん亡き後に発表された映像・画像です。

 何が⾔いたいかというと（笑）、会報22号の表紙が鍵を握ってるんじゃないかってことです。

WEZARD.vol.22の表紙になっている#5571は、⼩⾖⾊の横縞がメイン背景で、
 泉⽔さんのブラウスの縦縞も同⾊なので、絵的に、めまぐるしい感じになってしまう。

 そこでブラウスの縦縞を無地に加⼯し、ジャケ写やCM・PVも縞がないもので統⼀した。
 ｢もうすこし あと少し…｣のPVに使ったことは、忘れていたんでしょう（笑）。

Le Port DVD 以降、縞が⼊ったままの画像が出てきたのは、
 「もっと近くで…」時の修正意図を知らないスタッフの⼿によるものと考えれば、

 この謎は解けるかも知れませんね。
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New加⼯画、2種類♪

5550 選択 皐 2008-03-19 22:58:18 返信 報告

皆さんこんばんは︕(o^∇^o)

新しい加⼯画をUPしました〜︕本⽇は所⻑のお気に⼊りソング「Love is gone」編、そして2種で
す︕(笑)

 同じ曲の加⼯画なんですが、今回は“第⼀印象”と“曲のイメージ”に分てみました(*^u^*)

まず1枚⽬は「Request Best 〜beautiful memory〜」で初めて聴いた時に感じた第⼀印象の加⼯
画です☆ﾐ

 アレンジされたものでは歌がピアノで始まっていて、その時に“淡いピンクでシンプル”なイメージが強かったんですよね＾＾
 akiちゃんとの共作に続き、今回は“歌詞のイメージを⼤切に”を忘れて、気ままに作るという冒険をしてみました︕(笑)

Re:New加⼯画、2種類♪

5551 選択 皐 2008-03-19 22:59:08 返信 報告

さて︕2枚⽬の「Love is gone」はc/wバージョンを意識して作りました☆ﾐ
 私は原曲の⽅がロックで好きなんですよね♪♪こちらのパターンでは歌詞の世界観にも

 メロディにも合った感じに仕上げてみたんですが、いかがでしょう︖(*^u^*)

皆さんにも所⻑にも“期待はずれ”になっていないよう願っています(笑)

Re:New加⼯画、2種類♪

5553 選択 yan 2008-03-19 23:48:02 返信 報告

皐さん、こんばんは。
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僕もこの曲が⼤好きなんです︕
歌詞も最⾼だしAメロの歌い⽅、サビの⾼⾳、どれをとっても最⾼︕

この曲はリクベスで初めて聴いてハマッてMy Baby Grandのシングルを買いました。
 僕も原曲のほうが好きです。あのギターのイントロとサビの豪華なコーラスがたまりません。

両⽅とも曲のアレンジにあっててさすがです。
 泉⽔さんのいろんな魅⼒が詰まってますね♪

 ⼤切にさせていただきます(^^)

p.s.
 所⻑、先にレスしちゃってごめんなさい(笑)

期待以上です︕

5554 選択 シヴァ 2008-03-20 00:06:10 返信 報告

皐さん、こんばんは︕

アレンジで曲って変わるものですよね︕リクベスｖｅｒ．は切ない曲に、ｃ/ｗ ｖｅｒ．はかっこいい曲ですよね︕
 > 私は原曲の⽅がロックで好きなんですよね♪♪ 

 私も原曲が好きですね︕まあ聴きなれているというのもあるかもしれないですけど・・。
 「息もできない」も原曲が好きですから。

> 皆さんにも所⻑にも“期待はずれ”になっていないよう願っています(笑) 
 期待以上です︕２枚ともとっても綺麗・・。

ちなみに私の⼼のど真ん中に泉⽔さんがいま〜す︕
 どんな時でも頭から離れません︕

Re:New加⼯画、2種類♪

5556 選択 ALIL.1967 2008-03-20 04:00:53 返信 報告

皐さんこんばんは
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加⼯画ありがとうございます。私が加⼯（︖）するとここまでです。全然加⼯になっ
てませんね。

Re:New加⼯画、2種類♪

5557 選択 ALIL.1967 2008-03-20 04:05:45 返信 報告

愛は暗闇の中で PV の場⾯集ですね。
 縦横にファイルを並べるのもなかなかです。

追伸︓MJTVを１⽇中録画してますが新曲の動画まだ出てこないんです。本家では確保
した⼈もいるみたいですね。

超うれピー︕（笑）

5562 選択 stray 2008-03-20 09:32:11 返信 報告

皐ちゃん、おはよう︕

「Love is gone」は”好き”じゃなくて”⼤・⼤好き”な曲なので（笑）、
 超うれピー︕です（笑）。

リクベスｖｅｒ．はあまり評判良くないようですが、
 私も「ぬくもりが欲しくて」c/wバージョンの⽅を断然⽀持します。

 この曲は感情を全⾯的に出して、声を張り上げて”これでもか︕”と歌う、
 ZARDロックの真髄とも⾔える曲なので、リクベスver.の意図がいまいちよく理解できません。

さて、皐ちゃんの加⼯画ですが、2つのver.の⾊イメージは、まさにこんな感じです（笑）。
 ピンクver.の右側の泉⽔さんの表情が堪りませんなぁ（笑）。

 儚い絶望感のようなものを優しく表現してるように思えます。
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ブラックver.のほうは、これでもか︕というくらい孤独ですねぇ（笑）。
♪ 誰か教えて 僕はこれでいいんだろうか

 が⾒事に表現されていると思います。

期待以上の出来栄えですよ︕ どうもありがとう︕︕
 早速、ケイタイの待ち受けにします（笑）

 

Re:New加⼯画、2種類♪

5564 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-03-20 10:20:15 返信 報告

皐ちゃん、こんにちは

今⽇は２編も観れて嬉しいです。（笑）

曲はブラックverのギターが泣き叫ぶロックのが好きです。

加⼯画の⿊verは、⿊の⾰ジャンに鉄のフェンスといい、冷たい、孤独感がたまりませんね。
 ⾚のポイントもいいですね。

ピンクverは、泉⽔さんのしぐさがまぶしいですネ。（笑）
 ちょっと、覗きたいところですが、こっちを⾒てるのでできません。

 なんのこっちゃ(笑)

アネ研さんへ

5567 選択 stray 2008-03-20 11:20:36 返信 報告

> ちょっと、覗きたいところですが、こっちを⾒てるのでできません。 
 > なんのこっちゃ(笑)

ぎゃはは、わかる、わかる（笑）。
 左上の胸元を覗こうと思うと、左下の泉⽔さんに”なに⾒てんのよ︕”って

 怒られそうな気がするってことですよね、まったく同感です（笑）。
 皐ちゃんの画像の配置がお⾒事な証拠です。
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Re:New加⼯画、2種類♪

5568 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-03-20 11:32:59 返信 報告

皐ちゃん、こんにちは。
 出遅れました・・・、追っかけ失格ですね（苦笑）。

私は、c/wVer.は聴いたことがないので、1枚⽬のイメージですね。
 この2枚の加⼯画から受けるイメージだと、別の曲のようですね。

 早くc/wVer.も聴かないとダメですね。
 たぶん聴けば、そっちの⽅が好きかも知れません。

 なんせ最近は、初期のZARDの曲ばかり聴いているもので・・・。

1枚⽬の右側、優しい眼差しで微笑んでる泉⽔さん素敵ですね。
 この写真＝皐ちゃんのイメージなんです。 ←私の中で（照）

 左上の泉⽔さん、どうしたんですかね︖
 ほつれ⽷でもあったのかな︖（笑）

Ｐ.Ｓ. いつも通りに準備お願いしますね☆ﾐ（笑）

Re:New加⼯画、2種類♪

5569 選択 xs4ped 2008-03-20 11:52:36 返信 報告

皐ちゃん、こんにちは。

> 同じ曲の加⼯画なんですが、今回は“第⼀印象”と“曲のイメージ”に分てみました(*^u^
*) 

 「明」と「暗」と⾔う感じでしょうか。
 どちらも素晴らしい出来栄えですが、強いて挙げれば此⽅でしょうか︖(笑)

 曲は私も原曲の⽅が好きですね︕

T28さんへ
 >早くc/wVer.も聴かないとダメですね。 
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>たぶん聴けば、そっちの⽅が好きかも知れません。 
早くc/wVer.も聴いてね〜(笑)

 YouTubeの⽅は削除されていたので此⽅で聴いてね。
 http://blog.naver.com/cloudysmile/110006197544

Re:New加⼯画、2種類♪

5572 選択 miho 2008-03-20 12:48:22 返信 報告

こんにちは♪皐さん
 素敵な画像ありがとうございます。

 保存しますね!

My Baby Grand〜ぬくもりが欲しくて〜のカップリングですね!
この曲は中古屋さんで⼩学5,6年の頃買いました。

 Love is goneも「My Baby Grand〜ぬくもりが欲しくて〜」のCDを買って聞きました。
 「Request Best 〜beautiful memory〜」のアルバムと原曲とは全然違っていてびっくりしました!!

 私はどっちも好きです♪

xs4pedさんへ

5573 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-03-20 13:59:19 返信 報告

こんにちは。

拝聴しました︕
 私は、こちらの⽅が好きですね。

 最近特に、初期の⾳が好きでして、このギターの歪みがたまらないです（笑）。
 御紹介ありがとうございました。

 

Re:みなさんレスをありがとうございます☆ﾐ

5574 選択 皐 2008-03-20 14:07:50 返信 報告
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yanさんへ︓
こんにちは︕「Love is gone」は良い曲ですよね(*≧∇≦*)同じく“最⾼︕”だと思います☆ﾐ

 私もリクベスで聴いてからハマってしまって、原曲のロックさの⽅が⼤好きになりましたね︕︕
 今回の加⼯画は分けて作ってみたんですが、“合っている”と⾔って頂けて嬉しいです(o≧ω≦o)

 ありがとうございました〜︕☆ミ

シヴァさんへ︓
 こんにちは〜︕シヴァさんも原曲がお好きなんですね︕(o^∇^o)やっぱりアレンジされていない⽅が⼈気ですね(*^

u^*)
私も「息もできない」に関しても原曲派です︕今回の加⼯画は2度も宣伝しちゃっていたので、

 期待はずれになってしまうんじゃないか不安でしたが、期待以上であって安⼼しました(笑)ありがとうございますね♪
♪
 P.S.泉⽔さんは“⼼の⽚隅”じゃなくて、ど真ん中に居ますよね︕︕(o^∇^o)

ALIL.1967さんへ︓
 こんにちは︕加⼯画、喜んで頂けたみたいで安⼼しました♪

 今朝新曲のPVが流れたようですね︕タイミングの悪い事に、私は今朝9時過ぎまで爆睡(笑)してたので、
 どのTVも⾒逃してしまいました…(⼤ショック!!)なので、「愛は暗闇の中で」のPV場⾯集&『めざにゅ』すごく嬉し

いです(o≧ω≦o)
 ありがとうございますね︕

所⻑へ︓
 喜んでもらえてすっごく嬉しいです︕︕作った甲斐がありました(*≧∇≦*)私も所⻑と同じで“⼤･⼤好き”な歌になる

ので、
 webパパの所⻑にとっても⾊のイメージが合っていれば幸いです♡ケイタイの待ち受けにもしてくれてありがとうご

ざいますね︕
 期待以上の出来であって良かったです(o^∇^o)☆ﾐ 

 P.S.今朝のズームインをUPしてくれてありがとうございます︕どの局も⾒逃しちゃってたので超うれピーです︕(●＞
∀＜●)(笑)

アネ研さんへ︓
 こんにちは︕アネ研さんもc/w verのロック系が好きなんですね︕皆さんc/w派のようなので、

 



2パターン作って正解でした︕(o^∇^o)(笑)
『ちょっと、覗きたいところですが、こっちを⾒てるのでできません』 最初意味が分かりませんでしたが、

 所⻑のレスで分かりました(笑)”どこ⾒てんのよ︕”(⻘⽊さやか⾵︖(笑))で怒られちゃいますよ︕(=^⽫^=)(笑)

部⻑へ︓
 こんにちは☆ﾐ 部⻑は追っかけのエキスパートですよ〜♡(褒め⾔葉です(笑))

 ところで、部⻑はc/w verを聴いた事がなかったんですか(’o’)リクベスに⼊っていたのとは全然違いますよね☆ﾐ
 部⻑も原曲の⽅がお気に⼊りになったようなので、なんだか嬉しいですね〜(o^∇^o)☆ﾐ

 加⼯画の⽅では右側画像が“私のイメージ”だと⾔ってもらえてすっごく嬉しいです(●＞u＜●)(笑)ありがとうございま
すね部⻑☆ﾐ

 P.S.準備、了解しました♪♪

xs4pedさんへ︓
 こんにちは︕「明」と「暗」…、そういう感じですね(*^u^*)歌詞では「暗」という感じですが、

 リクベスの出だしは「明」に感じたので、そのギャップを表現したいと思って作ってみました☆ﾐ
 “強いて挙げれば此⽅でしょうか︖(笑)”って、載せている1ショットが1番好きという事ですか︖(笑)

 寺尾さんまで”どこ⾒てんのよ︕”って⾔われちゃいますよ︕︕(=^⽫^=)(笑)

mihoさんへ
 こんにちは(*^∇^*)「Love is gone」は5、6年⽣の頃に聴かれたんですね︕うらやましいです☆ﾐ

 私も早く出会っていたかったですね〜(o≧ω≦o)今回の加⼯画は私もどちらも好きなので(ロック派なので、c/wの⽅
が好きなんですが)

 2種類作ってみました︕(o^∇^o)mihoさんもどちらも好きという事なのでver違いを作って良かったです♪♪
 保存ありがとうございました︕︕

Re:New加⼯画、2種類♪

5576 選択 ⼭茶花 2008-03-20 14:37:23 返信 報告

皐さん、こんにちは。
 > さて︕2枚⽬の「Love is gone」はc/wバージョンを意識して作りました☆ﾐ 

 > 私は原曲の⽅がロックで好きなんですよね♪♪こちらのパターンでは歌詞の世界観にも 
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> メロディにも合った感じに仕上げてみたんですが、いかがでしょう︖(*^u^*) 
なかなか良いですね。

 「Love is gone」は、リクエストベストで初めて聴きましたけど、案外カッコイイ曲ですね。
 なので、この曲と、加⼯画された2種類の画像がピッタリ合ってる気がします。

 イメージをしっかり掴められていますね。素晴らしいです︕
 加⼯画で感じたことですが、#5550の加⼯画は"爽やか系"で、#5551が、

 "カッコイイ系"ですね(笑)⼤体、⽪の⿊のジャケットって、下はジーパンだろうが
 なんだって合いますし、得に、坂井さんにはお似合いです。彼⼥は基本的にスタイルが

 良かったので。モデルだったでしょうか。やっぱりその影響でもあるのでしょうね。
 常にカメラ写りも様になっていましたよね、彼⼥。（⼀体、何の話をしてるんだ私は･･･）

 

⼭茶花さんへ☆ﾐ

5583 選択 皐 2008-03-20 21:33:58 返信 報告

こんばんは︕レスありがとうございますね☆ﾐ

>この曲と、加⼯画された2種類の画像がピッタリ合ってる気がします。 
 そう⾔って頂けると嬉しいですね(*^u^*)原曲の「Love is gone」はすごくカッコイイ歌なんですが、

 アレンジされたリクベスの⽅では優しいメロディで正反対なイメージを持ちました＾＾
 >⽪の⿊のジャケットって、下はジーパンだろうがなんだって合いますし、得に、坂井さんにはお似合いです。 

 ⿊の⾰ジャンに真っ⾚なワンピにロングブーツのスタイリングもカッコイイでしょうね☆ﾐ
 でも、泉⽔さんだったらワンピよりパンツスタイルかな︖まぁ何でも似合っちゃいますよね︕(笑)

●● 資料整理② ●●

5507 選択 stray 2008-03-17 17:11:04 返信 報告

皆さんこんにちは︕
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今⽉は、決算棚卸につき、レア映像⼤放出です。
決して閉店セールではありませんので（笑）。

７．息もできない another ver.wmv（46.0MB）
 http://www.filebank.co.jp/wblink/7e4954bda5eb6a8698030754bfdcad4e

８．カラっといこう︕めざまし⼟曜⽇コメント.wmv（11.4MB）
 http://www.filebank.co.jp/wblink/c16dc37a15e4d7b2e464e764fc994f9c

９．今⽇はゆっくり話そう CM（2.7MB）
 http://www.filebank.co.jp/wblink/ba94e53e6c79c6c1ec64f6740923020d

１０．揺れる想い another ver.wmv（12.6MB）
 -削除-

１１．揺れる想い CL opening.wmv（24.9MB）
 http://www.filebank.co.jp/wblink/68b9f54af6d40b9b93cab4b6c265463d

１２．君に逢いたくなったらCM.zip（9.9M）
 http://www.filebank.co.jp/wblink/7dff5eaa5fabaffd488d9ec2690a9e89

シヴァさん、私なんかまだまだ⽢ちゃんです（笑）。
 世の中にはすっごい⼈がいっぱいいますので。

Seさん、お久しぶりです︕
 こちらこそ今後ともどうぞよろしくお願いします。

 またアップしましたので、つづけてご堪能下さいね︕

⾒とれてしまいます・・

5512 選択 シヴァ 2008-03-17 22:17:04 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑さん、こんばんは︕
  

> シヴァさん、私なんかまだまだ⽢ちゃんです（笑）。 
 ご謙遜を・・。もしそうなら、私はどうなってしまうんですか︖

https://bbsee.info/straylove/id/5507.html?edt=on&rid=5512
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またまた素晴らしい映像をありがとうございます︕
特に「揺れる想い ａｎｏｔｈｅｒ ｖｅｒ．」は素晴らしすぎです︕

 泉⽔さんがな〜んて綺麗なんでしょう・・。
 エンドレスで⾒てしまいました︕

「息もできない」は男ばっかり出てきてイライラしてしまいましたけど。
 すぐ近くに泉⽔さんがいるのに、男がバスケしてるとこを撮るなんてカメラマンの正気を疑いますよね︕

Re:●● 資料整理② ●●

5520 選択 皐 2008-03-18 14:36:01 返信 報告

所⻑、シヴァさん、こんにちは︕

所⻑、ステキな映像集を本当にありがとうございます︕(o≧∇≦o)
 貴重な映像の数々に感動してしまいますね☆ﾐ

「揺れる想い another ver」も初めて⾒ました︕
 きっと、⾊んな⽅が所⻑の太っ腹ぶりに感謝していると思いますよ♪♪

P.S.
 >すぐ近くに泉⽔さんがいるのに、男がバスケしてるとこを撮るなんてカメラマンの正気を疑いますよね︕ 

 あはは︕さすがシヴァさん︕(●＞∀＜●)(笑)確かに“正気を疑い”たくなりますね︕(笑)

●● NO.もう少しあと少し… ●●

5522 選択 stray 2008-03-18 17:32:17 返信 報告

皆さんこんにちは。

「揺れる想い another ver.」は、他サイトから頂戴したものだったので、
 今朝、削除しました。あしからずご了解願います。

 お詫びの証に、エヌオーの「もう少し あと少し…」をアップします。
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NO.もう少しあと少し….wmv（31.8M）
http://www.filebank.co.jp/wblink/14fc2b532c63abdd3138ae2502e7720e

前半︓モノクロver.、後半︓カラーver.の2本⼊ってますが、
 なんと、「翼を広げて」のジャケ写真に使われている、縞のブラウスを着ています。

 DEEN「翼を広げて」の発売は1993年7⽉、
 「もう少し あと少し…」は1993年9⽉ですから、

 単に、時期的に⼀番近い映像をセレクトしたのか、
 それともこの頃に録⾳したものなのか…。

 声がとっても若いので、案外1993年にボーカル撮りしたものの、
 お蔵⼊りになったのかも知れませんね。

シヴァさん、こんにちは︕
 私もまったく同感です︕（笑）

 男がバスケしてるシーンなんか⾒たくないのですよね（笑）。
 あれだけのスタッフで、お⾦かけるなら、泉⽔さん中⼼に撮ってほしかったなぁ。

皐ちゃん、こんにちは︕
 あはは、泉⽔さんの美しさは、皆さんで共有しないとねぇ。

 研究資料として配信しているので、新たな謎が出てくることを期待してるんですけど（笑）。

なんでモノクロ︕︖

5534 選択 シヴァ 2008-03-18 22:07:18 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑さん、こんばんは︕

連⽇、貴重な映像をありがとうございます︕
 今⽇の映像も泉⽔さんがとっても綺麗ですね︕

 「なんのためにモノクロにしてるんだ︕︖」って思ってしまいますけど。

> 私もまったく同感です︕（笑） 
 > 男がバスケしてるシーンなんか⾒たくないのですよね（笑）。 

 

https://bbsee.info/straylove/id/5507.html?edt=on&rid=5534
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5534


ですよね︕
あれじゃ「息もできない」って⾔うより、「息苦しい」って感じですよね︕

皐さん、こんばんは︕

今回も思ったことを書いただけなんですけど・・。
 でも、思いがけず笑いが取れてよかったで〜す。（0≧▽≦0）

 

シヴァさんへ♪

5536 選択 皐 2008-03-18 22:12:00 返信 報告

こんばんは︕
 やっぱりシヴァさんの発⾔はいつも⾯⽩いです(笑)

 ⽂字ではなく、⾯と向かって会話をしたら話が途切れずに
 楽しい時間を過ごせそうですね♪♪

> あれじゃ「息もできない」って⾔うより、「息苦しい」って感じですよね︕ 
 この発⾔も笑えますね︕︕(o≧∇≦o)(笑)

Re:●● NO.もう少しあと少し… ●●

5542 選択 xs4ped 2008-03-19 14:00:29 返信 報告

strayさん、こんにちは。

> お詫びの証に、エヌオーの「もう少し あと少し…」をアップします。 
此れははじめて⾒たかも︖

 有難う御座います。(^_^)
 エヌオーの映像はかなり持っている様ですね。

 > なんと、「翼を広げて」のジャケ写真に使われている、縞のブラウスを着ています。 
 > 声がとっても若いので、案外1993年にボーカル撮りしたものの、 

 > お蔵⼊りになったのかも知れませんね。 
 そうかも知れませんね。
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未公開映像(部分)を「翼を広げて」のPVで公開するんでしょうかね〜
> あはは、泉⽔さんの美しさは、皆さんで共有しないとねぇ。 

 もっと共有して下さ〜い︕
 なるべくレア映像でお願いします。(笑)

 > 研究資料として配信しているので、新たな謎が出てくることを期待してるんですけど（笑）。 
 泉⽔さんの映像に気を取られ、他は⽬に⼊りません。(笑)

期待はずれになるかも・・

5552 選択 シヴァ 2008-03-19 23:27:29 返信 報告

皐さん、こんばんは︕遅くなってすいません。

> やっぱりシヴァさんの発⾔はいつも⾯⽩いです(笑) 
 ありがとうございます︕

 > ⽂字ではなく、⾯と向かって会話をしたら話が途切れずに 
 > 楽しい時間を過ごせそうですね♪♪ 

 買いかぶりすぎですよ〜。でもＺＡＲＤのマニアックな会話をしてみたいです︕

皐さんへ

5509 選択 ⼭茶花 2008-03-17 21:56:00 返信 報告

こんばんは。
 加⼯画された画像なんですが、ちなみに、皐さんのサイトから持ち込んできたものです。

 投稿した画像の、左側の画像の原画は所有されていますか︖
 よろしくお願いいたします。
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Re:⼭茶花さんへ♪

5513 選択 皐 2008-03-17 22:18:26 返信 報告

こんばんは︕

> 投稿した画像の、左側の画像の原画は所有されていますか︖ 
 左側って上ですか︖下ですか??

下の場合は以前所⻑がスキャンした時の画像と同じ雑誌の元画になります(*^_^*)
 http://bbsee.info/straylove/id/3384.html#a3492

 上の場合はサイズ的にはそう変わらないものしか持っていませんね(^u^;)
 

⼭茶花さんへ

5516 選択 xs4ped 2008-03-18 13:43:15 返信 報告

⼭茶花さん、こんにちは。

別件です︕
 ♯5468の画像

 >持ってはいませんが、⾒掛けたことが何度もあるだけです(笑) 
 何度も⾒掛けた事が有るとの事でしたので、⾒かけた事の無い画像を持ってきました。(笑)

 此れは100%⾒たこと無いでしょう︕
 

☆皐さん、xs4pedさんへ☆

5517 選択 ⼭茶花 2008-03-18 14:10:31 返信 報告

皐さんへ
 >>左側って上ですか︖下ですか?? 

 そこまでお聞きするのを忘れていました(汗)
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>>下の場合は以前所⻑がスキャンした時の画像と同じ雑誌の元画になります(*^_^*) 
わざわざURL貼って下さって悪いですね。ありがとうございます。気の毒なんですが、

 あの画像は、strayさんが編集して下さったものを所有しておりまして、
 これよりも、もっと⼤きいサイズはあるのかなと思ったんです。

xs4pedさんへ
 こんにちは。

> 別件です︕ 
 > ♯5468の画像 

 > 何度も⾒掛けた事が何度も有るとの事でしたので、⾒かけた事の無い画像を持ってきました。(笑) 
 > 此れは100%⾒たこと無いでしょう︕ 

 確かに⾒たこと無いですね。初めて⼤きいサイズの⽅を⾒ると、ステキな画像ですね。
 ⼤切に頂いて帰ります(笑)

 

☆提案☆

5519 選択 皐 2008-03-18 14:28:42 返信 報告

⼭茶花さん、こんにちは︕

>あの画像は、strayさんが編集して下さったものを所有しておりまして、 
 >これよりも、もっと⼤きいサイズはあるのかなと思ったんです。 

 あのサイズと変わらないのは持っているんですが、⼤きめのは所有していませんね…(>_<;)

思ったんですが、所⻑にもう⼀度スキャンしていただいてはどうでしょう??
 あの時のサイズより⼤きくスキャンすれば、サイズ違いのものになりますよ︖(*^O^*)

Re:皐さんへ

5523 選択 ＭＲＣＰ 2008-03-18 18:27:41 返信 報告

こんばんは。
 こっそり質問ですが
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sg「翼を広げて」の泉⽔さんはsg「もっと近くで・・」の頃のもので
＃５５０９はすべて同時期の撮影なのですか︖

 最近混乱してきました。

⼭茶花さんへ

5525 選択 stray 2008-03-18 20:02:21 返信 報告

こんばんは。

左下の画像でいいんですよね︖
 皐ちゃんの提案なので、もう⼀度スキャンしてあげました（笑）。

ＭＲＣＰさん、こんばんは。

逆です、逆︕
 「もっと近くで…」のジャケ写が、10年前の画像を使い回しているんです（笑）。

 別スレにも書きましたが、「翼を広げて」のジャケ写撮影時期は、1993年でしょう。
 

strayさんへ

5528 選択 ⼭茶花 2008-03-18 20:46:37 返信 報告

こんばんは。
  

> 左下の画像でいいんですよね︖ 
はい。左下でよろしいですよ。

 > 皐ちゃんの提案なので、もう⼀度スキャンしてあげました（笑）。 
 もう⼀度スキャンして下さって嬉しいです。⼤切に保存させて頂きます。

 有り難き幸せでございます(る)。(爆)

確かに、MRCPさんの仰ることも分かる気がします。
 「もっと近く･･･」や、「翼を広げて」はジャケ写的にも、撮影時の髪型や⾐装が、
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両⽅同じ感じにも⾒えますしね。ただ「もっと近く･･･」のジャケ写は⽩⿊ですが･･･
逆なんですね。プチ情報Get︕(笑)

 

こんばんは＾＾

5530 選択 皐 2008-03-18 21:49:25 返信 報告

ＭＲＣＰさんへ♪
 こんばんは︕#5509の写真撮影時についてなんですが、

 所⻑が仰ったとおりだと思いますよ♪♪さすが、研究所・所⻑という感じですよね☆ﾐ
 それにしても、93年の写真を“2度もジャケ写に”って…。使い回しし過ぎですね(笑)

⼭茶花さん、所⻑ こんばんは☆ﾐ
 再スキャンの案は採⽤になったようで良かったです(o≧ω≦o)(笑)

 ⼭茶花さんにも喜んでもらえて嬉しいですね♪♪

Re:こんばんは＾＾

5539 選択 ＭＲＣＰ 2008-03-18 23:14:58 返信 報告

strayさん、⼭茶花さん、こんばんは。
 頭がクラクラしてきました。また⼭茶花さんの背後から

 変な質問をするかもしれないのでお願いします。

皐さん、こんばんは。
カレンダー印刷して勤め先の本棚に貼ってあります。

 疲れた時に、ぼーっと眺めております。

Re:こんばんは＾＾

5544 選択 皐 2008-03-19 18:21:47 返信 報告

ＭＲＣＰさん、こんばんは︕
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>カレンダー印刷して勤め先の本棚に貼ってあります。 
本当ですか︕ありがとうございますね〜(o≧∇≦o)すごく嬉しいです♪♪

 >疲れた時に、ぼーっと眺めております。 
 泉⽔さんを眺めながら、疲れを癒してください☆ﾐ

今⽇は誕⽣⽇

5526 選択 yasuda 2008-03-18 20:17:24 返信 報告

今⽇は⾃分の誕⽣⽇です。
 誰も祝ってくれず寂しい１⽇です。

 今⽇は⾃分を⾃分で⼀⼈寂しく朝からＺＡＲＤのＤＶＤのライブを⾒ていました。来⽉の⾼松のライブ
に⾏くのですが誰か⾏く⽅居るのでしょうか。

Re:今⽇は誕⽣⽇

5529 選択 miho 2008-03-18 21:17:09 返信 報告

こんばんわ。初めまして。
 yasudaさんの誕⽣⽇おめでとうございます!

 素敵な1年を過ごしてくださいね♪

Re:今⽇は誕⽣⽇

5532 選択 かず 2008-03-18 22:00:13 返信 報告
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誕⽣⽇おめでとうございます。
カンパーイ︕

happy Birthday︕︕

5535 選択 皐 2008-03-18 22:08:13 返信 報告

yasudaさん、こんばんは︕お久しぶりですね(o^∇^o)
 今⽇はお誕⽣⽇とのことで☆ﾐ おめでとうございます︕︕
 もしかしたら、泉⽔さんがyasudaさんへのお祝いカードを“マイペース”に書いてる最中か

もしれませんね!?

ところで、来⽉コンサートを⾒に⾏くんですね〜♪♪すごくうらやましいです(o≧ω≦o)

Re:今⽇は誕⽣⽇

5537 選択 yasuda 2008-03-18 22:22:35 返信 報告

皆さん こんばんは。
 お祝いのメッセージありがとうございます。

 来⽉の５⽇ですが⾼松のライブがあります。
 ⼤阪から⾏きます。⾼松は親の⾥で⼀泊して帰ろうかと

 思っています。

Re:今⽇は誕⽣⽇

5538 選択 ミキティ 2008-03-18 22:44:47 返信 報告
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yasudaさん こんばんは（＾－＾）
 

 お誕⽣⽇おめでとうございます♪
  Happyがたくさん舞い降りますように(*^_^*)

 ちょうど私と１ヶ⽉違いです〜☆(^o^)⼃
  これからも宜しくお願いします☆☆☆♪（＾－＾）

Re:今⽇は誕⽣⽇

5540 選択 カーディガン 2008-03-18 23:58:30 返信 報告

yasudaさん、こんばんは。

お誕⽣⽇おめでとうございます(^_-)-☆
 ようやく⽇付が変わる前に間に合った^_^;

Re:今⽇は誕⽣⽇

5541 選択 ⼭茶花 2008-03-19 10:23:42 返信 報告

yasudaさん、初めまして。

昨⽇、ご⾃⾝のお誕⽣⽇だったんですね。
 おめでとうございました。（⼀⽇遅れですが･･･）

 yasudaさんにとって、素晴らしい⼀年であると良いですね。

> 誰も祝ってくれず寂しい１⽇です。 
しかし、誰も祝ってくれなかったとは、これまた淋しい話ですね。親か誰かに、

 メールでバースデーメッセージを貰ったとかはなかったんでしょうか。

happy Birthday︕

5543 選択 xs4ped 2008-03-19 16:07:01 返信 報告
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yasudaさん、こんにちは。

遅くなりましたが、お誕⽣⽇おめでとうございます︕
 これからも宜しくお願いします。

【Heartily】レスのお返事です☆ﾐ

5510 選択 皐&aki 2008-03-17 22:06:43 返信 報告

Z研の皆さんへ

akiちゃんとの共作にたくさんのレスをどうもありがとうございました︕(*≧∇≦*)
 優しくて、とっても嬉しい感想を頂けて、私もakiちゃんも幸せな想いでいっぱいです☆ﾐ

 そんな私たちの“⼼の泉から溢れ出るこの気持ち”(笑)をお返事にすべて書きたい気持ちで⼭々なん
ですが、

 BBSのスペースを考慮して今回も短い⽂で気持ちをまとめました＾＾少しでも伝わればいいな、と
思っています︕

それでは︕今回は共作のUPでしたが、次回は“所⻑の好きな歌”の加⼯画になりますよ♪♪(笑)
 こんなに宣伝しておいて、“期待はずれ”にならないよう私⾃⾝願っておきます(笑)

 ------------------------------------------------------------------

皐︓yanさんへ
 加⼯については⾊使いを気に⼊って頂けたみたいで嬉しいです☆ﾐ

 今回、akiちゃんが作曲も⼿がけたんですが、⼆⼈のように私もいつか作ってみたいですね♪♪
 aki︓yanさんへ

 初めまして(じゃなかったらごめんなさい(/^^))akiと申します。
 これからも、Z研の素敵な⾳⾊を奏で続けてくださいね♪
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皐︓xs4pedさんへ
Z.p.でもレスをくださってありがとうございますね︕すごく嬉しかったです☆ﾐ

 寺尾さんに褒めて頂けて光栄ですね︕(o≧∇≦o)
 aki︓xs4pedさんへ

 作曲、チャレンジしてみました…︕︕
 こうして、無事にみなさんにお聴かせする事が出来て、⼤変嬉しく思っています♪

皐︓mihoさんへ
 今回もお話出来てすごく嬉しいです︕mihoさんも詩を書いているとの事なので、

 いつか⾃信作が完成したらご披露してくださいね☆ﾐ
 aki︓mihoさんへ

 mihoさん初めまして^^akiと申します。
 ありがとうございます。mihoさんの詩も今度是⾮⾒せてくださいね^^︕

皐︓megamiさんへ
 いつも暖かい感想をありがとうございますね︕akiちゃんから教わった絵⽂字もあってか、

 megamiさんのレスは独特な優しい雰囲気感があります(*^u^*)ありがとうございました︕
 aki︓megamiさんへ

 ⼿書きの部分はかなりこだわった部分なので、そう⾔って頂けて嬉しいです♪♪
 チャット、夜遅くでなければ、今の所いつでも⼤丈夫ですよ〜Σd(ゝ∀･)

 megamiさんのご都合の良い⽇を教えてくだされば、いくらでも待ってます笑^^

Re:【Heartily】レスのお返事です☆ﾐ

5511 選択 皐&aki 2008-03-17 22:07:24 返信 報告

皐︓シヴァさんへ
 とても嬉しい⾔葉をかけてくださってありがとうございます︕︕

 akiちゃんとの想いが詰まった⼤切な1枚に“全てが綺麗”という感想を頂けて、本当に嬉しいですね☆ﾐ
 aki︓シヴァさんへ

 シヴァさん初めまして︕Z研でのご活躍、毎回楽しく拝⾒しております^^
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全てが綺麗と⾔って頂き、ありがとうございますっ︕嬉しいです〜涙。
お仕事⼤変かと思いますが、ファイトですっ(^o^)/

皐︓部⻑へ
 久しぶりのakiちゃんとの共作を喜んでもらえて嬉しいです☆ﾐ

 部⻑の仰るように“⼿を繋いだ時のようなぬくもり”が私にとって1番⼼地よい響きです(*^v^*)
 aki︓T28さんへ

 もちろん︕どれだけ離れていても、⼼は繋がっています。
 P.S.先ほどチェックいたしました︕OKです(´ゝ∀･)ﾉお忙しい中、ありがとうございます︕

皐︓アネ研さんへ
 今回は⼆⼈で選んだ画像を使っての共作となりました︕

 akiちゃんとはいつも意⾒が⼀致していたので、“息の合った”感は私もひしひしと感じましたね(o≧∇≦o)♪♪(笑)
 aki︓アネ研さんへ

 お久しぶりです︕アネ研さんは鋭いから"たった⼀⼈の⼤切な⼈"気が付いちゃったかもしれませんね^^

皐︓pineさんへ
 今回の共作では、akiちゃんの詩のように“⼼から”たくさんの気持ちを込めた1作になるので、

 pineさんにPOWERを感じて頂けて嬉しいです(o^∇^o)これからも丁寧に、妥協せず加⼯をしたいと思います♪♪
 aki︓pineさんへ

 pineさん、初めまして♪コメントありがとうございます。
 この作品からPOWERを感じていただけたようで、とても嬉しいです(＞▽＜)

皐さんへ☆ﾐ 御礼です☆⼺

5514 選択 Hiro 2008-03-18 00:40:07 返信 報告

stray所⻑様、Z研の皆様、いつも楽しく拝⾒させていただいております♪stray所⻑様、お久しぶりですHiroでござい
ます<(_ _)>

 本⽇は、貴研究所の皐☆⼺お嬢様に、⼀⾔「Heartily」の
 御礼を申し上げたく参上いたしました。皐☆⼺様、感動いたしました、ありがとうございます。お⼆⼈の想いに坂井
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さんも喜ばれていることでしょう。皐さんとａｋｉさんの友情が「永遠」であることをお祈りいたします。どうも、
失礼いたしました。stray様、貴研究所の益々のご発展をお祈りいたします☆⼺

 

Hiroさんへ

5515 選択 stray 2008-03-18 07:44:19 返信 報告

どうもお久しぶりです︕

Z.p.の、いや、Hiroさんのakiお嬢様と皐ちゃんの友情は、⾒ていて清清しいですね。
 2⼈ともとっても律儀に、⼀⼈⼀⼈に丁寧にレスしてくれるので感⼼しております。

 HiroさんのZARDストリームも、Z.p.の名物になりつつありますね。
 私もZ.p.さんのご発展をお祈りしております。

Re:Hiroさんへ

5518 選択 皐 2008-03-18 14:22:32 返信 報告

こんにちは(o^∇^o)お礼だなんてとんでもないですよ︕Hiroさん、ありがとうございますね☆ﾐ
 Z研に、そしてお礼に来て頂いけたなんて、本当に嬉しいです︕(o≧ω≦o)

 akiちゃんとはZ板の頃から仲良くしてもらっているので、これからもず〜っと仲良しでいたいと思いますね♪♪
 Hiroさんもずっとakiちゃんのパパで居てくださいね(*^u^*)

それでは☆ﾐ私も所⻑と同じく、Z.p.のご発展をお祈りしております☆ﾐ

Re:パパ、ミキティさんへ

5527 選択 aki 2008-03-18 20:36:03 返信 報告

パパへ
 以前さっちゃんが⾔っていた「親⼦対談」が実現しましたね(≧∇≦)とっても嬉しいです︕

 パパもstrayさんもさっちゃんも、本家の頃から随分と⻑い間お世話になっている⽅々です。
 やっぱり、その時間の分だけ、想い出もたくさん詰まっています。
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…振り返っていると、しみじみしてしまいそうなので、この辺でやめますね笑(/^^)
これからも、ずっと私のパパで居て下さい︕ 娘より♪

ミキティさんへ
 こんばんは☆⼺お返事ありがとうございます。

 そんな⾵に⾔って下さって、もぉ〜本当に嬉しいです…︕感無量とはまさにこの事ですね…涙。
 ミキティさんとZ研の皆様との絆が、永遠にかけがえのないものである事を、⼼から祈っています。

【Heartily】レスのお返事、ミキティさんへ☆ﾐ

5533 選択 皐 2008-03-18 22:02:05 返信 報告

ミキティさん、こんばんは︕レスをどうもありがとうございますね(o^∇^o)
 「かけがえのないもの」は私もakiちゃんも⼤好きな1曲ですし、

 今回はかなり⼒を⼊れたつもりなので想いが伝われば幸いです☆ﾐ

さて︕最近「かけがえのないもの(恋するハニカミver)」を発⾒しました︕︕
 ミキティさんも⼤好きのようなので、ご紹介しておきますね♪♪(スタジオやタレントさんの声がジャマですが(笑))

http://mv.baidu.com/export/flashplayer.swf?vid=b3d48acfa82b4d2577cc2e4e

ホワイトデー︕

5437 選択 xs4ped 2008-03-14 14:17:18 返信 報告

Z研の⼥性の皆さんへ

今⽇は、ホワイトデーですね。(^_^)
 ⽇頃の感謝の気持ちを込めて、プレゼントをお持ちしました︕

 お好きなものをどうぞ︕(^_-)-☆
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Re:ホワイトデー︕

5439 選択 皐 2008-03-14 16:27:06 返信 報告

xs4pedさん、こんにちは☆ﾐ

今⽇はホワイトデーですね(*^u^*)
 プレゼントをどうもありがとうございます(o≧∇≦o)

 たくさんあって迷いますね〜♪♪泉⽔さんもどれがいいか、考え込んじゃっているかも︖(笑)

よし︕私は右側にあるクッキーを頂きますね♪♪(笑)

Re:ホワイトデー︕

5440 選択 pine 2008-03-14 16:39:41 返信 報告

xs4pedさん こんにちは

今⽇はホワイトデーですね。
 バレンタインデーには、娘のチョコ作りを⼿伝わされたのでバタバタしましたが、ホワイトデーはすっかり忘れてお

りました。
 バレンタインには何もお持ちしなかったのに、素敵なプレゼントをありがとうございます。m(^_^)m  

 たくさんあって、⽬移りしてしまいます…。決められな〜いっ (＞▽＜;;ｱｾｱｾ
 

Re:ホワイトデー︕

5443 選択 ミキティ 2008-03-14 18:38:20 返信 報告

みなさん こんばんは（＾－＾）
  ご無沙汰しました♪
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 お元気でしたか お久しぶりすぎて 話題に︖があったらすみません
 ゆっくり過去投稿を拝⾒させていただきます。

  
  久しぶり過ぎてお店番解雇になっていなかかったら

  また頑張りますのでどうぞ みなさん宜しくおねがいします♪
 xs4pedさん（＾－＾） 

  今⽇はホワイトデーでしたね。
   帰ってきて早々 素敵なプレゼントに⽬が釘付けです(｡･o･)ﾉﾉ

  プレゼントをお渡しできなかったのですが、 癒し空間をお届け出来ればと思います。
  泉⽔さんの次の 次の・・・最後にありましたら いただいてもよいですか♪

 久しぶりのお詫びにみなさんへケーキをお持ちしました。
  ホワイトデーも兼ねて みなさん お好きなものをおっしゃってくださいね(^_-)-☆

 これからも宜しくお願いします ^-^)ﾉ(* ^-^)ﾉ

Re:ホワイトデー︕

5448 選択 ⼭茶花 2008-03-14 20:45:26 返信 報告

xs4pedさん、こんばんは。

そうか。今⽇はホワイトデーかー。
 ステキなプレゼントですね。どうもありがとう︕︕

  
> お好きなものをどうぞ︕(^_-)-☆ 

 んー･･･どれを選べばいいのか⽬移りして迷いますね。
 取り敢えず、全部貰っちゃう︕欲張りかも知れないけど(笑)

 

Re:ホワイトデー︕

5467 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-03-15 13:04:28 返信 報告
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xs4pedさんへ
> ⽇頃の感謝の気持ちを込めて、プレゼントをお持ちしました︕ 

 > お好きなものをどうぞ︕(^_-)-☆ 
 いつもいただいてばかりなので申し訳ない思いですが、とってもおいしそうなので 遠慮なくい

ただいちゃいま〜す(≧◇≦) 
 わ〜おいし〜︕本当にありがとうございます︕

 どうか私の和⾵パフェもお召し上がり下さ〜い☆

Re:ホワイトデー︕

5468 選択 xs4ped 2008-03-15 14:27:38 返信 報告

皐ちゃん
 > たくさんあって迷いますね〜♪♪泉⽔さんもどれがいいか、考え込んじゃっているかも︖

(笑) 
 泉⽔さん、考え込んじゃいましたか〜(笑)

 では、私が選んであげましょう︕
 勿論、真ん中のハート♡(愛)です。(^_-)-☆

 > よし︕私は右側にあるクッキーを頂きますね♪♪(笑) 
 皐ちゃん、⾊気より⾷い気ですか︖(笑)

pineさん
 >バレンタインデーには、娘のチョコ作りを⼿伝わされたのでバタバタしましたが、ホワイトデーはすっかり忘れて

おりました。 
 娘さんはホワイトデーのプレゼントは何を貰ったのでしょうね。

 >たくさんあって、⽬移りしてしまいます…。決められな〜いっ (＞▽＜;;ｱｾｱｾ 
 では、「運命のルーレット廻して」て決めてね〜(^_^)

ミキティさん
 >泉⽔さんの次の 次の・・・最後にありましたら いただいてもよいですか♪ 

 随分、謙虚ですね〜
 遠慮は要りませんよ。

https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/7c4121d27bf970f00f1dfdcee8f43a5d.jpg
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 >ホワイトデーも兼ねて みなさん お好きなものをおっしゃってくださいね(^_-)-☆ 
では、泉⽔さんをお願いします。(笑)

⼭茶花さん
 >んー･･･どれを選べばいいのか⽬移りして迷いますね。 

 >取り敢えず、全部貰っちゃう︕欲張りかも知れないけど(笑) 
 そう来ましたか。(笑)

 しょうがない、遅ればせながら誕⽣⽇プレゼントで泉⽔さんの画像を差し上げましょう。
 持ってたら違う画像と差し替えますので⾔ってね〜

megamiさん 
 >いつもいただいてばかりなので申し訳ない思いですが、とってもおいしそうなので遠慮なくいただいちゃいま〜す

(≧◇≦)  
 megamiさん、お久しぶりです。

 遠慮なく頂いて下さい。
 地下室が気に⼊っちゃって地上に出られなくなっちゃたのかと思いましたよ。(笑)

 >どうか私の和⾵パフェもお召し上がり下さ〜い☆ 
 パフェご馳⾛様です︕(^_^)

Re:ホワイトデー︕

5472 選択 ミキティ 2008-03-15 18:28:16 返信 報告

xs4pedさん みなさん こんばんは（＾－＾）

 今⽇は暖かい⼀⽇でしたね

 ホワイトデーに 私も再び並んでいただきました♪
  素敵なプレゼントをありがとうございました☆

 >ホワイトデーも兼ねて みなさん お好きなものをおっ> >しゃってくださいね(^_-)-☆ 
  >では、泉⽔さんをお願いします。(笑)

https://bbsee.info/straylove/id/5437.html?edt=on&rid=5472
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 みんなの泉⽔さんなので（＾－＾） 夢の中でしたら 
みなさんのお許しをいたけそうです(^_-)-☆

  いつも素敵な作品 プレゼントをありがとうございます（＾－＾）

 
 

xs4pedさんへ

5497 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-03-16 19:58:46 返信 報告

こんばんは︕
 > 地下室が気に⼊っちゃって地上に出られなくなっちゃたのかと思いましたよ。(笑) 

 鋭いご指摘です（笑）過去スレの中に埋もれて なかなか外の空気を吸えないところでした〜︕︕
 やはり約１ヶ⽉のブランクを取り戻すには時間が掛かりますね︕

 おしゃれでおいしそうな気分をありがとうございました(*＾Ｕ＾*)  
 

xs4pedさんへ

5508 選択 ⼭茶花 2008-03-17 20:22:42 返信 報告

こんばんは。
 返事が遅くなりました<(_ _)>

> そう来ましたか。(笑) 
 > しょうがない、遅ればせながら誕⽣⽇プレゼントで泉⽔さんの画像を差し上げましょう。 

> 持ってたら違う画像と差し替えますので⾔ってね〜 
 > 

 まぁ、ありがとうございます。
 xs4pedさんからも祝って下さって嬉しいです。

 感謝です。
 持ってはいませんが、⾒掛けたことが何度もあるだけです(笑)

 では、折⾓なので頂きます。
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Heartily

5489 選択 皐&aki 2008-03-16 13:59:57 返信 報告

ZARD研究所のみなさん、こんにちは☆⼺皐＆akiです♪

また共作を作りたい︕という⼀⼼で、約2ヶ⽉間、⼆⼈で⼒を合わせて、ゆっくりそしてじっくりと
作品と向き合ってきました。

 こうして完成した今回の作品は、本当に細かい所まで、⼆⼈のこだわりそして想いが詰まった作品と
なりました(*^^*)

画像は、⼆⼈の1番のお気に⼊りの泉⽔さんの画像を、モノクロとカラーそれぞれ1枚ずつ作品に使⽤
しました(上半分が私、下半分がさっちゃんです)

 ⼤まかなレイアウトは私が考え、最終的な加⼯はさっちゃんが⾏いました。

詩は、よりみなさまに想いが伝わるよう、⼿書きのものを作品に合成しました。題名の「Heartily」は「⼼から」という意味
です。

 詩の中にもありますが私が“たったひとりの⼤切な⼈へ”向けて、⼼から書いた詩です。
 また右下の「皐＆aki」も⼆⼈の直筆(サイン⾵(= ^ ^ ゞ笑)です。

作品中央にある「absolutely invaluable love」は⼆⼈の⼤好きな「かけがえのないもの」の詩から来ています。
 このフレーズが中央にあることでより⼀層、キラキラと輝く素敵な作品になったのではないか…と⾃負しております☆⼺

そして今回は、もうひとつサプライズがあります(＞v＜）
 この作品にあわせて、私akiのoriginal「かけがえのないもの〜Acoustic Ver.〜」を⾳楽制作ソフトで作曲しました♪((●>ω<)

 よろしければ是⾮こちらも聴いてみてください♪(美術館の「4thMG」にて共作と共に聴く事が出来るよう更新予定です)
 (ダウンロードはこちらから＜http://www.filebank.co.jp/wblink/022ee6864ca6ee12d3db409fb846a391＞)

ではここで⼀⼈ずつのコメントを紹介したいと思います
 (私(aki)のコメントはZ.p.にてご覧頂けます^^♪)

Re:Heartily

https://bbsee.info/straylove/id/5489.html
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5490 選択 皐 2008-03-16 14:01:04 返信 報告

今回、akiちゃんとまたまたタッグを組む事になりました︕今までにない⼿法を使った作成だったので、楽しさと不安
と⾊んな感情がありましたが、

 相⼿が仲良しのakiちゃんということで⼆⼈で楽しみながら完成にたどり着けました☆ﾐこの共作で“また何かを得られ
た”と、ひしひしと感じます︕(o≧ω≦o)

 akiちゃん、⾊々とフォローをありがとう︕感謝してます(o^∇^o)

P.S.前回、『次作は所⻑の好きな歌』と⾔いましたが、今回の「かけがえのないもの」ではありません＾＾今回は“共
作”としてUPしました☆ﾐ

それでは☆ﾐ 皐 ＆ akiの共作を、是⾮ご覧になって下さいね♪♪⼆⼈の想いを“⼼から”注ぎ込んだ1作を楽しんで頂ける
と嬉しいです♡

Re:Heartily

5492 選択 yan 2008-03-16 16:22:30 返信 報告

皐さん、akiさんこんにちは。

とても素敵な作品をありがとうございます。
 akiさんの詩はZARDファンの気持ちを代弁してくれているようで、読んでてとてもうれしくなりました。

 丁寧に書かれた直筆の⽂字から想いが伝わってきました。
 akiさんすごく字がきれいですね(^^)うらやましい…

皐さんの加⼯画もいつもながらすごくクオリティが⾼い︕
 いつも⾊使いがいいな〜って思います。

 複数の写真をひとつにまとめるのは難しそうですが⾒事ですね♪

しかも「かけがえのないもの」のアレンジまで︕
 悔しい（笑）ギターできましたか〜、やられた(><)

お⼆⼈とも元々すごかったけどさらにレベルアップして⾏ってるようで、これからも楽しみにしてますね♪

Re:Heartily

https://bbsee.info/straylove/id/5489.html?edt=on&rid=5490
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5490
https://bbsee.info/straylove/id/5489.html?edt=on&rid=5492
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5492


5493 選択 xs4ped 2008-03-16 16:26:59 返信 報告

皐ちゃん、akiちゃん、こんにちは。

> ⼆⼈のこだわりそして想いが詰まった作品となりました(*^^*) 
 ⼤変感動しました︕(^_^)

 ⼆⼈の想いが伝わって来ましたよ〜
 モノクロとカラーの組み合わせもいいですね。

 > 詩の中にもありますが私が“たったひとりの⼤切な⼈へ”向けて、⼼から書いた詩です。 
 “たったひとりの⼤切な⼈”とは誰なんでしょうね〜

 想いの詰まった詩も⼤変感動しました。(^_^)
 > そして今回は、もうひとつサプライズがあります(＞v＜） 

 > この作品にあわせて、私akiのoriginal「かけがえのないもの〜Acoustic Ver.〜」を⾳楽制作ソフトで作曲しました
♪((●>ω<) 

 akiちゃん、作曲までするとは驚きです︕
 ⼆⼈の想いが詰まった素晴らしい作品をありがとう︕

Re:Heartily

5496 選択 miho 2008-03-16 19:53:26 返信 報告

皐さんこんばんわ♪akiさんはじめまして。

きれいな画像ですね♪泉⽔さんが輝いてみえます!!

akiさんの詩とってもいいですね。私も詩を書いているのですが、akiさんは詩を書くの上⼿ですね!!

「かけがえのないもの〜Acoustic Ver.〜」
 いいですね〜♪とっても明るい感じだったのでよかったです!!

皐さん ａｋｉちゃんへ

5498 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-03-16 20:23:04 返信 報告
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皐さん＆ａｋｉちゃんへ
お⼆⼈の素敵な共作に感動致しました︕︕とても新鮮な作品だと思いました o(>▽<)o

 そしてお⼆⼈の⼼の絆も感じさせていただきました〜（涙）
 > 詩の中にもありますが私が“たったひとりの⼤切な⼈へ”向けて、⼼から書いた詩です。 

 優しく強く想いが伝わってくる詩だと思います♡丁寧に⼿書きで書かれた詩がとっても引き⽴ってます☆
 > そして今回は、もうひとつサプライズがあります(＞v＜） 

 > この作品にあわせて、私akiのoriginal「かけがえのないもの〜Acoustic Ver.〜」を⾳楽制作ソフトで作曲しました
♪((●>ω<) 

 聴かせていただきました︕︕素晴らしい才能に拍⼿ですヽ(●>∀<●)/

ａｋｉちゃんへ
 お久しぶりで〜す︕︕︕お元気そうでとっても嬉しいです（笑）

 >私は先⽇、無事に中学を卒業いたしました。 
 ご卒業、本当におめでとうございます(*＾Ｕ＾*)  

 みなさんからお祝いしていただけて 本当に良かったですね︕︕akiちゃんにとって最⾼の思い出になりましたね☆
 私も⾃分のことのように嬉しくなりました♪♪

 >megamiさんとチャットでお話できる⽇を、今か今かと楽しみにしているんですが、なかなかお会いできなくて(´^
｀) 

 今度、待ち合わせしましょうか♡︖
 私も楽しみにしているので、ぜひヨロシクお願いしま〜す︕

全てが綺麗ですね

5500 選択 シヴァ 2008-03-16 20:52:56 返信 報告

ａｋｉさん、初めまして。シヴァと申します。
 皐さん、こんばんは︕

全てが綺麗ですね。
 お⼆⼈の直筆のメッセージ＆サイン、構図、泉⽔さんの画像、その背景のキラキラまで・・。

 今回もありがたく保存させていただきます︕

https://bbsee.info/straylove/id/5489.html?edt=on&rid=5500
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> そして今回は、もうひとつサプライズがあります(＞v＜） 
> この作品にあわせて、私akiのoriginal「かけがえのないもの〜Acoustic Ver.〜」を⾳楽制作ソフトで作曲しました
♪((●>ω<) 

 早速聴かせていただきました。
 なにかの癒しのパワーが秘められているように感じました。

 ⼼と⾝体に染み⼊っていくような・・。

明⽇は仕事をズル休みしようと思っていたのですが、リフレッシュできたので、出勤することにします︕
 

Re:Heartily

5502 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-03-16 21:22:34 返信 報告

皐ちゃん&akiちゃん、こんばんは。

嬉しいです︕
 ⼤ファンのお⼆⼈のコラボ、⾸を⻑〜くして待っていましたぁ〜。

 とてもとても温かく、ぬくもり溢れる「共作」ですね。
 ”気持ち”や”想い”は、離れていたって、きっと”届く”よね。

 そんな⼤事なことを思い出させてもらいました。

直筆の詞とサインが特に素晴らしいです。
 それが、⼿を繋いだ時のような体温（ぬくもり）を、伝えてるのかも知れませんね。

Ｐ.Ｓ. お⼆⼈の「共作」、皐Gにアップしましたよ♡
  皐ちゃんのPCだと、更新に2〜3⽇掛かるので（笑）、akiちゃんが先にチェックして下さいね。

  ⾳楽鳴ってるよね︖ それに再⽣スピードもOKだよね︖ おかしかったら遠慮なく教えてね。
 

Re:Heartily

5504 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-03-16 22:12:56 返信 報告

こんばんは、皐ちゃんakiちゃん

すてきな斬新な、４分割とモノクロとカラーのコントラストが絶妙ですね。

https://bbsee.info/straylove/id/5489.html?edt=on&rid=5502
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akiちゃんへ
おひさしぶりです。

 悲しくもあり、なんだか勇気もわく詞ですね。
 演奏も寂しそうでいてあったかい感じがしました。

皐ちゃんへ
 今回の画像はふたりで選んだとのことですが、

 何かに集中してる泉⽔さんと、あこがれって感じの泉⽔さんですね。
 ふたりの息の合ったところがいじらしいです。（笑）

 ⼿書きの詞もいい感じですね。

皐＆akiちゃん、ありがとうございました。

皐さん akiさんへ

5506 選択 pine 2008-03-17 14:51:37 返信 報告

皐さん こんにちは
 akiさん 初めまして。pineと申します。

美術館で、akiさん作曲の「かけがえのないもの」を聴きながら、拝⾒させて頂きました。ギターの優しい⾳⾊を聴き
ながら、この作品に籠められたお⼆⼈の想い・ぬくもりを感じました。

 お⼆⼈のお気に⼊りの泉⽔さんの画像、細かいところまで丁寧な皐⽉さんの加⼯、akiさんの⼿書きの詩… 
 お⼆⼈にPOWERをいただきました。ありがとう︕︕o(*^▽^*)o~♪

Re:Heartily

5524 選択 ミキティ 2008-03-18 18:30:47 返信 報告

皐さん akiさん（＾－＾）みなさん（＾－＾）
    こんばんは♪

 ただいまカフェ休憩室にて 感動して涙ポロポロ状態です
 作品に⽬が奪われて とってもとっても素敵で そして私の⼤好きなかけがえのないもの♪を作って下さって 感動で

https://bbsee.info/straylove/id/5489.html?edt=on&rid=5506
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今晩カフェの店番が 出来なさそうです〜

 お⼆⼈が⼒を合わせて づっと温めてきた想いがこもった作品本当にありがとうございます
  

 題名の「Heartily」の意 akiさんの想い溢れる詩 
 皐＆akiさんの貴重な直筆（＾－＾）サイン⼊り 素敵な作品をかけがえのないプレゼントをありがとうございます

 (*^_^*)

●● 資料各種 ●●

5474 選択 stray 2008-03-15 19:53:24 返信 報告

皆さん、こんばんは。
 久しぶりに資料整理をして、珍しい映像がいくつか⾒つかりました。

 こんなのがあったとは⾃分でぜんぜん覚えてない（笑）。

１．ぬくもりが欲しくて docomo CM.wmv（3.4MB）
 http://www.filebank.co.jp/wblink/5da32dbf77105cd8a7aa17b403256011

２．愛が⾒えない シーブリーズCM.wmv（3.9MB）
 http://www.filebank.co.jp/wblink/4419a9f1eaedb88c6e9d2bb981a9eacc

３．負けないで CD100.wmv（9.8MB）
 http://www.filebank.co.jp/wblink/02ed4ea4b022dcc86bec3d3addb79a52

４．運命のルーレット another ver1.wmv（11.9MB）
 http://www.filebank.co.jp/wblink/6ac735a9cc94b5692ab60c6237896a82

５．CL TV.wmv（74.3MB）
 http://www.filebank.co.jp/wblink/063e84d2fcba74841a8484ef532c3acb

１は、広末涼⼦のポケベルCM。途中で少しノイズが⼊ります。
 ３は、Count Down 100 という番組です。削除されたようですが、

https://bbsee.info/straylove/id/5474.html
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⼭茶花さんが投稿された画像は、このPVに使われてた画像ですね。
４は、以前アップした別ver.とは違います。イギリスのサッカー場

 で撮影したことがはっきり分かるシーンが⼊ってます。
 ５は、クルージングライブ関係のＴＶ番組２本です。

 パシフィックヴィーナスの出航シーン、ライブ⾵景、泉⽔さんが
 下船する際、観客に⼿を振って応えるシーン等が⼊ってます。

もう１つありました。
 ６．Falling of the rain.wmv（8.5MB）

 http://www.filebank.co.jp/wblink/f7e312dda8c47020aed28936e8765dbd

「永遠」が、まだCannonのCM ver.だったころのものです。

Re:●● 資料各種 ●●

5479 選択 xs4ped 2008-03-16 04:15:06 返信 報告

strayさん、こんばんは。

貴重な映像有難う御座います。(^_^)
 DLさせて頂きました︕

 > ５．CL TV. 
 > ５は、クルージングライブ関係のＴＶ番組２本です。 

 > パシフィックヴィーナスの出航シーン、ライブ⾵景、泉⽔さんが 
 > 下船する際、観客に⼿を振って応えるシーン等が⼊ってます。 

 下船する映像は⾒たこと有りましたが、ライブ⾵景のTVは⾒そびれてしまいました。
 > ６．Falling of the rain. 

 > 「永遠」が、まだCannonのCM ver.だったころのもので 
 >す。 

 そう⾔えばCannonのCMだったんですね、とっくに忘れてました。(笑)

Re:●● 資料各種 ●●
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5480 選択 yan 2008-03-16 04:28:55 返信 報告

うおおおおおお︕︕︕このクルージングライブのやつずっと⾒たかったんです︕︕
 持ってる⼈がいたなんて、やっぱり所⻑すごい︕︕

 あの⼿を振るシーンが⾒たかったんですよ。
 しかもライブの映像もあんなに流れてたんですね〜。

 PV以外で動く泉⽔さんを⾒たあの衝撃がよみがえってきました♪

美しい、美しすぎる…早く発売してくれビーイング︕
 いくらでも買うから︕

あ、すいません興奮しすぎました(^^;
 他のも懐かしいですね〜♪

 「愛が⾒えない」はアレンジ違うんですね、初めて気づきました。ハウスっぽくて踊りたくなりますね〜

いやー、いいものたくさん頂いて幸せです☆Z研バンザイ\(^^)/

Re:●● 資料各種 ●●

5481 選択 stray 2008-03-16 10:43:37 返信 報告

xs4pedさん、yanさん、喜んでいただき光栄です。
 「愛は⾒えない」はこっちのアレンジのほうが⾊っぽくていいですね（笑）。

クルージングライブのDVDは、早く出してほしいところですが、その気配ありませんね
ぇ。

さて、「Falling of the rain」の映像は、追悼ライブで流れた「Don't you see!」の
 メイキングシーンであることに気づかれましたでしょうか︖

 このキャプ画像の左隅（⾚い⽮印）に泉⽔さんが映っています。
 

Re:●● 資料各種 ●●

5482 選択 stray 2008-03-16 10:45:49 返信 報告
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追悼ライブで流れた、⿊ワンピ姿の泉⽔さんを撮ってるシーンだったんですね︕

Re:●● 資料各種 ●●

5483 選択 ALIL.1967 2008-03-16 11:59:15 返信 報告

stray所⻑さんへ

ありがとうございました。クルージングライブの映像初めて⾒ました。ライブの翌⽇1999
年9⽉1⽇の朝のテレビですね。かなりやせていてきりっとした感じの坂井さんですね。も
ちろん、その当時もZARDを知っていましたが．．．

> さて、「Falling of the rain」の映像は、追悼ライブで流れた「Don't you see!」の 
 > メイキングシーンであることに気づかれましたでしょうか︖ 

 > このキャプ画像の左隅（⾚い⽮印）に泉⽔さんが映っています。

Don't you see! のPVのメーキングでは地下鉄４９丁⽬駅の階段を上るシーンなんかもありましたね。このPVを作っ
た⼈たちはこれを⾒ているんじゃないかとおもうようなPVをみつけました。Glenn Freyの "You Belong to the Cit
y" 1985です。このPVはマイアミバイスがでてきます。PVのなかでは⻩⾊いタクシーに⼈が乗っかったり、道路や標
識・⽮印、カメラで交差点をぐるっと回して撮影したりでてきます。

 

Re:●● 資料各種 ●●

5484 選択 ALIL.1967 2008-03-16 12:00:17 返信 報告

West 45st Broadway ってタイムズスクエアですね。
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Re:●● 資料各種 ●●

5485 選択 ALIL.1967 2008-03-16 12:03:32 返信 報告

⽮印はこんなのです。
 Glenn FreyのPVはyoutubeで⾒れるかもしれません。⾒れなかったらupしてもいいです

が、PVのオチがちょっと意にそわないというか．．．

Re:●● 資料各種 ●●

5486 選択 ALIL.1967 2008-03-16 12:07:31 返信 報告

so don't do it なんてちょっと似たコトバが書かれたパネルまで。

それにしても、坂井さんはPVで標識の下に⽴っているシーンがありますが、タクシーをま
ってるんですかね︖（タクシー待ち以外⽴ち⽌まるなっていう標識とおもいました）

 

Re:●● 資料各種 ●●

5487 選択 GTO 2008-03-16 12:14:03 返信 報告
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ご無沙汰しております。

ZARDとは暫く離れておりましたが、今回初めて念願のCanon CM ver.、「永遠」聞く事が出来ました....。
 こんな曲だったんですね。

> 追悼ライブで流れた、⿊ワンピ姿の泉⽔さんを撮ってるシーンだったんですね︕

え〜︕
 strayさんは、それをご存知でこのvideoを配信されたのではないの?

いつか、このレストランを特定したいと思います。
 期待せずにお待ちください。

Re:●● 資料各種 ●●

5488 選択 GTO 2008-03-16 13:01:33 返信 報告

> それにしても、坂井さんはPVで標識の下に⽴っているシーンがありますが、タクシーをまってるんですかね︖（タ
クシー待ち以外⽴ち⽌まるなっていう標識とおもいました）

あそこは簡易タクシー乗り場ですね。
 あの標識の下の泉⽔さんて、いいですよね。

Re:●● 資料各種 ●●

5491 選択 ALIL.1967 2008-03-16 14:31:16 返信 報告

GTOさん おひさしぶりです

> あそこは簡易タクシー乗り場ですね。

♪タクシー乗り場で待ってた時の沈黙は．．．ですね。歌に沿ったPVの映像です。泉⽔さんの表情がなんかタクシー
待ちには⾒えないので（そこに居るとタクシーきちゃいますよ、泉⽔さん。なんて思っていたのですが。歌詞をよく
聴かなくっちゃ）

 

Re:●● 資料各種 ●●
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5499 選択 stray 2008-03-16 20:24:02 返信 報告

ALIL.1967さん、こんばんは。

Glenn Freyの "You Belong to the City"は、YouTubeにありました。
 夜の撮影なので、Don't you see!との⽐較はなかなか難しいですね。

 タイムズスクエアで撮影したのは間違いありませんが、42丁⽬〜49丁⽬と広範囲に渡ってるようで…。
ただ、Don't you see!は映像も画像も豊富なので、現地に⾏って、

 「これ、どこ︖」って聞ければ、分かりそうですね（笑）。

タイムズスクエアのバーチャルツアーです。
 http://www.1dayinny.com/specials/times_sq.htm

GTOさん、こんばんは、おひさしぶりです。

「Falling of the rain」の映像を持ってることすら忘れてましたので（笑）、
 昨⽇、資料を整理してて「あっ︕これはエンパイアステートビルじゃん︕」

 ということは「Don't you see!」のメイキングビデオだ︕︕
 と気づいたわけです（笑）。

 レストランの特定、⾸を⻑くして待ってますので、どうぞよろしく︕（笑）

すごすぎる・・

5501 選択 シヴァ 2008-03-16 21:03:44 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑さん、こんばんは︕

いつもながら貴重な映像をお持ちですね︕
 特に１９９９年のライブが終わって帰る時の泉⽔さんが⼿を振るシーンは最⾼です︕

 ありがとうございます︕
 昨⽇は料理（︖）で時間がかかったので今⽇やっと⾒れました。

今はいろんな検定がありますよね。
 「ＺＡＲＤ検定」なんてのがあったら、最⾼レベルでも合格してしまうんじゃないですか︖

 私はたぶん中途半端なレベルでしょうね・・
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Re:●● 資料各種 ●●

5505 選択 Se 2008-03-16 23:01:19 返信 報告

stray所⻑様 こんばんは。ずいぶんご無沙汰しています。
 今⽇はレアな情報有り難うございました。

 早速ＤＬさせていただきました。
 クルージングライブのＴＶ映像が⼊⼿できるとは思っていませんでした。

 ⼤事に保存させていただきます。

研究所の皆様共々今後とも宜しくお願いいたします。
 とりあえず御礼まで。

梅の花です

5494 選択 ｍｆ 2008-03-16 17:44:10 返信 報告

私の家の庭の梅の花は今年も美しく咲きました
 5⽉には カラーの花も咲きますが・・・・

Re:梅の花です

5495 選択 ｍｆ 2008-03-16 17:46:58 返信 報告

梅の花の清楚な姿は坂井さんのようです
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» bbsee [PR]AdSenseにハブられたらこれ . オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [5442]夏︖︕(17) [5421](無題)(6) [5450]Request Best CMは全六種類?(3) [5454]PONTIAC GTO(2) [5431]画像の元
画へのお願い(2) [5432]質問です(5) [5408]⼊⼿した画像を投稿その4(2) [5406]永遠のディスプレイ(4) [5404]ぱしふぃっくび
いなす(7) [5381]●●牟⽥刑事官事件ファイル30ED●●(2)

新しい話題を投稿する

« 65 64 63 62 61 60 59 58 57 »

夏︖︕

5442 選択 皐 2008-03-14 18:21:39 返信 報告

皆さん、こんばんは(o^∇^o)

New加⼯画が完成しましたよ︕「来年の夏も」編です♪♪
 「なぜ今の時期に︖」という感じですね(笑)

私の住んでいるところは暖かい地⽅なので、
 早くも“夏気分”とまではいきませんが、たまに半袖でもOKなんです︕

 Tシャツスタイルで暖かい陽差しを⾒ていたら、この加⼯画を作りたくなっちゃいました(*^_^*)

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧
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さて、次回は私の“最近新たに好きになった曲”をUPする予定です︕
以前、所⻑も好きだと仰ってましたよ♪♪楽しみにしていてくださいね☆ﾐ

Re:夏︖︕

5444 選択 ミキティ 2008-03-14 18:51:50 返信 報告

皐さん こんばんは（＾－＾）

 ご無沙汰しました（＾－＾）
  皐さん お元気でしたか

  過去の投稿と拝⾒できなかった皐さんの作品を⾒に⾏ってきました。
  ⽬がうるうる なんて素敵なんでしょう〜

  新しい事に取り組んで ますます皐さんの魅⼒発揮ですね
  作品 とてもとても⼤事に⼤切に拝⾒させていただきました。

  カレンダーですが 私4⽉⽣まれで そしてかけがえのないものが⼤好きで （＾－＾）（＾－＾）（＾－＾）で
す。嬉しい〜です

   
  NEW加⼯画 清清しい 夏の季節の作品ですね。

   とっても爽やかな 想いがこもった作品ですね(^o^)⼃

 またUPのご予定があるとの事で 美術館ピカピカにしながら⼼待ちにしています(^_-)-☆

Re:夏︖︕

5445 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-03-14 19:41:35 返信 報告
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皐ちゃん、こんばんは︕

爽やかな初夏のような加⼯画ですね。
 だいぶ暖かくなってきて、空の⻘さが違ってきましたね。

 まさにZARDカラーの⻘空も、もう少しなんでしょうね。

「来年の夏も」は、私もよく聴いていました。
 じつは泉⽔さんと私、同じ⾎液型なんですよね（笑）。←だからどうしたって︖（汗）

 それだけです（苦笑）。残念ながら、アハハハッ・・・（汗）。

Ｐ.Ｓ. 急がないけど、更新データ、ヨロシク〜♡

Re:夏︖︕

5446 選択 pine 2008-03-14 20:30:01 返信 報告

皐さん こんばんは︕

今⽇は⾬模様でしたが、どんどん春めいてきましたね。
 空の⾊を⾒ていると、初夏を思わせるような⽇もあります。

今⽇の作品は、やさしい⾊で爽やかですね。笑顔の泉⽔さんもステキ。
 「来年の夏も」はライブDVDで⾒た「しっぱーい」を思い出します。恥ずかしそうでかわいかったです。

最近ペース速いですね。次回作も近いようですし…。楽しみに待ってます︕

Re:夏︖︕

5447 選択 ⼭茶花 2008-03-14 20:39:34 返信 報告

皐さん、こんばんは。
  

> New加⼯画が完成しましたよ︕「来年の夏も」編です♪♪ 
 > 「なぜ今の時期に︖」という感じですね(笑) 

 新しい加⼯画が完成されたんですね。
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まぁステキ☆★☆ 
> 私の住んでいるところは暖かい地⽅なので、 

 > 早くも“夏気分”とまではいきませんが、たまに半袖でもOKなんです︕ 
 なるほどねー。

> さて、次回は私の“最近新たに好きになった曲”をUPする予定です︕ 
 > 以前、所⻑も好きだと仰ってましたよ♪♪楽しみにしていてくださいね☆ﾐ 

 strayさんも好きだと仰った曲を製作されたんですか︖それは楽しみ︕期待していますよー︕
 

みなさん、こんばんは︕

5451 選択 皐 2008-03-14 21:41:32 返信 報告

ミキティさんへ︓
 こんばんは︕お久しぶりになりますね〜☆ﾐ 私は元気ですよ(o^∇^o)ミキティさんもお元気でしたか︖(*^u^*)

 >過去の投稿と拝⾒できなかった皐さんの作品を⾒に⾏ってきました。 
 ⾒てくださってありがとうございます︕ミキティさんは4⽉⽣まれなんですか︖私も4⽉⽣まれなんですよ︕同じです

ね〜♪♪
 >とっても爽やかな 想いがこもった作品ですね(^o^)⼃ 

 ありがとうございます(*≧∇≦*)まだ夏まで早いですが、爽やかな気分になって頂ければ嬉しいです︕ P.S.ケーキご
馳⾛になりました☆ﾐ

部⻑へ︓
 こんばんは☆ﾐ まだ夏はほど遠いんですが、ふと思い⽴って作ってみました(o^∇^o)

 >まさにZARDカラーの⻘空も、もう少しなんでしょうね。 
 そうですね＾＾外はまだ寒いので、初夏の⻘空も恋しくなってきちゃいました(>u<)

 >じつは泉⽔さんと私、同じ⾎液型なんですよね（笑） 
 そうなんですか︕私も同じですよ(笑)部⻑とも同じ⾎液型なんですね〜☆ﾐ P.S.更新データ、⽤意しておきますね(o

^∇^o)

pineさんへ︓
 >今⽇の作品は、やさしい⾊で爽やかですね。笑顔の泉⽔さんもステキ。 
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爽やかに仕上がっていれば嬉しいです♪♪泉⽔さんの笑顔がまた清々しい感じですよね(o^∇^o)
>「来年の夏も」はライブDVDで⾒た「しっぱーい」を思い出します。恥ずかしそうでかわいかったです。 

 カワイイですよね〜☆ﾐ「しっぱーい」の後のコメントもまた⾯⽩いですよね(笑)普通“2⽇同じ事”を続けると失敗し
そうもありませんが(笑)

 >最近ペース速いですね。次回作も近いようですし…。楽しみに待ってます︕ 
 はい︕3⽉はハイペースでドシドシ⾏きますよ︕(o≧∇≦o)9(笑)楽しみにしていてくださいね〜♪♪

⼭茶花さんへ︓
 こんばんは〜︕
 >新しい加⼯画が完成されたんですね。まぁステキ☆★☆ 

ありがとうございます︕ステキに⾒えると嬉しいですね(*^u^*)泉⽔さんの笑顔パワーのおかげです☆ﾐ(笑)
 >strayさんも好きだと仰った曲を製作されたんですか︖それは楽しみ︕期待していますよー︕ 

ぜひ楽しみにしていてくださいね︕期待して待っていてください(o≧∇≦o)♪♪

皐⽒の作品に対する私の所⾒

5453 選択 シヴァ 2008-03-14 22:08:41 返信 報告

皐⽒の新たな作品を拝⾒する機会を得た。
 期待通り、いやそれ以上と⾔っても過⾔はないと思われる。

 皐⽒の作品の素晴らしさは、その全てに登場する坂井⽒のまばゆいばかりの美しさ、そして皐⽒
の持つきらめくばかりの才能、この⼆つの光が重なり合った時さらに輝きを増すと思うのは私だ
けではあるまい。

今回の「来年の夏も」であるが、この楽曲の持つ爽やかなイメージ、⼀途な⼥⼼、そしてこの幸
せを失ってしまうかもしれない⾔い知れない不安、この三点を⻘を基調とした配⾊、初夏を思わ
せる坂井⽒の服装により⾒事に表現されていると⾔っていいだろう。

皐⽒の談話では近く次作が発表されるという。
 その作品もまた我々に新鮮な驚きと感動、そして⼤いなる安らぎを与えてくれるのは間違いないだろう。

 待ち遠しい反⾯、この待っている気持ちがまた楽しいというのは皐⽒の作品の持つ魅⼒に他ならない。
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Re:夏︖︕

5457 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-03-14 23:44:39 返信 報告

皐ちゃん、こんばんは
 爽やかでいいですね〜。

 私んところは雷と⾬だったけど、そんなのを突き抜ける感じのそう快感ですね。（笑）
 前回に続いての全⾝（に近い）の泉⽔さんは、なぜか安⼼してしまうのはなぜかな〜。

次回の所⻑に関係ありってなにかな〜あれかな〜。
 楽しみにしてます。（笑）

 

Re:夏︖︕

5459 選択 stray 2008-03-15 09:10:48 返信 報告

皐ちゃん、皆さんおはようございます。

皐ちゃんは南国にお住まいですか。暖かくていいですね。
 雪を⾒たかったら、１トンでも２トンでも送ってあげますので（笑）。

「来年の夏も」・・・素晴らしい出来栄えです︕
 写真撮影でいうと、絞りを効かせて背景をぼかして、⼈物を浮かびあがらせる⼿法ですね。

 この作品のポイントは、左側の後ろ向きの泉⽔さんの画像を使ったところにあると思います。
 シヴァさんが評論家⾵に論評されてますが（笑）、私も、それぞれの泉⽔さんの表情が、

 爽やかなイメージ、⼀途な⼥⼼、そしてこの幸せを失ってしまうかもしれない⾔い知れない不安、
を⾒事に表現していると思います。

皐ちゃんは負けず嫌いな⼦なので、ありきたりの画像を使わないんです（笑）。
 ネットで拾った珍しい画像は、おのずと画質が悪いものが多いのですが、

 携帯Ｇ作品で、⾒事にその材料を使いこなしていますね。
 お⾒事︕ブラボーです︕︕
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さて、次作は私が好きな曲ということで、とっても楽しみですねぇ（笑）。
なんだろう︖好きな曲がいっぱいあるので絞りきれません（笑）。

Re:夏︖︕

5465 選択 saki 2008-03-15 12:14:34 返信 報告

皐さん、みなさん、こんにちは︕ (^^)/

ホント暖かくなりましたね〜    
 皐さんの画像をみて爽やかな気持ちになりましたよ〜。  ありがとうございます︕ (o^∇^o)

 私も今⽇は、皐さん画像の坂井さんのような感じの服装してます…私の所も暖かいですね〜。

>私の住んでいるところは暖かい地⽅なので

皐さんの住んでいらっしゃる所は、南国︖ 九州なのでは︖ 私んちの近くかもですね︖︖ 
 旦那様の実家にこの辺では、⼀番⾼〜い鯉のぼりを⽴てる準備を今⽇から始めました。

 何事にも負けず嫌いな九州⼈（笑）・・・ファイト〜(^^)/ 
 皐さんの所から⾒えるかな〜⾒えたらいいな〜。

皐さんを近くに感じてとても幸せなsakiでした。 (*^_^*)
 

Re:夏︖︕

5466 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-03-15 12:59:01 返信 報告

皐さんへ
> New加⼯画が完成しましたよ︕「来年の夏も」編です♪♪ 

 こんにちは︕キラキラ輝く季節がとっても眩しく感じる素敵な作品ですね☆
 イランは 暑さまっしぐらなので皐さんの作品がピッタリです♡ 

 泉⽔さんの感情も⼿に取るように伝えて下さる皐さんの作品が⼤好きです︕︕本当にありがとうございました〜︕
 > さて、次回は私の“最近新たに好きになった曲”をUPする予定です︕ 

 とっても楽しみにしておりま〜す︕︕
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akiちゃんへ
この頃なかなかお会いできず淋しいで〜す︕

 今回は会えるかな〜︖と思ってレスさせていただいております☆
 もうすぐ新しいスタートで『ワクワク』『ドキドキ』していらっしゃることでしょう〜(*＾Ｕ‘*）⌒☆★

 遠い場所からですが、応援しておりま〜す︕

Re:夏︖︕

5469 選択 xs4ped 2008-03-15 14:57:36 返信 報告

皐ちゃん、こんにちは。

> New加⼯画が完成しましたよ︕「来年の夏も」編です♪♪ 
 またまた素敵な画像ありがとう︕（*^_^*）

 「来年の夏も」私も⼤好きな曲です。
 > 私の住んでいるところは暖かい地⽅なので、 

 > 早くも“夏気分”とまではいきませんが、たまに半袖でもOKなんです︕ 
 いいですね。

 こっちは半袖で居たら凍え死んじゃいますよ。(笑)
 処で⻩砂の⽅の被害はどうでしたか︖

 > さて、次回は私の“最近新たに好きになった曲”をUPする予定です︕ 
 次回作も楽しみにして待ってま〜す︕（*^_^*）

 

みなさん、レスありがとうございますね☆ﾐ

5470 選択 皐 2008-03-15 15:44:07 返信 報告

シヴァさんへ︓
 こんにちは︕今回のコメントが新しい感じですね︕(◎’∇’◎)雑誌の画像がまたピッタリで︕︕(笑)

 私が芸術家になった気分に陥ってしまいました(●＞ω＜●)ゞ(笑)すごく嬉しい評論をありがとうございますね︕
 期待通り以上の作品だと仰っていただけて、本当に嬉しいです☆ﾐ次回作も楽しみにして待っていてくださいね♪♪
 私は次作のシヴァさんのレビューを楽しみにしてます︕
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アネ研さんへ︓
こんにちは︕最近ふと作りたくなる加⼯画が“爽やか系”が多いんですよね〜☆ﾐ

 やっぱり春間近になると、気持ちも爽やかになってるのかなって思います(o^∇^o)
 アネ研さんお住まいの地域では、雷に⾬だったんですか︕この加⼯画でリフレッシュしてもらえると嬉しいですね(o

≧ω≦o)

所⻑へ︓
 こんにちは︕私の住んでいるところは暖かいですよ♪♪極度の寒がりなので、南国で良かったです(笑)

 雪も冬に3〜4度しか⾒られないので、雪だるまを作りたくなったら1トン送ってくださいね︕(o≧∇≦o)(笑)
 今回の加⼯画は初夏⾵に仕上がっているんですが、気に⼊ってもらえたようで嬉しいです☆ﾐ

 曲の世界観を⼤切にして作っていたので、所⻑にもその表現を感じてもらえて光栄ですね(*^u^*)
 次回は所⻑の好きだと仰ってた加⼯画ですよ♡楽しみにしていてくださいね〜(o≧∇≦o)(笑)

sakiさんへ︓
 こんにちは︕最近暖かくなりましたよね(o^∇^o)なので、つい季節はずれの“夏”verを作ってしまいました︕(笑)

 気に⼊って頂ければ嬉しいです(*^u^*)ところで、なんと︕sakiさんも九州なんだそうで!?(◎’□’◎)同じですよ︕︕
 もしかしたらすごく近くにいらっしゃったりして…︕︕⼀番⾼い鯉のぼりを探してしまいそうですね(o≧ω≦o)♪♪(笑)
 私もsakiさん⼀家を近くに感じてとてもHAPPYです☆ﾐ

megamiさんへ︓
 こんにちは︕イランではもう暑いんですよね︕ちょうどいい感じの加⼯画であって良かったです(o^∇^o)

 それと、嬉しい⾔葉をいつも本当にありがとうございますね(●＞ω＜●)泉⽔さんの⼤事な詩のイメージを
 崩さないように作れるといいな、と思います(*^u^*)ぜひ︕次作も楽しみにして待っていてくださいね☆ﾐ

xs4pedさんへ︓
 こんにちは︕「来年の夏も」はxs4pedさんもお好きなんですね(o^∇^o)この曲も素敵な歌詞です☆ﾐ

 ところで、xs4pedさんのお住まいの地域では半袖だと“凍え死に”なんですね(笑)
 私は今、⻑袖Tシャツ1枚ですよ(笑)それで⼗分過ごせちゃいますね(*^_^*)(夜になると上着が必要ですが(笑))

 そうそう、⻩砂の被害はそう感じませんでしたよ(*^o^*)⾞がちょっと汚れちゃいましたが＾＾︔
 P.S.もちろん⾊気より⾷い気です︕︕(o≧∇≦o)♪♪(笑)

Re:夏︖︕



5471 選択 ミキティ 2008-03-15 17:51:53 返信 報告

皐さん みなさん こんばんは（＾－＾）

 今⽇は⼩春⽇和でしたね
  

  皐さんも４⽉⽣まれなのですね（＾－＾）繋がりがあって嬉しいです。
   桜の開花時期頃なので また更に春らしくなんだかウキウキしちゃいます(*^ｰ^)ﾉ

   ケーキ喜んでいただけて嬉しいです(^_-)-☆

 作品楽しみにしていますね♪♪
 

Re:夏︖︕

5473 選択 miho 2008-03-15 19:45:14 返信 報告

皐さんお久しぶりです。覚えていますか?
 AboutZARDのほうではありがとうございました。

「来年の夏も」この曲は⼩学5年⽣の頃「OH MY LOVE」のアルバムを買った時に初めて聞きました。
 画像が「夏」って感じですね♪保存させていただきますね。

あ〜、よかった・・

5475 選択 シヴァ 2008-03-15 20:25:44 返信 報告

皐さん、こんばんは︕

すいませんでした︕

>雑誌の画像がまたピッタリで︕︕(笑) 
 たまたま⾒つけた時に、「これはネタに使える︕」って思ったんです（はい、バカです）

> 期待通り以上の作品だと仰っていただけて、本当に嬉しいです☆ﾐ次回作も楽しみにして待っていてくださいね♪♪ 
 > 私は次作のシヴァさんのレビューを楽しみにしてます︕ 

 よかった・・皐さんがシャレのわかる⼈で・・
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 書いてから、怒られたらどうしようドキドキしてたんです。
「それなら最初から書くなっ︕」って⾔われたら確かにその通りなんですけど。

Re:夏︖︕

5476 選択 aki 2008-03-15 20:28:16 返信 報告

さっちゃん、みなさん、こんばんは♪
 お久しぶりです〜akiです☆

またしても、こっそ〜りのんびりさっちゃんの作品を拝⾒していたのですが(笑)、megamiさんに声を掛けていただ
いたので、嬉しくて書き込んじゃいました((ヾ(≧∇≦)〃))

さっちゃんへ
 なんか久々に作品へのレスを書く感じがします笑。

 (いつも⾒てるんだけどね^^笑)
 私の住んでいるところも今⽇は暖かかったけど、さすがにまだ半袖は無理です〜笑︕

 ふと「私、来年の夏何してるんだろう〜^^︖」って考えちゃいました。

megamiさんへ
 megamiさ〜〜〜ん︕︕やっほぉ〜ヾ(●＞∀＜●)ツ

 お久しぶりです♪お元気でしたか︖
 私はご覧の通り、元気いっぱいです笑︕

私は先⽇、無事に中学を卒業いたしました。
 Z.p.ではアキラさんがスレを⽴ててくださったり、

 れおさんが動画をUPして下さったり…と、
 涙が出るほど嬉しかったです…︕︕

megamiさんとチャットでお話できる⽇を、今か今かと楽しみにしているんですが、なかなかお会いできなくて(´^
｀)

 今度、待ち合わせしましょうか♡︖
 そうすれば、逢えますね♪♪
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ではでは、今⽇はこの辺で^^

皆さん、こんばんは〜︕

5478 選択 皐 2008-03-15 22:37:26 返信 報告

お⾵呂でアヒルちゃんと戯れてきた皐です︕(笑)
 mihoさんにakiちゃん、レスをありがとうございますね♪

ミキティさんへ♪
 今回のスレでは、皆さんとの共通点を⾊々と知れて嬉しかったです(o≧∇≦o)

 ミキティさんとは同じ⽉の⽣まれ、T28部⻑とは同じ⾎液型、sakiさんとは同じ九州住まい…すごい偶然ですよね︕
 何かの運命を感じます︕︕(笑)

mihoさんへ♪
 こんばんは︕お久しぶりになりますね〜(o^∇^o)お元気でしたか︖今回はレスを頂きありがとうございますね☆ﾐ

 「来年の夏も」を気に⼊ってもらえたようで嬉しいです(*^u^*)⼩学⽣の頃に買ったアルバムで聴いたんですね♪
 私は去年初めて聴きました＾＾ゞZARDの歌は⾊褪せませんね︕

シヴァさんへ♪
 この雑誌はいいネタになりますね︕(笑)怒るなんてとんでもないですよ〜♪♪すごく嬉しかったですし、⾯⽩かったで

す(笑)
 また⾯⽩そうなネタが⼊ったら披露してくださいね︕私、シャレ通じますので(o≧∇≦o)v(笑)

akiちゃんへ♪
 Z研では久しぶり︕(笑)レスありがとね〜(o^∇^o)megamiさんにも感謝しないと☆ﾐ

 akiちゃんの住んでるところも、半袖は無理だよね(笑)私の住んでるとこは今⽇も⻑袖Tシャツ1枚でもOKだったよ♪♪
 ただ、⼣⽅の散歩ではマフラーがないと⾏けないぐらいの寒さだったけど(笑)気温の変化が激しすぎます…(-u-;)

 P.S.“来年の夏”はお互い何をしているんだろうね(*^u^*)

(無題)
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5421 選択 ⼭茶花 2008-03-12 21:23:08 返信 報告

こんばんは。
 今⽇、3⽉12⽇は、⾃分の⼈⽣にとって、ちょっと嬉しいことがありまして。

 今、幸せいっぱいな気分です(笑)

こんな画像を所有しましたので、記念にZ研に投稿してみました。
 これはおそらく、『君とのDistance』シリーズだと思われます。

 

⼭茶花さんへ

5423 選択 stray 2008-03-13 12:42:41 返信 報告

こんにちは。

昨⽇はとても良いことがあったようで、何だか知りませんが、こちまで嬉しくなってきました（笑）。
 この画像ですが、出展が思い出せませんが私も持っています。

 ⾃分でスキャンしてるので元画を所有しているはずなのに思い出せない（笑）。
 『君とのDistance』ロケに使われた洋書店「ハックネット」と同じビルにあるお店かと思われます。

 

Re:⼭茶花さんへ

5424 選択 MISORA 2008-03-13 14:22:56 返信 報告

⼭茶花さん、strayさん こんにちは。

> この画像ですが、出展が思い出せませんが私も持っています。 
 > ⾃分でスキャンしてるので元画を所有しているはずなのに思い出せない（笑）。

こちらもWEZARD Vol.30 P3のPHOTOのようです（*^_^*）

MISORAさんへ

5425 選択 stray 2008-03-13 17:00:31 返信 報告
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こんにちは︕

#5408と合わせてフォローしていただきありがとうございました。
 ⼭茶花さんがお探しの画像はレアものが多くって…（笑）

 ピーンとしたら是⾮ご協⼒よろしくお願いします︕

Happy day

5426 選択 皐 2008-03-13 18:17:16 返信 報告

⼭茶花さん、こんばんは☆ﾐ

昨⽇は何か嬉しい事があったんですか︕それは良かったですね〜♪♪
 実は、私も昨⽇良い事があったんですよ(*^u^*)同じく、幸せな気分でした(笑)

P.S.MISORAさんへ
#5408もそうですが、WEZARDのPhotoなんですか☆ﾐ

 所⻑も仰ってますが、ピーンときたらご紹介お願いしますね(o^∇^o)

Re:Happy day

5428 選択 ⼭茶花 2008-03-13 21:19:30 返信 報告

strayさん、MISORAさん、(︖)さんへ

良いことがあったという昨⽇は、実は⾃分の誕⽣⽇だったんです。
 お恥ずかしい話なんですが･･･

それでつい調⼦に乗って、MISORAさんのフォローして下さったファンクラブの
 写真とみられる画像を投稿してしまいました。

 削除した⽅がよろしいですよね︖

#5421、#5408は、やはりファンクラブのものだったんですね。
 会員の⽅、失礼いたしましたm(_ _)m
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p.s.MISORAさんへ
初めまして。#5421、#5408の画像の投稿へフォロー下さいまして、ありがとうございます。

 今後もまた、私の投稿で何かありましたら、何なりとご指摘下さい。
 宜しく御願い致します。

 

Re:Happy day

5464 選択 MISORA 2008-03-15 10:54:32 返信 報告

⼭茶花さんへ
 > 良いことがあったという昨⽇は、実は⾃分の誕⽣⽇だったんです。

遅くなりましたが、お誕⽣⽇おめでとうございます
 (^0^)∠※ＰＡＮ︕｡.:*:･'ﾟ☆｡.:*:･'ﾟ★ﾟ'･:*

> ファンクラブの写真とみられる画像を投稿してしまいました。 
> 削除した⽅がよろしいですよね︖

素敵な写真があるので、たくさんのＦＡＮの⽅たちに⾒ていただきたい派なんですけどねっ。

> 今後もまた、私の投稿で何かありましたら、何なりとご指摘下さい。 
> 宜しく御願い致します。

こちらこそ宜しくお願いします
 私のわかる範囲であれば画像のご協⼒させていただきますよ

strayさん、皐さんへ
 > #5408もそうですが、WEZARDのPhotoなんですか☆ﾐ 

> 所⻑も仰ってますが、ピーンときたらご紹介お願いしますね(o^∇^o)

了解しました!
 こちらに投稿ＯＫでしたらスキャンいたしますよ…（*^_^*）

https://bbsee.info/straylove/id/5421.html?edt=on&rid=5464
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Request Best CMは全六種類?

5450 選択 ALIL.1967 2008-03-14 21:22:42 返信 報告

細部にこだわっているカキコミですので無視してください。

Request Best CMは全六種類
 #5142ですが、記述を訂正します。

 http://bbsee.info/straylove/id/5121.html#a5142

DAN DAN⼼魅かれてくが記載されているモノクロ版，ファイルネームは RequestBestCM1.wmv
 訂正されたモノクロ版１．２３，ファイルネームは RequestBestCM2.wmv

 ＞誤＜⾃転⾞版の１，２３，＜ーこれは誤記です。
 モノクロ版のNowOnSale ファイルネームは RequestBestCM3.wmv

 ⾃転⾞版のNowOnSale ファイルネームは RequestBestCM4.wmv

5種類⽬は#5121でupした後ろ姿で始まる⾃転⾞版のNowOnSaleその2  MU-GEN#162RequestBest-CM.wmv

そして6種類⽬が今回upのものです。
 DAN DAN⼼魅かれてくが記載されているモノクロ版その２（かけがえのないもので始まる）(COUNT DOWN TV 1/13より)

 RequestBestCM6.wmv 7.4MB
 http://www.filebank.co.jp/wblink/323ac50f29d1d644c4b1390db5b80515

 所⻑さんが⼀つ⾒逃してるのかもということでしたが、⾃転⾞版の１，２３があるように私が書いてしまったのが原因です。
 この他にもありますでしょうか。

Re:Request Best CMは全六種類?

5452 選択 stray 2008-03-14 22:05:36 返信 報告

ALIL.1967さん、こんばんは︕

私は細部は気にならないタイプですが、こだわり出すと最後までこだわるタイプです（笑）。
 Request Best CMは全部で６種類だと思います。
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時系列で整理して、ALIL.1967さんのファイルNo.と対応させると、
以下のようになるんじゃないでしょうか。

【 1.23 on sale 】
《「DAN DAN⼼魅かれてく」有り》

 あの微笑を〜ver. RequestBestCM1.wmv
 かけがえ〜ver. RequestBestCM6.wmv

 《誤記訂正版》
 あの微笑を〜ver. RequestBestCM2.wmv

【 Now on sale 】
 あの微笑を〜 モノクロver. RequestBestCM3.wmv

 あの微笑を〜 カラー⾃転⾞ver.1 RequestBestCM4.wmv
 あの微笑を〜 カラー⾃転⾞ver.2 MU-GEN#162RequestBest-CM.wmv

> 所⻑さんが⼀つ⾒逃してるのかもということでしたが、⾃転⾞版の１，２３があるように私が書いてしまったのが
原因です。 

 これで納得できました（笑）。
 「翼を広げて」CMの捕獲情報は、WEZARDの動画以外、今のところ⼊っておりません。

 来週当たりからでしょうか。遅いので逆にすご〜く期待しちゃいますね（笑）。

Re:Request Best CMは全六種類?

5456 選択 ALIL.1967 2008-03-14 22:43:18 返信 報告

所⻑さんへ 
 > 私は細部は気にならないタイプですが、こだわり出すと最後までこだわるタイプです（笑）。

私も、気になりだすと、けっこう調べ始めてしまうんですね。

> 「翼を広げて」CMの捕獲情報は、WEZARDの動画以外、今のところ⼊っておりません。 
 > 来週当たりからでしょうか。遅いので逆にすご〜く期待しちゃいますね（笑）。

https://bbsee.info/straylove/id/5450.html?edt=on&rid=5456
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どのような映像でしょうか、気になります。この数週間もエアチェック（CSなので）してますが、新しいものはない
といってもいいです。CSで３０分特集が2種類放送されましたが、映像的にはこれまでのPVと画像だとおもいます。

スレが違いますが、1992年頃、帰宅してテレビをつけるとよく「眠れない夜を抱いて」がかかっていたのを思い出し
ます。このときはまだいまのZARDイメージは確⽴はしてなかったのかもしれません。その当時のはやり⾵にも⾒え
ます。

Re:Request Best CMは全六種類?

5458 選択 atti 2008-03-14 23:58:51 返信 報告

ALIL.1967さん、strayさん、こんにちは。

> > 「翼を広げて」CMの捕獲情報は、WEZARDの動画以外、今のところ⼊っておりません。 
 > > 来週当たりからでしょうか。遅いので逆にすご〜く期待しちゃいますね（笑）。 

 WEZARDの動画は、FLV形式なのですね。URL履歴から保存しておきました。

touchで、巨⼤掲⽰板を⾒ているのですが、CMがTV朝⽇にて放送されたと書いてありました。真実は︖

今回のPVTVではありませんでした。
CDTVや、MU-GEN,来週のコナンで登場ですかね。

PS.WHAT's IN? 4⽉号にCD記事が2箇所ありました。
 時間が無かったので、⽬次のアーティスト別の記事ページしか⾒ていないので、広告等があるかは︖。内容をみて、

明⽇購⼊するかを決めようかと・・・。

PONTIAC GTO

5454 選択 ALIL.1967 2008-03-14 22:12:53 返信 報告

 これも細かいことですが、研究所に書き込みます。
  おきなさんのGTOの話題でもう⼀度ねっとでしらべてみました。英語のwikiによればGTOは1964からマスタング対抗⾞と
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して出たみたいです。排気量の⼤きな”アメ⾞”で今でも⼈気あるそうです。
 1965もタテに⼆つのヘッドライトですがこれは⼀⾒して1966と1967とは違います。1966
と1967はほとんど違いがないみたいです。そこで、GTOファンクラブで写真をもらってきまし
た。そこで⽐較してみると、GTOの特徴である左右のヘッドライトの間にある⼆つのグリル部
分に違いがあるように⾒えます。

  この⿊いソフトトップのついた1966にはこのボンネット⽅向から縦に降りてくる柱が銀⾊のバンパーとくっつく部分（横⽅
向）にモールがついてません。

Re:PONTIAC GTO

5455 選択 ALIL.1967 2008-03-14 22:26:28 返信 報告

1967のほうはそこだけでなく全体にモールがついている感じです。いかがでしょう
か。

 

Re:PONTIAC GTO

5477 選択 おきな 2008-03-15 21:08:25 返信 報告

ALIL.1967さま こんばんは。
 いろいろ調べて頂き有難う御座いました。

 ２つの写真を⾒⽐べました。確かに1966年式と1967年式ではフロントグリルの部分が違いますね。
 これでスッキリしました。

画像の元画へのお願い

5431 選択 ⼭茶花 2008-03-13 21:39:57 返信 報告
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strayさん、投稿者の皆さん、こんばんは。
strayさんか、皐さんのどちらでもよろしいので、

 投稿しました画像の元画のリクエストです。
 所有されていましたら、どうかお願いします︕

右側の、4枚の写真のうち、上から3枚⽬の、珍しい坂井さんのカメラ⽬線なんですが･･･
 確かファンクラブの、坂井さんのメッセージか何かの写真だったと思われます･･･

皐さんの運営されているサイトにもありますよね。
 ステキな画像で。

Re:画像の元画へのお願い

5438 選択 皐 2008-03-14 16:14:53 返信 報告

⼭茶花さん、こんにちは︕

右側3枚⽬の元画(⼤きいサイズ)なんですが、私は持ってないんですよ〜(>_<)
 これはネットからの拾い物なので、すっごく画質が悪かったんです(^_^;)(笑)
 ⼩さく縮⼩して、ラインを⼊れて誤魔化してるんですよね(笑)

会報に載ってる写真なので、その号を所有している⽅、スキャン出来る⽅がいるといいですね。

P.S.#5426のレスは私です(笑)名前が⼊ってませんでしたね(^⽫^)
 ところで、12⽇は誕⽣⽇だったんですか︕遅れましたが、おめでとうございます☆ﾐ

やっぱり・・・

5449 選択 ⼭茶花 2008-03-14 20:50:59 返信 報告

皐さん、こんばんは。
  

> 右側3枚⽬の元画(⼤きいサイズ)なんですが、私は持ってないんですよ〜(>_<) 
 > これはネットからの拾い物なので、すっごく画質が悪かったんです(^_^;)(笑) 
 > ⼩さく縮⼩して、ラインを⼊れて誤魔化してるんですよね(笑) 
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そうですか。
> 会報に載ってる写真なので、その号を所有している⽅、スキャン出来る⽅がいるといいですね。 

 でも多分無理ですね。ファンクラブの写真は、あんまり投稿できかねないのではと。
  

> P.S.#5426のレスは私です(笑)名前が⼊ってませんでしたね(^⽫^) 
 あの名前がなかった投稿者は皐さんだったんですね。

 了解です。

> ところで、12⽇は誕⽣⽇だったんですか︕遅れましたが、おめでとうございます☆ﾐ 
 わざわざお祝いのメッセージをありがとうございます︕

 嬉しいです︕

質問です

5432 選択 ＭＲＣＰ 2008-03-13 23:41:25 返信 報告

こんばんは。記憶違いだったらすみませんが
 ９２年頃、雑誌ＦＭステーション（レコパルかも）にてＺＡＲＤが紹介されていた記事、画像はお持ちでしょうか。

 たしかwho's whoというコーナーで、ライブもするようなことが書いてあったような気がします。
 このボーカルの⼈、綺麗だなと思い始めた時期でして。

 違う雑誌だったら申し訳ないです。

Re:質問です

5433 選択 stray 2008-03-14 08:34:33 返信 報告

ＭＲＣＰさん、おはようございます。

who's whoというコーナーは、「FMステーション1992年9/28-10/11号」で、
 同時期のＦＭレコパルにもモノクロ記事が載っています。
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⼭茶花さんへ

5434 選択 stray 2008-03-14 09:45:21 返信 報告

別雑誌から「真っ⾚なスーツ姿」の画像です。
 （PATIPATI 1992/9⽉号）

⼭茶花さんへのバースデープレゼントです（笑）。

ＭＲＣＰさんへ

5435 選択 stray 2008-03-14 10:18:30 返信 報告

この頃は、TVや雑誌に出まくりでしたので、
 幻のライブ”HOLD ME”についても、いろんな雑誌で意気込みを語っています。

 初ライブ１週間前にラジオ出演した際の⽣声をどうぞ︕

http://www.filebank.co.jp/wblink/be8ec8a65ccab79443b266dc6f4e4bef
 （1.1Mのmp3）
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strayさんへ

5436 選択 ⼭茶花 2008-03-14 12:13:49 返信 報告

こんにちは
 >>別雑誌から「真っ⾚なスーツ姿」の画像です。 

 >>（PATIPATI 1992/9⽉号） 
 > 

>>⼭茶花さんへのバースデープレゼントです（笑）。 
 まぁ、久々に⾒た画像です。投稿された画像の⼤きいタイプ、strayさんも仰った画像は、

 実は所有しております。
 わざわざ画像の投稿でお祝いいただきまして、どうもありがとうございました︕︕

Z研と関連されたサイトでおなじみの⽅からにも、沢⼭お祝いメッセージを頂いちゃいました。
 ⼭茶花は幸せ者です(笑)

#5435の、坂井さんの⽣の声もプレゼントして下さって感謝です。早速、保存させて頂きました︕
 

Re:ＭＲＣＰさんへ

5441 選択 ＭＲＣＰ 2008-03-14 18:10:23 返信 報告

strayさん、こんばんは。
 ありがとうございます、今懐かしさで胸がいっぱいで、、

 ＃5434、僕も他サイトで⾒たことがありますがこの頃の写真でしたか。
ラジオ出演のファイルは今混雑状態で全然ダウンロードできません。

 後で気合を⼊れて聞いてみます。

⼊⼿した画像を投稿その4

5408 選択 ⼭茶花 2008-03-11 21:31:08 返信 報告
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この写真は、リクエストベストのCMスポットで流れてくる映像と、
何となく似てるような気がするんですが気のせいでしょうか。。

 多分、動画をスキャンされたものだと思われますが･･･
 ちなみに原画はあるんでしょうか。

Re:⼊⼿した画像を投稿その4

5422 選択 MISORA 2008-03-12 23:24:57 返信 報告

⼭茶花さん、みなさん。こんばんは。

こちらの画像はWEZARD Vol.02 P13のPHOTOからの
 スキャンから加⼯されたものだと思いますよ

 裏表紙とVol.03のPOST CARDも同じｺｰﾃﾞｨﾈｲﾄのものと思われます

これからもたくさんのPHOTO楽しみにしていますね

Re:⼊⼿した画像を投稿その4

5429 選択 ⼭茶花 2008-03-13 21:26:26 返信 報告

MISORAさんへ
 こんばんは。 

 >>こちらの画像はWEZARD Vol.02 P13のPHOTOからの 
 >>スキャンから加⼯されたものだと思いますよ 

 >>裏表紙とVol.03のPOST CARDも同じｺｰﾃﾞｨﾈｲﾄのものと思われます 
 #5408や、#5421が、ファンクラブの写真だとは知らなかったものですから･･･

 失礼しました。
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永遠のディスプレイ

5406 選択 おきな 2008-03-11 20:44:57 返信 報告

Z研の皆様こんばんは。お邪魔します。

永遠のディスプレイを製作したのUPさせて下さい。
 Z研さんの博物館を拝⾒させて頂き分かった事なのですが、永遠の為に撮影されたPVでは無かったのです

ね。
 (初めて知りました。)

それから撮影で運転していたポンティアック・GTOは何年式の物なのでしょうか。
 仮に1967年式とすれば、特別な意味を持ちますよね。

では簡単に製作記事を

ミニカーはトイザ○スで⼊⼿できます。(輸⼊品です。)
 流⽯に⻘のものは存在しなかったので塗装⽤スプレーをカー⽤品店で⼊⼿。

 ⾊はキャップの⾊で選んだのですが、想定してい⾊より濃い⾊だったのでチョット後悔。
 次にミニカーをマスキング(塗装していけない場所をテープで覆います)

 スプレーする環境を整えます。新聞紙を敷いてダンボールで囲いを作ります。
 (換気には⼗分注意して下さいね)下地が消えるまで薄く重ね塗り(時間をおいて3回)

 乾燥したら(⼀晩おいて)マスキングを剥がします。塗料が余計な場所に付いてしまった時は
 削って修正します。これでミニカーは完成です。

 後はコレクションBOXに⼊れて、背景はPVからキャプチャして印刷です。

以上です。

Re:永遠のディスプレイ

5409 選択 stray 2008-03-11 21:44:20 返信 報告

おきなさん、こんばんは。
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博物館をご覧いただきありがとうございます。
ポンティアック・GTOは、な、なんと「1967年モデル」なのです︕

 http://bbsee.info/straylove/id/543.html#a606

私よりもALIL.1967さんが超お詳しいので、バトンタッチします（笑）。
 ALIL.1967さん、よろしく︕︕

Re:永遠のディスプレイ

5417 選択 カーディガン 2008-03-11 22:28:41 返信 報告

おきなさん、こんばんは。

ポンティアックはこのミニカーだったんですね。最近、某スーパーでこのミニカーが売っていましたので、さっそく
買いにいこうかと思います。ぱしふぃっくびいなすとともに、泉⽔さんの想い出ですから、⼀緒にかざってみようか
と思います。

丁寧に製作⽅法まで書いてくださってありがとうございます。
 

Re:永遠のディスプレイ

5418 選択 ALIL.1967 2008-03-11 22:42:18 返信 報告

おきなさん、はじめまして。こんばんは。
 Tandoさんの掲⽰板で拝⾒してます。あちらにはカキコミしていませんが。

ヘッドライトがタテに⼆つのGTOは1967と1966だけと思います。
1968はもうヨコ⼆つのようです。1967モデルが有名みたいですね。以前、アメリカ⼈のGTOファンサイトwebでそ
んな記述を読みました。メーカーのページも探せばあるかもしれませんね

正確に検証するには、あとPVのキャプチャでテールランプの形状とドアの鉄板のカーブのラインを本物のカタログで
⽐較してみればいいのでしょうが。まあ、多分そこまでやらなくても1967モデルですよ。

そうですね、⾞⾃体に意味ありというところですね。PV制作者としては気がついた⼈いるかな〜と思ったことでしょ
うね。

https://bbsee.info/straylove/id/5406.html?edt=on&rid=5417
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5417
https://bbsee.info/straylove/id/5406.html?edt=on&rid=5418
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5418


レス有難うございます。

5419 選択 おきな 2008-03-11 23:47:45 返信 報告

strayさま こんばんは、レス頂き有難うございました。
 過去の話題に有ったのですね。失礼しました。

 1967年モデルでしたか。それでは特別に⼤切にしないといけませんね。
 (2個買っておいて良かった。。。)

 私も同じような年代の⽣まれだったもので...作っていて何か気になったんですよね...
 またお邪魔させて頂くかも知れませんが、その際はよろしくお願いします。

カーディガンさま こんばんは。
 雑談の⽅でもレス頂き有難うございました。

 カーディガンさんにレス頂いたものですから、またまたこちらの掲⽰板にお邪魔させて頂きました。
 あちらは完成写真だけでしたが、研究所さんなのでチョットだけ詳しく書かせて頂きまた。

ALIL.1967さま こんばんは。はじめまして。
 ⾊々教えていただき有難うございました。

 PV制作時にそこまで考えていたとしたら凄く意味ありだったのですね。
 またお邪魔させて頂くかも知れませんが、その際はよろしくお願いします。

ぱしふぃっくびいなす

5404 選択 yasuda 2008-03-11 17:28:36 返信 報告

管理⼈さん みなさんこんにちは。
 ３⽉９⽇の⽇曜⽇に船上ライブが⾏われた「ぱしふぃっくびいなす号」が神⼾港に寄港しました。以前に「ぱしふぃっくびい

なす号」のＨＰで船内⾒学とセミナーを抽選で当たったので⾏ってきました。「ぱしふぃっくびいなす」は今年で建造されて
１０年だそうです。出来てすぐに船上ライブがあったみたいですね。
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ぱしふぃっくびいなす

5405 選択 匿名 2008-03-11 19:57:01 返信 報告

神⼾港に寄港予定が、わかりましたので報告です。
 第４突堤バースに停泊します。

 ３⽉１２⽇(⽔)１６時着・２３時出港
   １５⽇(⼟)１５時着・１７時出港
   ２３⽇(⽇)１０時着・１１時出港
   ２８⽇(⾦)１５時着・１６時３０分出港

 ４⽉ ４⽇(⽕)１０時着・１８時出港
 以上が「ぱしふぃっくびいなす」の寄港予定となっています。

 時間がある⽅は⾒に⾏ってはどうでしょうか。 
 但し停泊時間が短い⽇と⻑い⽇がありますので注意してください

Re:ぱしふぃっくびいなす

5410 選択 stray 2008-03-11 21:48:58 返信 報告

yasudaさん、匿名さん、情報ありがとうございます。

「ぱしふぃっくびいなす」はまだ１０年なんですか︕
 出来たてホヤホヤでの船上ライブだったのですね。

ライブステージが作られた場所も⾒学できるんですか︖
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Re:ぱしふぃっくびいなす

5412 選択 匿名 2008-03-11 22:13:06 返信 報告

匿名さんへ忠告です。「わたしのブログ」の⽂⾯をそのまま引⽤お断りします。
 下記のＵＲＬを⾒ればわかります。

 http://plaza.rakuten.co.jp/zardizumi/
 管理⼈さんなんとかしてください。匿名さんの書き込みを削除依頼します。

strayさんへ
 ライブステージですが⾒れましたよ。

Re:ぱしふぃっくびいなす

5413 選択 カーディガン 2008-03-11 22:18:59 返信 報告

yasudaさん、こんばんは。お久しぶりです。

yasudaさんの記事を興味深くよませていただいておりました。ぱしふぃっくびいなすに乗船できていいですね。素敵
な体験ですね。私も早く乗りたいです。

＞「ぱしふぃっくびいなす」は今年で建造されて１０年だそうです。出来てすぐに船上ライブがあったみたいです
ね。

1998年建造なんですよね。泉⽔さんは、できたてで間もなく、あのライブをしたんですよね。⾏きたかったですね。
１０枚くらい出してもむずかしかったし。yasudaさんは当時参加したんですか︖なかなか厳しかったですからね^_
^;

Re:ぱしふぃっくびいなす

5414 選択 yasuda 2008-03-11 22:22:49 返信 報告

カーディガンさんへ
 残念ながら船上ライブは参加できませんでした。
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⾏きたかったのでずが残念です。

Re:ぱしふぃっくびいなす

5415 選択 yasuda 2008-03-11 22:24:51 返信 報告

失礼しました。私が名前を書くのを忘れていました。
 ごめんなさいm(__)m削除はキャンセルです。

Re:ぱしふぃっくびいなす

5416 選択 stray 2008-03-11 22:28:08 返信 報告

yasudaさん、ですよね（笑）。
 今「匿名さん」のホストを確認したらyasudaさんと同じでした（笑）。

●●牟⽥刑事官事件ファイル30ED●●

5381 選択 ALIL.1967 2008-03-10 23:05:20 返信 報告

EDはドラマの台詞とかぶってるんですね。
 29.5MB

http://www.filebank.co.jp/wblink/fc31d09bd51b76be7400be79133dd4eb

相棒のEDも台詞とかぶってます。こちらはデジタル放送だったんですね。

Re:●●牟⽥刑事官事件ファイル30ED●●

5391 選択 atti 2008-03-11 00:22:28 返信 報告

ALIL.1967さん、こんにちは。
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> EDはドラマの台詞とかぶってるんですね。 
かぶってしまいますね・・。

先週は、
 3/5 2001/12/22放送、⼟曜ワイド劇場1202

 3/6 2001/09/01放送、⼟曜ワイド劇場1188
 ※これが、Upしていただいたものですね。

 3/7 2002/09/14放送、⼟曜ワイド劇場1237
 の3作が放送されました。

 しかし、3/7は、PCをゲームで占拠されていて失敗。
 今後は、HDDレコに設定するようにしないと。

メルマガによると、
 3/11 2001/10/27放送、⼟曜ワイド劇場1195

 3/14 2003/10/04放送、⼟曜ワイド劇場1290

3/11-12の科捜研の⼥３なので残念・・・

Re:●●牟⽥刑事官事件ファイル30ED●●

5411 選択 stray 2008-03-11 21:52:50 返信 報告

ALIL.1967さん、こんばんは。

コナンOPと、⼟ワイの映像、どうもありがとうございます。
 EDはドラマの台詞とかぶってるのが多いらしいです。

 私はたまたま⼀発でセリフのかぶらないver.をゲットできたのですが。

attiさん、こんばんは。

根気が要りますね（笑）。私はゲットしちゃったので、部⻑の企画も知らんプリしてましたが、
 是⾮とも部⻑に協⼒してやって下さい（笑）。
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退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [5400]新潟県⺠会館公演(0) [5364]⼊⼿した画像を投稿その3(7) [5361]ただいま☆ﾐ(16) [5373]オフィシャル・ピアノスコ
ア・ブック(1) [5371]『forever you』 セルフライナーノーツ(6) [5394]●● 「forever you」 NO.&店頭⽤PV ●●(0) [5385]寺尾
広⽒ＭＦＭライナーノーツ(0) [5363]⼊⼿した画像の投稿その2(0) [5339]xs4pedさん 皐さん シヴァさん チョコレートさんへ
(4) [5360]⼊⼿した画像を投稿(0)

新しい話題を投稿する

« 64 63 62 61 60 59 58 57 56 »

新潟県⺠会館公演

5400 選択 xs4ped 2008-03-11 14:27:04 返信 報告

皆さん、こんにちは。
 strayさん、少しスペースをお借りします。m(__)m

３⽉２２⽇(⼟曜⽇)新潟県⺠会館公演のチケットが都合により余ってしまいました。
 どなたか⾏きたい⽅がいらっしゃいましたら定価にてお譲り致しますのでご連絡(メール)下さい︕

 ⼀応、簡単なコメント(⾃⼰紹介等)もお願い致します。

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧
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座席は１階 ３列(前から６番︖) ３５番です。
受付締め切りは３⽉１５⽇(⼟曜⽇)の１３:００頃までとさせて頂きます。

どなたも居ない場合は、オークションに出品させて頂きます。
 ご購⼊して頂いた⽅には、ZARD「かけがえのないもの」のオリジナル名刺を差し上げます︕(笑)

 以上、宜しくお願い致します。

PS.
 尚、連絡(メール)は本家(Z板)のZARD雑談掲⽰板(No.1261)の⽅からお願い致します。(名前をクリック)

 http://www2s.biglobe.ne.jp/~tando/pages/main/zard.html

新潟県⺠会館(⼤ホール 1,730席)
 http://www.niigata-bunka.jp/kenmin/

別件です︕(WEZARD更新情報)
 ZARD 坂井泉⽔ 展 “What a beautiful memory”初の展覧会開催︕

 ⾏きたいな〜

http://xs4ped.spaces.live.com/
 xs4ped

 

⼊⼿した画像を投稿その3

5364 選択 ⼭茶花 2008-03-10 16:11:37 返信 報告

この写真の原画もよろしくお願いいたします。
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Re:⼊⼿した画像を投稿その3

5367 選択 stray 2008-03-10 21:09:30 返信 報告

⼭茶花さん、こんばんは。

これは「CDで〜た 1999/9/5号」掲載の⼩さい写真です。
 ほかの2枚は、すぐには思いつきませんねぇ（笑）。

 

Re:⼊⼿した画像を投稿その3

5369 選択 皐 2008-03-10 21:35:29 返信 報告

さすが所⻑ですね︕
 この画像も初めて⾒たような気がします☆ﾐ

#5363の画像は私最近⾒かけた気がするんですよね〜。
 なんだったっけ…。

 > ほかに2枚は、すぐには思いつきませんねぇ（笑）。 
 同じく(笑)私の⽅でもちょっと探してみます＾＾

皐ちゃんへ

5372 選択 stray 2008-03-10 21:48:24 返信 報告

> #5363の画像は私最近⾒かけた気がするんですよね〜。 
 > なんだったっけ…。

最近PANさんから頂戴した映像の1シーンじゃない︖（笑）
 私も”どっかで最近⾒た覚えが…”と思って映像みてみたら、
 少し違ってました（笑）。
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それだ︕(笑)

5383 選択 皐 2008-03-10 23:13:37 返信 報告

> 最近PANさんから頂戴した映像の1シーンじゃない︖（笑） 
 > 私も”どっかで最近⾒た覚えが…”と思って映像みてみたら、少し違ってました（笑）。

私もコレです︕︕(笑)所⻑と同じですね(笑)さすがweb親⼦!!(*^⽫^*)(笑)

ぎゃはは（笑）

5386 選択 stray 2008-03-10 23:28:46 返信 報告

皐ちゃん、やっぱりねぇ（笑）。
 さずがweb親⼦だね（笑）。

それにしても、皐ちゃんが戻ってきたらこの賑わい︕
 やっぱ、Ｚ研は皐ちゃんで持ってるんだねぇ（笑）。

⼊⼿した画像を投稿の件

5399 選択 ⼭茶花 2008-03-11 11:45:34 返信 報告

strayさん、皐さんへ。
 お⼆⼈の⼒がなければ、#5367や#5372の元画を⼊⼿できなかったはずです。

 お⼆⼈のご協⼒に感謝いたします。有り難うございます︕︕
 この画像もCDで〜た掲載によるものだったんですね。

 早速、これ、壁紙にしようかしら(笑)
 皐さんも初めて⾒掛けられたと⾔うことなので、リクエストしてみて良かったです＾＾

#5363の元画のこと説明すれば良かったですね。
 私は暫く経ってから分かりましたよ。ZARDのPVを毎⽇観ながら⽣活をしていますので(笑)

 #5372のPV映像の画像は、PANという⽅に貰ったんですね。
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>>それにしても、皐ちゃんが戻ってきたらこの賑わい︕ 
やっぱ、Ｚ研は皐ちゃんで持ってるんだねぇ（笑）。

 確かに当サイトには、皐さんがいなければ成り⽴たない、みたいな存在になってる気がしますね。
 それにお⼆⼈は、本当の親⼦みたいな存在感があります。

所⻑&⼭茶花さんへ♪

5402 選択 皐 2008-03-11 16:43:39 返信 報告

>皐ちゃん、やっぱりねぇ（笑）。さずがweb親⼦だね（笑）。 
 ビックリですよね︕(笑)所⻑のレスを⾒て「これだ︕」ってビビッと来ましたよ(笑)

>お⼆⼈の⼒がなければ、#5367や#5372の元画を⼊⼿できなかったはずです。 
 >お⼆⼈のご協⼒に感謝いたします。有り難うございます︕︕ 

 いえいえ︕私は何もしてませんよ(*^u^*)これからリクエストの元画を私が持っていたら、
 協⼒させてもらいますね︕きっと所⻑の⽅が頼りになると思いますが…(笑)

>それにしても、皐ちゃんが戻ってきたらこの賑わい︕ 
 そうなんですか︖(笑)携帯ではイマイチ状況が分からなかったので…(笑)

>確かに当サイトには、皐さんがいなければ成り⽴たない、みたいな存在になってる気がしますね。 
 それはないですよ〜︕(笑)でも、⼀所員として嬉しい⾔葉ですね(●＞ω＜●)(笑)ありがとうございます☆ﾐ

 >それにお⼆⼈は、本当の親⼦みたいな存在感があります。 
 web娘として、所⻑パパは誇りですね(*^∇^*)そんな存在感があれば嬉しいです♪♪

ただいま☆ﾐ

5361 選択 皐 2008-03-10 15:50:26 返信 報告

皆さんこんにちは︕(o^∇^o)昨夜帰って参りました〜☆ﾐ
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『good-night sweetheart』のスレでは、レスを本当にありがとうございますね︕
加⼯画の感想や「いってらっしゃい」と声をかけていただけてすごく嬉しかったです(o≧ω≦o)

 携帯からお返事のレスを書こうかと思ったんですが、やっぱりPCからじゃないと無理っぽかったので断念
しました(苦笑)

さて︕今⽇のNew加⼯画は、携帯サイズの「運命のルーレット廻して」編です☆ミ
 コナンのOPverを聴いた事があるんですが、私はそっちのver好きなんですよね〜(*^_^*)

 いつか「promised you」のver違いも収録したCDを発売して欲しいです｡｡｡

------------------------------------------------
 部⻑へ︓

 >どこ⾏くのかなぁ〜（笑）、気を付けていってらっしゃい︕ 
 新居探し等をしてました〜(笑)途中疲れてダウンしちゃいましたが、無事に帰ってきましたよ♪(笑)

 >泉⽔さんの笑顔みてると、幸せな気持ちになります。 
 そうですよね(o^∇^o)泉⽔さんもそうですが、好きな⼈の笑顔は⾒ているだけで幸せになります☆ﾐ

⼭茶花さんへ︓
 >待ちに待った、皐さん作の新作画像ですね。ステキです。すごくステキ︕ 

 ありがとうございます︕素敵に仕上がっていれば幸いです(o≧∇≦o)
 >#5336の左側の写真の元画と、投稿した加⼯画の、右側の写真の元画もあるでしょうか。 

 所⻑が説明＆元画の投稿をしてくださっているので、私は何もしないでいいのでしょうか︖＾＾

シヴァさんへ︓
 >泉⽔さんはクール＆ビューティーなイメージがしますけど素顔はきっと違うんでしょうね︕ 

 そうかもしれないですね︕私は最初、ZARDってクールで笑ったりしないイメージがあったんですが、
 今では“お茶⽬”なところがいっぱいあったんだな、と思うようになりました(o^∇^o)

ヒツキさんへ︓
 >写真を⾒て『⾃分の倍の年齢の⼈に、可愛いって表現、失礼かな︖〜』なんて考えていました。 

 分かります︕(笑)私も⾃分の倍近く年上の⼈に「“カワイイ”とか“お茶⽬”って⾔っていいのか!?」って思う時があります(笑)
 >僕も現在加⼯画挑戦中です。皆さんほど上⼿に出来ませんが頑張りますよ。 

 加⼯画作り、がんばってくださいね☆ﾐ Z研でも是⾮ご披露してください(o^∇^o)

https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/a64a034c3cb8eac64eb46ea474902797.jpg


アネ研さんへ︓
>ほんと今回のはみんな活発そうな泉⽔さんですね。 

 笑顔だったり、楽しそうな泉⽔さんを選んでいたら、今回はお茶⽬＋“活発”っぽい雰囲気も出ましたね♪♪
 >もしや、名古屋⼊りだったら私の分までQちゃんを応援して来てくださいね。(笑) 

 Qちゃんに会ってきましたよ〜︕(o≧∇≦o)…と、いうのは冗談です(笑)マラソンの結果は残念でしたね(>m<)

xs4pedさんへ︓
 >泉⽔さんの笑顔にパワーを貰わなくちゃ︕ 

 ですよね︕泉⽔さんの笑顔だけで、疲れは吹っ⾶んで元気が出ます(o≧∇≦o)☆ﾐ
 >気を付けて⾏ってね〜お⼟産待ってま〜す︕(笑) 

 あはは︕(笑)お⼟産は今⽇の加⼯画ということで︕︕(笑)

おかえり〜☆ﾐ（笑）

5365 選択 stray 2008-03-10 16:56:38 返信 報告

皐ちゃん、お帰り︕

パパはとっても淋しかったよ（笑）。ＢＢＳも閑古⿃鳴いてたし（笑）。
 さてさて、この作品は素晴らしいですね︕︕

 あの幻のミニスカＣＭの粗い映像を、よくぞ作品化しましたね。
 横ストライプ⼊れてごまかしてるけど、⽴派です︕（笑）

 右側の画像の出展もすぐに思い浮かびませんが、光線の加減が絶妙ですね。
 いやぁ、これは傑作ですよ、拍⼿×2です。

レスはしてないけど、お茶⽬さんシリーズの続編『good-night sweetheart』もいいですね。
 でも、『天使のような笑顔』の配置、失敗したと思ってるでしょ（笑）。

 しょうがないね、⼈⽣何か起こるかわからないから（笑）。

Re:ただいま☆ﾐ

5366 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-03-10 18:52:51 返信 報告

https://bbsee.info/straylove/id/5361.html?edt=on&rid=5365
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5365
https://bbsee.info/straylove/id/5361.html?edt=on&rid=5366
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5366


皐ちゃん、こんばんは。
ちきしょ〜（笑）、所⻑に先越されちゃいました（悔）。

このPVはカッコイイですよね。
 映像と⾳のスピード感がすごく好きなんですよ︕

 所⻑も⾔ってますが、加⼯画に使われている幻のCM、ちっちゃいのによく仕上げましたね。
 この幻のCMですが、もっと鮮明でサイズの⼤きい物、誰か持っていないですかね︖

Ｐ.Ｓ. 皐ちゃん、⼿が空いたら、ギャラリー展⽰⽤の準備もヨロシク︕（笑）
 

所⻑パパ＆部⻑へ♡

5368 選択 皐 2008-03-10 21:30:33 返信 報告

所⻑に部⻑、こんばんは︕
 「運命のルーレット廻して」編、気に⼊ってもらえて嬉しいです(o≧∇≦o)♡

 幻のCMをチョイスしたのは正解でしたね(*^u^*)
 実は、最初CDジャケットをメインにしたverを作っていたんですが、

 このCMを思い出して急遽変更しました(笑)吉と出たようで⼀安⼼です♪♪

>お茶⽬さんシリーズの続編『good-night sweetheart』もいいですね。 
 そう⾔ってもらえると嬉しいです︕あと、⼭茶花さんへのフォローありがとうございますね(*^o^*)

 >でも、『天使のような笑顔』の配置、失敗したと思ってるでしょ（笑）。 
 所⻑の仰るとおりです(笑)“右に配置すれば良かった”って思ってます(^⽫^;)(笑)

>この幻のCMですが、もっと鮮明でサイズの⼤きい物、誰か持っていないですかね︖ 
 部⻑と同じく、私もそう思いますね〜(笑)画像が荒くないものを⾒てみたいです(o≧ω≦o)

Ｐ.Ｓ. ギャラリー展⽰⽤の準備しておきますね☆ﾐ

ウインクしてしまいます

5370 選択 シヴァ 2008-03-10 21:40:45 返信 報告

皐さん、こんばんは︕お帰りなさい︕お疲れではないですか︖
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この曲もかなり好きです︕
聴いている時、「笑顔（ウインク）ひとつで」っていうところでウインクしてしまいます（*≧◇≦*）

 それと「永遠」、「Ｔｈｅ Ｓｉｎｇｌｅ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ〜軌跡〜」、「Ｇｏｌｄｅｎ Ｂｅｓｔ」で少し
ずつ違うそうですが、さっぱりわかりません︕

あとＰＶでルーレットが泉⽔さんの右⽬にかかるところは、「当てるな︕」って思ってしまいますよね︕

Re:ただいま☆ﾐ

5375 選択 カーディガン 2008-03-10 22:24:45 返信 報告

皐さん、こんばんは。

今⽇は、運命のルーレット廻してですか。
 ミニスカートの泉⽔さん、ちょっとがんばっちゃってますね。ＯＮ ＡＩＲして、キャーと反響がすごくて、やめち

ゃったんでしょうか。素敵なんですけど。

泉⽔さんはずっと君を⾒ていたんですね。もう、運命の君に出逢えているかなぁ。きっと、その君に、forever you 
ですね、きっと。

Re:ただいま☆ﾐ

5376 選択 ALIL.1967 2008-03-10 22:43:10 返信 報告

皐さんへ 
 画像ありがとうございます。

コナンのOPから「運命のルーレット廻して」です。
 http://www.filebank.co.jp/wblink/7a7daf3fd8eb20ab5109cfb773332b78

ZARD研究所カレンダーは写真のようにして保存することになりました。ほかに壁掛けでき
そうなアルバムもあったのですが．．．

 こんな感じのカレンダーを作成できるプリンタ⽤紙キットのようなものが市販されているかもしれません。

Re:ただいま☆ﾐ
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5378 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-03-10 22:52:21 返信 報告

こんばんは、皐ちゃん。
 今回は、レアなPVからの加⼯画ですね。

 しかし、全体と部分の構成にうなりますな〜︕(笑)
 左中央のモノクロの画像は泉⽔さんだけを捕って貼ってるんですね。

 そうやって、全体の☓（クロス）を出してるんですね。すごい︕
 右側の全⾝の泉⽔さんも貴重ですね。

Qちゃんは残念でしたが、留守番してたかいがありました。(笑)
 

シヴァさん･カーディガンさん･ALIL.1967さん、こんばんは☆ﾐ

5379 選択 皐 2008-03-10 22:53:03 返信 報告

シヴァさんへ︓
 >皐さん、こんばんは︕お帰りなさい︕お疲れではないですか︖ 

 ただいまです♪ぐっすりと眠ったら疲れは取れました︕(笑)かなりの睡眠時間を取りましたよ(笑)
 >この曲もかなり好きです︕聴いている時、「笑顔（ウインク）ひとつで」っていうところでウインクしてしまいま

す（*≧◇≦*） 
 分かりますね︕(笑)曲に合わせた動作をしてしまう時は私もたまにあります(^⽫^)ゞ(笑)

 >それと「永遠」、「Ｔｈｅ Ｓｉｎｇｌｅ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ〜軌跡〜」、「Ｇｏｌｄｅｎ Ｂｅｓｔ」で少
しずつ違うそうですが、さっぱりわかりません︕ 

 私もあんまり分からないんですよ︕その⼩さな違いでも泉⽔さん達には⼤きな違いだったんでしょうね☆ﾐ

カーディガンさんへ︓
 >今⽇は、運命のルーレット廻してですか。 

 最近BBSで「運命のルーレット」と、ふと⼝⾛ったので作ってみようと思いました(o^∇^o)
 >ミニスカートの泉⽔さん、ちょっとがんばっちゃってますね。 

 あはは︕“頑張っちゃって”いるんでしょうか(笑)どんなファッションでも素敵ですよね☆ﾐ
 >泉⽔さんはずっと君を⾒ていたんですね。もう、運命の君に出逢えているかなぁ。 

 “運命の⼈”って考え深いですよね(*^u^*)少なくとも、私にとってZ研で出会った⽅達は“運命の⼈”だと思います☆ﾐ
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ALIL.1967さんへ︓
>画像ありがとうございます。コナンのOPから「運命のルーレット廻して」です。 
私の⽅こそ、ありがとうございます︕︕今回線が混雑しているようなので、後ほど頂きますね(o^∇^o)

 >ZARD研究所カレンダーは写真のようにして保存することになりました。 
 ポケットアルバムというものがあるんですね︕⾊々と⼯夫をして頂けて嬉しいです(o≧∇≦o)

 私もポケットアルバムというものを買ってみようかな☆ﾐ愛⽝や好きな写真をランダムで⾒れますもんね♪♪

Re:ただいま☆ﾐ

5380 選択 pine 2008-03-10 22:55:16 返信 報告

皐さん こんばんは

ＰＶと同じように、⿊が基調でシックな感じがいいですね。
 幻のＣＭでは、同性なんだけど、泉⽔さんのミニスカートにドキドキしてしまったり…。

関係のない話ですが、我が家のパソコンにPhoto Shopが⼊っていることに'今⽇'気付きました。いつから⼊ってたん
だろう︖

 ちょっと触ってみましたが、私にはムリということだけわかりました(笑)
 皐さんのすごさが⾝にしみてわかりました。

こんばんは☆ﾐ

5382 選択 皐 2008-03-10 23:09:02 返信 報告

アネ研さんへ︓
 こんばんは︕約30秒違いの投稿でしたね(^⽫^)(笑)

 >今回は、レアなPVからの加⼯画ですね。しかし、全体と部分の構成にうなりますな〜︕(笑) 
 そう⾔ってもらえると嬉しいです︕(笑)この加⼯画のデザインは⾃分でも気に⼊ってます☆ﾐ(笑)

 今回は×（クロス）や模様でミステリアスな雰囲気を⼤事にしました(o^∇^o)
 >Qちゃんは残念でしたが、留守番してたかいがありました。(笑) 

 残念ではありますが、まだまだ諦めないQちゃんの闘志はスゴイですよね☆ﾐ
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pineさんへ︓
>ＰＶと同じように、⿊が基調でシックな感じがいいですね。 

 今回はカッコ良く仕上げてみました︕タイアップが「名探偵コナン」ということで、ミステリーな感じも⼤切にして
みたんですよね＾＾

 >幻のＣＭでは、同性なんだけど、泉⽔さんのミニスカートにドキドキしてしまったり…。 
 同姓でも“ドキッ”とさせてしまう泉⽔さんはスゴイですよね︕そんな泉⽔さんもシャディーの振る舞いにドキッとし

たようで、
 “どんなに魅⼒的な⼈なんだろう︖”って思いました(*^o^*)

 >関係のない話ですが、我が家のパソコンにPhoto Shopが⼊っていることに'今⽇'気付きました。いつから⼊ってた
んだろう︖ 

 そうだったんですか︕⼀体いつから⼊ってたんでしょうね??(笑)たぶん誰かがインストールしたはずですよ(笑)
 >ちょっと触ってみましたが、私にはムリということだけわかりました(笑)皐さんのすごさが⾝にしみてわかりまし

た。 
 いえいえ︕私もPhoto Shopは5、6年間ぐらい放置状態だったので、威張れませんね(o≧∇≦o)ゞ(笑)

Re:ただいま☆ﾐ

5390 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-03-11 00:04:52 返信 報告

皐さんへ
 お帰りなさ〜い☆ 本当にお久しぶりです︕︕別スレにわざわざレスをありがとうございました〜ヽ(●>∀<●)/

 >今⽇のNew加⼯画は、携帯サイズの「運命のルーレット廻して」編です☆ミ 
 最初に感じたのが『謎めいた雰囲気の加⼯画だな』ということでした︕︕

 曲のイメージとピッタリでとっても素敵です o(>▽<)oこちらもプリントアウトで⼿帳に追加させていただきま〜す
☆ 

 > いつか「promised you」のver違いも収録したCDを発売して欲しいです｡｡｡ 
 ホントにそうですね〜 (≧◇≦)ぜひぜひ実現していただきたいで〜す（祈）

今回はリアルタイムにレスできて とっても嬉しいです︕またたくさんお話させて下さい♪

Re:お帰り☆ﾐ

https://bbsee.info/straylove/id/5361.html?edt=on&rid=5390
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5390


5392 選択 xs4ped 2008-03-11 00:57:07 返信 報告

皐ちゃん、皆さん、今晩は。

> お⼟産は今⽇の加⼯画ということで︕︕(笑) 
 皐ちゃん、お帰り。

 素敵なお⼟産ありがとう︕(^_^)
 幻のミニスカＣＭって、ミニスカポリスの事ですか︖

 何かのＰＶ・ＣＭ︖で画像を⾒た事ある様な気がするのですが、頭の⽼化が早くて覚えてい
ません。(笑)

PS.
 皆さんへ

 皐Gallery(Movie)です。(スライドショーをチョット編集しただけです)
 Z研の宣伝になっちゃったかな〜(笑)

 http://jp.youtube.com/watch?v=xgGELMSCS2s

ALIL.1967さん
 コナンのOPから「運命のルーレット廻して」のUp有難う御座います。

カーディガンさん
 MFMのUp有難う御座います。

 今⽇貰って来るのを忘れたので、明⽇貰ってきます。

megamiさん
 お久しぶりです。

 ネットに繋がらない時は、皐Gallery(Movie)でも(保存して)観ていて下さい。(笑)
 Part2はstrayさん次第と⾔う事で・・・

 ⾃分で作成するのが⾯倒なので(忙しい)、strayさんがスライドショーPart2を作成したら検討します。(笑)

http://xs4ped.spaces.live.com/

Re:ただいま☆ﾐ

https://bbsee.info/straylove/id/5361.html?edt=on&rid=5392
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5392
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/2a10665525774fa2501c2c8c4985ce61.jpg


5395 選択 PAN 2008-03-11 10:25:33 返信 報告

皐ちゃんおかえりなさい︕
 ダウンしたって聞いて⼼配しましたが、ぐっすり睡眠して回復されたようなので安⼼しました。

 「good-night sweetheart」＆「運命のルーレット廻して」の素敵な作品、ありがとうございます︕

「good-night sweetheart」は全体がブルーでまとまっていてほんとうにキレイです︕
 ⼿作りアルバム⾵のレイアウトがなんだか懐かしくって、すごくあたたか味を感じますね。

 おちゃめな泉⽔さんショットのセレクトもすごく素敵です〜。
 公園ではしゃいでいる泉⽔さんの写真は初めてなのですが、皐ちゃんの作品の中で⾒ることが出来てすごくラッキー

です︕
 （泉⽔さんはストライプのシャツがすごく似合いますね︕）

「運命のルーレット廻して」の⼣焼けの泉⽔さんのショットすごく好きなんですよ︕
 オリジナルはちっちゃいサイズだったかもしれませんが、携帯サイズにすることによって⾼画質に映っていますよ

ね。
 早速携帯にDLして待ち受けにしちゃいました、ありがとうございます︕

 P.S
 「運命のルーレット廻して」の楽曲はコナンOPVerのほうが軽快感があって⾃分もこっちのほうが好きです︕

 「promised you」と同じく是⾮CD化してほしいですね︕（笑）
 

皐さん、お帰りなさい

5396 選択 ⼭茶花 2008-03-11 11:08:48 返信 報告

レスの返事しなきゃと思ってたら、私が投稿する前に、もうこんなに沢⼭の⽅のレスが･･･︕︕
 びっくりしました(笑)

 無事に戻られて良かったです。⼿を合わせて拝んでいたのが効いたんでしょうか(笑)

>>『good-night sweetheart』のスレでは、レスを本当にありがとうございますね︕ 
 いえいえ、どういたしまして。

https://bbsee.info/straylove/id/5361.html?edt=on&rid=5395
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5395
https://bbsee.info/straylove/id/5361.html?edt=on&rid=5396
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5396


>>加⼯画の感想や「いってらっしゃい」と声をかけていただけてすごく嬉しかったです(o≧ω≦o) 
皆さんに⾒送られて良かったですね。

>>携帯からお返事のレスを書こうかと思ったんですが、やっぱりPCからじゃないと無理っぽかったので断念しまし
た(苦笑) 

 当サイトは、携帯からの閲覧も可能なんですね。
 知らなかった･･･って、私の携帯では、ネットは出来ないのに(爆)

>>さて︕今⽇のNew加⼯画は、携帯サイズの「運命のルーレット廻して」編です☆ミ 
 > コナンのOPverを聴いた事があるんですが、私はそっちのver好きなんですよね〜(*^_^*) 

 時と場合によって、そっちが好きなときもあります。

>>いつか「promised you」のver違いも収録したCDを発売して欲しいです｡｡｡ 
 皐さんの夢が叶うといいですね☆

>>所⻑が説明＆元画の投稿をしてくださっているので、私は何もしないでいいのでしょうか︖＾＾ 
はい。何もして貰わなくても結構ですよ。全部strayさんからして貰いましたから。

 ありがとうです。これがまた素晴らしい写真でしたー。

#5361の、この右側の写真は、私も⾒掛けたことありますよ。
 『運命のルーレット廻して』シリーズの加⼯画ですね。

 カッコステキです。（←そんな⾔葉はないかな･･･）
 坂井さんの写真がこれまたカッコイイ写真ですよ。左側の上、真ん中、

 下の写真は、もしかしてPV映像をスキャンし、コラボレーションされたものなんでしょうか。
 いいですね、この組み合わせが。

 

皆さん、レスをありがとうございました☆ﾐ

5401 選択 皐 2008-03-11 16:32:43 返信 報告

megamiさんへ︓
 こんにちは︕お話しできて嬉しいです〜(o≧∇≦o)♪♪

 >最初に感じたのが『謎めいた雰囲気の加⼯画だな』ということでした︕︕曲のイメージとピッタリでとっても素敵
です o(>▽<)o 

https://bbsee.info/straylove/id/5361.html?edt=on&rid=5401
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5401


 そう⾔ってもらえると嬉しいですね︕曲のイメージは崩さないようにと⼼がけてますので☆ﾐ
⿊系やクロスラインでまとめる事によって、ミステリアスでクールな雰囲気を表現しました(o^∇^o)

 >こちらもプリントアウトで⼿帳に追加させていただきま〜す☆  
 是⾮よろしくお願いしますね︕

xs4pedさんへ︓
 こんにちは︕私のスライドショーをアレンジして作ってくださってありがとうございますね︕寺尾さんverですね☆ﾐ

 >素敵なお⼟産ありがとう︕(^_^)幻のミニスカＣＭって、ミニスカポリスの事ですか︖ 
 「運命のルーレット廻して」のCMは、稀少な映像のパターンがあるみたいなんです(*^u^*)

 その映像の中では、泉⽔さんが珍しくミニスカートを履いてるんですよ♪

PANさんへ︓
 こんにちは︕『good-night sweetheart』&『運命のルーレット廻して』の感想ありがとうございますね☆ﾐ

 >公園ではしゃいでいる泉⽔さんの写真は初めてなのですが、皐ちゃんの作品の中で⾒ることが出来てすごくラッキ
ーです︕ 
私こそ、いつもPANさんから初めて⾒せて頂けるものばかりなので、そう⾔ってもらえてすっごく嬉しいです(o≧∇≦
o)

 >「運命のルーレット廻して」の⼣焼けの泉⽔さんのショットすごく好きなんですよ︕ 
 >オリジナルはちっちゃいサイズだったかもしれませんが、携帯サイズにすることによって⾼画質に映っていますよ

ね。 
 この加⼯画が作れたのはPANさんのおかげですよ︕待ち受けにもしてもらって、嬉しいです♪♪ありがとうございまし

た︕
 P.S. PANさんもコナンOPVerの⽅が好きなんですね(o^∇^o)

⼭茶花さんへ︓
 こんにちは︕レスありがとうございますね(o^∇^o)

 >無事に戻られて良かったです。⼿を合わせて拝んでいたのが効いたんでしょうか(笑) 
 ありがとうございます(笑)おかげで無事に戻って参りました︕(笑)

 >当サイトは、携帯からの閲覧も可能なんですね。知らなかった･･･って、私の携帯では、ネットは出来ないのに(爆) 
 え︖⼀体いつ頃の携帯を使ってるんですか︕︖(笑)SMAPの中居君と同じですね(笑)

 



>左側の上、真ん中、下の写真は、もしかしてPV映像をスキャンし、コラボレーションされたものなんでしょうか。 
PVではなく、CMをキャプチャしたんですよ☆ﾐいい感じの組み合わせであれば、幸いです(*^u^*)

xs4pedさん 皐さんへ

5420 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-03-12 00:49:26 返信 報告

xs4pedさん こんばんは︕
 本当にずいぶんご無沙汰してしまって 申し訳ありませんでした︕︕︕

 >ネットに繋がらない時は、皐Gallery(Movie)でも(保存して)観ていて下さい。(笑) 
 はい︕そうさせていただきます（笑）

 > Part2はstrayさん次第と⾔う事で・・・ 
 > ⾃分で作成するのが⾯倒なので(忙しい)、strayさんがスライドショーPart2を作成したら検討します。(笑) 

所⻑さんにpart2作っていただけるようにお願いしちゃいま〜すヽ(●>∀<●)/

少しずつですが、過去スレを拝⾒し 遅れを取り戻せてると思います。
 いつもご親切に本当にありがとうございます(*＾Ｕ＾*) 

皐さんへ
 >こんにちは︕お話しできて嬉しいです〜(o≧∇≦o)♪♪ 

 こちらこそ本当にお久しぶりにお話ができて とってもとっても嬉しいで〜す (*＾Ｕ‘*）⌒☆★
 またレス１番を狙えるように 順番待ちさせていただきま〜す☆

オフィシャル・ピアノスコア・ブック

5373 選択 stray 2008-03-10 21:55:59 返信 報告

ヒロミちゃん（⽻⽥裕美）のCD発売と同時に、
 ピアノスコア・ブックも発売されるようです。

 

https://bbsee.info/straylove/id/5361.html?edt=on&rid=5420
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5420
https://bbsee.info/straylove/id/5373.html
https://bbsee.info/straylove/id/5373.html?edt=on&rid=5373
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5373
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/04a1bf2d968f1ce381cf1f9184a807a9.jpg


Re:オフィシャル・ピアノスコア・ブック

5398 選択 ⼭茶花 2008-03-11 11:32:02 返信 報告

strayさん、こんにちは。

> ヒロミちゃん（⽻⽥裕美）のCD発売と同時に、 
 > ピアノスコア・ブックも発売されるようです。 

 この⽅は確か、MU-GENのMCの司会者ですよね︖
 彼⼥の所属レコード会社もGIZAで、ビーイングアーティストになるんですね。

 

『forever you』 セルフライナーノーツ

5371 選択 stray 2008-03-10 21:42:36 返信 報告

今⽇は、AL『forever you』 の発売⽇です。
 ジャケ写真は最近話題にしたように、「眠れない夜を抱いて」時のものなのか、

 別の時期に同じ場所で撮ったのか不明で、Ｚ研の調査対象となっております（笑）。

泉⽔さんのセルフライナーノーツです。

●「今すぐ会いに来て」

https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/04a1bf2d968f1ce381cf1f9184a807a9.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/5373.html?edt=on&rid=5398
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5398
https://bbsee.info/straylove/id/5371.html
https://bbsee.info/straylove/id/5371.html?edt=on&rid=5371
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5371


 『詞の内容は現代のごく普通のカップルを題材にしたものですが、メロディーラインとアレンジがビートルズを思わせるよ
うな懐かしい曲。』

●「ハイヒール脱ぎ捨てて」

 『都会の中で⽣きていく⼥性が仕事と恋に悩み、成⻑していくさまを描いたZARDの王道ともいうべき曲。』

●「Forever you」

 『いろいろな過去があるからこそ、今があるんだということをテーマに…。』

●「もう逃げたりしないわ 想い出から」

 『過去の失恋を⾃分なりにちゃんと受け⽌めて、これからはもっと前向きに⽣きていこうという詞。』

●「あなたを感じていたい」

 『ZARD13枚⽬のシングル。⾃⽴した⼥性をテーマにせつない別れの場⾯を細かい描写で書いてみました。』

●「気楽に⾏こう」

 『タイトルを⾒てもらえばわかりますが、いい意味で気を抜いてもらうための曲です。』

●「I'm in love」

 『いろいろ起こる社会問題や、現代の⾵潮をワイルドな曲にのせてみました。』

●「こんなにそばに居るのに」

 『ZARD12枚⽬のシングルです。恋愛中の男⼥間によくある倦怠期をテーマに…。』

●「Just believe in love」

 『14枚⽬のシングル。サウンドは初期のZARDを彷彿させるようなミディアムテンポで、迷いながらもこの幸せをつかん
だ、“そして、この愛をずっと信じていこう”というせつない詞です。』

●「瞳そらさないで」

 『DEENに提供したオリジナルとはまたひと味違う、ボサノヴァっぽいアレンジで…。』

Re:『forever you』 セルフライナーノーツ



5374 選択 yan 2008-03-10 22:23:22 返信 報告

strayさんこんばんは。

このアルバムは⼤好きで発売当時は狂ったようにリピートしてました。
 ジャケットの写真もアルバムの写真の中で⼀番好きでこんな美しい⼈がこの世にいるなんて…と思いました。

シングル曲はもちろんアルバムオリジナル曲も印象的な曲満載ですごくクオリティ⾼いですね。

特にForever youには何度も助けてもらいました。
 当時ガキんちょだった僕は泉⽔さんの詞の⼗分の⼀も理解してなかったと思いますが、いつも⾟いときにこの曲を聴

きながら歌詞カードを読み、
 「泉⽔さんも歌⼿になる前は⼤変な苦労をしていたのかな…、僕もがんばろ」と前向きな気持ちになれました。

 今でも⾟いときにはこの曲を聴きます。
 ZARDの⾳楽がなかったらいろんな事を乗り越えられてなかったと思います。

 これからもずっとZARDのお世話になります。泉⽔さん、よろしく(笑)

Re:『forever you』 セルフライナーノーツ

5377 選択 カーディガン 2008-03-10 22:48:10 返信 報告

所⻑様、こんばんは。
 スレたててくれましたね。安⼼しました。

⻫⽥才⽒のライナーノーツが困りものですので、ＭＦＭの寺尾広⽒のライナーノーツをウェブ
リンクでアップしようと思っていたところでした。不要でしたね。

 想い出のアルバムです。

Re:『forever you』 セルフライナーノーツ

5384 選択 ＭＲＣＰ 2008-03-10 23:18:15 返信 報告

https://bbsee.info/straylove/id/5371.html?edt=on&rid=5374
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5374
https://bbsee.info/straylove/id/5371.html?edt=on&rid=5377
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5377
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/23451391cd1399019fa0421129066bc6.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/5371.html?edt=on&rid=5384
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5384


こんばんは。
このアルバムの裏の泉⽔さんも好きなんですけど

 ⼤きいサイズの画像はあるのでしょうか。
 （けっして⼭茶花さんのまねではないですが、、）

 これも使いまわしでしたか。

僕もタイトル曲が⼀番好きです。

あるにはありますが…

5387 選択 stray 2008-03-10 23:31:51 返信 報告

ＭＲＣＰさん、こんばんは。

裏ジャケの画像はあるにはありますが、たいして⼤きくありません。
 裏ジャケを拡⼤スキャンしたほうがキレイかと思います。

 出展は「WHAT's IN? 1995/4⽉号」です。
 

Re:あるにはありますが…

5388 選択 ＭＲＣＰ 2008-03-10 23:52:12 返信 報告

strayさん、こんばんは。
 画像ありがとうございます。スキャナーもっていませんので。

Ｚ板⾒たのですが表のジャケ写のポスターＦＣで販売されてたのですね。
 僕は訃報後⼊会でして、最初から⼊っておけばよかった（涙）。

MRCPさんへ

https://bbsee.info/straylove/id/5371.html?edt=on&rid=5387
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5387
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/6740526b78c0b230e41ae61d8ca07cf5.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/5371.html?edt=on&rid=5388
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5388


5397 選択 ⼭茶花 2008-03-11 11:26:44 返信 報告

こんにちは。
 >>⼤きいサイズの画像はあるのでしょうか。 

 >>（けっして⼭茶花さんのまねではないですが、、） 
 私のまねをされても全然構いませんよ。strayさんはお優しい⽅ですから、

 リクエストされると、その通りに編集して下さいますよ。だから安⼼なさって下さい。
 なので折⾓ですから、私も#5387の元画を頂きました。

☆strayさんへ☆MRCPさんも仰ってましたが、『forever you』のジャケ写の宣伝ポスターって、
 ファンクラブで販売されていたものでもあったんですね。

 それは私も知らなかったです。確か、いとこの部屋にも、このポスターが貼られていた記憶が･･･
 

●● 「forever you」 NO.&店頭⽤PV ●●

5394 選択 stray 2008-03-11 09:41:09 返信 報告

皆さんおはようございます。

「forever you」のNO.(エヌオー)映像です。
 4回分ありますので、2本ずつwmv化しました。

外国の⾵景ばかりの、つまらない内容ですので期待しないでね（笑）。
 店頭⽤PVもこれと同じです。100Mオーバーするので320x240サイズでupしておきます。

NO_forever you-1
 http://www.filebank.co.jp/wblink/bd6d8899ddfa7fd48acd87b31aa6bae7

 （41.7Mのwmv）

NO_forever you-2
 http://www.filebank.co.jp/wblink/585f85e9cbeca5251632e49839880ea3

 （41.7Mのwmv）

https://bbsee.info/straylove/id/5371.html?edt=on&rid=5397
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5397
https://bbsee.info/straylove/id/5394.html
https://bbsee.info/straylove/id/5394.html?edt=on&rid=5394
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5394


6thALPV
http://www.filebank.co.jp/wblink/b2ad60b2909bf3c9d20790015fadc439

 （38.8Mのwmv,320x240）

寺尾広⽒ＭＦＭライナーノーツ

5385 選択 カーディガン 2008-03-10 23:28:42 返信 報告

２⽉号、４⽉号と２回にわたり寺尾広⽒が書いたライナーノーツです。
 ⻫⽥⽒のものが意味不明ですので、とりあえず、差し替えなのでしょうか。

http://www.filebank.co.jp/wblink/0dc382dc1e40c9cff50deee93a8e1796

追記︓保存期限2008/3/24
 近くでＭＦＭが置いていないなど、ＭＦＭを読めない⽅、ご⾃由にお取りください。

⼊⼿した画像の投稿その2

5363 選択 ⼭茶花 2008-03-10 16:06:05 返信 報告

ひょんなことから⼊⼿したものです。
 原画を所有されている⽅いますかね。
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xs4pedさん 皐さん シヴァさん チョコレートさんへ

5339 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-03-08 00:33:59 返信 報告

皆さんこんばんは︕レスが遅くなり申し訳ありません。
 過去スレを少しずつ拝⾒させていただいておりますが、なかなか追いつきません。（涙）

 ネットには繋がっておりますので 早くみなさんとお話できるようになりたいです☆

xs4pedさんへ
 ご無沙汰しております。やっと「⽉命⽇」の作品を拝⾒させていただくことができました︕︕

 やはりハンカチなしでは無理でした・・・『適材適所』の⾔葉がピッタリ当てはまりますね☆
 感動の作品をありがとうございました︕︕︕⼤変遅くなりまして申し訳ありません。

 xs4pedさんのサイトも拝⾒させていただきました〜(*^▽^*)/ ご丁寧な配慮に感謝致しました。本当にありがとうござい
ました♪♪

皐さんへ
 「淡い雪が溶けて」携帯ギャラリー「未公開の作品」「カレンダー企画」やＧＩＦ「翼を広げて」などなど たくさんたくさ

んの作品を発表されて とってもとっても感動しております。
 あまりにも遅いレスで申し訳ありません。

 ひとつひとつの想いを受け⽌めながら 素敵な作品を拝⾒させていただいております(*＾Ｕ‘*）⌒☆★
 まだすべてをじっくり拝⾒させていただいた訳ではございませんが、保存させていただいたので 時間をかけてゆっくり鑑賞

させていただきますヽ(*ゝω･*)ﾉ 
 すぐにレスできず申し訳ありませんでした・・・皐さんがお休みされている間に しっかり鑑賞させていただきますので ど

うぞお気をつけて(●^ω^●)ﾉ

シヴァさんへ
 拝⾒させていただく度におもしろくて つい吹き出してしまいます（笑）

 いつも本当にありがとうございます︕
 先⽇申し上げた司⾺遼太郎⼤先⽣の作品を読ませていただきました。

 私は⽇本の幕末の歴史に詳しくないので 難しい部分も多かったですが、実際にある史実を元に作られた作品なのだというこ
とは理解できました。武⼠と商⼈との駆け引きが勉強になりました︕︕
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所々に⼼に残る⾔葉があり、拝読できて良かったです。
有名な「⻯⾺がゆく」の作者ということは存じ上げておりましたが、いままでは読んだことがありませんでした。

 シヴァさんのおかげで「読んでみよう」という気持ちになりました (≧∀≦)ゞありがとうございました。

チョコレートさんへ
 いつもカフェのお店番お疲れ様で〜す︕︕先⽇はすれ違いで 残念でした・・・

 最近はなかなかカフェに寄れず申し訳ありません。
 ｙａｎさんの新作があるそうなので ぜひ伺わせていただきたいと思います。

 Ｐ・Ｓ 所⻑さんに私の制限の中で⾳楽を鳴らしても⼤丈夫なのか確認してみてからにしま〜す☆

オススメは・・

5341 選択 シヴァ 2008-03-08 14:40:28 返信 報告

megamiさん、こんにちは︕

> 拝⾒させていただく度におもしろくて つい吹き出してしまいます（笑） 
 あははっ︕ありがとうございま〜す︕

> 所々に⼼に残る⾔葉があり、拝読できて良かったです。 
 嬉しいです︕でも難しい⾔い回しが多いのをなんとかして欲しいですよね︕

 忖度（そんたく）とか壟断（ろうだん）、推挽（すいばん）などなど・・
 もっと簡単な⾔葉で代⽤できるようなことまで難しく書いてある・・

 たまに意味のわからない熟語が出てくるから、いつもパソコンで調べながら読んでいます。

> 有名な「⻯⾺がゆく」の作者ということは存じ上げておりましたが、いままでは読んだことがありませんでした。 
 > シヴァさんのおかげで「読んでみよう」という気持ちになりました (≧∀≦)ゞありがとうございました。 

 オススメは「⻯⾺がゆく」や「坂の上の雲」、「燃えよ剣」、「新撰組⾎⾵録」などですね︕

全部読むのは⼤変でしょう。
 うっとうしかったら私は無視してもいいですからね︕

 

シヴァさんへ
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5344 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-03-08 20:38:31 返信 報告

シヴァさん こんばんは︕
 ⼤変ご無沙汰してしまって 本当に申し訳ありませんでした︕︕

 泉⽔さんの年齢の話題の所では シヴァさんのひと⾔に思わず笑わせていただきました︕︕

> たまに意味のわからない熟語が出てくるから、いつもパソコンで調べながら読んでいます。 
 なるほど〜難しい⾔葉は パソコンで調べれば良いのですね︕︕

 > オススメは「⻯⾺がゆく」や「坂の上の雲」、「燃えよ剣」、「新撰組⾎⾵録」などですね︕ 
 オススメの本をいつか読ませていただきたいと思います。礼儀とか精神などが勉強になりそうで楽しみで〜す(≧◇≦)

megamiさんへ♪

5362 選択 皐 2008-03-10 16:01:26 返信 報告

こんにちは☆ﾐ
 ちょっぴりお久しぶりですね︕ネットが繋がらないのかと⼼配してたんですが、

 今もしっかり繋がっているようで安⼼です(*^u^*)

>過去スレを少しずつ拝⾒させていただいておりますが、なかなか追いつきません。（涙） 
 1ヶ⽉分を把握するのは⼤変ですものね(>_<;)焦らずゆっくりとでいいんですよ♪

 ですが、早くmegamiさんとお話ししたい気持ちもいっぱいです(o≧ω≦o)☆ﾐ

>「淡い雪が溶けて」携帯ギャラリー「未公開の作品」「カレンダー企画」やＧＩＦ「翼を広げて」などなど 
 >たくさんたくさんの作品を発表されて とってもとっても感動しております。 

 ⾒てくださってありがとうございますね︕レスは気になさらなくていいんですよ(o^∇^o)
 megamiさんの優しさはいつも温かいですね(*^u^*)

>時間をかけてゆっくり鑑賞させていただきますヽ(*ゝω･*)ﾉ  
 ぜひ☆ﾐよろしくお願いします♪♪

皐さんへ

5389 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-03-10 23:53:50 返信 報告
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皐さん こんばんは︕本当にお久しぶりです☆お帰りなさ〜い(*＾Ｕ‘*）⌒☆★
> ですが、早くmegamiさんとお話ししたい気持ちもいっぱいです(o≧ω≦o)☆ﾐ 

 皐さんのお優しい⾔葉にいつも感動しております｡゜ﾟ(>ヘ＜）ﾟ ゜｡ぜひぜひまたたくさんお話させて下さ〜い♪
 温かいレスをいただき 本当にありがとうございました︕︕︕

 

⼊⼿した画像を投稿

5360 選択 ⼭茶花 2008-03-10 15:35:50 返信 報告

この写真、確かこちらで⼊⼿したものだったと思いますが（記憶上）
 原画ってあるんでしょうか。

 もし、ファンクラブのものであれば、削除されても構いません。
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退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [5356]スタジオバードマン(3) [5351](無題)(2) [5336]good-night sweetheart(10) [5340]41st SINGLE「悲しいほど貴
⽅が好き／カラッといこう︕」発売⽇(0) [5273]勝⼿なお願いですが・・・(13) [5320]当然の結果でした︕(3) [5312](無題)
(8) [5174]加⼯画の投稿です(7) [5308]yanさん、素敵なBGMメドレーありがとうございます︕︕︕(6) [5290]「4thMG ANNE
X」 オープン︕(3)

新しい話題を投稿する

« 63 62 61 60 59 58 57 56 55 »

スタジオバードマン

5356 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-03-09 23:11:21 返信 報告

こんばんは、
 遅ればせながらスタジオバードマンに⾏ってきました。
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Re:スタジオバードマン

5357 選択 アネ研  ◆craoLd8Ou2 2008-03-09 23:21:59 返信 報告

中には⼊れませんでしたが、地下１階はクラブサニーだったようで、地下には道路から直接⼊って
⾏くようです。

 また、泉⽔さんの話では地下がスタジオだったようなのでここではないのかもしれませんが、何回
か⾏ったのでは︖と、希望観測します。

 参考サイト
 http://www.izumichan.com/misc/002.html

Re:スタジオバードマン

5358 選択 アネ研  ◆craoLd8Ou2 2008-03-09 23:46:05 返信 報告

六本⽊３丁⽬再開発でこの付近は地上３９階地下１階のビルが建つようで、解体直前のよ
うです。

 設計が⽇建設計の⻲井忠夫さんという⼈らしくなにかの御縁のように感じました。(笑)
 着々とBeingは本拠地を⼤阪へと移して、東京の聖地がなくなるのは悲しいです。

Re:スタジオバードマン

5359 選択 カーディガン 2008-03-10 00:14:01 返信 報告

アネ研さん、こんばんは。
 最近お⾒かけしないようでしたので、こんな捜査をしていたんですね（笑）

 聖地巡礼、お疲れさまでした。
 ⾒ると、ぼろぼろのビルですね。でも、ＺＡＲＤの⼤切な想い出ですので、取り壊しはとても残念ですね。
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⼤阪を拠点に、というのが、なんか、９９年頃から思っていましたが、しっくりこないのは私だけでしょうか。時代
の流れ以上のものがあるのですね。うーん、残念、残念。

 

(無題)

5351 選択 ⼭茶花 2008-03-09 01:09:32 返信 報告

これはまた加⼯画らしいのですが、真ん中の写真も、元画はあるんでしょうか。
私のメールでも、こっそり送って下されば有り難いのですが･･･(笑)

 

⼭茶花さんへ

5353 選択 stray 2008-03-09 08:19:58 返信 報告

これはENHANCED CD II の画像です。
 泉⽔さんの後ろのドアをクリックすると、未公開画像に辿り着けるんです（笑）。

 「ＺＡＲＤ ＯＦ ＬＥＡＴＨＥＲ ＮＥＷ ＡＬＢＵＭ・・」
 と書かれたポスターが貼ってありますが、これは現地の既存のグループのポスターを、

 ⼀番の上の⾏だけ「ＺＡＲＤ」に直したもののようです。

> 私のメールでも、こっそり送って下されば有り難いのですが･･･(笑) 
 それならメールでこっそりお問い合わせ下さい（笑）。

strayさんへ

5355 選択 ⼭茶花 2008-03-09 10:46:22 返信 報告
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おはようございます。

>>これはENHANCED CD II の画像です。 
 やはりそうでしたか。

>>泉⽔さんの後ろのドアをクリックすると、未公開画像に辿り着けるんです（笑）。 
 なるほどー。⾯⽩そうな仕掛けだったんですね。

  
>>それならメールでこっそりお問い合わせ下さい（笑）。 

 了解。

good-night sweetheart

5336 選択 皐 2008-03-07 22:14:49 返信 報告

皆さん、こんばんは︕

何の企画というわけではありませんが、新しい加⼯画が完成しました︕
 お茶⽬泉⽔さんシリーズです(笑)

 前回作った「天使のような笑顔で」の続編っぽく、デザインなどを統⼀しました(*^u^*)
 泉⽔さんの笑顔を⾒ると、こっちまで顔が綻んじゃいますね(o≧ω≦o)☆ﾐ

さて︕私事なんですが、明⽇からちょっと遠出をします＾＾
 なので、週明けにまた会いましょ〜(笑)

good-night☆ﾐ

Re:good-night sweetheart

5337 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-03-07 22:28:01 返信 報告

皐ちゃん、こんばんは︕
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以前、Z板（本家）に居たとき、泉⽔さんの素敵な笑顔の画像に、
この曲の詞をレスとして、投稿したことを思い出しましたよ︕

♪結果を恐れず⾶び込む ⼦供達
  ♪幼い⽇の笑顔はいつも

   ♪周囲(まわり)を幸せにしていたね

この加⼯画にも使われているフレーズですが、
 泉⽔さんの笑顔が、それだと思ってます。

 泉⽔さんの笑顔みてると、幸せな気持ちになります。

>さて︕私事なんですが、明⽇からちょっと遠出をします＾＾ 
 >なので、週明けにまた会いましょ〜(笑) 

 どこ⾏くのかなぁ〜（笑）、気を付けていってらっしゃい︕
 

Re:good-night sweetheart

5338 選択 ⼭茶花 2008-03-07 22:35:18 返信 報告

☆皐さんへ☆
 こんばんは。

>>何の企画というわけではありませんが、新しい加⼯画が完成しました︕ 
 >>お茶⽬泉⽔さんシリーズです(笑) 

 待ちに待った、皐さん作の新作画像ですね。
 ステキです。すごくステキ︕

>>泉⽔さんの笑顔を⾒ると、こっちまで顔が綻んじゃいますね(o≧ω≦o)☆ﾐ 
 確かに、笑っている坂井さんの写真を⾒ると、こっちまでつられてにやけるというか、

 ⾃然に微笑んでるという感じですね。

>>さて︕私事なんですが、明⽇からちょっと遠出をします＾＾ 
 >>なので、週明けにまた会いましょ〜(笑) 

 気を付けて⾏ってらっしゃいませ。無事に戻ってくるのを待っております。
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ps.#5336の左側の写真の元画と、投稿した加⼯画の、右側の写真の元画もあるでしょうか。
戻られてからでよろしいので待っていますね。

 

かわいいですよね︕

5342 選択 シヴァ 2008-03-08 15:57:35 返信 報告

皐さん、こんにちは︕
  

> 泉⽔さんの笑顔を⾒ると、こっちまで顔が綻んじゃいますね(o≧ω≦o)☆ﾐ 
 ほんとですね︕

 泉⽔さんはクール＆ビューティーなイメージがしますけど素顔はきっと違うんでしょうね︕
 綺麗な泉⽔さんも⼤好きですけど、こんな泉⽔さんもかわいいですよね（≧∀≦）

> さて︕私事なんですが、明⽇からちょっと遠出をします＾＾ 
 > なので、週明けにまた会いましょ〜(笑) 

 お気をつけていってらっしゃいませませ〜︕

Good Luck★≡
 

ENHANCED CD とは…

5343 選択 stray 2008-03-08 15:58:24 返信 報告

⼭茶花さん、こんにちは。

ENHANCED CD は IとIIがあって、「ZARD BEST」の購⼊特典です。
 ３次特典なので、持っている⼈はあまり多くありません。

〜The Single Collection〜軌跡〜
  １次特典︓ZARD ARTIST FILE
  ２次特典︓ZARD showreel 3種類

  ３次特典︓ENHANCED CD (8cm CD)
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〜Request Memorial〜
 １次特典︓ZARDオフィシャルカレンダー2000

  ２次特典︓MEMORIAL VIDEO
  ３次特典︓ENHANCED CD II（8cmCD）

このCDに未公開画像がたくさん納められていて、
 #5338の⾵船を持ってる泉⽔さんも、ENHANCED CD I の中の1枚ですが、

 もともと⼩さいので、皐ちゃん作品の⼤きさが精⼀杯なのです。

#5336の左側の写真は、「CDで〜た」1999/2/20号です。
 

ENHANCED CD について

5345 選択 ⼭茶花 2008-03-08 22:56:10 返信 報告

strayさん、こんばんは。

>>ENHANCED CD は IとIIがあって、「ZARD BEST」の購⼊特典です。 
 なるほど。ENHANCED CDが付属されていたのは、初のベスト盤等と、

 リクメモの購⼊時の特典のことだったんですね。

>>このCDに未公開画像がたくさん納められていて、 
 確かに、まだ沢⼭、未公開写真がありそうですね。

 ⼀体、どんだけ〜って感じ(爆)
 >>#5338の⾵船を持ってる泉⽔さんも、ENHANCED CD I の中の1枚ですが、 

 >>もともと⼩さいので、皐ちゃん作品の⼤きさが精⼀杯なのです。 
 そう⾔うことですか。分かりました。

>>#5336の左側の写真は、「CDで〜た」1999/2/20号です。 
 元画の#5343にスキャンして下さって、どうもありがとうございます。

 もしかして、JTrimで編集されたのでしょうか︖加⼯画ベテラン師でも、編集作業は時間が掛かったことでしょう。
 私のために、お疲れ様です。

 いつも感謝、感謝︕
 加⼯画されているものを投稿しましたが、この画像ももしかして、
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 ENHANCED CDに付属されていた中の写真なんでしょうか。
下の4カ所の写真の、左から、3枚⽬の写真ですが、元画と⾔うのはあるんでしょうか。

 

⼭茶花さんへ

5346 選択 stray 2008-03-08 23:08:24 返信 報告

こんばんは。

いえいえ、雑誌はスキャンするだけなので、JTrimは使いません（笑）。
 ⾄って簡単ですので気になさらなでどしどしリクエストして下さい。

下1枚⽬と3枚⽬がENHANCED CDです。
 これもすごく⼩さいんですよねぇ（笑）。
 残りは⼤きな画像も含めて2004年のツアーパンフです。

 

Re:good-night sweetheart

5347 選択 ヒツキ 2008-03-08 23:12:00 返信 報告

皐さん、皆さんこんばんは
 > お茶⽬泉⽔さんシリーズです(笑) 

 お茶⽬泉⽔さん⼤好きです。
 久しぶりにこちらに着てみたらこのシリーズできていました＾＾

 この曲の「だって、怒ってばかりいるんだモン」の部分のあまりの⼦供っぽさと可愛さに
『泉⽔さん、今三⼗⼋歳ですよね…＾＾』

 と思わず突っ込んでしまいました（笑）
 そして、写真を⾒て

 『⾃分の倍の年齢の⼈に、可愛いって表現、失礼かな︖でも本当に可愛いから…もちろん綺麗は当然なんだけど、泉
⽔さん両⽅だから…可愛いでもいいかな︖』

 なんて考えていました。
 > 泉⽔さんの笑顔を⾒ると、こっちまで顔が綻んじゃいますね(o≧ω≦o)☆ﾐ 

 癒されますね＾＾

https://bbsee.info/straylove/id/5336.html?edt=on&rid=5346
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5346
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/66fae5b05c0f64c4d2bdcdf1ad85f7b2.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/5336.html?edt=on&rid=5347
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5347


 僕も現在加⼯画挑戦中です。
皆さんほど上⼿に出来ませんが頑張りますよ。

Re:good-night sweetheart

5349 選択 アネ研  ◆craoLd8Ou2 2008-03-09 00:46:52 返信 報告

こんばんは、皐ちゃん、
 ほんと今回のはみんな活発そうな泉⽔さんですね。

 スタジオでは体育系のサクサクしたノリの泉⽔さんでもあったようですもんね。
 右側の下へ向って傾いているのは、こぼれんばかりの笑顔とかけてるのでは︖(笑)

PS.
 >さて︕私事なんですが、ちょっと遠出します^^ 

 もしや、名古屋⼊りだったら私の分までQちゃんを応援して来てくださいね。(笑)

Re:good-night sweetheart

5352 選択 xs4ped 2008-03-09 02:21:59 返信 報告

皐ちゃん、こんばんは。
 > 泉⽔さんの笑顔を⾒ると、こっちまで顔が綻んじゃいますね(o≧ω≦o)☆ﾐ 

 泉⽔さんの笑顔にパワーを貰わなくちゃ︕
 > さて︕私事なんですが、明⽇からちょっと遠出をします＾＾ 

気を付けて⾏ってね〜
 お⼟産待ってま〜す︕(笑)

 

Re:good-night sweetheart

5354 選択 ⼭茶花 2008-03-09 10:43:12 返信 報告

xs4pedさん、おはようございます。
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坂井さんの似顔絵でしょうか。
油絵みたいな感じに⾒えますね。

よく似てますねー。この画像に惹かれました(笑)
 そう⾔えば、これとよく似た画像が、別のサイトで何度かみかけたことがありますよ。

 

41st SINGLE「悲しいほど貴⽅が好き／カラッといこう︕」発売⽇

5340 選択 カーディガン 2008-03-08 02:06:56 返信 報告

こんばんは、みなさま。

今⽇3/8は、41st SINGLE「悲しいほど貴⽅が好き／カラッといこう︕」の発売⽇ですね。

このＣＤは、２つの曲で、雰囲気が180度違い、とても悲しそうな曲と元気がでそうな曲とが混在し
ております。「悲しいほど貴⽅が好き」は、今も、聴くととても悲しくなる曲ですね。歌詞が、今と
なっては、あまりにも意味深です。もう、次のハー⽕をを予感させる歌詞ですね・・・

「カラッといこう︕」は、朝の弱い⽅もそうでない⽅も、スカッと起きられそうな、軽快なメロディ
です。私は、⽬覚ましで毎⽇、この曲からスタート︕しています。魔法のメロディ、というかんじです。

ところで、ミュージックフリークマガジンのVOL.135にこのCDのライナーノーツが書かれています。けっこういい内容ですの
で、寺尾さんかなぁ、と思って、⾒てみると・・・、なんとビックリ、あの最近さんざん叩かれている、⻫⽥才⽒ではないで
すか︕︕少しは、まともなこと書いてるじゃん︕︕

 まぁ、リクエストベストのライナーノーツがあまりにも、ひどいので、猛抗議の結果、MFMに寺尾さんが書き直したのかもし
れませんが。やるなら、本⼈へ、堂々と⾔えばいいの︕︕ほかでやってよ。泉⽔さんを巻き込まないで︕︕

余談はともかく、今⽇は、このCDをリピートしまくろうと思っています。⽯川でのコンサートは、きっと晴れですね。だっ
て、「カラッといこう!」の発売⽇ですから(^_-)-☆スタッフの⽅々、ファンの⽅々、成功しますように。
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勝⼿なお願いですが・・・

5273 選択 ⼭茶花 2008-03-04 15:17:16 返信 報告

この加⼯画をご存じの⽅おられますか︖
 以前に、ZARDの画像を検索して集めていたところ、

 教えて下さった⽅がいまして、そこからアクセスして
 ⾒掛けたものです。

 ←右下の画像が気に⼊ってますので、所有されている⽅がいましたら、私にも頂けないでしょうか。
 勝⼿なお願いでありますが、よろしくお願いいたします。

 

超レアな画像です。

5279 選択 stray 2008-03-04 19:50:25 返信 報告

⼭茶花さん、こんばんは。

この画像は2枚とも「漫画アクション 1999/8/10号」に掲載されたもので、
 ”初ライブ直前!!特別企画”という5ページの綴じ込みです。

 左上の画像は、以前Ｚ板でお探しの⽅がいて、投稿した覚えがあります。
 左上はいらないんですか︖（笑）

 

Re:超レアな画像です。

5282 選択 ＭＲＣＰ 2008-03-04 21:51:09 返信 報告

こんばんは。これはforever youの泉⽔さんですか。  左上の画像もお願いします。このアルバムの泉⽔さん特に好
きでして。                          
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Re:超レアな画像です。

5284 選択 ⼭茶花 2008-03-04 21:55:53 返信 報告

strayさん、こんばんは。

>>この画像は2枚とも「漫画アクション 1999/8/10号」に掲載されたもので、 
 >>”初ライブ直前!!特別企画”という5ページの綴じ込みです。 

 そのときの画像だったのですねー。ほんとに超レアで、貴重な写真ですね。（←⾔葉同じだった︖）
 有り難うございますm(_ _)m

>>左上はいらないんですか︖（笑） 
 ええ。左は既に所有してますので⼤丈夫です。

 有り難うございます。
 この写真の坂井さん、ほんときれいですねー。ノーメークなところは、

 特殊なカメラで上⼿く撮影されているんでしょうね。
 

Re:超レアな画像です。

5286 選択 stray 2008-03-04 22:13:15 返信 報告

ＭＲＣＰさん、こんばんは。

https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/91e82999cf7e45da1070ebd673690716.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/5273.html?edt=on&rid=5284
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5284
https://bbsee.info/straylove/id/5273.html?edt=on&rid=5286
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5286


#5282は、アーティストファイル（BEST特典）に掲載されている画像で、
Sg「眠れない夜を抱いて」ジャケ写撮影時のものです。

 AL『forever you』のジャケ写は、その使いまわしなのです（笑）。
 AL『HOLD ME』のジャケ写もよく似ていますが、同時期に撮ったものかどうかは、はっ

きりしません。
 髪型も違うし、⽩いインナーも別物なので、私は、場所（相模湖）は同じでも、

 時期は違うのではないかと推測しています。

この画像をＺ板でリクエストされたのはミキティさんでしたっけ︖                        

Re:超レアな画像です。

5289 選択 ⼭茶花 2008-03-05 10:13:29 返信 報告

strayさん、おはようございます。
 確かこのジャケット写真も、strayさんが今、仰ったように、

アーティストファイル（BEST特典）に掲載されていた画像でしたね︖
 この写真も、#5279位のサイズはあるんでしょうか。

 ⽂字無しでお願いします。

⼭茶花さんへ

5295 選択 stray 2008-03-05 17:09:55 返信 報告

こんにちは。

アーティストファイルの表紙ですね。
 アーティストファイルはLP版（30cmx30cm）なので、

 残念ながらスキャンできません（笑）。あしからず。

無題
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5296 選択 ＭＲＣＰ 2008-03-05 18:09:42 返信 報告

strayさん、画像ありがとうございます。
 他にこのシリーズの画像はないですか。

 写真集とＣＤは⼀応すべて持っていますが。

余談ですが通販のこの泉⽔さんのポスター楽しみにしていたら、
 お顔に、何本も謎の線が⼊った不良品がやって来ました（涙）。

匿名さんへ

5297 選択 ⼭茶花 2008-03-05 20:29:54 返信 報告

こんばんは。
 アーティストファイルのスキャンへの件･･･了解です。

 

Re:無題

5299 選択 ⼭茶花 2008-03-05 21:48:46 返信 報告

MRCPさん、初めましてだったでしょうか。
 こんばんは。

>>他にこのシリーズの画像はないですか。 
 多分、シリーズの画像に⼊ると思いますが･･･⼀応、載せておきました。

>>写真集とＣＤは⼀応すべて持っていますが。 
 ひゃ〜羨ましい〜〜︕

Re:無題

5304 選択 ＭＲＣＰ 2008-03-05 23:10:59 返信 報告
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⼭茶花さん、初めましてですがforever youのジャケ写の
スレッドで質問してstrayさんに元画像探していただいた

 記憶があります。

画像ありがとうございます。
 この泉⽔さんきれいですよね、こんな時だけ投稿してしまいます。

 

Re:無題

5307 選択 stray 2008-03-06 08:49:36 返信 報告

ＭＲＣＰさん、こんにちは。

> 他にこのシリーズの画像はないですか。 
 このシリーズとは、「眠れない夜を抱いて」ジャケ写関連ということですか︖

かなり数あると思います。「漫画アクション 1999/8/10号」は、
 いろんな画像の寄せ集めで、「眠れない夜を抱いて」関連は#5273以外にこの画像のみです。

⼭茶花さん、#5295の匿名さんは私です（笑）。直しておきました。
 

Re:無題

5311 選択 ⼭茶花 2008-03-06 14:44:58 返信 報告

MRCPさん、こんにちは。

>>⼭茶花さん、初めましてですがforever youのジャケ写の 
 >>スレッドで質問してstrayさんに元画像探していただいた 
 >>記憶があります。 

 そうなんですね。
  

>>画像ありがとうございます。 
 いえいえ、どういたしまして。
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シリーズの画像としては、strayさんも仰っていますが、この画像でもよろしかったでしょうか︖
投稿した画像の写真が、forever you、アルバムジャケ写と同⼀の画像だと思ったので。

>>この泉⽔さんきれいですよね、こんな時だけ投稿してしまいます。 
 私も同感です。なのでそのお気持ちよく分かります。

 ⾃然な感じで撮影されただけでも、こんなにも美しく撮れるものなんですね。
 思わず坂井さんの美しさに⾒とれてしまいます。

strayさんへ
 #5295の投稿者の件、了解です。

Re:無題

5324 選択 ＭＲＣＰ 2008-03-06 23:37:27 返信 報告

strayさん、こんばんは。
 初めて買ったＣＤ、「眠れない夜を抱いて」なのですが

 寝ぼけておりまして「forever you」と同じ服でした。

こんな泉⽔さんも⼤好きです。
 雑誌はほとんど⾒ませんのでめずらしい画像があったら

 このような話題の時にまたお願いします。
 

当然の結果でした︕

5320 選択 シヴァ 2008-03-06 22:39:20 返信 報告

皐さん、皆様、こんばんは︕

皐さんにいただいたカレンダーの「君とのふれあい」を⾒せていくつに⾒えるか聞いてみました︕
 今回は前に聞いた⼈とは違う⼈に聞いてみました︕
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まず泉⽔さんのことを知っている⼈に聞くと「２４歳」と⾔いました。まあ妥当なラインですよね︕

もう⼀⼈は泉⽔さんの顔を知らない⼈に聞いてみました。その⼈は「２２歳」と答えました。なかなかいい答えですよね︕
 なので他にもいろいろ写真を⾒せていたら「この前、亡くなった⼈︖」と思い出したようでした。

そこまではいいのですが、２２歳と答えた⼈が「本当は何歳︖」と聞くので、教えてあげたら「⼥の⼈の年齢はわかりにくい
から」などと⾔い出しました。

これにはカチンときて「あんたはこの頃の泉⽔さんと同じくらいの⼥の⼈を１００⼈連れてきたら全員２２歳に⾒えるのか︕
もしそうなら⽬医者⾏け︕︕」って⾔ってやろうかと思いましたが我慢して「泉⽔さんは別格なんですよ︕」と⾔うだけにし
ておきました。

 エライでしょ︖
 

やっぱり♪♪

5328 選択 皐 2008-03-07 17:41:07 返信 報告

シヴァさん、こんにちは︕

《君とのふれあい》カレンダーをチョイスして調査(笑)なさったんですね♪♪
 その結果、「22歳」という記録を︕︕さすが泉⽔さんですね〜(o≧∇≦o)

>２２歳と答えた⼈が「⼥の⼈の年齢はわかりにくいから」などと⾔い出しました。 
 あはははっ︕(笑)「などと」発⾔に早くもツボです(o≧ω≦o)(笑)

>「あんたはこの頃の泉⽔さんと同じくらいの⼥の⼈を１００⼈連れてきたら全員２２歳に⾒えるのか︕ 
 >もしそうなら⽬医者⾏け︕︕」って⾔ってやろうかと思いましたが 

 シヴァさん最⾼ですね!!(笑)⽬医者って!!(爆笑)⾯⽩すぎです〜(≧∇≦｡)
 でも、確かにその通りですよね︕(笑)今朝セリーヌ･ディオンさんの年齢を知って、

 ⺟と「泉⽔さんより年下…!?」と驚愕してしまいました(^⽫^;)ゞ同じぐらいの年齢でも、
 泉⽔さんはかなり若々しいです☆ﾐ

今回はボケてないんですけど・・

5333 選択 シヴァ 2008-03-07 21:38:13 返信 報告
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皐さん、こんばんは︕

爆笑していただいたようでありがとうございます︕
 でも思ったことをそのまま書いただけなんですけど・・

 ま、いっか︕

> でも、確かにその通りですよね︕(笑)今朝セリーヌ･ディオンさんの年齢を知って、 
 > ⺟と「泉⽔さんより年下…!?」と驚愕してしまいました(^⽫^;)ゞ同じぐらいの年齢でも、 

 > 泉⽔さんはかなり若々しいです☆ﾐ 
 泉⽔さんと⽐べたらかわいそうですよ。

 それに私には若々しいどころじゃないような気がします︕
 「君Ｄｉｓ」のどの写真を⾒ても「かわいい︕」って思ってしまうんです︕

 この画像を初めて⾒た時、「すっごいかわいい︕⾒た事ないけど２０代前半かな︖」って思ったんですね。
 後で「ハートに⽕をつけて」のＰＶと知った時はビックリしました︕

 泉⽔さんのアンチエイジングメニューを是⾮教えて欲しいですよね︕

この画像はどなたにどこでいただいたか全く覚えておりませんが、もし⾒ていらしたら遅ればせながらお礼を申し上
げます。

 ありがとうございました︕
 

シヴァさんの⼈柄が、⼀緒にいると楽しいんでしょうね☆ﾐ

5334 選択 皐 2008-03-07 21:57:34 返信 報告

こんばんは♪

>爆笑していただいたようでありがとうございます︕ 
 >でも思ったことをそのまま書いただけなんですけど・・ま、いっか︕ 

 その、ちょっとした発⾔が逆に⾯⽩いんですよ(=^⽫^=)d(笑)
 でも、シヴァさんなら“狙ったウケ”も取れるでしょうね︕(o≧∇≦o)(笑)

>それに私には若々しいどころじゃないような気がします︕ 
 >「君Ｄｉｓ」のどの写真を⾒ても「かわいい︕」って思ってしまうんです︕ 
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そうかもしれませんね︕私も「君Ｄｉｓ」の写真はどれもお気に⼊りです☆ﾐ
あのラフなファッションも素敵ですよね♪♪

>後で「ハートに⽕をつけて」のＰＶと知った時はビックリしました︕ 
 本当に若々しいですよね︕どう⾒ても30代には⾒えません☆ﾐ

(無題)

5312 選択 ⼭茶花 2008-03-06 14:56:46 返信 報告

この写真の元画も探しているんですが、何⽅か所有されている⽅いますか︖
 

⼭茶花さん、こんにちは♪

5314 選択 皐 2008-03-06 15:23:56 返信 報告

先ほどモノクロの画像をリクエストしていたスレを拝⾒していたんですが、
 今は削除されたのでしょうか︖⼀応私が持っていた画像を貼っておきますね＾＾

元々画質が悪かったので、私の作った加⼯画では縮⼩して載せていたんです。

P.S.
 こちらのスレにある画像の元画は、残念ながら私は所有してないんですよね(>m<)

 お役に⽴てず、すみません(>_<)

皐さんへ、こんにちは
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5315 選択 ⼭茶花 2008-03-06 15:35:24 返信 報告

>>先ほどモノクロの画像をリクエストしていたスレを拝⾒していたんですが、 
 >>今は削除されたのでしょうか︖⼀応私が持っていた画像を貼っておきますね＾＾ 

 すみません（汗）やっぱりファンクラブの写真ではないかなと思って、
 勝⼿に判断した次第、削除しましたm(_ _)m

>>元々画質が悪かったので、私の作った加⼯画では縮⼩して載せていたんです。 
 なるほど。皐さんのせいではないので(笑)謝ることはないですよ。

  
>>P.S. 

 >>こちらのスレにある画像の元画は、残念ながら私は所有してないんですよね(>m<) 
 >>お役に⽴てず、すみません(>_<) 

 いえいえ。画像を貼って下さって嬉しいです。
 ありがとうございます︕

 なんだー。新しい作品が完成されたのかと思いましたよ(笑)
 

⼭茶花さんへ

5317 選択 stray 2008-03-06 20:52:31 返信 報告

こんばんは。

2枚とも私は持っていません。調べてませんが会報かも知れません。
 代わりと⾔っては何ですが（笑）、アーティストファイル表紙のショットです。

 上と下が切れちゃうのはしょうがないので、ご勘弁を。

Re:⼭茶花さんへ

5318 選択 皐 2008-03-06 21:23:56 返信 報告

こんばんは︕
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>すみません（汗）やっぱりファンクラブの写真ではないかなと思って、 
>勝⼿に判断した次第、削除しましたm(_ _)m 

 良かったです(笑)⼀瞬、私の思い過ごしかと思ったので(笑)

>画像を貼って下さって嬉しいです。ありがとうございます︕ 
 いえいえ︕⼭茶花さんはいつも⾒た事のない写真を紹介してくださるので、

 こちらこそ、ありがとうございます(>u<)(笑)
 >なんだー。新しい作品が完成されたのかと思いましたよ(笑) 

 あはは︕(笑)完成間近ではありますよ(笑)お楽しみに☆ﾐ

Re:⼭茶花さんへ

5321 選択 KOH 2008-03-06 22:45:25 返信 報告

みなさんこんばんは︕︕
 ⼭茶花さん、初めましてです!!

 モノクロの⽅の出所が解りました!
 J-BLUES BATTLE Vol.3のジャケットですね!

 元画像が⼩さいので荒いのはしょうがないですよね!
 ⼭茶花さんの探し物の⽅は会報にはありませんでした・・。

 どこの物でしょうね〜︖︖

ENHANSED CD 1 でした︕

5323 選択 stray 2008-03-06 23:21:18 返信 報告

KOHさん、こんばんは︕︕

J-BLUES BATTLE Vol.3のジャケットでしたか︕
 持ってないので気づきませんでした（笑）。

 この画像は、ENHANSED CD 1 の未公開画像でした︕
 この⼤きさが精⼀杯です。
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画像へのお礼

5330 選択 ⼭茶花 2008-03-07 18:03:47 返信 報告

KOHさん、初めまして。
 >>元画像が⼩さいので荒いのはしょうがないですよね! 

 ああ、よろしいですよ。
 >>⼭茶花さんの探し物の⽅は会報にはありませんでした・・。 

 ファンクラブのものでなかったのなら良かったです。
 ふぅ･･･

 取り敢えず、そのジャケット写真のものと分かって、みることが出来たので良かったです。
 どうもありがとうございました︕

 掲載までに時間が掛かったことでしょうね。
 お疲れ様でした︕

strayさんへ
 >>この画像は、ENHANSED CD 1 の未公開画像でした︕ 

 そうだったんですか。ちなみに、何のCDに付属されていたディスクでしょうか︖
 >>この⼤きさが精⼀杯です。 

 ああ、上等ですよ︕満⾜です。この⼤きさを、サイト上、どこ探してもなかったんですよ。
 助かったー･･･

 ありがとうございます︕
 

strayさんへ

5332 選択 ⼭茶花 2008-03-07 19:56:55 返信 報告

こんばんは。

アーティストファイルの写真ですが、こういうパターンの画像を所有しました。
 この画像は、元画とはまた別の写真になるんでしょうか。

 この写真、坂井さん本⼈も気に⼊っている写真だと⾔ってましたね。
 

https://bbsee.info/straylove/id/5312.html?edt=on&rid=5330
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5330
https://bbsee.info/straylove/id/5312.html?edt=on&rid=5332
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5332


加⼯画の投稿です

5174 選択 ⼭茶花 2008-02-26 16:27:51 返信 報告

私が今、最も気に⼊っている写真です。
 右側の、クッションの端の上に座る写真は、珍しい写りではないかと思います。

Re:加⼯画の投稿です

5175 選択 stray 2008-02-26 19:33:53 返信 報告

⼭茶花さん、こんばんは。

加⼯画をはじめられたんですか︕
 ソファーに跨って座る写真は、別⾓度からのショットがアーティストファイルにありますが、

 これは初めて⾒ました。JTrimで加⼯されたのでしょうか︖

Re:加⼯画の投稿です
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5176 選択 xs4ped 2008-02-26 20:22:15 返信 報告

strayさん、今晩は。

> ソファーに跨って座る写真は、別⾓度からのショットがアーティストファイルにありま
すが、 
> これは初めて⾒ました。JTrimで加⼯されたのでしょうか︖ 

 この壁紙(加⼯画)は昔から有りましたよ。(笑)
 私は2000年12⽉25⽇にGetしております。

 ⼭茶花さんがこんな加⼯画作れるわけ無いじゃないですか。(笑)
 stray講師も⼤体は想像つくでしょ。(笑)

PS.
 この加⼯画は2000年12⽉20⽇Getのものです。

 此れも初めてかな︖

Re:加⼯画の投稿です

5179 選択 stray 2008-02-26 22:08:05 返信 報告

xs4pedさん、こんばんは。

> ⼭茶花さんがこんな加⼯画作れるわけ無いじゃないですか。(笑) 
 失礼な（笑）。でも、⾔われてみれば確かに（笑）。

 いや、だって、タイトルが「加⼯画の投稿です」でしょ︕
 ⾃分で加⼯しなきゃ、こういうタイトルは使わんでしょ（笑）。

 加⼯画としても初歩的な技術で出来ますし、私はてっきり⼭茶花さんが、
 私以外の師匠に弟⼦⼊りして作られたのかと…（笑）。

strayさん、xs4pedさんへ

5182 選択 ⼭茶花 2008-02-26 22:20:29 返信 報告
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>>strayさん、こんばんは。 
>>加⼯画をはじめられたんですか︕ 

 いえいえ、まさかね(笑)。
 >>これは初めて⾒ました。JTrimで加⼯されたのでしょうか︖ 

 JTrimでは出来るんでしょうけど･･･そこまで私には到底無理です︕(笑)
 あ、そうか。スレッド名が、『加⼯画の投稿です』と書いたので勘違いされたんですね。

 申し訳ない。

>>ソファーに跨って座る写真は、別⾓度からのショットがアーティストファイルにありますが、 
 そうなんですねー。

 この加⼯画は、何処かのサイト(アクセスしたサイトがうろ覚えで)から引っ張り出してきたものです。
 で、私が今気に⼊っている加⼯画の⼀つで、坂井さんの珍しい写真でもあるので、

 折⾓だから、皆さんにお披露⽬しようかと(笑)。

>>xs4pedさん 
 さすが鋭いですね︕(笑)

 仰るとおり、私には無理な作業であります(笑)
 #5176の加⼯画も、どっかで⾒掛けたことありますよ。

 

(無題)

5319 選択 ⼭茶花 2008-03-06 21:31:19 返信 報告

この間まで書き込みをしていたレスを引っ張り出してきましたが･･･
 #5174の画像が、今、気に⼊っている画像だと⾔ったじゃないですか。

 右側の写真は、⾳楽誌か何かに載っていた写真じゃないかなと思いますが、
 右側だけの画像と⾔うのはないでしょうか。

Re:(無題)

5325 選択 カーディガン 2008-03-07 01:12:07 返信 報告
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⼭茶花さん、こんばんは。
＃5174の座っている画像は、「ZARD BEST The Single Collection〜軌跡〜」ピアノ & ヴォー
カル楽譜集のものです。

 このバンドスコアは、今はあまり流通していませんが、コンサート会場では、数は少ないかもし
れませんが、たまに売っています。

 コンサート会場で３時間くらい並べば買えるかもしれません（笑）

Re:(無題)

5329 選択 ⼭茶花 2008-03-07 17:45:21 返信 報告

カーディガンさん、こんばんは。
 #5174の右側の画像、どうもありがとうございました︕︕

 この画像を所有したときから、正直、ずっと欲しかったんです。

>>＃5174の座っている画像は、「ZARD BEST The Single Collection〜軌跡〜」ピアノ & ヴォーカル楽譜集のも
のです。 
そうだったんですかー。⾳楽誌か、何かのフリーペーパーに掲載されていた

 写真だったのかなと･･･

>>このバンドスコアは、今はあまり流通していませんが、コンサート会場では、数は少ないかもしれませんが、たま
に売っています。 

 >>コンサート会場で３時間くらい並べば買えるかもしれません（笑） 
 待ち時間が3時間も︖︕⻑いですね＾＾;

 

yanさん、素敵なBGMメドレーありがとうございます︕︕︕

5308 選択 チョコレート 2008-03-06 12:20:18 返信 報告
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yanさん、所⻑さん、皆さん、こんにちは。チョコレートです。
今⽇、カフェに素敵なBGMが追加されました︕yanさんが徹夜の連続で、仕上げてくださった作品だそうです。

 とっても、とっても素敵です︕yanさん、本当にありがとうございます︕

BGMがあるとぐっとカフェらしくなりますね・・。うっとりするような仕上がりですよ。yanさんって、すごいですねぇ︕
 本当にこんなカフェがあったらどんなに素晴らしいことか・・。

 ⼀⼈でも多くの皆さんに、yanさんの作品を聴いていただきたいと思いますので、こちらの掲⽰板に宣伝させていただきます
ね。

皆さん、ぜひ、カフェへご来店いただき、カフェトップメニューのBGMをぽちっと押してみてくださいね。
 ついでにカフェで休憩していただけるとうれしいです。

 おやつにはたい焼きがお勧めです〜。
 以上、お店番1号･チョコレートでした。

Re:yanさん、素敵なBGMメドレーありがとうございます︕︕︕

5310 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-03-06 14:06:41 返信 報告

チョコレートさん、すみませんが便乗させて下さいね（笑）。

yanさん、最⾼に素晴らしいBGMをありがとうございます。
 前回の「promised you ピアノと弦楽四重奏ver.」も⼤好きですが、

 今回の2曲も⿃肌物の仕上がりです。（ホントに出ました（笑））

どうやって作るのか︖ まったく理解できませんが、お時間掛かったでしょうね・・・。
 編曲（︖）も絶妙で、「Good-bye my loneliness」が、

 あれほど軽快な仕上がりになるとは︕ っと驚いております。
 お礼を申し上げますと共に、製作ご苦労様でございました。

おそらく⼤変な作業だとは想像しますが、
 （くれぐれも無理のない範囲で・・・）次作も期待してお待ちしております。

 

Re:yanさん、素敵なBGMメドレーありがとうございます︕︕︕
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5313 選択 皐 2008-03-06 15:15:32 返信 報告

yanさん、チョコレートさんに部⻑、こんにちは(o^∇^o)

先ほど私もyanさん作のBGMを聴かせて頂きました︕
 前作の「promised you ピアノと弦楽四重奏ver.」に続き、

 今回の2曲も素晴らしい仕上がりですね︕(o≧∇≦o)
 チョコレートさんの仰るように、BGMによって⼀段とカフェらしくなったような気がします☆ﾐ

また編曲がスゴイですよね︕︕驚きました︕

きっと⼤変な作業なんでしょうが、また次回作を期待して待っております(o≧ω≦o)♪♪
 メロディ制作お疲れさまでした︕︕

Re:yanさん、素敵なBGMメドレーありがとうございます︕︕︕

5316 選択 pine 2008-03-06 16:02:43 返信 報告

yanさん 皆さん こんにちは

yanさん はじめまして、pineと申します。
 今、カフェでＢＧＭを聞かせて頂きました。
 部⻑さんも仰ってますが、とっても素晴らしくて⿃肌が…何度もリピートして、うっとりと聞き⼊ってしまいまし

た。
 こんなことができてしまうってすごいですね。尊敬します。

 徹夜での制作、お疲れのことと思います。有難うございました。

Re:yanさん、素敵なBGMメドレーありがとうございます︕︕︕

5322 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-03-06 23:02:55 返信 報告

こんばんは、yanさん
 すばらしいですね。

 これを⼀⼈で作ったなんて、さらに驚いちゃいます。
 私は、特に「good-bye~」が好きです。
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 なんだか、カフェにはもったいないような気もしますが、あえてカフェで名演奏が奏でてるところがすごいですね。
ありがとうございます。

Re:yanさん、素敵なBGMメドレーありがとうございます︕︕︕

5326 選択 yan 2008-03-07 02:41:18 返信 報告

みなさん、コメントどうもありがとうございます☆
 喜んでいただいてるようでホッとしました(笑)

チョコレートさんへ

ご紹介ありがとうございます︕
 >yanさんが徹夜の連続で、仕上げてくださった作品だそうです。 

 連続は⾔いすぎですが(笑)でもほんとに何度か徹夜でした。
 こういうのは⼀気にやってしまわないとなかなか進まないんで。

>BGMがあるとぐっとカフェらしくなりますね・・。 
 ⼤学時代にjazz喫茶とかに⾏っていたので、そういう雰囲気を思い出して作りました。

>本当にこんなカフェがあったらどんなに素晴らしいことか・・。 
 僕もそう思います(^^)全メニュー制覇したいです(笑)

T28さんへ

おほめいただきありがとうございます︕

>どうやって作るのか︖ まったく理解できませんが、お時間掛かったでしょうね・・・。 
 時間かかりまくりで⼤変遅くなりました(笑)

 PCとキーボードを使ってMIDIで打ち込んで作ってます。

>（くれぐれも無理のない範囲で・・・）次作も期待してお待ちしております。 
 お⼼遣いありがとうございます。

 三ヶ⽉以上前から取り掛かっている作品が未だに完成する気配がありません(笑)
 壮⼤すぎたかも…
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皐さんへ

ちゃんとカフェらしく仕上がったみたいで何よりです︕

>また編曲がスゴイですよね︕︕驚きました︕ 
 ちょっと変えすぎかな〜と思ったりもしたんですが、ジャズっぽさを優先しました。

>きっと⼤変な作業なんでしょうが、また次回作を期待して待っております(o≧ω≦o)♪♪ 
 次回作もここで発表させていただきますのでこちらこそよろしくです♪

Re:yanさん、素敵なBGMメドレーありがとうございます︕︕︕

5327 選択 yan 2008-03-07 02:58:55 返信 報告

pineさんへ

はじめまして、pineさん。
 何度も聴いていただいたようでありがとうございます(^^)

 作ったかいがありました。

>こんなことができてしまうってすごいですね。尊敬します。 
 とんでもないです︕これもZARDの⾳楽があってこそです。

 泉⽔さんに感謝です♪

アネ研さんへ

こんばんは、アネ研さん。
 >私は、特に「good-bye~」が好きです。 

 僕もけっこう気に⼊ってます。
 stray所⻑がこの曲のインストが好きだとおっしゃってたので選びました。

 意外とはまってびっくりです。

>なんだか、カフェにはもったいないような気もしますが、あえてカフェで名演奏が奏でてるところがすごいです
ね。 

 いやあ、泉⽔さんにダメ出しされないか⼼配です(笑)
 あと、裕美さんからの連絡はまだないのでもう少し待ってみます(笑)
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「4thMG ANNEX」 オープン︕

5290 選択 stray 2008-03-05 12:55:02 返信 報告

皆さんこんにちは︕

皐Ｇ 4th Media Gallery に、別館「4thMG ANNEX」をオープンしました︕

旧作15作を移動するとともに、Slide Show を⽤意しました。
 皐作品の魅⼒を存分にご堪能下さい︕

 （美術館 → 4th Media Gallery からお⼊り願います）

「4thMG ANNEX」 オープン、おめでとうございます︕

5291 選択 チョコレート 2008-03-05 14:05:51 返信 報告

所⻑さん、皐さん、皆さん、こんにちは。チョコレートです。
 素敵なギャラリー別館がオープンしたんですね。さっそく⾏ってきました︕

 それぞれの皐さんの作品にBGMがついて、スライドショーはとっても素敵〜︕うっとりしちゃいました。
 あらためて、皐作品の素晴らしさを感じましたね。

 次はいったいどんな作品が拝⾒できるのか、またまた楽しみです。

Re:「4thMG ANNEX」 オープン、おめでとうございます︕

5300 選択 ⼭茶花 2008-03-05 22:00:56 返信 報告

strayさん、皐さん、チョコレートさん、みなさん、
 こんばんは。

私もチラッと覗いてきました。
 チョコレートさんの仰るように、ステキなステキなサイトになってました。
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>>それぞれの皐さんの作品にBGMがついて、スライドショーはとっても素敵〜︕うっとりしちゃいました。 
ごめんなさい･･･BMG、スライドショーなど、そちらはまた後⽇、改めて。

 皐さんの次回作、楽しみにしております︕

Re:「4thMG ANNEX」 オープン︕

5309 選択 皐 2008-03-06 13:54:18 返信 報告

チョコレートさんへ︓
 こんにちは︕「4thMG ANNEX」へ⾜を運んでくださってありがとうございますね(o^∇^o)

 >それぞれの皐さんの作品にBGMがついて、スライドショーはとっても素敵〜︕うっとりしちゃいました。 
 >あらためて、皐作品の素晴らしさを感じましたね。 

 嬉しいお⾔葉をありがとうございます(●＞ω＜●)ホント嬉しいですね☆ﾐ
 実は、あとちょっとで完成する作品が2つあります︕こちらも楽しみにしていてくださいね♪♪

⼭茶花さんへ︓
 こんにちは♪覗きに⾏ってくださって、どうもありがとうございますね(o^∇^o)

 >ごめんなさい･･･BMG、スライドショーなど、そちらはまた後⽇、改めて。 
 はい︕24時間営業ですので、時間のある時に⾒てくださると幸いです(笑)お願いしますね☆ﾐ

それでは︕次回作も完成間近なので、楽しみにして待っていてください︕(*^u^*)
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» bbsee [PR]AdSenseにハブられたらこれ . オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [5292]PACIFIC VENUS(6) [5278]24thシングル 息もできない (4) [5248]GIF ＊ 「翼を広げて」(15) [5246]DEEN「翼
を広げて」に、泉⽔さんのコーラスが︕(3) [5230]カレンダー企画♡(19) [5239]久しぶりに書き込みします。(2) [5243]かけがえ
のないもの(1) [5253]「カレンダー」更新しました(0) [5221]相棒(7) [5224]naifuメジャーデビュー(0)

新しい話題を投稿する

« 62 61 60 59 58 57 56 55 54 »

PACIFIC VENUS

5292 選択 カーディガン 2008-03-05 16:20:28 返信 報告

こんにちは、皆様。

最近、「ぱしふぃっく びいなす」のペーパークラフトをつくる⽅がいらしゃったので、私もまねを
してつくってみました。本当は、ぱしふぃっく びいなすに乗って、船内でペーパークラフトを買い
たかったのですが、いったいいつになったら乗船できるのか^_^;

 どうもしばらく無理なようですので、パシフィックびいなすのペーパークラフトを切り抜いてつくっ
てみました。思っていたよりもかんたんでした。でも、切り抜きが⼤変でした。

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧
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本物に乗りたいですねぇ。たまに広告でクルーズの案内がありますから、時間があったら、乗りたいのですが。ちょっと奮発
しないとだめですけど。普通のフェリーとかよりは、豪華客船なみのお値段ですね。⾒ることはできても、乗船するとなる
と、少しがんばらないとだめですね^_^;

 

Re:PACIFIC VENUS

5293 選択 カーディガン 2008-03-05 16:28:16 返信 報告

思ったよりも⼩さいので、部屋の中に置いても場所をとらないでよかったです。もっと⼤き
くて、場所をとるのかと思っておりました。なので、つくるのを躊躇しておりましたが。

 これは、ＺＡＲＤディスプレイに飾っておこうと思います。

なかなかいいですね、ますます本物に乗ってみたくなりました。無理かな︖

Re:PACIFIC VENUS

5294 選択 カーディガン 2008-03-05 16:46:40 返信 報告

︖︖︖

こちらにぱしふぃっくびいなすの投稿をしたところ、なぜか、なぜか、ぱしふぃっくびい
なすを含めて、豪華客船の広告が下のほうに出現しました。なぜ︖

何か投稿があると、関連した広告が⾃動的に⼊るようになっているのでしょうか︖

気になりますね。のぞいてみたら、豪華客船によるクルーズツアーの⽇程が。横浜と神⼾
だと乗りやすいんですね。

http://eyume-lounge.com/cruise/ships.html#as
 

Re:PACIFIC VENUS

5298 選択 おきな 2008-03-05 20:57:02 返信 報告
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カーディガンさん、Z研のみなさまこんばんは。

久しぶりにお邪魔させていただきます。

カーディガンさんへ Z板の⽅でレス有難うございました。
 ペーパークラフト完成おめでとうございます。

 作品拝⾒しましたよ。なかなかの出来ですね。
 ただ、私が作ったのと⾊あいが違いますね。着⾊したのですか?

 それともプリンタのインクが⼀⾊だけ無くなっていたりして...

今度何か作った時はこちらの掲⽰板にUPさせて頂きますね。

私の⽅は皆さんの加⼯画や動画に刺激されていまして...
 今度挑戦してみようかと思っています。

 この画像はDVDのキャプチャです。

では、皆様お邪魔しました。
 

Re:PACIFIC VENUS

5303 選択 カーディガン 2008-03-05 22:15:21 返信 報告

おきなさん、こんばんは。

お久しぶりです。わざわざ、こちらまで、おこしいただきありがとうございます。

＞ただ、私が作ったのと⾊あいが違いますね。着⾊したのですか?
 それともプリンタのインクが⼀⾊だけ無くなっていたりして...

なんか、私のコピー機は、ちょっと⾊合いが変なようです。調整しないとだめかもしれません^_^;
 やっぱし、船体の⻘いはずのラインが紫っぽいですよねぇ。

 それはそれで味があるのですが、これをZARDのスペースに飾っておきたいと思います(^^♪

また、なにかありましたら、カキコしたいと思います。どうもありがとうございました(^_-)-☆

Re:PACIFIC VENUS
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5305 選択 xs4ped 2008-03-05 23:18:04 返信 報告

カーディガンさん、こんばんは。
 > パシフィックびいなすのペーパークラフトを切り抜いてつくってみました。思っていたよりもかんたんでした。で

も、切り抜きが⼤変でした。 
 なかなか⾒事な出来上がりですね。(^_^)

 思っていたより簡単との事ですが、どの位の時間で出来たんですか︖
 > 本物に乗りたいですねぇ。ちょっと奮発しないとだめですけど。 

 >普通のフェリーとかよりは、豪華客船なみのお値段ですね。 
 横浜のワンナイトクルーズに乗ってみたいです︕

 ディナークルーズとかは無いんでしょうかね〜︖
 横浜の夜景を⾒ながらのディナークルーズはもう最⾼ですね。（*^_^*）

Re:PACIFIC VENUS

5306 選択 カーディガン 2008-03-05 23:41:42 返信 報告

xs4pedさん、こんばんは。

とうとうつくってしまいました。上のレスのおきなさんが、作られたので、私も挑戦しました。
 とってもすてきでいいですよ。泉⽔さんのCDのそばに飾っています。

＞思っていたより簡単との事ですが、どの位の時間で出来たんですか︖

完成までに６時間ほどかかりました。切り抜きにけっこう時間がかかったんです。切り取り線のようなものがないの
で、全部カッターで切り抜いたので。時間の半分以上は切り抜き作業かと思います。

 ぱしふぃっくびいなすに乗って、船内で買ったものは切り取り線があるとすると製作がかなり楽でしょうね。組み⽴
て説明書がありますので、プラモデルをつくったことがある⽅はつくれると思います。

＞横浜のワンナイトクルーズに乗ってみたいです︕
 ディナークルーズとかは無いんでしょうかね〜︖

 横浜の夜景を⾒ながらのディナークルーズはもう最⾼ですね。（*^_^*）

https://bbsee.info/straylove/id/5292.html?edt=on&rid=5305
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5305
https://bbsee.info/straylove/id/5292.html?edt=on&rid=5306
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5306


晴海から乗りたいんですけどね^_^;ふつうは横浜とか神⼾でしょうから。
ワンナイトクルーズなどは、お値段もお⼿頃ですね(^_-)-☆

 ディナークルーズは、最⾼でしょうねぇ。乗ったら、泉⽔さんの曲を聴きまくります。そのときは、i-PODでも買お
うかなぁ(^^♪

そうですね︕︕＃5294のホームページにいろいろなクルーズ情報がありますので、ちょっと奮発すれば乗れますね。
４⽉以降は世界⼀周だそうですね。世界⼀周もいいですけど(^_-)-☆時間とお⾦が^_^;

1999以降、機会があればいつでも乗れるなぁ、とは思っていたのですが、近くの港に寄港することが少ないので、決
断しかねておりました。そのうち、と考えております(^_-)-☆

24thシングル 息もできない

5278 選択 カーディガン 2008-03-04 19:16:34 返信 報告

みなさま、こんばんは。

今⽇は、息もできない、の発売⽇ですね。
 最近は、NEWシングルの翼を広げての話題が多くなってきましたが、ZARDを考える上で、今⽇は、息もで

きない、についてカキコです。

まだ、このころは８㎝CDでしたので、とてもコンパクトに収納できました。けっこうこの頃の８㎝CDは収
納しやすく好きでした。ただ、泉⽔さんのジャケ写は⼩さいので、ファンとしては今のマキシシングルのほ
うが、嬉しいかもしれませんね。

この「息もできない」はアニメ中華⼀番のテーマソングで、とても軽快な感じでした。なかなか⾯⽩い料理
アニメでしたので、当時は週刊誌で読んだ⽅も多いはずです。

この歌詞はとても不思議な歌詞です。泉⽔さんには、遠くの彼の⿎動が聞こえるようです。

「明⽇の予定なんて 全部キャンセルしてもいい」

泉⽔さんて⼤胆ですね。もう、そんなこと⾔われたら、突っ⾛ってしまうでしょうねぇ^_^;
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この曲は、オフィシャルブック「きっと忘れない」によるとＺＡＲＤ史上最⾼のミックス・テイク数を記録しているとか。が
んばり屋さんの泉⽔さんですが、どうしてそんなに頑張ったのでしょうか。

 そのうちの⼀つが、2008/1/23発売のRequest Bestに収録されているんですね。よく味わって聴きたいと思います。

Re:24thシングル 息もできない

5280 選択 stray 2008-03-04 20:46:19 返信 報告

カーディガンさん、こんばんは。

ちょうど10年前の発売で、24th SINGLE ですね。
 「翼を広げて」が44thなので、10年で20作、1年につき2枚の勘定となります。

 ⼦供がまだ⼩学⽣で、⼀緒に「中華⼀番」を⾒てた記憶があります（笑）。
 少し前の皐ちゃんの企画のときにも書いたので省略しますが、

 徐々に気持ちが⾼揚していくイントロと、「夢中だよ〜」の歌い⽅のかわいらしさが
 いいですね。シングルでは好きな曲ベスト10に⼊ります。

 

Re:24thシングル 息もできない

5283 選択 皐 2008-03-04 21:53:38 返信 報告

カーディガンさんに所⻑、こんばんは☆ﾐ

今⽇は「息もできない」の発売⽇なんですね︕
 私もこの曲は好きです♪♪また、共感できるフレーズも多いですね(笑)

ところで、このCDが発売された当初は、まだ8cmCDだったんですか︕
そう聞くと随分前に感じますが、曲は今聴いても古さを感じさせませんね(*^u^*)

 そこが魅⼒の⼀つなのかなって思います☆ﾐ

Re:24thシングル 息もできない

5285 選択 xs4ped 2008-03-04 22:12:25 返信 報告
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カーディガンさん、皆さん、こんばんは。

丁度、⼗年前の今⽇が発売⽇ですね。
 > この「息もできない」はアニメ中華⼀番のテーマソングで、とても軽快な感じでした。なかなか⾯⽩い料理アニメ

でしたので、当時は週刊誌で読んだ⽅も多いはずです。 
 中華⼀番は好きで良く⾒てました︕

 > 「明⽇の予定なんて 全部キャンセルしてもいい」 
 > 泉⽔さんて⼤胆ですね。もう、そんなこと⾔われたら、突っ⾛ってしまうでしょうねぇ^_^; 

 同感ですね。(^_^)
 >2008/1/23発売のRequest Bestに収録されているんですね。 

 この曲はMyTop10に⼊っているお気に⼊りの曲なので、Request Bestにも収録されていて嬉しかったです。(^_^)
 

Re:24thシングル 息もできない

5288 選択 カーディガン 2008-03-04 23:06:15 返信 報告

所⻑様、こんばんは。

＃3978のレスですね。

＞私はこの曲⼤好きなんです。フ〜ハァ〜で始まって（笑）、徐々に盛り上がるイントロが痺れますねぇ。
 気持ちがどんどん⾼ぶっていく曲なので、ハイテンションになりたい時は、この曲に限るね︕（笑）

私は、毎⽇、⽬覚ましで聴いています(^^♪別に⼤きい意味があって聴いております。ハイテンションな曲で、とても
ノリがいいですね。朝の⽬覚ましにはいいかと思います。これとセットで、「君に逢いたくなったら」も聴いていま
す。

you tubeでも、中華⼀番のオープニングがありますね。とてもさわやかな感じでいい曲ですね(^_-)-☆

今朝は、⽬覚ましで、いつもよりも意識して聴きました。「息もできないくらい ねえ泉⽔さんに夢中だよ」とお伝
えしました(^_-)-☆

皐さん、こんばんは。

皐さんのお好きな曲ですか、男性をＫＯするようなセリフが多いですね(^^♪
 泉⽔さんに⾔われたら、即ＫＯですね(^_-)-☆
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 泉⽔さんの⾔葉は、曲は、今聴いても、新しいですね(^_^)

さて、当時は８㎝のＣＤでした。なので、今⽇は、あえて、８㎝のＣＤのプラスチックケースに⼊れて、スキャンし
たものをアップしました。

 その当時は、このような８㎝ＣＤ⽤のプラスチックケースに⼊れて保存していた⽅もおりました。私はその⼀⼈で
す。ＣＤをすぐに聴けるように、ビニールから出して、こういうケースに⼊れていたんですよ。今は、あまり売って
いないかも。ちなみに、私は、８㎝のＣＤも含め、シングルを１２㎝ＣＤにまとめました。本家でスレをたてたこと
もありましたよ。

xs4pedさん、こんばんは。

＞中華⼀番は好きで良く⾒てました︕
 中華⼀番をよくご覧になっていたんですね。30代〜40代くらいの⽅は、特に原作の漫画を読んだ⽅も多いでしょう

ね。ビーイングの曲がタイアップでたくさん流れていましたね。泉⽔さんの曲は特に輝いておりました(^_-)-☆

＞この曲はMyTop10に⼊っているお気に⼊りの曲なので、Request Bestにも収録されていて嬉しかったです。(^_
^)

私も、リクエストしましたよ。いろいろな思いを含めて、リクエストをいたしました。泉⽔さんも、リミックスを何
度もした曲だけに、喜んでいるといいのですが。

 ＴＯＰ10までは、考えたことはないですが、「きっと忘れない」を読んでからは、以前よりもずっと好きになりまし
た。

GIF ＊ 「翼を広げて」

5248 選択 皐 2008-03-03 18:03:12 返信 報告

皆さん、こんばんは︕
 カレンダー企画への温かいレス、どうもありがとうございました︕(o^∇^o)

さて、今⽇は初めて作ったGIFアニメーションをUPしたいと思います☆ﾐ
 xxxさんのGIFアニメーションを拝⾒してからずっと興味を惹かれていたんですが、
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あるとこがキッカケで私もGIF動画に挑戦してみました︕
今までとは違う域なので、⾃分に作れるか疑問だったんですが…

 所⻑にも助けてもらいながら、無事完成することができました☆ﾐ(笑)

ある意味 所⻑と私の“共作”を、ぜひクリックして⾒てくださいね︕(o^∇^o)

Re:GIF ＊ 「翼を広げて」

5249 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-03-03 19:18:52 返信 報告

皐ちゃん、こんばんは。

とても初めてとは思えませんね︕
 センスがある⼈は、何をやっても上⼿ですね。

 とくに、徐々にピントが合っていく所がニクイです（笑）。

次はなんで驚かせてくれるのかなぁ。
 期待してま〜す（笑）。

 

Re:GIF ＊ 「翼を広げて」

5251 選択 xs4ped 2008-03-03 20:13:38 返信 報告

皐ちゃん、今晩は。

余りにもタイミング良過ぎて、私へのお祝いかと思いましたよ。(笑)
 今⽇は私の○○○記念⽇だったので・・・

 > さて、今⽇は初めて作ったGIFアニメーションをUPしたいと思います☆ﾐ 
 > xxxさんのGIFアニメーションを拝⾒してからずっと興味を惹かれていたんですが、 

 > あるとこがキッカケで私もGIF動画に挑戦してみました︕ 
 素晴らしい出来栄えですね。(^_^)
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とても初めてには⾒えませんよ。
私もxxxさんのGIFアニメーションを⾒てから、興味が出てきて何れ、挑戦してみようかなと思っていた所でした。

 忙しいので当分先になりそうですが・・・(^_^;)
 >所⻑と私の“共作”を、ぜひクリックして⾒てくださいね︕(o^∇^o) 

 所⻑はスパルタでは有りませんでしたか︖(笑)

無題

5252 選択 saki 2008-03-03 20:13:52 返信 報告

皐さん、こんばんは(^_^)v

素晴らしいですね。

な〜んかですね、画像を⾒ていたら涙が溢れてきて⽌まらなくなっちゃいました。
 何故なんでしょう︖︖

うん︕うん︕ ってxxxさんがにっこり笑って「皐ちゃん頑張ったね」って⾔ってるようで…

堪らなくなって……
 ごめんなさい、こんなに素敵な画像なのに…

 今⽇は、…ばかりですね。
 旨く表現できないんです。

ごめんなさいm(_ _)m

Re:GIF ＊ 「翼を広げて」

5256 選択 DOMINGO 2008-03-03 21:26:38 返信 報告

皐さん、こんばんは。
 ずいぶんご無沙汰してしまいました＞＜

 ⾒た瞬間ビックリ︕︕すっごくきれいに仕上がってますね〜︕すばらしい︕︕

作品解説

https://bbsee.info/straylove/id/5248.html?edt=on&rid=5252
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5252
https://bbsee.info/straylove/id/5248.html?edt=on&rid=5256
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5256


5257 選択 stray 2008-03-03 22:16:13 返信 報告

皆さん、こんばんは。

この作品に関して、若⼲解説させていただきます。
 共作となってますが、私はサイズダウンしただけです（笑）。

 軽薄なのでサイズダウンは得意（笑）。

これは27枚の画像から成っています。しかも1枚1枚全部違う画像です。
 （xxxさんの作品は、11枚ですが⾏きと戻りの5枚が共通）

 画像のピントを違わせたり、「翼を広げて」のテキストを右からスクロールさせるために
 テキストの端をぼかしたりと、実に細かい作業の連続だったはずです。

 皐作品の中で、もっとも⼿の込んだ⼒作＆傑作といってよいのではないでしょうか。

オリジナル作品は、サイズが1MBをオーバーしてしまったので、
 切り替え時間を短くし、256⾊から126⾊に減⾊することで（私が担当）、

996KBに圧縮でき、こうしてBBSで皆さんにご披露出来た次第です。
 「携帯Ｇ」に収蔵する際は、オリジナル画像を使う予定ですが、

 携帯ＧのFLASHがGIFに対応していたかどうか…。
 ダメなら「omnibus」に収蔵しますので。

sakiさん、旦那様によろしくお伝え下さいね︕
 皐ちゃんが⾒事にモディファイしてくれたので、私も喜びひとしおです。

Re:GIF ＊ 「翼を広げて」

5258 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-03-03 23:07:41 返信 報告

皐ちゃん、こんばんは
 素晴らしいですね︕泉⽔さんの瞳も美しいですね。

 セピアというよりゴールドに輝いてますね︕︕
 ２⽇連続、それも超⼤作のアップありがとうござます。
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じっと⾒てると、なんだか、
「ZARD New Single 翼を広げて」とナレーションが聞こえてきそうです。（笑）

Z研でｓｇ「翼を広げて」をゲットするとカウントダウンカレンダーと、GIFアニメーションカードの２⼤特典付きで
すよ︕︕（笑）

ますます綺麗に︕

5259 選択 シヴァ 2008-03-03 23:28:02 返信 報告

皐さん、こんばんは︕

すっごく綺麗ですね︕
 綺麗な泉⽔さんがますます綺麗になりますね︕

 なんでこんなことが出来てしまうんですか︖
 メカ⾳痴の私としては、「ＧＩＦってなに︖ああ、あのキッチンのシンクを磨くときに使うヤツ︖」って感じです

が。

「ナイスな答え」ですが、仕事が暇な時にでも聞いてみますね︕
 ”１０秒お待ちください”と⾔いたいところですが、１０秒ではちょっと無理なので、”２５０，０００秒お待ちくださ

い”
 

皐さん、ありがとう︕

5264 選択 saki 2008-03-04 09:26:00 返信 報告

昨夜は、ごめんなさい、
 なんだか⾃分でも解らない感情が湧いてきて変なコメントになってしまいました。

私が、xxxさんのGIF画像をUPしたのは、皐さんに⾒て欲しいと⾔うのが⼀番にありました。
 どうしてか解らないけど、無性にそう思って…もしかしてxxxさんがそうさせたのかも︖

 xxxさんは、⼤好きだった皐さんにGIF画像を完成させて欲しかったんだろうって、きっとこの素敵な画像を⾒て、
「やったね︕」と喜んでいる、

 そう思ったら私も嬉しくなって、涙が⽌まらなくなっちゃいました（笑）
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皐さんは、やっぱりスゴイ︕︕、短期間にこ〜んなに素敵なGIF画像を⾃分のものにしてしまうなんて驚きです。
やはり、負けず嫌いのなせる業かな︖（笑）センスの良さが際だっていますね〜

保存、保存っと、カレンダーもDLしたから、皐さんのフォルダーの中がい〜ぱいになってしまったよ〜。
 ちょっと整理しなくちゃね、でも、整理整頓はちょっと苦⼿、こんなママじゃだめですね〜

これからも頑張って下さいね︕ 家族みんなで応援してます。
 （家族っていう⾔葉が使えるのがとてもうれしいsakiでした）

PS. strayさん、ありがとうございました。でも、旦那様の事は、シィ〜ですよ〜（笑）

Re:GIF ＊ 「翼を広げて」

5266 選択 チョコレート 2008-03-04 09:36:03 返信 報告

皐さんへ

こんにちは、チョコレートです。
 す、すごい︕いつの間にこんな技まで習得されたんですか︕︕泉⽔さんがキラキラしてる︕︕︕

 連⽇の素敵な作品公開でびっくりです。
 私にはGIF︖それな〜に︖という感じでまったく理解が及びませんが、

 映像をみて、素晴らしいことだけは良くわかりました。
 所⻑さんの解説をきいてもなお、難しいことなんだ〜としかわからないのですが・・（笑）

 xxxさんもきっと、素敵な作品が出来たことを喜んでいらっしゃると思います。
 また次もあるのかな〜︖楽しみにしています︕

 

Re:GIF ＊ 「翼を広げて」

5267 選択 ヒツキ 2008-03-04 11:26:24 返信 報告

皐さん、皆さんこんにちは
 久しぶりにこちらを覗いてみたら皐さん進化していますね。

 お⾒事です
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Re:GIF ＊ 「翼を広げて」

5269 選択 pine 2008-03-04 13:12:39 返信 報告

皐さん こんにちは︕
 ＴＶＣＭで出てきそうな、素晴らしい作品ですね。すごい︕︕(*ﾟ▽ﾟﾉﾉﾞ☆ﾊﾟﾁﾊﾟﾁ

 所⻑さんの「２７枚もの画像でできている」という説明で、加⼯画もＧＩＦもチンプンカンプンですが、皐さんすっ
ごく⼤変だったんでしょうね。何しろすごい︕素敵︕

 でも、好きなことやってる時って楽しいですよね、時間もあっという間に過ぎて。
 次は何が出てくるのか、また楽しみです。(*^o^*)

Re:GIF ＊ 「翼を広げて」

5272 選択 ⼭茶花 2008-03-04 13:44:01 返信 報告

☆皐さんへ★
 こんにちは。
 カレンダー企画に次ぐ第2弾でしょうか︖(笑)

  
> さて、今⽇は初めて作ったGIFアニメーションをUPしたいと思います☆ﾐ 

 カレンダー企画に次ぐ第2弾でしょうか︖(笑)
 初めて創られた割にはお⾒事な仕上がりですね。

 素晴らしい︕︕

画像をクリックしてみると、ピントが徐々に合っていく瞬間のところが、上⼿く⼯夫されていますね。

アネ研さんや、pineさんの仰るように、CMみたいに、ナレーションが聞こえてくる感じがします(笑)

GIFアニメーションとは、さっきも⾔いましたが、ピントが徐々に合っていく設定に
 向けて創られたことを指すんでしょうか︖

 私もこれには全然ちんぷんかんぷんですが･･･

皐さんは、私とは違ってセンスが良いですね。羨ましいです。こういう加⼯画を制作できるなんて、
 管理⼈さん達の次に尊敬します。
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 ひょっとして次作もあるのかな︖︖取り敢えず、楽しみに待っています。

最近、皐さんから驚くような企画の加⼯画が増えてきたみたいな･･･まるで、
 「翼を広げて」のCD化になった記念の企画みたいな感じでね。

 え、もしかしてこれ、CD化になった記念でしょうか︖
 

Re:みなさんレスをありがとうございます☆ﾐ

5274 選択 皐 2008-03-04 16:27:06 返信 報告

皆さん、こんにちは︕GIFアニメーションへの感想をどうもありがとうございますね(*≧∇
≦*)

 頑張って取り組んだ甲斐がありました☆ﾐ xxxさんのGIFを拝⾒した時には「スゴ〜イ︕私
には出来ないだろうな(≧ω≦;)」

 って思ってたんですが、何事もチャレンジ(負けず嫌い魂︖(笑))ですね︕(笑)

部⻑へ︓
 >センスがある⼈は、何をやっても上⼿ですね。 

 いつも嬉しい⾔葉をかけてくれてありがとうございますね(●＞ω＜●)またも嬉しい気持ちでいっぱいです♪♪
 >とくに、徐々にピントが合っていく所がニクイです（笑）。 

 ⾃分でも気に⼊ってるんですよね︕(笑)⼀番最初に閃いたポイントがそれになるんですよ(*^∇^*)

xs4pedさんへ︓
 >余りにもタイミング良過ぎて、私へのお祝いかと思いましたよ。(笑) 

 昨⽇はxs4pedさんの“何かの”記念⽇だそうで︕おめでとうございます(笑)
 xs4pedさんにもGIFアニメーションにぜひ挑戦してみて欲しかったんですが、忙しいようですね(^_^)ちょっぴり残

念です＾＾
 >所⻑はスパルタでは有りませんでしたか︖(笑) 

 所⻑には私が頼んだ形だったので⼤丈夫でしたよ♪(笑)P.S.貼られてる画像はxs4pedさんの⼿書きですか!?

sakiさんへ︓
 こんにちは︕お忙しい中レスをどうもありがとうございますね☆ﾐ嬉しいです(o≧ω≦o)

 >な〜んかですね、画像を⾒ていたら涙が溢れてきて⽌まらなくなっちゃいました。 
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何かを感じて頂けたのなら、とても光栄に思いますね(*^ ^*)私もここにUPした時は、後ろでxxxさんが微笑んでく
れているような気がしました＾＾

 最初いただいたレスでは“旨く表現できないんです”という⾵に書いていましたが、そんな⼀⾔がすごく⼼に伝わって
きますよ(*^u^*)

 >やはり、負けず嫌いのなせる業かな︖（笑）センスの良さが際だっていますね〜 
 負けず嫌いの証ですね︕(笑)絶対に完成させるゾ!!って燃えてましたので(o≧∇≦o)ゞ(笑)

 sakiさんがご紹介してくださらなかったら、きっと今の時間はなかったと思います。sakiさん、どうもありがとうご
ざいました︕︕(*^∇^*)

 では︕これからも頑張りますね〜☆ﾐ ご家族にもヨロシクです♪♪ P.S.カレンダーのDLもありがとうございました(o≧
∀≦o)

DOMINGOさんへ︓
 お久しぶりですね︕レスをどうもありがとうございます︕(o^∇^o)

 >⾒た瞬間ビックリ︕︕すっごくきれいに仕上がってますね〜︕ 
 そう⾔って頂けて、すごく嬉しいですね(o≧ω≦o)“すばらしい︕︕”とも仰ってもらえて恐縮です︕ありがとうござい

ました☆ﾐ

所⻑へ︓
 >共作となってますが、私はサイズダウンしただけです（笑）。 

 完成にたどり着けたのは所⻑のおかげなので、⽴派な合作じゃないですか♪(笑)
 解説の⽅もありがとうございます(o≧∇≦o)所⻑の解説⽂はいつも嬉しいですね(*^u^*)“webパパ”を感じます☆ﾐ

(笑)
 P.S.カレンダーを追加してくださってありがとうございました︕

アネ研さんへ︓
 >２⽇連続、それも超⼤作のアップありがとうござます。 

 私の⽅こそ、いつも優しいレスをありがとうございます(o≧∀≦o)このGIFアニメーションは、CMをイメージして作
ったので

 “ナレーション”が聞こえてきそうな雰囲気が出ていれば幸いですね︕(笑)

Re:みなさんレスをありがとうございます☆ﾐ



5275 選択 皐 2008-03-04 16:27:47 返信 報告

シヴァさんへ︓
 >メカ⾳痴の私としては、「ＧＩＦってなに︖ああ、あのキッチンのシンクを磨くときに使うヤツ︖」って感じです

が。 
 あははっ︕︕(o≧∀≦o)(笑)これがまさしく“ナイスな答え”という感じですね!!(笑)それって“ジフ”じゃないですか︕

(笑)
 これからもシヴァさんの⾯⽩コメントを期待しちゃいます(o^⽫^o)(笑)

チョコレートさんへ︓
 >連⽇の素敵な作品公開でびっくりです。 

 ビックリしてもらえて嬉しいです♪♪(笑)私もGIFって形式というだけは知ってたんですが、作り⽅とかまったく知らな
かったんです＾＾ゞ

 でも、分かりやすいサイトをある⽅に教えてもらったので、それで理解して作る事が出来たんですよね☆ﾐ
 >xxxさんもきっと、素敵な作品が出来たことを喜んでいらっしゃると思います。 

 そうであると嬉しいですね(o≧ω≦o)☆ﾐ

ヒツキさんへ︓
 >久しぶりにこちらを覗いてみたら皐さん進化していますね。お⾒事です 

 嬉しいお⾔葉をありがとうございます(o≧∇≦o)“進化”は常に⽬指していきたいですね︕

pineさんへ︓
 >ＴＶＣＭで出てきそうな、素晴らしい作品ですね。すごい︕︕(*ﾟ▽ﾟﾉﾉﾞ☆ﾊﾟﾁﾊﾟﾁ 

 そう⾔って頂けて嬉しいです(o≧∇≦o)CMをコンセプトにしていたので♪♪(笑)
 >でも、好きなことやってる時って楽しいですよね、時間もあっという間に過ぎて。 

 そうなんですよね︕“⼤変”とかまったく感じませんでした(*^U^*)pineさんの仰るとおり、あっという間に出来上が
った感じでしたね☆ﾐ

⼭茶花さんへ︓
 >初めて創られた割にはお⾒事な仕上がりですね。素晴らしい︕︕ 

 そう⾔って頂けるとすごく嬉しいです(●＞ω＜●)好きな事になると、とことん追求しちゃうので、その結果だと思い
ます(笑)
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>GIFアニメーションとは、さっきも⾔いましたが、ピントが徐々に合っていく設定に向けて創られたことを指すんで
しょうか︖ 

 私もハッキリ把握してるわけではないんですが、何枚かの画像をパラパラ漫画⾵に動かす事によって、
 GIFアニメーションという⾵に呼ぶんだと思います＾＾

 >皐さんは、私とは違ってセンスが良いですね。管理⼈さん達の次に尊敬します。 
 いえいえ︕尊敬だなんて!!恐れ多いですよ〜(●＞ω＜●)でも嬉しいです(笑)

 >最近、皐さんから驚くような企画の加⼯画が増えてきたみたいな･･･まるで、「翼を広げて」のCD化になった記念
の企画みたいな感じでね。 

 確かに企画が多いかもしれないですね(笑)3⽉は活動的になると思いますので、今後もお楽しみに︕︕

omnibus にアップしました︕

5281 選択 stray 2008-03-04 21:04:05 返信 報告

皆さん、こんばんは︕

皐ちゃんの⼒作「翼を広げて」を、omnibus にアップしました︕
 携帯Gallery、omnibus ともに、GIF画像に対応していないため、
 急遽omnibus を⾐替えしました。

 オリジナル画像をお楽しみ下さい︕

私の解説が拙かったのか（笑）、GIFアニメへの理解が今ひとつのようです。
 要するに27コマの「パラパラ漫画」です。⼿書きのパラパラ漫画がTVアニメで、

 GIFというPC⽤の規格で作った画像がGIFアニメ、と思って下さい。
 画像の切り替え時間を変えることによって、動きが早くなったり遅くなったりします。

 

DEEN「翼を広げて」に、泉⽔さんのコーラスが︕

5246 選択 stray 2008-03-03 17:37:06 返信 報告
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⼭茶花さんならご存知かと思いますが、
DEENの「翼を広げて」に、泉⽔さんのコーラスが⼊ってます。

 昨⽇、DEENのAL「Single+1」の中古を安く買えたので、初めて聞いてみました。
短めですが、泉⽔さんの声だとすぐに分かります。

 Tandoさんのレビューによると、Sgのクレジットにちゃんと書いてあるそうです。
 知らなかった（笑）。

 

Re:DEEN「翼を広げて」に、泉⽔さんのコーラスが︕

5250 選択 KOH 2008-03-03 19:22:32 返信 報告

研究所の皆さん今晩は!
 > 短めですが、泉⽔さんの声だとすぐに分かります。 

 そうですね〜すぐにわかりますよね︕︕この曲は⼤好きで
 良く聴いていただけに今回のZARDVerはかなり嬉しいです!

> Tandoさんのレビューによると、Sgのクレジットにちゃんと書いてあるそうです。 
 > 知らなかった（笑）。 

 私も⾔われるまで知らなかった (^_^;)
 で、調べてみました!ありますね〜︕︕あら〜、他にも⾊んな⼈のクレジットが・・︕︕

Re:DEEN「翼を広げて」に、泉⽔さんのコーラスが︕

5254 選択 stray 2008-03-03 20:49:21 返信 報告

KOHさんこんばんは︕

裏ジャケ画像どうもありがとうございます︕
 このくらい⼤きいと、私でもはっきり読めます（笑）。

 川島だりあさん、⼤⿊摩季さんも参加されてたんですねぇ。
 いやぁ、豪華メンバーです。

 この当時のBeeingのクレジットは、丁寧というか細かいですね。
 本来はこうあるべきなんでしょうけども。
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Re:DEEN「翼を広げて」に、泉⽔さんのコーラスが︕

5271 選択 ⼭茶花 2008-03-04 13:25:12 返信 報告

strayさん、こんにちは。KOHさん、初めまして。

>>⼭茶花さんならご存知かと思いますが、 
 はい。勿論、存じております。

>>昨⽇、DEENのAL「Single+1」の中古を安く買えたので、初めて聞いてみました。 
 DEENのベスト盤を買って聴かれたんですか︖

 ありがとうございます。ファンとしては嬉しい限りです︕

>>この当時のBeeingのクレジットは、丁寧というか細かいですね。 
 初期の、ビーイングアーティストのシングルだと、こんな⾵に、クレジットされていたものもあったのではないでし

ょうか。

>>Tandoさんのレビューによると、Sgのクレジットにちゃんと書いてあるそうです。 
 >>知らなかった（笑）。 

 そうなんですよー。ジャケットの後ろに、レコーディングに参加しているミュージシャンの名前が、
 ちゃんと明記されているんですね。

 こういうのを、DEENが好きである私が最初に投稿すべきでした;
 

カレンダー企画♡

5230 選択 皐 2008-03-02 13:35:09 返信 報告

早くも3⽉突⼊ですね〜︕

ちょっと話題が外れますが、以前12作連続UPを企画した際、チョコレートさんから
 “ちょうど12枚あるからカレンダーが作れるのでは＾＾”というような話をいただきました(*^U^*)

 チョコレートさんより前に“⼤きいサイズで⾒たい︕”という⽅がいたんですが、
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その時は「画質上ムリだな〜」と、思っていたんですよね(苦笑)
ですが、カレンダー企画はナイスアイディアだったので、時間をかけながらコツコツと作っておりま
した☆ﾐ

 画質の問題は出来る限り⼿を尽くしたつもりです(笑)

ぜひ︕カレンダーを⾒てくださいね〜(o≧ω≦o)♪♪お願いします♡(笑)

3〜8⽉
 http://www.filebank.co.jp/wblink/cfcd2b84145832c80cf190a3372b5fcb

 9〜2⽉
 http://www.filebank.co.jp/wblink/6c58accddcc58a22269789f067bc09d5

Re:カレンダー企画♡

5231 選択 xs4ped 2008-03-02 14:53:34 返信 報告

皐ちゃん、こんにちは。
 > チョコレートさんより前に“⼤きいサイズで⾒たい︕”という⽅がいたんですが、 

 > ぜひ︕カレンダーを⾒てくださいね〜(o≧ω≦o)♪♪お願いします♡(笑) 
 カレンダー企画はナイスアイディアでしたね。(^_-)-☆

 此れで、壁紙サイズで⾒れそうです。(^_^)
 後で、ユックリDLさせて頂きます。

xs4pedさんへ☆ﾐ

5232 選択 皐 2008-03-02 16:02:19 返信 報告

こんにちは︕

> カレンダー企画はナイスアイディアでしたね。(^_-)-☆ 
 ですよね〜♪私もそう思ったので、こうして実現しました(*^u^*)

> 此れで、壁紙サイズで⾒れそうです。(^_^) 
 > 後で、ユックリDLさせて頂きます。 
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ぜひよろしくお願いします♡ロゴが⼊っているので、
“Z研発”という感じで⾯⽩いですよ(o^∇^o)

Re:カレンダー企画♡

5233 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-03-02 16:32:13 返信 報告

皐ちゃん、こんにちは︕
 早速、カレンダーをDLさせて頂きました。

完成度⾼いですね︕
 どの⽉も⾊遣いが抜群で、トータルバランスも素晴らしいです。

 これぐらい出来がイイと、WEZARDファンクラブで配布してもいいね︕︕
 それともZ研で販売しようか︕（笑）

いつもありがとね、⼤事にしますね。
 

Re:カレンダー企画♡

5234 選択 PAN 2008-03-02 17:49:44 返信 報告

皐ちゃん、こんにちは︕
 ちょっぴりおひさしぶりですね〜

 カレンダー作品どうもありがとうございます︕
 只今、全部ダウンロードさせていただきました。

⼤きな画⾯で⾒ると⾊の鮮やかさがすごくわかりますね︕
 いつもありがとうございます︕

 P.S
 携帯版の画像も使わせていただいていますよ︕

 

会社でも⾒ます︕

5235 選択 シヴァ 2008-03-02 21:23:42 返信 報告
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皐さん、こんばんは︕

⼤きいサイズで⾒ると、よりいっそう綺麗ですね︕
 １２ケ⽉分をスライドショーで⾒ていたらドキドキしてしまいました︕

 それとどの作品を何⽉にするか、ベースの⾊を何⾊にするか、かなり悩まれたのではないでしょうか︖
 季節やイベント、泉⽔さんの服装などがバッチリですね（≧▽≦）

会社にも持っていって⾒とれさせていただきます︕
 いつもありがとうございます︕

 「君とのふれあい」を⾒せて何歳に⾒えるか聞いたら、またナイスな答えが聞けそうですよね★≡

素晴らしい︕

5236 選択 stray 2008-03-02 22:13:08 返信 報告

皐ちゃん、こんばんは︕

これは素晴らしい︕ ブラボー︕です。
 ⼤きいサイズで⾒ると出来栄えの良さが⼀層はっきりしますね︕

 Ｚ研のオフィシャルグッズとして、「カレンダー」のページに
 【皐カレンダー2008】として掲載しますので（笑）。

⼤きさはこれが限界だったんでしょうね。
 惜しむべくは、PCの壁紙サイズにちょっとばかり合わなかったことかなぁ。

 壁紙にして是⾮使いたいという⼈が多いと思うので、
 余⽩を付けて、1024x768に無理⽮理合わせましょうか︖（笑）

こんばんは☆ﾐ

5237 選択 皐 2008-03-02 22:41:16 返信 報告

部⻑へ︓
 DLどうもありがとうございます︕(o^∇^o)

 >どの⽉も⾊遣いが抜群で、トータルバランスも素晴らしいです。 
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そう⾔ってもらえると本当に嬉しいです〜(●＞ω＜●)
>これぐらい出来がイイと、WEZARDファンクラブで配布してもいいね︕︕ 

 なんだか“嬉しい”“ありがとう”という⾔葉しか出てきませんね(≧ω≦｡)
 幸せな気持ちでいっぱいになりました☆ﾐ 私こそ、いつも優しいレスをありがとうございます(*^u^*)

PANさんへ︓
 ホント、ちょっぴりお久しぶりですね〜︕

 >カレンダー作品どうもありがとうございます︕只今、全部ダウンロードさせていただきました。 
 楽しんで頂けたようで嬉しいです(o≧∇≦o)携帯版も使ってくださっているんですね︕

 私の⽅こそ、⾊々とありがとうございました☆ﾐ

シヴァさんへ︓
 >どの作品を何⽉にするか、ベースの⾊を何⾊にするか、かなり悩まれたのではないでしょうか︖ 

 そうなんですよ︕いっそアンケートを取ろうかな、と考えたんですが、こうして“いきなり”の⽅が⾯⽩いと思ったの
で

 私の判断に委ねました(笑)なので、気に⼊って頂けたなら嬉しいですね(o^∇^o)♪♪
 >会社にも持っていって⾒とれさせていただきます︕ 

 本当ですか︕(◎’□’◎)ありがとうございます!!泉⽔さんの年齢でナイスな答えが聞けたら、ぜひ教えてくださいね☆ﾐ

所⻑へ︓
 >これは素晴らしい︕ ブラボー︕です。 

やった〜☆ﾐありがとうございますね(o≧∇≦o)
 >Ｚ研のオフィシャルグッズとして、「カレンダー」のページに【皐カレンダー2008】として掲載しますので

（笑）。 
ホントですか︕︖(笑)ぜひよろしくお願いします♡“カレンダー”繋がりで、ちょうどいいですね♪♪

 >⼤きさはこれが限界だったんでしょうね。 
 そうなんですよ(^u^;)これが限界で…(苦笑)縮⼩せずにそのまま使った画像もあるので、ここまででした(^_^)ゞ

 >余⽩を付けて、1024x768に無理⽮理合わせましょうか︖（笑） 
 そうですね︕(笑)私が⽤意しましょうか︖︖

Re:カレンダー企画♡



5238 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-03-02 23:23:09 返信 報告

こんばんは、皐ちゃん、遅くに失礼します。
 やっと⾒れましたー。

 素晴らしいいですね。最初から企画されていたかのようにぴったりしてますね。
 学⽣だったら、下敷きの中に⼊れて授業中こっそり⾒ていそうです。

 なんだかsg「翼を広げて」の特典みたいですね。（笑）

さっそく刑事⼿帳（︖）にこっそり忍ばしたいと思います。
 （L判かよ︕）（笑）

 今⽇は別件で凹んだところだったので特に癒されます。（笑）
 ありがとうございます。

皐さん、ありがとう︕ブラボー︕

5240 選択 チョコレート 2008-03-03 09:53:34 返信 報告

皐さん、皆さん、こんにちは。チョコレートです。
 わ〜い︕︕カレンダー企画、ついに実現してくださったんですね。ありがとうございます︕

> 以前12作連続UPを企画した際、チョコレートさんから 
 > “ちょうど12枚あるからカレンダーが作れるのでは＾＾”というような話をいただきました(*^U^*) 

 そうです、そうです、私です・・連載中で⼤変な皐さんに無責任にも提案してしまったのは︕
 でもやはり、素晴らしいですね。

 しかも、それぞれの⽉、季節にあった画像が選ばれていて、ピッタリですね〜。
 まるでそのために作られたような・・（笑）。

 Z研のロゴまで⼊っていて、素敵です。WEZARDに持って⾏ったら本当に次のCDのおまけでついてきそうですね。

> チョコレートさんより前に“⼤きいサイズで⾒たい︕”という⽅がいたんですが、 
 ・・・それもたぶん私ですぅ(汗)。すみません。重ね重ね、無理な提案ばかりしちゃいまして・・。

 本当に素敵だったので、⼤きくプリントして飾りたかったのですよ。
 感動︕A4サイズでもいけてます。おお〜素晴らしい︕
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1年間、楽しませていただきますね。
また、無理なお願いすることもあるかもしれませんが、よろしくお願いします(笑)。

Re:カレンダー企画♡

5241 選択 pine 2008-03-03 11:05:53 返信 報告

皐さん こんにちは︕
 素晴らしいカレンダー、ありがたく頂戴いたします(*^o^*)/

 それにしても、最初からカレンダーになるのが決まっていたかのように、季節感がバッチリですね。
 携帯で眺めているのも良いですが、カレンダーになるといつでも⾒れるので嬉しいです。最上級の上質紙に印刷しな

いといけませんね。(笑)

皐さん ありがとう

5242 選択 ALIL.1967 2008-03-03 11:06:48 返信 報告

ZARD研究所カレンダー頂きました。ありがとうございます。

パソコンのデスクトップ（２０インチワイド画⾯でも）でOKですよ。『画⾯全体に拡⼤』のオプションを使いまし
た。チョコレートさん（はじめまして︖ですね）のカキコミだとA4でもよいそうですね。

わたしはアネ研さんの発⾔でL判の写真⽤紙にプリントしてみました。これくらいのカレンダーも⼩さい机にはいいみ
たいですよ。

PC壁紙

5244 選択 stray 2008-03-03 12:44:54 返信 報告

皆さんこんにちは︕

DVDサイズ（1,280x800）のPCに、壁紙設定してみました。
 「中央に表⽰」すると、周囲に余⽩が出来、アイコンを左右に置けてバッチリ︕です。
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皐ちゃんに壁紙⽤に細⼯してもらおうかと考えていましたが、⽌めました（笑）。
皆さん⼯夫して下さい。その⼯夫を披露していただければ、なお幸いです。

”L判の写真⽤紙にプリントして”フォトスタンドに横置きしておくのもいいですね︕

Re:カレンダー企画♡

5245 選択 ⼭茶花 2008-03-03 17:14:25 返信 報告

☆皐さんへ★
 ついに3⽉になりましたね。

>>“ちょうど12枚あるからカレンダーが作れるのでは＾＾”というような話をいただきました(*^U^*) 
 まさに良い企画ですね。

>>画質の問題は出来る限り⼿を尽くしたつもりです(笑) 
 ⾃信作ならば結構なことですよ。

>>ぜひ︕カレンダーを⾒てくださいね〜(o≧ω≦o)♪♪お願いします♡(笑) 
 拝⾒させて頂きました。それぞれカレンダーのデザインが素敵でした︕⼿を尽くされただけありますね。

 皐さんのサイトに、画像同様に掲載できればいいと思うんですが･･･strayさんの仰るように、掲載の⼤きさにもやは
り限界があるんでしょうね。

☆strayさんへ★
 ほんとだー。カレンダーが、壁紙にちょうど良い⼤きさになってますね︕

皆さん、こんばんは♪

5247 選択 皐 2008-03-03 17:48:34 返信 報告

アネ研さんへ︓
カレンダー⾒てくださってありがとうございますね︕(o^∇^o)
>最初から企画されていたかのようにぴったりしてますね。 
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 そうなんですよ︕“12作”という数も、これのためにあったのかもしれませんね(笑)
>さっそく刑事⼿帳（︖）にこっそり忍ばしたいと思います。（L判かよ︕）（笑） 

 あははっ︕⻲井刑事ぜひお願いします(o≧∇≦o)(笑)泉⽔さんの微笑みで癒されてくださいね♡

チョコレートさんへ︓
 こんばんは︕カレンダー企画は、皆さんにも楽しんでもらえたみたいで嬉しいですね(*≧∇≦*)

 これもチョコレートさんのおかげです☆ﾐありがとうございました(o^∇^o)
 >それぞれの⽉、季節にあった画像が選ばれていて、ピッタリですね〜。 

 そう⾔ってもらえて良かったです♪なんせ⾃⼰判断なので、他の⽅にはミスマッチだったらどうしようかと…(笑)
 >すみません。重ね重ね、無理な提案ばかりしちゃいまして・・。 

 いえいえ︕提案に感謝してますよ(o^o^o)“ムリだな”と思ったらお断りしてたと思いますし(笑)
 今回のカレンダー、ぜひ使ってくださいね♪♪

pineさんへ︓
 こんばんは〜☆ﾐカレンダー、DLしてくださってありがとうございますね︕

 >それにしても、最初からカレンダーになるのが決まっていたかのように、季節感がバッチリですね。 
 そうなんですよ♪12枚連続UPに、個々の季節感…まるでカレンダーになることが決まっていたみたいですよね(o^∇^

o)
 “運命のルーレット”は、1⽉11⽇から廻っていたのかもしれません☆ﾐ(笑)

 >カレンダーになるといつでも⾒れるので嬉しいです。最上級の上質紙に印刷しないといけませんね。(笑) 
 嬉しい⾔葉をありがとうございます(o≧∇≦o)ぜひ印刷して使ってくださいね︕(笑)

ALIL.1967さんへ︓
 こんばんは(o^∇^o)少しお久しぶりですね︕

 >ZARD研究所カレンダー頂きました。ありがとうございます。 
 こちらこそ、DLしてくださってありがとうございます☆ﾐ PCのデスクトップでもOKのようですね︕

 >わたしはアネ研さんの発⾔でL判の写真⽤紙にプリントしてみました。 
 ホントですか︕ありがとうございますね〜(o≧∇≦o)嬉しいです︕︕

所⻑へ︓
 壁紙⽤に細⼯しなくてもいいみたいですね︕

 アイコンもピッタリ収まっているようで、このままでも使えるような感じですね(*^u^*)
 



>”L判の写真⽤紙にプリントして”フォトスタンドに横置きしておくのもいいですね︕ 
ナイスアイディアです︕(笑)

⼭茶花さんへ︓
 >まさに良い企画ですね。 

 ですよね☆ﾐ“逃しちゃもったいない︕”と思って、画質問題に試⾏錯誤してました(笑)
 >⾃信作ならば結構なことですよ。 

 もちろんです︕⾃分では納得してるんで、それを皆さんにも受け⼊れてもらえて嬉しいですね(o≧ω≦o)
 >それぞれカレンダーのデザインが素敵でした︕⼿を尽くされただけありますね。 

 ⼭茶花さんにも気に⼊って頂けたみたいで光栄です(o^∇^o)ありがとうございました︕

Re:カレンダー企画♡

5260 選択 ALIL.1967 2008-03-04 00:06:26 返信 報告

皐さんへ，みなさまへ

さっそくフレームにいれてみました。

写真上︓ちょっと豪華⾵に︖Lサイズより少々⼤きいフレームなので，縁なしでプリントしたのに
ふちがあるみたいになりました。これはCDの特典カレンダーより⼩さくて置きやすいです︕

 それにしても，テーマカラーといい画像の配置といいとても良くできているカレンダーになりまし
たね。 皐さん，ありがとう

  
写真下︓これは横開きです。

 横置きタテ開きになっていて表紙に壁掛け⽤の⽳があいている写真ファイルがあるそうなので，それなら12枚保管し
ながら壁掛けできるんじゃないかな。これはまた後⽇にでも。

Re:カレンダー企画♡

5263 選択 MISORA 2008-03-04 09:18:31 返信 報告
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皐さん、皆さん。こんにちは
少しおじゃまできなかったんですが

 素敵な企画が完成していたんですね。
 さっそくＰＣに(#^.^#)

 利⽤させていただきますね。
 ⼤変だろうと思いますがいろんな企画

 これからも楽しみにしています。

ALIL.1967さんへ

5265 選択 チョコレート 2008-03-04 09:28:15 返信 報告

ALIL.1967 さん、はじめまして、チョコレートと申します。

> さっそくフレームにいれてみました。 
とても素敵ですね︕私は⼤きくプリントすることを考えてばかりだったのですが（笑）、

 L判でもフレームに⼊れて飾ると、存在感バッチリ。
 A４サイズでも、画質はなんとかOKと思いましたが、ALIL.1967さんの写真を拝⾒して、

 やっぱりL判にしようかな・・・激しく迷い中です。
 素敵な写真を⾒せてくださってありがとうございました。参考にさせていただきます。

Re:カレンダー企画♡

5268 選択 ⼭茶花 2008-03-04 12:44:22 返信 報告

ALIL.1967さん、こんにちは。

>>写真上︓ちょっと豪華⾵に︖Lサイズより少々⼤きいフレームなので，縁なしでプリントしたのにふちがあるみた
いになりました。これはCDの特典カレンダーより⼩さくて置きやすいです︕ 

 ちょっとどころか、⼤分豪勢になっているじゃないですか︕︕確かに置きやすそうですね。
 そうなんですねー。CDの特典カレンダーと⾔いますと、リクエストベストのことを指すんでしょうか︖

 ぅわ〜そんな⾵になるんですね。素敵だなー･･･まるでコンサート会場か、
 ファンクラブで売られてるような感じがするカレンダーになってて良いですねー。
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 ⾃分も欲しい!!(笑)
>>それにしても，テーマカラーといい画像の配置といいとても良くできているカレンダーになりましたね。 

 ひょっとして、カレンダー⽤に創られたのではないでしょうか(笑)⾒事なものですよね。
 尊敬します。

>>横置きタテ開きになっていて表紙に壁掛け⽤の⽳があいている写真ファイルがあるそうなので，それなら12枚保
管しながら壁掛けできるんじゃないかな。これはまた後⽇にでも。 

 壁掛けのお披露⽬を待ってます。

Re:カレンダー企画♡

5277 選択 皐 2008-03-04 16:41:49 返信 報告

ALIL.1967さんへ︓
 フレームに⼊れてくださった写真をUPしてくれてありがとうございますね︕(o≧∇≦o)

 こんな⾵になるんですね☆ﾐ 下の横開きタイプもナイスアイディアです︕こうして⾒ると、本当に嬉ですね(*^u^*)
 >テーマカラーといい画像の配置といいとても良くできているカレンダーになりましたね。 皐さん，ありがとう 

 私の⽅こそ、使っていただいてありがとうございました︕︕
 >12枚保管しながら壁掛けできるんじゃないかな。これはまた後⽇にでも。 

楽しみにして待っていますね☆ﾐ

MISORAさんへ︓
 こんにちは︕お久しぶりですね(*^∇^*)

 >素敵な企画が完成していたんですね。 
 喜んで頂けたなら嬉しいです☆ﾐ 企画はチョコレートさんのおかげなので、感謝してますね(o^ω^o)☆ﾐ

 >さっそくＰＣに(#^.^#)利⽤させていただきますね。 
 是⾮よろしくお願いします︕また何かの企画を楽しみにしていて下さいね♪♪

P.S.
 チョコレートさん、⼭茶花さん♪♪ALIL.1967さん宛てではありますが、

 私にとってもすごく嬉しいコメントです(●＞ω＜●)(笑)ありがとうございますね☆ﾐ
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久しぶりに書き込みします。

5239 選択 ＊ 2008-03-03 01:04:22 返信 報告

久しぶりに書き込みします。
 もう既にご存知の⽅もいるかもしれませんが、グーグルの動画検索というものを発⾒しましたので報告しておきます。

 http://video.google.com/
 スゴイ動画検索かもしれませんので暇があれば試してみてください。

 （ＺＡＲＤとは関係ない話でごめんなさい。）

Re:久しぶりに書き込みします。

5261 選択 ＊ 2008-03-04 00:20:22 返信 報告

ちなみにＺＡＲＤで時間の⻑いものを検索してみました。
 http://video.google.com/videosearch?num=10&so=0&q=%EF%BC%BA%EF%BC%A1%EF%BC%B2%E

F%BC%A4+duration%3Along&start=0
 確認するのが⾯倒なので調べていません。ごめんなさい。

Re:久しぶりに書き込みします。

5262 選択 xs4ped 2008-03-04 01:37:00 返信 報告

＊さん、こんばんは。

情報有難う御座います︕

かけがえのないもの

5243 選択 なしぼー 2008-03-03 12:02:52 返信 報告
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皆さん、こんにちは。お久しぶりです。
３９号会報をざっとですが読みました。「坂井さんへお花を贈ろう」素敵な企画でしたね。会員の皆様からの”お花”とメッセ
ージでできた、かけがえのないものとしてとりあげられていましたね。この時期とても忙しく企画に参加できませんでした
が、ぜひ来年は参加したいと思います。１年あれば準備できるかもしれません。

 ”かけがえのないもの”で思い出しました。コンサートで２４号の会報を購⼊しました。Interviewで「かけがえのないもの」が
とりあげられています。

ー坂井さんご⾃⾝にとっての「かけがえのないもの」とは︖そしてそれは年⽉が経つとともに変化しているのでしょうか︖
 ｓ︓変わらず⼈（動物）に対する思いやり、愛ですね。

後半の歌詞にはそういったお気持ちが表れているようなきがします。
 ♪誰にも ⾔えないことがあっても

 皆それぞれだけど
 お互いを思いやりながら ⽣きている♪（明⽇を夢⾒て）

 私の好きなフレーズです。

p.s.１００％「誤解」
 「最後」という⾔葉を守りたかったのですが、無理でした。これはきっと「誤解」からでしょう。Outlook expressの使い⽅

がわかっていなかったせいか、私が⾔葉⾜らずなのが原因でしょうか。「こっそり」ではありません。残念です。
 

Re:かけがえのないもの

5255 選択 なしぼー 2008-03-03 21:11:51 返信 報告

こんばんは。

また誤解を⽣んでしまったのでしょうか。どうしても上⼿く伝えることができません。私は、皆さんが想像している
ことは⼀切ないと⾔いたいんです。掲⽰板で１００％そのようなことはないといいたいんです。誤解を解いて去りた
いんです。

「カレンダー」更新しました
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5253 選択 stray 2008-03-03 20:24:27 返信 報告

【皐カレンダー 2008】を追加しました。
 トップページも変更されています。

 すぐにリンクをクリックせずに、２〜３秒待って下さい（笑）。

相棒

5221 選択 atti 2008-03-01 01:43:32 返信 報告

皆さん、こんにちは。

先⽇、新聞の広告欄にあったものですが、

■BS朝⽇
 ttp://www.bs-asahi.co.jp/special/index.html

 相棒〜警視庁ふたりだけの特命係
 3/9(⽇) 20:00-21:55

 が放送されますが、これは、
 ⼟曜ワイド劇場「相棒 警視庁ふたりだけの特命係」

 で放送された回のものなのかなと思っています。
 BS系を視聴できるかたは録画して確認を・・・

ttp://sb-p.jp/oishi/dowai/data/dowai20000603.html
 であれば、ED=「promised you」です

「相棒」に関する間抜けなエピソード

5222 選択 stray 2008-03-01 09:36:10 返信 報告

attiさん、情報どうもありがとうございます。
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「相棒 警視庁ふたりだけの特命係」は、2000年6⽉放送なので、
エンディングは間違いなく「p.y.」⼟曜ワイドver.です︕︕

これに関して、笑えるエピソードがあるので紹介しておきます。
 まずは↓で、「p. y. ⼟曜ワイド劇場ver.」をおさらい下さい。

 http://bbsee.info/straylove/2.html#a74

ここに書いてある「苦労話（間抜け話）」の真相は次のようなものです。
 私がまだＺ板に住み着いていた、去年８⽉頃だったと思います。

 「p. y. ⼟曜ワイド劇場ver.」がどうしても聞きたくて、
 「相棒」が⼊ったDVDを⼊⼿しました。

 3話⼊っていて、その１つが「警視庁ふたりだけの特命係」です。

早速エンディング部分を再⽣してみると、
 な、なんと、エンディングテーマがカットされているではないですか︕︕（笑）

 しかも、

 エンディングテーマ曲
   「promised you」

    ＺＡＲＤ

と流れるべきエンドロールに、ぼかしが⼊っていました。
 ショックでした。5千円も出して買ったのに〜（笑）。

DVD化に際に、改めて版権元との契約が⽣じるため、B-gram側が断ったのか、
 テレビ朝⽇側がケチったのか、そのへんは分かりません。

その後、⾃⼒で地元局の再放送で「p.y.⼟曜ワイドver.」をゲット
 しましたが、イントロとセリフがかぶるのが多いようです。

 なお⼟ワイでは、上の過去スレで紹介した3つのver.が流れていたようです。
 P-edition を⾒つけた⽅は、是⾮お知らせ下さい︕

以上、間抜け話でした（笑）。



「p. y. ⼟曜ワイド劇場ver.」
http://www.filebank.co.jp/wblink/8b9c6ed5ffd0deaf8f2497698cb97aaf

 （1.8Mのmp3）
 

Re:「相棒」に関する間抜けなエピソード

5223 選択 atti 2008-03-01 10:19:05 返信 報告

strayさん、こんにちは

> 「相棒」が⼊ったDVDを⼊⼿しました。 
 > 3話⼊っていて、その１つが「警視庁ふたりだけの特命係」です。 

 この話題は、読ませていただいていました。

最近の地上波でも再放送において、流れているようですが、
 http://atti.jugem.cc/?eid=1582

 に記事にしましたが、
 「⼟曜ワイド劇場・全作品リスト」のサイトで事前検索をして、捕獲しようと思いながらもいつも後からの確認にな

っていまいます。

複数の⽅が事前確認すれば、捕獲できるかなと(笑)

追記︓
 3/6(⽊) 15:00-

 牟⽥刑事官事件ファイル30
 「横浜－沖縄、⼆度殺された不思議な死体、琉球漆に殺意の朱い花が…牟⽥を襲う最⼤の危機とは」

 は、タイトルと、上記の作品リストサイトアドレスの⼀部にて検索すると、ヒットして放送⽇がすぐに分かります
ね。

 ttp://sb-p.jp/oishi/dowai/series/mutakeijikanlist.html
 にありました。「2001/9/1放送」

29回には、EDが明記されていますが、30回には記述なし。
 通常、EDは番組終了の何分前に流れるのでしょうかね︖

 

https://bbsee.info/straylove/id/5221.html?edt=on&rid=5223
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5223


(最近、HDDレコの残容量が少なく、整理できていないので
ピンポイン録画にて⾏いたいなと）

追記2:
 先ほど、新聞を⾒ていて本⽇の検索をしていて・・・

 もっと簡単に分かる⽅法がありました。
 ttp://archive.mag2.com/0000148493/index.html

 のメルマガを登録しました。
 すでに終了していまいましたが、2/18,2/19,2/21,2/26,2/27には放送されていました。

 これで捕獲体制は整いましたね(笑)
 

Re:「相棒」に関する間抜けなエピソード

5225 選択 stray 2008-03-01 21:05:43 返信 報告

attiさん、こんばんは。

へぇ︕こんなメルマガがあるんですね。
 私は「Yahoo!テレビ」で地元の放送をチェック（1週間分表⽰される）して、

 ttp://www.bs-asahi.co.jp/special/index.html
 ↑ここで放送年⽉⽇を突き合わせて捕獲体制をとりました。このメルマガも同じ⽅法のようですね。

EDは最後です。1コーラス（1:30"）しかないので、CM分を考慮して、
 終了時刻の最後10分を予約しておけば⼗分かと思います。

たしか部⻑が、エクセルでデータベース（放送⽇・作品名・p.y.のver.）を作る︕
 という企画があったはずですが…。部⻑、あれってどうなったの︖（笑）

Re:「相棒」に関する間抜けなエピソード

5226 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-03-01 22:05:12 返信 報告

attiさん、こんばんは。
 このメルマガ配信先のサイトは知っていましたし、データも利⽤しています。

https://bbsee.info/straylove/id/5221.html?edt=on&rid=5225
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5225
https://bbsee.info/straylove/id/5221.html?edt=on&rid=5226
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5226


 
が、このメルマガは知らなかったです（恥）。
御紹介ありがとうございます。<(_ _)>

所⻑、こんばんは。

>たしか部⻑が、エクセルでデータベース（放送⽇・作品名・p.y.のver.）を作る︕ 
 >という企画があったはずですが…。部⻑、あれってどうなったの︖（笑） 

 「こんなのやってらんねぇ〜っ」て⾔ったの、誰でしたっけ︖（笑）
 エクセルじゃないけど、htmlになってるんだから、スグにでもアップできますよ︕

 ただし、上司の発⾔に凹んだ部下は、もうデータの収集をしていません（笑）。

Ｐ.Ｓ. 私は「相棒」⼤好きですが、所⻑は嫌いなようです（笑）。
  おそらく発売元にクレームを⼊れてるはずです（笑）。

 

Re:「相棒」に関する間抜けなエピソード

5227 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-03-01 22:21:12 返信 報告

あはははっ（呆）。

http://zardlabo.nobody.jp/TMP/DW.html

データ2つしか埋まってないや︕（爆）
 

Re:「相棒」に関する間抜けなエピソード

5228 選択 stray 2008-03-01 22:44:40 返信 報告

追加。
 「1235」は Sg ver.です。これで３つ⽬（笑）。

部⻑︕
 ⾃分で持ち込んだ企画なんだから、⾃分で調査しなさいよ︕（笑）

 上司のせいにしてるし（笑）。
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「相棒」は好きですよ。DVDも全部⾒てからヤフオクで売ったし。
買った値段で売れたからクレームつけてません（笑）。

Re:「相棒」に関する間抜けなエピソード

5229 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-03-01 23:00:22 返信 報告

> 追加。 
 > 「1235」は Sg ver.です。これで３つ⽬（笑）。 

 んっ︖
 それは埋まってたはずだけど(´ ▽｀).。ｏ♪♪ ボケ〜

 

naifuメジャーデビュー

5224 選択 atti 2008-03-01 10:23:02 返信 報告

皆さん、こんにちは、

本⽇の関連サイト巡回にて確認しました(爆)
 http://atti.jugem.cc/

■naifu
TVタイアップにて、メジャーデビュー

「広がる⻘に⾶び出せ」
 テレビ東京「JAPAN COUNTDOWN」&「PVTV」3⽉度ED

 「Take The Wave」
 テレビ東京アニメ「ゴルゴ13」OP
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退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [5188]Request Best特典、傾向と対策(2) [5189]⽉命⽇(13) [5196](無題)(8) [5078]カフェ正式オープン、おめでとうご
ざいます︕(15) [5185]ZARDのレーベル、レコード会社について(2) [5178]「君に逢いたくなったら…」(2) [5131]ミキティさ
ん、チョコレートさん、pineさんへ(26) [5008]未公開加⼯画(14) [5165]T28さんへ(1) [5164]megamiさん、おかえりなさ〜
い︕(1)

新しい話題を投稿する

« 61 60 59 58 57 56 55 54 53 »

Request Best特典、傾向と対策

5188 選択 カーディガン 2008-02-27 01:01:43 返信 報告

皆様、こんばんは。
 会報、VOL.39にRequest Best特典の対策講座がありますので、ちょっと話題をカキコです。

特典DVDが取り出しにくいという⽅も多くおられたようですね。私は、スイスイと取り出してしま
いましたが、何度も⾒るには、やはり、元の紙ケースでは取り出しにくいので、CDやDVDのプラス
チックの収納ケースに保管することにしました。

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧
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さて、取り出し⽅ですが、記録⾯（鏡のように輝いている⾯）には、傷をつけるのはまずいので、記録⾯に傷をつけないよう
にしました。紙ケースをカッターやはさみで切ると、⼿が滑って傷をつけるおそれもありますから、切れ物は使わないほうが
いいでしょうね。もちろん、⼤⽅の⽅が、紙ケースにも傷をつけたくないと思っていることと思います。

コツは、紙ケースの取り出し⼝の半ビラのふたをお箸や鉛筆などで、うまく丸めるようにして上に引っ張り出すことが第⼀歩
です。うまく、半ビラを引き出したら、ディスクはもう⽬の前です。

 ディスクのはじっこの１ミリ〜1.5ミリを指先に⼒を⼊れてディスクを回転させながら、少しずつ引き出せば、もう勝利の⼥神
が微笑んでいることでしょう(^_-)-☆

取り出したディスクは、プラスチックのケースに⼊れて保管するのが、泉⽔さんにすぐにお会いするにはいいでしょうね。

さて、カレンダーですが、ピンで⽌めるなんて、泉⽔さんが痛そうでできません(>_<)
 本家のほうでもご紹介されてた⽅がおりましたので、私は、額に⼊れて飾ることにしました。Ｂ５サイズの額が⼀番ぴったり

ですね。部屋のインテリアにもぴったりで、とても素敵です(^_-)-☆

Re:Request Best特典、傾向と対策

5218 選択 ALIL.1967 2008-02-28 23:47:43 返信 報告

カーディガンさま，みなさまへ

特典DVDは封筒の紙が上質なんですね。透明のcdケースに移して保管しています。映像はすぐにDVDの⼤画⾯でもみ
たいですし。また，カレンダーはアクリルフォトフレームで，ホッチキスの針を取り除き，紙の折り⽬にカッターを
紙の半分の厚みまでいれて切りはなれないようにして折ってあります。

みなさまはいかがでしょうか︖

Re:Request Best特典、傾向と対策

5220 選択 カーディガン 2008-02-29 16:58:57 返信 報告

ALIL.1967 さま、みなさま、こんにちは。

私は、カレンダーは、この画像のようにしています。
 毎⽇、朝に出かける時は、泉⽔さんにごあいさつしてから出かけるようにしています。

https://bbsee.info/straylove/id/5188.html?edt=on&rid=5218
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いちおう、保存⽤に、Request Bestのアルバムは２枚購⼊しましたが、１枚しかあけていません
し、あけたほうのカレンダーも⼤切にしたいので、額に⼊れて使っています。それが⼀番使いや
すそうですね。いままで、カレンダーをこんな⾵に使ったことはありませんが、泉⽔さんの場合
は、⾃然とそうしたくなります。やっぱり泉⽔さんは特別な存在なんですね。

⽉命⽇

5189 選択 xs4ped 2008-02-27 01:07:06 返信 報告

皆さん、こんばんは。

今⽇は、泉⽔さんの９回⽬の⽉命⽇ですね。
 追悼作品(動画)をupしましたのでご覧下さい︕

追記です。
 ご覧になる際は、ハンカチのご⽤意をお忘れなく︕

 http://www.youtube.com/watch?v=JQrcJl9eEfY

PS.
 megamiさん、お宝品はもうGetしたかな〜︖

http://xs4ped.spaces.live.com/

Re:⽉命⽇

5191 選択 チョコレート 2008-02-27 10:47:24 返信 報告
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xs4pedさんへ
こんにちは。⽉命⽇の追悼動画、拝⾒してきました。

 画像を作られた皆さんの思いが伝わってくるようで・・
 曲にもぴったりで・・涙がでてしまいました。

 特に最後の部分は・・いろいろ思い出して、涙が・・どど〜っ。
 あれ︖今回もハンカチ⽤意って注意がありましたっけ︖

 また私はうっかり忘れてしまいました。皆さんはお忘れなく︕

とても素敵な動画をありがとうございました。

Re:⽉命⽇

5193 選択 xs4ped 2008-02-27 13:37:16 返信 報告

チョコレートさん、こんにちは。

> 画像を作られた皆さんの思いが伝わってくるようで・・ 
 > 曲にもぴったりで・・涙がでてしまいました。 

 > 特に最後の部分は・・いろいろ思い出して、涙が・・どど〜っ。 
 皆さんの想いの詰まった画像(加⼯画)なので当然でしょう︕(笑)

 感動の余りお涙頂戴し、誠に有難う御座います。(笑)
 加⼯画をUpして下さいました皆さんに、お礼申し上げます。(^_^)

 ⼀周忌まで持つように、此れからも沢⼭Upして頂けますようお願い致します。(笑)
 > あれ︖今回もハンカチ⽤意って注意がありましたっけ︖ 

 > また私はうっかり忘れてしまいました。皆さんはお忘れなく︕ 
 あっ、予告するのをすっかり忘れてました。(笑)

 皆さ〜ん、今回もご覧になる前にハンカチの⽤意をお忘れなく︕(笑)

http://xs4ped.spaces.live.com/

Re:⽉命⽇

5201 選択 カーディガン 2008-02-27 20:47:56 返信 報告
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xs4pedさん、こんばんは。
今⽇は⽉命⽇ですね。またまた素敵な動画のアップありがとうございます。

 さきほど、家に帰ってきましたが、帰り際から雪が降り出してきました。こんな⽇は、泉⽔さんのお気に⼊りの「pra
y」がよく合いますね(^^♪

 今年は全国的に、⼤阪や東京でもよく雪が降るようで、泉⽔さんの曲がとても感じ⼊りますね。
 xs4pedさんのお住まいのところでは、雪でしょうか︖⽇本海側でも、平地は、雪よりも⾬が多いようですが、いかが

でしょか︖

それでは、今⽇は、泉⽔さんの曲を聴いて、泉⽔さんを偲びたいと思います。xs4pedさんも、ともに偲んでいること
と思います

 。

＞皆さ〜ん、今回もご覧になる前にハンカチの⽤意をお忘れなく︕(笑)

今⽇も落涙させていただきました(Ｔ_Ｔ)

Re:⽉命⽇

5203 選択 xs4ped 2008-02-27 21:19:56 返信 報告

カーディガンさん、こんばんは。
 > 今⽇も落涙させていただきました(Ｔ_Ｔ) 

 チョコレートさんに続きお涙頂戴し、誠に有難う御座います。(笑)
 > xs4pedさんのお住まいのところでは、雪でしょうか︖ 

 此⽅は全般的に曇り(チョット晴れ、チョット⾬)でした。
 > それでは、今⽇は、泉⽔さんの曲を聴いて、泉⽔さんを偲びたいと思います。xs4pedさんも、ともに偲んでいるこ

とと思います 
 > 。 

 忙しくて、やっと先程からリクメモⅡを聴きながら、泉⽔さんを偲んでおります。m(__)m

PS.
 皆さ〜ん、今回もご覧になる前に、ハンカチの⽤意が必要みたいですよ。(笑)

https://bbsee.info/straylove/id/5189.html?edt=on&rid=5203
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5203


寺尾さんはお元気ですか︖

5204 選択 シヴァ 2008-02-27 21:28:12 返信 報告

ｘｓ４ｐｅｄさん、こんばんは︕

> 今⽇は、泉⽔さんの９回⽬の⽉命⽇ですね。 
 > 追悼作品(動画)をupしましたのでご覧下さい︕ 

 早速、観させていただきました。
 ｘｘｘさんと皐さんの加⼯画がたくさんありましたね。

 観たら誰の作品か⼤体わかるなんて結構すごいでしょ︖
 この曲もすごくいい曲ですよね︕シングルカットしても不思議ではないですよね︕

ところで寺尾さんはどうされていますか︖
 私としては完全にウイルスに感染してしまって欲しいんですけどね︕

 

「pray」 another ver.

5206 選択 stray 2008-02-27 22:07:58 返信 報告

xs4pedさん、こんばんは。

⽉命⽇恒例の動画、どうもありがとございました。
 ⾶び⽴つ「雁︖」が印象的でした。

 私のところは、春近しにほど遠い猛吹雪ですが（笑）。
 「pray」はいいですね。

カフェのメニューにも２つ取り⼊れられてますが、”⾚い⽷の〜”と
 ”⼼地よかった コーヒーとバーガーで”のフレーズは⼀度聞いたら忘れませんね。

お礼に「pray」another ver.です。
 最初の ♪⾚い⽷の〜 にコーラスがありません。

 http://www.filebank.co.jp/wblink/45d43a50f4fc8347f1359543fafd8ace

Re:⽉命⽇

https://bbsee.info/straylove/id/5189.html?edt=on&rid=5204
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5204
https://bbsee.info/straylove/id/5189.html?edt=on&rid=5206
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5206


5208 選択 ⼭茶花 2008-02-27 23:27:15 返信 報告

xs4pedさん、こんばんは。
 別スレでは、投稿ありがとうございました!

>>今⽇は、泉⽔さんの９回⽬の⽉命⽇ですね。 
 ⽉命⽇が9回⽬になるんですね。

 >>追悼作品(動画)をupしましたのでご覧下さい︕ 
 #5189の加⼯画は、⾃分も所有してますよ。

 素敵ですよね＾＾
 同時に動画も⾒せて貰いました。

 こちらも素敵でした〜。
 よくああいった映像を創ることが出来るもんですね。

 またまた関⼼。

Re:⽉命⽇

5209 選択 xs4ped 2008-02-28 00:02:51 返信 報告

シヴァさん
 > ｘｘｘさんと皐さんの加⼯画がたくさんありましたね。 

 > 観たら誰の作品か⼤体わかるなんて結構すごいでしょ︖ 
 では、１番から順に誰の作品(加⼯画)か当てて⾒て下さい。
 全問、正解出来たらご褒美を差し上げます。(笑)

 > この曲もすごくいい曲ですよね︕シングルカットしても不思議ではないですよね︕ 
 ですよね〜

 私はLive DVDが出てからですが、リピートしまくりました。(笑)
 聴けば聴く程、奥深い名曲ですね。(^_^)

 > ところで寺尾さんはどうされていますか︖ 
 > 私としては完全にウイルスに感染してしまって欲しいんですけどね︕ 

 

https://bbsee.info/straylove/id/5189.html?edt=on&rid=5208
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5208
https://bbsee.info/straylove/id/5189.html?edt=on&rid=5209
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5209


隔離室で唸っておりました。(笑)
ワクチンが出来るまで退院出来ないでしょう。(笑)

strayさん
 >カフェのメニューにも２つ取り⼊れられてますが、”⾚い⽷の〜”と 

 >”⼼地よかった コーヒーとバーガーで”のフレーズは⼀度聞いたら忘れませんね。 
 全くです。

 特に”⾚い⽷の〜”は皐ちゃんとの合作品(加⼯画・カフェメニュー)ですので、
 ⼀⽣、忘れられないですね︕

PS.
 「pray」another ver.有難う御座います。(^_^)

 お返しを送りましたので、受け取って下さい。

⼭茶花さん
 >こちらも素敵でした〜。 

 >よくああいった映像を創ることが出来るもんですね。 
 気に⼊って貰えて、とても嬉しいです。(^_^)

 Windowsムービーメーカー(標準添付ソフト)で作成出来ますよ。
 試しに、挑戦してみたら︖(笑)

 

Re:⽉命⽇

5210 選択 アネ研  ◆craoLd8Ou2 2008-02-28 01:51:47 返信 報告

こんばんは、xs4pedさん、
 感激しました。

 特に１分５０秒頃の爆発︖は計算どうりなのかな〜。
 偶然も才能ですが、驚くばかりです。

 エンディングは予想した通りベタでしたが、それでも感動しますね。(涙）
 ありがとうございました。

https://bbsee.info/straylove/id/5189.html?edt=on&rid=5210
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5210


Re:⽉命⽇

5211 選択 xs4ped 2008-02-28 03:28:35 返信 報告

アネ研さん、こんばんは。
 > 特に１分５０秒頃の爆発︖は計算どうりなのかな〜。 

 > エンディングは予想した通りベタでしたが、それでも感動しますね。(涙） 
 さすが⻲井刑事、洞察⼒が鋭いですね。(笑)

 トリの画像も予想通りでしたか︖
 またまた、お涙頂戴し、誠に有難う御座います。(笑)

 ちゃんと、ハンカチを⽤意してからご覧になりましたか︖(笑)

Re:⽉命⽇

5213 選択 ⼭茶花 2008-02-28 13:01:11 返信 報告

xs4pedさん、こんにちは。
 >>Windowsムービーメーカー(標準添付ソフト)で作成出来ますよ。 

 >>試しに、挑戦してみたら︖(笑) 
 いやー⾃分には中々出来ないですね(笑)

 

Re:⽉命⽇

5216 選択 皐 2008-02-28 17:46:45 返信 報告

作品を拝⾒させて頂きました︕
 皆さんの仰るとおり、私も⽬頭が熱くなって来ちゃいましたよ〜(≧ω≦｡)

xs4pedさん(寺尾さん(笑))と合作をした作品(2/10分)が、
 ちょうどいいタイミングで表⽰された時は、ちょっと感動しましたね。

今回も動画制作お疲れさまでした(*^_^*)

https://bbsee.info/straylove/id/5189.html?edt=on&rid=5211
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5211
https://bbsee.info/straylove/id/5189.html?edt=on&rid=5213
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5213
https://bbsee.info/straylove/id/5189.html?edt=on&rid=5216
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5216


Re:⽉命⽇

5217 選択 xs4ped 2008-02-28 22:20:18 返信 報告

皐ちゃん、こんばんは。
 > xs4pedさん(寺尾さん(笑))と合作をした作品(2/10分)が、 

 > ちょうどいいタイミングで表⽰された時は、ちょっと感動しましたね。 
 嬉しい⼀⾔、ありがとうございます︕

 タイミング、バッチリでしたか。(^_-)-☆
トリの画像はどうでしたか︖

 xxxさんも喜んでくれたかな︖
 

(無題)

5196 選択 ⼭茶花 2008-02-27 14:17:31 返信 報告

そう⾔えば、当サイトのリンクも素敵ですよね。⼤分前から気付いていましたが･･･
おなじみの、xs4pedさんのサイトにも初めて覗かせて貰いましたけど、素敵なサイトになっていますね☆

 ちなみに、れおさんのサイトもチラッと覗いてきました。覗いてみただけですけど･･･
 只今、事情があって謹慎中なので(爆)

あちらのリンクも素敵でした。関⼼ですね。
 以上、サイトのリンクの感想でした(笑)。

 

Re:(無題)

5198 選択 xs4ped 2008-02-27 15:10:46 返信 報告

⼭茶花さん、こんにちは。

https://bbsee.info/straylove/id/5189.html?edt=on&rid=5217
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5217
https://bbsee.info/straylove/id/5196.html
https://bbsee.info/straylove/id/5196.html?edt=on&rid=5196
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5196
https://bbsee.info/straylove/id/5196.html?edt=on&rid=5198
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5198


> そう⾔えば、当サイトのリンクも素敵ですよね。⼤分前から気付いていましたが･･･ 
此処の何処にリンクが貼って有るの︖

 サイト内のリンクの事でしょうか︖
 他サイトのリンクは貼られていないと思いますが・・・

 > おなじみの、xs4pedさんのサイトにも初めて覗かせて貰いましたけど、素敵なサイトになっていますね☆ 
 ご来場頂き、誠に有難う御座います。(笑)

 素敵なサイトと⾔って頂き、とても嬉しいです。(^_^)
 またのご来場お待ちしております。(笑)

 > ちなみに、れおさんのサイトもチラッと覗いてきました。覗いてみただけですけど･･･ 
 > 只今、事情があって謹慎中なので(爆) 

 > あちらのリンクも素敵でした。関⼼ですね。 
 過去スレ⾒ましたか︖

 ⾒てないようなので、遡って⾒てみて下さい。(1⽉分)
 

Re:(無題)

5199 選択 ⼭茶花 2008-02-27 15:53:45 返信 報告

xs4pedさん、こんにちは。
 >>サイト内のリンクの事でしょうか︖ 

 はい、そうです。
 >>過去スレ⾒ましたか︖ 

 >>⾒てないようなので、遡って⾒てみて下さい。(1⽉分) 
 過去スレッドの投稿ですが、確認してきました。

 本当は「謹慎中」ではなく、⾏けないんです……
 私が⾃分の投稿にあたり、周囲の空気をよく掴めていなかったことですよね︖

 抑も⾃分が悪くて、⾃分のせいで波紋が広がった感じみたいですが、
 それ以来、殆ど⾜を運ぶことがなくなりました。

 あ︕そう⾔えばあちらでxs4pedさんの投稿を⾒掛けましたよ。皆さんと随分楽しそうで良いですね︕
 羨ましいです︕よく向こうにも⾏かれるんですか︖

https://bbsee.info/straylove/id/5196.html?edt=on&rid=5199
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5199


Re:(無題)

5200 選択 xs4ped 2008-02-27 19:55:12 返信 報告

⼭茶花さん、こんばんは。
 > 過去スレッドの投稿ですが、確認してきました。 

 > 本当は「謹慎中」ではなく、⾏けないんです…… 
 > 私が⾃分の投稿にあたり、周囲の空気をよく掴めていなかったことですよね︖ 

 その後の、れおさんのスレを未だ⾒てないようですね。(1/15〜1/20頃︖)
 ⼭茶花さんへのコメントも有りましたよ。

 > よく向こうにも⾏かれるんですか︖ 
 寝袋を持ってちょくちょく遊びに⾏ってますよ。(笑)

 Z板の⽅にも、たまに遊びに⾏ってますよ。

Re:(無題)

5202 選択 ⼭茶花 2008-02-27 21:13:41 返信 報告

xs4pedさん、こんばんは。

>>その後の、れおさんのスレを未だ⾒てないようですね。(1/15〜1/20頃︖) 
 ⼭茶花さんへのコメントも有りましたよ。

 私に関する投稿は、れおさんのコメントを含めて、すべて確認済みです。
 おそらく、01/07〜01/08頃までの投稿と⾒られますが…

>>こっちが閑古⿃︖なもんで・・・(笑) 
 なるほどね。

 私の場合は、⾃分にとって、こちらが⼀番安らげる場所ですね＾＾
 

⼭茶花さんへ

5207 選択 stray 2008-02-27 22:30:19 返信 報告

https://bbsee.info/straylove/id/5196.html?edt=on&rid=5200
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5200
https://bbsee.info/straylove/id/5196.html?edt=on&rid=5202
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5202
https://bbsee.info/straylove/id/5196.html?edt=on&rid=5207
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5207


こんばんは。

別スレですが、カフェ開店のお祝いありがとうございました︕
 「鯛焼き」がお気に⼊りのようで…（笑）。

 カロリー”ゼロ”なので毎⽇召し上がって下さいね。

> 私の場合は、⾃分にとって、こちらが⼀番安らげる場所ですね＾＾ 
 ありがとうございます(^^。

無題

5212 選択 匿名 2008-02-28 11:47:28 返信 報告

xs4pedさんへ

貴男の⾔動に不快感を覚えた者です。
 ⼭茶花さんに対する思いやりのなさや、ここのHPを「閑古⿃」と表現したりと……

貴男が製作された動画には、xxxさんや、皐さんの画像がたくさんありましたね、
 xxxさんや皐さんの画像には、その御⼈柄が偲ばれとても癒されていますが、

 それらは、この研究所に寄贈された物も含まれていたと思います。
 ここの美術館があっての動画だと思いますが………いかがでしょう︖
 「閑古⿃」という表現は、美術館という形でみなさんに多くの画像を提供されている管理⼈strayさんに対して礼儀に

かけ⼜、配慮のない⾔葉だと思います。
 どれだけstrayさん達と親しいのか私には解りませんが、

 親しい間にも礼儀が必要だと思っています。
 ⾔葉を⼤切にされた泉⽔さんのファンであるならもう少し、⾔葉に気をつけて頂きたい。

匿名さん、皆さんへ

5214 選択 xs4ped 2008-02-28 16:00:51 返信 報告

匿名さん、皆さんへ

https://bbsee.info/straylove/id/5196.html?edt=on&rid=5212
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5212
https://bbsee.info/straylove/id/5196.html?edt=on&rid=5214
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5214


冗談が過ぎ不適切な発⾔をし、不快な思いをさせてしまい申し訳有りませんでした。m(__)m
> 親しい間にも礼儀が必要だと思っています。 

 匿名さんのおっしゃる通りです。すいませんでした。m(__)m

PS.
 尚、匿名さんの投稿以前に、strayさんには私の想い(真意)は

 伝えて有りますので、ご理解の程、宜しくお願い致します。
  

 

匿名さん、xs4pedさんへ

5215 選択 stray 2008-02-28 17:46:43 返信 報告

こんばんは︕

まず「閑古⿃」の件ですが、⽐較対象もあるでしょうし、賑わってると感じるか、
 閑散としてる感じるかどうかは、主観の問題ですから、私は気にしておりませんでした。

美術館の作品は持ち出し⾃由です。xs4pedさんにもその旨伝えてあります。 
 ただ、他所でばらまくのは、Z研の存続とも絡んでくるのでお⽌めください。（逆も同様）

 また、⼆次（三次︖）加⼯については、持ち出した⼈が責任を持ってください。

⼭茶花さんへの発⾔は、本⼈も不適切だったと謝ってますので、これでお終いにしましょう。

> 尚、匿名さんの投稿以前に、strayさんには私の想い(真意)は 
 > 伝えて有りますので、ご理解の程、宜しくお願い致します。 

 これは皆さんにお伝えできないのが残念です（笑）。>xs4pedさん

カフェ正式オープン、おめでとうございます︕

5078 選択 チョコレート 2008-02-21 18:54:10 返信 報告

https://bbsee.info/straylove/id/5196.html?edt=on&rid=5215
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5215
https://bbsee.info/straylove/id/5078.html
https://bbsee.info/straylove/id/5078.html?edt=on&rid=5078
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5078


所⻑さん、皆さん、こんばんは。チョコレートです。
さっきカフェに⾏ってみたら、正式オープンしていました。

 トップメニューもメニュー画像が⾒れるようになっていて、
 すっごく豪華な、⽴派なお店になっています︕

 どのメニューもおいしそうですね。毎回悩みそうです。
 こんなことできるなんて、すごいですね〜。

 ますます居⼼地が良くなって、Z研から離れられなくなりそう・・カフェに住みついてしまいそう・・すでにミキティさんと⼀
緒に住みついている(?)。

所⻑さんのお話では、カフェの売り上げ⾦が、⼗津川＆⻲井コンビをイランに派遣（megamiさんの捜索）するために当てら
れるらしいです(笑)。

 私も毎⽇通って、イランでの捜査に役⽴てていただきたいと思います。

「マイブレンド」ですが、⾃分のお気に⼊りのカップの画像（中⾝はちゃんとコーヒーを⼊れておいてくださいね）
 をカフェに登録しておくと、マイブレンドが本当に⾃分専⽤のブレンドコーヒーとして出てきます。感動します︕

 別料⾦はかかりませんので、皆さん、ぜひご利⽤ください︕

あら︖なんだか私はお店の宣伝に来たみたいですね(笑)
 とりあえず、おめでとうございます︕

所⻑さんへ

5080 選択 チョコレート 2008-02-21 19:08:41 返信 報告

またまたチョコレートです。
 所⻑さん、貴重な画像をいただき、ありがとうございました︕

 2006は画像が粒ぞろいって感じで、とても良いですね〜。
 リクメモのおまけの2008カレンダーと⽐べてしまうと・・・おまけだから仕⽅ないのでしょうか。

 でも、もう少し頑張って欲しかった気がしました。
 泉⽔さんのことだから、素敵な、美しい写真がまだまだたくさんあるでしょうし・・。

 また機会がありましたら、美しい泉⽔さんの画像をぜひお願いします︕

https://bbsee.info/straylove/id/5078.html?edt=on&rid=5080
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5080


Re:チョコケートさんへ

5081 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-02-21 19:15:24 返信 報告

チョコケートさん、こんばんは。

ほぼ住み着いているんですね（笑）。
 それじゃっ、店⻑を、オ・ネ・ガ・イ︕︕（笑）

 名ばかりの店⻑じゃありませんよ︕
 ちゃんと残業代付きます︕（マックと違って（笑））

 早速売り込みまでしてくれて、もう⽴派な店⻑ですね〜。

バイト代ですが・・・（笑）、
 チョコケートさんとチビ怪獣ちゃんの好きなもの、⾷べ放題でどうでしょう︖（笑）

 もちろん、気の向いたときだけ勤務していただければ結構ですよ︕
 そこのコタツに寝てる（笑）、ミキティさんと交代制でもOKです。ご検討を〜（笑）。

 

Re:カフェ正式オープン、おめでとうございます︕

5086 選択 ミキティ 2008-02-21 23:02:45 返信 報告

みなさん チョコレートさん
 こんばんは

 カフェ トレヴィの泉⽔OPENおめでとうございます
 （＾－＾）

 私はコタツ持参で（まだ許可とっていないけどっっ）
  チョコレートさんと 同じ想いでいます（＾－＾）

 本当にすっごく⽴派で豪華なお店さんです。
  感想をゲストBOOKに記しました☆

 今⽇は 何度か呼ばれている気がして︕︖遊びに来ました。
   部⻑さん ばれました︖（笑）
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Re:カフェ正式オープン、おめでとうございます︕

5094 選択 stray 2008-02-22 09:14:55 返信 報告

チョコレートさん、ミキティさん、おはようございます。

お祝い＆宣伝どうもありがとうございます︕（笑）
 お⼆⼈には是⾮、厨房隣の従業員室（和室・コタツ完備）に住み着いていただき、

 ダブル店⻑をお願いしたいです（笑）。

⼿前味噌になりますが、毎⽇いじってるのですご〜く愛着あるページで、
 カフェのページをＺ研ＨＰのトップにしたいくらいです（笑）。

 カフェのほうが落ち着くというか…（笑）。

Re:カフェ正式オープン、おめでとうございます︕

5098 選択 チョコレート 2008-02-22 09:47:01 返信 報告

所⻑さん、部⻑さん、皆さん、おはようございます。チョコレートです。

> お⼆⼈には是⾮、厨房隣の従業員室（和室・コタツ完備）に住み着いていただき、 
 > ダブル店⻑をお願いしたいです（笑）。 

 今、掲⽰板に来てみてびっくり︕えぇっ︕︖︖私とミキティさんが店⻑ですかっ︖うひょ〜︕
 あんなに⽴派になったお店の店⻑は私などに務まるのかな︖とはなはだ疑問ですけど・・かなり待遇が良いですよね

ぇ。
 イソウロウにちゃんとしたお部屋（しかもコタツつき︕）をいただけるなんて、すごい︕

しかも、⾷べ放題つきなんて〜普通、ありえませんよね。
 部⻑さんがお忙しい時間に店番くらいならできるかもしれませんが・・ミキティさんがご⼀緒なら・・楽しそうか

な。
 ミキティさんに相談してみます(笑)。

> カフェのほうが落ち着くというか…（笑）。 
 カフェ、本当に良いですよね〜。私も⼤好きです。掲⽰板に来るのを忘れそうなくらい(笑)。
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実際にこんな素敵なカフェがあったら良いのになと思います。
皆さんが忙しい⽇常の中で、ふらっと⽴ち寄ってホッとできるような場所になると良いですね。

ミキティさんへ
 ミキティさん(うさぎちゃん︖︖すっごくかわいいですね)がコタツで寝ている間にすごいことになってますよ︕

 所⻑と部⻑さんお⼆⼈から、ミキティさんと私でダブル店⻑にって︕
 コタツつきのお部屋をいただけるそうですよ〜。どうしますか〜︖

Re:カフェ正式オープン、おめでとうございます︕

5106 選択 xs4ped 2008-02-22 13:07:05 返信 報告

皆さん、こんにちは。

カフェ「トレヴィの泉⽔」正式オープンおめでとうございます︕
 メニュー画像が流れてて、どれお注⽂しようか迷いますね。(^_^)

 ミキティさんの⾔うとおり流れていかないで〜(｡･o･)ﾉﾉ 
 待ってぇぇぇていう感じですよ。(笑)

 と⾔う事なので、端から順に全部注⽂して⾏きま〜す。(笑)

チョコレートさん、ミキティさん店⻑就任︖おめでとう︕
 売り上げ⽬標、⽉/100万ですから宜しくね。(笑)

PS.
 strayさん、カレンダー有難う御座いました。(^_^)

 

チョコレートさん、ミキティさんへ

5107 選択 xs4ped 2008-02-22 13:40:03 返信 報告

チョコレートさん、ミキティさんへ

名刺が出来ましたので、早速、営業活動の⽅も宜しく︕(笑)
 コタツで寝てちゃダメですよ︕(笑)

 megamiさんの捜索費⽤の捻出の為、頑張って売り上げ伸ばして下さいよ。(笑)
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PS.
strayオーナー住所・TEL必要で有れば⼊れて下さい。(笑)

画像差し替えました。

Re:チョコレートさん、ミキティさんへ

5110 選択 チョコレート 2008-02-22 16:39:46 返信 報告

xs4pedさんへ
 > 名刺が出来ましたので、早速、営業活動の⽅も宜しく︕(笑) 

 きゃ〜素敵な名刺まで︕寺尾さんことxs4pedさんに作っていただいたなんて、すごい︕︕うれしいですっ︕
 でも・・まだミキティさんと相談がすんでいないので・・。

 店⻑に決まったわけでは・・(汗)。でもでも、ありがとうございます︕
 これって、すでに逃れられないって感じでしょうか︖︖(笑)

> megamiさんの捜索費⽤の捻出の為、頑張って売り上げ伸ばして下さいよ。(笑) 
 微⼒ながら・・頑張ります。

 売り上げ伸ばすためには、お笑いのセンスは⽋かせないと思いますので、
 アドバイザーにpineさんを推薦させていただきます︕

 ね、所⻑さん、⾒てますか︖

Re:カフェ正式オープン、おめでとうございます︕

5111 選択 ミキティ 2008-02-22 18:14:50 返信 報告

みなさん こんばんは（＾－＾）

 まだ夢を⾒ているのかな。。。(･ｪ･)(･ｪ-)(-ｪ･)(-ｪ-)｡o○Zｚz…ヾ(｡･ｪ･)
> お⼆⼈には是⾮、厨房隣の従業員室（和室・コタツ完備）>に住み着いていただき、 
> ダブル店⻑をお願いしたいです（笑）。
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 掲⽰板⾒て うろうろ チョコレートさんと⼀緒に
 うひょ〜︕×１００

 ⽬が点(゜o゜)と⾔うのはこのことっっ（汗）
  でも本当に待遇が良いですよねっっ チョコレートさん（＾－＾）

コタツ付きのお部屋がかなりポイント⾼いです︕

 xs4pedさん☆
 こんばんは（＾－＾）

  > 名刺が出来ましたので、早速、営業活動の⽅も宜しく︕ >(笑)
  >コタツで寝てちゃダメですよ︕（笑）

  売り上げ予算や名刺まで考えてくださってありがとうございます。
   店⻑さんだったら コタツで寝ている場合ではないですね︕ 美味しい誘惑多しです(*^ｰ^)ﾉ

  
  でも私はこのキャラが似合っていると思うので チョコレートさんを店⻑さんに推薦します（＾－＾） チョコレ

ートさん 時に店番しますので チョコレートさん どうですか(*^ｰ^*)

Re:カフェ正式オープン、おめでとうございます︕

5112 選択 pine 2008-02-22 21:33:13 返信 報告

みなさん こんばんは
 cafeのおいしそうなスクロールメニューを⾼速にして遊んでいたら、⽬が付いていかなくて酔ってしまいました。動

体視⼒を鍛えるのに良いかもですよ。（笑）

チョコレートさん＆ミキティさんのダブル店⻑ 素敵ですね〜☆と⾒ていたら、チョ・チョコレートさんっ︕私をア
ドバイザーに推薦って…（汗）

 まだ住みついてはいないですが、「お客さん また来たの〜」って⾔われるくらい通ってますし、キッズルームでも
お世話になってますから、

 お⼿伝いさせていただけるのは嬉しいですが、お役に⽴てるかどうかは︖︖︖︖︖ですよ。
 ところで、アドバイザーって何するのでしょう︖

 訳すと「そうだんやく」…何かを焼くお仕事かな︖
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Re:カフェ正式オープン、おめでとうございます︕

5113 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-02-22 21:44:37 返信 報告

pineさん、こんばんは︕

> ところで、アドバイザーって何するのでしょう︖ 
 > 訳すと「そうだんやく」…何かを焼くお仕事かな︖

いいですねぇ︕
 その調⼦で、せっせと世話を焼いて下さい（笑）。

 

Re:カフェ正式オープン、おめでとうございます︕

5115 選択 チョコレート 2008-02-23 00:40:17 返信 報告

ミキティさんへ
 こんばんは〜。チョコレートです。店⻑と⾔われて⼼配で眠れなくなり(笑)、こっそり掲⽰板に来ました〜。

>  でも私はこのキャラが似合っていると思うので チョコレートさんを店⻑さんに推薦します（＾－＾）  
 ひょえ〜っ︕ミキティさん、わ、私⼀⼈じゃ無理ですよ〜。今もこんなに寝つきの悪い⼩⼼者なんですから・・。

 よくよく⼀⼈で考えてみたんですが、私もイソウロウで美術館やカフェをうろうろしているキャラがとても気にいっ
てます。

 そうですよね︕ミキティさんの⾔うとおり︕
 私も、店⻑はどう考えても無理なので、皆さんがお仕事が忙しい朝から⼣⽅くらいまでのお店番を引き受けます︕

そんなわけでやっぱり店⻑は今までどおりに部⻑さん、お願いしますね〜。
せっかく所⻑さんが⽤意してくれたコタツつき和室は、店番のときにミキティさんと使わせていただきます。

 あ〜すっきりした。これで眠れそうです・・おやすみなさい。

pineさんへ
 アドバイザーをお願いしたのですが、店⻑をお断りしちゃいました。やはりイソウロウには荷が重くて・・。

 でも、カフェが楽しくなるようにはpineさんのセンスは絶対必要だと思いますよ。
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なのでアドバイザーの推薦は引き続きしておきますね。
難しいことはさておき、まずは私が店番しているときの話し相⼿(?)からお願いします︕

チョコレートさん、ミキティさん、Pinoさんへ

5120 選択 xs4ped 2008-02-23 03:18:12 返信 報告

チョコレートさん、ミキティさん、Pinoさんへ

名刺変更しましたので、更に頑張ってね〜(笑)
 写真⼩っちゃいかな〜

 泉⽔さんが⾒てるので、サボッちゃダメですよ。(笑)
 今までの店主は軽薄なので(笑)、⽉/10万も⾏かないので、

 このまま続けたらカフェが潰れてしまいますので、宜しくお願いします︕(笑)

PS.
 画像差し替えました。

Re:カフェ正式オープン、おめでとうございます︕

5128 選択 ミキティ 2008-02-23 15:15:40 返信 報告

チョコレートさん みなさん こんにちは（＾－＾）

 私も⼼配で出掛けられなくなり その前に寄ってみました。
  私もチョコレートさんと同じ 店番（おやつ持込で）しますのでコタツ付き お部屋を残しておいてくださ〜い

<m(__)m>
  部⻑さんお願いします︕ 私も あ〜すっきりした(^・^)

  pineさん（＾－＾） pineさんの技術を勉強させくださいね☆

 xs4pedさん（＾－＾）
  こんにちは♪

   というわけで 私達 ⼀番⾃分らしい イソウロウ
 ▽･ｪ･▽ ＆店番を頑張りますので 修⾏していつの⽇か 店⻑さんなれるまで名刺を保存しておいてくださいね。
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 おばぁちゃんになちゃったりして（笑） 
  カフェに通って 売り上げに貢献します（笑）

 （＾－＾）

Re:カフェ正式オープン、おめでとうございます︕

5195 選択 ⼭茶花 2008-02-27 13:54:26 返信 報告

strayさん、チョコレートさん、みなさん、
 こんにちは。

カフェ正式オープン、おめでとうございます。
 ⼤分遅くなったんですが、祝福させて下さい(笑)

 実は、トレヴィの泉⽔でも、お祝いさせて貰いました。
 今は、T28さんが発案された、「パリッとやこう︕」でしたっけ。あまりにも美味しいので、何個も頂いてます

(笑)。
 お店の経営は、こちらのサイトと共有で⼤変でしょうけど、頑張って下さい。

 

ZARDのレーベル、レコード会社について

5185 選択 ⼭茶花 2008-02-26 23:14:08 返信 報告

Staryさん、投稿者の皆さん、こんばんは。
 ZARDが所属しているレーベルレコード会社"B-Gram"ですが、ビーイングの関連会社だと思いますが、"STUDIO BIRDMA

N"のことを、（内容は判りませんが）⼩⽿にしたことがあるんですが、
 この前、ファンサイトのリンク先の、『Tando』というサイトでお⾒掛けしたことがありますので…

 何のことを⾔っているか、当てられる⽅︕(笑)

Re:ZARDのレーベル、レコード会社について
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5190 選択 stray 2008-02-27 10:22:01 返信 報告

⼭茶花さん、こんにちは。

> この前、ファンサイトのリンク先の、『Tando』というサイトでお⾒掛けしたことがありますので… 
 それが「ZARD掲⽰板」ですよ︕（笑）通称︓Ｚ板。

 Ｚ研やＺ．ｐ.のメンバーは、以前はみんなＺ板に住み着いていたのです。

> 、"STUDIO BIRDMAN"のことを、（内容は判りませんが）⼩⽿にしたことがあるんですが、 
 > 何のことを⾔っているか、当てられる⽅︕(笑) 

 STUDIO BIRDMAN が取り壊されるって話ですよね︖
 Beeing は、2000年頃から徐々に⼤阪に活動拠点を移しました。

 アルバムジャケットに書いてあるクレジットを⾒て下さい。
 ”Recorded & Mixed at STUDIO BIRDMAN, MOD STUDIO BEING, T's STUDIO, GARDENIA STUDIO”

 といった表記があるはずです。（AL『DEEN』より） 
 （ほかにも BIRDMAN WEST など、全部で11の録⾳スタジオがあるらしい）

泉⽔さん専⽤の、好きな時に⾃由に使えたスタジオも⼤阪に移されたのか︖
 私は詳しく知りませんが、だとすれば、ふらっと⾏くには遠すぎるので（笑）、

 リッツカールトンに泊まって、何⽇かつづけてボーカル撮りしていたのだと思われます。

東京六本⽊にある「STUDIO BIRDMAN」は、現在は貸スタジオとして使われていると
 聞いたことがありますが、いよいよ取り壊されることになったようですね。

 

Re:ZARDのレーベル、レコード会社について

5194 選択 ⼭茶花 2008-02-27 13:42:05 返信 報告

>>strayさん 
 こんにちは。

>>STUDIO BIRDMAN が取り壊されるって話ですよね︖ 
 あ︕そうそう。その話だったと思います。

 >>Beeing は、2000年頃から徐々に⼤阪に活動拠点を移しました。 
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へーそうなんですかー。確かにその年頃から、GIZAアーティストを続々と⾒掛けるようになりまし
たからね。ちなみに、"GIZA studio"は、ビーイングの傘下だったか、B-Gramの傘下

 になるんですよね︖

>>アルバムジャケットに書いてあるクレジットを⾒て下さい。 
 はい、はい。確かに明記されています。

 DEENもビーイング所属の頃は、坂井さんが使われていたスタジオで、
 ボーカル録りされていたんでしょうね。（はぁ･･･またビーイングに戻ってくれないかしら･･･）

>>泉⽔さん専⽤の、好きな時に⾃由に使えたスタジオも⼤阪に移されたのか︖ 
 >>私は詳しく知りませんが、だとすれば、ふらっと⾏くには遠すぎるので（笑）、 

 なるほど。確かに。
 >>リッツカールトンに泊まって、何⽇かつづけてボーカル撮りしていたのだと思われます。 

 そうなんですねー。初めて知りました。
 坂井さんは、⾃分のボーカル録りは、納得がいくまでレコーディングされていたと⾔いますからね。

 >>東京六本⽊にある「STUDIO BIRDMAN」は、現在は貸スタジオとして使われていると 
 >>聞いたことがありますが、いよいよ取り壊されることになったようですね。 

 そうですかー。strayさんのご説明でよく分かりました。
 有り難うございます。

「君に逢いたくなったら…」

5178 選択 stray 2008-02-26 21:52:27 返信 報告

皆さんこんばんは。

今⽇は「君に逢いたくなったら…」の発売⽇。
 先⽇、皐ちゃんがこの曲を題材に2枚加⼯画を作ってくれましたが、

 緑⾊が似合うとっても爽やかな印象の曲であるのに、2⽉発売だったんですね。
 ジャケ写はもともとこんな感じのショットだったのを、緑っぽく染めたのでしょうか。

https://bbsee.info/straylove/id/5178.html
https://bbsee.info/straylove/id/5178.html?edt=on&rid=5178
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5178
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/b635f9e3c038855c68c2704f08caeee1.jpg


歌詞の中で印象的なのが、
♪「⼤丈夫だよ」という君の⾔葉が

  ⼀番⼤丈夫じゃない♡ ♪
 のフレーズです。♡マーク付いた歌詞って他にありましたっけ︖

Re:「君に逢いたくなったら…」

5186 選択 カーディガン 2008-02-26 23:57:51 返信 報告

所⻑様、みなさん、こんばんは。ここに書くのは久しぶりですね。
 今⽇は、「君に逢いたくなったら・・・」の発売⽇ですから、ぜひともカキコをしようと思

っていたし、会報がきっと届いているはず︕︕と思っていたので、少し早めに帰ってきまし
た。

 思ったとおり、無事、会報が届いておりました(^_-)-☆でも、なぜ、所⻑様のほうが、こ
ちらよりも早く届くのでしょうか︖

 宮城公演のことなど、いろいろと載っており、とても感慨深く読ませていただきました(^^♪

♪遠い将来がこんなに早く来るとは思わなかった

泉⽔さん、そうなんですか︖泉⽔さん、理由（わけ）を教えてください。

Re:「君に逢いたくなったら…」

5187 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-02-27 00:39:38 返信 報告

こんばんは、所⻑、カーディガンさん、みなさん、
 この曲はpvも何パターンのもあるし当時は⼒をいれたんですかね︖

 しかし、この
 「これが最初で最後の恋に
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なればいいなと思う」
っていうのは、さすがは泉⽔さんの詞ですね。

 ⼀番好きなところは、所⻑が書いてるところなんですが。

ミキティさん、チョコレートさん、pineさんへ

5131 選択 stray 2008-02-23 16:44:09 返信 報告

皆さんこんにちは︕

カフェの店⻑さんは荷が重かったようですね（笑）。
 不眠症にしてしまうのでいけないので、チョコレートさんには平⽇の昼間、

 ミキティさんには平⽇の夜に、「お店番」をお願いできますでしょうか。
 カフェのテーブルでも、従業員室でも、お好きなほうに居てください（笑）。

 pineさんは、従業員室に出⼊りする、超⾯⽩いお客さんということで（笑）、
 チョコレートさん、ミキティさんのお⼿伝いをお願いしたいと思います。

必要なら、カフェスタッフ⽤の「落書き帳」も⽤意しますので（笑）。
 どうぞよろしくお願いしますね︕

 

Re:ミキティさん、チョコレートさん、pineさんへ

5136 選択 xs4ped 2008-02-24 00:13:03 返信 報告

チョコレートさん、ミキティさん、pineさんへ

名刺変更しましたので宜しくお願いします。(^_^)
 泉⽔さんが監視役ですので頑張ってね〜(笑)

PS.
 アネ研さん、megamiさん⼤丈夫でしょうか︖

 とても⼼配です。
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Re:ミキティさん、チョコレートさん、pineさんへ

5140 選択 ミキティ 2008-02-24 17:40:02 返信 報告

所⻑さん xs4pedさん みなさん（＾－＾）
  こんばんは（＾－＾）

今朝は雪が積もっていてビックリしました。
  所⻑さん 私で宜しかったら店番頑張りますので宜しくお願いします。(*^ｰ^)ﾉ   

  さてさて 何からお⼿伝いしたらよいかな みなさんを（＾－＾）笑顔で迎えることから
  頑張ろう︕ ^-^)ﾉ(* ^-^)ﾉいらしゃいませ

  カフェスタッフ専⽤の落書帳 ⾯⽩いですね(^・^) とってもよいと思います
  みなさん どうぞ宜しくお願いしますヽ('ｰ'#)/ 

   チョコレートさんpineさん 頑張りましょうね☆

xs4pedさん（＾－＾）
  素敵な名刺を作ってくださってありがとうございます。

  ⼤事にしますね♪ 素敵な名刺でどんどん活躍できますように☆

  megamiさんと 元気にお会い出来る⽇を待ち望んでいます

 

Re:ミキティさん、チョコレートさん、pineさんへ

5145 選択 チョコレート 2008-02-25 09:14:05 返信 報告

所⻑さん、皆さん、おはようございます。チョコレートです。
 週末は⼤荒れで、⼤変でしたね。私のところも吹雪いてましたが・・。今回は雪下ろししないですみました(苦笑)。

所⻑さんへ
 平⽇の昼間のお店番にしてくださって、どうもありがとうございます。

 私は週末と夜間はなかなかZ研をウロウロできない⽣活なので・・勤務(?)時間的にも、とても気が楽になりました。
 ありがとうございます︕
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> 必要なら、カフェスタッフ⽤の「落書き帳」も⽤意しますので（笑）。 
なんだか楽しそうですね︕ぜひぜひお願いします。

 できるかわかりませんが、とりあえずがんばりま〜す。

xs4pedさんへ
 何度も名刺を作り直してくださり、ありがとうございます︕

 泉⽔さんまでついてて⼼強いです。お店番頑張ります。
 megamiさんの捜索費捻出のため、マイブレンドおかわりは・・2杯まででお願いします(笑)。

ミキティさんへ
 お店番にしてもらっちゃいましたね。ホッ・・。

 コタツつき従業員室もいただいたので、⼀緒にがんばりましょう〜︕よろしくお願いします。

Re:ミキティさん、チョコレートさん、pineさんへ

5147 選択 pine 2008-02-25 14:15:22 返信 報告

こんにちは

所⻑さんへ
 「超⾯⽩い」って…そんなにおもしろいですか︖ ここにはおもしろい⼈がいっぱいいらっしゃいますし…

 でも「超⾯⽩い」に近づけるよう、⽇々努⼒していきたいと思います。(笑)
 チョコレートさん＆ミキティさんの邪魔をしないように、お⼿伝いさせていただきます。

xs4pedさんへ
 名刺にお⼿伝いの私の名前まで⼊れてくださるなんて…感激ですっ。（嬉涙）

 でも、名前が pino になっちゃってます。

以下、別スレへの返信失礼しますm(^_^)m

チョコレートさんへ
 話相⼿が私でいいのなら、喜んでさせていただきま〜す︕

 従業員室、鍵かけないで待っててくださいね。
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ミキティさんへ
>pineさんの技術を勉強させくださいね☆ 

 ミキティさんのコタツキャラはファンがいっぱいですから、そのままでいて下さい。
 ミキティさんがpine菌に感染すると皆さんに怒られてしまいます。(笑)

Ｔ２８さんへ
 >その調⼦で、せっせと世話を焼いて下さい（笑）。 

 世話焼きは得意なので(笑)、皆さんの邪魔をしないように頑張りマース︕

カフェの従業員室のみなさんへ

5148 選択 アネ研 2008-02-25 16:38:01 返信 報告

ミキティさん、チョコレートさん、pineさん、おめでとうございます。︖
 従業員室のコタツに⼊ってみかん⾷べながらのテレビでZARDのDVDの鑑賞はOKですが、例の⼤丸のCMのような特

ダネのチェックもお願いしますネ。（笑）

Re:カフェの従業員室のみなさんへ

5149 選択 チョコレート 2008-02-25 17:14:23 返信 報告

アネ研さんへ
 おかげさまでカフェお店番になりました。お祝い(?)ありがとうございます︕

> 従業員室のコタツに⼊ってみかん⾷べながらのテレビでZARDのDVDの鑑賞はOKですが、例の⼤丸のCMのような
特ダネのチェックもお願いしますネ。（笑） 

 ・・⻲井刑事のお役に⽴てるように頑張ります。
 まずは、⼗津川警部シリーズのビデオを⾒ることからはじめたいと思います。

 時々カフェに⽴ち寄って、捜査情報をチラッと教えていってくださいね。
 お待ちしております。

 私も「店番は⾒た︕」シリーズができるように頑張ります。
 

Re:カフェの従業員室のみなさんへ
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5150 選択 皐 2008-02-25 18:26:52 返信 報告

皆さん、こんばんは︕

チョコレートさんにミキティさん、お店番ご苦労様です(*^u^*)
 そろそろミキティさんの夜勤の時間でしょうか︖(笑)

カフェでpineさんの⾯⽩トークが繰り広げられた際には
 ぜひ教えてくださいね♪♪(笑)

皐さんへ

5151 選択 チョコレート 2008-02-25 18:52:30 返信 報告

皐さん、こんばんは。お久しぶりで〜す。
お店番、初出勤、無事におわりました。今⽇はバナナの⽪も落ちていませんでした（笑）。

 そろそろミキティさん登場の時間ですが・・従業員室のコタツで寝ているかも︖︖
 出てこなかったら従業員室のドアをノック、お願いします。

 > カフェでpineさんの⾯⽩トークが繰り広げられた際には 
 > ぜひ教えてくださいね♪♪(笑) 

 ぎゃははは・・私も楽しみです。皐さんのご来店、お待ちしております。あ、昼間は無理かな（汗）。

アネ研さん、皐さん、チョコレートさんへ

5153 選択 pine 2008-02-25 19:19:55 返信 報告

アネ研さんへ
 ただのお⼿伝い︖世話焼きの客なのに、お祝い(︖)ありがとうございます。

 最近、テレビでドラマを⾒ていても、どこかに何か(ロケ地)が映らないかな〜と後ろの⾵景ばかりが気になって困っ
てます。（笑）

 新発⾒があるといいんですけどね。
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皐さん、チョコレートさんへ
> カフェでpineさんの⾯⽩トークが繰り広げられた際にはぜひ教えてくださいね♪♪ 

 皆さん 誤解されてませんか〜︖ 
 ただのお調⼦者なので、あんまり期待しないでくださいね〜。

pineさんへ

5154 選択 xs4ped 2008-02-25 19:50:38 返信 報告

pineさんへ

> 名刺にお⼿伝いの私の名前まで⼊れてくださるなんて…感激ですっ。（嬉涙） 
 > でも、名前が pino になっちゃってます。 

 ⼤変失礼しました。m(__)m
 以前、アネ研さんのレス(#4510)で

 >つまようじがかわいい、アイスクリーム pine、いえpinoでした、おそまつ︕ 
 と有ったのが頭に残っていて間違えてしまいました。(笑)

 私もpinoアイスが好きなもので・・・(笑)
 後程、訂正しておきます。

pineさんへ

5155 選択 xs4ped 2008-02-25 20:45:29 返信 報告

pineさんへ

名前訂正しましたので宜しく︕(^_-)-☆
 (画像差し替えました)

カフェ☆ﾐ

5157 選択 皐 2008-02-25 21:28:11 返信 報告
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チョコレートさん、pineさんこんばんは☆ﾐ

ミキティさんはコタツでウトウトしてるのでしょうか︖
 それとも⽉9に夢中なのかな♪(笑)

>皐さんのご来店、お待ちしております。あ、昼間は無理かな（汗）。 
 いえ︕お昼でもフラッと⽴ち寄るかもしれませんよ♪

 神出⻤没ということで︕(笑)
 >ただのお調⼦者なので、あんまり期待しないでくださいね〜。 

 あはは︕了解です(o≧∇≦o)(笑)

Re:ミキティさん、チョコレートさん、pineさんへ

5161 選択 ミキティ 2008-02-25 23:54:22 返信 報告

みなさん こんばんは（＾－＾）
  従業員なのに遅い時間で役⽴たずね（汗）（笑）

所⻑さん（＾－＾）
  落書き帳の設置ありがとうございます(^・^)

  お仕事忘れてしまいそうです〜
   クビにならないように 天然キャラでがんばります♪

pineさん（＾－＾）
  私は最近お⾵呂でも眠ってしまって どうしましょうです

  でもコタツが⼀番⼼地よいのですが（笑）
  pineさんのお宅に１週間弟⼦⼊り（コタツ持参で）お伺いしてもよいですか

 家事なんでもしますよヽ(^o^)⼃

アネ研さん（＾－＾）
  なるほどー それは良いくつろぎtimeですね

 ＤＶＤ観て重い腰が上がらなさそうです（笑）
  今度 寄ってお茶を飲んでいってくださいね
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皐さん （＾－＾）
こんばんは 皐さんの感 ⼤当たりですねヽ(^o^)⼃

  お仕事優先なのに ⽉９に夢中でした(*^_^*)
  明⽇は ⼼配されないように頑張ります

   
  そう⾔っている間にもう明⽇になってしまうお時間です〜

 ⼀周して おやすみなさーいｵ(･ｪ･)ﾔ(･ｪ-)ｽ(-ｪ･)ﾐ(-ｪ-)｡o○Zzz…

ｘｓ４ｐｅｄさん ミキティさん チョコレートさん pineさんへ

5162 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-02-26 03:34:59 返信 報告

ご⼼配をお掛けして申し訳ありませんでした〜︕︕無事に戻って参りました☆
 約１ヶ⽉近くもＢＢＳを拝⾒しておりませんので、これから少しずつ戻って拝⾒させていただきたいと思っておりま

す。

温かいメッセージをいただいたのを拝⾒するだけで 嬉し泣きで〜す♡

毎⽇がＺ研漬けの⽣活が全くネットに繋がらない⽣活は 本当に⾟くて淋しい毎⽇でした・・・
 まだ話題についていけない状態ですが、またヨロシクお願い致します♡

megami さんへ

5163 選択 xs4ped 2008-02-26 05:03:05 返信 報告

megamiさん、今晩は。

お待ちしておりましたよ。(^_^)
 ニュースを⾒てとても⼼配で、カフェの売り上げで捜索隊を派遣しなければ成らないかと思っていたところでした

よ。(笑)
 やっとネットに繋がったようで、安⼼しました。

 イランの通信網はもう回復したんでしょうか︖それとも⼀時的な回復でしょうか︖
 とにかく無事で良かったです。(^_^)
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ｘｓ４ｐｅｄさんへ

5167 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-02-26 13:37:01 返信 報告

こんにちは︕︕ご⼼配お掛けして申し訳ありませんでした・・・
 > ニュースを⾒てとても⼼配で、カフェの売り上げで捜索隊を派遣しなければ成らないかと思っていたところでした

よ。(笑) 
 もったいないお⾔葉ありがとうございます（笑）

 私の場合は秘密警察の関係で繋がらなかったので、これからは急な停電以外はＺ研に来れると思います。（ただし制
限付きですが・・・（笑））

まだ作品を拝⾒できておりませんが、ゆっくり味わってから投稿させていただきます。
 これからもどうかヨロシクお願い致しま〜す☆

ｘｓ４ｐｅｄさん megamiさんへ

5168 選択 pine 2008-02-26 13:44:13 返信 報告

xs4pedさんへ
 こんにちは

 早速、名前訂正してくださって有難うございます。m(^_^)m
 お店番さんの邪魔をして、折⾓作っていただいた名刺を取り上げられないようにしたいと思います。

megamiさんへ
 お帰りなさい。やっと繋がったんですね︕

久しぶりにmegamiさんのレスを⾒て嬉しくなりました。o(*^▽^*)o~♪
 でも、秘密警察って、⼀体何が…︖

 megamiさんがお留守の間にcafeが正式オープンして、私は従業員室に出⼊りする「おもろい客」という役柄をいた
だきました。

 そういえば、以前、megamiさんはアネ研さんから、ウェイトレスとして広い店内を駆け抜ける「インラインスケー
ト」をプレゼントしてもらってましたよね。ウェイトレスさんどうですか︖
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所⻑さんにお願いしてみようかしら…
「所⻑さん︕megamiさんにウェイトレスさんに来てもらいませんか︖」---世話焼きの客より

 

ｐｉｎｅさんへ

5170 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-02-26 14:00:18 返信 報告

こんにちは〜♡本当にご無沙汰しておりました︕︕︕
 でも舞い戻って来れて本当に嬉しいです☆

 Ｚ研に来て笑っていただけなのに、悪いことをしているのではないかと秘密警察に疑われてしまったのです（涙）

> megamiさんがお留守の間にcafeが正式オープンして、私は従業員室に出⼊りする「おもろい客」という役柄をい
ただきました。 

 おかしい〜（笑）ｐｉｎｅさんのひと⾔は 素晴らしい笑いを運んでくれるので いつも楽しみにしております(≧∀
≦)ゞ

 > そういえば、以前、megamiさんはアネ研さんから、ウェイトレスとして広い店内を駆け抜ける「インラインスケ
ート」をプレゼントしてもらってましたよね。ウェイトレスさんどうですか︖ 

 そういえば・・・（笑）でも無断⽋勤では勤まりません。性格上、責任感が強いみたいで⾃分の無断⽋勤が許せない
のです（笑）

 ですので常連客として伺わせていただきたいと思いま〜す ヽ(*ゝω･*)ﾉ 
 これからもヨロシクお願い致しま〜す☆

megamiさん、ミキティさんへ

5172 選択 皐 2008-02-26 15:50:07 返信 報告

megamiさん、こちらでもお帰りなさい☆ﾐ
 pineさん提案のウェイトレスさんはお勤めしないんですか︖＾＾

 男性陣が残念がってそうですね(笑)

P.S.ミキティさん
 >⽉９に夢中でした(*^_^*) 

 やっぱり︕(笑)的中ですね〜(笑)今夜は「ハチクロ」に夢中になっちゃってたりして︕(*^u^*)
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Re:ｍｅｇａｍｉさんへ

5177 選択 ａｋｉ 2008-02-26 21:37:24 返信 報告

Ｚ研の皆様、こんばんは^^お久しぶりです。

megamiさん、お帰りなさい((ヾ(≧∇≦)〃))
 ず〜っと待ってましたよ〜♡

 イランのことは難しくてあんまし分からないのですが(笑)とにかく、⾊々と⼤変だったようですね。
 こうしてまたmegamiさんの元気なお姿を拝⾒できて、ホッとしています♪♪

過去ログを全て読むのはかなり⼤変だと思いますので、焦らずゆっくりとみなさんの話題について⾏って下さいね。
 ⼤丈夫ですよ♪♪私はいつもマイペースなので(*^^*)

それでは、失礼します。 

akiちゃんへ

5180 選択 stray 2008-02-26 22:13:21 返信 報告

akiちゃん、こんばんは。

ｍｅｇａｍｉさんが無事で良かったですね︕
 アメリカでいえばCIAみたいなところから疑惑を持たれてしまった、ということです。

 焦って追いつこうにも、ネットのアクセスが制限されているので、
 のんびりマイペースでやるしかないみたいです（笑）。

pineさん、ｍｅｇａｍｉさんはご⾃分でも⾔ってられるように、
いつ無断⽋勤するかわからないので、不採⽤です（笑）。

 それにＺ研カフェはローラースケート使うほど広くないし（笑）。
 

おかえりなさい︕

5181 選択 シヴァ 2008-02-26 22:18:23 返信 報告
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ｍｅｇａｍｉさん、こんばんは︕

> 私の場合は秘密警察の関係で繋がらなかったので、これからは急な停電以外はＺ研に来れると思います。（ただし
制限付きですが・・・（笑）） 

 なんか、これってすごい気になるんですけど・・

それはともかく、おかえりなさい︕
 私がＦＢＩを脅してやったかいがありました。

 次の標的はイランの秘密警察にしてやろうかな︖

前のコメントを読まないとワケがわからないでしょうね。
 忙しかったら忘れてくださいね。

megamiさん こんばんは（＾－＾）

5183 選択 ミキティ 2008-02-26 22:43:51 返信 報告

みなさん こんばんは（＾－＾）

 megamiさ〜〜ん（＾－＾）
  こんばんは 良かったです（嬉し涙涙涙） ⼼から安全を願ってお待ちしていましたよ(^o^)⼃

  今⽇から安⼼して眠れます（笑）
   ゆっくりで⼤丈夫と思いますので 以前のコメント⾒ながらいっぱい笑って癒されてくださいね

  またたくさんお話しましょうね（＾－＾）

皐さん（＾－＾）
  今⽇は 美術館の近くに銭湯を発⾒︕店番なのに こっそりぬけて⾏ってきてしまいました（＾－＾）

  店番になっていないですね。店⻑に怒られちゃう☆
  でも らしくていいでしょうかね〜（笑）

Re:megamiさん こんばんは

5184 選択 ｍｆ 2008-02-26 22:55:12 返信 報告
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無事という事がわかって安⼼しました 1980年の⼤使館⼈質救出作戦の様な事を考えなければならないかと想ったの
ですが（笑） 今後も⾯⽩い投稿を期待してます

リクエストベストもう聞きましたか︖

今イランの気候はどうですか教えて下さい
 安全と健康を祈ってます 

皐さん akiちゃん シヴァさん ミキティさん ｍｆさんへ 

5197 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-02-27 14:49:26 返信 報告

皐さんへ
 いつもお優しい⾔葉をいただき本当にありがとうございます♡

 皐さんのおかげで ホームに戻ってこれたような気分で『ホッ』とさせていただいてま〜すヽ(●>∀<●)/

ａｋｉちゃんへ
 > megamiさん、お帰りなさい((ヾ(≧∇≦)〃)) 

 > ず〜っと待ってましたよ〜♡ 
 こんにちは︕ご⼼配お掛けしてすみませんでした (≧◇≦)なんとか無事に戻って参りました︕︕︕

 akiちゃんとお話したかったので レスがとっても嬉しいです(*＾Ｕ‘*）⌒☆★
 > ⼤丈夫ですよ♪♪私はいつもマイペースなので(*^^*) 

 マイペースってとっても⼤事ですよね︖さすがakiちゃんです（笑）
 チャットでお話できる夢は忘れておりませんので、そのうちに どうか実現しますように・・・（祈）

 では 近いうちに また♡

シヴァさんへ
 >それはともかく、おかえりなさい︕ 

 シヴァさん お久しぶりです。私が留守の間に おもしろいメニューを続々考えられて⼤活躍でしたね ヽ(*ゝω･*)
ﾉ 

 笑わせていただきました〜☆
 画像の⽅でもお⼿数をお掛け致しました。どうもありがとうございました☆
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>私がＦＢＩを脅してやったかいがありました。次の標的はイランの秘密警察にしてやろうかな︖ 
ぜひよろしくお願い致します。

さて、ネットに繋がらなかった間に 帰国の決まった⽇本⼈の⽅より ⼩説を何冊かいただきました。
 その中に なんと司⾺遼太郎⼤先⽣の「⼤坂侍」という作品が⼊っていたのです︕︕︕

 その時の私は 頭の中が「シヴァさん」でいっぱいでした(≧ω≦。)
 拝読しましたら ぜひまたお話させて下さ〜い♡

ミキティさんへ
 >ゆっくりで⼤丈夫と思いますので 以前のコメント⾒ながらいっぱい笑って癒されてくださいね 

 いろいろご⼼配をお掛けしてすみませんでした〜︕どうかミキティさんもごゆっくりお休み下さ〜い(*＾Ｕ＾*)
 少しずつ笑いについていけるように頑張ります︕︕

 >またたくさんお話しましょうね（＾－＾） 
 ぜひぜひヨロシクお願い致します♡ありがとうございました︕

ｍｆさんへ
 ご⼼配をお掛けして申し訳ありませんでした。

 過去の事件まで よく調べられてるのですね︖
 私は⼤丈夫ですので ご安⼼下さい。

ｍｅｇａｍｉさんへ 

5205 選択 シヴァ 2008-02-27 21:56:13 返信 報告

ｍｅｇａｍｉさん、こんばんは︕

>私が留守の間に おもしろいメニューを続々考えられて⼤活躍でしたね ヽ(*ゝω･*)ﾉ  
 > 笑わせていただきました〜☆ 

 ありがとうございます︕ｍｅｇａｍｉさんもウイルスに感染してくださいね︕
  

> さて、ネットに繋がらなかった間に 帰国の決まった⽇本⼈の⽅より ⼩説を何冊かいただきました。 
 > その中に なんと司⾺遼太郎⼤先⽣の「⼤坂侍」という作品が⼊っていたのです︕︕︕ 

 その作品は知らないですね。ａｍａｚｏｎで調べてみたら私の知らない作品はまだまだありました。
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> その時の私は 頭の中が「シヴァさん」でいっぱいでした(≧ω≦。) 
どんな気分でしたか︖具合が悪くなったりしなかったでしょうね︖

 > 拝読しましたら ぜひまたお話させて下さ〜い♡ 
 ぜひ感想を聞かせて欲しいです︕

 

未公開加⼯画

5008 選択 皐 2008-02-17 17:40:16 返信 報告

アルバム発売に合わせて企画した、“12⽇連続UP”での未公開加⼯画を
 「携帯Gallery」に5作品追加いたしました︕

ぜひ、⾜を運んでくださいね♡

Re:未公開加⼯画

5009 選択 かず 2008-02-17 18:05:22 返信 報告

こんばんは。あの時はお疲れさまでした︕
 未公開まであったのですね。

我が家のチョロで応援ネコ復活です。

Re:未公開加⼯画

5010 選択 皐 2008-02-17 18:22:13 返信 報告
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かずさん、こんばんは︕

未公開まであったんですよ♪(笑)すぐに載せる予定だったんですが、
 のんびりとしていたら、かなり遅れてしまって…(笑)

写真は、かずさんの愛猫なんですか︖リラックスポーズが微笑ましいですね♡
 懐かしの応援ネコちゃん、嬉しいです(o^∇^o)☆ﾐ

Re:未公開加⼯画

5011 選択 寺尾広 2008-02-17 18:57:56 返信 報告

皐ちゃん、こんばんは。

未公開作品、ありがとう︕(^_^)
 もしかして、30曲分Up予定有るのかな︖

 でも、君に逢いたくなったらが２枚有るから此れで、打ち⽌めかな︖
 君に逢いたくなったらの２枚⽬(シャンパンシーン)も良いですね〜(^_^)

Re:未公開加⼯画

5014 選択 ミキティ 2008-02-17 19:39:05 返信 報告

皐さん みなさん こんばんは（＾－＾）

 皐さん 楽しみに携帯Gallery開きました☆
  私にとって感動いっぱいのプレゼントです(*^ｰ^*)

 皐さんの作品は本当に想いが溢れている素敵な作品ですね

 〜あなただけは 私をそっと包みこんでくれる
   とても愛している ⾚いハートで

 lovin'you あなたと〜...  作品を拝⾒して時が⽌まってしまいました
  

  皐さん 作品を作られるとき 歌詞のフレーズはどんな思いで選ぶのですか。
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 泉⽔さん 作品 歌詞全てがとても引き⽴っていて
 本当に皐さんの作品が⼤好きです︕（＾－＾）（＾－＾）（＾－＾）

 

Re:未公開加⼯画

5016 選択 「ロム」 2008-02-17 21:05:08 返信 報告

皐さんお久しぶりです︕そのＣＤ企画、昨夜発⾒しまして（遅っ︕）まとめて頂きました♪
 ⼤変だったでしょ︖お疲れ様でした︕遅くなったけど、お礼が⾔いたくて。ありがとう♪

 お気に⼊りは、突然・君に逢いたくなったらで、動きのある楽しそうな泉⽔ちゃんがいいですね︕
 対照的に、君とのふれあいのような切ない感じも好きですよ︕

 今回の未公開作品では、君がいないが好きです。ありがとう︕
 p.s.チョコは売り切れでした（笑）

 

皆さん、こんばんは♡

5020 選択 皐 2008-02-17 21:58:33 返信 報告

寺尾さんへ(笑)
 こんばんは︕今夜もすごく寒いですね〜(>_<;)

 >もしかして、30曲分Up予定有るのかな︖ 
 それはありませんよ︕(笑)時間がいくらあっても⾜りません(笑)

 「君に逢いたくなったら」は、シャンパンシーンがお気に⼊りのようですね(o^∇^o)
⼤好きなPVなので キャプチャを1作品だけに絞りきれず、結局2パターンになっていたんです＾＾

ミキティさんへ︓
 こんばんは☆ﾐ喜んで頂けて幸いです(*^_^*)“楽しみに”感じてもらう事はとっても光栄な事ですね︕

 >作品を拝⾒して時が⽌まってしまいました 
 この⼀⾔もすごく嬉しいです(o≧ω≦o)何かを作るにあたって、想いはそれぞれ注ぎ込んでいますので｡｡｡☆ﾐ

 >作品を作られるとき 歌詞のフレーズはどんな思いで選ぶのですか。 
 1曲を通して⾃分が⼀番惹かれたフレーズを選んでる場合が多いですね。
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後は、泉⽔さんの画像に合わせたり、画像の⾊合いに合わせたり…という感じです♪
“⼤好き”と⾔ってもらえて、すごく幸せな気持ちになりました(o≧∇≦o)ありがとうございますね︕

「ロム」さんへ︓
 こんばんは☆ﾐお久しぶりですね(o^∇^o)

 >そのＣＤ企画、昨夜発⾒しまして（遅っ︕）まとめて頂きました♪遅くなったけど、お礼が⾔いたくて。ありがとう
♪ 

 こちらこそ、ありがとうございます︕「ロム」さんの⾔葉の⼀つ⼀つが嬉しいですね(o≧ω≦o)
 >動きのある楽しそうな泉⽔ちゃんがいいですね︕対照的に、君とのふれあいのような切ない感じも好きですよ︕ 

 対照的なパターンを作ったりするのは、楽しかったですね(*^u^*)皆さんにもその変化を喜んでいただけていたの
で、

 私も毎⽇嬉しい気持ちでUPしていたのを覚えています☆ﾐ未公開加⼯画も気に⼊って頂けて良かったです♪
 P.S.チョコは売り切れでしたか︕(笑)

Re:未公開加⼯画

5026 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-02-17 22:39:46 返信 報告

こんばんは、
 お蔵⼊りを免れた作品の数々⾒てきました。

 発表されて超嬉しいです。(感激）

♪君がいない
 ヘッドホーンを上下逆さまにして⽿にあててるシーンがないのは残念でしたが、腕を組んでる泉⽔さんはかっこいい

ですね。
 ♪hero

 泉⽔さんが街で「さよなら」して何処かへ旅⽴つようなストーリーを感じました。
 ♪あの微笑みを忘れないで

 靴の紐を縛ってるアップは「♪⾛りだそう」にかかってるのでは︖
 ♪君に逢いたくなったら

 雑誌を読んでるほとんど⾒えない泉⽔さんの画像を使うところは、か細い（⾒たことないけど）皐ちゃんの中の⼤胆
さを感じました。
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 ♪少⼥の頃に戻ったみたいに
スタジオでの泉⽔さんって、ミュージシャンらしくてかっこいいですよね。

 右下の泉⽔さんはチョコレートを⾷べてるように⾒えるのは、気のせいでしょうか︖(笑)

あらためてお疲れ様でした。
 次回作、期待してます。

 

綺麗ですね・・

5028 選択 シヴァ 2008-02-17 23:23:52 返信 報告

皐さん、こんばんは︕

まだこんなにストックをお持ちとは・・
 ５つとも、すごく綺麗な作品ばかりですね︕

 ⼼が洗われるような作品を⾒せていただいてありがとうございます︕
 私のオオボケメニューと⼤違い・・

「君に逢いたくなったら・・・」のＰＶは私も⼤好きですね︕
 このＰＶは泉⽔さんが特にかわいいですよね︕

 初めてこの曲を聴いた時、「本当に私でいいのかゆっくり考えて・・・」っていう歌詞の所で、「・・・。どんな変
わり者がイヤだって⾔うの︖」と思ったことを思い出します（＾＾）

Re:未公開加⼯画

5034 選択 チョコレート 2008-02-18 10:26:18 返信 報告

皐さんへ

こんにちは。チョコレートです。
 すっかり出遅れましたが、未公開加⼯画を拝⾒してきました。

 「あの微笑・・・」も作っていらっしゃったんですね。
 連載の頃に、ラスト曲を予想してワクワクしながら待っていたことを懐かしく思い出しました〜。

 ミキティさんの中華まんや座布団も・・(笑)。
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未公開画像では、「君に逢いたくなったら」は、泉⽔さんの素のかわいらしさというのか、
ほんわかした優しい雰囲気ですね。⼤好きです。

 「あの微笑・・」は靴︕
 あのコンバースのシューズには「さち」って名前が⼊っているでしょう︖

 ⾃分の持ち物にちゃんと名前を書いてある泉⽔さん。
 PVを⾒て、あれを発⾒したときに、なんてかわいい⼈なんだろうって、

 ハートを打ち抜かれる感じがしちゃいましたよ(笑)。
 ⼤好きなPVだったな〜。

皐さん、たくさん素敵な作品を作ってくださってありがとうございました。
 どの作品もそれぞれに曲の持つ雰囲気が染み出ている感じでした。

 また次も(?ありますよね)期待して待っています。

Re:未公開加⼯画

5036 選択 pine 2008-02-18 13:49:57 返信 報告

皐さん こんにちは

サプライズ作品をありがとうございます︕
 それも⼀度に５つも⾒せていただけるなんて…すっごく贅沢な気分に浸っています。

 公開作品に加えて、こんなに作っていらっしゃったんですね。驚きました。
 たくさんの泉⽔さんと、皐さんのあたたかい想いが伝わってきて、

 外はまだまだ寒いけど、⼼の中はポッカポカ。
 休⽇の⼦供との「たたかいごっこ」の疲れも⼀気に吹き⾶びましたよ。m(*^_^*)m

Re:未公開加⼯画

5038 選択 皐 2008-02-18 17:42:49 返信 報告

アネ研さんへ︓
 こんにちは︕感想ありがとうございますね☆ﾐ

 >♪hero 泉⽔さんが街で「さよなら」して何処かへ旅⽴つようなストーリーを感じました。 
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 その通りなんですよ︕実はこの画像、heroのPVではないんですが、チョイスした歌詞(ストーリー)に
この映像がマッチしていると思って使⽤したんです︕なので、その世界観を感じ取ってもらえて嬉しいですね(o≧∇≦
o)

 >♪少⼥の頃に戻ったみたいに 右下の泉⽔さんはチョコレートを⾷べてるように⾒えるのは、気のせいでしょうか︖
(笑) 

 あはは︕(笑)これもペーさんの激写ショットかもしれませんね(笑)

シヴァさんへ︓
 こんにちは〜︕未公開の⽅も気に⼊って頂けると嬉しいです(*^_^*)“綺麗な作品”と⾔ってもらえて感激ですね︕

 >「本当に私でいいのかゆっくり考えて・・・」っていう歌詞の所で、 
 >「・・・。どんな変わり者がイヤだって⾔うの︖」と思ったことを思い出します（＾＾） 

 その通りですよね〜︕相⼿が泉⽔さんだったら誰も“ゆっくり”なんて考えずに決断できると思います(笑)
 ですが、このフレーズって結構思ったりしますよね(*^u^*)私の⾝近な⼈が、まったく同じようなセリフを⾔ってい

たのを聞いた事があります(笑)
 泉⽔さんの歌詞には共感する⾔葉が散りばめられているので、すごく惹かれますよね☆ﾐ

 P.S.『隠し味は農〇!?中〇産餃⼦ 「⾷べないで」』には⼤爆笑しちゃいました︕(笑)

Re:未公開加⼯画

5039 選択 皐 2008-02-18 17:43:15 返信 報告

チョコレートさんへ︓
 こんにちは︕未公開の加⼯画を⾒に⾏ってくださってありがとうございますね(o^∇^o)

 >「あの微笑・・・」も作っていらっしゃったんですね。 
 実はこの作品は2パターン⽤意していたんですよ＾＾しかも当初は12作品にも⼊れようと思っていたんですよね。

 結構 取り組んでいた加⼯画なんですが、なぜか未公開に…(笑)
 >あのコンバースのシューズには「さち」って名前が⼊っているでしょう︖ 

 えぇ!!?そうなんですか??まったく気が付きませんでした(◎’□’◎)(笑)そういう細かいところを発⾒したときって、
 すっごい嬉しい気持ちになりますよね︕︕(笑)

 >また次も(?ありますよね)期待して待っています。 
 ぜひ︕期待して待っていてくださいね♪♪
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pineさんへ︓
こんにちは〜︕未公開、喜んで頂けたみたいで嬉しいです(o≧∇≦o)

 >公開作品に加えて、こんなに作っていらっしゃったんですね。驚きました。 
 そうなんですよ〜＾＾♪すべてデッサンぐらいのものだったんですが、12枚UP後に ちょこちょこと完成させていまし

た。
 温かい気持ちになってもらえて光栄です︕︕

 まだまだ寒い⽇が続きそうなので、⾵邪には気を付けてくださいね(*^_^*)それと、“たたかいごっこ”頑張ってくだ
さい︕(笑)

 もしpineさんが疲れちゃったら、ゼットンが相⼿をしてくれるかもしれませんね(笑)

Re:未公開加⼯画

5171 選択 ⼭茶花 2008-02-26 15:45:43 返信 報告

皐さん、皆さん、こんにちは。
 今更ながら･･･アクセスしてみました。

アネ研さんの仰るように、確かに、右下の坂井さんがチョコレートを⼝にしているような感じに⾒えますね。
 スタジオの坂井さんがカッコイイです︕

 素晴らしい加⼯画で、お⾒事な出来ですね。
 いつも、こちらとあちらには感⼼です。

 次回作も楽しみに待っています♪♪

Re:未公開加⼯画

5173 選択 皐 2008-02-26 15:53:44 返信 報告

⾒に⾏ってくださったんですね︕ありがとうございます(o^∇^o)

>お⾒事な出来ですね。感⼼しちゃいました。 
 いやぁ〜、そう⾔って頂けると嬉しいです(●＞ω＜●)

 次回作もぜひ期待していてくださいね︕
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⼭茶花さんのコメントから思いついた加⼯画も現在進⾏中なので、
こちらも楽しみにしていてもらえると嬉しいです☆ﾐ

T28さんへ

5165 選択 ⼭茶花 2008-02-26 11:34:57 返信 報告

T28さん、strayさん、投稿者の皆さん、
 こんにちは。

 『トレヴィの泉』のサイトで書き込もうか悩んだ末、やっぱりこちらに投稿させて貰いました。

T28さんが発案された、「パリッとやこう︕」。お茶のサービスで戴きました。
 仰るとおり、パリッとして美味しかった︕

 有り難うございます。
 また発案を楽しみにしてます♪♪

Re:⼭茶花さんへ

5166 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-02-26 12:32:50 返信 報告

やっとかめです（笑）。

> T28さんが発案された、「パリッとやこう︕」。お茶のサービスで戴きました。 
 > 仰るとおり、パリッとして美味しかった︕ 

 御注⽂、有り難うございました。
 「パリッとやこう︕」は、世界初のカロリーオフたいやきですので、たくさん⾷べても太りません（笑）。

 またの御注⽂をお待ちしております。
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megamiさん、おかえりなさ〜い︕

5164 選択 チョコレート 2008-02-26 10:45:19 返信 報告

すっごくお久しぶりです。でもmegamiさんのレスを朝から発⾒してうれしいです︕
 かなり⻑い間つながらなかったようなので、⼼配していました。

 情報筋が「イランの海底ケーブル網障害」の記事等を教えてくださったので、これは⼤変だなぁ・・と。
 CIAが探してくれないので、Z研の誇る⼗津川＆⻲井コンビをなんとかイランに派遣しようと検討していました(笑)。

 でも、戻られて本当に良かったです。

BBSの記事を読み直すのはかなり⼤変だと思いますので、無理のないように・・
 カフェで休みながらゆっくりと復帰なさってくださいね。

 いつの間にか、素敵なカフェ「トレヴィの泉⽔」もオープンし、
 いつの間にか、私とミキティさんがお店番になっています(笑)。
 ご来店、お待ちしております。

チョコレートさんへ

5169 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-02-26 13:44:40 返信 報告

こんにちは︕カフェの店⻑さん チョコレートさんとミキティさんなんてピッタリですね♡♡♡嬉しくなりましたヽ
(●>∀<●)/

 > CIAが探してくれないので、Z研の誇る⼗津川＆⻲井コンビをなんとかイランに派遣しようと検討していました
(笑)。 
本当にいろいろご⼼配をお掛けしてすみませんでした・・・

 私の場合はケーブルの件とは少し違い、秘密警察経由で繋がらなかったので、戻ってこれたのは良いのですが制限付
きなんです（笑）

 でもとりあえず⽣活の⼀部になっているＺ研へ復帰できるならと無条件降伏した次第ですo(>▽<)o
 > BBSの記事を読み直すのはかなり⼤変だと思いますので、無理のないように・・ 

 ありがとうございます。復帰してからカフェに⼀度伺ったのですが、制限の為かチャットルームに⼊れませんでした
（泣）
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つぶやきシリーズができず昨夜は少し悲しかったです。
これからた〜くさんカフェに伺わせていただきますので、よろしくお願い致しま〜す（笑）
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退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [5121]●●Request Best CM●● -⾃転⾞-(6) [4835](無題)(5) [5152]WEZARD vol.39(1) [5134]ｃａｆｅ⽴ち寄らせてい
ただきました＾＾(1) [5133]明⽇・・・(3) [5091]スポーツ報知(14) [5135]中東⽀局だより(1) [5132]ZARD ニューシングル
リリース決定︕(0) [5117]20080222 zoom(1) [5122]●●２時●●(2)

新しい話題を投稿する
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●●Request Best CM●● -⾃転⾞-

5121 選択 ALIL.1967 2008-02-23 12:35:10 返信 報告

にのる後ろ姿が⻑くなっているような気がするのですがどうでしょう。⽐較してください。
 MU-GEN#162RequestBest-CM.wmv 6.3MB

 http://www.filebank.co.jp/wblink/ce05b1d7a22cf8b0f562d07d763d388a
 

Re:●●Request Best CM●● -⾃転⾞-

5125 選択 atti 2008-02-23 13:30:22 返信 報告
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ALIL.1967さん、こんにちは。
> にのる後ろ姿が⻑くなっているような気がするのですがどうでしょう。⽐較してください。

最初の背中部分が⾒え姿部分が違うようですね。
 これで、CMのパターンは、5パターン︖

PS.先⽇の、銀座⼭野楽器の写真展の1枚で、モノクロ写真で、「このリュックを背負って、ジャンプをしている後ろ
姿」がとても印象に残っています。

Re:●●Request Best CM●● -⾃転⾞-

5130 選択 stray 2008-02-23 16:35:12 返信 報告

ALIL.1967さん、こんにちは。

２時の映像と合わせていつもありがとうございます︕
 Request Bestの最初の背中の映像ですが、私は初めて⾒たような気がします。

 あれ︖なにか１つ⾒逃しているのかな︖（笑）
 

strayさんへ

5142 選択 ALIL.1967 2008-02-24 20:45:18 返信 報告

この他に４種類です。
 DAN DAN⼼魅かれてくが記載されているモノクロ版，

 訂正されたモノクロ版１．２３，
⾃転⾞版の１，２３，

 モノクロ版のNowOnSale
 ⾃転⾞版のNowOnSale

http://www.filebank.co.jp/wblink/12de2c612c8a32472345f519428d209e

５つ⽬は地上波ではまだ流れていないのかもしれません。CM⾒て⼀息つけるといいです。

Re:strayさんへ
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5143 選択 stray 2008-02-25 07:41:47 返信 報告

ALIL.1967さん、おはようございます。

わざわざ全ＣＭ貼っていただきありがとうございます。
 ⾒逃しておりませんでした（笑）。

 この⾃転⾞後ろ姿は初出ですよね。
 ライブ映像にもなかったような…。
 

特典DVD

5156 選択 ALIL.1967 2008-02-25 21:10:53 返信 報告

⾃転⾞の後ろ姿はCDの特典DVD３分10秒-15秒くらいのところにありました。

CMでは後ろ姿が⻑くなっていたのではなく5パターン⽬で登場した，が正確でした。

Re:特典DVD

5160 選択 stray 2008-02-25 21:52:51 返信 報告

ALIL.1967さん、こんばんは。

私、まだ特典DVD⾒てないんです（笑）。
 ケースがきつくて出てこない︕︕（笑）

 そしたら、今⽇届いた会報に、DVDの取り出し⽅の解説が載ってました（笑）。
 これから⾒てみます。どうもありがとうございました︕︕

 

(無題)

4835 選択 ⼭茶花 2008-02-09 19:39:39 返信 報告
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随分前に投稿した内容ですが、坂井さんが愛⽤されていたヘッドホーンですが、
あのとき、よく検討してから購⼊しようと思ったら、なくなっていたので購⼊できませんでした(涙)

増産される⽇が来るんでしょうか。本気で購⼊したくなりました。(笑)
 

Re:同感です︕

4840 選択 皐 2008-02-09 21:41:12 返信 報告

その気持ち、すっごく分かりますね(笑)
 私も欲しいんですが…無理なんですよね〜↓↓

私はちょうどヘッドホンが欲しかったので買おうかと思ったんですが、⽣産終了でダメだったので
 ソニーのヘッドホン(Get U’re Dreamに出てくる)にしちゃいました(苦笑)

皐さん、申し訳ない︕<(_ _)>

5083 選択 ⼭茶花 2008-02-21 21:11:50 返信 報告

こんばんは。
 すっかりこちらの投稿を忘れていました＞＜

 ⾃分で⽴てておきながら、申し訳ありませんm(_ _)m
 > その気持ち、すっごく分かりますね(笑) 

 気持ち分かってもらえて嬉しいです︕

>私も欲しいんですが…無理なんですよね〜↓↓ 
そうそう、無理なんですよ〜

>ソニーのヘッドホン(Get U’re Dreamに出てくる)にしちゃいました(苦笑) 
 ならば私もこの際、同じヘッドホーンにしようかしら(笑)。

坂井さんが使っていたヘッドホーンですが、同じヘッドホーンを使ってるアーティストが
 他にいました。ビーイングアーティストでは、DEENの『Teenage dream』のPVで明かです。

 レコーディング⾵景なども撮影された映像なんですが、PV⾃体も、ほんとZARDに近い感じのもので、
 おそらくソニーのヘッドホン(Get U’re Dreamに出てくる)だと思います。
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 後は、ビーイング外のアーティストにもいました。Mr.Childrenのヴォーカルと、
桑⽥佳祐とのデュエットによる『奇跡の地球（ほし）』だったかな︖

 PVからのもので、⽬を細かくしてよ〜く⾒てみたら似てたんです。
 

皐さんへ

5109 選択 ⼭茶花 2008-02-22 13:59:46 返信 報告

←これが説明した、DEENの「Teenage dream」のPV映像です。
 これも多分、ソニーのヘッドホーンだと思いますが･･･

Re:⼭茶花さんへ☆ﾐ

5127 選択 皐 2008-02-23 14:37:55 返信 報告

⼭茶花さん、こんにちは!

>すっかりこちらの投稿を忘れていました＞＜ 
 >⾃分で⽴てておきながら、申し訳ありませんm(_ _)m 

 気になさらなくていいんですよ〜(*^_^*)⼤丈夫です＾＾

>ならば私もこの際、同じヘッドホーンにしようかしら(笑)。 
 ぜひ︕どうですか︖(笑)ソニーのヘッドホンは他のアーティストの⽅もよく使⽤しているよ

うですね＾＾

>ビーイングアーティストでは、DEENの『Teenage dream』のPVで明かです。 
 これは泉⽔さん愛⽤のASHIDAですよね＾＾確かソニーのは倉⽊⿇⾐ちゃんが使⽤していたと思います♪

 Mr.Childrenの桜井さんは知りませんでした︕('o')
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皐さんへ☆

5159 選択 ⼭茶花 2008-02-25 21:49:06 返信 報告

こんばんは。
 >>これは泉⽔さん愛⽤のASHIDAですよね＾＾確かソニーのは倉⽊⿇⾐ちゃんが使⽤していたと思います♪ 

 坂井さんが愛⽤に使われていたヘッドホンがそうです。
 Mr.Childrenの桜井和寿さんと⾔うんだそうです。（←なんで知ってるんだろう）

 ご存じなかったですか︖

WEZARD vol.39

5152 選択 stray 2008-02-25 19:13:35 返信 報告

皆さんこんばんは︕

私のところは今⽇、会報３９号が届きました︕
 この表紙、なんだか「会報第１号」みたいですね（笑）。

 紅⽩、仙台公演のサプライズ、レストランSoffioのシェフ決定などなど。
 ４０号は5/27の代々⽊公演を伝えたいので、６⽉中旬になるとのこと。

 

Re:WEZARD vol.39

5158 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-02-25 21:38:02 返信 報告

こんばんは。
 私にとっては2号⽬になる会報が来ました。
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> 私のところは今⽇、会報３９号が届きました︕ 
なんで同じ⽇に届くのでしょう︖ こちらの⽅が近いはずなのに（笑）。

 やっぱり⽇頃の⾏いかね︖（笑）

> この表紙、なんだか「会報第１号」みたいですね（笑）。 
 そうですね︕（爆）

 

ｃａｆｅ⽴ち寄らせていただきました＾＾

5134 選択 ヒツキ 2008-02-23 23:10:39 返信 報告

こんばんは
 先ほどｃａｆｅによらせていただきました。

 皆さんの考えたメニューに脱帽です＾＾
 どれから注⽂しようか考えながら、まず⼀ついただきました＾＾

 こちらもどんどん進化していきますね＾＾
 楽しみです

ヒツキさんへ

5146 選択 チョコレート 2008-02-25 10:47:18 返信 報告

ヒツキさん、初めまして。チョコレートと申します。
 今⽇から、カフェ平⽇昼間のお店番となりました。

 先⽇はカフェにご来店いただいたようで、ありがとうございます。
 カフェでは美術館帰り、またお仕事帰りなどに気軽に⽴ち寄っていただいて、

 楽しい時間をすごしていただけたらと思っています。

ヒツキさんの”先輩洗脳シリーズ”も、以前より楽しく拝⾒させていただいておりました。
 また楽しいお話を聞かせていただければと思います。
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またのご来店をお待ちしております︕

明⽇・・・

5133 選択 「ロム」 2008-02-23 22:03:13 返信 報告

皆さん、こんばんは︕
 明⽇は待ち遠しかった札幌公演です。が、今東京にいます。

 間が悪い事にこんな時に出張でして、本当は⼣⽅の⾶⾏機で帰るはずが、⽋航・・・。
 朝チェックアウトしたホテルに再びチェックイン（笑）

 明⽇の朝帰ります。←お願いだから⾶んでね（祈）
 お昼頃から⽋航だったらしく、サポメンやスタッフの⽅々は、無事に札幌⼊りしたのか、それとも当⽇⼊りなのか気になって

ます。
 明⽇、無事にライブがありますように︕そして私も参加できますように︕

strayさんへ
 チケットの件では、いろいろありがとうございました。

 残念ながら、希望者はいらっしゃいませんでしたが、２⼈分応援してきますね︕帰れればですが（笑）

札幌公演は延期

5139 選択 stray 2008-02-24 14:18:42 返信 報告

「ロム」さん、こんにちは︕

とんだ災難でしたね。私のところも昨⽇の午後から猛吹雪がつづいています。

札幌公演延期のお知らせが、WEZARDに載っていました。
 メンバー・スタッフも札幌に到着できなかったそうです。

＜振替⽇程＞
 2/24(⽇) → 4/13(⽇) 札幌市教育⽂化会館 開場17:30／開演18:00
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本⽇中に帰れることを祈ってます。お気をつけて︕

Re:札幌公演は延期

5141 選択 「ロム」 2008-02-24 18:12:35 返信 報告

strayさん、こんにちは︕今⽇も帰れず、ホテルに逆戻りです・・・。
 情報ありがとうございます︕北海道で待っていたファンには申し訳ないですが、私は延期と聞いてホッとしました。

 携帯のバッテリーがなくなってしまい、ココに来るまでその情報を知らなかったので、空港で⻑蛇の列に並んで明⽇
のチケット取れて良かったと思う反⾯、ライブ⾏けないかもと思うと泣きそうでした。

strayさんの所も猛吹雪だそうで、除雪してもすぐ積もる状態でしょうから⼤変ですね。⾞乗られるなら気をつけてく
ださいね︕

Re:札幌公演は延期

5144 選択 stray 2008-02-25 07:48:05 返信 報告

「ロム」さん、おはようございます。

今⽇は帰れそうですね（笑）。
 「ロム」さんにとっては不幸中の幸い。

 今度は同伴者をしっかり⾒つけて（笑）、楽しんで来て下さいね。
 こちらも昨⽇の夜から雪・⾵ともに収まりました。

 お気をつけてお帰り下さい。

スポーツ報知

5091 選択 ＫＯＨ 2008-02-22 07:55:33 返信 報告

載ってます︕以上報告まで〜︕
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メールで

5092 選択 ＫＯＨ 2008-02-22 08:04:29 返信 報告

画像送れないっす(-_-;)残念っす︕︕

買いました（笑）

5093 選択 stray 2008-02-22 08:43:23 返信 報告

ＫＯＨさん、おはようございます︕
 情報どうもありがとう。

 早速コンビニで買いました（笑）。
 カラーじゃないのが残念ですが、扱いは⼤きめですね。

 画像は私が貼っておきますので（笑）。

愛は暗闇の中で

5096 選択 アネ研 2008-02-22 09:34:23 返信 報告

情報ありがとうございます。
 買ってきました。

 「愛は暗闇の中で」がカップリングなんだー。
 なるほど前フリだったんですね。（笑）

Re:スポーツ報知

5097 選択 MISORA 2008-02-22 09:43:50 返信 報告

貴重なカメラ⽬線(#^.^#)
 SINGLEでは「さわやかな君の気持ち」以来ですね
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朝のズームイン!!SUPERの｢エンタニュース｣でも
紹介されていました

実際は放送の⾳源より少しアレンジされるのかな?
 

超深読み

5099 選択 stray 2008-02-22 09:47:53 返信 報告

アネ研さん、東京中⽇スポーツじゃなくて報知なのが意外でしたね（笑）。

「愛は暗闇の中で」はカップリング曲じゃなくって、両Ａ⾯の扱いです。
 超深読みすると、カップリング曲と未発表曲の組み合わせで今後CDを発売していく戦略なのかも。

 次は「不思議ね…」のc/w「素直に⾔えなくて」と何か…といったように。
 考えすぎかな（笑）。

Re:スポーツ報知

5100 選択 stray 2008-02-22 09:55:28 返信 報告

MISORAさん、お久しぶりです。
 真正⾯ではないですが、貴重なカメラ⽬線ですね︕

 こういうショットが次々出てきてほしいです。
 「愛は暗闇の中で」はさらにアレンジされる可能性あると思います。

4/9は「明⽇を夢⾒て」と発売⽇がかぶるので、変更される可能性⼤です。
 Ｚ研のカレンダーは役に⽴つなあ（笑）。

⾃宅に居られる⽅は、ワイドショーのチェックお願いしますね︕（笑） とくに⽇テレ。

WEZARD更新︕
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5101 選択 xs4ped 2008-02-22 10:18:59 返信 報告

ＫＯＨさん、情報有難う御座います。

WEZARDも更新されてますね。(^_^)
 ZARD NEW SINGLE 2008.4.9発売

 両A⾯「翼を広げて / 愛は暗闇の中で」

1.翼を広げて（作詞︓坂井泉⽔ 作曲︓織⽥哲郎）
 全国東宝系ロードショー「名探偵コナン 戦慄の楽譜(フルスコア)主題歌  

 2.愛は暗闇の中で（作詞︓坂井泉⽔ 作曲︓栗林誠⼀郎）
 読売テレビ・⽇本テレビ系全国ネット⽉曜夜7時30分放送アニメ 「名探偵コナン」オープニングテーマ 

 封⼊特典「名探偵コナン」リバーシブルカード付
 初回限定盤のみDVD付LIVE映像１曲収録

 ［昨年⾏われた「ZARD What a beautiful memory」9/14⽇本武道館より「きっと忘れない」］

■初回限定盤 JBCJ-6011 ¥1,260 DVD付
 ■通常盤 JBCJ-6012 ¥1,050

Re:スポーツ報知

5102 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-02-22 10:29:11 返信 報告

みなさん、おはようございます。
 ＫＯＨさん、情報ありがとうございます。

「翼を広げて」は絶対あるって思ってました︕
 未発表作品は、まだあるはずだと睨んでいます。（￣ー+￣）キラーン

 

Re:スポーツ報知

5103 選択 ⼭茶花 2008-02-22 10:51:50 返信 報告
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KOHさん、初めまして。
ZARD、DEENを並⾏して応援している⼭茶花と申します。

 #5097の画像は、話題が突然沸騰されたジャケット写真なのでしょうか︖
 ついに、あのDEENに作詞提供された『翼を広げて』が、世間に発表されるんですねー。

 ファンとしては、⾸を⻑〜くして待っていた、待ちに待った作品とも⾔えるんじゃないでしょうか。
 #5093の、スポーツ報知に⼤きく、「DEEN」と載っていて(＊^^＊)うれしさのあまりに、

 思わず投稿させて貰いました。
 このセルフカバーを聴いた⼈は、抑もは、DEENへ提供した曲だと知って、

 その影響で、DEENの存在感も、少しは⼤きく広がるのではないかと半⾯期待してます(笑)。
 そうなったときは、ZARDに感謝です。

で、コナンで今、曲がO.Aされているのがカップリングになるんですね。
 この曲の話題、テレビの報道で、結構皆さん、マメにチェックされている⽅いますねー。

 ⼀息⼊れているときに、次の新曲の話題が盛⼤になっているのに驚きました(笑)。
 今頃坂井さんも天国で微笑みながら喜んでいらっしゃることでしょう。

 

attiさん、カーディガンさん、みなさんへ

5104 選択 アネ研 2008-02-22 12:05:09 返信 報告

札幌追悼ライヴに「翼を広げて」の映像が登場したら、すごいサプライズですね、カーディガンさんよろしく︕ムリ
かな︖（笑）

WEZARDトップ画像更新

5105 選択 stray 2008-02-22 12:24:11 返信 報告

WEZARDの⼀般向け情報も更新されてます。
合わせてトップ画像も。
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Re:attiさん、カーディガンさん、みなさんへ

5119 選択 カーディガン 2008-02-23 01:46:04 返信 報告

アネ研さん、こんばんは。
 こちらへ、カキコされましたので、こちらへレスいたします。

 このところ、ご無沙汰しております。
 連⽇の午前様で、レスをする暇もありません。ROMだけしておりました^_^;

 まぁ、もうすこしの⾟抱ですが。
 私は、札幌には住んでおりませんので、⾏く予定はありませんし、残念ながら、⾏けそうにもありません。旅費を頂

ければ⾏きたいところですが（笑）
 アネ研さんも、代々⽊の前にいかがですか︖

それでは、懐も、北⾵も、⼈情も（ここは、⼈情は暖かいですよ(^_-)-☆）お寒い世の中ですが、どうぞ、お元気で
お過ごしください。

 

WEZARDトップ画像更新

5123 選択 ALIL.1967 2008-02-23 12:52:16 返信 報告

とてもいい写真です。おもわず，ジャケ買い，ですね。
 最近は振り返る姿がおおかったですね。

 前を向いていこう，ということでしょうか。
 

Re:スポーツ報知

5137 選択 カーディガン 2008-02-24 00:32:49 返信 報告

こんばんは、ＫＯＨさん、みなさん。

スポーツ報知を買いましたよ。情報ありがとうございました。予約したいと思います。⽇付が変わるとコンビニは売
ってくれないので、早めにゲットしないとならなくて困りますね^_^;
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中東⽀局だより

5135 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-02-23 23:14:42 返信 報告

こんばんは、
 本来はmegami特派員の仕事ですが、先⽇のT28部⻑につづいてイランのニュースです。

 http://jiten4u.iza.ne.jp/blog/entry/484483/
 かなり混乱してるようです。

 みなさんの情報お待ちしています。

Re:中東⽀局だより 追記

5138 選択 アネ研  ◆craoLd8Ou2 2008-02-24 01:29:42 返信 報告

中東に詳しいある⼈によると、
 「数年前の話ですが、イランでは全国規模のプロバイダーは存在せず、地⽅では選択はできず、テヘランでは数社が

競合していて差がありますが、56000bds程度です。」とのことです。
 megamiさんが⼤きい画像などの送受信が困難と⾔っていたことがうなずけます。

 そして今回の、ネット鎖国状態、
 ⾝辺にも気をつけてもらいたいですね。(笑)

http://www.iranian.com/WebGuide/InternetIran/InternetIran.html
 ↑がわかる⽅、かみ砕いて教えてください。(笑)

ZARD ニューシングルリリース決定︕

5132 選択 xs4ped 2008-02-23 20:17:41 返信 報告

皆さん、今晩は。
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嬉しいニュースですね。(^_^)
ZARD NEW SINGLE 2008.4.9発売

 両A⾯「翼を広げて / 愛は暗闇の中で」
 発売が待ち遠しいです︕

http://jp.youtube.com/watch?v=xW0q5Nf06FQ

http://xs4ped.spaces.live.com/

PS.
 チョコレートさん、ミキティさん、pineさんへ

 名刺はパートタイマーに後で変更しておきます。(笑)
 pineさんはお⼿伝いさんと⾔う事で良いのかな︖(笑)
 

20080222 zoom

5117 選択 atti 2008-02-23 01:12:42 返信 報告

皆さん、こんにちは。

前⽇のうちに、仕込み捕獲に成功しました。
 泉⽔さんの歌声が聞けます。

http://www.filebank.co.jp/wblink/b936bb384bd816b7e77c35c6906e5a29

開始、途中(新聞)等、本編になっています。
 mpg2 :63MB

 ※該当部分のみの再加⼯はたぶん、⾏っていただけるでしょう(笑)

別スレに書きましたが、
 ずーむ、すっきり、2時の"!"トリオで放送があったようです。

 他番組も捕獲体制をとるべきだった。

最近は危なそうなので、期間限定(⽉曜には削除予定)にします。(該当スレもいずれ削除しますね）
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アネ研さんへ、今⽇はUp最中に、夜のパトロール隊(Chat)に、⼊れませんでした。

Re:20080222 zoom

5129 選択 stray 2008-02-23 16:30:41 返信 報告

attiさん、こんにちは。

zoom の映像ありがとうございました︕
 こんなに早く泉⽔さんの歌声が聴けるとは思いませんでした︕

 声が若い︕︕（笑）
 いつ頃でしょうね、「Today is …」の頃でしょうか。

 該当部分のみの再加⼯、お任せ下さい（笑）。
 どこかで使わせていただきますね。

●●２時●●

5122 選択 ALIL.1967 2008-02-23 12:44:42 返信 報告

１４⽇間で。
 ２時20080222.wmv 22.7MB 

http://www.filebank.co.jp/wblink/592fcb502ed9ede8d307ac568444019b 
 

Re:●●２時●●

5124 選択 atti 2008-02-23 13:17:35 返信 報告

ALIL.1967さん、こんにちは。

2時ものを⾒れましたので、ありがとうございます。
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PS.次回のTV放映ものはいつになるのかな︖
CD発売⽇、映画公開⽇!?

 ・・

Re:●●２時●●

5126 選択 皐 2008-02-23 14:23:41 返信 報告

ALIL.1967さん、こんにちは︕

2時っチャオとRequest BestのCM、ありがとうございますね︕
 2時っチャオは⾒る事ができなかったので、UPしてもらえて嬉しいです(o≧ω≦o)

 後ほどゆっくりと拝⾒させてもらいます♪♪
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» bbsee [PR]AdSenseにハブられたらこれ . オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [5084]☆☆ カフェ＆妖精Gallery オープン︕ ☆☆(5) [5089]FCサイト更新 2/22(2) [5072]イランがネットの孤島状態に
(1) [5033]たい焼き命名の投票開始︕(8) [5076]Yahoo︕のトップページに…(2) [5059]淡い雪が溶けて…(9) [5068]xxxさんの
妖精アニメーション(0) [5027]好評︖につきＰＡＲＴ３︕(9) [5048]未公開xxxさん画像の追加(5) [5035]先輩、突っ込んだら切が
無いですよ（笑）(4)

新しい話題を投稿する

« 59 58 57 56 55 54 53 52 51 »

☆☆ カフェ＆妖精Gallery オープン︕ ☆☆

5084 選択 stray 2008-02-21 21:48:39 返信 報告

皆さんこんばんは︕

すでにチョコレートさんが宣伝して下さってますが（笑）、
 本⽇、「カフェ トレヴィの泉⽔」を正式にオープンしました︕

 トップページを⼀新してカフェらしくなりましたので、ぜひ⾜をお運び下さい。
 「浪花屋さんの鯛焼き」もあります︕

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧
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合わせて、sakiさんが発⾒して下さったxxxさんの妖精GIFアニメを、
「妖精Gallery」として美術館に追加しました。

 http://zard-lab.net/xxx/fairy.html

カフェのオープンにxxxさんから素敵な贈り物を頂いた気分です。
 xxxさん、どうもありがとう︕︕

今宵はカフェで「スリーエックス(xxx)プレッソ」をオーダーして、
 「妖精Gallery」をご観覧下さい。

 （少しカクカクしますが、xxxさんが設定されたアニメーション速度のまま収蔵しました。）

Re:☆☆ カフェ＆妖精Gallery オープン︕ ☆☆

5085 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-02-21 22:46:35 返信 報告

こんばんは、
 カフェ 正式オープンおめでとうございます。

 所員がこう⾔うのも、少し気になりますが何にも⼿伝ってないのでいいでしょう。(笑)

オープンそうそうですが、先⽇モスバーガーとミスタードーナッツの業務提携の報道がありましたが、きっと「トレ
ヴィの泉⽔」に対抗する⼿段でしょう。

チャットの深夜パトロール班のひそかな次なる⽬標は、今春オープン予定のイタリア料理レストラン「soffio」への料
理のプレゼンと業務提携でしょうか。

 望みは⾼く、腰は低く、新規開発に挑戦したいと思います。(笑)
 

Re:☆☆ カフェ＆妖精Gallery オープン︕ ☆☆

5087 選択 ミキティ 2008-02-21 23:12:10 返信 報告

所⻑さん こんばんは（＾－＾）

 カフェ トレヴィの泉⽔OPENおめでとうございます。
  

  >今宵はカフェで「スリーエックス(xxx)プレッソ」をオ
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  >ーダーして、
 >「妖精Gallery」をご観覧下さい

 素敵な贈り物に感謝しています（＾－＾）ありがとうございます

   所⻑さんは バナナの⽪ 発⾒しましたか（笑）

アネ研さん（＾－＾）

 アネ研さんは深夜パト班なのですね。深夜にもバナナの⽪が落ちているかもです（笑）
 （＾－＾）

  春にもお楽しみがあるのですか ますます夢が膨らみますね。
  深夜パトで 眠りミキティがコタツに居ましたら どうぞ起してくださいね♪

Re:☆☆ カフェ＆妖精Gallery オープン︕ ☆☆

5095 選択 stray 2008-02-22 09:29:21 返信 報告

アネ研さん、おはようございます。

イタリア料理レストラン「soffio」のメニューもZARDにちなんだ名前が考案されてるのか︖
 「痛いくらい⻩⾝があふれてるよ」があったりしたら⾯⽩いでしょうね（笑）。

 Ｚ研カフェとかぶったら、クレーム付けに⾏って下さいね（笑）。

ミキティさん
 バナナの⽪って何︖（笑）

 今春オープン予定のイタリア料理レストラン「soffio」というのは、
 泉⽔さんの弟さんが町⽥︖に建ててるもので、Ｚ研のことではありません。

Re:☆☆ カフェ＆妖精Gallery オープン︕ ☆☆

5116 選択 atti 2008-02-23 01:02:12 返信 報告

strayさん、アネ研さん、皆さん、こんにちは。

カフェのオープン、おめでとうございます。
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> 今春オープン予定のイタリア料理レストラン「soffio」というのは、 
> 泉⽔さんの弟さんが町⽥︖に建ててるもので、Ｚ研のことではありません。

アネ研さん、現場確認はお任せください。
 途中下⾞して、確認します〜

町⽥ではなく、⻘葉区になるのではないかと。
 http://atti.jugem.cc/?eid=1437

PS.ちわわんを散歩に連れて⾏く公園の⼊り⼝にカフェレストランがあったのですが、閉店してしまいました。
 この⼤きさならいい物件のような気がしますが、次の

 ⼊居の動きが無いので・・。

Re:☆☆ カフェ＆妖精Gallery オープン︕ ☆☆

5118 選択 アネ研  ◆craoLd8Ou2 2008-02-23 01:23:22 返信 報告

こんばんは、
 attiさん、「soffio」情報は宜しくお願いしますね。（笑）

ZARDとは関係ないですが、昨⽇の報知新聞に元ライブドアの広報担当の⼄部綾⼦さんの東京・南⿇布の「天現寺カ
フェ」の記事がありました。

 世界のスイーツを提供してるそうです。
 http://www.tengenjicafe.jp/

 「トレヴィの泉⽔」の店⻑並びに企画開発部のみなさん偵察に⾏っったら、レポートお願いしま〜す。（笑）

FCサイト更新 2/22

5089 選択 atti 2008-02-22 00:33:13 返信 報告

語呂のいい⽇に、更新されましたね。
 (息⼦の誕⽣⽇なのです。先⽇の⽇曜⽇に、「⽜⾓」で
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「炙り、たいやき」(ここの影響(⽕爆)を⾷べてすでに、お祝いを〜(笑))

OPは、思っていた時期に・・・
 http://atti.jugem.cc/?eid=1556

主題歌は、GCかと思っていましたが・・・
 詳細は、⼀般サイト更新後にしますね。

 

Re:FCサイト更新 2/22

5090 選択 stray 2008-02-22 07:24:51 返信 報告

attiさん、おはようございます。
 「炙り、たいやき」の情報もありがとうございます（笑）。

驚きました︕ いよいよ出てきましたね、未発表曲が︕︕
 ⼭茶花さん、朗報ですよ︕（笑）

Re:FCサイト更新 2/22

5114 選択 atti 2008-02-22 23:49:40 返信 報告

strayさん、皆さん、こんにちは。

> 「炙り、たいやき」の情報もありがとうございます（笑）。 
 ⼩さな「たいやき」が5匹でした〜

> 驚きました︕ いよいよ出てきましたね、未発表曲が︕︕ 
> ⼭茶花さん、朗報ですよ︕（笑）

記事にしましたが、
 http://atti.jugem.cc/?eid=1591

別途、期間限定でUpしまね〜
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イランがネットの孤島状態に

5072 選択 stray 2008-02-21 14:53:41 返信 報告

部⻑がこんな記事を⾒つけました。
 http://www.technobahn.com/news/2008/200802070203.html

ヨーロッパと中東を結ぶ海底ケーブル網の障害により、
 今⽉4⽇から、イラン国内からイラン国外のサイトにアクセスしたり、

 イラン国外からイラン国内のサイトにアクセスしたりすることができない状態が続いているそうです。
 作為的な匂いがプンプンしますね。

magamiさんからは、14⽇に⼀度連絡がありました。
 もしかしたら、わざわざイラン国外からの交信だったのかも。

 megamiさんファンの皆様、復旧まで相当時間がかかるかも知れません。

昨⽇CIAに問い合わせたのですが「知らん」と⾔われて（笑）、
 カフェの売上⾦で、⼗津川＆⻲井コンビがイランに向う⼿筈を整えたのですが…（笑）。

テロ実⾏準備︕

5088 選択 シヴァ 2008-02-21 23:34:30 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑さん、こんばんは︕
  

> 昨⽇CIAに問い合わせたのですが「知らん」と⾔われて（笑）、 
 うーん、ＣＩＡもそんなことを⾔ったのですか・・

 私もＦＢＩに電話をしたら、「Ｗｈｏ ａｒｅ ｙｏｕ︖」と⾔われたので、「Ｉ’ｍ Ｊａｐａｎｅｓｅ ＳＡＭＵ
ＲＡＩ︕」と⾔ってやったら、「Ｙｏｕ ａｒｅ ｃｒａｚｙ︕︕」と⾔われました︕

こうなったら、シヴァウイルステロしかありません︕
 逆にＦＢＩに逮捕されたりして（＾－＾）
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たい焼き命名の投票開始︕

5033 選択 stray 2008-02-18 08:50:20 返信 報告

皆さんおはようございます︕

浪花屋のたい焼きメニュー命名の⼈気投票を開始します︕
 カフェのトップページからご投票ください。

 １⼈１回しか投票できません。2/20（⽔）まで。

Re:たい焼き命名の投票開始︕

5057 選択 stray 2008-02-20 18:45:45 返信 報告

皆さんこんばんミ☆︕

投票は今夜10:30頃に終了し、即刻開票・公表の上、
 メニューに追加します。（画像準備OK）

現時点での投票数︓２６票。
 いかに皆さん関⼼がないか、よ〜くわかりました（笑）。

Re:たい焼き命名の投票開始︕

5058 選択 xs4ped 2008-02-20 20:05:30 返信 報告

strayさん、皆さん、こんばんは。

> 浪花屋のたい焼きメニュー命名の⼈気投票を開始します︕ 
 > カフェのトップページからご投票ください。 

 > １⼈１回しか投票できません。2/20（⽔）まで。 
 「浪花屋のたい焼き」にふさわしいメニュー名は︖

 [投票期間] 2008/02/17 〜 2008/02/21 [投票数] 28票
 投票期間間違ってますよ〜(笑)
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>現時点での投票数︓２６票。 
>いかに皆さん関⼼がないか、よ〜くわかりました（笑）。 
2票増えましたね。(^_^)

 strayさん何度も投票しちゃダメですよ〜(笑)
 １⼈１回ですよ〜(笑)

 最終コーナーを回って「パリッとやこう︕」「君と僕とのたい焼き」のデッドヒート中(投票数が少ない為)どちらに
軍配が上がるかな︖(笑)

 勝利の⼥神よ私(君と僕とのたい焼き)に微笑んで・・・
 君と僕との間に永遠は⾒えるのかな〜

 以上、実況中継でした。(笑)

PS.
 投票未だの⼈はお早めに︕

「パリッとやこう︕」に決定しました︕

5061 選択 stray 2008-02-20 22:43:06 返信 報告

皆さん、こんばんは。

予告どおり、22:30で投票を終了しました。
 結果発表です︕

  投票総数︓２９票
  １位︓「パリッとやこう︕」９票

  ２位︓「君と僕とのたい焼き」８票
 （以下、省略）

”浪花屋のたい焼き”の命名は、Ｔ２８さん発案の
 「パリッとやこう︕」に決定しました︕

カフェメニューに追加しましたので、ご賞味くださいませ。

xs4pedさん、１票差、惜しかったですねぇ（笑）。
 ３⽇以内の投票はエラーとなり、管理⼈といえども１回しか投票できません。
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 〆切を20⽇にしたら、今⽇の午後4時頃に終了となっていたので、1⽇延ばしました（笑）。

Re:「パリッとやこう︕」に決定しました︕

5063 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-02-20 23:09:44 返信 報告

こんばんは、
 T28部⻑おめでとうございます。

 そして、「この愛に泳げタイ焼きくん」に投票してくれた⽅、発案者として応援していただいたこと感謝します。
（笑）

 では、さっそくいただきに⾏ってきま〜す。

Re:「パリッとやこう︕」に決定しました︕

5065 選択 xs4ped 2008-02-21 02:28:01 返信 報告

strayさん、こんばんは。

> 結果発表です︕ 
 >  投票総数︓２９票 

 >  １位︓「パリッとやこう︕」９票 
 >  ２位︓「君と僕とのたい焼き」８票 

> xs4pedさん、１票差、惜しかったですねぇ（笑）。 
 > ３⽇以内の投票はエラーとなり、管理⼈といえども１回しか投票できません。 

strayさん、実は投票総数︓２８票で、２位︓「君と僕とのたい焼き」は７票です。
 私が２票⼊れました。(笑)

 流⽯に気が引けたので３票以上は⼊れてませんよ。(笑)
 T28さんおめでとうございます︕

 「君と僕とのたい焼き」に投票してくれた皆さん、有難うごさいました。(^_^)
 失礼しました。m(__)m

Re:「パリッとやこう︕」に決定しました︕
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5070 選択 pine 2008-02-21 13:13:45 返信 報告

みなさん こんにちは
 「パリッとやこう︕」と「君と僕とのたい焼き」のデッドヒートに⼤きく⽔をあけられた形になりましたが、「悲し

いほどタイヤキが好きで」を応援してくださった⽅、有難うございました。m(^_^)m
 「パリッとやこう︕」⾷べに⾏ってきます︕もう⾏列できてるかな︖

「およげたいやき君」の新バージョンを偶然聞いたのですが、オリジナルと違って戦隊モノの主題歌ような、すっご
くかっこいいアレンジになってました。

Re:「パリッとやこう︕」に決定しました︕

5073 選択 ⼭茶花 2008-02-21 17:12:49 返信 報告

strayさん、こんばんは。
 たい焼きのメニュー名は、T28さんの発案された

 『パリッとやこう︕』に決まったみたいですね。
 T28部⻑さん、おめでとうございます。

 今度⾷べに⾏きますね。
 

Re:「パリッとやこう︕」に決定しました︕

5079 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-02-21 18:55:09 返信 報告

みなさん、こんばんは。

まずは、「パリッとやこう︕」にご投票下さった皆さまにお礼申し上げます。
 ありがとうございました︕

 また、ご祝辞まで頂きましたこと、重ねてお礼申し上げます。

早速オーダーしてみましたが、⾒事にパリッと焼けてました（笑）。
 皆さまも、渋〜いお茶と⼀緒にお楽しみ下さい。

Ｐ.Ｓ. 決選投票にならなくて助かりました。もしそうなったら︖ ⾃信無いです（笑）。
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Yahoo︕のトップページに…

5076 選択 皐 2008-02-21 18:26:01 返信 報告

嬉しい広告(コーナーかな︖)を発⾒しました︕(o^∇^o)

YUIさん、中島美嘉さん、コブクロ×絢⾹さん、GreeeNさんという
 旬のアーティストの中に、ZARDが︕︕︕…右下はちょっと誰だか分かりませんね(苦笑)

“常に気になるアーティスト、あなたの好きな曲は何ですか︖”
 と、⾔われたら、やっぱり“ZARD”ですよね(o≧∇≦o)☆ﾐ

Re:Yahoo︕のトップページに…

5077 選択 stray 2008-02-21 18:42:57 返信 報告

皐ちゃん、情報ありがと︕

嬉しいですねぇ、こうして取り上げられると。
 右上は「にしおかすみこ」かと思った（笑）。
 右下は分かりませんねぇ。

 

嬉しいですよね☆ﾐ

5082 選択 皐 2008-02-21 20:37:51 返信 報告

所⻑、こんばんは︕
 > 右上は「にしおかすみこ」かと思った（笑）。 

 あはははは︕︕(爆笑)ホントだ(笑)似て⾒えますね(≧∇≦)

P.S.カフェの正式オープンおめでとうございます︕
    FLASHのメニューがいい味出してますね☆ﾐ
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淡い雪が溶けて…

5059 選択 皐 2008-02-20 22:12:17 返信 報告

最近寒い⽇が続いていますよね〜(>_<)ということで、そんな⽇々にピッタリの加⼯画が完成しま
した︕

 …でも、実は結構前から出来上がっていたんですよね(笑)
 この歌は私の⼤好きな1曲でもあります☆ﾐ 確か、ミキティさんも好きなんですよね︖(*^u^*)

 皆さま、ぜひご覧になってくださいね︕

ところで、先ほど「ヘキサゴン」というバラエティ番組で「負けないで」が流れていました︕(しか
も2度︕)

 ZARDと「ヘキサゴン」はあまり結びつかない(笑)ので、BGMに採⽤されていたのが嬉しかったですね(o≧∇≦o)♪♪
 ゴールを⽬指すスザンヌちゃんをしっかり励ましていましたよ♡(笑)

Re:淡い雪が溶けて…

5060 選択 xs4ped 2008-02-20 22:21:51 返信 報告

皐ちゃん、こんばんは。 

> 最近寒い⽇が続いていますよね〜(>_<)ということで、そんな⽇々にピッタリの加⼯画が完成しました︕ 
 今の時期に丁度ピッタリの加⼯画ですね。(^_^)

 ありがとう︕
 次作品(動画)に使わせて頂きます。(^_^)

 早く春が来ないかな〜

PS.
 カーディガンさん、仙台公演でマフラーまだ販売されてましたか︖

共通点は綺麗︕
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5062 選択 シヴァ 2008-02-20 22:45:48 返信 報告

皐さん、こんばんは︕

初めて⾒た写真が２枚もありました。
 共通点は４枚とも”泉⽔さんがすごく綺麗︕”てことですね︕

 皐さんの構成がいいということもありますけどね︕
 またまた保存させていただきます︕ありがとうございます︕

この曲は「隠れた名曲」って感じですよね〜
 リクベスで初めて聴いた⽅も多いんでしょうね。

 歌詞はいろいろ考えてしまいますけど・・
 

Re:淡い雪が溶けて…

5064 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-02-20 23:24:59 返信 報告

こんばんは、
 ほんと寒そうで、泉⽔さんもマフラーにポケットに⼿までいれてるんですね。(笑)

 今回は、それぞれ独⽴して発表もできそうな作品ですね。
 早くあったかくなりますように︕︕

PS.カフェでおさつキッシュを⾷べてからというもの、カフェでみなさんが「ミ☆︕︕」と叫んでそうで楽しいです。
（笑）

Re:淡い雪が溶けて…

5066 選択 ヒツキ 2008-02-21 10:08:15 返信 報告

皐さん、皆さんこんにちは
 「淡い雪が溶けて」は僕も好きですよ。

 初めてライブDVDで聴いた時に切なくなりました。
 しかし、皐さん毎回毎回選ぶ写真とあわせ⽅がお⾒事です。
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Re:淡い雪が溶けて…

5067 選択 チョコレート 2008-02-21 10:17:20 返信 報告

皐さんへ
 こんにちは。またまた素敵な画像をありがとうございます︕

私、このマフラー姿の泉⽔さんは初めて⾒る気がします。
 いつ頃のものなのでしょうか・・︖

 それにしても素敵ですね〜。
 背景の雪が、⾃⼰主張していないにもかかわらず、とても寒そうで、哀しそうですね・・。

 歌にぴったりな感じがしました。あんまり素敵なので、☆ﾐ つけてみます(笑)

個⼈的には「淡い雪・・」はこの冬、⼀番たくさん聴いた曲になりました。
 今まではさらっと聴いていたのに、この冬はとても切なくて、哀しくて、涙が出てしまう・・。

 そんな私の気持ちにも重なるような、皐さんの作品でした。
 また次作も期待していますね。

Re:淡い雪が溶けて…

5069 選択 stray 2008-02-21 12:53:23 返信 報告

皐ちゃん、こんにちは。

素敵な作品をどうもありがとう︕
 このマフラー姿の泉⽔さん、とっても若く⾒えますよね。

表情がとっても幼く⾒えるというか…。
 私の中では、皐ちゃんのイメージがこの画像なんですよ（笑）。

チョコレートさん、この画像はＦＣ会員⽤に配られた2006年カレンダー（PC壁紙⽤）の1枚です。
 ほしいときは「問い合せ」からメールして下さい。

「淡い雪が溶けて…」は⼈気がありますね。私も好きな曲の１つです。
 アルバム未収録でしたが、リクエストベストに収録されて喜んでる⼈が多いのでは︖
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私のところは、今⽇も吹雪＆⼤雪で（笑）、淡い雪にはほど遠いのですが（笑）、
この作品を⾒て、なんとなく春近しを感じました。気のせいかもしれんけど（笑）。

今回の作品は、⾊使いが実にシンプルで、歌詞がメインとなってるような…。
 たぶん、皐ちゃんはこの曲の歌詞すべてが好きなんだろうね。そんな気がしました。

 左側を思い切ってカットして、縦⻑の作品でもよかったかも。分類不能になっちゃうけどね（笑）。
 

Re:淡い雪が溶けて…

5071 選択 pine 2008-02-21 13:18:05 返信 報告

皐さん こんにちは
 季節にぴったりな素敵な作品、ありがとうございます。

 右の泉⽔さん、いつもと違う髪型のように思ったので、PCの裏側に回りこむようにして⾒たのですが(笑)、わかりま
せんでした。

 この曲、歌詞がすごく切なくて、更に泉⽔さんの哀愁の漂う歌声で、聞くたびに涙が出そうになるのですが、⼤好き
なんです。

密かににseclet paperにも新しい作品をアップされていますね。（私が気付いていなかっただけ︖）
 あの作品に続きがあったとは…泉⽔さん、つまみ⾷いしたらダメですよ〜ヾ(~∇~;) 

 お茶⽬な泉⽔さんらしい設定に、微笑んでしまいました。
 ホントに皐さんは発想が素晴らしいですね。画像の選択もお⾒事︕d(ﾟ-^*) 

 4th/携帯ギャラリーの作品と、ペーパー作品、それぞれ素晴らしいのだけど、両⽅があって更にその良さを引き出し
ていると思います。

 

Re:淡い雪が溶けて…

5074 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-02-21 17:45:32 返信 報告

えっと、イチ、ニー、サン・・・、ナナ、8号です（笑）。
皐ちゃん、こんばんは、出遅れてしまいました（苦笑）。
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この「作品」はすごいです︕
⾔葉では上⼿く説明できないんですが（汗）、

 空気感みたいなものが表現されているように感じます。
 う〜ん・・・でもこれ以上考えても、やっぱ説明出来ないや︕

 まぁいっか︕ すごいモンはすごいんです︕（笑）

この曲も訃報後に聴いたため、⼼に響くんですよね（涙）。
 

Re:Thank you♡

5075 選択 皐 2008-02-21 17:56:51 返信 報告

皆さん、こんばんは☆ﾐ レスありがとうございますね︕「淡い雪が溶けて」の加⼯画は、
 今の季節感、そして いつもながら、詞の世界観を⼤切にして作ってみました☆ﾐ

 所⻑の仰るとおり、この曲の詞がすごく好きなので、“歌詞がメイン”ということは強ち間違いではないかもしれませ
んね＾＾

レス、そして保存してくださった皆さん、どうもありがとうございました︕
 ---------------------------------------------------

 xs4pedさんへ︓
 >次作品(動画)に使わせて頂きます。(^_^) 

 ぜひ︕お願いしますね〜♪♪楽しみにしていますよ☆ﾐ

シヴァさんへ︓
 >初めて⾒た写真が２枚もありました。 

 今回は“初”の画像があったようですね︕チョコレートさんもそう仰っていました(*^_^*)
 “共通点”なども⾒つけてくださってありがとうございます︕また次回もお願いしますね☆ﾐ

アネ研さんへ︓
 >ほんと寒そうで、泉⽔さんもマフラーにポケットに⼿までいれてるんですね。(笑) 

 今の時期にピッタリだと思っていて、所⻑にこの画像を頂いた時から
 今回の構図は出来上がっていたんですよね(笑)
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>カフェでみなさんが「ミ☆︕︕」と叫んでそうで楽しいです。（笑） 
ですね︕(笑)

ヒツキさんへ︓
 >「淡い雪が溶けて」は僕も好きですよ。 

 同じですね☆ﾐ 嬉しいです〜☆ﾐこの曲は、聴いていると切ない気持ちになりますよね。
 >しかし、皐さん毎回毎回選ぶ写真とあわせ⽅がお⾒事です。 

 いえいえ、ありがとうございます(●＞ω＜●)ゞ(笑)

チョコレートさんへ︓
 >私、このマフラー姿の泉⽔さんは初めて⾒る気がします。 

 そうなんですか︕実はこの画像、所⻑から頂いたものなんですよね(*^o^*)「問い合せ」をすると、
 所⻑からプレゼントのようですよ︕☆ﾐ

 >そんな私の気持ちにも重なるような、皐さんの作品でした。 
 そう⾔って頂けると、ホントに嬉しいです︕次作もぜひ、期待していてくださいね(*^u^*)

所⻑へ︓
 >私の中では、皐ちゃんのイメージがこの画像なんですよ（笑）。 

 すっごく嬉しいコメントをありがとうございます︕(笑)そのイメージが崩れないようにしておこう︕(笑)
 >私のところは、今⽇も吹雪＆⼤雪で（笑）、淡い雪にはほど遠いのですが（笑）、 

 やっぱりそうですよね(笑)あの積雪ですとね…(^⽫^;)私のところは、今⽇ぐらいからポカポカしてきたので、
 逆に“淡い雪”には遠ざかっています(笑)

pineさんへ︓
 >いつもと違う髪型のように思ったので、PCの裏側に回りこむようにして⾒たのですが(笑)、わかりませんでした。 

 あはは︕(笑)ほんと、髪型がちょっと⼯夫されていますよね(=^o^=)私も回り込んで⾒てみよう︕(笑)
 >密かににseclet paperにも新しい作品をアップされていますね。（私が気付いていなかっただけ︖） 
 もしかしたらお気づきになったのはpineさんだけかもしれません☆告知しなかったので…(笑)

 (気づいてくれて)嬉しいですね〜♪♪“お茶⽬な泉⽔さん”をテーマにしてみたので、そう捉えてもらえると幸いです(*^
u^*)

部⻑へ︓
 今回は8号になっちゃいましたね(笑)



 
>この「作品」はすごいです︕⾔葉では上⼿く説明できないんですが（汗）、 
その⾔葉だけで、⼗分ですよ(●＞ω＜●)ありがとうございますね部⻑︕嬉しいです♡

 >この曲も訃報後に聴いたため、⼼に響くんですよね（涙）。 
 切ない曲ですと、特に⼼に響きますよね…(︔_︔)

xxxさんの妖精アニメーション

5068 選択 stray 2008-02-21 12:24:23 返信 報告

皆さんこんにちは︕

sakiさんから、xxxさんの妖精アニメーションの元画を頂戴しました。解析したところ、
  サイズ︓1,060x671

  フレーム数︓11枚
  ビット深さ︓32

  ファイルサイズ︓3.6M
 でした。

sakiさんの旦那様が、ここのBBSの企画（1M以下）に合わせるため、
 サイズを600x380、フレームを3枚落として8枚にしてアップしてくれたものです。

 （sakiさんのご主⼈も相当な知識をお持ちのようです）

私がいろいろいじってみたところ、サイズ720x456、11フレームのままで1M以下に出来ました。
 これがBBSにアップできる限界です。アニメーション速度は0.35秒で、

 これ以上遅くするとカクカクしてしまいます。
 近⽇中に、元画に限りなく近い形で美術館に収蔵する予定です。

sakiさん＆sakiさんの旦那様、どうもありがとうございました︕
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好評︖につきＰＡＲＴ３︕

5027 選択 シヴァ 2008-02-17 23:03:45 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑さん、皆さん、こんばんは︕

タイ焼きのアイデアを考えていた時に、浮かんでしまったので発表します︕
 何⼈かの⽅から、依頼︖されていましたし・・

今回はＺＡＲＤを代表する曲、「負けないで」から・・

賞味期限が５年過ぎたイワシの⽸詰 「開けないで」
 最⾼級フォアグラのソテーの納⾖かけ 「かけないで」

 ヘビの丸焼き・から揚げ・⽣き⾎ 「逃げないで」
 ウルトラスーパー激⾟カレー 「泣かないで」

 夏季限定なのに何故か、鍋焼きうどん+湯⾖腐 「溶けないで」
 注⽂しても何時間も料理がやってこない 「キレないで」

 産地偽装の⾷品を使⽤ 「バレないで」
 隠し味は農〇︕︖ 中〇産餃⼦ 「⾷べないで」

いかがでしょうか︖
 結局、タイ焼きのアイデアは「アンたに帰りタイ」以上のものは浮かびませんでした。

 おもしろくないものは何個か浮かんだんですけど・・

話はコロッと変わりますが、最近ｍｅｇａｍｉさんが来ないですよね。
 もう⼀週間くらいになりますよね・・

 何かご存知の⽅はいらっしゃいませんか︖
 

ぎゃはは(笑)

5029 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-02-18 00:25:57 返信 報告

こんばんは、シヴァさん
 みんなおかしいですね︕︕
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腹痛いです。(笑)
私の好みでは

 > 賞味期限が５年過ぎたイワシの⽸詰 「開けないで」 
 > 注⽂しても何時間も料理がやってこない 「キレないで」 

 が好きですが、

所⻑には、私が以前出した
 「トマト炒め１０ヶ今焦げだした」と同様

 おかしいけど出せない。（笑）「却下︕」（笑）
 「めげないで」と⾔われるのでは︖

さて、ご質問されてるmegamiさんですが、１４⽇の明け⽅（⽇本時間）に、カフェのチャットとz研会議室に少し来
ました。

 >ネットが『全然』『全く』『ひとつも』繋がらなかった〜 
 とのことでした。

 以前から、イランは停電やネットの不通はよくあると⾔ってましたので今回も⻑いですがそれのようです。
 病気などではないのでご⼼配なさらぬよう気⻑に待っててくださいね。（笑）詳しくは所⻑からあるかもしれませ

ん。

以上、深夜担当アネ研でした。︕︕
 

Re:好評︖につきＰＡＲＴ３︕

5030 選択 xs4ped 2008-02-18 01:37:38 返信 報告

シヴァさん、皆さん、こんばんは。

今回は、番外編ですか︖(笑)
 と⾔うより今までも殆んど番外編のような気がしていたのは私だけ︖(笑)

 > 賞味期限が５年過ぎたイワシの⽸詰 「開けないで」 
 お・も・ひ・でより(作曲:寺尾広)

 「10年後のたい焼き」をいつか開くように・・・(開いたらミイラになっていた)
 > ヘビの丸焼き・から揚げ・⽣き⾎ 「逃げないで」 
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⾵が通り過ぎる街へより
「たい焼きが通り過ぎる街へ」・・・(浪花屋の前を通り過ぎちゃいや〜)

 > 産地偽装の⾷品を使⽤ 「バレないで」 
 バレてるのは氷⼭の⼀⾓でしょう(笑)

 > 隠し味は農〇︕︖ 中〇産餃⼦ 「⾷べないで」 
 ⼀応メーカーが限定されているので他メーカーは⼤丈夫でしょう。︖多分・・・(⾷べるのは⾃⼰責任と⾔う事で)

 ⾃給率40%以下と異常な状態なので国内産を⾒直す良い機会かも知れませんね。やっぱり最低でも⾃給率70%以上は
無いと問題ですよね。

どうやら、寺尾さんはシヴァウィルスに掛かって⼊院したみたいですよ。(笑)
 ワクチンが出来るまで退院は難しいでしょうね。(笑)

> 話はコロッと変わりますが、最近ｍｅｇａｍｉさんが来ないですよね。 
 > もう⼀週間くらいになりますよね・・ 

> 何かご存知の⽅はいらっしゃいませんか︖ 
 私も気に掛かっていたのですが、以前から2週間位ネットに繋がらなくなる事も有るとの事なので、もう⼀週間位ネッ

トに繋がらなくなる可能性も有りますね。
 私が⼼配なのは⼥性の歌が禁⽌されている等の禁⽌事項が有り、⼜、携帯ギャラリーを携帯に貼り付けているとの事

だったのでそれが秘密警察に⾒つかって捕まっていないかの⽅が⼼配です。(笑)
 いずれにしても様⼦を⾒るしか有りませんね。

 

Re:好評︖につきＰＡＲＴ３︕

5032 選択 stray 2008-02-18 08:47:32 返信 報告

シヴァさん、おはようございます。

いろいろとお考えになったようで（笑）。
 ⾯⽩いですが、メニューとしてお客様に出せないものばかりなので却下です（笑）。

ｍｅｇａｍｉさんは、ネットがつながらないのだと思います。
 あれだけ⽯油が出るのに、アメリカの制裁もあって、発電設備が整っていないようです。
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⾰命記念⽇（2/11）前後はつながりにくくなると、ｍｅｇａｍｉさんも予想されてたようです。
もう２〜３⽇経っても現れないときは、CIAに捜索願いを出しますので（笑）。

 

お⾒舞いです

5043 選択 シヴァ 2008-02-18 20:55:56 返信 報告

ｘｓ4ｐeｄさん、こんばんは︕
  

> 今回は、番外編ですか︖(笑) 
 > と⾔うより今までも殆んど番外編のような気がしていたのは私だけ︖(笑) 

 この件に関してはノーコメントとさせていただきます（＾＾）
  

> どうやら、寺尾さんはシヴァウィルスに掛かって⼊院したみたいですよ。(笑) 
 > ワクチンが出来るまで退院は難しいでしょうね。(笑) 

 えっ、そうなんですか︖ それは⼼配ですね・・
 もしも毒性の強いシヴァウィルスだったなら、全⾝をむしばんで、さらにはヘンなことばかり⾔い出して、そしてつ

いには・・
 ダメですっ︕これ以上はとても⾔えません︕

このお花はお⾒舞いです。
 ウィルスがしっかり根付くようにと、鉢植えのものを選んでおきました（＾－＾）

お相⼿、ありがとうございま〜す︕

5044 選択 シヴァ 2008-02-18 21:13:33 返信 報告

アネ研さん、こんばんは︕

「みんなおかしいですね︕︕」とのお⾔葉、ありがとうございます︕
 予想された通り、全部ボツになってしまいました・・

 でも「めげないで」また作るつもりです︕
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stray所⻑さん、こんばんは︕

> もう２〜３⽇経っても現れないときは、CIAに捜索願いを出しますので（笑）。 
 さすがは所⻑さん︕CIAにまで顔が利くのですね︕

 それなら私はFBIに話をつけましょうか︖
 もし、megamiさんの捜索に協⼒しないなら、全⽶各地に毒性の極めて強いシヴァウィルスをバラまくって⾔えば協

⼒してくれますかね︖

皐さん、こんばんは︕

「⾷べないで」、⼤爆笑とのお⾔葉、すごく嬉しいです︕
 もしも創作活動の息抜きになったとしたら、感激です︕

 

シヴァさんへ

5045 選択 xs4ped 2008-02-18 21:33:33 返信 報告

シヴァさん、皆さん、今晩は。

> 「みんなおかしいですね︕︕」とのお⾔葉、ありがとうございます︕ 
 > 予想された通り、全部ボツになってしまいました・・ 

 > でも「めげないで」また作るつもりです︕ 
 此⽅にもエントリーしてみてはどうですか︖(笑)

 http://www.kanken.or.jp/henkan/3happyou.html

PS.
 >このお花はお⾒舞いです。 

 >ウィルスがしっかり根付くようにと、鉢植えのものを選ん>でおきました（＾－＾） 
 お⾒舞い有難う御座います。

 寺尾さんに渡して置きます。お⾒舞いの花と共に隔離室に移動されなければ良いのですが・・・(笑)

(笑)

5046 選択 ⼭茶花 2008-02-18 21:38:09 返信 報告
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シヴァさん、staryさん、皆さん、こんばんは
>>シヴァさんへ

>予想された通り、全部ボツになってしまいました・・ 
 >でも「めげないで」また作るつもりです︕ 

 根気が強いですね(笑)よくこんなにも、⾯⽩いネタを引っ張り出してきますよね。

xs4pedさんの仰った
 >>隠し味は農〇︕︖ 中〇産餃⼦「⾷べないで」 

>>⼀応メーカーが限定されているので他メーカーは⼤丈夫でしょう。 
 の、餃⼦の話題を私もしたいので、もう⼀度、取り上げさせて貰います。

 xs4pedさん、横レス失礼しますね。

冷凍の、中国産の餃⼦は、今、報道で問題になってますよね。餃⼦は中国産が今駄⽬ですが、
 中国産以外でも、冷凍の餃⼦と聞いただけで、全部が全部、害があるように感じて、

 恐ろしくて⼿が付けられない･･･
 また去年に続いて、今年の⽂字も、『偽』になりそう･･･

 世の中が、異常に歪みすぎてるように感じます。

話題が逸れてしまってごめんなさい･･･
 

⼭茶花さんへ

5047 選択 シヴァ 2008-02-18 23:39:49 返信 報告

⼭茶花さん、こんばんは︕

> 根気が強いですね(笑)よくこんなにも、⾯⽩いネタを引っ張り出してきますよね。 
 お褒め︖の⾔葉、ありがとうございます︕

> 冷凍の、中国産の餃⼦は、今、報道で問題になってますよね。餃⼦は中国産が今駄⽬ですが、中国産以外でも、冷
凍の餃⼦と聞いただけで、全部が全部、害があるように感じて、 

 恐ろしくて⼿が付けられない･･･
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本当ですね、真⾯⽬に作ってらっしゃるお店でも、⾵評被害で売り上げが落ちてしまっている所もあるのでしょう
ね。

 そういうお店には⾏政などから補助をしてあげて欲しいですね。

シヴァさんへ

5056 選択 ⼭茶花 2008-02-20 17:31:22 返信 報告

こんにちは。
 返事が遅くなりまして申し訳ない･･･

 最近と⾔うか、パソコン上でバタバタとしてて･･･

>そういうお店には⾏政などから補助をしてあげて欲しいですね。 
 政界では、厚⽣労働省の桝添さんが、テレビでコメントされていた報道を⾒掛けますが、

 ⼝だけではなくて、実⾏に移して欲しいですよね。ほんとに何とかして貰いたい︕
 私ら世間はただそれだけ。そう願う⼀⽅なんです。

あのですね、決してその餃⼦の怒りを、シヴァさんに当たっているわけではないので(笑)
 （そう⾒えるかも知れませんが･･･）

 私のこの話題で、だんだん話が逸れてしまってごめんなさい。
 

未公開xxxさん画像の追加

5048 選択 saki 2008-02-19 14:24:05 返信 報告

皐さんが未公開画像を発表されていたので、
 皐さんのライバル︖（笑） 負けず嫌いのxxxさんの未公開画像で〜す。

 xxxさんのUSBにあった画像ですが
 ⾒つけた時は嬉しくて、嬉しくて、って旦那様が最初に⾒つけたんですけどね、、、

 今まで、GIF画像が有ることに気づきませんでした。みなさんご存知の妖精part ３の画像（JPG)
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とばかり思っていたんですよ。
（私には、GIF︖JPG︖が何のことか良く解らないんですけど）

 すぐに投稿しようとしたんですが、サイズが⼤きすぎて（3.4MB←これも︖︖)投稿出来なくて…
 4コマ分をカットして、解像度を落として、サイズを⼩さくしてと⾊々やって⼩さくしました。って旦那様が⾔っていました。

 元画は、もっとなめらかな動きなんですよ、こんなにカクカクしていないんですよね〜
 xxxさんごめんなさいm(_ _)m   元画の良さ綺麗さが伝わらないよ〜（くやしい〜〜）

 これだけの物を作るのに相当な時間が掛かったでしょうに︖ 
 その素晴らしさをみなさんに伝えられなくて……本当に、本当にごめんなさいm(_ _)m  m(_ _)m （え〜ん（泣））

P.S  
 先⽇は、沢⼭のお祝いのレスありがとうございました。お⺟様⽅が沢⼭おられてビックリしてます。頼りにさせて頂きます

ね。(^^)/ 
 ⽇に⽇に顔がしっかりして来て、いい男になっていま〜す（完全な親バカ（笑））

今、実家で（と⾔ってもすぐ近くなんですけど）⺟に⼿助けしてもらっています。
頭が変形しない枕をしているんですが⽚⽅だけに⾸を傾げていて三⾓おむすびにならないか⼼配です。(^_^︔)

 今⽇は、息抜きに来ました……⾚ちゃんは、夜型みたいで昼間はスヤスヤ、夜はギャーギャー
 昼間、幸せそうに寝てるのを⾒ると、ついちょっかい出したくなります。（笑）

 夜寝るように、昼間は寝せない⽅が良いのでしょうか︖︖
 でも、私もどっちかと⾔うとお昼寝の⽅が気持ちいいんですよね〜〜

Re:未公開xxxさん画像をありがとうございます︕

5049 選択 チョコレート 2008-02-19 16:39:11 返信 報告

sakiさんへ
 こんにちは。育児中のママ1号(?)チョコレートです。お元気そうで良かったです。

xxxさんの未公開画像を拝⾒できるとは思ってもいませんでした。
 ありがとうございます︕妖精さんが動くなんて素晴らしい︕︕すごいですね〜。泉⽔さんとお話でもしているかのよ

うですね。
 XXXさんがお元気だった頃、XXXさんと皐さんのガチンコ対決がとても楽しみでした。

 お⼆⼈とも泉⽔さんのこと⼤好きだから、画像に愛情たっぷりで、⾒ている私も温かい気持ちになれました。
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 旦那さまがかなりご苦労されて・・私たちがこの作品を⾒ることができたのですね。
本当に感謝しております。ありがとうございました。

さて、育児相談︖︖ですが、頭の形は⼼配ないと思いますよ〜。
 我が家の娘は右ばかり向いて寝ていて、⼀時期は右側頭部が少しつぶれたような形でしたが、

 ハイハイをしたり、動くようになるとすぐに直りました。
 念のため、⼦育てママ2号(?)のpineさんにも聞いてみましょうね(笑)。pineさんちはいかがですかー︖

 まだ⾚ちゃんは夜昼なくギャーギャーしているでしょうね。
 1ヶ⽉くらいになると昼と夜がわかってくるみたいで、夜に寝るようになってきますよ。

 今は⾚ちゃんが寝ている時間にママさんも休むようにされたら良いのではないかと思います。そのほうが気持ち良い
ですよね︖

 ご実家のお⺟様にたっぷり⽢えて、sakiさんも体を休めて下さいね。
 では、またsakiさんが遊びに来てくださいますように!お待ちしています。

Re:未公開xxxさん画像の追加

5050 選択 stray 2008-02-19 17:52:29 返信 報告

sakiさん、こんばんは︕

⾚ちゃん、すくすく育ってるみたいで安⼼しました。
 ⼦育て相談は私では役に⽴たないので、ママさんたちにお聞き下さい（笑）。

xxxさんが、１本結びの妖精さんのGIFアニメを作ってられたとは︕
 発⾒して下さって感謝します。”かくかく”しないのを⾒たいです︕

 是⾮とも xxxギャラリーに飾りたいと思いますので、お⼿数ですが、
 3.2Mの元画をメール添付で送っていただけないでしょうか。

 info@zard-lab.net

GIFもJPGも画像ファイルの拡張⼦ですが、圧縮形式が違うんです。
 GIFだけが「背景の透明化」や「アニメーション」が可能で、

 このようにHTML上で動く画像を作ることができます。
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Re:未公開xxxさん画像の追加

5051 選択 xs4ped 2008-02-19 19:10:02 返信 報告

sakiさん、こんばんは。

> 皐さんが未公開画像を発表されていたので、 
 > 皐さんのライバル︖（笑） 負けず嫌いのxxxさんの未公開画像で〜す。 

 こんな素晴らしい隠し⽟(未公開画像)があったとは、驚きました。(ノ゜⊿゜)ノ
 「踊る妖精さん」⼤変素晴らしい物を拝⾒させて頂き、有難う御座いました。（*^_^*）

 私のサイト(ブログ)にも展⽰させて頂きますので宜しくお願い致します。
 http://xs4ped.spaces.live.com/default.aspx

PS.
 以前、sakiさんが投稿して下さった妖精さん(xxxさん作)の加⼯画(kaz2313さんとの合作品)も展⽰して有ります。

 ⼜、皐ちゃんとの合作品も展⽰して有りますので是⾮、ご覧下さい。
 

Re:未公開xxxさん画像の追加

5052 選択 pine 2008-02-19 19:11:34 返信 報告

sakiさん こんばんは
 ⼦育てママ２号のpineです。(*^_^*)

泉⽔さんとお話ししているような妖精さん、とっても素敵です。気持ちが安らいで、⾒⼊ってしまいました。
 xxxさんの優しさを感じます。ありがとうございます。頑張ってくださったご主⼈もありがとうございます。

お⼦様、⽇ごとに可愛くなられていくようですね。その頃が懐かしいです。
 育児相談室では、既にチョコレート先⽣が、私の思っていることもすべて⾔って下さっているので、⾔うことがなく

なってしまいました。(笑)
 ⾚ちゃんがおねんねの時にsakiさんも⼀緒に休まれて（とはいえ、寝てるときにしておきたいこともいっぱいあると

思いますが）ずーっと昼夜逆転の⼦供はいませんから。
 私も１⼈⽬の時は、育児書読んで必死にやって疲れてしまいましたから、sakiさんの楽なように、⾃然にされるのが
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⼀番かと思います。
気楽に、のんびりと…頑張りすぎないのがコツです。(笑)

もうしばらく、画像を眺めていたいと思います。

Re:xxxさん未公開画像︕︖

5055 選択 皐 2008-02-20 17:21:51 返信 報告

sakiさんこんにちは☆ﾐ

>皐さんのライバル︖（笑） 負けず嫌いのxxxさんの未公開画像で〜す。 
 xxxさんの未公開画像なんですか!!?(◎’□’◎)あの頃を思い出しますね︕

 私の負けず嫌いなところは師匠譲りなのかも…(笑)
 最近“負けず嫌いっぷり”が増したような気がするんですよね〜(=^⽫^=)ゞ(笑)

 >⾊々やって⼩さくしました。って旦那様が⾔っていました。 
 sakiさんの旦那様が編集を??スゴイですね︕(◎o◎)

 そして、GIFでアニメーション動画を作っていたxxxさんもスゴイです☆ﾐ
 私もsakiさんと⼀緒であまり詳しくないので…＾＾ゞすぐに解説できちゃうstray所⻑もスゴイかも(笑)

 きっと元画の⽅も“素晴らしい”の⼀⾔なんでしょうね︕所⻑の載せているアドレスに
 添付して送ってくださると嬉しいです(*^U^*)お時間が取れる時にお願いできますか??(*^^*)

sakiさん本当にありがとうございますね☆ﾐ sakiさんや使者さんのおかげで、
 今でもxxxさんのお話が出来る事に、⼼から感謝しています。

ところで、元気な⾚ちゃんも、すくすくと育っているようですね(o≧∇≦o)
 >⽇に⽇に顔がしっかりして来て、いい男になっていま〜す（完全な親バカ（笑）） 

 男の⼦はお⺟さんに似るっていいますものね︕泉⽔さん似のsakiさんがママなら、
 絶対お顔が整ったイケメンに育つでしょう♡

Z研には“ママ号”さん達もいらっしゃるので、育児相談などで会話に花を咲かせてくださいね☆ﾐ
 それでは︕(o^∇^o)
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先輩、突っ込んだら切が無いですよ（笑）

5035 選択 ヒツキ 2008-02-18 12:04:31 返信 報告

皆さんこんにちは
 洗脳に成功した先輩は確実にZARD中毒が進⾏しています

 先「ねえ、『もう少し、あと少し』で「あなたの⽣まれた家を⾒てきました」って部分、あれってストーカーじゃあ・・・」
 ヒ「深く考えないほうがいいですよ。」

 先「いや、でも突っ込むって・・・」
 ヒ「ほとんどの曲が突っ込みどころ満載ですから」

 確かにこの曲や「I still remember」の『無⾔で切った電話に・・・』は『何をして・・・︕︕︖』とも思ったことはありま
すが。

 先「『Oh my love』も学⽣か︕って⾔いたくなるね。」
 ヒ「ゴールデンベストだけでも多いですからね。」

 先「まあ、泉⽔さん綺麗だからもしかしたらストーカーされても男は悪い気持ちしないかも知れないけど・・・」
 ヒ「深く考えても泉⽔さんの謎が増えるだけですよ。」

 先「増えるんだ・・・」
 会話終了。しかし、気になったのは先輩いつのまに「泉⽔さん」と呼ぶようになったのでしょう︖確か⼀週間ほど前まで「坂

井さん」⼀年以上前は⾃分より年下だと思っていて「坂井ちゃん」でしたが（笑）
次は何で来るのか楽しみです＾＾

 以上、洗脳報告状況でした。

Re:先輩、突っ込んだら切が無いですよ（笑）

5037 選択 xs4ped 2008-02-18 15:58:52 返信 報告

ヒツキさん、こんにちは。

> 以上、洗脳報告状況でした。 
 先輩は着実に段々深く洗脳されて⾏ってるようですね。(笑)
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脳内が泉⽔さんで⼀杯になるよう引き続き頑張って下さい。(笑)
最終⽬標はWEZARD⼊会ですか︖(笑)

Re:先輩、突っ込んだら切が無いですよ（笑）

5040 選択 皐 2008-02-18 17:50:51 返信 報告

>先輩いつのまに「泉⽔さん」と呼ぶようになったのでしょう︖ 
 ほんとだ︕先輩さんいつの間に︕︕(笑)

 すっかり洗脳されちゃいましたね(笑)“名字から名前へ”ですもの︕(笑)

ストーカー的(笑)歌詞のくだりも笑わせていただきました!!(≧∇≦｡)(笑)

Re:先輩、突っ込んだら切が無いですよ（笑）

5041 選択 stray 2008-02-18 20:00:58 返信 報告

ヒツキさん、こんばんは︕

洗脳される先輩シリーズ、たのしく拝⾒しました（笑）。
 だいぶ先に進んだようで（笑）。

 『もう少し、あと少し』は、たしかにストーカーっぽい歌詞ですが、現実的には⼗分あり得る話ですし、
 『I still remember』（私はこの曲⼤好きです︕）の歌詞は、

 ⼥性としての”奥ゆかしさ＋⼤胆さ”がシーソーみたいに揺れ動いていますね。
 泉⽔さんの体験から⽣まれた作品なのか気になるところです（笑）。

次は・・・いつの間にか2008ツアーのチケットを握ってるとかじゃ…（笑）。

お返事遅くなりました

5054 選択 ヒツキ 2008-02-20 11:15:30 返信 報告

こんにちは。遅くなりました。
 xs4pedさん
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＞最終⽬標はWEZARD⼊会ですか︖(笑)
なったら⾯⽩いですね＾＾

 『いつの間に︕︖』
 僕が⾔うのもなんですが、先輩⼊会はお早めにです。

 皐さん
 ストーカー的(笑)歌詞のくだりも笑わせていただきました!!(≧∇≦｡)(笑)

 ちなみに初めて「I still remember」を聴いた時はコーヒー飲みながらだったので、思わず「ブッ︕」っとなってか
ら突っ込みました（笑）

 Strayさん
 ＞泉⽔さんの体験から⽣まれた作品なのか気になるところです（笑）。

 気になりますね＾＾
 寺尾さんのお話によると

 「坂井さんて、あまりそういうことを話さないんです。⼀度気になる歌詞があって「これまさか実話ではないですよ
ね︖」と聞いてみたことがあったんですが、「秘密です」と（笑）しかも「でもそれじゃつまらないから、どこかに
2、3⾏実体験を隠してあります」なんて⾔っていました。」

 これ読んだ時
 『寺尾さん、せめて時期だけ教えてください。』

 なんて思いましたが。
 まさかこの曲︕︕︖（笑）
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退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [5053]まもなく終了・・・(0) [4838]17th Anniversary&イズミティ２１(31) [4999]札幌公演(2) [4961]浪速屋の「たい
焼き」をカフェのメニューに(29) [4903]ZARDステッカー第５弾!(5) [4980]●●MU-GEN20080213.wmv●●(3) [4944]♡バレン
タイン♡(12) [4932]●●H(igh) Q(uality)●●(5) [4934]お久しぶりです(12) [4964]⼼を開いて 〜ZARD Piano Classics〜(0)

新しい話題を投稿する
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まもなく終了・・・

5053 選択 atti 2008-02-20 00:55:59 返信 報告

皆さん、こんにちは。
 CDの発売と同時期に公開されていましたが、残り数⽇に。

■Gyao 2/22正午まで
 ttp://www.gyao.jp/sityou/catelist/pac_id/pac0009619/

■Yahoo!動画 2/21
 ttp://streaming.yahoo.co.jp/p/t/00102/v03531/

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧
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結局、動画は増えませんでしたね。

17th Anniversary&イズミティ２１

4838 選択 カーディガン 2008-02-09 21:26:49 返信 報告

こんばんは、みなさま。明⽇のことについて、スレが⽴っていないので、スレをたてます。もっと
も、明⽇の公演に⾏くのは私くらいなので、私がスレを⽴てます。

明⽇は泉⽔さんの17th Anniversaryであり、特別な⽇ですね。
 イズミティ２１に⾏かれるかたは、あまりいらっしゃらないようですので、私がその分、⾏ってまい

ります。

仙台でも雪が降り始めています。明⽇は⼤雪かなぁ。勘弁してほしいけれど、明⽇は
 ⾬だろうが、雪だろうが、槍が降ってきても、⾏かないわけにはいかないので。鉄砲の弾が降ってきたら、急いで泉⽔さんの

もとに⾏けるので、それはそれでいいんですけど（笑）しかし、雪とは・・・。防寒対策しておかないと。

2/10の公演は、ＷＥＺＡＲＤでも"イズミ"ティと⾔っているくらいなので、何かサプライズでもあればいいんですけど。誰か
仙台ゆかりの⽅がきてくれないかな。

 篠ひろ⼦さん、鈴⽊京⾹さん、涼⾵真世さん、稲垣潤⼀さん、⼤友康平さん、⼩⽥和正さん、なんてこないでしょうね。
 デビューシングルのＰＶを撮ったという岩井俊⼆監督なんか来て、話をしてくれないかなぁ。デビュー秘話など、お話をきき

たいなぁ。

「⾒つめていたいね」の３Ｇのキーパーは、正確には、仙台ではなく、仙台の南の町ですね。泉⽔さんも、以前にそのあたり
のレース場にお仕事できていたんですね。ＫＱのときのお写真もありますし。泉⽔さんは全国に⾜跡を残していますが、地⽅
のわりには、仙台には多くきていたんですね。明⽇は、３Ｇのキーパーもですが、みんなをつれて会場にきてください。お待
ちしています。

 ということで、イズミティ２１の画像をアップしておきます(^^♪
 

Re:17th Anniversary&イズミティ２１
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4841 選択 カーディガン 2008-02-09 21:53:21 返信 報告

ついでに、イタリアの好きな泉⽔さんにサービスです。
 2002ワールドカップサッカーのイタリアチームが⽇本に来た時の選⼿のサインです。サッ

カー通の⼈なら、どれが誰のサインかわかるでしょうけど。
 私はよくわかりません(>_<)

Re:17th Anniversary&イズミティ２１

4844 選択 xs4ped 2008-02-09 23:07:29 返信 報告

カーディガンさん、こんばんは。

> 明⽇は泉⽔さんの17th Anniversaryであり、特別な⽇ですね。 
 > イズミティ２１に⾏かれるかたは、あまりいらっしゃらないようですので、私がその分、⾏っ

てまいります。 
 Z.PのMIZUIさんも⾏くみたいですよ。

 それも、最前列の真ん中の「特等席」みたいです。羨ましい〜
 本家でも、数名の⽅が⾏かれるみたいですね。

本当は、私も特別な⽇なので仙台と新潟のどっちにしようか迷ったのですが、真冬の真っ只中で、雪も沢⼭積もって
いるかなと想像していたので断念しました。(涙)

 処が、今年は⾮常に積雪が少なくて、ビックリしました。
 1⽉、2⽉で、こんなに雪が少ないのは⽣まれて初めてです。

 仙台の⽅が少し近いので、本当は仙台の⽅に⾏きたかったので、残念です。(涙)

> 仙台でも雪が降り始めています。明⽇は⼤雪かなぁ。勘弁してほしいけれど、明⽇は 
 > ⾬だろうが、雪だろうが、槍が降ってきても、⾏かないわけにはいかないので。鉄砲の弾が降ってきたら、急いで

泉⽔さんのもとに⾏けるので、それはそれでいいんですけど（笑）しかし、雪とは・・・。防寒対策しておかない
と。 

 それ、⾮常にウケました。(笑)
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こちら⽇本海側は、今⽇は天気も良く晴れていましたよ。
こっちが降っていなくて、仙台が降っているのは珍しいですね。此れも異常気象(温暖化)のせいですかね︖

 横浜公演の時も、こっちは晴れていて、関東地⽅は⼤雪でしたからね・・・
 > 2/10の公演は、ＷＥＺＡＲＤでも"イズミ"ティと⾔っているくらいなので、何かサプライズでもあればいいんです

けど。 
 何かサプライズが有ると良いですね。

 それでは、防寒対策をして存分に楽しんで来て下さいね。(^_^)
 

Re:17th Anniversary&イズミティ２１

4845 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-02-09 23:29:25 返信 報告

カーディガンさん、こんばんは。

いよいよ明⽇ですね。記念すべき⽇と重なっているので、
 何かサプライズがあるといいのですが・・・。

天気予報を確認したら、お昼頃まで雪が降るかも知れませんね。
 寒さと交通の対策をなさって、万全な状態でお出かけ下さいね。
 ライブ、しっかりと⼼に刻み込んできて下さい。

 お気を付けて、⾏ってらっしゃい︕
 

Re:17th Anniversary&イズミティ２１

4846 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-02-10 00:27:46 返信 報告

こんばんは、カーディガンさん
 イズミティ２１なんて、泉⽔さんとからみがあるのかな︖と思い、調べてみたら、泉区ってところにあるんですね。

 企画するとき洒落たんでしょうか、それとも、偶然なんですかね︖
 明⽇は、ZARDの誕⽣⽇みたいなものなので、岩井監督にきていただて撮影秘話なんて聞けたらいいですね。(笑)

ほんと、寒そうなので、防寒対策と、交通渋滞をかわして⾏ってらっしゃいませ。
 ライブ報告楽しみにしています。
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晴れ⼥です(^-^)v

4851 選択 カーディガン 2008-02-10 15:08:44 返信 報告

みなさん、こんにちは。xs4pedさん、部⻑様、アネ研さん、レスありがとうございます。
 今、イズミティ21に来ています。もうそろそろ並びます。まだあまり並んでいません。でもスタッフの⽅々はすでに

準備をされていました。
 今朝は朝早く起きて外を覗いたら、雪はやんでいました。道路にはまだ多く雪が残っていますけど。泉⽔さんが⽣ま

れたときも雪が降っていたそうですし、このコンサートは忘れられないですね。
 なんとか外で寒いところを並ばなくてよさそうです。やっぱり泉⽔さんは晴れ⼥です。感謝(^-^)

Re:晴れ⼥です(^-^)v

4853 選択 stray 2008-02-10 15:43:44 返信 報告

カーディガンさん、こんにちは。

びっくりした〜︕”晴れ⼥です”って、カーディガンさんのことかと…（笑）。

いよいよですね︕
 こちらも⼀晩で25cmくらい降りましたが、朝から⾒事に晴れました︕

 今⽇は蒸し暑いくらいなので外で待つのも苦にならないでしょう。
 楽しんで来て下さい︕

 ヒロミちゃんのCD売ってるかな︖（笑）
 

(^-^)v

4854 選択 カーディガン 2008-02-10 16:25:41 返信 報告

みなさん、こんにちは。グッズは順調に買えました。ときメモが残念ながら、買われてしまったんですけど。
 レアCDがいっぱいありました。バンドスコアもありました。でも、数が少ないですね。

 所⻑様、⽻⽥さんのCDはいっぱいありました。⽬⽴ってますね。⼀枚しか買ってませんが。
 それでは、これからコンサートですので、みなさまは17周年に思いをはせてください。
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お疲れ様でした。

4862 選択 カーディガン 2008-02-10 23:28:47 返信 報告

みなさん、こんばんは。宮城公演より帰ってきました。
 サプライズありました。たぶん、ほかの公演ではしないと思います。遅くて疲れたのでそれではお休みなさい。

 泉⽔さん、今⽇はお疲れ様でした(^o^)

Re:お疲れ様でした。

4863 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-02-10 23:41:58 返信 報告

カーディガンさん、お疲れ様です。
 今晩は、早めに休んで夢でも泉⽔さんに逢ってください。(笑)

 

こんばんは(^-^)

4867 選択 カーディガン 2008-02-11 00:18:17 返信 報告

アネ研さん、こんばんは。起きていらっしゃったんですね。今⽇は掲⽰板が静かですね。明⽇になりましたので、少
しカキコしてから寝ます。サプライズというのは、泉⽔さんが３Ｇのキーパーを連れて来たことです。だから、ほか
の公演ではしないと思います。司会は地元のFM局の⼥性アナウンサーで、私も⾞でよく声を聴く⽅です。

 全部書いちゃっていいのかな︖後の公演もあるんですけど。こんなところで、今⽇はほんとに寝ます。おやすみなさ
いzzz
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Re:こんばんは(^-^)

4868 選択 xs4ped 2008-02-11 02:37:05 返信 報告

カーディガンさん、皆さん、こんばんは。

> サプライズというのは、泉⽔さんが３Ｇのキーパーを連れて来たことです。 
 「サプライズ」あって良かったですね。(^_^)

 私も⾏きたかったな〜
 新潟でも「サプライズ」が有ればいいな〜

 ちょっとだけ期待して待ちます。
 昨⽇は、２０代前半の泉⽔さんをお連れしたので、泉⽔さん新潟でプレゼントくれないかな〜(笑)

カーディガンさん

4876 選択 stray 2008-02-11 19:28:21 返信 報告

こんばんは、昨⽇はお疲れさまでした︕

仙台ならではのサプライズがあったようで、カーディガンさんの予想どおりでしたね︕
 ほかの公演ではあり得ない企画だと思いますので、差し⽀えない範囲で、

 簡単にでけっこうですので教えて下さい（笑）。
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セットリストが武道館と違っていたということはありましたか︖
CDがたくさんあったようですが、レアどころもあったのでしょうか︖

 

Re:17th Anniversary&イズミティ２１

4878 選択 カーディガン 2008-02-11 21:19:07 返信 報告

所⻑様、みなさま、こんばんは。

宮城公演、イズミティ２１のコンサートのレポートをいたします。順次追加予定です。

イズミティ２１の名前ですが、仙台市泉区にあることから、ついています。泉区は、横浜市
にもありますが、仙台市はもともと泉市が合併のため泉区となったものです。

会場は、早い時間は全然きていませんでしたが、⼣⽅６時には、多くきていました。なの
で、ほっとしましたね。ＦＭ局にもリクエストをしましたし、のりぽんの声で宣伝があったのがよかったのだと思い
ます。当⽇券もありましたが、９割５分以上埋まっていました。

宮城公演は、バンドメンバーが１０名（もちろん泉⽔さんも⼊っています）、ゲストが⼤野愛果さんと徳永暁⼈さん
の２名、総勢１２名でした。武道館などに⽐べると、少ないかもしれませんが、会場がコンパクトなので、⼗分に聴
こえました。あまり⼤きい会場よりも臨場感があってよかったです。⼤野さんと徳永さんが間近に⾒られたので、と
ても感動しました(^^♪

さて、司会者ですが、宮城の地元のＦＭ局の⽯垣のりこさんでした。愛称は「のりぽん」です。とても愛らしく素敵
な⽅で、地元でも⼈気の⼥性アナウンサーです。最初登場した時は、いつもと違うので、違う⽅かな︖とも思いまし
たが、声がそんな感じでしたので、⾃⼰紹介でお名前を聴いた時は、よかった、と思いました(^^♪

 ご本⼈も、この場で、司会をさせていただくことをとても光栄です、とお話しておりました。

曲⽬は、武道館のときとそれほど変わりませんでしたので、せっかくのデビュー⽇に何もないのかな、と少し残念で
した。ですが、ここから今回のサプライズです。

普通に公演の半ばくらいまできたとき、のりぽんがＺＡＲＤで宮城にゆかりの曲を知っていますか、と話始めまし
た。あれ、しかないよなぁ、と思いましたが、会場はみんなシャイで、のりぽんにいってもらうのを待っていまし
た。

https://bbsee.info/straylove/id/4838.html?edt=on&rid=4878
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=4878
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/aa108f56a10e75c1f20f27723ecac85f.jpg


今回の公演の演奏曲⽬には載っていませんが、とお話されました。そして、少し簡単に「⾒つめていたいね 」につい
て紹介されました。私は、３Ｇのキーパーについて９６年のアルバムで知っていましたが、リクエストベストでも、
ＷＥＺＡＲＤにこのことについて感想を送ったりもしています。地元ですから、最初に聴いたときよりも、親近感が
湧いています。天国という表現は、ＺＡＲＤの曲では、この曲でしかでてこないと思いますので。

さて、「⾒つめていたいね 」ですが、ロンドンだと思いますが、未公開映像でした。最初から号泣していましたが、
さらに号泣してしましました(T_T)泉⽔さんはこの⽇のことを知っていたのでしょうか︖なんか、本当に泣ける曲に
なってしまいました。

⼤野愛果さんは、「少⼥の頃に戻ったみたいに」の時から、ゲストとして紹介され、参加いたしました。やっぱり、
⼤野さんの曲は好きなので、⼤野さんが来ないと寂しいです。宮城に来てくれてありがとう(^^♪

中村由利さんは⼤阪中⼼だからでしょうか、参加されておりませんでしたので、今回は「⽌まっていた時計が今動き
出した」はありませんでした。

そうして、⼀通り、曲⽬の演奏が終わりました。そして、アンコール。

・Oh my love では、お約束です。泉⽔さん、まぶしくて、とても素敵です(^_-)-☆

・グロリアス マインドでは、レコーディングについての解説があり、いつもながら泣けるのです。
  

・永遠 （ゲスト 徳永暁⼈さん）では、ゲスト紹介があり、徳永さんがゲストとして登場。今回は、武道館と違いも
うすぐ近くでお⽬にかかれました。遠⽅から、はるばる、ありがとうございます︕︕

  
・あの微笑みを忘れないで は、未公開映像、前回の公演でのものですね。

・負けないで 、やっぱりラストはこれしかないでしょう︕︕みんなで⼤盛り上がり。Ｍステのあの映像を⾒なが
ら、感動していました(T_T)

最後は、「坂井泉⽔さん ありがとう」の⽂字が。泉⽔さん、前回に引き続き、またここに来てくれてありがと
う︕︕ À bientôt

Re:17th Anniversary&イズミティ２１

4879 選択 カーディガン 2008-02-11 21:34:59 返信 報告
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さて、今⽇、いつもの、のりぽんのＦＭのラジオを聴いていましたが、寝ながら、聴いてい
たのに、全然昨⽇のコンサートのことが紹介されません。えぇ、どうして昨⽇のこと紹介し
ないのかなぁ、と思っていたのですが。

 なかなか紹介されないので、起きて出かけました。⾞は、途中まで泉⽔さんの曲をカーステ
レオで聴きこんでいました。でも、もしかして、やっぱり、と思い、途中から、ＦＭラジオ
に切り替えました。少しして、「負けないで」がかかりました︕︕やっぱり、昨⽇のことだ

ね、これは︕︕と思いました。
 そして、負けないでの演奏のあと、リクエスト紹介があり、そして、昨⽇のイズミティ２１でのことについて読まれ

ました。３Ｇのキーパーのことやのりぽんお疲れ様ということ、そして、ＺＡＲＤのライブの感動について。
 泉⽔さん、のりぽん、お疲れさまでした︕︕

Re:17th Anniversary&イズミティ２１

4881 選択 カーディガン 2008-02-11 22:14:00 返信 報告

これは、所⻑様へのサービスショットです。
 終演後も、⽻⽥さんのＣＤはありました。

 ロイヤルストレイトソウル、「Don't you see!」のアナログ盤、などもありました。８㎝ＣＤも
デビュー曲から、たくさんありました。でも、「decimo」などの希少な本はなかったです。⽣
産したくないのでは︖

Re:17th Anniversary&イズミティ２１

4883 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-02-11 22:48:24 返信 報告

こんばんは、
 カーディガンさん、⼤いなるレポートありがとうございます。

 東京・武道館とはまた違った感じで、⼀晩で、２⽇楽しめるライブだったんですね。(笑)
５⽉が待ちどうしいです。
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Re:17th Anniversary&イズミティ２１

4902 選択 stray 2008-02-12 19:36:48 返信 報告

カーディガンさん、こんばんは︕

詳しいレポートと、私へのサービスショット、ありがとうございます︕（笑）。
 ロイヤルストレイトソウルがあったんですか︕

 早い者勝ちですね、欲しい⼈は早めに出かけなくっちゃ（笑）。

「あの微笑みを忘れないで」の未公開映像、楽しみです︕

Re:17th Anniversary&イズミティ２１

4904 選択 xs4ped 2008-02-12 20:47:53 返信 報告

カーディガンさん、こんばんは。

レポートありがとうございます。
 > さて、「⾒つめていたいね 」ですが、ロンドンだと思いますが、未公開映像でした。 

 サプライズ「⾒つめていたいね 」の未公開映像⾒たかったですね〜。(涙)
 > ・Oh my love では、お約束です。泉⽔さん、まぶしくて、とても素敵です(^_-)-☆ 

 Tandoさんが悶絶した映像かな︖(笑)
 早く、⾒てみたいです。 

 > ・あの微笑みを忘れないで は、未公開映像、前回の公演でのものですね。 
 「あの微笑みを忘れないで」の未公開映像も楽しみですね︕

Re:17th Anniversary&イズミティ２１

4911 選択 カーディガン 2008-02-12 22:43:50 返信 報告

アネ研さん、こんばんは。
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５⽉の公演まで待つんですか︖代々⽊は、けっこう⼤きいでしょうから、武道館と同じように、遠くで⾒る感じかも
しれないですね。公演を堪能するなら、⼩さいところのほうが⾒ごたえがあるかもしれないと思います。ファンクラ
ブ枠でも、⼤会場だと良席の確保はむずかしいかもしれないですね。

 ５⽉の公演が待ちどうしいですね。メモリアルなので、きっとサプライズがあるでしょうから、私も、ぜひ⾏きたい
と思っています。ともにその⽇をお待ちしましょう。

所⻑様、こんばんは。

ご存じかと思いますが、⽻⽥さんは宮城公演にはきておりませんでした。⼤阪のほうで活躍されているのでしょう
か、ＭＵ-ＧＥＮの番組などもあるからかもしれないですね。でも、泉⽔さんは、⻘森まで来てくれましたから、東北
には縁があるのかもしれないですね。

＞「あの微笑みを忘れないで」の未公開映像、楽しみです︕
 横浜公演からでたんですよね。でも、代々⽊のときはないかもしれないですよ。なにしろ、代々⽊はメモリアルです

から、アレンジを⼤きく変えてくる可能性があるかもしれません。その前に、どこかの公演に⾏かれては︖（笑）

xs4pedさん、こんばんは。

xs4pedさんは、仙台公演か新潟公演かと迷われたのですか︖私は、イズミティ２１と代々⽊で応募しました。
 どちらも⼤丈夫かな︖と思いましたが、なんとか両⽅ともとることができました。近くて、とれそうなところで、新

潟も申込みましたが、やはり、以前に泉⽔さんは、仙台に来てくれているし、地元でもあることから、どうしてもイ
ズミティ２１には⾏きたかったです。2004年に泉⽔さんがきてくれたのは、仙台サンプラザホールでしたので、ここ
でもよかったんですけど。

 チケットがとれてほっとしましたが、逆に空席が多いとファンクラブが⼤変だなぁ、泉⽔さんも寂しいよなぁ、とよ
けいな⼼配をしたくらいです。私は、ずいぶん前のいい席でした。なので、とても⾒ごたえがありました。

＞サプライズ「⾒つめていたいね 」の未公開映像⾒たかったですね〜。(涙)
 xs4pedさんも、イズミティ２１に来ればよかったですね。晴れ⼥の泉⽔さんは、公演のときは、晴れなので、今回

も、朝には晴れましたので。でも、朝⽅までは雪だったんですよね。⾼速バスが⼀番便利で近いですが、きっと遅れ
たでしょうね。

 でも、泉⽔さんに会いたいならば、がんばって来るしかないですね(^_-)-☆
 タクシーに乗ったり、ロンドンバスの出て、テムズ川︖の映る映像で、眠ったりしていました。明らかに未公開映像

でした。



Oh my loveの映像は、2007年の⼤阪と東京での公演に⾏った⽅ならご存知の映像です。⽩いセーターとショートパ
ンツで、おみ⾜のまぶしい映像です。

それから、⾔い忘れておりましたが、のりぽんは、今⽇、2/10がＺＡＲＤのデビュー記念⽇であることをお話してお
りました。デビュー曲が、「Good-bye My Loneliness」であることもお話しておりました。

 ＺＡＲＤ坂井泉⽔さんを知った、この曲の記念⽇に、また泉⽔さんにお会いできたことは⼤変光栄でした。⼆度と忘
れられないかけがえのない⽇となりました(^^♪

Re:17th Anniversary&イズミティ２１

4915 選択 カーディガン 2008-02-13 00:16:42 返信 報告

公演当⽇は、いろいろと買いました。
 昨年の武道館でもたくさん買いましたが、買えなかったもの、買わなかったものがありまし

た。
 オルゴール（負けないで）も今回は買いました。どうしようかと思っていましたが、つい買

ってしまいました。⻑く使いたいので、メンテナンスを考えないと。
 Don't you see!"のジオラマと会報24号・25号も買いました。けっこうたくさんありまし

たね。あとの公演だと、残っているでしょうか。
 30枚⼊りのポスターセットも買いました。部屋に貼ることはあまりなさそうですけど。記念に買いました(^^♪

Re:17th Anniversary&イズミティ２１

4917 選択 atti 2008-02-13 01:16:01 返信 報告

カーディガンさん、皆さんこんにちは。

公演当⽇の様⼦が、分かりました。

最近、
 ttp://atti.jugem.cc/?eid=1573

 のように、サポートメンバーの⽅のサイトチェックをしています。

⼤野愛⾥さんのコラムが更新されています。
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the★tambouriensの⿇井さんの記事では、ステージ写真(リハ中︖）がUpされています。

皆様も⼀読を・・・

Re:17th Anniversary&イズミティ２１

4931 選択 カーディガン 2008-02-14 01:00:13 返信 報告

attiさん、こんばんは。

> ttp://atti.jugem.cc/?eid=1573 
 > のように、サポートメンバーの⽅のサイトチェックをしています。 

 > 
> ⼤野愛⾥さんのコラムが更新されています。

仙台の⽜タンの話が。⼤野さんには、近くでお会いできてよかったです。ぜひ、また来てい
ただきたいです。

  
> the★tambouriensの⿇井さんの記事では、ステージ写真(リハ中︖）がUpされています。

⿇井さんは、いつも帽⼦をかぶっていらっしゃるかたでしょうか︖この映像の⽅ですか︖いつも気になってしかたが
ありません(^_-)-☆先⽇の公演でも、この帽⼦をかぶった⽅がお近くにおられました。お会いできて光栄です(^^♪

Re:17th Anniversary&イズミティ２１

5017 選択 カーディガン 2008-02-17 21:42:30 返信 報告

泉⽔さんは、晴れ⼥なんですよね。この写真は、昼頃に撮った写真なんですけれど、もう雪
はやんでいました。

 昼間はもう晴れていましたので。
 イズミティ２１の前は、少し道に雪が残っているだけで、もうだいぶ溶けていました。
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Re:17th Anniversary&イズミティ２１

5018 選択 カーディガン 2008-02-17 21:50:32 返信 報告

＃4881のレアものの件ですが、
 「Don't you see!」のアナログ盤ではなく、「Can't take my eyes off of you」のアナログ盤

ですね。失礼しました。武道館の時も買おうかどうかと思っておりましたが、結局、今回は、お
安いので、買ってしまいました^_^;

先週から、もう１週間ですね。早いものです。まだ、余韻が残っております。

Re:17th Anniversary&イズミティ２１

5019 選択 カーディガン 2008-02-17 21:57:18 返信 報告

30枚⼊っているポスターは、家にははりきれないので、週替わり・⽉替わりではるくらい
ならいいかもしれませんね。たぶん、しないかもしれませんが。武道館のときのポスターも
いまだにはっていませんので。少し落ち着いたら、考えてみようかな。

Re:17th Anniversary&イズミティ２１

5021 選択 カーディガン 2008-02-17 22:00:02 返信 報告

バルビエと⽻⽥さんのCDはこのとおり、販売していました。
 バルビエは、持っていましたが、もう⼀枚買ってしまいました。

 ⽻⽥さんのCDを今⽇、聴いてみました。どんな感じかは、「迷わず聴けよ、聴けばわかるさ︕︕」といった感じでし
ょうか(^_-)-☆
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Re:17th Anniversary&イズミティ２１

5022 選択 カーディガン 2008-02-17 22:05:17 返信 報告

上の「迷わず聴けよ、聴けばわかるさ︕︕」というのは、どっかで聞いたことがありますね。
 アントニオ⾺場︖違いました︖︖︖

「ロイヤルストレイトソウル３」と「J-BLUES compilation」もこのとおりありました。内容は
よくわかりませんが、買えるものは、この機会でないと買えないかもしれないので、買いまし
た。

Re:17th Anniversary&イズミティ２１

5023 選択 カーディガン 2008-02-17 22:15:00 返信 報告

上の＃4931で、泉⽔さんが、with you♡と「いずみんビーム」を出している時、後ろで帽⼦を被って写っているの
は⿇井さんでしょうか︖やっぱり、代々⽊では、⿇井さんの演奏でいずみんビームを⾒てみたいですね(^_-)-☆

また、上のビーイングのタイアップ曲のCDのように、⼟曜ワイド劇場での⾳楽会社⼀緒で、「promised you」を収
録していただけないでしょうか︖⾳楽会社が違う歌⼿がエンディングテーマを歌っているので、難儀なところでしょ
うが、そこをなんとか頑張ってください(^_-)-☆「promised youの⼟曜ワイドバージョン」のCD化を期待しており
ます(^^♪
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この画像は、「中華⼀番」と、「彼⼥の嫌いな彼⼥」です。

Re:17th Anniversary&イズミティ２１

5024 選択 カーディガン 2008-02-17 22:16:47 返信 報告

これは、スラムダンクのテーマ曲です。
 

Re:17th Anniversary&イズミティ２１

5025 選択 カーディガン 2008-02-17 22:22:41 返信 報告

これは、「すぽると」と「愛と疑惑のサスペンス」のテーマ曲のCDです。
 ウィキペディアにも載っているんですね。

 テレビver.は普通のCDとどこか違うそうですが、聴き⽐べてみないとわからないでしょうね。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%9B%E3%81%A8%E7%96%91%E6%83%91%E3%81%AE%E
3%82%B5%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%B3%E3%82%B9_%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%8
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3%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%86%E3%83%BC%E3%8
3%9E%E6%9B%B2%E9%9B%86

Re:17th Anniversary&イズミティ２１

5042 選択 stray 2008-02-18 20:27:59 返信 報告

カーディガンさん、こんばんは︕

レアなCDがわんさか販売されたんですね︕
 詳細どうもありがとうございました。

> テレビver.は普通のCDとどこか違うそうですが、聴き⽐べてみないとわからないでしょうね。

君がいない<TV version>（「彼⼥の嫌いな彼⼥」収録）のことですか︖
 「愛と疑惑のサスペンス」収録の「この愛に泳ぎ疲れても」はCDと同じかと思いますが…。

ちなみに、ぜ〜んぶ会議室で配布済みですので（笑）。

札幌公演

4999 選択 「ロム」 2008-02-16 21:50:33 返信 報告

strayさん、先程は失礼しました。お⾔葉に⽢えてこちらに投稿させて頂きます。

Ｚ研の皆さんお久しぶりですor初めまして︕しばらくZARDのサイトから離れていたため、リニューアルにビックリです。最
近はカフェの話題で盛り上がってますね︕今後も笑えるメニュー期待してます︕
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2/24（⽇）札幌公演の同伴者募集中です。当初、姉か姪と⾏く予定でしたが、受験と重なってしまい、その後、友⼈・会社の
⼈を誘ってみましたが全滅（泣）

 ⾏ける⽅、連絡お待ちしてます︕

Re:札幌公演

5015 選択 stray 2008-02-17 20:39:01 返信 報告

「ロム」さん、こんばんは︕

⽇数が少ないので、今⽇・明⽇で希望者がおられないときは、
 Ｚ板で募集されたほうが⾒つかりやすいと思います。

ご希望の⽅は、上の「問い合わせ」から、タイトル”札幌チケット”でメールして下さい。
 私が「ロム」さんとの間を仲介しますので︕

Re:札幌公演

5031 選択 「ロム」 2008-02-18 03:45:05 返信 報告

strayさん、こんばんは︕
 > Ｚ板で募集されたほうが⾒つかりやすいと思います。 

 今、雑談に投稿しました。仲介よろしくお願いします。
 お気遣い頂き、ありがとうございます︕

浪速屋の「たい焼き」をカフェのメニューに

4961 選択 stray 2008-02-14 22:23:02 返信 報告

妄想夢part2と関連しますが、
 泉⽔さんが⼤好きだった浪速屋の「たい焼き」を、カフェに置かないわけにはいかんでしょう（笑）。
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浪速屋の「たい焼き」のとっても良く撮れてる画像は、すでに⼊⼿済みです。

”浪速屋の「たい焼き」”をお題に、⾯⽩い名前を考えて下さい︕
 どうぞよろしく︕︕

Re:浪速屋の「たい焼き」をカフェのメニューに

4962 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-02-14 23:26:01 返信 報告

こんばんは、
 アツアツのたい焼きですっ︕︕

もっと近くで君の横顔を⾒ていタイ焼き

Re:浪速屋の「たい焼き」をカフェのメニューに

4963 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-02-14 23:31:56 返信 報告

どうせボツです・・・（笑）。
 

Re:浪速屋の「たい焼き」をカフェのメニューに

4972 選択 stray 2008-02-15 07:14:41 返信 報告

ボツです・・・（笑）。

アネ研さんのレベルでは、こんなんじゃダメ（笑）。

タイ焼きと同じ︕︖

4973 選択 シヴァ 2008-02-15 08:34:09 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑さん、おはようございます︕
 早速、考えました︕
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⽢さを感じていタイ
タイ フレンド

 あんが⾒えない

いかがでしょうか︖
 ”泉⽔さんが⼤好き”なものと聞いては黙ってられません︕

 私も”泉⽔さんが⼤好き”ですからね︕
 えっ︖て、ことは私の価値はタイ焼きと同レベル︕︖

 そんなのイヤだ〜︕
 

忙がなくちゃ（笑）

4975 選択 アネ研 2008-02-15 10:47:51 返信 報告

愛がみえ浪花の鯛焼き

ボス、ハンディ⾼いですっ︕

Re:浪速屋の「たい焼き」をカフェのメニューに

4977 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-02-15 12:38:03 返信 報告

こんにちは。
 話題を振った者としては、黙ってられないですね（笑）。

・浪花家総本店さんの紹介ページです。
http://www.wagashi.or.jp/tokyo/shop/0510.htm

 おすすめ和菓⼦のところ、良く読んでね（笑）。

・鯛焼き散歩（笑）の御紹介。
 http://www.tokyo-kurenaidan.com/taiyaki1.htm

 浪花家さんは、鯛焼き御三家（笑）で、「およげたいやきくん」のモデルになったお店です。
 トップページも⾒てみて下さい。ちょっと⾯⽩いページです。

前置き・・・、⻑い︖（笑）
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Re:浪速屋の「たい焼き」をカフェのメニューに

4978 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-02-15 12:40:34 返信 報告

お待たせしてしまいました︕︕
  すこし”こげある”たいやきで〜す♪

「パリッとやこう︕」
  渋〜くて美味しいお茶も⼀緒にどうぞ〜︕

どうせボツです・・・（ボソ）。
 

Re:浪速屋の「たい焼き」をカフェのメニューに

4979 選択 アネ研 2008-02-15 12:46:26 返信 報告

こんにちは、
 さっそくいただきま〜す。

 どれどれ、ふむふむ、ぐらぐら︖
 あ〜眠くなってきちゃいました。
 おやすみなさい。zzz

Re:浪速屋の「たい焼き」をカフェのメニューに

4981 選択 stray 2008-02-15 13:18:23 返信 報告

こんにちは︕
 早速、多数ご応募いただきありがとうございます（笑）。

部⻑の「パリッとやこう︕」が⼀番キレイですが、煎餅みたいに思われないかな、と⼼配ですね。
 前置きが⻑すぎるし…（笑）

シヴァさんのは（相変わらず）どれもおかシーですね（笑）。
 個⼈的には「あんが⾒えない」が⼀番ウケましたが、
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⾷べても⾷べてもアンが出てこないたい焼きと勘違いされそうですね（笑）。

今のところ、すべて却下です（笑）

スルーは悲しい

4983 選択 アネ研 2008-02-15 14:55:56 返信 報告

ど、どうでしょうか︕

この愛に泳げたい焼きくん

Re:浪速屋の「たい焼き」をカフェのメニューに

4984 選択 pine 2008-02-15 16:16:48 返信 報告

所⻑さん みなさん こんにちは
 美味しそうなたいやきの⾹りがしたので、⾷べに来ました。…そういうスレじゃないですね。

考えてみましたが、難しいですね、コレは…。

「あんこはいつもこの鯛に居ます」
 「好きなように⾷べたいの︕」 （頭からでも尻尾からでもどうぞご⾃由にという意味ですが、シヴァさんの「…か

じりたいの」の⼆番煎じですね）
 「悲しいほどタイヤキが好きで ⾷べ過ぎると「何故なの︖」こんなにも苦しい…」 ながっ（汗）

どうせ、ボツです。出直してきます…

Re:浪速屋の「たい焼き」をカフェのメニューに

4985 選択 stray 2008-02-15 17:50:36 返信 報告

アネ研さん、ごめん︕ #4975 気づかなかった（笑）。
 「愛がみえ浪花の鯛焼き」は当然ボツです（笑）。

 「この愛に泳げたい焼きくん」はいいですね〜、候補の１つで残しておきます。
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pineさん、こんばんは︕
「悲しいほどタイヤキが好きで」・・・いいですねぇ（笑）

 たい焼きへの熱い想いが詰まってます（笑）。
 さすがpineさんですね（笑）、今のところ最有⼒候補です︕

なしぼーさんから、
 「あんを信じていタイ」がこっそり提案されております。

 これも、浪速屋さんへの全幅の信頼が込められていてgoodです。
 候補の１つとして残しておきます。

Re:浪速屋の「たい焼き」をカフェのメニューに

4986 選択 かず 2008-02-15 18:21:46 返信 報告

こんばんは

「あのたいやきを忘れないで」
 「かけがえのないたいやき」

 「Ｏｈ ｍｙ Ｔａｉｙａｋｉ」
 「こんなにたいやきあるのに」

 「たいやきは今もこの胸に居ます」
 「Ｔｏｄａｙ ｉｓ Ｔａｉｙａｋｉ－ｄａｙ」

 「運命のたいやき廻して」

どんなもんでしょう︖

悔し〜い︕

4987 選択 シヴァ 2008-02-15 18:38:16 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑さん、こんばんは︕
  

> シヴァさんのは（相変わらず）どれもおかシーですね（笑）。 
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これは褒められているのでしょうか︖
まあそれはいいとして、追加です︕

アンたに帰りタイ
 アンであなたを救いタイ

どうでしょうか︖

それと「浪速」じゃなくて「浪花」ではないですか︖

失礼しました、浪花屋さんでした︕

4988 選択 stray 2008-02-15 19:51:15 返信 報告

シヴァさん、こんばんは︕

間違えてました。「浪花屋さん」でしたね、申し訳ないです。
 もちろん褒めたのですが…。

 「アンたに帰りタイ」はウケました︕（笑）。候補にさせてもらいますね。
  

かずさん、こんばんは︕

かずさんも参戦ですか︕（笑）。
 みんな⾯⽩いのですが、「かけがえのないたいやき」を少々直して、

 「かけがえのないものタイ」（九州弁）でエントリーしておきます（笑）。
 

Re:浪速屋の「たい焼き」をカフェのメニューに

4992 選択 yan 2008-02-16 04:32:30 返信 報告

「餡が中でCRY」（汗の中でCRY）

「２倍くらい餡があふれているよ」
 (痛いくらい君があふれているよ)
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「餡は薄⽪の中で」
（愛は暗闇の中で）

 ちょっと苦しい…

所⻑、どうでしょうか〜︖

Re:浪速屋の「たい焼き」をカフェのメニューに

4993 選択 atti 2008-02-16 09:51:42 返信 報告

皆さん、こんにちは。

皆さん、いろいろと考えていますね。
 touchで、このサイトを表⽰させて、無線を切り。

 通勤電⾞内で、内容を⾒て楽しんでします(笑

さて、何かと話題のたい焼き繋がりにて、
 「およげ!たいやきくん」がDVD付きで初の完全CD化︕

 (CD Journal)
 http://www.cdjournal.com/main/news/news.php?nno=18023

最近は、ゲームセンターへ⾏かないのですが、UFOキャッチャーにマスコットあるようですね。

Re:浪速屋の「たい焼き」をカフェのメニューに

4995 選択 stray 2008-02-16 18:56:18 返信 報告

yanさん、こんばんは︕

ご提案ありがとうございます。ちょっと苦しいですね（笑）。
 ⼀番出来が良いのは「餡が中でCRY」（汗の中でCRY）です。
 が…、アンは何も叫んでないので、却下です︕（笑）。

attiさん、こんばんは︕

https://bbsee.info/straylove/id/4961.html?edt=on&rid=4993
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「およげ!たいやきくん」ってレコードだったんですね︕
そんなに前の出来事だったとは︕（歳がバレる）

 アネ研さんにチャットでそそのかされてましたが（笑）、
 メニュー作りにも是⾮参戦してくださいね（笑）。

 情報ありがとうございました︕

浪花屋の「たい焼き」がＭステで

4996 選択 pine 2008-02-16 20:11:00 返信 報告

みなさん こんばんは

>「およげ!たいやきくん」がDVD付きで初の完全CD化︕ 
 の話題を、昨⽇のＭステでやっていました。

 しかも、浪花家さんがモデルになっているということで、
 浪花家さん＆ご主⼈も映っていましたよ。ちょび髭にメガネのユニークなお顔でした。

 タイムリーな放送にビックリしました。

所⻑さんへ
 候補に残していただいてありがとうございます。苦し紛れだったのですが…

 怪獣の名前も教えていただいて有難うございました。もやもやがすっきりしました。
 

明⽇（2/16）で締め切ります︕

4997 選択 stray 2008-02-16 20:29:05 返信 報告

pineさん、みなさん、こんばんは

浪花屋の「たい焼き」がＭステで放映されたんですか︕
 部⻑も上で説明しておるとおり、御三家の筆頭ですからねぇ。

 私は⾷べたことないのですが、この写真⾒る限り超美味しそう〜です（笑）。

さて、この「浪花屋さんのたい焼き」メニュー名の募集は、
 明⽇（2/16）で締め切ります。
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2/17から３⽇間⼈気投票を実施して決めたいと思います。
これは︕と思うものがありましたらお急ぎ下さいね。

 

明⽇ ２⽉１６⽇︖

4998 選択 シヴァ 2008-02-16 21:09:00 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑さん、こんばんは︕

> 明⽇（2/16）で締め切ります。 
 今⽇、２⽉１６⽇ ⼟曜⽇ですか︖ それとも明⽇、２⽉１７⽇ ⽇曜⽇ですか︖

３⽇間⼈気投票を実施して決めたいと思います。
 なんか今までと規模が違いますね︕さすが、泉⽔さんのお気に⼊りの品ですね︕

 > これは︕と思うものがありましたらお急ぎ下さいね。 
 ちなみに、追加は浮かびません・・

 

Re:浪花屋の「たい焼き」がＭステで

5001 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-02-16 22:30:15 返信 報告

こんばんは、
 pineさん、情報どうもありがとうございます。

 MステとZARDとは深い関係だっただけに、もしや、Mステのスタッフがz研をROMしてるのではないでしょうか︖
 来週、タイ焼きの名前が発表されたら、「確定」ですね。(笑)

すいませんでした
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5002 選択 シヴァ 2008-02-16 22:48:23 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑さん、こんばんは︕

上の♯４９９８ですが、完全に揚げ⾜取りですよね。
 明⽇って書いてあるんだから明⽇に決まってますよね。

 すいませんでした。
 

続 Re:浪花屋の「たい焼き」がＭステで

5003 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-02-16 23:07:09 返信 報告

つづき

アネ研、最終決定案です。
 「⾒つめていタイ焼きnet」です。

そして、http://zard-lab.net が、Z研ですと、
 タモリさんが、紹介するそうで・・・

ドンマイ、シヴァさん、所⻑は雪おろしで疲れてもう寝ちゃったと思います。
 雪が溶けた⽔に流しましょう。(笑)

ありがとうございます

5004 選択 シヴァ 2008-02-16 23:48:09 返信 報告

アネ研さん、こんばんは。
  

> ドンマイ、シヴァさん、所⻑は雪おろしで疲れてもう寝ちゃったと思います。 
 > 雪が溶けた⽔に流しましょう。(笑)

気にかけていただいて、ありがとうございます。
 これからは、もう少し考えてから書き込むようにしたいと思います。
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シヴァウィルスに感染︕

5005 選択 寺尾広 2008-02-16 23:57:35 返信 報告

皆さん、こんばんは。
 シヴァウィルスに感染した寺尾広です︕(笑)

> さて、この「浪花屋さんのたい焼き」メニュー名の募集は、 
 > 明⽇（2/16）で締め切ります。 

 > 2/17から３⽇間⼈気投票を実施して決めたいと思います。 
 > これは︕と思うものがありましたらお急ぎ下さいね。 

 1.Ready , Go !より
 「勝利の⼥神が微笑むたい焼き」

 2.揺れる想いより
 「好きと合図送るたい焼き」

 3.窓の外はモノクローム
 「ドキドキしたあの懐かしいたい焼き」

 4.Get U're Dream より
 「Get U're たい焼き」・・・(浪花屋は⻑蛇の列でした)

 5.ＭＩＮＤ ＧＡＭＥＳより
 「キラキラ煌めいてるたい焼き」

 6.息もできないより
 「⼣⽇に横顔のたい焼き」

 7.フォトグラフより
 「瞳を輝かせ夢中になるたい焼き」

 8.⼆⼈の夏より
 「いつかどこかでまた逢えるたい焼き」

 9.君と今⽇の事を⼀⽣忘れないより
 「君とたい焼きの事を⼀⽣忘れない」・・・(痴呆症なので憶えていられない)

 10.永遠より
 「君と僕とのたい焼き」

https://bbsee.info/straylove/id/4961.html?edt=on&rid=5005
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 11.Forever youより
「またとない⼆度と来ない私のたい焼き」

 12.瞳閉じてより
 「輝ける未来に期待を抱いていたい焼き」

 13.⽌まっていた時計が今動き出した
 「⽌まっていたたい焼きが今動き出した・・・(泳げたい焼き君かな︖)

 14.時の翼より
 「幸せ語るたい焼き」・・・(ほんとは寂しいんだよ⾷べられちゃうから)

 15.遠い⽇のNostalgiaより
 「途切れた幸福のたい焼き」・・・(アンが途切れちゃいや〜)

 16.天使のような笑顔でより
 「天使のような笑顔のたい焼き」

 17.Take me to your dreamより
 「⼤いなる愛のたい焼き」

 18.誰かがまってるより
 「リアルに笑うたい焼き」

 19.Stray Loveより
 「未来予想図写すたい焼き」

 20.The Only Truth I Know Is Youより
 「すこし⼤胆に⼀途なたい焼き」・・・(アンが⼀杯ではみ出してるたい焼き)

 21.Seasonより
 「切なくて出しそびれたたい焼き」

 22.さわやかな君の気持ちより
 「さわやかな君のたい焼き」

 23.この愛に泳ぎ疲れてもより
 「バスケット⼀杯のたい焼き」・・・(そんなに⾷べられないよ〜)

シヴァウィルスに感染した寺尾広でした。(笑)
 誰かワクチンをちょうだ〜い︕(笑)

 ⼤変失礼しました。m(__)m
 



おめでとうございます︕

5006 選択 シヴァ 2008-02-17 09:40:27 返信 報告

寺尾広さん、おはようございます︕

> シヴァウィルスに感染した寺尾広です︕(笑) 
 朝から爆笑でした︕

 感染第⼀号ですね︕⼼より歓迎いたします︕
 これだけ考えるのには、かなり時間がかかったことでしょう︕お疲れ様でございました︕

> 誰かワクチンをちょうだ〜い︕(笑) 
 残念ながら現代医学では未だワクチンは発⾒されておりません︕

私も対抗して、新ネタ（︖）を披露すべきでしょうかね︖
 タイ焼きを考えていた時に、タイ焼きと全く関係ないものが出来てしまったのですが、どうしましょう︖

ｓｔｒａｙ所⻑さん、皆さん、ご意⾒・ご要望をお待ちしておりま〜す︕

Re:浪速屋の「たい焼き」をカフェのメニューに

5012 選択 ミキティ 2008-02-17 19:19:14 返信 報告

みなさん こんばんは（＾－＾）

 たい焼きのメニュー名 いよいよ決定の時がきますね。
 毎⽇たい焼きのお話で 美術館内も たいやきの⾹り漂っていましたよぉ(^・^)

  私の家まで たい焼きの⾹りがついて来ました。

>2/17から３⽇間⼈気投票を実施して決めたいと思います。 
 >これは︕と思うものがありましたらお急ぎ下さいね

 ⼈気投票なのですね(*^ｰ^)ﾉ
  どれも良くって迷って眠れない３⽇間になりそうです〜。

  毎⽇たい焼きの夢 巨⼤たい焼きに押しつぶされそうな夢
 みちゃいそうですｵ(･ｪ･)ﾔ(･ｪ-)ｽ(-ｪ･)ﾐ(-ｪ-)｡o○Zzz… 夢の中〜〜

https://bbsee.info/straylove/id/4961.html?edt=on&rid=5006
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 寺尾さん ▽・ｗ・▽
何番まで続くのかなと途中で⼼配になってきました（笑）

  
 部⻑さん 毎⽇ たい焼きお茶付きでいただいていました（＾－＾）

 ありがとうございました♪

レスが遅くなりました

5013 選択 stray 2008-02-17 19:21:29 返信 報告

シヴァさん、こんばんは︕
 すみません、⽇付を間違ってました。ご指摘ありがとうございます︕

 今⽇で募集を終えて、明⽇（2/18）から3⽇間投票を⾏いますので。
 タイ焼きと全く関係ないものでも、⾯⽩いものなら是⾮ご披露下さい︕（笑）

寺尾広さん（いい加減⽌めたら（笑））、こんばんは。
 ずいぶんいっぱい考えられましたねぇ（笑）。

 読むだけでもたいへんでした。>
 「君と僕とのたい焼き」が、たい焼きへの想いが込められていてよかったです。

 投票のエントリーに加えますので︕

ZARDステッカー第５弾!

4903 選択 匿名 2008-02-12 20:26:04 返信 報告

ZARDステッカー第５弾出来ました。
 ⾼画質版は下記にありますので、

 ご希望の⽅はご⾃由にお持ち帰り
 ください。
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http://photos.yahoo.co.jp/kaz2313/

Re:ZARDステッカー第５弾!

4906 選択 xs4ped 2008-02-12 21:30:55 返信 報告

匿名さん、こんばんは。

先程、頂きました。有難うございます。
 て⾔うか、匿名になってませんよ〜。(笑)

Re:ZARDステッカー第５弾!

4923 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-02-13 18:05:43 返信 報告

kaz2313さん、こんばんは。ご無沙汰しております。

ステッカーありがとうございます。
 いつもながら、素晴らしい出来映えですね。

 以前、貰いそびれた分も含めて、Yahoo!フォトで頂きました。
 全部揃って嬉しいです。感謝しております。

お礼が遅くなり、申し訳御座いませんでした。
 第6弾も期待しておりますので、是⾮、またこちらでも御紹介下さい。

 よろしくお願いいたします。
 

Re:ZARDステッカー第５弾!
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4924 選択 stray 2008-02-13 19:41:39 返信 報告

kaz2313さん、お久しぶりです︕

相変わらず、いやますますお⾒事な作品です︕
 ステッカーいただきました。どうもありがとうございます。

 レーザープリンターで印刷すると、このキレイな⾊がなかなかでないんです。安物だからか︖（笑）
 インクジェットだと⽔で落ちるし、⾊あせするし…。

 ⾞に貼ってる⼈はどうされてるんでしょうね。

レスありがとうございます。

4930 選択 kaz2313 2008-02-13 23:32:00 返信 報告

＞xs4pedさん
 先⽇はお返事も出来ず、すみませんでした。

 > 匿名になってませんよ〜。 
 そうなんです。Z研に来るたびにHNを⼊れ忘れてしまいます。

＞T28さん
 全部もらっていっていただきありがとうございます。(^^)

 第６弾はいつになるかわかりませんが、気⻑に待っていてください。

＞strayさん
おひさしぶりです。(^^)

 過⽇はZpでご挨拶ができなくて申し訳ありませんでした。
 > レーザープリンターで印刷すると、このキレイな⾊がなかなかでないんです。 

 確かにインクジェットに⽐べると発⾊が悪いですね。
 私のカラーレーザーもリース落ちの中古のせいか⾊あいには不満たらたらです。(^^)

 私は⾞⽤には↑の⽤紙を使っています。⼀度お試しください。

Re:ZARDステッカー第５弾!
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5000 選択 オーマイ 2008-02-16 22:17:44 返信 報告

kaz2313さん、こんばんは〜。
 Ｚ研のみなさま、ご無沙汰してまました。

いつも、素敵なステッカー有難うございます。
 勝⼿ながら御願が２つ有ります。

 縦型のも希望します。
 会社まで５分なのでママチャリ通勤してますので貼りたいです。

 ⼿間取るようでしたら忘れてください。

もう１つ、お願いですが以前に公開されてたＺＡＲＤロゴ
 （Ｚの⽂字に〜⼊ったの）でキャップ⽤の刺繍作りたいの
 ですが、どうでしょうか︖。

 （⾃転⾞乗りには帽⼦必需品です）

●●MU-GEN20080213.wmv●●

4980 選択 ALIL.1967 2008-02-15 12:53:10 返信 報告

０分４２秒ー４４秒と１分１６秒ー１７秒でしょうか。

MU-GEN20080213.wmv 58.1MB 
 http://www.filebank.co.jp/wblink/7ef622658b915e0d7c7b45e7a0a13c60

こんどはうまくいっていると思います。

xs4pedさん、ありがとうございます。 
 みなさん、うまく DL できなかったらレスしてください。

Re:●●MU-GEN0213●●
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4989 選択 xs4ped 2008-02-15 23:00:21 返信 報告

ALIL.1967さん、こんばんは。

> http://www.filebank.co.jp/wblink/72fcf1063c22ff5c6fcfcb38f007b8f1 
 いつも有難うございます。(^_^)

 不完全なファイルのため使⽤できません。と表⽰され
 ダウンロード出来ません。

 再Upお願い出来ませんか︖
 宜しくお願いします。

Re:●●MU-GEN20080213.wmv●●

4991 選択 atti 2008-02-16 01:32:35 返信 報告

ALIL.1967さん、こんにちは。

> こんどはうまくいっていると思います。 
 ダウンロードも成功し、正常に⾒れました。
 ありがとうございます。

Re:●●MU-GEN20080213.wmv●●

4994 選択 xs4ped 2008-02-16 10:57:04 返信 報告

ALIL.1967さん、こんにちは。
  

> こんどはうまくいっていると思います。 
 再Upありがとうございます。

 お蔭様で、正常にダウンロードできました。(^_^)
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♡バレンタイン♡

4944 選択 皐 2008-02-14 18:02:08 返信 報告

今⽇はバレンタインデーですね♡
 チワトラ(部⻑に教えてもらった、カワイイ⽝&猫のblog)にも書いていましたが、

 ⼥の⼦にとっては“ハートがときめくイベント”です☆ﾐ

ということで、本⽇はバレンタインにちなんだ加⼯画を作ってみました︕
 今は“友チョコ”が流⾏なので、⼥の⼦もぜひ受け取ってくださいね♡(笑)

Re:♡バレンタイン♡

4946 選択 チョコレート 2008-02-14 18:22:42 返信 報告

皐さんへ
 ご無沙汰しております、チョコレートです。

 バレンタインデーにふさわしい、素敵な画像をありがとうございました︕
 泉⽔さんもチョコレートを選んでるのかな︖︖

 良いな〜私も泉⽔さんからチョコレート欲しいですっ︕
 HNがチョコなだけにチョコレートは⼤好きですから。

> ⼥の⼦にとっては“ハートがときめくイベント”です☆ﾐ 
 私くらいになると”ときめき”もかなり遠ざかっていますけど(笑)、5歳の娘もバレンタインは楽しみにしているようで

した。
 ちゃんとお友達にチョコレートを渡していましたよ。準備する⺟は⼤変ですが・・。

皐さんにとって、それからZ研のみなさんにとって素敵なバレンタインになりますように︕

Re:♡バレンタイン♡

4947 選択 ミキティ 2008-02-14 18:32:45 返信 報告
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皐さん こんばんは（＾－＾）

 バレンタインにまたまたハートがときめいちゃう♡♡♡♡加⼯画をありがとうございます。

 今⽇は男性メインに 泉⽔さんから バレンタインチョコをいただいたら みなさん気絶しそうなので 私が倒れ
ないように⽀える役になります(*^_^*)

 皐さん わたしも後程ならんで 是⾮いただきたいです

想いがたくさん詰まったキュン♡♡♡♡とときめく素敵な加⼯画をありがとうございました（＾－＾）

Re:♡バレンタイン♡

4949 選択 stray 2008-02-14 19:29:19 返信 報告

皐ちゃん、こんばんは︕

バレンタインに素敵な画像をどうもありがとう︕
 これは難しかったでしょ︕

 腕が上がりましたね、寺尾さんのスパルタのおかげかな（笑）。
 泉⽔さん、ずいぶん真剣なお顔で選んでますね（笑）。

 本命チョコだな（笑）。

Re:♡バレンタイン♡

4951 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-02-14 20:10:31 返信 報告

皐ちゃん、こんばんは。

”イベント”に絡めて何か作ってるんだろうな、と思っていました(笑)。
 ホントに泉⽔さん真剣な表情︕ いいなぁ・・・、貰える⼈・・・(笑)。

 もし⾃分が貰えたら・・・、想像しただけで気絶しそう(汗)。
 ミキティーさ〜ん、準備いいですか︖(笑)。

 

Re:♡バレンタイン♡
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4953 選択 ミキティ 2008-02-14 21:04:26 返信 報告

部⻑さん 出遅れました〜
  すみません(｡･o･)ﾉﾉ

 準備OKです 本命はあるのかな 競争率⾼いですよ
 ヾ(｡･ｪ･)

  そういえば 部⻑さん体重伺っていなかったわ（⼤汗）
 

皆さんHappy Valentine☆ﾐ

4956 選択 皐 2008-02-14 21:38:17 返信 報告

チョコレートさんへ︓
 こんばんは︕泉⽔さんの表情が⼀⽣懸命選んでいるっぽいですよね♡

 “チョコ”といえばやっぱり“チョコレートさん”なので、泉⽔さんも(HNに相応しいチョコを)熱⼼に選んでいるかも♪
 ところで、娘さんも今⽇を楽しみにしていたようですね(*^∇^*)確かに、5歳ですと 準備はお⺟さんに

 お任せになっちゃいますよね(笑)ご苦労様でした(笑)

ミキティさんへ︓
 こんばんは☆ﾐ加⼯画、気に⼊って頂けたようで嬉しいです(*^∇^*)ぜひ受け取ってくださいね︕

 >今⽇は男性メインに 泉⽔さんから バレンタインチョコをいただいたら みなさん気絶しそうなので 
 あはは︕(笑)その通りかもしれませんね︕早くも部⻑が!!(笑)ミキティさんが押しつぶされないように

 私も援護しますよ︕(笑)
 P.S.所⻑からプレゼント受け取りましたよ(o^∇^o)HOTな気分になりました〜♪あれ、結構ハマりそうです(笑)

所⻑へ︓
 >これは難しかったでしょ︕ 

 それが、意外と簡単に出来たんですよ(笑)私も寺尾さんのおかげだなって思いましたね︕(笑)
 もしくはxxxさんがバレンタイン記念⽇に⼿伝ってくれたのかも(*^u^*)

 泉⽔さんの真剣なまなざしは、本命かもしれませんね︕(笑)
 もしかしたら、今夜所⻑の夢の中で渡すものを選んでいたりして♡(笑)

https://bbsee.info/straylove/id/4944.html?edt=on&rid=4953
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=4953
https://bbsee.info/straylove/id/4944.html?edt=on&rid=4956
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=4956


部⻑へ︓
>”イベント”に絡めて何か作ってるんだろうな、と思っていました(笑)。 

 ⼤当たりです︕(笑)やっぱり“イベント”なので♡♡♡
 泉⽔さんが真剣な表情で選ぶチョコは⼀体︖想像は無料なので……もしかしたら“部⻑へ”かも︕♡(笑)

 部⻑が倒れてミキティさんを潰さないように、私もスタンバイしますね︕(笑)

いただきます︕

4957 選択 シヴァ 2008-02-14 21:39:57 返信 報告

皐さん、こんばんは︕

今⽇は皐さんがなにか作ってくれるんじゃないかと、期待していました︕
 ありがとうございます︕いただきます︕

今、原画を⾒ていていますが、どうやったらコードを消せるんだろうとか、どうやったらチョコに替えられるんだろ
うとか思いながら書いています。

 あ、説明はいいですよ。説明されても理解できませんからね︕（＾－＾）

Re:♡バレンタイン♡

4958 選択 寺尾 2008-02-14 22:00:02 返信 報告

皐ちゃん、こんばんは。

> ⼥の⼦にとっては“ハートがときめくイベント”です☆ﾐ 
皐ちゃんも彼⽒にあげたのかな︖

 泉⽔さん、その⼿に持ってるチョコ頂戴︕

Re:こんばんは♪

4960 選択 皐 2008-02-14 22:13:45 返信 報告
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シヴァさんへ︓
こんばんは︕期待されていたなんて、嬉しいですね〜(o^∇^o)作って良かったです☆ﾐ

 >どうやったらチョコに替えられるんだろうとか思いながら書いています。 
 > あ、説明はいいですよ。説明されても理解できませんからね︕（＾－＾） 
 案外簡単だったりするんですよ♪きっと理解できます(笑)でも企業秘密という事にしておきますね︕(笑)

 それでは︕予定されている加⼯画が他にもあるので、そのまま“期待”していてもらえると嬉しいです(^U^)

寺尾さんへ(笑)
 Z研でのHNは寺尾さんに変えちゃったんですか︖(笑)私の中ではすでに“寺尾さん”になっていますけどね♪(笑)

 >泉⽔さん、その⼿に持ってるチョコ頂戴︕ 
 サイズ的に義理チョコっぽいから、私も欲しい〜♪♪(笑)⼿のひらに乗るということは

 “チロルチョコ”かもしれないから、Z研みんなへ⾏き届くかも☆ﾐ(笑)

Re:♡バレンタイン♡

4974 選択 ⼭茶花 2008-02-15 09:54:44 返信 報告

皐さんへ
 おはようございます。

 バレンタインは、坂井さんにも差し上げたんでしょうか。上⼿に加⼯画されましたねー。上⼿いこと･･･関⼼やな
ぁ･･･すごい･･･

 お⾒事です︕︕

バレンタインは、⽗や、DEENのヴォーカルにも送りました(笑)
 私もこの加⼯画もらいます♪♪

 

Re:♡バレンタイン♡

4976 選択 pine 2008-02-15 11:19:32 返信 報告

皐さん こんにちは
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今⽉はイベント続きでお忙しいですね。素敵な加⼯画をありがとうございます。
⽇付が変わって、男性陣はすでに召し上がられた後でしょうから、ひとついただきま〜す。(^Q^)ｱｰﾝ

 チョコの中から「コイン」が出てきたら当たりですか︖（笑）
 ⼥なので、泉⽔さんからの本命チョコはムリですが、友チョコ欲しいです︕（笑）

⼭茶花さん、pineさんへ☆

4982 選択 皐 2008-02-15 13:43:27 返信 報告

⼭茶花さんへ︓
 こんにちは︕バレンタインの加⼯画、気に⼊って頂けたようで光栄です(o≧∇≦o)

 ⼭茶花さんはお⽗様やDEENのヴォーカルさんに贈ったんですね︕
 それぞれの想いがきっと伝わっていますよね☆ﾐ私からの友チョコ(加⼯画ですが(笑))ぜひ受け取ってください♪♪

pineさんへ︓
 こんにちは︕ホント、♪今⽉は“イベント”が続いてますね(*^_^*)まだ続くかも…︖(笑)

 バレンタインの加⼯画、受け取ってもらえて嬉しいです♪今⽇は15⽇なので、
 男性陣はもうとっくに⾷べちゃったかな︖チョコの中から“コイン”が出てきたら当たりですよ〜(o^∇^o)(笑)

 …なんの景品も出ない当たりですが(笑)泉⽔さんからの友チョコ、私も欲しいです︕(笑)

●●H(igh) Q(uality)●●

4932 選択 ALIL.1967 2008-02-14 06:41:10 返信 報告

JamspotをHQで作成し直しました。スキャナも使い込んでいくとだんだんと設定がわかるようになってきました（かな︖）今
度は１ページあたり5MBです。

HQ 
 http://www.filebank.co.jp/wblink/df0698606a1a75e80c76cddfcdb4d122

 

●●最近の映像●●
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4935 選択 ALIL.1967 2008-02-14 11:53:44 返信 報告

お昼ですね。いくつかupします。

COUNTDOWNTV20080209.wmv 5.4mb
 <⽉間7位>

      JAPANCOUNYDOWNYTV20080202.wmv 23.0mb
 -> JAPANCOUNTDOWNTV  !!!

 <⽉間1位>スペル直しておいてくださいね

MU-GEN20080206.wmv 27.2mb
 <神⼾, ⽻⽥さん限定CD>

PVTV20080125.wmv 18.6mb
 <Request Best紹介>

PVTV20080208up.wmv  8.0mb
 <応援ソング>

http://www.filebank.co.jp/wblink/5237054f4c486f5f22efd6138d93f94d
 

Re:●●H(igh) Q(uality)●●

4968 選択 atti 2008-02-15 01:02:45 返信 報告

ALIL.1967さん、いつもありがとうございます。

MU-GENは視聴できないので・・・

MU-GENサイトによると、2/13〜
 「揺れる想い」のリエディット映像とあります。

さて、リエディット映像=「再構成の映像」とは!?
 

Re:●●H(igh) Q(uality)●●
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4969 選択 ALIL.1967 2008-02-15 01:16:59 返信 報告

もう放送されたんですよね。チェックしてみます。
 関東圏では，テレビ埼⽟でもオンエアされているみたいです。ネット番組表の検索で表⽰されますよ。東京MXとTVK

では⾒れませんね。
 

Re:●●H(igh) Q(uality)●●

4970 選択 ALIL.1967 2008-02-15 02:00:45 返信 報告

> MU-GENサイトによると、2/13〜 
 > 「揺れる想い」のリエディット映像とあります。 

 > 
> さて、リエディット映像=「再構成の映像」とは!? 

 ⽔⾊のワンピースを着て歌っているシーンが２カ所、それもほんの１秒くらい。肩から上のショットで左向き、腰か
ら上のショットで背景がクリーム⾊の壁で右向き両⼿の指を組んで歌う場⾯。これらなんでしょうか。いわれてみれ
ば、⾃分としては⾒たことないシーンかも（いわれなければ今週は切り出しするつもりなかったんです）。もう深夜
なのでupは後⽇。

MU-GEN 2/13〜

4971 選択 stray 2008-02-15 06:54:06 返信 報告

ALIL.1967さん、おはようございます。

MU-GEN のリエディットシーンですが、
 私も⽔⾊のワンピースを着て歌っているシーン２カ所かなと思いました。

 もう少しあと少し⻑回ししてくれればいいのに（笑）。
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お久しぶりです

4934 選択 saki 2008-02-14 11:27:23 返信 報告

 
strayさん、みなさん、こんにちは、ご無沙汰しています。

待望の⾚ちゃんが無事⽣まれました。  3350gの元気な男の⼦です。
 私達を取り巻く全ての「愛」に感謝しています。

 予定⽇より2⽇早くて、坂井さんと同じ誕⽣⽇にはなりませんでした。
 あと5時間我慢すれば2⽉6⽇⽣まれだったのに（ざんね〜んです）

 でも、必死でそれどころではありませんでした、早く出てきて〜って（笑）

不思議ですね、⾚ちゃんの顔を⾒ているだけでと〜っても幸せな気持ちになります。
 時々、眉間にしわを寄せてほっぺた膨らませて怒ってて、、、、、もしかしてxxxさん︖と覗き込んでしまいます（笑）

ZARD研究所すっかり変わててオロオロしてしまいました。（笑）
 フォトアルバムとってもステキになっていておまけに優しいBGMまで…

 何回も何回もリピートで⾒ています。聴いています。
 strayさん・yanさんに感謝︕感謝︕感謝︕です（xxxさん⾵に気持ちを込めて…直筆は無理ですが…バレンタインチョコを…）

Cafeまで出来ていて、楽しそうですね(*^_^*)
 私も眠気さましにコーヒーを注⽂したいんですが……。

 エックスプレッソの３倍濃いやつって無いんですかぁ〜…スリーエックス(xxx)プレッソ…なんて苦すぎて飲めない︖(^_^︔)

ZARD研究所のバナー（って何︖） xxxさんの⽩い妖精さんですよね︖ 
 懐かしい場所に帰ってきたようで私を暖かく迎えてくれました、とっても素敵で嬉しかったですね〜。

なかなか顔を出せませんが、今⽇は、報告をしなくちゃと思いやってきました。
 ⼼配して下さったみなさんありがとうございました。

毎⽇が⼤変ですが、みなさんから頂いた幸せを感じて頑張りますね。
 

ご出産おめでとうございます︕
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4936 選択 チョコレート 2008-02-14 13:19:31 返信 報告

sakiさん、はじめまして。チョコレートと申します。
 無事に出産されたとのこと、本当におめでとうございます︕

 私はZ研の開設当初からのイソウロウ(?)ですが、
 ちょうどsakiさんが出産のために⾥帰りをされたあとから

 投稿をするようになりました。

> あと5時間我慢すれば2⽉6⽇⽣まれだったのに（ざんね〜んです） 
 私も出産経験者ですが、陣痛はもう⾻盤がバラバラになってしまうのではないかと思うくらいの痛みで、

 「もうはやく出てきて︕︕︕」って感じでした。我慢なんて、とてもできるものではありません。
 でも痛みを乗り越えた幸せは、⾔葉では表現できない、かけがえのないものですよね。

 ⾚ちゃんとの⽣活は睡眠不⾜で、体⼒勝負ですが、⼿を抜けるところを探しつつ(笑)、ほどほどに頑張ってくださ
い。

 育児に疲れたらZ研へ︕ここには私のほかにも育児中のママさんが遊びにいらしてますよ。
 育児相談(?)もたぶんOKです。

> Cafeまで出来ていて、楽しそうですね(*^_^*) 
 素敵なカフェでしょう︖これはいつも美術館をうろうろしているイソウロウの私のために(?勘違いかな)、

 優しい所⻑さんが作ってくださいました。
 楽しいメニューがいっぱいです。

 キッズルームも作ってくださって、「⽇本⼀⼦連れに優しい美術館」です︕
 sakiさんも時間と体⼒に余裕ができたら、ぜひぜひ、利⽤してみてくださいね。

> エックスプレッソの３倍濃いやつって無いんですかぁ〜…スリーエックス(xxx)プレッソ…なんて苦すぎて飲めな
い︖(^_^︔) 

 ナイスアイディアですね。さっそく所⻑さんに採⽤してもらわなくちゃ︕

それでは、所⻑さんあてのチョコレートですが・・
 私のHNもチョコレートなので、ちょっぴりかじらせていただきます。ごちそうさまでした。

 うれしいご報告、ありがとうございました。
 ゆっくり休んでくださいね。
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sakiさん、おめでとうございます︕

4937 選択 stray 2008-02-14 14:01:55 返信 報告

無事に⽣まれましたか︕ それはよかった、よかった。
 ご出産おめでとうございます︕

 ちょっと⼤きめの男の⼦ですね、すくすく元気に育ちますよ、きっと。
 そのうち、にこっと笑うようになると、かわいくてかわいくてしょうがなくなります（笑）。

 成⻑が楽しみでね〜。早く⼤きくなって、カフェのキッズルームに遊びに来てね︕（笑）

sakiさんがお休みしている間に、「ホームページ改造」「megamiさんの占い」に
 「カフェ」まで出来てしまったんですよ︕（笑）

 ⾚ちゃんが眠ってる間に遊びに来て下さいね︕

> エックスプレッソの３倍濃いやつって無いんですかぁ〜…スリーエックス(xxx)プレッソ…なんて苦すぎて飲めな
い︖(^_^︔) 

 いいですね〜、「スリーエックス(xxx)プレッソ」採⽤させていただきます（笑）。

バレンタインのチョコありがとうございました。
 みんなで少しずつ”かじらせて”きただきます（笑）。

 ⺟⼦ともにお元気でお過ごし下さい︕ご報告ありがとうございました。

Re:お久しぶりです

4938 選択 xs4ped 2008-02-14 14:15:49 返信 報告

sakiさん、こんにちは。
 > 待望の⾚ちゃんが無事⽣まれました。3350gの元気な男の⼦です。 

 > あと5時間我慢すれば2⽉6⽇⽣まれだったのに（ざんね〜んです） 
 無事、出産されおめでとうございます︕（*^_^*）

 う〜ん、あと5時間でしたか。それは残念でしたね。
 でも、無事出産されたことがご家族の⽅も⼀番嬉しかった事と思います。

 > ZARD研究所すっかり変わててオロオロしてしまいました。（笑） 

https://bbsee.info/straylove/id/4934.html?edt=on&rid=4937
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> Cafeまで出来ていて、楽しそうですね(*^_^*) 
すっかり変わってて驚きましたか︖

 迷⼦にならないようにね。(笑)
 Cafeにはキッズルームも有りますので、⾚ちゃんを預けて遊びに来て下さいね。

 Cafeでオーダーする際は、是⾮、特製レアボトルの「⻘く澄んだポカリスエット」を注⽂願います。(笑)
 出産祝いに⼀本サービスしますので、店主の居ない間にコッソリお持ち帰り下さい。(笑)

おめでとうございます︕

4939 選択 pine 2008-02-14 14:38:15 返信 報告

sakiさん はじめまして pineと申します。
 お話させて頂いたこともないのに、いきなり出てきてすみません。お祝いを申し上げたかったので…

ご出産おめでとうございます。sakiさんも⾚ちゃんもお元気そうで何よりです。
 今⽇でお誕⽣９⽇⽬ですね。⾚ちゃんは、⾃分で⽣まれる時を決めるので、５⽇を選んで⽣まれてきたのですね。素

敵な⽇です。
 ⾚ちゃんは⾒ているだけで幸せになります。天使ですね。

 出産後、間もなく、ゆっくりできる時間もないと思いますが、無理をなさらずお⾝体を⼤切になさって下さいね。

私にも２⼈の⼦供がいますが、ゲップをさせようと背中をたたき過ぎて、飲んだおっぱいを全部吐かせてしまったこ
とがあります。(笑) こんなマヌケな親でも⼦供はちゃんと育ってくれてます。

美術館のcafeにキッズルームを作ってくださったので、お⼦様がもう少し⼤きくなられたら、是⾮そちらでもご⼀緒
させていただけたらと思います。お⼦様ランチもついてますよ。

Re:おめでとうございます︕

4940 選択 皐 2008-02-14 16:06:37 返信 報告

>待望の⾚ちゃんが無事⽣まれました。  3350gの元気な男の⼦です。 
 ご出産、本当におめでとうございます︕(o≧∇≦o)☆ﾐ

 元気な男の⼦で、時々xxxさんを思わせる表情を︖(◎’o’◎)
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“もしかしたら”、“もしかするかも”しれませんよ!?(笑)
>⾚ちゃんの顔を⾒ているだけでと〜っても幸せな気持ちになります。 

 分かりますね〜(●＞ω＜●)⾚ちゃんって、⾒ているだけで幸せな気分や楽しい気持ちになりますよね♪♪

>必死でそれどころではありませんでした、早く出てきて〜って（笑） 
 出産はホントに⼤変なようですね。TVで“⿐からスイカ”と聞いた覚えがあります(◎u◎;)(笑)

sakiさんも⾚ちゃんも、無事に元気でいらっしゃるようで安⼼しました(o^∇^o)
 きっと毎⽇⼤変な⽇々であると思いますが、“ママ”を頑張ってくださいね☆ﾐ

 応援しています︕

バレンタインに幸せな報告を聞く事が出来て、私もHAPPYな気分になりました♡
 また来られる時に いらしてくださいね︕⾚ちゃんのエピソ－ドなどを楽しみにしています(o^∇^o)

バンザ〜イ︕

4941 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-02-14 17:13:28 返信 報告

バンザ〜イ︕ バンザ〜イ︕︕＼（＾o＾）／
 sakiさん、おめでとうございます。

 ⺟⼦ともに健康なご様⼦で、安堵いたしました。

みなさんのメッセージ読んでると、涙が溢れてきます。
 xxxさんと泉⽔さんとのご縁がなければ、

 こんな感動も味わえなかったのでしょうね・・・（嬉涙）。
 お⼆⼈に感謝ですね。(^_^)

最近、Z研は”幸せママ”さん達が増えています。
 sakiさんにとっては、頼りになる”先輩幸せママ”さん達ですから、

 困ったことがあったら、助けて貰ってくださいね。

また、楽しいお話しお聞かせ下さい。
 幸せのおすそ分け、お待ちしております。
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おめでとうございます（＾－＾）

4943 選択 ミキティ 2008-02-14 17:56:12 返信 報告

sakiさん こんばんは（＾－＾）
  はじめまして☆ ミキティと申します♪

 sakiさん（＾－＾） ご出産おめでとうございます
 (*^_^*)

 >⾚ちゃんの顔を⾒ているだけでと〜っても幸せな気持ちに 
 >なります 

 と〜っても可愛らしいでしょうねo(^-^ o )(ﾉ ^-^)ﾉ 
 幸せいっぱいが伝わってきます☆

 産後もお⾝体をお⼤事になさってくださいね。
  楽しい 癒しいっぱいの美術館でお話出来ることを楽しみにしています(^_-)-☆

>フォトアルバムとってもステキになっていておまけに優し 
 >いBGMまで… 

 >何回も何回もリピートで⾒ています。聴いています 
  私もご⼀緒させて下さいね。 私もとても癒されています(*^_^*)

  これからも宜しくお願いします♪

お⽬出度う

4945 選択 ひげおやじ 2008-02-14 18:13:37 返信 報告

sakiさん、ぼっちゃん誕⽣、お⽬出度う御座居ます。
 ⼦育て、教科書通りには⾏かずに想定外の事態の連続となるかもしれませんが、⾚ちゃんにもそれぞれ個性があるの

だから、⼀々⼼配せずに愛情を注いで気楽に接してあげて下さい。きっと、それが⾚ちゃんにとって⼀番のプゼント
でしょう。

おめでとうございます︕︕
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4948 選択 かず 2008-02-14 19:06:20 返信 報告

ご出産おめでとうございます︕︕︕

うん、うん・・・・って⾔葉にならないです︕

とにかくよかったですね︕

sakiさんへ

4959 選択 stray 2008-02-14 22:06:25 返信 報告

バナーを説明するの忘れてました。
 そのWebサイトを代表する⼤きめなアイコン、と思って下さい。

 バナーにリンクを貼って、サイトの宣伝に使われます。

おめでとうございます︕

4965 選択 シヴァ 2008-02-15 00:32:28 返信 報告

ｓａｋｉさん、初めまして。シヴァと申します。

ご出産、おめでとうございます︕
 まだまだ寒い⽇が続くようなので、お体にお気をつけください。

あなたがこちらで書き込みをされていたころは、私はＲＯＭ専⾨でした。
 でも、ｘｘｘさんが書き込まれていた話を⾒ていたので、少しは存じ上げております。

 なんでも泉⽔さんに激似だとか・・
 ダンナさんがすごく羨ましいです︕
 

おめでとうございます。
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4966 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-02-15 00:33:23 返信 報告

こんばんは、sakiさん
 ⾚ちゃん⽣まれたんですね。おめでとうございまーす。

 > 待望の⾚ちゃんが無事⽣まれました。  3350gの元気な男の⼦です。 
 体格もよさそうで、よかったですね。z研では第⼀⼦⽬の誕⽣ですね。(笑)
 > 私も眠気さましにコーヒーを注⽂したいんですが……。 

 > エックスプレッソの３倍濃いやつって無いんですかぁ〜…スリーエックス(xxx)プレッソ…なんて苦すぎて飲めな
い︖(^_^︔) 

 それに新作メニューまで考えて、それも例の呪⽂もいらないぐらい素晴らしいですね。(笑)

チョコは「LOVE」の⽂字が出てるの間にかじらせてもらいますね。(笑)

⼼を開いて 〜ZARD Piano Classics〜

4964 選択 atti 2008-02-15 00:30:04 返信 報告

皆さん、こんにちは。
 3/26メジャーデビューの⽻⽥裕美さんの公式サイトが更新されました。

 タイトルおよび、収録曲が決定〜

詳細は、サイト確認を︕
 http://hiromi-haneda.com/

PS.⾃サイトでは、他にドラゴンボールGT,
 ⼟曜ワイド劇場や、サポート関連を更新しました。

 ご参考に・・・
 http://atti.jugem.cc/
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退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [4950]バレンタインに 妄想夢part2(2) [4824]Ｋｉｄｓ Ｒｏｏｍ保育⼠ゼットンからの報告＆お願い(11) [4933]今テレビで
(0) [4733](無題)(18) [4916]動画検索(2) [4912]●●リクエストベスト Disc 1 曲解説●●(2) [4855]デビュー記念⽇︕(14) [48
92]カフェ「トレヴィの泉⽔」暫定オープン︕(5) [4885]AL 君とのdistance マフラー姿でテラス席(5) [4818]カフェ調理場から、
メニュー発案者様へお願い︕(12)

新しい話題を投稿する
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バレンタインに 妄想夢part2

4950 選択 stray 2008-02-14 20:09:39 返信 報告

皆さんこんばんは︕

sakiさんのお祝いムードで盛り上がってるところ、失礼します（笑）。
 今朝、久しぶりに夢に泉⽔さんが出てきたので報告します。

場所はＺ研のカフェでした。もちろん私がマスター（笑）。
 泉⽔さんは４〜５⼈のスタッフと⼀緒に⼊って来られました。
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⽩いＴシャツにジーンズというラフな格好でした。
すぐあとからなぜか⼤⿊摩季さんも（笑）。

 ２⼈は何やら⾔い争っていたようです（笑）。

Ｚ研カフェは、ごくふつうの喫茶店でした、おしゃれな店じゃなかったです（笑）。
 泉⽔さんと⼤⿊さんはもちろん︖別々のテーブルに座り、

 泉⽔さんのご注⽂は「stray & 泉⽔のデートシュー」︕
 「ここのシュークリームおいしいのよねぇ」の賛辞を添えて。

で、泉⽔さんが私に何をか話しかけるのですが、除雪ブルの轟⾳で⽬が覚め、
 何を⾔われたか覚えていません（笑）。

 さかんに相槌を求められたような覚えがありますが…。

ＢＢＳが炎上するといけないので、このくらいで⽬が覚めてよかったのかも（笑）。
 今夜つづきが⾒れるといいなぁ。

Re:バレンタインに 妄想夢part2

4952 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-02-14 20:36:46 返信 報告

>さかんに相槌を求められたような覚えがありますが…。

今度は、「”たいやき”も置いといてね♡」って、何度も念押しされたんじゃ(笑)。
 無理なお願いに、曖昧な返事を繰り返すマスター(笑)。

 泉⽔さんにお願いされちゃっ、断れないわな(笑)。
 

Re:バレンタインに 妄想夢part2

4954 選択 ミキティ 2008-02-14 21:13:15 返信 報告

所⻑さん こんばんは（＾－＾）

 泉⽔さんが夢に出ていらっしゃったのですね。
 >泉⽔さんのご注⽂は「stray & 泉⽔のデートシュー」︕ 
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>「ここのシュークリームおいしいのよねぇ」の賛辞を添え 
>て。

 妄想を超えて超願望に⾛っているようですねぇ▽・ｗ・▽
  除雪ブルの運転⼿さんを追って怒ってこないとですね☆

今宵 夢の続きが⾒れますように そっと応援しています（＾－＾）（笑）

Ｋｉｄｓ Ｒｏｏｍ保育⼠ゼットンからの報告＆お願い

4824 選択 ゼットン 2008-02-09 00:19:28 返信 報告

こ・ん・ば・ん・は。

オレ様と戦う⼦供たちは、きっと、いや絶対「ケガ」をするので、
 常備薬として”キズ薬”を置くことにした。

 アネ研さんが考えてくれた”キズ薬”の名前を発表するぞ︕

「⼭茶花⽔素⽔」（サザンカ⽔素⽔︓オキシドール）

ただの過酸化⽔素⽔より効きそうな気がする（笑）。

も・ひ・と・つ。

キッズルームでは、昼⾷に”お⼦様ランチ”を（もちろん有料で）出すのだが、
 シヴァさん発案の「幼⼥の頃に戻ったみたいに」と命名したぞ︕

 お⼦様＝幼⼥なんだけどなぁ（笑）。
 所⻑も、採⽤した時点でそこまで考え回らなかったんだな、きっと（笑）。

⼥の⼦向けお⼦様ランチなので、男の⼦向けお⼦様ランチの名前も考えてちょ︕

Re:Ｋｉｄｓ Ｒｏｏｍ保育⼠ゼットンからの報告＆お願い

4832 選択 シヴァ 2008-02-09 16:06:59 返信 報告
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ゼットンさん、初めまして。シヴァと申します。

> ⼥の⼦向けお⼦様ランチなので、男の⼦向けお⼦様ランチの名前も考えてちょ︕

指令を受けて男の⼦向けのも、考えてみました︕
 以下の５つです︕

虹をかけるｈｅｒｏ 「ｈｅｒｏ」より
 流星の上のｐｒｉｎｃｅ 「ＭＩＮＤ ＧＡＭＥＳ」より

 世界を変えるヒーロー 「星のかがやきよ」より
 ⾒ていたらはしっりぱなし 「マイフレンド」より

 夏の⽇にはおおはしゃぎ 「もう探さない」より

いかがでしょうか︕︖
 はあ、それにしても疲れた・・知恵熱出そう・・

 

追加です

4836 選択 シヴァ 2008-02-09 20:44:14 返信 報告

ゼットンさん、こんばんは︕

先程、急にひらめいたのですが、「ハニカミ王⼦」からパクらせてもらって「流星王⼦」というのはどうですか︖
 ご検討をお願いします︕

 

シヴァさんへ

4843 選択 stray 2008-02-09 22:38:30 返信 報告

こんばんは︕

６つも考えて下さいましたが、ん〜、今ひとつです。残念（笑）。
 「幼⼥の頃に戻ったみたいに」のように、曲名⼀ひねりだけで完成させたいですね︕

リベンジ︕
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4847 選択 シヴァ 2008-02-10 07:57:52 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑さん、おはようございます︕

リベンジです︕「好きなように踊りたいの」から、好きなように・・

かじりたいの はしゃぎたいの 暴れたいの 壊したいの
 ⾷べたいの 泣きたいの 転がりたいの 笑いたいの

 残したいの 出かけたいの 着替えたいの ダダこねたいの

いかがですか︕︖ これだけあったら、ひとつくらい気に⼊ったのがあったでしょ︕︖

こういう「下⼿な鉄砲・・」っていうのは好きじゃないんですけど、追い詰められているのかも・・
 昨⽇は悔しくて悔しくて悔しくて悔しくて寝つきが悪かったんですから︕

 いつもは”オヤスミ１秒”なのに・・
 ムチャクチャ早く⽬が覚めてしまうし・・

個⼈的には「かじりたいの」がオススメです︕
 「おしりかじり⾍」が流⾏っていますし（もしかして、もう古い︖）、⼦供たちの⾃由な⾷べ⽅が出来ると解釈する

ことも出来ますしね︕

私はゼットンさんに提案したんですけど、なんで所⻑が答えるんだろう・・︖
 もしかしてお⼆⼈は同⼀⼈物なんですか︖（＾＾）

 

リベンジ成功︕かな︖

4848 選択 stray 2008-02-10 08:32:11 返信 報告

シヴァさん、おはようございます︕

いやぁ、おかしー（笑）。
 リベンジ⼤成功と⾔いたいところですが、

 これは「お⼦様ランチ」の名前ですよ（笑）。
 『好きなようにかじりたいの』でダメですか︖（笑）

ゼットンにメニュー決定権は委譲してません（笑）。
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３つめにして・・

4849 選択 シヴァ 2008-02-10 09:17:05 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑さん、おはようございます︕

「好きなようにかじりたいの」採⽤、ありがとうございます︕
 ３つめにして初めてちゃんと︖考えたのが採⽤されました︕

 ではただちに邪道モードで写真を探して参ります︕
 

シヴァさんへ

4893 選択 pine 2008-02-12 09:41:01 返信 報告

シヴァさん
 はじめまして。pineと申します。（破壊星⼈の⺟です）

 先⽇からおもしろいメニューで⼤笑いさせていただいています。
 「好きなようにかじりたいの」…うちの息⼦にうってつけのネーミングにまた⼤笑いです。

 何せ、イヤホンのコードを噛みちぎってしまうヤツですから。
 キッズルームで注⽂するのが楽しみです。こんなに豪華なお⼦様ランチは⾷べさせたことがないので、毎⽇「ココで

⾷べる〜」と駄々捏ねられてしまうかも…です。
 これからよろしくお願いします。

Re:ｐｉｎｅさん、初めまして︕

4905 選択 シヴァ 2008-02-12 21:05:41 返信 報告

ｐｉｎｅさん、初めまして︕シヴァと申します。
 > 先⽇からおもしろいメニューで⼤笑いさせていただいています。 

 ありがとうございます︕嬉しいです︕
 > これからよろしくお願いします。 
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こちらこそよろしくお願いします。
私も破壊星⼈ちゃんが⼤活躍（︖）する話を爆笑しながら⾒させてもらってますよ︕

 

シヴァさんへ

4921 選択 ⼭茶花 2008-02-13 17:27:36 返信 報告

シヴァさん、初めまして。
 皆さんとの投稿、私も⾒せて貰いました。

 初対⾯で失礼なんですが、上⼿いこと知恵が働きますねー。全部⾯⽩かったです(笑)
 ⾯⽩おかしく、お腹の⽪が捩れるほどで(笑)

 この後も、⾯⽩い書き込み待ってます。
 

Re:⼭茶花さんへ

4926 選択 シヴァ 2008-02-13 20:27:53 返信 報告

⼭茶花さん、初めまして︕

> 初対⾯で失礼なんですが、上⼿いこと知恵が働きますねー。全部⾯⽩かったです(笑) 
 ありがとうございます︕全く失礼なんて思っていません。

 > ⾯⽩おかしく、お腹の⽪が捩れるほどで(笑) 
 最初、これが読めませんでした。「よじれる」と読むのですね。ひとつ賢くなりました（＾＾）

 

シヴァさんへ

4942 選択 ⼭茶花 2008-02-14 17:55:32 返信 報告

こんばんは。
 >最初、これが読めませんでした。「よじれる」と読むのですね。ひとつ賢くなりました（＾＾） 

 よじれる、で合ってますよ。
 賢いって･･･(笑)
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今テレビで

4933 選択 yasuda 2008-02-14 09:13:03 返信 報告

⽇本テレビ系列で「スッキリ」という番組内で
 バレンタイン失恋ソングランキングで「負けないで」が第４位に

 ランキングされました。第１位はイルカさんの「なごり雪」でした。

「わたしのブログ」
 http://plaza.rakuten.co.jp/zardizumi/ 

 

(無題)

4733 選択 ⼭茶花 2008-02-05 16:26:52 返信 報告

久し振りに編集をお頼みしようかと思います。

この写真の横の幅と、もっと⼤きめのサイズを所有されている⽅いますか︖

Re:(無題)

4737 選択 xs4ped 2008-02-05 21:21:54 返信 報告
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⼭茶花さん、こんばんは。
> この写真の横の幅と、もっと⼤きめのサイズを所有されている⽅いますか︖ 

 ほれっ︕(笑)

Re:(無題)

4739 選択 xs4ped 2008-02-05 21:28:32 返信 報告

個⼈的にはこっちの⽅が好きですね。(^_^)

xs4pedさんへ

4751 選択 ⼭茶花 2008-02-06 09:11:58 返信 報告

おはようございます。

画像のup、ありがとうございます︕
 この画像は確か、BLENDシリーズの、『ZARD BLENDⅡ〜LEAF&SNOW〜』の

 PVに出てきた画だったと思います。
 （記憶上）前にどこかで⾒つけてゲットしてたんですが、パソコンのトラブルで消えちゃって･･･

 ⾔い訳ばっかりな⾃分ですが･･･(汗)
 折⾓upして下さって気の毒ですが、⾃分の場合、⽂字がない⽅が良いですね^^;

ほれっていうの、漫画の「おらよ」みたいに、うつむき加減の相⼿の横から、
 物が⾶んできたみたいな絵が浮かぶ(笑)（説明の意味、お解りですか︖）
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所⻑さんから貰ったJTrimで消すこと出来るかなぁ･･･

ps.この前の、GoldenBestの壁紙の件ですが、あれでした。どうも有り難うございました。
 

stray所⻑さんへ

4795 選択 ⼭茶花 2008-02-07 22:18:19 返信 報告

xs4pedさんから頂いた画像なんですが、（←⾒れば分かるよ/(笑)）
 ⽂字が⼊っていたのを、JTrimの機能で編集してみました。

 塗り潰す⽅は、初めてやってみました。

こんな感じでしょうか︖
 かなり難しくて、結構、時間を掛けながらやったので、編集してる内に、寝込んでしまった

り(爆)

>>xs4pedさん 
 #4739は、私もステキだと思いますよ。

 

⼭茶花さんへ

4806 選択 stray 2008-02-08 12:44:42 返信 報告

こんにちは︕

塗り潰しはうまくいったようですが（笑）、
 下の⽅は、モザイクをかけたようになってますね。

「IZUMI SAKAI」のすぐ下の部分を切り抜いて、その画像をかぶせるといいです。
 ⾯倒くさいので図は⽤意しませんが、簡単に説明しますね。

① 切り抜いた画像を、「編集」→「コピー」でコピーする。
 ② 元画を別に開いて、「編集」→「合成貼り付け」する。

 ③ 切り抜いた画像が⼀番上に出てくるので、「IZUMI SAKAI」の部分に移動して、「位置確定」をクリック。
 ④ ②③を繰り返すと、この画像のようになります。
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消したいところの周辺（背景が似ている部分）を重ね合わせるという⼿法です。
ご参考になれば。

strayさんへ

4833 選択 ⼭茶花 2008-02-09 16:32:20 返信 報告

こんにちは。
 ご説明通りに、違う画像で実験してみたところ、切り抜いた画像をコピーしてから、

 別にファイルを開こうとすると、「保存しますか︖」と出てきました。
 それでよろしいのでしょうか︖

 

⼭茶花さんへ

4842 選択 stray 2008-02-09 21:57:25 返信 報告

こんばんは。

ファイルを開く際に、JTrimの「ファイル」→「開く」でやるんじゃなくて、
 ファイルのドラッグ＆ドロップでやらないとダメです。

 開きたい画像ファイルのアイコンを、マウス押しながらJTrimのアイコンに重ねて下さい。
 

strayさんへ

4872 選択 ⼭茶花 2008-02-11 16:32:22 返信 報告

>ファイルのドラッグ＆ドロップでやらないとダメです。 
 > 開きたい画像ファイルのアイコンを、マウス押しながらJTrimのアイコンに重ねて下さい。 

 "ドラッグ"、"ドロップ"がよく分からなかったんですが、
 よく分からないうちに、知らないうちに出来ました。

 似た⾊が広くあるので、たまたまそれで重ねることが出来たのだと思います。

⼀応、こんな感じになりました。実験試しと⾔うことで(笑)
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⼭茶花さんへ

4874 選択 stray 2008-02-11 19:22:45 返信 報告

こんばんは。

うまく右上の字を消せましたね（笑）。
 が、この画像編集は簡単すぎるので褒めませんから（笑）。

ドラッグ＆ドロップというのは、
 ファイルのアイコンをマウス押しながら移動して、

 Jtrim（開きたいソフト）に重ねることを⾔います。

この画像で説明すると、デスクトップにJtrimのアイコンを置いておいて、
 sazankaという画像ファイルを重ねているところです。

 Jtrimのアイコンをデスクトップに作る⽅法はご存知ですか︖
 

strayさんへ

4894 選択 ⼭茶花 2008-02-12 10:33:49 返信 報告

おはようございます。

>Jtrimのアイコンをデスクトップに作る⽅法はご存知ですか︖ 
 JTrimは、保存したときに、アイコンはデスクトップに既に存在していますが、それでよろしいんでしょうか︖
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それから、切り取る、というのは、「IZUMI SAKAI」の部分を、⼿のマークで掴む、マウスを押しながら移動させる
んですよね︖それをコピーし、コピーしたアイコンをデスクトップに名前を付けてという感じでしょうか︖

 で、別に開いた元画のアイコンをデスクトップに制作し、それをJTrimに重ねると⾔うことでしょうか︖
 （説明の意味がお解りでしょうか︖）

 ⼀度やってみましたが、難しくて出来ません･･･。
 

⼭茶花さんへ

4896 選択 stray 2008-02-12 10:54:05 返信 報告

こんにちは︕

> JTrimは、保存したときに、アイコンはデスクトップに既に存在していますが、それでよろ
しいんでしょうか︖ 

 そうです。そのアイコンに元画像のアイコンを重ねるだけです。
  

> それから、切り取る、というのは、「IZUMI SAKAI」の部分を、⼿のマークで掴む、マウ
スを押しながら移動させるんですよね︖ 

 いえいえ、違います（笑）。この画像のように、
 「IZUMI SAKAI」のすぐ下の部分をマウスで囲って、切り取りボタンを押すのです。

> それをコピーし、コピーしたアイコンをデスクトップに名前を付けてという感じでしょうか︖ 
 いえいえ、違います（笑）。次のレスに図を付けますね。

 

⼭茶花さんへ②

4897 選択 stray 2008-02-12 10:59:13 返信 報告

切り取った画像が上のほうに⼩さく表⽰されますので、（図上）

「編集」→「コピー」を選択します。（図下）

これでクリップボードに切り取った画像がコピーされるので、
 元画をドラッグドロップで⽴ち上げて、
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「編集」→「合成貼り付け」を選択すると、
切り取った画像が元画の上に表⽰されます。

 

⼭茶花さんへ③

4898 選択 stray 2008-02-12 11:01:40 返信 報告

こんな⾵になればＯＫです︕

切り抜いた画像が⼀番上に出てくるので、
 マウスで「IZUMI SAKAI」の部分に移動して、

 「位置確定」をクリックします。

出来た︕︕︕

4900 選択 ⼭茶花 2008-02-12 18:45:29 返信 報告

strayさんへ

図のようにしたらようやく出来ました。
 これでよろしいんですよね︖

よくお⼿本を⾒ながら実験してみました。
 すごい。やったー︕

実はあのとき、トレヴィの泉⽔に⾶んでいく前には、こちらには⼀切来ておらず、
 チャットの後に、改めて知ったわけです。なので、チャットの時に仰ったことは、じゃもうお返事下さっているんだ

https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/001ab2fa029c064a45e41f8b2644a292.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/4733.html?edt=on&rid=4898
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=4898
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/1770ae9e1b6bc9f5fd2841f141557ffb.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/4733.html?edt=on&rid=4900
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=4900
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/b9cfe8b6042cf759dc4c0cccb27a6737.jpg


と初めて知ったので。
（⾔っている意味がお解りでしょうか︖）

 

⼭茶花さんへ

4901 選択 stray 2008-02-12 19:29:24 返信 報告

こんばんは。

ようやく出来ましたね︕ちょっと雑ですが…（笑）。
 ⾃分で質問したんだから回答があるかどうか⾒に来てくださいね（笑）。

 忘れないうちに、ほかの画像も編集してみてください（笑）。

strayさんへ

4920 選択 ⼭茶花 2008-02-13 15:56:19 返信 報告

雑・・・仰るように、⾃分でもイマイチですが･･･
 これはこれとして、もう⾃分で認めました(笑)

>⾃分で質問したんだから回答があるかどうか⾒に来てくださいね（笑）。 
 はい。以後、気を付けます･･･

>忘れないうちに、ほかの画像も編集してみてください（笑）。 
 復習として、他の画像を使ってやっているところですが、その際、この図を⽬で通すと思い出して出来るみたいです

が、⼩さな写真だと出来ないみたいですね。

JTrimは、初⼼者でも簡単にできる編集道具だと分かりました。こんな素晴らしいものを頂きまして、
 改めて感謝します。

 ありがとうございます。

何だか最近こちらに来ると、画像編集の講座に来ているような感覚です。
 strayさんが私の画像講師みたいな(笑)

 

⼭茶花さんへ
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4922 選択 stray 2008-02-13 17:56:17 返信 報告

こんばんは。

ちゃんと復習してるとは、えらい、えらい（笑）。
 ⼩さな画像が編集しにくいのは当然です。

 「表⽰」→「ズームイン(+)1」で⼤きくして編集しましょう︕

以上、 strayさの画像編集講座でした(笑)。

stray講師、⼭茶花受講⽣さんへ

4929 選択 寺尾広 2008-02-13 22:20:14 返信 報告

stray講師、⼭茶花受講⽣さん、こんばんは。
 スパルタの寺尾広です。(笑)

講座はもう終了ですか︖(笑)
 > 図のようにしたらようやく出来ました。 

 > これでよろしいんですよね︖ 
 > よくお⼿本を⾒ながら実験してみました。 

 > すごい。やったー︕ 
 少し上達したようですね。

 では、採点させて頂きます。(画像参照の事)

以上、失礼しました。
 スパルタの寺尾広でした。(笑)

動画検索

4916 選択 atti 2008-02-13 00:46:25 返信 報告
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皆さん、こんにちは。

最近は、iPodで動画を⾒ることが多くなっており、
 便利な動画検索サイトができています。

 そのような中で、

検索サイト さぐり
 ttp://saguri.jp/search?q=ZARD

 にて、検索したところ、

google Videoに、
 ttp://video.google.com/videoplay?docid=739496594363006133

 ZARD-10周年特集 とあるのですが、
 10周年の頃に、TV放映されたのですかね︖

※googleは、iPod/PSP形式でダンロードできるので、
 本⽇、電⾞の中で⾒ていました。

Re:動画検索

4919 選択 stray 2008-02-13 13:35:28 返信 報告

attiさん、こんにちは。

動画のご紹介ありがとうございました。
 映像⾃体は、10周年で作られたものですが、ナレーション⼊りは初めて⾒ました︕

 千葉テレビですかね（笑）。
 

Re:動画検索

4928 選択 xs4ped 2008-02-13 21:45:07 返信 報告

attiさん、こんばんは。
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google Videoの紹介有難うございます。
この映像は昨年、⾒た覚えが有るのですが保存してなかったので紹介して頂き、助かりま
した。(^_^)

 > ZARD-10周年特集 とあるのですが、 
 > 10周年の頃に、TV放映されたのですかね︖ 

 ナレーション部分の映像(1:17)は持っていました。
 ⼊⼿したのが2001.6.17ですから、10周年の時にTV放映されたものと思われます。

●●リクエストベスト Disc 1 曲解説●●

4912 選択 ALIL.1967 2008-02-12 22:49:17 返信 報告

外国からの皆さん⽅へ

Music Freak Magazineからです。１２⽇間です。

http://www.filebank.co.jp/wblink/d78c750c7a2652e84b294e054ce51968

Re:●●リクエストベスト Disc 1 曲解説●●

4925 選択 stray 2008-02-13 19:45:23 返信 報告

ALIL.1967さん、こんばんは︕

私のところには昨⽇届きました。（定期購読）
 ⻫⽥⽒のライナーが評判の悪かったから、急遽ってことはないと思いますが、

 やはり１曲１曲丁寧に解説された、寺尾⽒のライナーは読み応えあります。

皆さん
 今⽉号は「リクエストベスト Disc 1 」のライナーノート、

 来⽉は「Disc 2 」ですよ︕
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Re:●●リクエストベスト Disc 1 曲解説●●

4927 選択 ⼭茶花 2008-02-13 20:56:36 返信 報告

>ALIL.1967さん、strayさん、こんばんは。 
 リクエストベストですが、再び話題が⽣まれて助かりました。なので私もレスします。

 横レスで失礼します。

ライヴverが、⼆枚に分けて収録されていますよね。
 ライヴバージョンですが、坂井さんの歌声はおそらく、CDから声だけを取り除き、

 バック演奏はサポーターで演奏されながら、坂井さんの声と繋いで
 構成されているのではないかと思いますが、それを上⼿いこと、ライヴ会場で披露されていたんだなと。感⼼しなが

ら聴きました。
 今の説明が違っていたらごめんなさい･･･。

 で、坂井さんの最後のメッセージまでもが収録されていましたよ。
 だから皆さんの追悼コンサートの感動の余韻が残っているのはこのためかと。。

"今⽇はどうも有り難うございましたー︕また会いましょうー︕︕"

これが、⽣前のライブでも⾔ってましたね。ライヴDVDに収まっているので、恒例の⼀⾔だなぁと(笑)

坂井さん＝ZARDの場合は、他のアーティストのライヴとは違い、シンプルで"あっさり系"ですよね。

デビュー記念⽇︕

4855 選択 xs4ped 2008-02-10 16:45:23 返信 報告

皆さん、こんにちは。

今⽇はZARDの「デビュー⽇」ですね。(^_^)
 あと「What a beautiful memory 2008」仙台公演の⽇でも有ります。
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デビュー記念⽇として、動画と加⼯画をUpしましたのでご覧下さい。
加⼯画は、皐ちゃんとの合作品「第⼆弾」です︕

 ネットでも試聴出来ますが、超レア⾳源ですのでLive感覚でお楽しみ下さい。
 それでは「また逢いましょう︕」

 http://jp.youtube.com/watch?v=QQy3MvkBnGw

PS.
 仙台公演に参加される⽅は、存分に楽しんで来て下さい︕

 レポート楽しみにしております。(^_^)
 http://xs4ped.spaces.live.com/default.aspx

 

Re:デビュー記念⽇︕

4856 選択 天使 2008-02-10 19:46:02 返信 報告

xs4pedさん、こんばんは。

たまにしか来ない、天使です。
 youtube⾒させていただきました。

 良い作品ですね、早速、お気に⼊り、チャンネル登録させていただきました。

加⼯画は、皐さんとの合作とのことで、良い画像⾒せていただきました、というか、無断で拝借しました。

また、素敵な作品(動画・加⼯画)期待しています。
 

聞いてください︕

4857 選択 シヴァ 2008-02-10 21:17:21 返信 報告

泉⽔さん、デビュー１７周年、おめでとうございます︕

ｘｓ４ｐｅｄさん、皐さん、こんばんは︕

今回の加⼯画は、かわいいのか綺麗なのか迷わないですね︕
 すっごく綺麗︕泉⽔さんも花も光も・・
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それと左下の扉がなんかロマンチック・・

本当にこの頃の泉⽔さんも綺麗ですよね・・
 私はもしかしたら、泉⽔さんをひいき⽬に⾒すぎているんじゃないかと思って、泉⽔さんを知らない先輩にこの映像

を⾒せて何歳くらいに⾒えるか聞いてみたんです。（私は気に⼊った映像を会社にまで持っていって息抜きに⾒とれ
たりしているのです＾＾）

 そしたら、なんて⾔ったと思います︕︖
 ２０代前半くらいって⾔ったんですよ︕
 この⽇はずっと機嫌が良かったです（＾＾）２０代には⼗分⾒えますしね︕

動画も⾒させていただきました︕
 こんなレアな⾳源＆映像をお持ちとは羨ましいです︕

 この動画はしばらく睡眠時間を削ってでも⾒てしまうでしょうね︕

またまた保存させていただきました︕
 ありがとうございました︕

 

Re:デビュー記念⽇︕

4858 選択 xs4ped 2008-02-10 21:32:04 返信 報告

こんばんは。

天使さん
 > 良い作品ですね、早速、お気に⼊り、チャンネル登録させていただきました。 

 お気に⼊り、チャンネル登録ありがとうございます。(^_^)
 > 加⼯画は、皐さんとの合作とのことで、良い画像⾒せていただきました、というか、無断で拝借しました。 

 ⼀般公開した物ですのでご⾃由にお持ち帰り下さい。(笑)
 > また、素敵な作品(動画・加⼯画)期待しています。 

 期待に添えるか分かりませんが、泉⽔さんの１周忌迄は続ける予定ですのでお楽しみに︕(毎⽉27⽇)

PS.
 合作加⼯画の⽅は皐ちゃんの、都合も有るかと思うので、今後の予定は未定です。

 皆さんのリクエストが多ければ有るかも・・・︖(笑)
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シヴァさん
>今回の加⼯画は、かわいいのか綺麗なのか迷わないですね︕ 

 >すっごく綺麗︕泉⽔さんも花も光も・・ 
 >それと左下の扉がなんかロマンチック・・ 

 お褒め頂き、光栄です。(^_^)
 記念の⽇なので頑張りました。
 >２０代前半くらいって⾔ったんですよ︕ 

 ２０代前半ですか︖泉⽔さんもきっと、⼤喜びしていると思います。(笑)
 >こんなレアな⾳源＆映像をお持ちとは羨ましいです︕ 

 ⾳源も、映像もネットで探せば⾒つかります。
 探してみてね︕(笑)

Re:デビュー記念⽇︕

4869 選択 皐 2008-02-11 10:46:40 返信 報告

天使さんへ︓
 こんにちは︕お久しぶりですね(o^∇^o)

 >加⼯画は、皐さんとの合作とのことで、良い画像⾒せていただきました、というか、無断で拝借しました。 
 ありがとうございます〜♪そう⾔っていただけて嬉しいです(*^u^*)xs4pedさんも仰っていますが、

 ご⾃由に持ち帰っていただいてもかまいませんよ(o^∇^o)受け取ってもらえる事が嬉しいです︕

シヴァさんへ︓
 こんにちは︕第⼆弾も喜んで頂けたようで、すごく嬉しいです(o^∇^o)

 >先輩にこの映像を⾒せて何歳くらいに⾒えるか聞いてみたんです。 
 >そしたら、なんて⾔ったと思います︕︖２０代前半くらいって⾔ったんですよ︕ 

 それはスゴイですね︕泉⽔さんも⼤喜びですよ(o≧∇≦o)ウチの⺟も、“若い”って⾔ってましたからね♪
 どう考えても⼤⿊摩季さんより年上に⾒えないみたいです(←⼤⿊さんに失礼︖(笑))

 >またまた保存させていただきました︕ありがとうございました︕ 
 こちらこそ、シヴァさんありがとうございました︕
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xs4pedさんへ︓
合作も終わってしまいましたね(^u^)なんだかヒマになっちゃうかなと思いましたが、

 すでに取りかかっているものがあるので、⼤丈夫そうです(笑)
 でも、時々 寺尾さんが恋しくなるかな︖(笑)また機会があればよろしくお願いしますね︕(笑)

----------------------------------------
 最後に…

 1⽇遅れてしまいましたが、泉⽔さん、デビュー17周年おめでとうございます☆ﾐ

皐ちゃんへ

4870 選択 xs4ped 2008-02-11 15:37:32 返信 報告

皐ちゃん、こんにちは。

どうも、お疲れ様でした︕
 そして、どうもありがとうございました。

 おかげで、良い合作品が出来ました。（*^_^*）
 > でも、時々 寺尾さんが恋しくなるかな︖(笑)また機会があればよろしくお願いします

ね︕(笑) 
 こちらこそ、宜しくお願いします。(^_^)

 

Re:デビュー記念⽇︕

4871 選択 ミキティ 2008-02-11 15:44:05 返信 報告

xs4pedさん 皐さん みなさん こんにちは

>デビュー記念⽇として、動画と加⼯画をUpしましたのでご 
 >覧下さい。 

 >加⼯画は、皐ちゃんとの合作品「第⼆弾」です

 xs4pedさん 皐さん（＾－＾）
 わぁー とっっっても綺麗な加⼯画ですね(*^_^*) 
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 際⽴って綺麗な泉⽔さんと⾵景にうっとり⾒とれてしまいました☆ 
 泉⽔さんと作品が輝きすぎて 眩しいです︕︕(*^ｰ^)ﾉ

  ありがとうございます。 
  動画も 何度も何度も繰り返して 仙台公演に連れて⾏っていただけた気持ちになれました。ありがとうございま

した。

 また（＾－＾）な作品を⼼待ちにしています。

 
  
  
  
 

ミキティさんへ

4873 選択 xs4ped 2008-02-11 16:37:51 返信 報告

ミキティさん、こんにちは。

> わぁー とっっっても綺麗な加⼯画ですね(*^_^*)  
 >  際⽴って綺麗な泉⽔さんと⾵景にうっとり⾒とれてしまいました☆  

 私もうっとり、⾒惚れてしまいました。(笑)
 喜んで貰えて、とても嬉しいです。(^_^)

 >  動画も 何度も何度も繰り返して 仙台公演に連れて⾏っていただけた気持ちになれました。 
 何度もリピートして頂き、有難う御座います。(^_^)

 Live気分に浸れて良かったですね。
 

Re:デビュー記念⽇︕

4877 選択 stray 2008-02-11 19:33:04 返信 報告

xs4pedさん、皐ちゃん、こんばんは︕

https://bbsee.info/straylove/id/4855.html?edt=on&rid=4873
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=4873
https://bbsee.info/straylove/id/4855.html?edt=on&rid=4877
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=4877


第２弾があったんですか︕（笑）
素晴らしい加⼯画ですね︕ 皐ちゃんは字を⼊れただけ︖

 シヴァさんが書いておられるように、２０代にしか⾒えません。
 ウェディングドレス写真を細⼯するのはたいへんだったと思いますが、

 構図も遠近感もバッチリ︕です。
 いいもの⾒せていただきました。ありがとうございます。

Re:デビュー記念⽇︕

4880 選択 皐 2008-02-11 21:35:32 返信 報告

ミキティさんへ︓
 こんばんは☆ﾐ気に⼊って頂けて嬉しいです〜♪♪

 >  泉⽔さんと作品が輝きすぎて 眩しいです︕︕(*^ｰ^) 
 今回の加⼯画では(私の中で)光をコンセプトにして作っていたんですよ(*^u^*)

 なので、ミキティさんに“眩しさ”を感じてもらえて嬉しく思います︕
 これからも、ぜひ⼼待ちにしていて下さいね︕︕

所⻑へ︓
 こんばんは〜☆ﾐ第⼆弾があったんですよ(笑)

 所⻑にも気に⼊って頂けたみたいで嬉しいです☆ﾐ
 私は今回、主に画像修正と背景と写真の合成、そして⽂字⼊れをしました。

 なので、⼀番気を遣った“遠近感もバッチリ︕”という⼀⾔が、すっごい嬉しいです♡(笑)

Re:デビュー記念⽇︕

4884 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-02-11 22:59:16 返信 報告

こんばんは、
 xs4pedさん、皐ちゃんデビュー記念⽇の作品も作ってたんですね。

 ほんと、どれも泉⽔さん綺麗ですね。(笑)
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また、泉⽔さんのドレスが晴れるような背景ですね。
そのうち、⽊更津探訪絵巻の表紙に使わしてもらいます。(笑)

Re:デビュー記念⽇︕

4890 選択 xs4ped 2008-02-12 04:15:20 返信 報告

こんばんは。

strayさん
 > 第２弾があったんですか︕（笑） 

 あれっ、予告し無かったっけ︖(笑)
 やっぱり動画だけの予告と思ったんですね。

 かえってサプライズになって良かったかな(笑)
 > 構図も遠近感もバッチリ︕です。 

 ⼤変光栄な⼀⾔です。有難うございます。(^_^)

皐ちゃん
 > ⼀番気を遣った“遠近感もバッチリ︕”という⼀⾔が、すっごい嬉しいです♡(笑) 

 あれ︖皐ちゃん、最初のでかい泉⽔さんは、何だったけ(笑)

アネ研さん
 > ほんと、どれも泉⽔さん綺麗ですね。(笑) 

 > また、泉⽔さんのドレスが晴れるような背景ですね。 
 とても、気に⼊って頂けたようで、嬉しいです。

元画は皆さん、ご存知だと思いますが、この画像です。
 背景が、⻩⾊の花(クリスタルブラッシュ)なので⽩のドレスにしました。

 因みに、この部屋は「告⽩の⼩部屋」と⾔います。
 韓国ドラマを良く⾒ている⼈なら気付くかも知れませんね。(^_^)

 因みに、皐ちゃんはチェジュウしか知りませんでした。(笑)

Re:デビュー記念⽇︕
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4907 選択 カーディガン 2008-02-12 21:37:52 返信 報告

xs4pedさん、皐さん、こんばんは。
 素敵な画像と動画をありがとうございます。画像は皐さん、ですか︖皐さんもお疲れ様。

もう2/10の記念⽇から２⽇も経ってしまいましたね。遅くなりまして申し訳ございません。

私の宮城公演のレポートは読んでいただけたでしょうか、私個⼈としては、泉⽔さんが地元にきてくれてとても感謝
しております。ステージにかなり近い位置でしたので、バンドの⽅々がとてもよく⾒えたので、とてもいい公演にな
りました。

素敵な動画ですね。堪能させていただきました。またどうぞよろしくお願いします。

Re:皆さん、こんばんは☆ﾐ

4910 選択 皐 2008-02-12 22:18:26 返信 報告

アネ研さんへ︓
 >xs4pedさん、皐ちゃんデビュー記念⽇の作品も作ってたんですね。 

 そうなんですよ(o^∇^o)皆さん知らないような感じでしたので、あえて⾔わずにサプライズっぽくしました♪♪(笑)
>また、泉⽔さんのドレスが晴れるような背景ですね。 

 私もそう思いました︕背景画もxs4pedさんが⽤意してくださったんですが、
 ⾒た瞬間に“ピッタリ”だな、と思いましたね☆ﾐ

カーディガンさんへ︓
 >素敵な画像と動画をありがとうございます。画像は皐さん、ですか︖皐さんもお疲れ様。 

 はい、加⼯画はxs4pedさんと⼀緒に作りました︕ありがとうございますね(*^u^*)
 >私の宮城公演のレポートは読んでいただけたでしょうか、 

 実は私、まだ拝⾒できていないんですよ(>o<)ゆっくりと出来る時に読ませて頂きたいと思ってます(*^^*)

xs4pedさんへ︓
 >あれ︖皐ちゃん、最初のでかい泉⽔さんは、何だったけ(笑) 

 なので、“ ⼀番気を遣った”んですよ︕(笑)これが最後の寺尾さんでしたからね(=^U^=)(笑)
 ところで、あの部屋は“告⽩の⼩部屋”と⾔うんですか︕なんだか素敵ですね〜♪♪
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Re:デビュー記念⽇︕

4918 選択 xs4ped 2008-02-13 05:30:22 返信 報告

カーディガンさん
 > 素敵な画像と動画をありがとうございます。画像は皐さん、ですか︖皐さんもお疲れ様。 

 加⼯画は、皐ちゃんとの合作品「第⼆弾」ですよ。
 > 私の宮城公演のレポートは読んでいただけたでしょうか、 

 勿論、読ませて頂きました。有難う御座いました。
 30枚、ポスター買ったんですね。

 クリアブックに⼊れたり、パネルを何種類か買って、時々⼊れ替えして飾っている⽅もいるようでした。参考にして
みては︖

 オルゴールは揺れる想いが無くなっていたのが残念です。
 会場で購⼊しようかと思って通信販売で購⼊してませんでした。(涙)

 > 素敵な動画ですね。堪能させていただきました。またどうぞよろしくお願いします。 
 堪能して頂き、とても嬉しいです。

皐ちゃん
 >あの部屋は“告⽩の⼩部屋”と⾔うんですか︕なんだか素敵ですね〜♪♪ 

 皐ちゃんも、こういう場所で告⽩されることを祈っています。頑張ってね︕(^_^)

カフェ「トレヴィの泉⽔」暫定オープン︕

4892 選択 stray 2008-02-12 08:50:48 返信 報告

皆様おはようございます。

たいへん”お待たせしてしまいました”が、本⽇９時より暫定オープンします︕
 まだメニュー写真が揃っておりません。値段の付いている商品のみご注⽂いただけます。

 泉⽔さんが給仕してくれるメニューもありますので、ＰＣの⾳量をオンにして、
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⾎眼になって探して下さい（笑）。
メニューは写真が準備できたものから、順次アップしていく予定です。

カフェ内には、
  ◎「チャット」

  ◎「ゲストブック」
  ◎「キッズルーム監視モニタ」

  ◎「美術館 推奨順路」
  ◎「ＢＢＳチェック」
 が備え付けてあります。
 カフェのページだけで、１つのサイトほどの機能がありますね（笑）。

「キッズルーム」の営業時間は９時〜１８時で、
 「監視モニタ」に映し出される画像は１時間おきに変わります。お楽しみに︕

「ＢＢＳチェック」は、本ＢＢＳ最上部右側にある「ＲＳＳ」モードでリンクしてありますので、
 カフェに居ながら新着順にここの情報を⾒ることができます。

あと１０分少々で開店です︕
 すでに並んでいる⼈もいらっしゃるようですが（笑）、

 カフェ「トレヴィの泉⽔」を存分にお楽しみ下さい︕

Re:カフェ「トレヴィの泉⽔」暫定オープン︕

4899 選択 ミキティ 2008-02-12 17:54:30 返信 報告

stray所⻑さん みなさん こんばんは（＾－＾）

>カフェ「トレヴィの泉⽔」暫定オープン︕ 
  おめでとうございます♪( ^ｰ^)

 美術館と カフェ通いが私の⽇課です(*^_^*)
  更にグレードUPした美術館 万歳〜です︕︕
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 美術館全て そしてBBS メニュー作成から チャットなどみなさんとふれあう機会がたくさんあり 美術館に出
掛けるとみなさんにお逢いすることが出来て本当に嬉しいです（＾－＾）

  素敵な美術館 カフェを作っていただいてありがとうございました☆

 早速 「午後のミキティ」を張り切って注⽂しました
 （＾－＾）

  まぜまぜが⼀時間要なので 途中眠らないようにみなさん
 ⾒張っていてくださいね。

  今⽇は 何度も訪問しますヽ(^o^)⼃
   

Re:カフェ「トレヴィの泉⽔」暫定オープン︕

4908 選択 シヴァ 2008-02-12 21:43:37 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑さん、こんばんは︕
 > たいへん”お待たせしてしまいました”が、本⽇９時より暫定オープンします︕ 

 おめでとうございます︕”泉から溢れ出る”ほどの⼈が来られることをお祈りいたします︕
 > 泉⽔さんが給仕してくれるメニューもありますので、ＰＣの⾳量をオンにして、 ⾎眼になって探して下さい

（笑）。 
発⾒しました︕なんかヤキモチを妬くのは気のせいでしょうか︖

昨⽇、新メニューの応募を受け付けていると、おっしゃいましたよね︖
 それで考えていると、また出来てしまったので応募させていただきます︕

なぜか１２⽉・１⽉・２⽉限定メニュー かき氷+アイスクリーム+シャーベット 「ぬくもりが欲しいよ︕」
 ランチバイキング 「揺れる・・重い・・おなかのお⾁が・・」

 スイーツバイキング 「Ｌａｄｙ Ｇｏ︕」
 テリヤキビーフステーキ 「⽜のかがやきよ」

 スモークサーモン・スモークハム・ベーコン・ソーセージ 「煙り」
 超特⼤チョコケーキ 「カカオマスセールのように」
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モーニングセットなのに うな重+⾚だしの味噌汁 朝からこれは・・ 「お・も・ひ・よ」
オムライス+オムレツ+⽬⽟焼き+ゆで卵+スクランブルエッグ 「痛いくらい⻩⾝があふれているよ」

いかがでしょうか︕︖ 皆さんが期待（︖）してくださっていますし、前回⼤好評（︖︖）いただいたので、調⼦に
乗ってまたやらかしてしまいました︕

いいかげんにしないと泉⽔さんに怒られそうですが、泉⽔さんはとても広いお⼼をお持ちなので、笑って許してくだ
さいますかね︖

 もっとも、泉⽔さんに怒られるなら⼤喜びで怒られますけどね（＾－＾）

おかシー（笑）

4909 選択 stray 2008-02-12 22:01:01 返信 報告

シヴァさん、こんばんは︕

ぎゃはは、おかシー（笑）。
 全部採⽤したいところですが（笑）、「ぬくもりが欲しいよ︕」「痛いくらい⻩⾝があふれているよ」「Ｌａｄｙ 

Ｇｏ︕」の３つを
 採⽤させていただきます︕ ただし、責任持って画像をご⽤意下さいね（笑）。

> ランチバイキング 「揺れる・・重い・・おなかのお⾁が・・」 
 品がないです（笑）。

> テリヤキビーフステーキ 「⽜のかがやきよ」 
 これは採⽤してもいいのですが、ステーキメニューがすでにあるので残念ながら。

> スモークサーモン・スモークハム・ベーコン・ソーセージ 「煙り」 
 強引すぎ（笑）。

> 超特⼤チョコケーキ 「カカオマスセールのように」 
 カカオマスが今ひとつ。

> モーニングセットなのに うな重+⾚だしの味噌汁 朝からこれは・・ 「お・も・ひ・よ」 
 いちおう”おしゃれ”なカフェなので、残念ながら（笑）。
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> 発⾒しました︕なんかヤキモチを妬くのは気のせいでしょうか︖ 
１つだけじゃありません。現在のところ４メニューに泉⽔さんが登場します︕

泉⽔さんもきっと、⼤喜びでご覧になってると思いますよ。ウケ狙いがお好きでしたから（笑）。

ミキティさん、こんばんは︕

毎⽇通っていただきありがとうございます︕
 メニューの中で「午後のミキティ」がいちばん◎×◆▽▼で申し訳ないです（笑）。

 最初に決まったギャグメニューなので何卒ご了承を（笑）。

Re:カフェ「トレヴィの泉⽔」暫定オープン︕

4913 選択 ミキティ 2008-02-12 23:02:39 返信 報告

こんばんは

 所⻑さん（＾－＾）
  オーダーストップはあるのですか（笑）

 「午後のミキティ」4時間まぜまぜしてチャレンジしましたよ(^_^;)

 シヴァさん（＾－＾）

新メニュー案に ⼤爆笑︕︕笑いが⽌まらなくお腹がよじれてしまいました
 あはははは (*^ｰ^)ﾉ(^-^)(-^ )(^ )( )( ^)( ^-)(^-^)ﾉ

 今⽇はメニューを思い出して楽しい夢を⾒れそうです
 （＾－＾）

  これからも（＾－＾）期待して笑う準備万端です︕︕
  

所⻑さん、ミキティさん、こんばんは︕

4914 選択 シヴァ 2008-02-13 00:14:22 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑さん、こんばんは︕
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やった︕笑ってもらえた︕
しかも３つも採⽤されるなんて・・

 でも、写真はどうしよう・・特に「痛いくらい〜」なんて無理なんじゃないのかな・・︖

ミキティさん、こんばんは︕
  

> 新メニュー案に ⼤爆笑︕︕笑いが⽌まらなくお腹がよじれてしまいました 
 ありがとうございます︕光栄です︕

 > 今⽇はメニューを思い出して楽しい夢を⾒れそうです（＾－＾） 
 そう⾔ってもらえるとがんばった（︖）かいがあります︕

 >  これからも（＾－＾）期待して笑う準備万端です︕︕ 
 出来るだけ考えますけど、ｃａｆｅのメニューではこれ以上浮かばないかもしれないです・・

 

AL 君とのdistance マフラー姿でテラス席

4885 選択 ALIL.1967 2008-02-12 00:41:42 返信 報告

お店はわかりました。

セレクトショップ Q♡ キューハート 恵⽐寿⻄本店
 Q flagship ebisu-nishi

 東京都渋⾕区恵⽐寿⻄1-30-10
 TEL︓03-5456-9117

Re:AL 君とのdistance マフラー姿でテラス席

4886 選択 ALIL.1967 2008-02-12 00:43:46 返信 報告

もしかして，これはわかっていることなのかな
 上の写真の，ウインドーのピンク⾊をそのまま読めばいいんですね
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⼥性もののお店ですので，簡単には⼊れません。

Re:AL 君とのdistance マフラー姿でテラス席

4887 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-02-12 00:49:28 返信 報告

ALIL.1967 さん、こんばんは、やりましたね。︕︕
 もしや、現場１００回並みの捜査で突き⽌めたんですか︖

 これも素晴らしいですが、是⾮「君Dis」のジャケットもお願いします。私も捜査中ではありますが・・・

Re:AL 君とのdistance マフラー姿でテラス席

4888 選択 ALIL.1967 2008-02-12 00:57:07 返信 報告

これはガラスのピンクの⽂字をそのまま読んでみました。そして，恵⽐寿渋⾕代官⼭が好きそうな，泉⽔さん世代の
⼥性にきいてみればかなりのことがわかる気がします。

Re:AL 君とのdistance マフラー姿でテラス席

4889 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-02-12 01:09:03 返信 報告

 
> もう⼀つ，この姿で銀⾊の⾃動⾞のテールとアパートの⼊り⼝のよなところで撮っている写真もこのすぐ近くのよ
うな．．． 

 画像探してみます。
 しかしキューハートとハックネットは同じ住所ですが、隣かなんかですかね。(笑)

 ⻲井定雄、⼀⽣の不覚、
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Re:AL 君とのdistance マフラー姿でテラス席

4891 選択 stray 2008-02-12 07:23:52 返信 報告

ALIL.1967さん、おはようございます。

”灯台下暗し”でしたね（笑）。
 ハックネットの地下１階にあるようです。地上はショーウインドーだけか︖

 http://www.qshop.jp/

なるほど窓に書かれた「Q♡」がそのままお店の名前とは…︕
 アネ研さんが”⾃販機前”を⾒つけたのも偶然でしたので、

 ハックネット周辺を隈なく当たる必要があるかもしれません。
 そうなると、鉢⼭中学校前のショットがなおさら︖︖ですが（笑）。

> > もう⼀つ，この姿で銀⾊の⾃動⾞のテールとアパートの⼊り⼝のよなところで撮っている写真もこのすぐ近くの
ような．．． 

 この写真ですね。

カフェ調理場から、メニュー発案者様へお願い︕

4818 選択 stray 2008-02-09 00:02:23 返信 報告

皆さんこんばんは︕

この１週間ちょっと、カフェのメニューで⼤いに笑わせていただき、ありがとうございます（笑）。
 おかげさまで、メニューが完成に近づいてきました︕

 ｍｅｇａｍｉさんの発案で、名称も「Ｚ－ｐｉｎ Ｍｅｎｕ」に替りました。

カフェ調理場（誰が調理するのか知らないけど）から、メニュー発案者様へお願いがあります︕

個性的なメニューばかりですので（笑）、写真がないと調理できましぇ〜ん（笑）。
 明⽇からの３連休を利⽤して、⾃ら発案されたメニューを調理し、写真を撮って下さい︕（笑）
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写真が揃わないときは、⾔い出しっぺのアネ研さんに責任を取ってもらいます（笑）。

どうぞよろしくお願いします︕美味しそうに撮ってね︕（笑）
 *********************************************
 「Ｚ－ｐｉｎ Ｍｅｎｕ」

＜Hot Drink＞
  午後のミキティ

  ⽩く煙ったカプチーノ
  ＺＡＲＤブレンド

 （もう１種類、募集中︕）

＜Cold Drink＞
  搾りたて果汁100% pineジュース

  ⻘く澄んだポカリスエット
  ラッシュ泡〜ソーダ 

 （もう１種類、募集中︕）

＜ぬるいDrink＞
  エルミラージュ・コーラ

＜Sweets＞
  パステルカラーのチョコレートパフェ

  stray&Izumiのデートシュー
  ⽩い吐息のクリームブリュレ

＜Set Menu＞
  magamiスペシャル︓ローズティーとケーキ3種

  ⼟曜ワイドスペシャル︓抹茶＆和⾵スイーツ3種
  ⼼地よいコーヒーとバーガーのセット

＜Lunch＞
  極細 ⾚い⽷の〜 ナポリタン

  朱い果実をみたら〜 ピッツァマルゲリータ
 



 刺激というスパイス⼊りチャーハン
 ＺＡＲ丼（⽇替わり和⾷ランチ）

  丼中海（Don't you see 中華海鮮丼）
  Ｔ２８ＰＡＮ（テッパパン）グリルステーキ

＜Snack＞
  マネ研のワッフル・・・[写真済み]

  おさつキッシュ
  柴漬け

  懐かしいあのドーナツ屋のドーナツ 
 

邪道ですが・・

4828 選択 シヴァ 2008-02-09 10:34:58 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑さん、おはようございます。

今⽇は⼟曜⽇ということもあって仕事があまりないので、ＢＢＳを⾒ていたらかなりビック
リしました︕

 メニュー発案者は調理して写真を撮ってくださいとのことですが、私には「⼥の⼦向けお⼦
様ランチ」を作ることは、たぶん無理です・・

 なので、ネットで検索していたら⼥の⼦向けっぽい画像があったので添付しました。
 もし私が作っても、⾷欲がうせるようなものしかできない⾃信があります︕

 それでもやっぱり⾃分で作らないとダメですか︖

それと「柴漬け」ですが、これの発案者はｍｅｇａｍｉさんですよね︖
 でもイランで売ってるとは思えないし、ご⾃分で作るというのはかわいそうなので、私が買ってきて写真を送るつも

りです。
 

シヴァさんへ

4829 選択 stray 2008-02-09 12:05:52 返信 報告
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こんにちは︕

早速画像を探していただきありがとうございます。
 美味しそうです（笑）。これでぜんぜんかまいませんので。

 「柴漬け」はイランにないと思うので（笑）、お⼿数ですがよろしくお願いします︕
 

シヴァさんへ

4837 選択 megami  ◆hNMHghHcBo 2008-02-09 20:44:40 返信 報告

> 「柴漬け」はイランにないと思うので（笑）、お⼿数ですがよろしくお願いします︕ 
 シヴァさん お⼼遣い本当にどうもありがとうございます♡

 とっても優しいお⼈柄に感激致しました〜☆
 私の中でシヴァさんは、「おもしろい」プラス「お優しい」イメージで〜す (*＾Ｕ‘*）⌒☆★

 本当に本当にありがとうございました♪♪

チャイナフリー︕

4850 選択 シヴァ 2008-02-10 11:01:49 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑さん、こんにちは︕

「好きなようにかじりたいの」ですが、これでもかまいませんか︖
 ⼦供たちがガジガジしてもいいように、「ＭＡＤＥ ＩＮ ＣＨＩＮＡ」は使⽤しておりま

せん︕
噛み放題でございます︕

今から出かけるので、柴漬けも買ってまいりま〜す︕
 

Re:チャイナフリー︕

4852 選択 stray 2008-02-10 15:40:10 返信 報告

シヴァさん、こんにちは︕
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写真、ありがとうございます︕
豪華ですね、保育料⾦2,000円貰わないと（笑）。

 ”チャイナフリー”も了解です。

どうすればいいんですか︖

4859 選択 シヴァ 2008-02-10 21:52:48 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑さん、こんばんは︕

「柴漬け」お送りいたします︕
 と、思ったら「エラー内容 アップロードされたファイルが最⼤容量（1024ＫＢ）を超えています。」って表⽰され

て送れないんですけど・・
 どうすればいいか教えてもらえませんか︖

 ちなみに私はメカ⾳痴なので優しく詳しく教えてくださいね（＾＾）
 

Re:どうすればいいんですか︖

4860 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-02-10 22:35:21 返信 報告

シヴァさん、こんばんは。（直は初めてですかね（悩））
 いろんなアイデアとメニュー画像、ありがとうございます。

柴漬け画像ですが、画像サイズの変更は⾯倒ですので、
 info@zard-lab.net 宛のメールに添付して送って下さい。

よろしくお願いいたします。
 

Re:どうすればいいんですか︖

4861 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-02-10 23:12:56 返信 報告

こんばんは、
 楽しい画像みつかりましたね。(笑)
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T28さんの⽅法か、画像をいったん⾃分に（⼩さくして）メールして、その画像を、掲⽰板に貼ってみてください。
宜しくお願いします。

Re:どうすればいいんですか︖

4864 選択 stray 2008-02-10 23:51:13 返信 報告

シヴァさん、こんばんは︕

「柴漬け」の写真、どうもありがとうございました。
 あのメルアドは、部⻑のじゃなくて私のなんです（笑）。

 たしかに受け取りましたので︕

お願いします・・

4865 選択 シヴァ 2008-02-11 00:10:43 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑さん、こんばんは。
  

> 「柴漬け」の写真、どうもありがとうございました。 
 > あのメルアドは、部⻑のじゃなくて私のなんです（笑）。 

 > たしかに受け取りましたので︕

いろいろお⼿数お掛けして申し訳ありません・・
 メカ⾳痴を卒業したいです・・

でも、⼀⽣無理だと思います・・
 

ありがとうございました

4866 選択 シヴァ 2008-02-11 00:13:48 返信 報告

Ｔ２８さん、アネ研さん、初めまして。シヴァと申します。
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お⼆⼈のアドバイスのおかげで、なんとかなったみたいです。
ありがとうございました。

 

シヴァさんへ︕

4875 選択 stray 2008-02-11 19:25:08 返信 報告

こんばんは、追加の写真ありがとうございました︕

悩みましたが（笑）、３枚⽬を採⽤させていただきました。
 すでにアップしておりますので、カフェでご確認お願いします︕
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●●My Baby Grand~Classics~CD ⽻⽥裕美●● 情報１

4801 選択 ALIL.1967 2008-02-08 03:52:25 返信 報告

こんな感じですよ。

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧
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ALIL.1967さんへ

4808 選択 stray 2008-02-08 12:55:25 返信 報告

こんにちは、情報ありがとうございます︕

早く欲しいので、http://mu-gen.tv をチェックします。
 今のところ何のアナウンスもないようですね。

Re:mu-gen.tvですから Re:●●My Baby Grand~Classics~CD ⽻⽥裕美●● 情報２

4811 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-02-08 22:28:11 返信 報告

こんばんは
 > 皆さんお間違いなきよう。 

 いいですね〜。
 情報ありがとうございます。

HP出来ましたよ︕

4813 選択 猪⽊ボンバイエ 2008-02-08 23:06:19 返信 報告

http://hiromi-haneda.com/

3/26、メジャーデビューですね。

http://www.google.com/search?client=safari&rls=ja-jp&q=⽻⽥裕美&ie=UTF-8&oe=UTF-8
 googleで検索したら、たくさん出てきたので、ビックリしました。

 あ、こちらへの書き込み、初めてなんです。みなさん、こんにちわ︕

げ〜、もう「再⼊荷待ち」に︕

4816 選択 stray 2008-02-08 23:35:18 返信 報告
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ALIL.1967さん、こんばんは。
情報ありがとうございました。

 すでにもう「再⼊荷待ち」になってますよ︕（笑）
 すごい⼈気ですねぇ。

猪⽊ボンバイエさん はじめまして。
 ヒロミちゃんのＨＰが出来たんですねぇ︕

 情報ありがとうございました。

Re:●●My Baby Grand~Classics~CD ⽻⽥裕美●● 情報１

4819 選択 xs4ped 2008-02-09 00:06:06 返信 報告

ALIL.1967さん、皆さん、こんばんは。
  

>この画像／動画がありますから，MU-GENがなんとかしてくれるはずですね︕ 
 期待して待ちます。

猪⽊ボンバイエさん
 はじめまして。

 情報どうも有難うございます。

Re:●●My Baby Grand~Classics~CD ⽻⽥裕美●● 情報１

4831 選択 ⼭茶花 2008-02-09 15:36:09 返信 報告

>>ALIL.1967さん 
 こんにちは。

MU-GENの情報を、画像の投稿で教えていただき、
 ありがとうございます。

 私も⼀応、スカパー!269hに加⼊してるのにも関わらず、
 ⾒逃すと⾔うか、こちらのチャットに夢中で、すっかり忘れていました＞＜
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皐さんへ

4830 選択 ⼭茶花 2008-02-09 15:31:57 返信 報告

こんにちは。
 前回に投稿した、#4725と、#4726の画像の投稿は、

 事情があって、削除させて頂きました。
 すみませんm(_ _)m

 おそらく、何かの機会に使うつもりだったのではないかと思いますが…

またよろしくお願いいたします。
 

Re:⼭茶花さんへ

4839 選択 皐 2008-02-09 21:36:45 返信 報告

> 前回に投稿した、#4725と、#4726の画像の投稿は、 
 > 事情があって、削除させて頂きました。

そうなんですか。それは残念ですね(>_<)
 でも、⼭茶花さんのアイディアは続⾏しようと思います♪♪(笑)

FCサイト更新2/8

4825 選択 atti 2008-02-09 00:34:52 返信 報告

皆さん、こんにちは。

FC更新にて、「2/8 17th Anniversary Download Special」が更新されていましたね。
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はやり、QRコードは認識しないので、直アドレスからDownload。

Re:FCサイト更新2/8

4827 選択 カーディガン 2008-02-09 04:35:27 返信 報告

attiさん、こんばんは。

> はやり、QRコードは認識しないので、直アドレスからDownload。

私の携帯はF904iですが、すぐに認識しました。認識する位置がいいとすぐに認識するのですが、
少しずれると、認識しずらいです。携帯だと。アルファベットの⼊⼒がしにくいので、QRコード
はとても便利ですけれど。認識には、機種の性能も あるようですね。私は、古かったので、グロ
リアス マインドの感想を送るために、機種変更をしました。

デビュー曲は懐かしいですね。私のZARD坂井泉⽔さんとの出会いの曲です。

●●メモリアルカードとスタンプの画像ファイル●●

4812 選択 ALIL.1967 2008-02-08 23:02:36 返信 報告

みなさまへ 
 タイトルのjpgです。ファイル名にある15x20はセンチで紙の⼤きさです。スタンプはカードに押さないでもっていたコピー⽤

紙に押してきました。それはA5タテが実⼨です。１４⽇間。

ZARD17thMemorialCard-Yamano-in(15x20yoko).jpg 1.2M

ZARD17thMemorialCard-Yamano-out(15x20yoko).jpg 2.6MB

ZARD17thMmorialStamp-A5tate.jpg 1.7MB
   Mmorial->Memorial    !!!

http://www.filebank.co.jp/wblink/5527982d53a2e86c032d81b04abbb908
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Re:●●メモリアルカードとスタンプの画像ファイル●●

4817 選択 stray 2008-02-08 23:38:29 返信 報告

ALIL.1967さん、ありがとうございます︕

１枚⽬の画像ですが、なんだかセーラー服来た⼥⼦⾼⽣っぽく⾒えません︖（笑）
 未公開画像があるかなと少し期待しましたが、シンプルでしたね（笑）。

Re:●●メモリアルカードとスタンプの画像ファイル●●

4820 選択 xs4ped 2008-02-09 00:15:23 返信 報告

ALIL.1967さん、こんばんは。

こっちは⽥舎なのでUpして頂けると助かります。
 早速のUp有難うございます。

PS.
 strayさん

 また、IEエラーで動かなくなりました。m(__)m

Re:●●メモリアルカードとスタンプの画像ファイル●●

4821 選択 atti 2008-02-09 00:17:45 返信 報告

ALIL.1967さん、皆さん、こんにちは。

初⽇に加え、本⽇の外出時に⾏ってきました。
 ビデオは2回⾒ました〜。2回⽬は座席後⽅中央位置(⾳響が良く聞こえるところ）にて、30分間

⽴ったままで(笑)・

初⽇には、1F CDコーナーでは⾒かけかったのですが、
 チラシがありましたので・・。2種類

 および店頭の告知(これも初⽇には無かった)
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PS.詳細は⾃ブログに書きますね〜

Re:●●メモリアルカードとスタンプの画像ファイル●●

4822 選択 atti 2008-02-09 00:18:36 返信 報告

チラシその1
 

Re:●●メモリアルカードとスタンプの画像ファイル●●

4823 選択 atti 2008-02-09 00:19:16 返信 報告

チラシその2
 

泉⽔さん、お誕⽣⽇おめでとうございます︕
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4747 選択 xs4ped 2008-02-06 07:37:15 返信 報告

皆さん、こんにちは。

泉⽔さん、お誕⽣⽇おめでとうございます︕
 今⽇は、泉⽔さんの誕⽣⽇ですね。(^_^)

 皆さん、泉⽔さんへの想いを是⾮届けて下さいね。
 泉⽔さん、プレゼントは夜に持ってきますので「もう少し あと少し・・・」お待ち下さいね。

この画像は１⽉３１⽇にWEZARDに送ったのですが、受付終了時間を過ぎてから送ってしまった
為、此処にUpさせて頂きます。

 雪国なので花は咲いておりません。
 なので加⼯画を送りましたが、受付終了時間を間違えて記憶していたので、受付終了時間を過ぎてから送ったのですが受付さ

れたか分かりません。(涙)

Re:泉⽔さん、お誕⽣⽇おめでとうございます︕

4750 選択 ⼭茶花 2008-02-06 08:45:26 返信 報告

所⻑さん、xs4pedさん、皆さん、
 おはようございます。

  Happy Birthday. Izumi Sakai
         Congratulations on the birthday.

   In a wonderful year one year for 
       Mr. Sakai = ZARD this year ･･･

所⻑さんが仰っておられるように、皐さんとのコラボで、何か企画を考えていらっしゃるようなので、期待していま
すよ︕

 各⾃で坂井さんのお誕⽣⽇を祝う、と⾔う形だそうです(笑)。

因みに･･･きれいな加⼯画像ですねー。
 天国にいる坂井さんに伝わっていると良いですよね^^
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Re:泉⽔さん、お誕⽣⽇おめでとうございます︕

4756 選択 xs4ped 2008-02-06 13:07:23 返信 報告

⼭茶花さん、こんにちは。

> 所⻑さんが仰っておられるように、皐さんとのコラボで、何か企画を考えていらっしゃるようなので、期待してい
ますよ︕ 
期待してて下さい︕ 

 > 因みに･･･きれいな加⼯画像ですねー。 
 > 天国にいる坂井さんに伝わっていると良いですよね^^ 

 有難うございます。
 泉⽔さんに届きますように・・・

 皐ちゃんとのコラボ作品はこれより綺麗ですよ。♡
 なんたって⼆⼈の愛の結晶ですから・・・(笑)

PS.
 でも、本当に愛してるのは泉⽔さんですよ。♡♡♡

 

Re:泉⽔さん、お誕⽣⽇おめでとうございます︕

4758 選択 xs4ped 2008-02-06 19:51:50 返信 報告

泉⽔さん、お誕⽣⽇おめでとうございます︕
 誕⽣⽇プレゼント持って来ましたよ。(^_^)

加⼯画は皐ちゃんとの合作品です︕
 「最⾼のステージに」なりましたか︖

 気に⼊って頂けたかな︖
 http://www.youtube.com/watch?v=WJohr301PNk

PS.
 皐ちゃんにはスパルタの寺尾広さんみたいと⾔われちゃいました。(笑)

 http://xs4ped.spaces.live.com/default.aspx
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泉⽔さん ｘｓ４ｐｅｄさん 皐さんへ

4761 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-02-06 20:15:34 返信 報告

泉⽔さん、お誕⽣⽇本当におめでとうございま〜す︕︕
 ⼼よりお祝い申し上げます。

xs4pedさん 皐さんへ 
 泉⽔さんがとっても輝いていて 素敵です。

 まず１番でレスさせていただいてから Youtubeを拝⾒させていただきます。期待⼤なので 早く拝⾒したいです。
 > 皐ちゃんにはスパルタの寺尾広さんみたいと⾔われちゃいました。(笑) 

 ⼤笑いさせていただきました（爆笑）お腹が痛いくらいです。
 皐さん 本当に表現⼒が豊かですね〜︕︕感動です。ありがとうございました〜。

Re:泉⽔さん、お誕⽣⽇おめでとうございます︕

4762 選択 ミキティ 2008-02-06 20:23:35 返信 報告

泉⽔さん お誕⽣⽇おめでとうございます☆

みなさんこんばんは

>泉⽔さん、プレゼントは夜に持ってきますので「もう少 
 > し あと少し・・・」お待ち下さいね。

泉⽔さん☆ 
 xs4pedさん 皐さんが素敵なプレゼントをご⽤意してくださいましたよ

 ピンク調でハートの泉⽔さん とっても素敵です
  ハート こころがいっぱい溢れていますね。

  泉⽔さんのハートへ届いて下さい☆
 泉⽔さんに届きますように・・・

>皐ちゃんとのコラボ作品はこれより綺麗ですよ。♡ 
 >なんたって⼆⼈の愛の結晶ですから・・・(笑)
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 xs4pedさん 皐さん 素敵な作品をありがとうございました（涙）
 

 ~いつもと違う街並 今⽇は輝いて⾒える〜

最⾼のステージで会いたいです♪( ^ｰ^)

ブラボー︕

4765 選択 stray 2008-02-06 20:33:28 返信 報告

xs4pedさん、皐ちゃん、こんばんは︕

素晴らしい︕︕︕
 ”泉⽔さん on ステージ”にうっすら涙が滲んできました。

 泉⽔さんの誕⽣⽇に、泉⽔さんがＺ研のステージに舞い降りて、
 ファンのため（私のため）に歌ってくれましたね。

 このシチュエーションは素晴らしいです。どっちが考えたの︖（笑）

動画の中にも皐ちゃんの作品が⼊ってるんですか︖
 それとも歌詞（字）を⼊れただけ︖（笑）

 それだったら”スパルタの寺尾広さんみたい”とは⾔われないですよねぇ（笑）。

あとで解説お願いしますね︕
 お⾒事でした︕ブラボー︕︕

Re:Happy Birthday︕

4767 選択 皐 2008-02-06 20:46:44 返信 報告

泉⽔さん誕⽣⽇おめでとうございます︕
 xs4pedさんとの合作、間に合うか⼼配でしたが、どうにか完成にたどり着けました(笑)

 もう夜ではありますが…、素敵な1⽇でありますように☆ﾐ

------------------------------------------------------
 xs4pedさんへ︓
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 ひとまず お疲れさまです♪
“⼆⼈の愛の結晶”は誤解を招きそうですよ︕(笑)

 名付けるとすると、“スパルタ特訓の⽇々の結晶”です(笑)

megamiさんへ︓
 こんばんは︕1番レスありがとうございますね〜☆ﾐ 

 xs4pedさんとの初合作、気に⼊って頂けて嬉しいです︕(o^∇^o)
 共作中のxs4pedさんは、まるで寺尾さんでしたよ︕(笑)

 ふとした発⾔がmegamiさんのウケをとれて、こちらもなんだか嬉しいです(笑)

ミキティさんへ︓
 “素敵な作品”と⾔ってくださってありがとうございます︕

 最⾼のステージになっているといいなと、ココロからそう思いますね(*^u^*)

所⻑へ︓
 ありがとうございます︕このシュチュエーションはxs4pedさんのイメージですよ(o^∇^o)

 私は完成予想図の通りに作ったので(*^_^*)ゞ
 私は動画には携わっていないんですが、加⼯画の修正(再編集)がスパルタだったんです︕(笑)

xs4pedさん解説お願いしますね〜♪(笑)

Re:Happy Birthday︕

4768 選択 皐 2008-02-06 20:50:58 返信 報告

> このシュチュエーションはxs4pedさんのイメージですよ(o^∇^o)

間違えました(笑)右側の画像は私がチョイスしたので、
 結局はxs4pedさんと私、⼆⼈のイメージ結果…になるのかな︖(笑)

Re:泉⽔さん、お誕⽣⽇おめでとうございます︕

4769 選択 チョコレート 2008-02-06 20:56:44 返信 報告

泉⽔さん、お誕⽣⽇おめでとうございます︕
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そして、今⽇素敵な加⼯画と動画作品を発表してくださった皐さん、xs4pedさん、ありがとうございます︕︕︕
素晴らしいですね〜。ブラボー︕ブラボー︕

 期待を膨らませて待っていましたが、はるかに超えていくような素晴らしさでした。
 動画ではいろんな感情がわいてきて、涙が出てしまいました。

 きっと泉⽔さんも、XXXさんも喜んでくれていると思います。

皐さんのもうひとつの画像はケーキのろうそくを吹き消そうとしている泉⽔さんですね。
 ぜひ、そのケーキを私にも分けてください︕

 みんなで分けたら、ちーっちゃくなっちゃうかな︖

所⻑さんへ
 お忙しいのにご相談にのっていただきありがとうございました。

 皆さんが楽しい気分で今夜を過ごせますように︕

Re:泉⽔さん、お誕⽣⽇おめでとうございます︕

4770 選択 aki 2008-02-06 21:45:48 返信 報告

xs4pedさん、さっちゃん、みなさんこんばんは^^
 そして何より泉⽔さん、お誕⽣⽇おめでとうございます♪♪

さっちゃんのパートナー(という呼び⽅でよいのかな笑︖)
 としての⽬線だと、⾊々と⾔ってしまいそうなので(笑)、今⽇は第三者の⽬線で、お⼆⼈の作品を拝⾒させていただ

きました。

まずは、本当にお疲れ様でした。
 短時間での作業は、すごく⼤変だったと思います。

今回の作品は、いつものお⼆⼈の作品とは、またちょっと雰囲気が違うな〜という印象を受けました。
 きっと、それが共作の良い所なんですよね^^

 優しくて、ほんわかしている感じが好きです♪♪
 泉⽔さんはもちろん、お花もとっても綺麗です（＞v＜）

 素晴らしいお誕⽣⽇プレゼントになりましたね☆
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「あなたと共に⽣きてゆく」⼤好きな曲で、思い出が⼀杯詰まっているので、嬉しかったです^^

P.S.
 さっちゃんに私からプレゼントがあるよ〜ん♪♪

 楽しみにしててね(◎≧u≦) 
 

泉⽔さん、ｘｓ４ｐｅｄさん、皐ちゃんへ

4772 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-02-06 22:09:03 返信 報告

泉⽔さん、おめでとう︕
 とっても素敵なバースデイプレゼントですね（涙）。

xs4pedさん、皐ちゃん、ありがとう︕ とても素晴らしい合作です。
 期待なんか、どっかに吹き⾶ぶほどの出来です（笑）。

 とにかく、引き込まれました。⾒たことがない、画像もありますね。
 これは、永久保存しなくちゃ︕

 出来れば画像も、ライブで販売されるポスターのように、
 ばら売りにしてくれませんか︖（笑）

お⼆⼈ともお疲れ様でした。
 泉⽔さんも、きっと喜んでくれていますよ︕

 

Re:泉⽔さん ｘｓ４ｐｅｄさん 皐さんへ

4774 選択 シヴァ 2008-02-06 22:17:57 返信 報告

泉⽔さん、お誕⽣⽇おめでとうございます。
 あなたはいつまでも綺麗ですね︕

ｘｓ４ｐｅｄさん、初めまして。シヴァと申します。
 皐さん、こんばんは︕

お⼆⼈の作品、さっそく拝⾒して保存させていただきました︕
 今回の作品は泉⽔さんが綺麗で背景がかわいくて・・
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 別の⾒⽅をすれば、泉⽔さんがかわいくて背景が綺麗で・・
どう表現すればいいのか困ってしまいます。

 それと「あなたと共に⽣きてゆく」も歌詞の⼀節がいろいろと考えさせられます。
 もしかすると永遠に答えが出ないかも・・

動画も⾒させていただきました︕サビの部分の歌詞が表⽰される所は「⾔葉を⼤切にする」と⾔っていた泉⽔さんも
きっと喜んでいらっしゃるのではないでしょうか。

素晴らしい作品を２つもありがとうございます︕
 お⼆⼈の仲を嫉妬するファンとパパラッチにはくれぐれもご⽤⼼を・・

 

Re:皆さまへ

4775 選択 皐 2008-02-06 22:38:14 返信 報告

チョコレートさんへ︓
 こちらこそ、優しい⾔葉をどうもありがとうございます︕

 xs4pedさんと⼒を合わせて丹念に作り上げました(*^u^*)チョコレートさんの期待を越えられれば光栄です☆ﾐ
 そして、私が個⼈で作ったもう⼀枚の加⼯画も楽しんで頂けたようで嬉しいです(*^u^*)

 泉⽔さんは優しいから、きっとケーキを分けてくれますね♪

akiちゃんへ︓
 こんばんは︕ちょっぴり久しぶりだね〜(*^u^*)

 ＞さっちゃんのパートナー(という呼び⽅でよいのかな笑︖)もちろん︕最⾼のパートナーだよ(o≧∇≦o)(笑)
今回はxs4pedさんとの初合作で、画像に関しては今までと雰囲気がきっと違うよね＾＾

 akiちゃんの⾔うとおり、“それが共作の良い所”だと思う︕
 P.S.私に何かプレゼントを⽤意してくれてるの?!もしかして、あれかな︕♪

部⻑へ︓
 気に⼊って頂けたようで、すごく嬉しいです︕期待も吹き⾶ぶほど良い出来だなんて…(●＞ω＜●)

    xs4pedさん︕スパルタの賜物ですよ︕(笑)
 部⻑ぜひ“永久保存”してくださいね☆ﾐ ポスターのばら売りは後ほど♪♪(←ジョークですよね︖(笑))

 泉⽔さんも喜んでくれているといいなと、思います(*^u^*)
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シヴァさんへ︓
こんばんは☆ﾐ 保存ありがとうございますね︕今回のシヴァさんのレスからは、とても深い何かを感じました。

 “どう表現すればいいのか…”という⼀⾔が、逆に想いが伝わりますね(*^u^*)
 今回の初合作、喜んで頂ければ幸いです☆ﾐ P.S.パパラッチには⼗分に気を付けますね︕(笑)

Re:泉⽔さん、お誕⽣⽇おめでとうございます︕

4777 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-02-06 22:47:06 返信 報告

泉⽔さん、誕⽣⽇おめでとうございます。

xs4pedさん、皐ちゃん、すばらしいですね︕︕
 こんな凄いピンクと泉⽔さんのコラボはそんなにないけど、輝いてる泉⽔さんの笑顔とはぴったりですね。

 「あなたと共に⽣きてゆく」の動画もなんだか、バースディコンサートみたいで楽しかったです。（笑）
 それと、ケーキの作品はすごい︕︕うなってしまいました。

 バックにもこってお花︖の淡いのもですし、ケーキの⽂字といい、⽂字と泉⽔さんの影にもこったのでは︖いい仕事
をみると頑張らねばと思ってしまいます。（笑）

皐ちゃんたちこそいい時間をお過ごしください。

Re:アネ研さんへ

4778 選択 皐 2008-02-06 22:58:45 返信 報告

こんばんは︕合作、そして私個⼈の加⼯画も楽しんで頂けてすごく嬉しいです(*^∇^*)
影にはよく気が付きましたね︕さすがアネ研さん♪♪

 xs4pedさんとのコラボでは、⾊合いにすごく気を遣いました(*^u^*)何パターンもあるんですよ(笑)
 アネ研さんも、いい仕事(調査)を頑張ってくださいね︕応援してます♡

 P.S.アネ研さんも素敵な時間を過ごしてくださいね☆ﾐ

Re:泉⽔さん、お誕⽣⽇おめでとうございます︕

4779 選択 カーディガン 2008-02-06 23:16:22 返信 報告
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こんばんは、xs4pedさん、皐さん、みなさま。

xs4pedさん、皐さん、動画の作成お疲れ様です。
 素敵な画像を拝⾒させていただきました。泉⽔さんは、きっと幸せを感じていることと思います。また、素敵な画像

を作成して、泉⽔さんを喜ばせてあげてください(^_-)-☆

今⽇は、いつもよりもにぎやかですね。泉⽔さんのお誕⽣⽇ですから当然ですね。昨年の今は、泉⽔さんはお綺麗で
すが、「今年で40なんだな」と節⽬を感じていたのですが。40という数字にも意味があるので、まさかその年で亡く
なられたのが、あまりにも衝撃でしたが、またひとつ年が過ぎましたね。泉⽔さんはもうこれ以上歳はとりませんの
で、いつか泉⽔さんに追いつき、追い越したいと思います。

あと４⽇で泉⽔さんのコンサートですので、泉⽔さん、またどうぞ、よろしくお願いします。

今⽇は泉⽔さんの夢を⾒たので、またすぐに寝て、泉⽔さんにまた逢えますように、もう寝ますｚｚｚ

それでは、お休みなさいｚｚｚｚ

ｘｓ４ｐｅｄさん 皐さん ａｋｉちゃんへ

4783 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-02-07 04:10:20 返信 報告

xs4pedさん 皐さんへ
 > こんばんは︕1番レスありがとうございますね〜☆ﾐ 

初めての１番で感激です。先ほどレスしたあと You Tubeを拝⾒しておりました。
 「あなたと共に」の⽂字が⼩さく消えていく途中で ネットの接続が切れてしまって 哀しい思いをしてしまいまし

た︕︕
 ただいま またネットが繋がったので やっと作品を全部拝⾒させていただけました〜 ヽ(*ゝω･*)ﾉ

 素晴らしくて たくさんの⾔葉が出てきません。今もウルウル状態です｡゜ﾟ(>ヘ＜）ﾟ ゜｡ 
 時差のおかげで、もう少し泉⽔さんのお誕⽣⽇の余韻に浸りたいと思います・・・

 本当にお疲れ様でございました︕︕またの合作を期待しておりま〜す♪

akiちゃんへ
 お久しぶりで〜す♪お元気にしていらっしゃいましたか︖

 ご無沙汰して本当にすみませんでした〜｡゜ﾟ(>ヘ＜）ﾟ ゜｡
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今 私はCafeメニューを考えるのに必死なのです（笑）
akiちゃんも良かったらぜひ遊びに来て下さいネ︕︕

 またお会いできる⽇を⼼待ちにしておりま〜すヽ(*ゝω･*)ﾉＰ・Ｓ お⾵邪などにはくれぐれもお気をつけて︕︕ 

☆★xs4pedさんへ☆★

4786 選択 ⼭茶花 2008-02-07 11:54:41 返信 報告

おはようございます。
 >期待してて下さい︕ 
 期待通りの加⼯画像ですね。

 昨⽇の、坂井さんの誕⽣⽇へのプレゼントは、ステキなプレゼントになったことと思います。
 皐さんとのコラボ、お⾒事な合成でした︕お⼆⼈の愛の結晶が、より輝きを増してるように思います。

加⼯画は、#4758もそうですが、特に、#4767の皐さんの加⼯画が、
 編集された作品でしょうか。坂井さんの写真に、購⼊された（おそらく）

 ケーキをデジカメで撮影されたのでしょうか。坂井さんとケーキの画がお⾒事な合成ですね︕
 素晴らしい︕期待していただけあります。

坂井さん。あなたは幸せ者の⼀⼈ですね。⼤勢のファンが、あなたをお祝いしてくれています。
 おめでとう︕

 

♪megamiさんへ♪

4788 選択 aki 2008-02-07 14:54:30 返信 報告

megamiさんへ
 megamiさん〜(^o^)/こんにちは♪お久しぶりです^^

 ちなみに、今⽇も学校がお休みです〜笑︕

さっちゃんの作品が⾒られる＝megamiさんともお話が出来る♪♪
 嬉しさ2倍です(〃^∇^)o⼺いつも気にかけてくださりありがとうございます。
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さて、最近の私はと⾔いますと、こっそ〜りとmegamiさんの⽇々のご活躍を拝⾒していました笑︕
cafeにもちょくちょくお邪魔させていただいています♪(のんびり⾒ているだけなのですが笑)

 megamiさんは、占い師さんでもあり、ウエイトレスさんでもあり、メニュー作りの達⼈でもあり︕すごいですね〜
(≧∀≦)ノ

 そうそう︕sakiさんと私の名前で「⼿⽻先」を考えてくださりありがとうございました^^
 でも「⼿⽻先」はsakiさん専⽤のメニューにしてくださいね♪♪

 私はまだメニューに載せて頂けるほどの者ではありませんので(/^-^)

では、megamiさんも⾵邪など引かれぬようお気をつけください♪
 またお話できる⽇を、⼼より楽しみにしています((ヾ(≧∇≦)〃))

P.S.お友達のみきえさんにもよろしくお伝え下さい^^

Re:こんばんは︕

4791 選択 皐 2008-02-07 18:09:01 返信 報告

カーディガンさんへ︓
 こんばんは︕昨夜は皆さまにも喜んで頂けて、嬉しさ倍増でした(o≧ω≦o)

 完成できた事の嬉しさと…、それを⾒て、優しい⾔葉をかけて頂いた嬉しさと｡｡｡☆ﾐ
 うまく⾔葉に出来ないですね(笑)泉⽔さんにも喜んで頂けたかな︖と、今考えちゃいました(*^_^*)

 ところで、カーディガンさん泉⽔さんの夢を⾒ていたんですか︕うらやましいですね〜︕(笑)

megamiさんへ︓
 動画を鑑賞中にネットの接続が切れちゃったんですか(’□’;)いつも⼤変ですね〜(>_<;)

 昨夜は私もネットの繋がりが悪くて、「megamiさんは、いつもこんな感じなんだな〜」と、考えてしまいました。
 では︕またの合作を期待していてくださいね♪ありがとうございました(o^∇^o)

⼭茶花さんへ︓
 愛の結晶じゃないですよ〜︕(笑)正しくは“スパルタの結晶”ですね︕(笑)

 #4767の、私が個⼈で作った加⼯画も楽しんで頂けたみたいで、すごく嬉しいです(o^∇^o)
 期待に添えられるような出来であれば光栄ですね☆ﾐ 褒めていただいて、本当にありがとうございます︕

 (別スレです↓↓)
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＞別にそれが知らないからって、⼤袈裟な話、命に関わることでも何でもないですからね(笑)
あはは︕(笑)その通りですね(=^⽫^=)(笑)

ａｋｉちゃんへ

4792 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-02-07 19:57:25 返信 報告

こんばんは︕︕お元気そうで何よりで〜す☆
 > さて、最近の私はと⾔いますと、こっそ〜りとmegamiさんの⽇々のご活躍を拝⾒していました笑︕ 

 や〜ん♡ありがとうございます ヽ(●>∀<●)/お話したいな〜とずっと思ってたんですよ o(>▽<)o 
 同じ時間にｃａｆｅにいたら もしかしたら直接お話できる『夢』が叶うかもしれませんネ♪とっても期待しちゃいま

〜す(*＾Ｕ‘*）⌒☆★
 akiちゃんは占い当たってましたか︖今度こっそり教えて下さったら嬉しいです・・・

 > では、megamiさんも⾵邪など引かれぬようお気をつけください♪ 
 いつも優しいお⾔葉をいただいて とっても温か〜くなります♡akiちゃんもお⾝体に気をつけて下さい︕︕

 > P.S.お友達のみきえさんにもよろしくお伝え下さい 
 本当にどうもありがとうございます。私がお話してるので もうakiちゃんのことはご存知なんで〜す(*＾Ｕ＾*)

とっても嬉しいレス本当に 本当にありがとうございました〜♡また近いうちに︕︕︕

ｍｅｇａｍｉさんへ

4793 選択 シヴァ 2008-02-07 21:42:08 返信 報告

ｍｅｇａｍｉさん、こんばんは︕

ｃａｆｅのメニュー、いろいろ考えておられるのですね。特に「刺激というスパイス⼊りのチャーハン」は素晴らし
いと思います。︕

 私もＣＤを⾒ながら考えたので聞いてもらえますか︖

チェリーのパイ・クラフティ・シュトゥルーデル＋タルトチェリージュース 「桜が満開で・・綺麗ですね」
 とてもおいしいけど昔の恋⼈に電話しなければならない 「⾃信ありシチュー」

 ホットドッグ１５個を３分以内に⾷べれば料⾦無料︕ 「息も苦しい」
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激⽢ケーキのみのケーキバイキング 「かなりヒップ太ったみたい」
⼥の⼦向けお⼦様ランチ 「幼⼥の頃に戻ったみたいに」

 注⽂すると店員さんがものすごく無愛想にカップ麺を置いていく 「愛がぜんぜん⾒えない」
 またまた注⽂すると店員さんが⾃動販売機まで⾛ってジュースを買ってきてくれる 「ｈｅｒｏ︖］

 ふな寿＋なれ寿司＋納⾖＋くさや 「もっと遠くで君の横顔⾒ていたい」
 ごはん＋お味噌汁＋アジの開き＋しらこ＋たらこ＋すじこ＋かずのこ＋いくら 「おなかを開いて」

 わんこそば 「こんなにそばはいらない」

どうですか︖参考になりましたか︖ってなるわけないですね（＾＾）
 私もｍｅｇａｍｉさんみたいにオシャレなのを考えたんですけど、こんなのばっかり思いついてしまうんです・・

 特に和⾷のは、ありえないですよね・・
 なにかひとつでも、笑ってもらって息抜きになったらうれしいです。

 ｍｅｇａｍｉさんはこんなのじゃなくってオシャレなのを考えてくださいね︕
 それでは失礼しました〜︕

   

泉⽔さん、皆さんへ(№1)

4796 選択 xs4ped 2008-02-07 22:37:26 返信 報告

泉⽔さん、皆さん、こんばんは。

泉⽔さんへ
 泉⽔さんに「最⾼のステージにして」と⾔われたので、皐ちゃんにスパルタの寺尾広さんみ

たいと
 ⾔われながらも頑張りましたよ。(笑)

 「最⾼のステージ」になりましたか︖

megamiさんへ
 >泉⽔さんがとっても輝いていて 素敵です。 

 >まず１番でレスさせていただいてから Youtubeを拝⾒させていただきます。期待⼤なので 早く拝⾒したいで
す。 
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よく予告通り１番Getしましたね。ネットに繋がってて良かったですね。(^_^)
>⼤笑いさせていただきました（爆笑）お腹が痛いくらいです。 

 そんなにウケ（爆笑）ましたか︖(笑)
 >「あなたと共に」の⽂字が⼩さく消えていく途中で ネットの接続が切れてしまって  

 >哀しい思いをしてしまいました︕︕ 
 >ただいま またネットが繋がったので やっと作品を全部拝⾒させていただけました〜 ヽ(*ゝω･*)ﾉ 

 >素晴らしくて たくさんの⾔葉が出てきません。今もウルウル状態です｡゜ﾟ(>ヘ＜）ﾟ ゜｡  
 動画を⾒ている最中に、ネットの接続が切れちゃったんですか︖

 ⼤変でしたね。⽬の前にご馳⾛を出されて「待て︕」と⾔われて待っている⽝の⼼境でしたか︖(笑)
 予告はしたんだけど、ちゃんとハンカチを⽤意してから⾒ましたか︖(笑)

ミキティさんへ
 >ピンク調でハートの泉⽔さん とっても素敵です 

 >ハート こころがいっぱい溢れていますね。 
 >泉⽔さんのハートへ届いて下さい☆ 

 泉⽔さんに届くよう精⼀杯の想いを込めて作成しました。泉⽔さんに想いが届きますように・・・♡♡♡
 >最⾼のステージで会いたいです♪( ^ｰ^) 

 ミキティさんもLiveに⾏かれるんですか︖
 「最⾼のステージ」で会える事を祈っております。(^_^)

 私は来⽉、泉⽔さんに会いに⾏きます。ワクワク、ドキドキです。

strayさんへ
 >”泉⽔さん on ステージ”にうっすら涙が滲んできました。 

 >泉⽔さんの誕⽣⽇に、泉⽔さんがＺ研のステージに舞い降りて、 
 >ファンのため（私のため）に歌ってくれましたね。 

 絶賛して頂き⼤変光栄です。(^_^)
 前作の「Take me to your dream」が今迄で最⾼と⾔ってましたが、今回は超スペシャル最⾼と⾔う事かな︖(笑)

 >このシチュエーションは素晴らしいです。どっちが考えたの︖（笑） 
 >それとも歌詞（字）を⼊れただけ︖（笑） 

 皐ちゃん、のレスの通りシチュエーションは私です。
 皐ちゃんに完成予想図と何種類かの画像を渡し、こういうイメージになるよう合成加⼯を依頼しました。



 
右側の画像(にしまるさんのキャップ画)は皐ちゃんがチョイスしたので、結果的には皐ちゃんと私の⼆⼈の
イメージ結果の作品ですね。(^_^)

 にしまるさんのキャップ画が欲しい⽅はZ板の雑談掲⽰板に有りますのでどうぞ。
 ⾒惚れてしまいますよ。(^_^) にしまるさん有難う御座いました。(１箇所だけ気になる所が有りましたが)

 >動画の中にも皐ちゃんの作品が⼊ってるんですか︖ 
 >それだったら”スパルタの寺尾広さんみたい”とは⾔われないですよねぇ（笑）。 

 歌詞部は最初、「揺れる想い」だったのですが、動画に合わせて「あなたと共に⽣きてゆく」に変更しました。
 コントラスト・⾊合い・配置(バランス)の点で⾊々とイチャモンを付けたので(笑)、

 スパルタの寺尾広さんみたいと⾔われたのでしょう。(笑)
 strayさんには皐ちゃんをイジメちゃダメ︕と怒られましたが(笑)、泉⽔さんに「最⾼のステージにして」と

 ⾔われたのでご容赦願います。m(__)m
 strayさんも、泉⽔さんに「最⾼のステージにして」と⾔われたら断れないでしょ。(笑)

 動画で何処にこの作品(加⼯画)を⼊れようか少し悩みましたが、最終的にトリを務めさせて頂きました。
 此れで良かったですよね。︖

でも本当は↓(“妥協せずに作る”)ですからね。
 実はこの前やっとOfficial bookを買ったんですが、その中の寺尾広さんのエピソードがxs4pedさんと

 重なって⾒えちゃったんです(笑)“妥協せずに作る”とは、まさに このことですね︕(皐ちゃんより)

泉⽔さん、皆さんへ(№2)

4797 選択 xs4ped 2008-02-07 22:43:31 返信 報告

皐ちゃんへ
 スパルタの寺尾広です。(笑) どうもお疲れ様でした︕

 レスのフォローまでしてくれてどうも有難う︕
 最終段階で変な所に気付いて⼿間を取らせてしまい御免なさいね。m(__)m

 泉⽔さんの画像に⾒惚れてて気付きませんでした。(笑)
 時間的な余裕が無く、最終修正は無理かなと思っていたらチョチョイと(笑)、部分修正して

くれたので
 最⾼の作品に仕上がったと思います。感謝︕感謝︕です。（*^_^*）と⾔う事でお礼を１品、追加します。(笑)
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泉⽔さんもきっと喜んでくれている事でしょう︕（*^_^*）
>“⼆⼈の愛の結晶”は誤解を招きそうですよ︕(笑) 

 >名付けるとすると、“スパルタ特訓の⽇々の結晶”です(笑) 
 “スパルタ特訓の⽇々の結晶”だと私が、いかにも私が皐ちゃんをイジメているような悪者のイメージに

 ⾒られると困るので(笑)、“親⼦(⽗と娘)の愛の結晶”でお願いします。(笑)
 次作品も頑張りましょう︕

チョコレートさんへ
 >素晴らしいですね〜。ブラボー︕ブラボー︕ 

 >期待を膨らませて待っていましたが、はるかに超えていくような素晴らしさでした。 
 >動画ではいろんな感情がわいてきて、涙が出てしまいました。 

 チョコレートさんの予想を超えた作品になってとても嬉しいです。(^_^) 有難う御座います。
 予告はしたんだけど、ちゃんとハンカチを⽤意してから⾒ましたか︖(笑)

akiちゃんへ
 >今回の作品は、いつものお⼆⼈の作品とは、またちょっと雰囲気が違うな〜という印象を受けました。 

 >きっと、それが共作の良い所なんですよね^^ 
 WEZARDに送った加⼯画(花とハート)を元画に、泉⽔さんを⼊れた加⼯画を作りたかったので、こういう

 感じになりました。
 WEZARDには受付終了時間を過ぎてから(受付終了時間を間違えて記憶していたので)送ったのと、

加⼯画だったので受け付けて貰えたかは、今の所分かりません。(涙)
 ⼀応、受付分は⼜、後⽇紹介するとの事でしたので少しだけ期待して待っています。

 >「あなたと共に⽣きてゆく」⼤好きな曲で、思い出が⼀杯詰まっているので、嬉しかったです^^ 
 誕⽣⽇に合ってるかなと思い、この曲にしました。喜んで貰えてとても嬉しいです。(^_^)

PS.
 皐ちゃんから、この前の(合格祝い)プレゼントの箱の中⾝は届きましたか︖

 特別サービスですよ。(笑)

Ｔ２８さんへ
 >とても素晴らしい合作です。 

 >期待なんか、どっかに吹き⾶ぶほどの出来です（笑）。 
 



>とにかく、引き込まれました。⾒たことがない、画像もありますね。 
>これは、永久保存しなくちゃ︕ 

 永久保存する程、絶賛して頂き有難う御座います。⼤変光栄です。(^_^)
 >画像も、ライブで販売されるポスターのように、ばら売りにしてくれませんか︖（笑） 

 ⾃分で勝⼿にキャプチャして下さい。(笑)

Re:泉⽔さん、皆さんへ(№3)

4799 選択 xs4ped 2008-02-08 01:38:10 返信 報告

シヴァさんへ
 シヴァさん、初めまして。

 >今回の作品は泉⽔さんが綺麗で背景がかわいくて・・ 
 >別の⾒⽅をすれば、泉⽔さんがかわいくて背景が綺麗で・・ 

 >どう表現すればいいのか困ってしまいます。 
 ⼀応、花とハート画像がメインの予定だったのですが、修正したら両⽅メインのようになり

ました。
 結果的には１番良く仕上がったと思います。(^_^)

 >「あなたと共に⽣きてゆく」も歌詞の⼀節がいろいろと考えさせられます。 
 >もしかすると永遠に答えが出ないかも・・ 

 私も、そう思います。
 >サビの部分の歌詞が表⽰される所は「⾔葉を⼤切にする」と⾔っていた泉⽔さんも 

 >きっと喜んでいらっしゃるのではないでしょうか。 
 「⾔葉を⼤切にする」と⾔うのは本当に難しいですね。

 １⽂字違うだけで、⾊んな受け⽌め⽅が出来るので・・・
 泉⽔さんが「⾔葉を詩を⼤切にしていた」と⾔うのも歌詞の内容から伝わってきますね。(^_^)

 >お⼆⼈の仲を嫉妬するファンとパパラッチにはくれぐれもご⽤⼼を・・ 
 ⼆⼈の仲と⾔っても、親⼦(⽗と娘)の仲なので⼤丈夫でしょう︕(笑)

  
アネ研さんへ
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>こんな凄いピンクと泉⽔さんのコラボはそんなにないけど、輝いてる泉⽔さんの笑顔とはぴったりですね。 
そうですね。ピンクと泉⽔さんの組合せは殆んど無いかも知れませんね。

 とても気に⼊って頂けたようで嬉しいです。
 >「あなたと共に⽣きてゆく」の動画もなんだか、バースディコンサートみたいで楽しかったです。（笑） 

 楽しんで貰えて光栄です。
 でも、ウルウルした⼈の⽅が多かったようですが・・・

カーディガンさんへ
 >敵な画像を拝⾒させていただきました。泉⽔さんは、きっと幸せを感じていることと思います。 

 そう⾔って頂けると、とても嬉しいです。(^_^)
 >あと４⽇で泉⽔さんのコンサートですので、泉⽔さん、またどうぞ、よろしくお願いします。 

 カーディガンさんへ仙台に⾏かれるのですね︖
 存分に、楽しんで来て下さいね。

 >今⽇は泉⽔さんの夢を⾒たので、またすぐに寝て、泉⽔さんにまた逢えますように、もう寝ますｚｚｚ 
 泉⽔さんには、逢えましたか︖

⼭茶花さんへ
 >期待通りの加⼯画像ですね。 

 >昨⽇の、坂井さんの誕⽣⽇へのプレゼントは、ステキなプレゼントになったことと思います。 
 期待に添えて良かったです。(^_^)

 次作品もお楽しみに︕

⼀部誤記が有りましたので、訂正させて頂きました。m(__)m

皆さんへ
 レス頂き、有難う御座いました。⼜、⻑⽂になり申し訳有りません。

 次作品は2/10(デビュー⽇)の予定です。ネットでも試聴はできますが、超レア⾳源ですのでお楽しみに︕
 聴いた事が無い⼈が多いかも・・・

 今度はハンカチは⼊りませんよ〜(笑)
 「また逢いましょう︕」

シヴァさんへ



4800 選択 xs4ped 2008-02-08 02:31:30 返信 報告

シヴァさん、こんばんは。

#4793 此れは、ウケ狙いのメニューですか。(笑)
 思わず笑ってしまいました。(笑)

 ｃａｆｅのメニューなので、ｃａｆｅかレストランのイメージと泉⽔さんの歌詞を思い浮かべながら(⾒ながら)考え
れば、多分良いメニューが浮かんで来ると

 思います。
 それでは、頑張ってみて下さい。

シヴァさん ｘｓ４ｐｅｄさんへ

4804 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-02-08 04:45:06 返信 報告

シヴァさん おはようございます︕︕
 おかしくて おかしくて 爆笑の嵐でした〜 ヽ(●>∀<●)/

 > ｃａｆｅのメニュー、いろいろ考えておられるのですね。特に「刺激というスパイス⼊りのチャーハン」は素晴ら
しいと思います。︕ 

 褒めていただいて とっても嬉しいです︕︕
 > ふな寿＋なれ寿司＋納⾖＋くさや 「もっと遠くで君の横顔⾒ていたい」 

 おもしろすぎて特に これには倒れそうになりました〜（爆笑）♪息もできないくらい ねぇ「は〜は〜」してるよぉ
〜♪

 > なにかひとつでも、笑ってもらって息抜きになったらうれしいです。 
 シヴァさんのおかげで ぜ〜んぶ⼤笑いさせていただきました︕︕本当にありがとうございました♡あ〜おもしろか

ったです♪保存させていただきますネ︕
 さすが「息もできない」「⼼を開いて」はしっかり⼊っていましたね☆

ｘｓ４ｐｅｄさんへ
 泉⽔さんのお誕⽣⽇という最⾼の⽇に 本当に最⾼の作品をありがとうございました︕︕

 予告いただいた通りハンカチ２枚⽤意してから 拝⾒させていただきました〜︕
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１度⽬はおっしゃるとおり「パブロフの⽝」状態でした（笑）
でも本当に本当に素敵な作品をありがとうございました♪♪

Re:ｘｓ４ｐｅｄさん ｍｅｇａｍｉさんへ

4805 選択 シヴァ 2008-02-08 08:55:24 返信 報告

ｘｓ４ｐｅｄさん、おはようございます。
  

> #4793 此れは、ウケ狙いのメニューですか。(笑) 
 > 思わず笑ってしまいました。(笑)

まさかｘｓ４ｐｅｄさんに褒めていただいて（︖）、返信までいただけるとは・・
 わざわざありがとうございます︕

 最初は真剣に考えていたのですけど、こんなことばかり頭に浮かんでしまったんです。
 でも今⽇からも曲を聴きながら考えたいと思います。

ｍｅｇａｍｉさん、おはようございます。

ｍｅｇａｍｉさんの反応が気になって、少し早めに出社して会社のＰＣで⾒たんですけど、笑っていただけて思わず
ＰＣの前でガッツポーズしてしまいました。

 周りに誰もいなくて良かったです︕
 今⽇は⼀⽇気持ちよく仕事できそうです。今から仕事がんばります︕

 

シヴァさんへ

4807 選択 stray 2008-02-08 12:50:36 返信 報告

こんにちは︕

いやぁ、⼤笑いさせていただきました（笑）。お腹痛いです（笑）。
 私も「もっと遠くで君の横顔⾒ていたい」が⼀番⾯⽩かったで〜す︕︕（笑）

 「幼⼥の頃に戻ったみたいに」は、キッズルームに置かせてもらいますね。
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が、しかし…、品がないというか（笑）、お洒落なメニューが⼀つもないので、
残念ながらほかはすべて却下です（笑）。

シヴァさんへ

4809 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-02-08 20:20:13 返信 報告

「幼⼥の頃に戻ったみたいに」の採⽤決定おめでとうございま〜す（笑）  
 こんばんは︕︕良かったですね〜♪♪

 > ｍｅｇａｍｉさんの反応が気になって、少し早めに出社して会社のＰＣで⾒たんですけど、笑っていただけて思わ
ずＰＣの前でガッツポーズしてしまいました。 

 こんなに笑わせていただいて こちらこそありがたいです。
 ツボを抑えていらっしゃるので Ｍー１出場の⽇は近いですね︕︕（笑） 

 またシヴァさんの 楽しいメニューやおもしろネタを すっごく期待してお待ちしておりますので、よろしくお願い
しま〜す♡

本当ですか︕︖

4810 選択 シヴァ 2008-02-08 21:07:35 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑さん、こんばんは︕ 
 > いやぁ、⼤笑いさせていただきました（笑）。お腹痛いです（笑）。 

 ありがとうございます︕ほんのわずかかもしれませんが、今までいろいろな映像をいただいた御恩が返せましたか︖
> 「幼⼥の頃に戻ったみたいに」は、キッズルームに置かせてもらいますね。 

 いいんですか︕︖こうなると男の⼦ヴァージョンも考えないといけませんね︕
 > が、しかし…、品がないというか（笑）、お洒落なメニューが⼀つもないので、 

 > 残念ながらほかはすべて却下です（笑）。 
 「品がない」ってひどいですよ〜

 家族や友達にはよく「品がある」って⾔われた・・・ことはないですね（＾＾）
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ZARDのプレミアムボックス

4773 選択 ⼭茶花 2008-02-06 22:13:35 返信 報告

所⻑さん、部⻑さん、皆さん、こんばんは。

このZARDの8㎝シングルが12㎝化にされたプレミアムボックス。
 これ、持ってる⽅いるんでしょうか。

 

Re:ZARDのプレミアムボックス

4785 選択 yasuda 2008-02-07 11:30:14 返信 報告

⼭茶花さん はじめして。
 プレミアムボックスですが持っていますよ。

 買った時期は忘れましたが、⼀応、箱に⼊っていたので
箱は開けましたがエアークッションは剝さずにそのままにしています。

Re:ZARDのプレミアムボックス

4790 選択 ⼭茶花 2008-02-07 17:50:43 返信 報告

yasudaさんへ
 こちらこそ、初めまして。

 所有されている⼀⼈だったんですね。
 ファンクラブ限定で発売されていたという噂を実にしたことがありましたので。（うろ覚えですが）

>箱は開けましたがエアークッションは剝さずにそのままにしています。 
 そうですかー。⼤切にしてあるんですね。剥くとホコリが付いて勿体ないですからね＾＾
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お返事いただきまして、どうもありがとうございました。
今後ともよろしくお願いします。

 

皐さんへ

4727 選択 ⼭茶花 2008-02-05 15:17:14 返信 報告

Strayさんのサイトに登録されているのか分かりませんが、皐さんの画像集を⾒せて貰いました。
 携帯の所謂「着うた」を試聴してみました。

 これはかなり、作業に⼒を⼊れたのではないかと。⾒事な設定になってました。関⼼です︕
 着うたの、最後のリクエストベストのメドレーが特に良かったです︕気に⼊りました。

こちらをお借りして、お礼を⾔わせて下さい。
 有り難うございました︕

 

Re:⼭茶花さんへ☆

4741 選択 皐 2008-02-05 22:22:27 返信 報告

こんばんは☆ﾐこの間はチャットルームでお話しできて、とても楽しかったです︕

私の画像集を⾒て下さったんですね(*^u^*)所⻑と部⻑のおかげで、私の作った加⼯画を
載せるサイト(着うた等)があるんですよ(o^∇^o)⼭茶花さんにも楽しんで頂けてすごく嬉しいです︕︕

 そう⾔ってもらえると、作った甲斐があります(o≧ω≦o)私の⽅こそ嬉しい感想をありがとうございました︕(*^∇^
*)

P.S.いつもレア系の画像を⾒つけて紹介をしてくださっていて、加⼯画を作る私は助かっています(笑)
    #4725の画像も初めて⾒ました☆ﾐご紹介ありがとうございますね︕

皐さんへ

4752 選択 ⼭茶花 2008-02-06 09:23:18 返信 報告
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>こんばんは☆ﾐこの間はチャットルームでお話しできて、とても楽しかったです︕ 
私もです︕

 あのサイトは能⼒のある⼈でないと創ることは出来ませんねー。
 素晴らしい。ブラボ!!

 着うたの⽅では、ああいったメドレー的なものが好きなので、これからもドンドン作って下さい。

>#4725の画像も初めて⾒ました☆ﾐご紹介ありがとうございますね︕ 
 いえいえ。他のファンサイトから⾒つけたので、持ってきたものだったんです。

 もしかしたらファンクラブの物なのかも知れませんが･･･

ps.あの⾔葉の横の、「ﾐ」て、これは何︖(笑)何も知らなくて･･･
 

Re:⼭茶花さんへ☆

4764 選択 皐 2008-02-06 20:30:29 返信 報告

> あのサイトは能⼒のある⼈でないと創ることは出来ませんねー。 
 その通りだと思います︕所⻑と部⻑の技術はスゴイですよね(*^∇^*)

> 着うたの⽅では、ああいったメドレー的なものが好きなので、これからもドンドン作って下さい。 
 メドレーの⾳源は、初めて作ったので上⼿くいっているのか⼼配でしたが、

 気に⼊って頂けてすごく嬉しいです♪♪機会があればまた作ってみようかな(*^u^*)

> ps.あの⾔葉の横の、「ﾐ」て、これは何︖(笑)何も知らなくて･･･ 
 知らない⽅がけっこういらっしゃったので、⼤丈夫ですよ(笑)所⻑も分からなかったみたいです︕(笑)

 「ﾐ」は「み」とかではなく、「☆ﾐ(流れ星)」なんです＾＾絵⽂字ですね☆ﾐ

Re:⼭茶花さんへ☆

4771 選択 ⼭茶花 2008-02-06 22:05:50 返信 報告

>気に⼊って頂けてすごく嬉しいです♪♪機会があればまた作ってみようかな(*^u^*) 
 創ってもらえるのであれば、またベストアルバム『ZARD BEST The single Colection』とかが良いですね。

 ご検討願います。
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>知らない⽅がけっこういらっしゃったので、⼤丈夫ですよ(笑)所⻑も分からなかったみたいです︕(笑) 

 あーそれなら良かったー(笑)

>「ﾐ」は「み」とかではなく、「☆ﾐ(流れ星)」なんです＾＾絵⽂字ですね☆ﾐ 
 なるおど〜。⼀つ勉強になりました。実はこの「ﾐ」の絵⽂字は、確かDEENの、Smile Blueと⾔った、『全国美味し

いもの⽇記』と⾔うブログで⾒掛けたことがあるんです。
 

Re:⼭茶花さんへ☆

4776 選択 皐 2008-02-06 22:43:32 返信 報告

> 創ってもらえるのであれば、またベストアルバム『ZARD BEST The single Colection』とかが良いですね。 
 > ご検討願います。 

 すっごく良いアイデアが浮かびました(笑)ありがとうございます︕︕
 検討は、1秒で“採⽤”になりました♪♪(笑)

> 実はこの「ﾐ」の絵⽂字は、確かDEENの、Smile Blueと⾔った、『全国美味しいもの⽇記』と⾔うブログで⾒掛
けたことがあるんです。

そうなんですか︕「知らない⼈多いんだなぁ…」と、少し気になっていたので(笑)

皐さんへ☆

4789 選択 ⼭茶花 2008-02-07 17:41:31 返信 報告

>すっごく良いアイデアが浮かびました(笑)ありがとうございます︕︕ 
 >検討は、1秒で“採⽤”になりました♪♪(笑) 

 1秒で採⽤ですか︖（早っ）(笑)採⽤していただいたなんて嬉しいです。
 ありがとうございます︕︕

  
>そうなんですか︕「知らない⼈多いんだなぁ…」と、少し気になっていたので(笑) 

 でも、別にそれが知らないからって、⼤袈裟な話、命に関わることでも何でもないですからね(笑)
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洗脳⼆⼈⽬完了しました＾＾

4755 選択 ヒツキ 2008-02-06 11:32:46 返信 報告

皆さんこんにちは
 今⽇、泉⽔さんの誕⽣⽇に嬉しいニュースです。

 「promised you」を聴いて以来、「Don't you see!」と並ぶお気に⼊りの曲になったと⾔っていた先輩。
 洗脳完了しました＾＾

 「昨⽇カラオケ⾏ってＺＡＲＤ歌ったんだけど、⾼いね。」
 「何歌ったんですか︖」

 「『思いでの神⼾の街』と『タクシー乗り場で待ってた時の沈黙』と『⼈の少ない⼟曜⽇』」
 どこから突っ込めばいいですか︖

 「結構歌ったんですね。「promised you」フルコーラスですか︖」
 「うん、ＡＬで聴いたから。」

 僕が先輩に貸したのは「Golden Best」のみ。どっちをいつどこで︖
 「⾔ってくれたら持って来たのに。」

 「前みたいに、録⾳時間かかってもわるいから。」
 先輩の今後が楽しみです＾＾

洗脳の先輩ヒツキさまへ

4763 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-02-06 20:26:31 返信 報告

こんばんは︕
 洗脳２⼈⽬完了 本当におめでとうございます︕

 > 「何歌ったんですか︖」 
 > 「『思いでの神⼾の街』と『タクシー乗り場で待ってた時の沈黙』と『⼈の少ない⼟曜⽇』」 

 > どこから突っ込めばいいですか︖ 
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先輩の題名「おもしろ過ぎ♪」です（笑）でも分かりやすいかもしれませんね〜︕︕
ヒツキさんが貸してもいないＡＬ聴いてたなんて、完璧ですね（笑）本当におめでとうございま〜す♪♪

さて、私もヒツキさんを⾒習って 友⼈を洗脳中です︕︕
 曲は「異邦⼈」からですが、ヒツキさんのように 洗脳を完了できるように 少しずつ頑張りたいと思います。

 洗脳３⼈⽬完了の報告を聞ける⽇も近そうですね︖

Re:洗脳⼆⼈⽬完了しました＾＾

4780 選択 stray 2008-02-06 23:23:55 返信 報告

ヒツキさん、こんばんは︕

いやぁ、洗脳されぶりがお⾒事で、⼤笑いしました（笑）。
 『⼈の少ない⼟曜⽇』もおかし〜ですが、

 いったいどこで聞いたんでしょうね︖（笑）
 もしかして先輩シングル買った︖（笑）

 

Re:洗脳⼆⼈⽬完了しました＾＾

4784 選択 ヒツキ 2008-02-07 11:14:34 返信 報告

megamiさん、strayさんこんにちは
 megamiさん

 お友達の洗脳頑張ってくださいね。
実はこの先輩はもともと洗脳が簡単で、ビーイングブーム世代。そして「Golden Best」を貸したのも

 「え、ZARDのAL持ってるの。「Don't you see!」と「きっと忘れない」⼊ってる︖」
 という⾔葉からです。

 もともと先輩はZARDウイルスに感染していたので、発症させちゃいました（笑）
 strayさん

 喜んでいただいて何よりです＾＾
 「promised you」を気に⼊った時以来、確実に洗脳進⾏中だと思いましたよ（笑）

 > もしかして先輩シングル買った︖（笑） 
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 どこででしょう︖
僕は未だに「promised you」のシングル⾒つかっていません。近所のCDショップに無くて、⼭越えてまで探してい
るのに〜（涙）

■To  ｄｅａｒ  Ｉｚｕｍｉ  Sakai 〜■

4757 選択 SSS 2008-02-06 16:21:54 返信 報告

 
 
Everyone is after a long time．

Today is a special day．

Happy birthday Izumi Sakai．

Have a great year!!

You are always in my thoughts.

Everybody, good luck, Ｉ hope．

Next year , see you again・・・

Re:■To  ｄｅａｒ  Ｉｚｕｍｉ  Sakai 〜■

4760 選択 stray 2008-02-06 20:15:10 返信 報告

SSSさん、こんばんは︕お久しぶりです︕

なに、来年まで来ないつもりですか︖（笑）
 よく事情はわかりませんが、Ｚ研はSSSさんのこと⼤歓迎ですから、

 以前のSSSさんで登場してほしいです（笑）。
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美味しそうなケーキですねぇ︕
もちろんSSSさんの⼿作りだと思いますが、お⾒事です︕︕

 （かなり時間かかったそう）

遠慮なく来て下さいね、待ってますよ︕︕

３９回⽬の誕⽣⽇

4748 選択 stray 2008-02-06 07:39:01 返信 報告

今⽇は泉⽔さんのバースデーです。

⽣きていれば３９才。
 （２才サバ読みが公式にバレることはなかったでしょうから）

ＦＣ会員向けのメッセージは、
 「３０代最後の誕⽣⽇となりました」

 だったにちがいありません。

皐ちゃん＆xs4pedさんのコラボ企画が発表されるはずですが、
 Ｚ研としてとくにバースデー企画は考えていませんので、

 各⾃思い思いのバースデーをお過ごし下さい。

Re:３９回⽬の誕⽣⽇

4754 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-02-06 10:16:28 返信 報告

おはようございます。
 泉⽔さん、誕⽣⽇おめでとうございます。

今更ですが、⼀度、バースデイBBSを経験してみたかったです（涙）。
 熱⼼でなかった私は、泉⽔さんの誕⽣⽇を亡くなってから正確に知りました。
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年下だと思っていた「泉⽔ちゃん」が、年上だと分かり「泉⽔さん」に変わりました。
もちろん、尊敬度が上がったためでもありますけど・・・。

出来れば、バースデイBBSに参加なさった⽅々の思い出話など、
 聞かせて頂けたら嬉しいです。

 PANさんは参加したこと知ってるけど、所⻑も参加してました︖

皐ちゃん＆xs4pedさんのコラボ作品、間に合うといいのですが・・・。
 期待しております︕
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カフェ「トレヴィの泉⽔」 テスト公開︕

4669 選択 stray 2008-02-03 12:57:13 返信 報告

ミキティさん、チョコレートさん、pineさん、
 皆さんお待たせしました︕

カフェ「トレヴィの泉⽔」をテスト公開します︕

上部メニュー、美術館横の「Cafe」をクリックして下さい。

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧
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主にチャットの使い勝⼿を、皆さんであれこれチェックしていただければ幸いです。
感想・要望・ご意⾒は、ゲストブックに書き込んで下さい。

Re:カフェ「トレヴィの泉⽔」 テスト公開︕

4691 選択 stray 2008-02-03 22:09:07 返信 報告

昨夜から今⽇にかけて、所員・ゲスト８名がチャットを試しました。

FLASHを使ったチャットのため、IE & FLASH PLAYER ver.9 の相性の悪さからか、
 「アドオン」エラーが出てIEがフリーズする現象が3件ほど⾒られました。

私もその１⼈ですが、⼀度フリーズした後は、快適に使えています。
 免疫を作る必要があるのかも知れません（笑）。

まだお試しになってない⽅は、エラーが出ても懲りずに何度か試してみて下さい︕
 私はこの後、10:30頃まで「チャットルーム」で待機しております。

Re:カフェ「トレヴィの泉⽔」 メニューについて

4694 選択 megami  ◆hNMHghHcBo 2008-02-04 00:30:54 返信 報告

stray所⻑さんへ
 すみません。⼤変な⼤雪のためなかなかネットに繋がらないので、連絡が遅くなってしまいました︕︕

 ネットができない間に、フードコーディネーターとして（採⽤していただけるか分かりませんが）メニューを考えて
おりました♪♪
１・ｋｉｄｓ ｒｏｏｍメニュー

  Ａ ゼットンランチ（ミニカレ-ライス・コロッケ・サラダ）
  Ｂ 剣ランチ   （ミニチャーハン・餃⼦・から揚げ・サラダ）

  Ｃ ヒーローランチ（ハンバーグ・エビフライ・ミニスパゲティ・サラダ）
 ２・ｋｉｄｓ ｒｏｏｍ遊び

  ①ＺＹＧ ＺＡＧ迷路
  ②運命のルーレットゲーム
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 ③ゼットンとプロレス 
 ④ヒーローゴーカート 

 ３・ｃａｆｅメニュー
 「夏を待つセイル（帆）のように」より『太陽の彼⽅いっぱいのオムライス』

 「今⽇はゆっくり話そう」より『⼼に稲妻が⾛るサイコロステーキ』
 「永遠」より『朱い果実をみたらピッツァマルゲリータ』

 「もう少しあと少し・・・」より『⽩い傘のマッシュルームパスタ』
 「君がいない」より『刺激というスパイス⼊りチャーハン』

 ４・ｃａｆｅデザートメニュー
 「あなたを感じていたい」より『⽩い吐息のクリームブリュレ』（プリンに似たもの）

 「負けないで」より『パステルカラーのチョコレートパフェ』（⼀捻り後）
 「マイフレンド」より『星のパレードのようなモンブラン』（ケーキ）

 「もっと近くで君の横顔⾒ていたい」より『⽉を浮かべたようなアップルパイ』
 「永遠」より『ガラスの粉（かけら）のフロランタン』（クッキー）

 「きっと忘れない」より『星くずのガトーショコラクラッシック』（ケーキ）
 以上です。考えているだけで⾷べたくなってしまいました（笑）

カフェ「トレヴィの泉⽔」 ブラボー︕

4700 選択 チョコレート 2008-02-04 09:51:05 返信 報告

所⻑さん、皆さん、おはようございます︕チョコレートです。
 週末はチビ怪獣相⼿で、なかなか研究所にこれないのですが、その間にカフェプレオープンしてるじゃないですか

っ︕
 さっそくカフェに⼊ってみました〜。すごいですね。注⽂できる︕でも注⽂したものはどこにでてくるのかな︖

 でてくるわけない︖
 チャットルームにはさすがにだーれもいらっしゃいませんでしたけど、やってみたいですね。楽しみです。

別スレにはキッズプレイランドのメニューも出ていて、すごー︕
 ゼットンランチなんて(爆)︕ぎゃはは(≧∇≦)ﾉ⼺
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おまけに⼩さいゼットン⼈形ついてるのかな︖
⼦どもに優しい美術館ランキングに1票⼊れときます。ありがとうございます。

megamiさんへ

4702 選択 チョコレート 2008-02-04 10:09:19 返信 報告

こんにちは︕チョコレートです。
 私が研究所を留守にしている間にすごいことになっているじゃありませんか︕

 占い師だったとは・・・才能の限りなさに脱帽です。
 占いもやってきましたけど、おもしろい︕占いも曲以外にメニューが増えそうで、楽しみです。

それにしてもキッズメニューをたくさん考えてくださってありがとうございますヾ(￣∇￣=ﾉ 
 遊びメニューまで・・徹底的にありがとうございます。これで安⼼してチビ怪獣をおねがいできます〜。

ｃａｆｅメニューもたくさん考えられましたねぇ。どれも⾯⽩くて笑ってしまいました。
 『朱い果実をみたらピッツァマルゲリータ』・・ぎゃははは︕これはほかのお店に⾏っても、思い出して笑ってしま

いそうです。

『パステルカラーのチョコレートパフェ』なんて⼀捻りでずいぶん素敵なデザートになっちゃいましたね。
 うれしいです。ありがとうございました。

 やはりmegamiさんはフードコーディネーターにぴったりでした(^ｰ^*)、ね、所⻑さん︖

Re:カフェ「トレヴィの泉⽔」 テスト公開︕

4703 選択 pine 2008-02-04 10:29:13 返信 報告

所⻑さん 皆さん こんにちは。

cafeに⾏ってきました。ゲストブックに⾜跡残してきました。
 BBSの書込みには慣れてきたというのに、チャットはまた勇気がいりそうです。緊張しますワ(*^_^*)

megamiさんへ
 こんにちは キッズルームメニュー＆遊びまで考えてくださってありがとうございます。破壊星⼈も⼤喜びで〜す︕
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(●⌒∇⌒●) わーい
美味しそうで⾯⽩いメニューを⾒て、お腹が空いてきました。今⽇はどれを⾷べようかナ…

チョコレートさんへ
 こんにちは 待ち遠しい「⽉曜の朝」ですね。⼀緒で嬉しい〜︕

 この時間にうろついているのは、やはり私達⼆⼈だけみたいですね。まだいらっしゃいますか︖ こういうのをチャ
ットで出来るんですよね。楽しみで〜す((o(^-^)o))

 

チョコレートさん ｐｉｎｅさんへ

4705 選択 megami  ◆hNMHghHcBo 2008-02-04 13:46:06 返信 報告

チョコレートさんへ
 こんにちは︕

 > 占いもやってきましたけど、おもしろい︕占いも曲以外にメニューが増えそうで、楽しみです。 
 お祝いのお⾔葉 本当にありがとうございま〜す︕︕楽しんでいただけたら嬉しいです☆ 

 > ｃａｆｅメニューもたくさん考えられましたねぇ。どれも⾯⽩くて笑ってしまいました。 
ｐｉｎｅさんの「⽩く煙った・・・」から⽕がつきまして、次から次へと泉⽔さんの歌声に合わせてメニューがヒラ
メキました（笑）

 本当に⾷べたくなっちゃいますよね〜︖︖︖ 
 フードコーディネーターと命名して下さったのは、チョコレートさんです︕︕チョコレートさんが素晴らしいので〜

す♡

ｐｉｎｅさんへ
 占いの所でもレスをいただきありがとうございました︕︕

 怪獣ちゃん達に喜んでいただけるかな︖と楽しみながら考えておりました（笑）（占いの⽅にもレス書かせていただ
きました︕あとでご覧下さ〜い☆）

私が起きた時間くらいに ちょうどチョコレートさんとｐｉｎｅさんはこちらにいらっしゃれるようなので、ネット
に順調に繋がれば チャットでお話できるかも︖

 と期待しております。とってもとっても楽しみにしておりま〜す︕︕
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Re:カフェ「トレヴィの泉⽔」 テスト公開︕

4706 選択 ⼭茶花 2008-02-04 16:22:52 返信 報告

"トレヴィの泉⽔"の仮オープン、おめでとうございます。
 私も先程⼀応、サイトへオーダーを頼みました(笑)

 お店のオープンが楽しみだなぁ･･･。
 

Re:カフェ「トレヴィの泉⽔」 テスト公開︕

4708 選択 ミキティ 2008-02-04 18:19:12 返信 報告

所⻑さん みなさんこんばんは
  カフェ「トレヴィの泉⽔」仮OPEN おめでとうございます（＾－＾）

  
  昨⽇は早速カフェに⼊りみなさんがいらしゃる時に⼈⽣初チャットを体験してとても楽しかったです(^o^)⼃

  また今⽇もお話できるかな。
  ⼯事中とのことでヘルメット着⽤の所⻑さん T28部⻑さん 所員さんの姿が思い浮かびます〜 安全第⼀です︕

（笑）
  毎⽇変わっていく美術館に 遊びにくることがとっても楽しみなのです☆

megamiさん 
 こんばんは☆

 ⼤雪とのことでライフライン⼤丈夫ですか。⼼配です。
 ネットに繋がらなかったのが（＾－＾）だったのか(>_<)だったのかですが

 さすがmegamiさん上級フードコーディネーターさんですね(^・^)
  お腹が空くこの時間（18時20分現在）は どれも美味しそうです。

  素晴らしい才能に拍⼿ ^-^)ﾉ(* ^-^)ﾉです☆

 またカフェに⾏ってみよう♪

stray所⻑さん ミキティさんへ
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4711 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-02-04 20:20:42 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑さんへ

《緊急》スペシャルメニューまだ決まってませんよね︖︖︖
 Ｚ研で忘れてはいけないスペシャルメニューがありました︕︕

 それはもちろん『⼟曜ワイドスペシャル』です☆
 secretなので抹茶に合う和⾵スイーツが３種選ばれて出てくるというメニューですが、採⽤していただけますでしょ

うか︖
 Hot drinkには 泉⽔ティ（今度の会場「イズミティ」と「泉⽔さんの紅茶」をかけて・・・）

 Cold drinkには グロリアス・スカイ（ブルーなレモンスカッシュ）
 よろしくお願い致しま〜す︕︕︕

ミキティさんへ
 >ネットに繋がらなかったのが（＾－＾）だったのか(>_<)だったのかですが 

 > さすがmegamiさん上級フードコーディネーターさんですね(^・^) 
 素晴らしいお⾔葉をありがとうございま〜す  (≧∀≦)ゞミキティさんに座布団１０枚いただけるように ⽇夜努⼒

しております☆（笑）
 おもしろいと思われたときは ぜひまた座布団１０枚下さ〜い♪♪ 

採⽤されたメニュー

4713 選択 stray 2008-02-04 22:53:43 返信 報告

皆さんこんばんは︕

オープン前から⼤盛況で、嬉しい悲鳴を上げております（笑）。
 今までに採⽤されたメニューです。

 今⽇、pineさんからカフェのゲストブックに、すっごく⾯⽩いメニューが提案されました。
 もちろん採⽤です（笑）。

 ｍｅｇａｍｉさんの「⼟曜ワイドSP」も採⽤です︕（笑）
 「with you カクテル」ですが、酒類の販売はしませんので却下です︕（笑）
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＜Hot Drink＞
 午後のミキティ

  ⽩く煙ったカプチーノ
  ＺＡＲＤブレンド

  （募集中︕） 
 ＜Cold Drink＞
  搾りたて果汁100% pineジュース

 ⻘く澄んだポカリスエット
  （募集中︕） 

  （募集中︕）
 ＜微妙なDrink＞
  エルミラージュ・コーラ

 ＜Sweets＞
  パステルカラーのチョコレートパフェ

  stray&Izumiのデートシュー
  ⽩い吐息のクリームブリュレ
 ＜Set Menu＞

  magamiスペシャル︓ローズティーとケーキ3種
  ⼟曜ワイドスペシャル︓抹茶＆和⾵スイーツ3種
 ＜Lunch＞

 極細 ⾚い⽷の〜ナポリタン
  朱い果実をみたら〜ピッツァマルゲリータ

  刺激というスパイス⼊りチャーハン
  ＺＡＲ丼（⽇替わり和⾷ランチ）

  丼中海（中華海鮮丼）
  （洋⾷ランチ 募集中︕） 

 ＜Snack＞
  マネ研のワッフル

 



 おさつキッシュ
 柴漬け

だいぶ煮詰まってきましたが、（募集中︕）のところが⾜りません。
 皆さんアイデアよろしくお願いしますね︕

> Hot drinkには 泉⽔ティ（今度の会場「イズミティ」と「泉⽔さんの紅茶」をかけて・・・） 
 > Cold drinkには グロリアス・スカイ（ブルーなレモンスカッシュ） 

 > よろしくお願い致しま〜す︕︕︕ 
 今ひとつインパクトがないですな〜。相⽅と相談して出直して下さい（笑）。

チョコレートさんへ

4715 選択 stray 2008-02-04 23:34:32 返信 報告

こんばんは、レスが遅くなって申し訳ないです。

> さっそくカフェに⼊ってみました〜。すごいですね。注⽂できる︕でも注⽂したものはどこにでてくるのかな︖ 
 > でてくるわけない︖ 

 そこなんですよ︕（笑）
 ネットで買い物すると、注⽂ボタンをクリックしたあとで、

 商品確認画⾯が出てきます。
 それをマネて、ご注⽂の品の画像を出すことは可能だと思います。

 が、私のスキルで出来るかどうかは未知数です（笑）。
 構想としては、注⽂が私にメールで届いて、１週間の売り上げや⼀番⼈気メニューを

 皆さんにフィードバックできればいいなぁと考えています。
 そうなると時間がかかるので、とりあえず形だけの「注⽂」ボタンになる可能性⾼いのですが…（笑）。

> ゼットンランチなんて(爆)︕ぎゃはは(≧∇≦)ﾉ⼺ 
 > おまけに⼩さいゼットン⼈形ついてるのかな︖ 

 お⼦様メニューはキッズルームに⽤意するつもりです。
 「ゼットンランチ ミニ怪獣指⼈形付き」で（笑）
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メニュー

4719 選択 ALIL.1967 ◆0Ztcm5OtiI 2008-02-05 00:05:20 返信 報告

カフェができるんですね︕って，私なら
  ⼼地よいコーヒーとバーガーのセット
  懐かしい味のドーナツ

 をおいてください︖

Re:メニュー

4723 選択 stray 2008-02-05 12:44:50 返信 報告

ALIL.1967さん、こんにちは︕

まさか、ALIL.1967さんがメニュー作りに参戦されるとは︕（笑）
 >  ⼼地よいコーヒーとバーガーのセット 

 >  懐かしい味のドーナツ 
 どちらも⽂句なしに採⽤です︕（笑）

 「懐かしいあのドーナツ屋のドーナツ」に変えさせていただきましたので。

チャットですが、⾼速⾃動更新のため「XMLHittRequest」が利⽤できないブラウザでは
⾒れないようです。Macでも⾒れるように「簡易版」を設置しましたので、こちらを使って下さい。

 http://rent.kanichat.com/multi.cgi?room=zardlab

Re:megamiさんへ

4738 選択 みきえ 2008-02-05 21:26:44 返信 報告

こんにちは、みきえです。
 占いとても良かったです。＜笑＞

 今度、教えてくだささい
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あら、私、、、⾺⿅ 私、まだ２１なので、少しふざけて
います。では、また、今度︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕︕

Re:ミキテイさん みきえ

4740 選択 みきえ 2008-02-05 21:43:34 返信 報告

ミキテイさん
 私のなまえとにていますね。

 megamiさんと⼀緒でイランの*****にすんでいます。
 よろしくお願いします。

問題

腐った卵とかけて夜道と、とく。

その⼼は︖

答えて下さい︕

では、さようなら
  

みきえさんへ

4742 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-02-05 22:30:23 返信 報告

みきえちゃん どうもありがとうございました♪
今度また ＺＡＲＤのＣＤ持って⾏きますネ☆くれぐれも⾳量を⼩さくして聴いて下さ〜い♪お互い秘密警察には気を
つけましょう♡♡♡

クイズ問題は書くならＺＡＲＤに関するものにした⽅が良いと思いますよ︕あと年齢書いちゃって⼤丈夫ですか︖

そういえばＢＢＳに投稿するよりお話した⽅が早くないですか〜︖︖︖（笑）

所⻑さんへ
 私が洗脳中の「みきえさん」です。これからはイランから２名参加させていただくと思います。
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 掲⽰板は初めてだそうなので、どうも勝⼿が解らないようですが、どうぞ宜しくお願い致します。

megamiさん、みきえさんへ

4744 選択 xs4ped 2008-02-06 06:05:50 返信 報告

megamiさん、みきえさん、お早うございます。

> 私が洗脳中の「みきえさん」です。これからはイランから２名参加させていただくと思
います。 

 > 掲⽰板は初めてだそうなので、どうも勝⼿が解らないようですが、どうぞ宜しくお願い
致します。 

 megamiさん頑張って１⼈でも多く洗脳して下さい。(笑)
 「みきえさん」は⽇本⼈ですか、現地の⼈ですか︖

 これからも宜しくお願いします。
 くれぐれも秘密警察には⾒つからないようにね♡

megamiさん、みきえさん、xs４pedさんへ

4745 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-02-06 06:13:34 返信 報告

おはようございます。
 xs4pedさん、ナイス画像ですね。（笑）

 それと、イランの⽅っだたらこの合い図わかるんですかね。
洗脳宜しくお願いします。

みきえさんへ

4746 選択 stray 2008-02-06 07:33:38 返信 報告

ようこそ、Ｚ研へ︕
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はじめまして、所⻑のstrayです。
ｍｅｇａｍｉさんのお友達だそうで、これからも遊びに来て下さいね︕

腐った卵とかけて夜道と、とく。
 その⼼は︖

⻩味（気味）が悪い
 

megamiさん、みきえさん、xs4pedさんへ

4753 選択 チョコレート 2008-02-06 09:57:16 返信 報告

皆さん、こんにちは。チョコレートです。

megamiさんへ
 こんにちは。お元気ですか。最近、ちょっとすれ違いですが、相変わらずメニューを考えていらっしゃるようです

ね。
 そして今回はイランのZ研メンバーを増やしていらっしゃることにびっくり︕素晴らしいご活躍ですね。

 ぜひ今度チャットルームでお会いしたいと思います。

みきえさんへ
 はじめまして、チョコレートと申します。

 みきえさんはmegamiさんからZARDのCDを借りているとか・・。
 どんな曲が好きかなどの感想も聞かせていただけるとうれしいです。
 これからもよろしくお願いします。

xs4pedさんへ
 こんにちは。今⽇は例のコラボが発表になるのでしょうか︖︖

 楽しみにお待ちしています︕

xs4pedさん アネ研さん ｓｔｒａｙ所⻑さん チョコレートさんへ

4759 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-02-06 20:03:58 返信 報告
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みきえさんから皆さんにメッセージです。
「レスどうもありがとうございます」

 「昨⽇はちゃんと挨拶もせずにすみません」
 「まだ漢字がいっぱいの⽂章は 読めないみたいです」

 とのことなので しばらく投稿がないかもしれません。
 「これからもどうか宜しくお願い致します。」とお伝え下さいとのことでした〜♪

xs4pedさんへ
 > megamiさん頑張って１⼈でも多く洗脳して下さい。(笑) 

 どうもありがとうございます︕
 > 「みきえさん」は⽇本⼈ですか、現地の⼈ですか︖ 

 現地の⽇本語勉強中の⽅です。ＺＡＲＤファン初イラン⼈になるのだと思います。
 > くれぐれも秘密警察には⾒つからないようにね♡ 

 泉⽔さんの「シー」をプリントアウトしてスピーカーの所へ貼らせていただきま〜す（笑）

アネ研さんへ
 レスありがとうございます。これから宜しくお願い致します。

ｓｔｒａｙ所⻑さんへ
 問題の答え さすがですね︕「正解」だそうです♪♪

 私はさっぱり解りませんでした・・・
 所⻑さんは、やはり『謎解きのプロ』ですね（笑）どうもありがとうございました♪

チョコレートさんへ
 こんばんは︕本当にすれ違いばかりで残念です。今度チャットでお話できることを願っておりま〜す（笑）

 現地⼈の⽅に⼀番最初に「異邦⼈」を教えるように アネ研さんからアドバイスをいただいておりましたので、みき
えさんには「異邦⼈」を徹底的に聴いていただきました〜♪

 ⽇本語の勉強にもなるそうで ＺＡＲＤの曲にはまっているようです（笑）
 これからもよろしくお願い致します。

Re:カフェ「トレヴィの泉⽔」 テスト公開︕

4766 選択 ミキティ 2008-02-06 20:35:56 返信 報告
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こんばんは（＾－＾）

 megamiさん こんばんは☆

 座布団はどんどん増えていきますから ナイスmegami さんが連発したときは美術館より⾼い場所まで積みあがっ
ていきますので落ちないで下さいね。

  いつも楽しく拝⾒させていただいています（期待⼤︕︕）

 みきえさん こんばんは☆

はじめまして♪
 お名前がにていまして（＾－＾）ですね

  こちらこそどうぞ宜しくお願いします

 クイズですが 訪問が遅れて 所⻑さんが正解されましたo^-')o
  また投稿楽しみにしています

ミキティさんへ

4782 選択 megami  ◆hNMHghHcBo 2008-02-07 03:43:37 返信 報告

こんばんは︕レスありがとうございました︕
 >  座布団はどんどん増えていきますから ナイスmegami さんが連発したときは美術館より⾼い場所まで積みあが

っていきますので落ちないで下さいね。 
 わ〜い ヽ(●>∀<●)/⼤感激です。とっても嬉しいで〜す♡

 私の⽅こそ いつも明るいミキティさんの記事を拝⾒するのを楽しみにしておりますので、これからもどうか宜しく
お願い致します︕︕

Ｐ・Ｓ みきえさんが投稿した時には ぜひまたよろしくお願い致します♪♪

「君とのDistance」

4690 選択 xs4ped 2008-02-03 21:37:09 返信 報告
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皆さん、今晩は。

11th ALBUM「君とのDistance」の「あなたと共に⽣きて⾏く」(テレサ・テン セルフカバ
ー）の「⾏く」は「ゆく」ですか「いく」ですか︖

歌詞カードには「あなたと共に⽣きてゆく」と記載されてますが、(曲名、歌詞部共)ネットで
検索したら両⽅有るので正式な曲名、歌詞部が良く分かりません。

 「いく」の⽅が多いようでしたが・・・
 中には曲名が「ゆく」で歌詞部が「いく」と⾔うのも有りました。

歌詞カードが正解かと思うのですが・・・
 WEZARDでは曲名が「⾏く」となっているので、どちらでもお好きな⽅をという感じですね。(笑)

 歌声は「ゆく」と聞こえます。
 正式な曲名、歌詞部はどれなんでしょうね︖︖

 

●●夏を待つセイルのように●● Re:「君とのDistance」

4743 選択 ALIL.1967 2008-02-05 23:16:32 返信 報告

xs4pedさんこんばんは

⾏く とかいて ゆく と発⾳しているということでしょうか。

このアルバムの中から最初の曲を映像とともにきいてください。いつもながら歌詞でいろいろなことを考えさせてく
れます。

泉⽔さん、きっと、何度もこの映像を⾒たと思いますよ。

http://www.filebank.co.jp/wblink/33cfeb8b3a393bea06913781ae6343f6

リニューアルopenおめでとうございます。

4721 選択 ライダー 2008-02-05 08:59:12 返信 報告
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strayさん皆さんおはようございます。Ｚ研リニューアルオープンおめでとうございます。。アホの⽴ち⼊り
禁⽌、、という⽴札がないので⽴ち寄らせて頂きました。（汗）以前より拝⾒していましが、研究はあまり
得意ではないのでとても遠い存在でしたね、こちらにも何⼈かＺ板でお話させて頂いた⽅や⾯⽩くて泉⽔さ
んをこよなく愛する温かな⽅々が沢⼭おられますね、、⾃分は特定の場所でのんびり〜が出来ない性格で沢
⼭のZARDファンの皆さんとお話がしたいアホで気まぐれで我がままな奴なので、軽くスルーしていただい
て全然結構ですので。。、、、、ａｕの携帯からは簡単に書き込み出来ないみたいですね（涙）、以前お花
を置かせてもらいに寄ろうとしましたが、出来ませんでしたね。。お祝い（遅）にカラー（CB）置いときま

すね。。ではお仕事⾏かねば、、おじゃましました〜〜。。。

Re:リニューアルopenおめでとうございます。

4722 選択 stray 2008-02-05 12:24:00 返信 報告

ライダーさん、こんにちは︕ 超お久しぶりです︕︕

みなさ〜ん、ＺＡＲＤ研究所の名付け親さんですよ〜︕
 ご祝辞とカラーの花束どうもありがとうございます。

 ＺＡＲＤカフェの⼀⾓に作っていただいた研究所が、
 いつの間にかこんなに⼤きくなっちゃいました︕（笑）

 現在、美術館の中に「カフェ」を建設中でして、本家ＺＡＲＤカフェの
 オリジナリティを侵害しないように気をつけますので、どうかお許しを（笑）。

ａｕの携帯からも書き込み出来ますよ︕（古い機種はダメっぽいです）
 最上部右の「オプション」をクリックして下さい。

カフェにはゲストブックとチャットも⽤意してありますので、
 ここの敷居が⾼いようであれば（笑）、カフェのほうに⾜をお運び下さい。

 マスターになっていただいてもかまいませんが…（笑）。
 またお越し下さいね︕今⽇はどうもありがとうございました︕︕

Re:リニューアルopenおめでとうございます。

4734 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-02-05 19:14:00 返信 報告
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ライダーさん、こんばんは。ご無沙汰しております。

ZARD研究所の⽣みの親ですので、⾸を⻑くしてお待ちしておりました（笑）。
 お祝いの花（CB）までご持参下さって、ありがとうございます。

ライダーさんは、寅さんみたいですね（笑）。
 ZARDファンサイトを旅するライダーさんは、良く似合っている感じです。

 みなさんに、ライダーさんのユーモアと優しさを運んで上げて下さいね。

また、フラ〜っと、お寄りいただけますように・・・。
 草団⼦⽤意して、お待ちしています（笑）。

 

こんばんは(^O^)携帯テスト

4735 選択 ライダー 2008-02-05 20:12:00 返信 報告

strayさんT28さんご無沙汰してます、⾷事中に覗いてしまいました(^_^;)こんなアホなおじさんにレスいれて頂い
て嬉しいですね(*^_^*)、皆さん会社組織の肩書き付いてますね(^_^;)毎⽇職場で⽿にしているので泉⽔さんを感
じられる場所には⾃分は、さんづけでお願いしますm(_ _)mなんか職場のようで苦⼿です、ゴメンナサイm(_ _)
m、strayさんまた時間と気持ちに余裕のある時お邪魔させて下さい、5⽉位まで寅さん︖︖みたいにあちこち忙しい
ので、strayさんからコメ貰えて遊びに⽴ち寄って良かったです、もっと早く寄ればとチョビット後悔してますね(^_
^;)ありがとうございましたm(_ _)m、、T28さんご無沙汰してます(^_^;)Z板以来でしょうか(^_^;)、寅さ
ん……、個⼈的には⼤好きですがもちょっとスマ〜トで顔も渋いですよ(^_^;)ナンチャテ〜(^_^;)、明⽇朝まで帰
れそうにありませんのでAM4時前後にお団⼦頂いちゃいますね、ありがとうございます、また寄らせて下さい、お邪
魔しました〜、携帯なのでへんなとこに書き込みしてたら許し下さいね、ではお仕事モードに戻ります、ありがとう
ございましたm(_ _)m

Re:リニューアルopenおめでとうございます。

4736 選択 xs4ped 2008-02-05 21:11:22 返信 報告

ライダーさん、今晩は。(はじめましてかな︖)
 Z板、Z.pでは良くお⾒かけ致しておりました。
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>研究はあまり得意ではないのでとても遠い存在でしたね、こちらにも何⼈かＺ板でお話させて頂いた⽅や⾯⽩くて
泉⽔さんをこよなく愛する温かな⽅々が沢⼭おられますね、、⾃分は特定の場所でのんびり〜が出来ない性格で沢⼭
のZARDファンの皆さんとお話がしたいアホで気まぐれで我がままな奴なので、軽くスルーしていただいて全然結構
ですので。。 

 私も研究は得意で有りません。(笑)
 ⽥舎⼈の為、撮影場所の特定写真を⾒ても何処なのか殆んど︖︖︖状態です。(笑)

 随分、昔、⽩⾦に住んでいたことは有るので⽩⾦の写真がUpされたときは、あれっと思うような場所は有りまし
が・・・

 今後も宜しくお願い致します。

strayさん、Ｔ２８さん
 >みなさ〜ん、ＺＡＲＤ研究所の名付け親さんですよ〜︕ 

 ライダーさんが名付け親だったんですね。全然知りませんでした。
 数年前、ＺＡＲＤ研究所と⾔うサイトが有りましたが、此処とは関係有りませんよね︖

カフェのチャットについて

4729 選択 stray 2008-02-05 15:40:40 返信 報告

皆さんこんにちは︕

現在建設中の「カフェ」に、チャットを設置しています。
 最初に置いたiPod様のチャットは、トラブルが多発したので却下しました（笑）。

 今置いてあるチャットも、IE7だとフリーズしたり、IMEの⽇本語⼊⼒が効かなくなる、
 といったトラブルが発⽣しております。IE6は問題ないようです。

⾼速⾃動更新型のチャットは、サーバに負荷がかからないよう、
 各⾃のブラウザに依存させています。とくに何かを追加しなければならない

 というものではありませんが、IE7をお使いの⽅は、以下の措置を講じて下さい。

なお、IEのver.は、ブラウザの「ヘルプ」→「バージョン情報」で確認できます。
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「信頼済みサイト」への登録法①

4730 選択 stray 2008-02-05 15:42:43 返信 報告

ブラウザの「ツール」→「インターネットオプション」を選択する。
 

「信頼済みサイト」への登録法②

4731 選択 stray 2008-02-05 15:45:29 返信 報告

別ウィンドーが⽴ち上がるので、

①「セキュリティ」タブの
 ②「信頼済みサイト」をクリックし、

 ③「サイト」ボタンを押す。
 

「信頼済みサイト」への登録法③

4732 選択 stray 2008-02-05 15:52:50 返信 報告

もう⼀回り⼩さい別ウィンドーが⽴ち上がるので、

④「このゾーンの…」のチェックをはずして、
 ⑤「このWebサイトをゾーンに追加」の欄に、
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 http://www.kanichat.com と⼊⼒し、
⑥「追加」ボタンをクリック

「Webサイト」欄に、http://www.kanichat.com が移動するので、
 ⑦「閉じる」 ボタンを押す。

登録法②のウィンドーに戻るので、
 ⑧「ＯＫ」をクリック。

********************************************
 これで、私の場合（IE7で何度かトラブりました）動作が改善されました。

ついでに、http://zard-lab.net も登録しておくとよいかも知れません。

JamSpot ZARD Eternal Voice vol.1

4686 選択 stray 2008-02-03 19:30:00 返信 報告

ALIL1967さん、vol.2のアップありがとうございました。
 お礼のvol.1です。

 追悼CD発売時に発⾏されたものです。
 解像度は300dpi、各1M程度、B5,6ページです。

http://www.filebank.co.jp/wblink/799bace1ecb38b01cd708dfecf1d56a9

Re:JamSpot ZARD Eternal Voice vol.1

4696 選択 ALIL.1967 ◆0Ztcm5OtiI 2008-02-04 02:17:15 返信 報告

所⻑さんありがとうございます。
  ●●タイトル●●は，もちろん所⻑さんのまねですよ。所⻑さんのは⽬⽴つように●が三個だとおもっていたので⼆個

にしておいたんです。
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 ⽻⽥裕美Haneda HiromiさんのCDとってもいいですよ。MU-GENをご覧の⽅に限り⼿に⼊れる⽅法を．．．とい
う⽅向なのだそうで，その部分のMU-GENもまたUPできたらと思います。もちろん●●タイトル●●で︕

Strayさん、ALIL.1967さん

4728 選択 ⼭茶花 2008-02-05 15:30:51 返信 報告

こんにちは。
 私もMU-GENで拝⾒してました。

ZARDのヒット曲を、ピアノバージョンで、カバーされたみたいな話ですね。
 今度、試聴してみたいな。

 もしかして、画像のUPは駄⽬でしたか︖
 ファンサイトから持ってきましたが･･･

 

パシフィコ

4659 選択 ALIL.1967 ◆0Ztcm5OtiI 2008-02-02 23:47:23 返信 報告

みなさんこんばんわ。パシフィコいってきました。

もちろん，すごく良かったです。演奏を歌声に合わせているときことですが、じっさいにコンサートホールで歌っているとお
もっていいくらいです。

さて，午後5時半開演の2時間くらい前にグッズ事前販売がはじまったようですが，すでにかなりの⼈が並んでいました（１時
間くらい前に⾏ってならんでおけば良かったです）。2008追加グッズとWEZARDジオラマをてにいれて．．．といううちに
なんだかんだで5時くらいになってしまい，グッズを（駅の）コインロッカーにしまいファーストフードのような喫茶店で⼀休
みしました。

Re:パシフィコ
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4660 選択 ALIL.1967 ◆0Ztcm5OtiI 2008-02-02 23:57:38 返信 報告

グッズのポスターは３０枚ではなく⼀点ずつ買っている⽅も結構居ました。通信販売でもかえるそうですが、発送が6
⽉ということなので持ち帰りたいところです。通信販売のパンフレットに３０まいの紹介がありますので事前に番号
をチェックしておくと早くレジに並べます。

MU-GENのヒロミさんのピアノ演奏CDも買ってきました。３⽉にも出るという看板がありましたので今回の会場販売
とは別物の可能性が⾼いですね。

CD書籍販売は⼭野楽器でした。Jamspotがご⾃由にお持ちくださいとなっていましたが，⾒たときには箱の中はから
でした（ここを⾒ている⽅で取りにいける⽅は既に⼊⼿済みで，かつ，お店にも品切れと勝⼿に判断してしまいまし
ょう）。これは既にもらっているので，スキャンしたものを後⽇filebankにおきたいと思います。

Re:パシフィコ

4661 選択 アネ研  ◆craoLd8Ou2 2008-02-03 00:08:08 返信 報告

こんばんは、楽しかったようでよかったですね。
 マフラーなどまだ売り切れはないですよね︖

 それが⼼配です。5⽉まで持ちますように︕︕

Re:パシフィコ

4662 選択 ALIL.1967 ◆0Ztcm5OtiI 2008-02-03 00:11:37 返信 報告

だいたい定刻に開始されました。中⾝についてはそれほどかかかないほうがいいのでしょうね。これからの会場に参
加の⽅々もいらっしゃいます。

横浜はTOKYO FMとBeingが主催なのでTOKYO FMの⼥性アナウンサーが司会でした。

坂井泉⽔さんの絵画と愛⽤のカメラ，フラワーアート紹介されていました。#4065にカーディガンさんがあげてくれ
ていたなかではF601かF90(<-⾃分としてはF90に⾒えました)のような位置に⾚いラインがあったような．．．⼀眼
レフを⾒慣れていないものでちょっと正確には解りません。
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名探偵コナンのあたらしいOPについてもコメントがありました。新発売されるでしょうか。本⽇は初期のZardのドラ
ムの⿊瀬さんという⽅がステージに参加されていました。

Oh my love とっても良かったです。初めて⾒る映像がたくさんありました。また，会いたいですね︕

Re:パシフィコ

4663 選択 ALIL.1967 ◆0Ztcm5OtiI 2008-02-03 00:13:53 返信 報告

アネ研さんへ
  先に⾏ってきてしまいました。まだまだ各回ごとに何かがありそうですので，5⽉をまちましょう︕

Re:パシフィコ

4666 選択 atti 2008-02-03 01:23:19 返信 報告

ALIL.1967さん、参加組の皆さん、こんにちは。

> もちろん，すごく良かったです。演奏を歌声に合わせているときことですが、じっさいにコ
ンサートホールで歌っているとおもっていいくらいです。

良かったですよね。帰りの横浜線では、touchで紅⽩等の動画を⾒ながら帰りました

先⽇の武道館より、LEDスクリーンのドットが粗いと感じたのですが・・・、いかがでした
か︖

距離的なものかな︖。

武道館︓2F最後尾 今回:ステージ真中の操作卓の後ろ側の数列後のところ。

エンジニアの野村昌之さんがコンソール卓にいらっしゃいました。機材の種類は良く分かりませんでした。
 カメラ4台(ステージ下(レール)、中央最後尾,左右に各1台)

1時間かからないでつきましたので、ZARD撮影関連へ散策してきました。
 ⼤さん橋、⼭⼿234番館(写真Upします)

カメラは、F601(⾚ライン位置がグリップの中⼼より）のような気がします。(⾃分のは、F3HP）
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http://atti.jugem.cc/

Re:パシフィコ

4667 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-02-03 03:01:06 返信 報告

attiさん ALIL.1967さん、
 応援お疲れ様です。(笑)

 ⼆⼈の調査結果をを総合するととF601かF90ってところでしょうか︖
 そこら辺をとくに頭に叩き込んで、代々⽊に向おうと思います。(それまでに判明するかもしれませんが）

 今晩は、ぐっすり寝て夢でもライブ観てくださいね。(笑)

追記 この⼆機種と、9⽉の東京ライブでの記憶に近いのは、全体の⾓張具合とファインダーの形からF601が固いと
思います。ありがとうございました。

Re:パシフィコ

4675 選択 stray 2008-02-03 16:08:48 返信 報告

ALIL.1967さん、こんにちは︕

横浜公演お疲れさまでした。レポートありがとうございます。
 今⽇は関東地⽅は「雪」だそうですね。昨⽇でよかった（笑）。

 ⿊瀬さんは去年の武道館公演にも参加されてました。
 基本的に昨年のライブを踏襲してるようですが、代々⽊はきっとサプライズがあると

今から期待しております︕（笑）
 

stray所⻑さんへ

4678 選択 ALIL.1967 ◆0Ztcm5OtiI 2008-02-03 17:02:00 返信 報告

こんにちは
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> 今⽇は関東地⽅は「雪」だそうですね。昨⽇でよかった（笑）。 
東京ですが今も雪が降ってます。家の屋根も⽩いです。昨⽇で良かったです︕

昨⽇の事前販売で列に並んでいたときに気がついたんですが，パシフィコから横浜駅へ向かう⽔上バスの停留所のぷ
かり桟橋の向こう側にJAPAN COAST GUARDの⽩い船がZARDのコンサートの応援︕にきていました。この船と全
く同じではないかもしれませんが，名探偵コナンの映画『⽔平線上の陰謀』（主題歌『夏を待つセイル（帆）のよう
に』）のエンデイングで歌が終わった直後にこの船のシーンが出てくるんですよ。

> ⿊瀬さんは去年の武道館公演にも参加されてました。 
 特別に紹介されていたということなんですね。

昨⽇のカキコミのようにjamspot20080122は別スレにてfilebankに掲⽰させていただきました。流れを⽌めるよう
なことを⾔ってしまいましたがこういうのもいいのではと思います。

 （それから細かいことですが，所⻑さんもfilebankのタイトルに⿊丸●が⼆つになったんですね）
 

JAPAN COAST GUARD

4681 選択 ALIL.1967 ◆0Ztcm5OtiI 2008-02-03 17:37:28 返信 報告

こういう船が。

名探偵コナンの映画『⽔平線上の陰謀』（主題歌『夏を待つセイル（帆）のように』）のエ
ンデイングより。

 

『夏を待つセイル（帆）のように』のエンデイングテロップ

4682 選択 ALIL.1967 ◆0Ztcm5OtiI 2008-02-03 17:40:14 返信 報告

 
名探偵コナンの映画『⽔平線上の陰謀』（主題歌『夏を待つセイル（帆）のように』）のエンデイングより。
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映画に協⼒したのは

4683 選択 ALIL.1967 ◆0Ztcm5OtiI 2008-02-03 17:41:42 返信 報告

巡視船 いず だそうです。
   

 名探偵コナンの映画『⽔平線上の陰謀』（主題歌『夏を待つセイル（帆）のように』）のエ
ンデイングより。

 

Re:パシフィコ

4684 選択 atti 2008-02-03 17:47:43 返信 報告

ALIL.1967さん、皆さん、こんにちは。

> CD書籍販売は⼭野楽器でした。Jamspotがご⾃由にお持ちくださいとなっていましたが，⾒たときには箱の中は
か

16時前には、販売場所に⼊りましたので、⼊⼿はできましたが、すでに持っているので・・・。

WEZARDのバックナンバーのみと、CDを3000円分と思っていましたが、⼿乗りグッツなども(爆)
 リクベストはエンハンス2CD付きを販売していました。

現在、レポを書き始めていますが、カンバンが無かったのが残念。神⼾も無かったのかな︖
 その代わりに、掲⽰版などを撮影しておきました。
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その1,その2はまだネタバレの記述はしていなので、ご参考に。今後はセットリストを書くので、これはご判断を。

http://atti.jugem.cc/

Re:パシフィコ

4685 選択 なしぼー 2008-02-03 18:48:49 返信 報告

ALIL.1967さん、attiさん（はじめまして）、皆さん、こんばんは。
 こんなに雪が降るなんて〜。（スコップやら⻑靴やら⼀杯買いました。）

 パシフィコ⾏ってきました。やっぱり早く⾏かないとダメなんですね。余裕のある⽅でないとグッズは買えません。
５時半すぎに着くと、⼈⼀杯。今からグッズ売り場に並んでも開演に間に合わないとのアナウンス。ダメだこりゃ
〜。⽻⽥さんのＣＤと会報だけしかgetできませんでした。これから⾏かれる⽅は、早く⾏くか、ALIL.1967さんの別
スレの書き込みの通り、ポスターは通販のパンフレットを先に⾒て、ある程度決めておくといいですね。中で⾒本の
ポスターに⾒⼊って選んでいると買えなくなるかも。早く並ばなきゃ。私も、ポスター７⽉までおあずけです。（な
んだかものすごく遠い話ですよね）

コンサートなんて独⾝の時以来ですし、「⼿拍⼦できるかな」「サイリウム振れるかな」とか⼼配しましたが⼤丈夫
でした。横にいたパパの存在も忘れ、すっかりＺＡＲＤの世界に⼊ってました。１Ｆのわりと前⽅だったので、よく
⾒えました。「瞳閉じて」もっと聴いていたかった〜。徳永さん、かっこいいですね。「君がいない」で⼿拍⼦もそ
ろい、「マイフレンド」で皆さん⽴っていました。頑張って⼿拍⼦したので、⼿が痛くなったけれど。最後は「負け
ないで」で（⾃分に負けないで、どうにかなるさ）というメッセージが伝わってきました。終了後、舞台裏で歓声が
上がっていましたよ。泉⽔さん、皆さんお疲れ様︕有り難うございました︕とっても楽しかったです♪

カメラの件ですが、５秒ぐらいの映像ですね︕カタログをプリントアウトしてF100,F80,D100に的を絞ってみました
が、F80とD100ではないと思いました。（シャッターのボタンかな、銀⾊のものはなかったですね）後はニコンとわ
かっただけ。⾚い線もわからなかったです。F100なのか、F601,F90なのか全然わかりません。”役⽴たず”でごめん
なさい︕ホールの軽⾷も売り切れ、⾷事抜きで３時間でしたがあっという間でした〜。これからの⽅は、ぜひ段取り
良くして下さいね︕

ALIL.1967さんへ

4687 選択 stray 2008-02-03 19:35:18 返信 報告
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こんばんは︕

> 昨⽇の事前販売で列に並んでいたときに気がついたんですが，パシフィコから横浜駅へ向かう
⽔上バスの停留所のぷかり桟橋の向こう側にJAPAN COAST GUARDの⽩い船がZARDのコンサ
ートの応援︕にきていました。

たまたま通りかかったのか、ZARDコンサートの演出の１つなのか、状況がよくわかりません
が、

 『⽔平線上の陰謀』を思い出されたALIL.1967さんも、FREAKですなあ（笑）。
 映画パンフを上げますね（笑）。

> > ⿊瀬さんは去年の武道館公演にも参加されてました。 
 > 特別に紹介されていたということなんですね。

そうです、”ZARD初期のドラマー”という紹介でした。

> （それから細かいことですが，所⻑さんもfilebankのタイトルに⿊丸●が⼆つになったんですね） 
 んん︖

 私は「映像配信」の際に、レア度に応じて●の数を変えているのですが（ずっと前から）、
 ALIL.1967さんが私の真似をしてるんだと思ってましたよ︕（笑）

JamSpot vol.1を別スレにアップしましたので。

Re:パシフィコ

4688 選択 stray 2008-02-03 19:41:13 返信 報告

なしぼーさん、こんばんは︕お久しぶりです︕

相変わらずＺ研は急ぎ⾜です（笑）。
 旦那様と⼀緒にコンサートですか、いいですねぇ。

 なしぼーさんの記事を読んで、去年の武道館の記憶が蘇ってきました（笑）。
 グッズは開場２時間前からというアナウンスでしたが、

 武道館では30分フライングして、15:30〜でした。
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私は16時ちょっとすぎに着いて、30分以上並んだ覚えがあります。
⽻⽥さんのＣＤほしい〜〜（5⽉まで待てない）（笑）。

 

Re:パシフィコ

4689 選択 xs4ped 2008-02-03 20:15:12 返信 報告

ALIL.1967さん、参加された皆さん、今晩は。

昨⽇はお疲れさまでした。
 後半はかなり盛り上がったみたいで良かったですね。

 レポートありがとうございます。

> グッズのポスターは３０枚ではなく⼀点ずつ買っている⽅も結構居ました。通信販売でもかえるそうですが、発送
が6⽉ということなので持ち帰りたいところです。通信販売のパンフレットに３０まいの紹介がありますので事前に番
号をチェックしておくと早くレジに並べます。 

 了解しました。(笑)

>MU-GENのヒロミさんのピアノ演奏CDも買ってきました。３⽉にも出るという看板がありましたので今回の会場販
売とは別物の可能性が⾼いですね。 

 こちらも是⾮Getしたいと思います。

>Oh my love とっても良かったです。初めて⾒る映像がたくさんありました。また，会いたいですね︕ 
 Z板でTandoさんが悶絶したみたいですが、(笑)

 そんなに凄い映像だったんでしょうか︖
 それは早く⾒たいですね〜

 私は来⽉、泉⽔さんに会いに⾏きます。
 来⽉が待ち遠しいです。

Re:パシフィコ

4692 選択 アネ研  ◆craoLd8Ou2 2008-02-03 23:56:07 返信 報告
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なしぼーさん、みなさん、こんばんは、
かなり泉⽔さんの愛機カメラの判別は難しそうですね。

 全体と部分をそうとう頭に叩き込んで、代々⽊ライブにそなえたいと思います。また、カップルで⾏ったなんて焼け
ますね。(笑)

 グッズの購⼊に去年の武道館では１時間くらい待ったので、次回は早く⾏こうと思います。ただ、５⽉だとすでにHI
ROMIさんのCDは⼀般発売されてるので売ってるのか⼼配です。

Re:パシフィコ

4697 選択 ALIL.1967 2008-02-04 02:27:18 返信 報告

所⻑さん，⽔平線上の陰謀のパンフレットありがとうございます。ちょうどCSでこの劇場版を⾒
たばかりだったのですよ。

  いま，携帯をいじっていてみつけたんですが，撮ったけどどこ保存されたのかわからなかったJ
APAN COAST GUARDの写真を掲⽰します。

 グリーンの屋根からつづくぷかり桟橋の向こう側，ベイブリッジのすぐ下にJAPAN COAST G
UARD（写真じゃ読めないですが）の⽂字と三本の⻘い斜めラインが⽩い船体にあります。右側
の外階段のついた建物はパシフィコの⼀部です。

ダブルクリックでPCに保存してからプレビューワーでみれば雰囲気だけは伝わるかも。

 パシフィコには⼀度もはいったこがなく，今回，2004のときと同じホールということで，坂井泉⽔さんと同じ地点
ということでとても嬉しです。（あれ，泉⽔さんは客席でなくステージでしたね︕）

Re:パシフィコ(への⾞中でロビンズクラブの広告)

4698 選択 ALIL.1967 2008-02-04 02:41:17 返信 報告

もうひとつ，会場に⾏く途中の地下鉄でロビンズクラブの⾞内広告を携帯で写しましたので（写りは悪いのです
が），会場つながりでここに貼付けさせてもらいます。

  半蔵⾨線中央林間⾏きの⾞内で，⾞両は東武伊勢崎線からの直通のものでした。（写したはずなのに，いまやっと
みつけたのでupしておきます）
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Re:パシフィコ(への⾞中でロビンズクラブの広告)

4699 選択 ALIL.1967 2008-02-04 02:46:58 返信 報告

上のはロビンスの部分だけですが，網棚の上の⽅にはこんな感じで掲⽰されていました。

Re:パシフィコ

4710 選択 なしぼー 2008-02-04 19:12:46 返信 報告

皆さんこんばんは︕
 stray所⻑、アネ研さん、こんばんは。

> 旦那様と⼀緒にコンサートですか、いいですねぇ。 
 カップルっていう歳でもないですけれど、⼦育ても⼀段落しているので、⼆⼈で映画にも⾏くし、共通のスポーツも

しているので結構enjoyしていますよ。世代的なものじゃないかな。
 パパのコンサートの感想です♪（男性のファンが多いのにびっくりした。坂井泉⽔さんて可愛かったんだね。声も可愛
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い。）このままファンになってくれるといいですが・・・。
Z研はホント急ぎ⾜ですね︕うちのパパも何度ブレーキかけても⽌まりませんけれど、Ｚ研もペース早いですね。で
も、Ｚ研のそこが良いところかもしれませんね。無理せず頑張って下さいね♪Ｚ研が笑いのある、しかも内容のあるＢ
ＢＳであってほしいと思っています。（カメラの件、よけい分からなくなってしまいましたね。⼿分けして⾒た⽅が
いいかもしれませんね。⾚い線やシャッター部分、形状、レンズとか。⼀度に１⼈で全部は無理︖）

zard研究を⽌めない形で⾊々な誤解をときたいと思ってきましたが、⽂章⼒がないせいか無理なようですね。⼤⼈な
ので、⾃分の書いた⽂章には責任を持ちます。失礼のないよう気を配ってきたつもりです。表現に関しても、理由の
あるものもあるし、⼤して意味のないものもあります。読み⼿の先⼊観、解釈の仕⽅もあると思います。掲⽰板なの
で、１つ１つの⽂章、⾃分の気持ちを説明するのは無理（内容にもよりますね）。１つだけ説明しておきますね。な
ぜ皐さんのスレで掲⽰板に上がったかという点です。私がきちんと昨年stray所⻑にレスをしなかったことで、あまり
お話したことのない⽅にまでご迷惑やお気遣いを頂きました。なんとかご挨拶したいと思いましたが、掲⽰板の流れ
もありますし、このまま出ない⽅がいいのではないかという気持もあって、なかなか実⾏できませんでした。時間が
解決してくれるのではないかとも思いましたが、いっこうに収まる気配もなかったですね。久しぶりで書き込みにく
かったんですが、元気というパワーをもらって、⾃分に負けないよう⾃⼰処理（謝罪と御礼）をしようと思いまし
た。この時点で誤解があったと思います。⼈に対して負けないという意味ではありません。そのことを今回の⽂章
で、スレを⽌めない形でなんとなく伝えたかったのですが、よけいにややこしくしてしまったみたいですね。私の⽂
章⼒ではむりでしたね。

 ⾔葉を⼤切にする坂井泉⽔さんを好きになって良かったと思うこと、職業的なものもありますが、⾔葉について深く
考えるようになったことです。時には⽂章⼒のなさから誤解を⽣じ、申し訳ない気持になることもありますが、⾃分
としては、話したり書いたりする⾔葉には、できるだけ優しさや思いやりを込めて使っていきたいと思っています。
同じ⾔葉、マークを使っても気持は⾊々ですね。（どちらかわからないものも多いです）Ｚ研を早い段階から⾒てい
ます。まだBBSの⽅向性も決まっていない過去スレを読んだだけでは、分からないこともあります。11⽉の初めには
能⼒不⾜ということで⾃分から退所届けを出し、受理されています。ゲストとしてお会いしましょうと話して出てき
ました。今はゲストとして応援しているので、早く元のBBSに戻ってほしいと思います。真⾯⽬に書き込んでいま
す。⾔葉（気持）が上⼿く伝わればいいと思っています。

なしぼーさんへ

4714 選択 stray 2008-02-04 23:04:39 返信 報告
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こんばんは︕ご意⾒︖ありがとうございます。

私もマジメに返事したいところですが、今ひとつ理解できないところがあるので、
 きちんとそれが確認できてからにしたいと思います。

> 早く元のBBSに戻ってほしいと思います。 
 ここが結論かと思われますが、今の状況はＺ研ＢＢＳらしくないということですか︖

前段に、「Ｚ研が笑いのある、しかも内容のあるＢＢＳであってほしいと思っています。」
 とありますが、私⾃⾝は「笑い」も「内容」もあるＢＢＳだと思っていますし、

 ＢＢＳ開設当初と気持ちは変っていないのですが…。
 変った点といえばゲストの⽅がだいぶ増えたことでしょうか。

 私が⽅向性を決めるのでなく、その時々のゲストの⽅々が楽しい⽅向に向かうのが、
 ＢＢＳの宿命であるようにも思えますが、いかがでしょう。

また、なしぼーさんご指摘の点が、新しいコンテンツとも絡んでいるのかどうか。
 理解不⾜で申し訳ないのですが、もう少し噛み砕いてご説明いただければ幸いです。

 

Re:パシフィコ

4717 選択 atti 2008-02-04 23:53:06 返信 報告

皆さん、こんにちは。
 ツアー関係者の⽅のブログ等が更新されていますね。

 ↓に記述しましたが
 http://atti.jugem.cc/?eid=1562

葉⼭たけしさんのブログには、
 公演を終えてすぐに撮影していたのですね。

関係者席で何度かで⼊りしている⽅を⾒かけたのですが、
 たぶん、葉⼭たけしさんだったのですね。

関係者者(50名)および、招待(30名)。
 ※サイリウムの袋づめのものを、箱に⼊れてあり、外箱にには、50個とありました。PA機器前の1F最後⽅が、⽻⽥さ
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んも座られていましたので関係者席であったかと。

ステンドガラスを撮影したものをUP。

Re:パシフィコ

4718 選択 atti 2008-02-05 00:04:15 返信 報告

ALIL.1967さん、皆さん、こんにちは。

> 名探偵コナンのあたらしいOPについてもコメントがありました。新発売されるでしょうか。本⽇は初期のZardの
ドラムの⿊瀬さんという⽅がステージに参加されていました。

【CD】コナンOP ttp://atti.jugem.cc/?eid=1556
 に記事にしましたが、新OP・・・の記述が、CD化のことでは無いかと思っています。

stray所⻑へ

4720 選択 なしぼー 2008-02-05 00:31:29 返信 報告

こんばんは︕
 > こんばんは︕ご意⾒︖ありがとうございます。 

 意⾒をしたつもりはありません。今は所員ではありませんし、１ゲストの感想と考えて下さい。
 元のBBSに戻ってほしいと思います。

 > ここが結論かと思われますが、今の状況はＺ研ＢＢＳらしくないということですか︖ 
 そうとも⾔えると思います。以前は⼈の⾔葉癖や⼈が過去に使った⽂章で盛り上がるようなことはなかったと思いま

す。 
 > 前段に、「Ｚ研が笑いのある、しかも内容のあるＢＢＳであってほしいと思っています。」 

 > とありますが、私⾃⾝は「笑い」も「内容」もあるＢＢＳだと思っていますし、 
 笑いとは、⼈をからかうことではないですね。

 > ＢＢＳ開設当初と気持ちは変っていないのですが…。 
 開設当初のBBSと⽐べたつもりはありません。

 > 私が⽅向性を決めるのでなく、その時々のゲストの⽅々が楽しい⽅向に向かうのが、 
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> ＢＢＳの宿命であるようにも思えますが、いかがでしょう。 
意⾒を述べていいなら、賛成です。ここには所員とゲストがいるので、皆さんが楽しい⽅向に向かうのがいいと思い
ます。 

 > また、なしぼーさんご指摘の点が、新しいコンテンツとも絡んでいるのかどうか。 
 ⾯⽩い企画だと思います。何の問題もないと思います。感想です。

 > 理解不⾜で申し訳ないのですが、もう少し噛み砕いてご説明いただければ幸いです。 
 先ほど書き込んだ通りです。同じ⾔葉を使っても、気持は⾊々です。私を掲⽰板に戻ってくるように、お気遣い頂い

て、私の使った⾔葉使って下さっているのなら、嬉しいことですし、ありがとうございますと⾔いたいです。でも、
それ以外（批判）なら、 ご⾃⾝の⾔葉で私に直接お話していただきたいと思います。私は、どなたも批判していませ
ん。単なる⾃意識過剰とも思えないのですが、いかがでしょうか。

Re:stray所⻑へ

4724 選択 なしぼー 2008-02-05 13:23:17 返信 報告

こんにちは。
 今、別スレを読んで気づきました。スレが⽌まると申し訳ないので、ここに書き込みます。リニューアルおめでとう

ございます。この⾔葉を⾔えなかったせいで、忘れていました。Ｚ研は、リニューアルして、さらに楽しいＢＢＳに
なったんですね。私だけがリニューアルできていなかったんですね。本当に申し訳ありませんでした。今後の皆様の
ご活躍を期待しております。

 最後まで、ご迷惑をおかけしてしまいました。皆さんの優しさに⽢えたのがいけなかったですね。昨年のことは昨年
中で終わらせるべきでした。

 カーディガンさんへ 何度も何度もお気遣い頂きありがとうございました。これからも頑張って下さい。

週間１位︕

4716 選択 かず 2008-02-04 23:35:37 返信 報告
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こんばんは。
ロリコン⾒たら・・・・・・失礼︕

オリコン⾒たら、Ｒｅｑｕｅｓｔ Ｂｅｓｔ ｂｅｕｔｉｆｕｌｍｅｍｏｒｙが週間１位になってました。

◆◆◆ 「占い館」オープンしました︕◆◆◆

4648 選択 stray 2008-02-02 20:14:25 返信 報告

皆さんこんばんは︕

新メニュー「占い館」をオープンしました︕

ｍｅｇａｍｉ研究員が、”霊感”で、あなたの性格及びあなたにピッタリの
 ＺＡＲＤソング♪を選んでくれますよ︕

上部メニューよりお⼊り下さい︕
 

Re:◆◆◆ 「占い館」オープンしました︕◆◆◆

4650 選択 xs4ped 2008-02-02 20:31:45 返信 報告

strayさん、皆さん、こんばんは。

「占い館」オープンおめでとうございます。(^_^)
> ｍｅｇａｍｉ研究員が、”霊感”で、あなたの性格及びあなたにピッタリの 

 > ＺＡＲＤソング♪を選んでくれますよ︕ 
 早速占ってみましたが、今迄こんな感じの占い結果が出たのは初めてです。

 どちらかと⾔うと逆の結果が多いのですが・・・
 イランと⽇本じゃ宗教が違うから占い結果も違うのかな︖(笑)

Re:◆◆◆ 「占い館」オープンしました︕◆◆◆
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4651 選択 stray 2008-02-02 20:37:38 返信 報告

xs4pedさん、⼀番乗りおめでとうございます︕（笑）

「投げやり」タイプでしたか（笑）。
 ん〜、違うと⾔われても、私は知りません（笑）。

ちなみに私は泉⽔さんと⼀緒︕（嬉）
 性格は100%当たってるとは⾔えませんが、

 ピッタリの曲が「promised you」だったので、この占い、信じてます︕（笑）

Re:◆◆◆ 「占い館」オープンしました︕◆◆◆

4652 選択 ミキティ 2008-02-02 20:43:48 返信 報告

stray所⻑さま s4pedさん みなさん こんばんは
 （＾－＾）

  
 わ〜い わ〜いヽ(^o^)⼃ 新メニューの占い館が出来ているぅ♪

  占い好きな私は感動です ^-^)ﾉ(* ^-^)ﾉ
 ありがとうございます。

  早速⼊場してみると。。。何を焦ったのか画像を思いきりクリックしていて ⼊れなーいと⼀⼈芝居（劇団ミキテ
ィ）

 していました(゜o゜)
  我に帰って教えていただいたメニューから⼊場。。。

 そこには霊感占い師megamiさんがいらっしゃいました
 （＾－＾）

  早速おやつをお代としてお渡しして占っていただきました
  ここから先はお楽しみにして みなさんmegami占い師さんがお待ちですよ(^_-)-☆

  

Re:◆◆◆ 「占い館」オープンしました︕◆◆◆

https://bbsee.info/straylove/id/4648.html?edt=on&rid=4651
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=4651
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4653 選択 ミキティ 2008-02-02 20:48:18 返信 報告

再登場ヽ(^o^)⼃
 私も

 >ピッタリの曲が「promised you」 
 が⼊っていました（＾－＾）

  占いの館発⾒したときは 第⼀発⾒者思って 頑張って投稿していました▽･ｪ･▽ﾉ""

 
  

Re:◆◆◆ 「占い館」オープンしました︕◆◆◆

4656 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-02-02 22:26:27 返信 報告

こんばんは、megamiさん、
 占い館オープンおめでとうございます。

 ⽇々の努⼒が形となって表れるのもいいものですね。(笑)

ささやかなプレゼントです。⼥性陣でお召し上がりください。

Re:◆◆◆ 「占い館」オープンしました︕◆◆◆

4657 選択 かず 2008-02-02 22:58:07 返信 報告

こんばんは〜
 やってみましたよ〜、性格は半分当たってました。

曲の⽅は・・・・・想定外でした・・・・

パソフィコ⾏った⼈たちはオフ会でフィーバーしているんでしょうね

Re:◆◆◆ 「占い館」オープンしました︕◆◆◆
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4658 選択 yan 2008-02-02 23:41:33 返信 報告

「占い館」オープンおめでとうございます︕

⾵邪でダウン中なのに遊びに来ちゃいました(^^)

僕の結果は…、唯我独尊!?Σ(ﾟДﾟ,,)

あたらずとも遠からず…かも（笑）

選曲は意外(?)なかなか渋い選曲でした(笑)
 残念ながらpromised youは⼊ってませんでした(><)

ところで、!st best と2nd bestの曲⽬が逆になってますよ〜

Re:◆◆◆ 「占い館」オープンしました︕◆◆◆

4664 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-02-03 00:56:42 返信 報告

みなさん こんばんは︕レスをいただきありがとうございました♪♪とっても緊張しておりま〜す（笑）

xs4pedさんへ
 > 早速占ってみましたが、今迄こんな感じの占い結果が出たのは初めてです。 

 > どちらかと⾔うと逆の結果が多いのですが・・・ 
 そうでしたか︕いろいろなご意⾒をいただくと今後の研究に役⽴つので とってもありがたいで〜す♪

私のイメージのxs4pedさんは「投げやり」なんてありえません。きっちりしていらっしゃるな〜と思っております
（笑）

 今回は、⽣年⽉⽇のみですから ⾎液型や⽣活環境も⼤きく影響する性格のほんの⼀部分を表しております。
 イランにて修⾏しておりますので、今後の占いにもぜひご期待下さ〜い︕︕

ミキティさんへ
 >わ〜い わ〜いヽ(^o^)⼃ 新メニューの占い館が出来ているぅ♪ 占い好きな私は感動です ^-^)ﾉ(* ^-^)ﾉ 

 ミキティさんは『占い好き』なのですね︕︕喜んでいただけて本当にありがとうございます︕︕
 >早速⼊場してみると。。。何を焦ったのか画像を思いきりクリックしていて ⼊れなーいと⼀⼈芝居（劇団ミキテ

ィ） 
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していました(゜o゜)
舞台の上のミキティさんを想像しちゃいました（笑）

 修⾏中の⾝ですが、今後もぞくぞくＺＡＲＤの占いを研究していきたいと思いますので どうぞ思いっきり楽しんで
下さ〜い(*＾Ｕ＾*) 

  
アネ研さんへ

 おいしそうなケーキをどうもありがとうございます︕︕さっそくいただきま〜す☆
 占いの本場（︖）で修⾏中なので これからもたくさんの占いを発表できるように頑張ります︕︕

かずさんへ
 >やってみましたよ〜、性格は半分当たってました。 

 >曲の⽅は・・・・・想定外でした・・・・ 
 ご意⾒どうもありがとうございます。

 別スレの件ですが、すみません カメラに詳しくなくて・・・てっきり先⽇「買っちゃった」とおっしゃっていたカ
メラだとばかり思っておりました。

 今度、画像を投稿される時までに 名前だけでも区別がつくように覚えておきま〜す♪

ｙａｎさんへ
 体調が悪い中、レスいただきまして 本当にありがとうございます。早く治りますようにと⼼よりお祈り申し上げま

す☆
 >僕の結果は…、唯我独尊!?Σ(ﾟДﾟ,,)あたらずとも遠からず…かも（笑） 

 >選曲は意外(?)なかなか渋い選曲でした(笑)残念ながらpromised youは⼊ってませんでした(><) 
 ご意⾒ありがとうございました。いろいろ教えていただいたことを今後の研究に⽣かせるようにしたいと思います。

 Ｐ・Ｓ イランでは⼥性の歌が禁⽌されているので いつも⾳量を⼩さくして聴いているのですが、yanさんの「pro
mised you」は超特⼤⾳量で思いっきり聴けるので ⽇ごろのストレス解消になってとってもありがたいです♪♪

Re:◆◆◆ 「占い館」オープンしました︕◆◆◆

4671 選択 皐 2008-02-03 14:56:08 返信 報告

megamiさん、オープンおめでとうございます︕

https://bbsee.info/straylove/id/4648.html?edt=on&rid=4671
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=4671


遂に“始動”という感じですね(o≧∇≦o)
私が占った結果はけっこう当たっていましたよ☆ﾐ

やっぱり占いは楽しいですね(o^∇^o)
 ミキティさんも『占い好き』でいらっしゃるようなので、

 これからも“占いの館”に期待しています︕︕

Re:◆◆◆ 「占い館」オープンしました︕◆◆◆

4672 選択 ⼭茶花 2008-02-03 15:54:22 返信 報告

megamiさんへ
 「占い館」オープン、おめでとうございます。

 ちなみに、初めまして。
 お会いしたことなかったので。

今度、時間があれば、利⽤させて頂きます。
 今後とも、宜しく御願い致します。

 

yanさんへ

4674 選択 stray 2008-02-03 16:05:20 返信 報告

こんにちは︕お祝いありがとうとうございます︕

> ところで、!st best と2nd bestの曲⽬が逆になってますよ〜 
ご指摘ありがとうございます。直しておきました。

 ⾵邪、お⼤事に〜。

皐さん ⼭茶花さんへ

4693 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-02-04 00:19:25 返信 報告
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皐さんへ
⼤雪のためネットに全然繋がらずお返事が遅くなりました。すみません︕︕

 お祝いどうもありがとうございます (*＾Ｕ‘*）⌒☆★
 > やっぱり占いは楽しいですね(o^∇^o) 

 このようにおっしゃっていただくと と〜っても嬉しいです ヽ(●>∀<●)/
 どうもありがとうございました︕︕これからもっともっと楽しい占いを発表できるように頑張りま〜す♪♪

 Ｐ・Ｓ いつもは皐さんの作品にレスさせていただいていたので なんだか不思議な気分でレスさせていただいてお
りますΣ(ﾟ◇ﾟ︔)

⼭茶花さんへ
 わざわざレスありがとうございました︕︕

 以前のＨＮの時に⼀度ご挨拶させていただいてたと（私の⽅では）記憶しているのですが・・・
 勝⼿に『さざんかの宿』の提案をさせていただいてしまいました（笑）私としてはとっても良い名称だと思ったので

すが、残念ながらボツになってしまいました〜︕︕
 これからどうかヨロシクお願い致します。 

ｍｅｇａｍｉさんへ

4695 選択 ｍｆ 2008-02-04 00:35:39 返信 報告

私のことも占ってください いい結果を期待しています

このサイトは楽しいサイトですね

霊感で未来を占ってください

stray様へ
 以前リクエストベストの 情報が出ない件についてお尋ねしましたが やっとメディアプレーヤーに情報が⼊りまし

たので録⾳しました 情報が⼊るまでに発売から少し時間がかかるのですね 意外な事でした

Re:◆◆◆ 「占い館」オープンしました︕◆◆◆

4701 選択 pine 2008-02-04 09:55:17 返信 報告
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megamiさん「占い館」オープンおめでとうございます。(*ﾟ▽ﾟ)/ﾟ･:*【祝】*:･ﾟ＼(ﾟ▽ﾟ*)
また研究所に来る楽しみが増えました。

 早速、占ってもらいました。
 「他⼒本願」タイプと出ました。当たってますねェ…。でも、最後の決断は⾃分でしないと気が済まないワガママだ

ったりするのです。
 最後にアドバイスも書いてあるので嬉しいです。

 テーマ曲は「かけがえのないもの」でした。先⽇の皐さんの企画でも「かけがえのないもの」が私の携帯にピッタリ
だったので、今年のラッキーソングかもしれません。(^o^)

p.s 別スレになりますが、「⽩い煙のカプチーノ」素敵な命名してくださってありがとうございます。
 休⽇来れなくて丸投げ状態になってすみません。m(_ _)m

 他にも新メニューもたっくさん!! 美味しそう…

ｍｆさん ｐｉｎｅさんへ

4704 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-02-04 13:33:36 返信 報告

ｍｆさんへ
 レスありがとうございます︕

 現在修⾏中ですが、今後もいろいろな占いを発表させていただきたいと考えておりますので、よろしくお願い致しま
す。

pineさんへ
 > また研究所に来る楽しみが増えました。 

 お祝いをありがとうございます︕︕楽しんでいただけるのが何より嬉しいです☆
 > テーマ曲は「かけがえのないもの」でした。 

間違いなくラッキーソングでしょうね︕︕（笑）
 >「⽩い煙のカプチーノ」素敵な命名してくださってありがとうございます。 

 こちらこそ良いアイディアをいただいたおかげで 新メニューまで考えついた「きっかけ」を作っていただいたので 
ｐｉｎｅさんに⼤感謝で〜す☆ありがとうございました︕︕

 怪獣ちゃん達が遊び疲れそうなので「お昼寝ルーム」も作らないといけませんね〜︖︖︖

https://bbsee.info/straylove/id/4648.html?edt=on&rid=4704
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megamiさんへ

4707 選択 ⼭茶花 2008-02-04 16:34:29 返信 報告

>以前のＨＮの時に⼀度ご挨拶させていただいてたと（私の⽅では）記憶しているのですが・・・ 
 あらそうでしたか︖Hanaで、お会いしたことあったんですねf^_^;

 名前が覚えられないほど(笑)こちらには、⼤勢の⽅が⾒えますので。。

>勝⼿に『さざんかの宿』の提案をさせていただいてしまいました（笑）私としてはとっても良い名称だと思ったの
ですが、残念ながらボツになってしまいました〜︕︕ 

 いえいえ。⼭茶花の宿、と聞いたときは、てっきり私の名前で⽴ち上げてくれるのかと、反⾯期待しておりました
(笑)これで私のHNが有名に︕みたいな(笑)

 没になったときは残念でした〜。

こちらこそ、宜しく御願い致します。
 

Re:⽌まっていた時計が︖

4709 選択 かず 2008-02-04 18:41:39 返信 報告

こんばんは〜♪
 ⾃分の⽣まれた時刻が２２時だったので、もし２時間以上遅れていたら・・・って

 ⽇付を翌⽇にして再度チャレンジ

そうしたら、性格も誕⽣⽇よりいい筋。曲はバッチリでしたよ︕
 病院の時計が⽌まって２時間以上ずれてた︖

Re:⽌まっていた時計が︖

4712 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-02-04 20:26:00 返信 報告

かずさんへ
 こんばんは︕︕かずさん どうもありがとうございます☆

 > 性格も誕⽣⽇よりいい筋。曲はバッチリでしたよ︕ 
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> 病院の時計が⽌まって２時間以上ずれてた︖ 
おもしろ〜い♪♪⼤笑いさせていただきました。

 もしかしたら 私の計算が２時間ズレていたのかもしれませんっ（笑）
 再チャレンジして下さって 本当にありがとうございました︕︕︕

カフェ休憩所について所⻑さんに質問n（ー_ー︖）ﾝ︖

4618 選択 チョコレート 2008-02-01 16:47:58 返信 報告

所⻑さん、皆さん、こんにちは。チョコレートです。
 連⽇⼤盛況ですね〜。今⽇もカフェの話題で⼤⾏列︖

最初にカフェの話題が出た私のスレッドが巨⼤化してしまって、研究所の最⾼記録︖と⾔ってくださる⽅も⾒受けられるので
すが、

 最初は出遅れた挨拶から始まり、途中からカフェの話題に変わっているので、
 ⼆つのスレッドがごちゃまぜになっているんですよね。

 なので、ちょっと最⾼記録というものではないと思います。

さて、今⽇は所⻑さんに質問が多い⽇(笑)のようなので、私も質問させてください。
 話題のカフェのことですが、カフェ＝休憩所＝チャットルームなのでしょうか︖

 それともカフェ＝休憩所および、別室にチャットルームなのでしょうか︖︖
 皆さんがメニューをたくさん考えているのはカフェですよね︖

 でもチャットルームは飲⾷禁⽌みたいなので、別室なのかな︖
 全部イコールだとメニュー要らなくなってしまいますよね。

 これは部⻑の管轄でしょうか・・。
 

megamiさん、アネ研さん、PANさんへ

4621 選択 チョコレート 2008-02-01 17:21:13 返信 報告
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megamiさんへ
こんにちは。昨⽇はすれ違いでしたが、今⽇はいらっしゃるかな〜︖

 「トレヴィの泉⽔」、採⽤おめでとうございます︕ということは店⻑はmegamiさんが良いと思いま〜す。
 メニューもたくさん考えてらっしゃったので適任です。

 皐さんのHNでも考えられたんですね。すごい︕
 カフェのオープンが楽しみですっ。

アネ研さんへ
 ⻲さんの捜査が⽣命の危機にかかわるようなものだったことを知り、ガクガクブルブル・・。本当にご無事で何より

でした。
 ところで、私のスレが巨⼤化したのは、元をただせばアネ研さんの爆笑オヤジギャグじゃないですか︕

 あのレス以降、皆さんの妄想スイッチが⼊ってしまったわけで・・・。現在も皆さん、爆⾛中です(笑)。

PANさんへ
 はじめまして。こちらこそご挨拶が遅れましてすみません。

 今後ともよろしくお願いします。
 素敵なネーミングのドリンク、採⽤ですね。おめでとうございます︕

 私もカフェがオープンしたらぜひ注⽂してみたいと思います。

チョコレートさんへ

4622 選択 stray 2008-02-01 17:29:55 返信 報告

こんにちは、今⽇はほんとに質問が多い⽇ですね（笑）。

え〜と、うまく説明できるかわかりませんが、
 現実世界では、カフェに⼊ったら他にお客さんがいるかどうかすぐ分かりますよね。

 それをWebで実現するために、チャットルームの「⼊室者」表⽰機能を組み込むということです。
 チョコレートさんがカフェに⼊って、ほかのお客さんと会話したければ、チャットルームにも⼊っていただく。

 そこにミキティさんがいらっしゃって、”おぅ︕チョコさんいる〜︕︕”となったら、
 ミキティさんもチャットルームに⼊って、２⼈で会話（チャット）を楽しめます。
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先客が気に⼊らなければ、チャットルームに⼊らず、１⼈でコーヒーすするもよし（笑）。
誰も来なくて退屈なら、備え付けのゲストブックにいたずら書きして時間を潰す（笑）。

つまり、カフェ＋チャット＋ゲストブックを、１つのブラウザウインドーに⼊れてしまおう
 というものです。具体的には、カフェのページに「メニュー」「チャット」「ゲストブック」の

 ボタンを配して、フレームを使って同⼀ページで切り替えることになるでしょう。

説明、分かりづらいですか︖（笑）[部⻑にいつも”分かりづらい”と⾔われてるので]

チョコレートさんへ

4626 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-02-01 19:01:12 返信 報告

> 店⻑はmegamiさんが良いと思いま〜す。 
 こんばんは︕推薦していただきまして、どうもありがとうございま〜す☆

 私の場合 最⼤の難関は「ネットに繋がらないことがよくある」ということです。
 出勤できない店⻑ではお役に⽴てないと思うので、店⻑さんにはやはりＴ２８部⻑さんが良いと思いませんか︖︕

（オーナーはstray所⻑さん）

チョコレートさんもｐｉｎｅさんも、チビ怪獣ちゃん達がお留守の間にウエイトレスなんていかがでしょう︖
 きっと「チョコレートパフェ」と「絞りたて100％pineジュース」には注⽂が殺到するのでは︖と思いますの

で・・・（笑）
 もちろん私も注⽂のスタンバイをしておりま〜す♡

所⻑さん、megamiさん、pineさん、皐さんへ

4629 選択 チョコレート 2008-02-01 21:33:27 返信 報告

所⻑さんへ
 ご説明いただき、ありがとうございました︕

 なるほど・・よくわかりました。
 本当のお店に⼊るような感覚ですね。

 お店に⼊って、友達がいれば、そのテーブルに座って「元気ぃ︖何してんのぉ︖」・・いなければカウンターでマス
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ターと世間話︖あるいは⼀⼈で本を読む・・とか。
へぇ〜〜〜そんなことがWebでできるんですねぇ。すごい︕

 早くやってみたいです!

megamiさんへ
 こんばんは。店⻑はだめですかぁ〜。

 それならフードコーディネーターっていうのなら⼤丈夫でしょうか︖
 そのほうがメニューもいろいろ作れるのでぴったりかも︕

pineさんへ
 こんばんは。美術館にプレイランドできてよかったですよね。これでゆっくりできますわ。

 ところで、プレイランドではチビ怪獣に⾷事を与えてくれるのかしら︖それならとってもゆっくりできるのですけ
ど・・。

 怪獣仲間(?)も増えると良いですね。ゼットン君、⼀⼈で⼤丈夫かちょっと⼼配ですけど・・。

皐さんへ
 megamiさんに素敵なメニュー作っていただいてよかったですね︕

 おいしそう。カフェがオープンしたら、まず、朝ごはんはこれで決まりです。
 美術館をまわる前にいただくことになると思います。

 

反抗期「笑いに⽕をつけて」

4631 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-02-01 23:37:33 返信 報告

こんばんは、みなさん
 所⻑より企画の⻘写真の発表でみなさんやや安⼼したようですね。（笑）

チョコレートさんへ
 > ところで、私のスレが巨⼤化したのは、元をただせばアネ研さんの爆笑オヤジギャグじゃな

いですか︕ 
 > あのレス以降、皆さんの妄想スイッチが⼊ってしまったわけで・・・。現在も皆さん、爆⾛

中です(笑) 
 そうとも⾒えましね。(笑)
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たしかにチョコレートさんのコメントだけなら、楽しそうだな〜終わったのかもしれませんが、所⻑のZ板ですでにZ
ARDのタイトルはすでに使ってるので、それは使えないとのコメントで⽕がついてしまったのです。Z板は私にとっ
て⽣みの親であり育ての親です、しかしだからこそ親離れして差別化するために⽇夜ゼットンとがんばっているとも
⾔えるんです。もちろん、親だから⽇々気にはしてるんですけどね。（笑）

⼭茶花さんへ
 もう、解ってる頃でしょうがmegamiさんの案のお茶店みたいのだったのですが、悲しいかなボツになっちゃいまし

た。（涙）

megamiさんへ
 「さざんかの宿」で家具を担いで登場とは、テレビ歌番組の「ザ・ベストテン」に⼤川栄作さんが出たとき、以前家

具屋で働いてたという話になって家具を担いで⾒せてくれたことがあったのです。
 おわかりいただけたでしょうか。

 megami:しょうもなっ︕︕

チビ怪獣・破壊星⼈くんへ
 キッズルームでゼットン君と相⼿してくれるのはありがたいですが、おうちへ連れて⾏く〜と泣かないでください

ね。（涙）⻲井より

スポット参戦のウェイトレスmegamiさん、広⼤な客席を⾛りぬけるためにローラースケートを⽤意しました。
 お盆⽚⼿にさっそうと登場してくださいね。（笑）

 

君がいけない

4632 選択 かず 2008-02-01 23:56:25 返信 報告

こんばんは、みなさん

アネ研さんへ
 ＃４６３１のレスのタイトル⾒て、おなかを抱えて笑ってしまいました。

 ・・・・息もできないく〜らい〜♪

あ〜、おなか痛い︕

マミヤの６６で撮った雪景⾊ですよん
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Re:カフェ休憩所について所⻑さんに質問n（ー_ー︖）ﾝ︖

4634 選択 ミキティ 2008-02-02 00:29:22 返信 報告

みなさん こんばんは（＾－＾）
  今夜は夜更かしになっています。

 すでに今⽇はお眠状態なので（この先 思考能⼒０になりそうなので カフェオープンの夢をみながらやすみます
〜

  
 チョコレートさんがカフェに⼊って、ほかのお客さんと会話したければ、チャットルームにも⼊っていただく。

 そこにミキティさんがいらっしゃって、”おぅ︕チョコさんいる〜︕︕”となったら、
 ミキティさんもチャットルームに⼊って、２⼈で会話（チャット）を楽しめます。。。。。。妄想 妄想 ZZZ

またゆっくり遊びに来ます
 （今夜は美術館泊かな〜（コタツ持込済） 宿直の部⻑さんに発⾒されるかも。。。( -｡-)ｽｩｰｰｰ･

  寝る5秒前(p.-)4(ρ.-)3(p.-)2(ρ.-)1…(ToT)/~~~おやすみぃ〜♪
  

 

チョコレートさん アネ研さん かずさん ミキティさんへ

4646 選択 megami  ◆hNMHghHcBo 2008-02-02 15:30:08 返信 報告

みなさん こんにちは︕︕

チョコレートさんへ
> それならフードコーディネーターっていうのなら⼤丈夫でしょうか︖ 

 > そのほうがメニューもいろいろ作れるのでぴったりかも︕ 
 おしゃれで良いですね〜︕︕私、⽴候補させていただきま〜す♪♪

 > ところで、プレイランドではチビ怪獣に⾷事を与えてくれるのかしら︖それならとってもゆっくりできるのですけ
ど・・。 
フードコーディネーターのmegamiが離乳⾷メニューからお⼦様ランチのコースまで考えさせていただきたいと思い
ますので、どうぞご安⼼下さい（笑）
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アネ研さんへ
昨⽇の夜は、レスに気が付きませんでした。すみませ〜ん︕︕

 解説ありがとうございました︕︕アネ研さんの記憶⼒すごいですね〜︕過去に⼤川栄作さんにそんなことがあったな
んて・・・さすが⻲井刑事 あっぱれ︕︕

 でも『さざんかの宿』がボツになって良かったですね︕︕
 そうしないと⼭茶花さんが家具に押しつぶされちゃってたかも︖︖︖

 >スポット参戦のウェイトレスmegamiさん、広⼤な客席を⾛りぬけるためにローラースケートを⽤意しました。 
 >お盆⽚⼿にさっそうと登場してくださいね。（笑） 

 なんで画像がローラースケートなのかな︖って思ったのですが、そういう意味だったのですね（爆笑）
 アネ研さん おもしろすぎですっ♪♪「⾵の通り抜けるようなmegamiへ」にして下さってありがとうございま〜す

（笑）

かずさんへ
 雪景⾊ステキでした︕︕あの⾼額なカメラで撮られた写真ですから、ありがたく拝⾒させていただきました〜♪♪

 Ｐ・Ｓ 笑いに⽕がつくと⽌まらないですよね〜︖（笑）

ミキティさんへ
 >チョコレートさんがカフェに⼊って、ほかのお客さんと会話したければ、チャットルームにも⼊っていただく。 

 >そこにミキティさんがいらっしゃって、”おぅ︕チョコさんいる〜︕︕”となったら、 
 >ミキティさんもチャットルームに⼊って、２⼈で会話（チャット）を楽しめます。。。。。。妄想 妄想 ZZZ 

 ミキティさん ゆっくりお休みになれましたか〜︖楽しい妄想の夢がみれたのか気になっております・・・（笑）
 早くカフェが実現して欲しいですね〜(●^ω^●)ﾉ

Re:megami さんへ

4649 選択 かず 2008-02-02 20:22:38 返信 報告

こんばんは
 あの雪景⾊は、ニューマミヤ６（シックス）という国産カメラで撮ったものす。

 場所は福島県裏磐梯です。昼なのに氷点下でした。
 ハッセルブラッドのカメラは明⽇試し撮りの予定です。
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Re:カフェ休憩所について所⻑さんに質問n（ー_ー︖）ﾝ︖

4654 選択 ミキティ 2008-02-02 21:05:58 返信 報告

みなさん こんばんは（＾－＾）

 本⽇占いの館がOPENだそうですよ(^o^)⼃
 さっそく⾏ってきました（＾－＾）

megamiさんへ☆
  昨夜はぐっすりでした。こんな妄想も広がったので 所⻑さんへお話してみようとおもいます。

stray所⻑さまへ☆

 こんばんは
  こんな⽅⾯からの妄想もしちゃいました。

  初めてお話する⽅など HNは 性別が（︖︖）なので
  それと男性でも 表記上みなさん 私と明記されるのでゲストBOOKに男性 ⼥性（こちらではなく なんか楽し

くしたいです 殿⽅ 姫 BOY ZARDにちなんだ分かるもの など書いてあったら よいかもと思いました。
  

  もう⼀点は 投稿最新 数件に NEW点滅表⽰があったらと思いました(*^_^*)

ミキティさんへ

4680 選択 stray 2008-02-03 17:37:05 返信 報告

こんばんは︕
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お尋ねの件は、カフェのゲストブックのことだと思いますが、
投稿欄に「性別」選択を追加しました（任意です）。

 表⽰が「SEX」になってしまいますが（笑）。

NEW点滅表⽰は残念ながらできませんでした。（レンタルBBSなので）
 上から新しい投稿が並びますし、返信がないので順番が変ったりしませんので、

 上＝新しい、と⾒て下さい。
  

>  本⽇占いの館がOPENだそうですよ(^o^)⼃ 
 > さっそく⾏ってきました（＾－＾） 

 > 
> megamiさんへ☆ 

 >  昨夜はぐっすりでした。こんな妄想も広がったので 所⻑さんへお話してみようとおもいます。 
 > 

> stray所⻑さまへ☆ 
 > 

>  こんばんは 
 >  こんな⽅⾯からの妄想もしちゃいました。 

 >  初めてお話する⽅など HNは 性別が（︖︖）なので 
 >  それと男性でも 表記上みなさん 私と明記されるのでゲストBOOKに男性 ⼥性（こちらではなく なんか楽

しくしたいです 殿⽅ 姫 BOY ZARDにちなんだ分かるもの など書いてあったら よいかもと思いました。 
 >   

 >  もう⼀点は 投稿最新 数件に NEW点滅表⽰があったらと思いました(*^_^*)

(無題)

4670 選択 ⼭茶花 2008-02-03 14:22:59 返信 報告
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悩んだ末、やっぱり質問を書き込みました。
わからないことがあったので、教えて欲しいんですが、

パズルみたいに、バラバラになっている画像を、あるサイトで⾒掛けたんですが、
因みに･･･DEENの画像です(笑)

 （気に⼊った画像だったので保存しました）この場合、どうやって繋げることが出来るんでしょうか。
 JTrimでこういう編集、出来ますかね︖︖

 Stray所⻑さんは、忙しいことと思うので。。。
 

⼭茶花さんへ

4679 選択 stray 2008-02-03 17:32:49 返信 報告

こんにちは︕

JTrimでは無理だと思います。

> パズルみたいに、バラバラになっている画像を、あるサイトで⾒掛けたんですが、 
 > （気に⼊った画像だったので保存しました）この場合、どうやって繋げることが出来るんでしょうか。

私には分かりませ〜ん（笑）。
 xs4pedさんが以前パズル様の画像をアップされていたような…。

« 55 54 53 52 51 50 49 48 47 »

パスワード︓  編集  削除
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. オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [4676]●●JAMSPOT画像ファイル●●(1) [4526]質問(6) [4564]カフェ休憩所案３⽇⽬(*^_^*)(37) [4638]パシフィコ横浜
組さんへ(1) [4644]【お知らせ】(0) [4588]●●MU-GEN●●(4) [4591]スカパー放送 VMC ZARD -VIDEO FILE-(1) [4636]ZA
RD What a beautiful memory 2008および動画公開 更新(0) [4606](無題)(2) [4605]追悼作品でしょうか(2)

新しい話題を投稿する

« 54 53 52 51 50 49 48 47 46 »

●●JAMSPOT画像ファイル●●

4676 選択 ALIL.1967 2008-02-03 16:16:43 返信 報告

すでに⼊⼿の⽅もいらっしゃるとおもいます。⼀⽅、お店が近くにないという⽅もこの研究所に訪問されているのでここにリ
ンクを掲⽰します。１４⽇間です。

  解像度はカラープリンタ＆スキャナ複合機の600dpiでやっています。実物はB5サイズ（ノートを閉じたサイズ）の紙が横に
３枚つらなっています。

 作成⽅法︓左ページ＜left＞の外＜out＞と内＜in＞を両⾯縁なしプリント，このときウインドーズなら⽤紙サイズをB5にし
て⽤紙に合わせて拡⼤縮⼩とすれば⽤紙いっぱいにプリントされるでしょう。ちなみにB5は横18.2cm，縦25.7cmのタテ⻑
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サイズです。
  同様に，真ん中のページ＜center＞の外＜out＞と中＜in＞

   右ページ＜right＞の外＜out＞と中＜in＞をプリントしてみてください。

左ページ＜left＞の外＜out＞と内＜in＞
 http://www.filebank.co.jp/wblink/9c43f9f5739e7d12d18dad4b2a42de90

真ん中のページ＜center＞の外＜out＞と中＜in＞
 http://www.filebank.co.jp/wblink/76d2ae02f24ecfd0c15c76be0f799dac

右ページ＜right＞の外＜out＞と中＜in＞
 http://www.filebank.co.jp/wblink/32bea946c06afef13c6c51a738b3586f

参考（特典チケットの両⾯）
 http://www.filebank.co.jp/wblink/1eccdd3ca87fd2219c689580de1f62d3

 

●●通信販売パンプレット画像ファイル●●

4677 選択 ALIL.1967 2008-02-03 16:40:45 返信 報告

今回のパシフィコで⼊場後チケット半券を渡した後にサイリウムと⼀緒にもらった通信販売（Mail Order）のパンフ
レット全ページです。

  とくに，5ページ⽬(2008MailOrder-5)と6ページ⽬(2008MailOrder-6)は３０種類のポスターが紹介されていま
すのでこれからの参加で，欲しいショットだけを購⼊される⽅は内容をチェックしておくといいとおもいます。

  当⽇は，込み合いますし，開場前の事前販売ではまだこのパンフレットをもらえていない段階ですので。
  番号がついています（会場が変わってもこの番号はさすがに同じと思います）が，買うときに（⿊い服で⽩い⼿袋

をした)販売員にこの5、6ページをプリントしたものに印を付けていって，１と２と３．．，のように注⽂してみると
いいとおもいますよ。

これも上のJamSpotと同じくB5サイズですね。組み合わせとしては2008MailOrder-1と2008MailOrder-2で表と
裏，2008MailOrder-3と2008MailOrder-4で表と裏のようになっいて，2008MailOrder-11と2008MailOrder-12
が最後です。

https://bbsee.info/straylove/id/4676.html?edt=on&rid=4677
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表紙(2008MailOrder-1)と裏表紙(2008MailOrder-12)
 肌⾊⼀⾊の本当に表紙，プリントしてもあまり．．．

 http://www.filebank.co.jp/wblink/0b655b007ed7acef374a669af309b629

以下中⾝です。とくに5ページと6ページがポスター紹介です

http://www.filebank.co.jp/wblink/4356e0ac352867516b0a89f16467b767

質問

4526 選択 ⼭茶花 2008-01-30 18:06:37 返信 報告

所⻑さん、部⻑さん、皆さん、こんばんは。

皆さんにお聞きしますが、リクエストベストに付いていたカレンダーですが、
 皆さんどうされていますか︖私は裏に両⾯テープで留めましたが･･･

 押しピンで飾るのも、傷付いて、なんか勿体ない気がしますし･･･

⼭茶花さんへ

4530 選択 stray 2008-01-30 19:56:12 返信 報告

⼭茶花さん、こんばんは。

私はカレンダー未使⽤のままです（笑）。
 実際問題、使いにくいですよね（笑）。

 Ｚ板では、⼤きめのフォトスタンドに⼊れている⼈が多かったようです。

#4401の画像の件、お返事ありがとうございました︕
 あの写真は、AL『永遠』のときのもので、イギリスのサッカー場で撮影された1枚です。

 

stray所⻑さんへ
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4604 選択 ⼭茶花 2008-02-01 12:20:48 返信 報告

こんにちは。

カレンダーは、こんな⾵にされている⽅もいるんですね。
 この画像は、こちらと関連されているファンサイトから引っ張ってきました(笑)

 

⼭茶花さんへ

4610 選択 stray 2008-02-01 13:33:18 返信 報告

こんにちは。

おそらく丁度いいサイズのフレームは無いと思います（笑）。
 ⽉が替わるたびにフレームから取り出さなきゃならないし、⾯倒ですよね。

 なんでしたら、この写真を使ったFLASHカレンダーも作りましょうか︖（笑）

> この画像は、こちらと関連されているファンサイトから引っ張ってきました(笑) 
 Ｚ板なら問題ないでしょう（笑）。

ところでメールで問い合せいただいた件ですが、そんな企画があったか、私はまったく記憶にありません。
 もし画像をお持ちでしたら送って下さい。

Golden Bestの壁紙

4614 選択 ⼭茶花 2008-02-01 14:07:06 返信 報告

これが、Golden Bestの、アンケートに答えたときにもらえる壁紙でした。
 サイズ違いが、2パターンあったはずです。

 どなたか所有されている⼈いないでしょうか。
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Re:Golden Bestの壁紙

4617 選択 xs4ped 2008-02-01 15:52:02 返信 報告

⼭茶花さん、こんにちは。

> サイズ違いが、2パターンあったはずです。 
 > どなたか所有されている⼈いないでしょうか。 

 此れかな︖
 

Re:Golden Bestの壁紙

4619 選択 ⼭茶花 2008-02-01 16:58:00 返信 報告

xs4pedさん、こんにちは。

⼆枚とも、下に、ZARD“Golden Best 15Anniversary”と⽂字が⼊っていたと思います。
 xs4pedさんが投稿して下さったもので良いのかしら。。

 

カフェ休憩所案３⽇⽬(*^_^*)

4564 選択 ミキティ 2008-01-31 17:22:11 返信 報告
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みなさん こんにちは

 本⽇限定午後のミキティです(^o^)⼃
  カフェ案３⽇⽬でますます妄想の嵐です♪

 みなさんのご意⾒案に 笑が⽌まらないままです♪( ^ｰ^)

 ご意⾒をアレンジしてこちらはいかがでしょう。

 カフェにこんなゲストBOOKが。。。

 みなさんのHNを美味しそうな⾷べ物に命名していただくか A
  歌詞のフレーズにHNを上⼿に取り⼊れます B

 A

>卵の⻩⾝を紅茶に混ぜて、午後のミキティ 
> フルーツ盛りだくさんの、チョコレートパフェ 
> つまようじがかわいい、アイスクリーム pine、いえpinoでした、おそまつ︕ 

 > pineさんは「果汁100% pineジュース」 
 B

「⾚い⽷のOOO」Playより
 「パステルカラーのOOO」負けないでより

 「⻘く澄んだOOO」揺れる想いより

 そしてメニュー表を開いたら ゲストのみなさんのご紹介が載っている
 なんていかがでしょう

  例えは この後に載せますね♪

Re:カフェ休憩所案３⽇⽬(*^_^*)

4565 選択 ミキティ 2008-01-31 17:28:00 返信 報告

HN 午後のミキティ 
   卵の⻩⾝を紅茶に混ぜて、午後のミキティ

https://bbsee.info/straylove/id/4564.html?edt=on&rid=4565
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 みなさん こんにちは(*^_^*)
 午後のミキティです。

   趣味は美術館に遊びにくることと、コタツで寝ることです。
  HNの由来は☆☆☆☆。。。。。。

 いつも⼣⽅から夜に遊びに来ていますよ
  どうぞ宜しくお願いします。。。

   イメージはこんな感じです(^o^)⼃

 前回の投稿にお返事載せていまーす♪

Re:カフェ休憩所案３⽇⽬(*^_^*)

4574 選択 皐 2008-01-31 19:17:41 返信 報告

> メニュー表を開いたら ゲストのみなさんのご紹介が載っている

ちょっとした⾃⼰紹介があるのは、妙案だと思います︕(o^∇^o)
 すごく親しみが湧くと思いますよ☆ﾐ

“○○時頃に遊びに来ています”というのも、イイ案ですね♪

Re:カフェ休憩所案３⽇⽬(*^_^*)

4576 選択 チョコレート 2008-01-31 21:19:34 返信 報告

ミキティさん、皐さん、こんばんは。チョコレートです。

前のスレッドが盛り上がりすぎ︖︖で⻑くなったので、私もこちらに引越しさせていただきま〜す。
 ミキティさんの案、⾃⼰紹介があるのは妙案ですね〜︕

 来ている時間・・私の場合は研究所にイソウロウしているので、
 暇さえあれば出てきますぅ・・(汗)。

 チビ怪獣が幼稚園にいる時間とか、眠ったあとが多いかも。
 メニューももっと増えるかな︖楽しみですね︕
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皐さん、泉⽔さんの誕⽣⽇にあわせたコラボ、楽しみにしています︕︕
どんなふうになるんだろうな〜。（こっちも妄想しそう︖）

 プリントアウトして壁に飾れるように、ぜひ⼤きいサイズでお願いしますね。

Re:カフェ休憩所案３⽇⽬(*^_^*)

4577 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-01-31 21:29:43 返信 報告

皆さん こんばんは︕︕
 アネ研さん『トレヴィの泉⽔』の画像 編集して少し⼤きいものにしましたヨ︕︕チェックお願いしま〜す（笑）

私もネットに繋がらない間、みなさんの楽しいご意⾒が頭を駆け巡って笑いが⽌まらない⼀⽇を過ごさせていただい
ております。

調⼦にのって ＣＡＦＥ『トレヴィの泉⽔』の提案に続き チャットルームの命名まで考えてしまいました。
 こちらは和⾵に『さざんか（⼭茶花さん）の宿』として メニューも和⾵にしたらいかがかと思いました(≧∀≦)ゞ

 例えば、
 ＰＡＮさんから     鉄板（PAN）焼き定⾷

 ｙａｎさんから     ペヤン（yan）グソース焼きそば
 シヴァさんから     柴（シヴァ）漬

 おきなさんから     沖縄（おきな）そば
 akiちゃん&sakiさんから ⼿⽻先（⼿⽻saki） 

 こちらにもお優しい⽅が きっと１票⼊れてくださるのでは︖と期待しております。（笑）

午後のミキティさんへ（笑）
 お久しぶりで〜す︕レスありがとうございました♪♪

 >みなさんのご意⾒案に 笑が⽌まらないままです♪( ^ｰ^) 
 同じくです（笑）

 ミキティさんのゲストブック案に１票⼊れさせていただきま〜す(*＾Ｕ＾*) 

皐さん xs4pedさんへ
 トレヴィの泉⽔に１票をどうもありがとうございました〜ヽ(*ゝω･*)ﾉ 
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早く泉⽔さんのお誕⽣⽇が来ないか 待ち遠しいです。今から順番待ちして⼀番狙います(*＾Ｕ‘*）⌒☆★
当⽇ネットが繋がらなかった時には きっと泣くでしょう｡゜ﾟ(>ヘ＜）ﾟ ゜｡

チョコレートさんへ
 皐さんの４５のレス超えましたね〜︕︕︕新記録ですごいと感動しております。おめでとうございました。

 楽しいカフェが待ち遠しいですね〜︕
 

チョコレートさん・megamiさんへ☆

4579 選択 皐 2008-01-31 21:45:09 返信 報告

チョコレートさん、こんばんは︕♪♪
 今⽇はすれ違わずに済んだようです☆ﾐ ちょっぴりお久しぶりですね〜＾＾

 最近すごく寒いですが、チビ怪獣ちゃんは元気にしていますか︖
 チョコレートさんも⾵邪には気を付けてくださいね︕

 P.S.xs4pedさんとの合作、楽しみにしてもらえると嬉しいです(o^∇^o)今回は⼤きいサイズ予定ですよ♪♪
 飾って頂けるような出来であるように、xs4pedさんと頑張ります︕(o≧∇≦o)

megamiさんへ
 みなさんのHNから、よく思いつきましたね︕(笑)ナイスです(o≧∀≦o)もちろん⼀票⼊れますよ〜♪♪(笑)

 今度はぜひ私の名前でもお願いします(笑)“皐”はちょっと思いつけそうもないかな…︖(笑)
 ではでは︕xs4pedさんとの合作、楽しみにしていて下さいね☆ﾐ

megamiさん、皐さんへ

4583 選択 チョコレート 2008-01-31 22:40:18 返信 報告

magamiさん、すごいですね〜︕
 どうしてこんなにたくさん思いついちゃったんですか!?

 どれも良いですね。megamiさんのわくわくしている様⼦まで伝わってきました。
 「カフェ」から⽴派なレストラン︖居酒屋︖に進化している感じがしますね。

 「トレヴィの泉」の写真も拝⾒してきました。サイズアップで美しさもアップしてました。
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綺麗な写真をありがとうございました。
また素敵なメニューできたら教えてくださいね。

皐さん、まだいるかなぁ︖寒いですね。
 おかげさまでチビ怪獣は元気です。

 皐さんのHNでメニューって難しいですねぇ。
 なかなか思いつきません。やはりmegamiさんにお願いしたほうが良いかな︖

 コラボ楽しみにしてま〜す︕

皐さんへ

4584 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-01-31 22:47:39 返信 報告

> みなさんのHNから、よく思いつきましたね︕(笑)ナイスです(o≧∀≦o)もちろん⼀票⼊れますよ〜♪♪(笑) 
 さすが皐さんお優し〜♡清き１票をありがとうございます（涙）

 > 今度はぜひ私の名前でもお願いします(笑) 
 はい︕︕皐さんのお名前で素敵なものが“夢”の中で思い浮かぶように頑張って考えま〜す（笑）

 > ではでは︕xs4pedさんとの合作、楽しみにしていて下さいね☆ﾐ 
 チョコレートさんへのレスを“⽿をダンボ”にして情報収集してしまいました︕︕⼤きいサイズとのことですね♪さらに

期待が膨らみました (*＾Ｕ＾*)  
 ☆とってもとっても期待しております☆

チョコレートさんへ

4585 選択 megami  ◆hNMHghHcBo 2008-01-31 23:01:45 返信 報告

まだいらっしゃいますか〜︖ちょうどすれ違ってしまったようです。
 > 「カフェ」から⽴派なレストラン︖居酒屋︖に進化している感じがしますね。 

 あのアネ研さんの投稿を拝⾒して以来そんなことばかり考えています。笑いが⽌まらなくて・・・
 チョコレートさんすごいですね︕Ｚ研⾄上レス最⾼記録ではないでしょうか︖︕しばらく抜かされなさそうですね︖

 所⻑賞をいただけるように推薦させていただきま〜す♪（stray所⻑さん ご覧になられてますか〜︖）
 > 「トレヴィの泉」の写真も拝⾒してきました。サイズアップで美しさもアップしてました。 
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⾒てくださってありがとうございま〜す︕今⽇はネットに順調に繋がって嬉しいです︕︕
> また素敵なメニューできたら教えてくださいね。 

 まだまだ笑いながら考えたいと思いま〜す o(>▽<)o 
 > 皐さんのHNでメニューって難しいですねぇ。 

 > なかなか思いつきません。やはりmegamiさんにお願いしたほうが良いかな︖ 
 頑張りま〜す (*＾Ｕ＾*) 

ビックリ︕

4586 選択 シヴァ 2008-01-31 23:34:54 返信 報告

ｍｅｇａｍｉさん、こんばんは︕

> シヴァさんから     柴（シヴァ）漬

少し前から「みなさん盛り上がっているな〜」って⾒ていましたが、今⽇は私の名前が出てビックリ︕
 でもぜんぜんイヤじゃないですけどね。どっちかって⾔うと嬉しいかも（＾＾）

「トレヴィの泉⽔」っていいですね︕
 もし私に投票権があるとするなら、⼀票⼊れておきます。

ｍｅｇａｍｉさんに呼ばれた（︖）からには何かボケないとって思って（←なんでだ︖）、今バスタイム中に考えて
いましたが（なにやってんだか）、今⽇はダメだ・・ 何も思いつかない・・

 こんなんでは・・いつかＭ-１グランプリで優勝するという私の夢は・・夢のままで終わりそう・・・

カフェドリンク

4587 選択 PAN 2008-01-31 23:39:22 返信 報告

皆さまこんにちは︕
 久々に顔を出せさていただきました。

 オリジナルカフェドリンクを考案しました。
 その名も「エルミラージ・コーラ」です︕

 「永遠」PVの撮影地として知られる⽶カルフォルニア州の「エルミラージ荒野」を
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もじって考えたドリンクです︕（カクテルに近いかも･･）
エルミラージ・コークの⽅がいいですかね、megamiさん︖（笑）

 

シヴァさん ＰＡＮさんへ

4589 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-02-01 00:00:09 返信 報告

シヴァさん お久しぶりで〜す（笑）
 >ｍｅｇａｍｉさんに呼ばれた（︖）からには何かボケないとって思って（←なんでだ︖） 

 待ってました〜︕︕きっと登場して下さると思ってましたヨ♪♪
 > 「トレヴィの泉⽔」っていいですね︕ 

> もし私に投票権があるとするなら、⼀票⼊れておきます。 
 清き１票をありがとうございま〜す♪ 

 > こんなんでは・・いつかＭ-１グランプリで優勝するという私の夢は・・夢のままで終わりそう・・・ 
 ⼤丈夫です♪きっと夢は叶うでしょう〜☆

 いらっしゃる度にいい味出してますよ〜（笑）
 おもしろいことは“ふとした瞬間に〜♪”ヒラメくと思いますので また明⽇にでも・・・お待ちしておりま〜す♪♪

ＰＡＮさんへ
 お久しぶりです︕登場いただいてありがとうございま〜す♪

 >「エルミラージ・コーラ」＆「エルミラージ・コーク」 
 ⻄本刑事さん、ずいぶんおしゃれなネーミングですね☆すごく良いです︕︕

 これはCAFE『トレヴィの泉⽔』のメニューに決定でしょうね︕︖（個⼈的には「エルミラージ・コーク」の⽅が好き
です♪）

☆お⼆⼈とも すぐに反応して下さって とっても嬉しいで〜す☆ありがとうございました︕︕︕

megamiさんへ
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4590 選択 PAN 2008-02-01 00:11:04 返信 報告

こちらこそ、お久しぶりです〜︕
 megamiさんからもこんなに早く返信が来るとは思いませんでした（笑）

 >⻄本刑事さん、ずいぶんおしゃれなネーミングですね☆すごく良いです︕︕ 
 ありがとうございます、限定発売で「ペプシ版」も⽤意しますか︕︖

 >これはCAFE『トレヴィの泉⽔』のメニューに決定でしょうね︕︖ 
 >（個⼈的には「エルミラージ・コーク」の⽅が好きです♪） 

 お客さんが注⽂してくれるといいんですが（笑）
 それではコークにしましょうか。永遠の⻘空をイメージしたドリンクです♪

 

ご挨拶が遅くなりました。

4592 選択 PAN 2008-02-01 00:18:08 返信 報告

ミキティさん、チョコレートさん、シヴァさんはじめまして︕
 最近は忙しくてなかなか顔を出せないのですが、どうぞこれからも宜しくお願いします︕

 

こちらこそよろしくお願いします

4594 選択 シヴァ 2008-02-01 00:40:13 返信 報告

ＰＡＮさん、初めまして。

新⼊りの私に声をかけていただいてありがとうございます︕
 私はＰＣ⾳痴なのであまり役に⽴たないかと思いますが、よろしくお願いします。

もうそろそろ寝ます。
 お互い泉⽔さんが夢に出てきてくれるといいですね︕

 

「⼭茶花の宿」笑える︕︕

4599 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-02-01 01:43:45 返信 報告
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こんばんは、
megamiさん

 ⼭茶花の宿に⼭茶花さんが登場する時はやっぱ家具を担いでこないとね〜（何⼈わかることやら（笑））

xs4pedさん、皐ちゃん
 泉⽔DAYの異⾊のコラボ期待してますね。

  
 あと、megamiさんの♯4451の⼩さな画像は通信が悪いからという苦渋の策だったんですね。所員ともあろうに⼤変

失礼しました。でも、笑いが取れたようで安⼼しました。画像を⼤きくしたというので「デカッ︕︕」のコメントを
⽤意して来ましたが、華麗にお上品にまとめましたね。また今度つかわせてもらいます。

 

ＰＡＮさん アネ研さんへ

4600 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-02-01 06:59:17 返信 報告

PANさんへ
 > megamiさんからもこんなに早く返信が来るとは思いませんでした（笑） 

 リアルタイムでお話できたの初めてですね〜︕お仕事お忙しそうなのに どうもありがとうございます♪
 >限定発売で「ペプシ版」も⽤意しますか︕︖ 

 “限定”の⾔葉も使えますね︕︖お好みに合わせてペプシも必要でしょうね。（笑）
 > お客さんが注⽂してくれるといいんですが（笑） 

 > それではコークにしましょうか。永遠の⻘空をイメージしたドリンクです♪ 
 さわやかでとっても良いですね☆たくさんのご注⽂が⼊るのではないかと思います︕︕

アネ研さんへ
 >⼭茶花の宿に⼭茶花さんが登場する時はやっぱ家具を担いでこないとね〜（何⼈わかることやら（笑）） 

 すみませ〜ん。「♪さざんかの宿」の歌詞を忘れてしまったので、解説お願いしま〜す（笑）
 >画像を⼤きくしたというので「デカッ︕︕」のコメントを⽤意して来ましたが、華麗にお上品にまとめましたね。 

 「⼩さっ」のコメントには本当に⼤笑いさせていただきました。突っ込みは必要ですね〜︕︕（笑）
 「デカッ」のコメント欲しかったです。でも、あれ以上⼤きな画像がなかったので残念でした・・・ （悔）

シヴァさん、megamiさんへ
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4601 選択 PAN 2008-02-01 07:37:40 返信 報告

シヴァさんへ
 ご丁寧に返信いただきありがとうございます︕

 （昨晩はひと⾜先に休まさせていただきました）
 ⾃分はPCはそこそこ⻑く使っているもののそれほど得意ではありません（笑）

 これらからもどうぞ宜しくお願いしますね︕
 P.S

 泉⽔さんの夢は⾒れましたか︖

megamiさんへ
 >リアルタイムでお話できたの初めてですね〜︕ 

 >お仕事お忙しそうなのに どうもありがとうございます♪ 
 リアルタイムは初めてですね︕

 ちょうど忙しいのがピークなので、もう少しすると時間にゆとりができると思います。
 コークの件、ありがとうございます︕（笑）

 

ＰＡＮさんへ

4602 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-02-01 08:08:42 返信 報告

> リアルタイムは初めてですね︕ 
 > ちょうど忙しいのがピークなので、もう少しすると時間にゆとりができると思います。 

 今もリアルタイムで〜す♪お仕事頑張って下さいネ☆
 > コークの件、ありがとうございます︕（笑） 

 こちらこそです。
 それでは 私は今から眠らせていただきます︕お休みなさ〜い☆

 ＰＡＮさんとシヴァさんの会話に⼊って、泉⽔さんの夢が⾒れますように・・・（祈）

（⼭茶花の宿）笑える︕︕

4603 選択 ⼭茶花 2008-02-01 10:47:14 返信 報告
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>>アネ研さんへ 
おはようございます。私のHNがどうかされましたか︖

前のレスがいっぱいだったので、私もこちらに参加させて貰います。
 こちらも盛り上がってますね。どうやら例のカフェ休憩所の話題ですね。

 投稿を読ませて貰うと、休憩所の名前を相談してるんでしょうか︖
 

宿帳かっ︕（笑）

4613 選択 stray 2008-02-01 13:58:47 返信 報告

皆さんこんにちは。

ゲストの皆様の妄想についていけましぇ〜ん（笑）。
 ついに４⽇⽬……部⻑、早いとこ基本構想を発表しないと、

 このままどんどん話が⼤きくなっちゃうよ〜︕（笑）

ｍｅｇａｍｉさん
 カフェの名称は「トレヴィの泉」に決定です︕

 が、「⼭茶花の宿」は宿帳みたいなので却下です︕（笑）
 そもそもチャットルームは飲⾷禁⽌なのでメニューは不要です（笑）。

ミキティさん
 ナイスアイデア︕ですね。採⽤です（笑）。

 が、細かいことがごじゃごじゃ書かれていたんではメニューにならないので（笑）、
 たとえば「午後のミキティ」にリンクを貼って、命名の由来を⾒れるようにします。
 ゲストブックに⾃⼰紹介を書いていただければ、それも加えるということでご了解下さい。

PANさん、お久しぶり︕（笑）
 「エルミラージ・コーラ」は⽂句なしに採⽤です︕

 でも”ぬるいコーラ”をオーダーする⼈いないと思うな（笑）。

チョコレートさん、pineさん
 チビ怪獣ちゃん＆破壊星⼈ちゃんとも、ますますご健勝で何よりです（笑）。
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美術館のエントランスすぐ脇に「キッズルーム」を設置します。
外から頑丈にカギをかけて、Ｚ研の保育⼠ゼットン君がお相⼿しますので（笑）、

 体⼒のつづく限り戦ってもらい、その後ぐっすりお休みいただければ幸いです（笑）。

シヴァさん
 「柴漬け」も採⽤させていただきます（笑）。

 

この妄想はカフェオープンまで続く︖

4615 選択 xs4ped 2008-02-01 14:37:21 返信 報告

strayさん、皆さん、こんにちは。

> ゲストの皆様の妄想についていけましぇ〜ん（笑）。 
 > ついに４⽇⽬……部⻑、早いとこ基本構想を発表しないと、 

 > このままどんどん話が⼤きくなっちゃうよ〜︕（笑） 
 この妄想はカフェオープンまで続く︖でしょう(笑)

> 「エルミラージ・コーラ」は⽂句なしに採⽤です︕ 
 「あの微笑のコーラ」は却下でしょうか︖

 せっかく3票位⼊っていたのに・・・(涙)

あと、メニューにアイコン画像を⼊れてくれれば嬉しいですね。(^_^)

折⾓なので、「ZARD研究所 附属美術館」から、「ZARD研究所 トレヴィの泉⽔美術館」に改名もしたらどうでしょ
うか︖(笑)

PS.
 皐ちゃん、随分、皆さんに期待されてしまいましたね。

 良い作品に仕上るよう頑張りましょう。
 あとは皐ちゃんの腕次第です。(笑)

 宜しくね︕

Re:この妄想はカフェオープンまで続く︖
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4620 選択 megami  ◆hNMHghHcBo 2008-02-01 17:01:06 返信 報告

stray所⻑さんへ
 CAFE『トレヴィの泉⽔』採⽤ありがとうございま〜す︕︕

 「宿帳みたい・・・」には⼤笑いさせていただきました︕︕

昨⽇「鉄板焼き定⾷」「柴漬け」と注⽂したら、ＰＡＮさんとシヴァさんがレスして下さったように ＨＮが⼊って
いらっしゃる⽅がレスして下さると 楽しくなると思いました〜♪♪

 注⽂しすぎの⽅には“マスター（stray所⻑さん）ストップ”で『美術館をもう⼀周して来てからご注⽂下さい』という
こともあったりして・・・（笑）

ＣＡＦＥのメニューに追加していただけるか提案です。
 皐さんから    おさつキッシュ（さつまいもキッシュ）

 ＫＯＨさんから  コーヒー（ＫＯーＨＩー）
 strawberyさんから ストロベリータルト 

皐さんへ 
 美術館の主役ですから、おしゃれなメニューに致しました︕︕気に⼊っていただけると嬉しいで〜す♡

xs4pedさんへ
 こんにちは︕︕
 > 「あの微笑のコーラ」は却下でしょうか︖ 

 「ペプシ版」の名称になったら素敵ですね〜☆
 > 折⾓なので、「ZARD研究所 附属美術館」から、「ZARD研究所 トレヴィの泉⽔美術館」に改名もしたらどうでし

ょうか︖(笑) 
 素晴らしく素敵ですね〜︕︕１票⼊れさせていただきま〜す♪♪

チョコレートさん・megamiさんへ♪

4623 選択 皐 2008-02-01 18:03:31 返信 報告

皆さま、こんばんは︕
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チョコレートさんのチビ怪獣ちゃんは、寒さに負けず元気のようですね☆ﾐ
1週間ぐらい寒さが厳しいと聞いたので、お互い温かくして過ごしましょう♪♪

私のHNではなかなか(メニューが)思いつきませんよね(笑)
 megamiさんさすが︕という感じです︕

オシャレなHNメニューを考えてもらえてルンルン気分の皐でした(o≧∇≦o)♪♪(笑)

皐さんへ

4625 選択 megami  ◆hNMHghHcBo 2008-02-01 18:51:13 返信 報告

こんばんは︕
 > オシャレなHNメニューを考えてもらえてルンルン気分の皐でした(o≧∇≦o)♪♪(笑) 

 良かったです☆気に⼊っていただけてとっても嬉しいです︕︕夢で“ヒラメキ”ました〜♡（笑）

Re:この妄想はカフェオープンまで続く︖

4627 選択 pine 2008-02-01 19:53:19 返信 報告

皆さん こんばんは

メニューの提案なのですが、「promised you」を愛する⼈たちが集われているのですから、「⽩く煙った○○」とい
うのはどうですか︖

 「⽩く煙ったおでん」と思いついたのですが、cafeですからね。⼭茶花の宿なら良かったかもしれませんが。

所⻑さんへ 
キッズルーム設置して下さるそうでありがとうございます。本当にいいんですか〜︖「しまった…」と後悔しないで
くださいね。

 美術館来訪の際は利⽤させていただいて、皆さんにご迷惑をお掛けしないようにしますね。

チョコレートさんへ
 ゼットンくんに怪獣達を預けて、ゆっくり美術館を楽しみましょう。セットン君、チビ怪獣ちゃん、破壊星⼈の３⼈

でどんなバトルが繰り広げられるか今から楽しみです。遠くで部⻑さんの悲鳴が…。
 新しい怪獣ちゃん達も増えるといいですね。
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megamiさんへ
megamiさんのキッズルーム提案のおかげで所⻑さんのゴーサインがでました。(^_^)

 それにしてもアイデアが次々と湧き上がってきてすごいですね。⾯⽩すぎです。(笑)
 

ｐｉｎｅさんへ

4628 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-02-01 21:12:33 返信 報告

こんばんは︕︕
 >メニューの提案なのですが、「promised you」を愛する⼈たちが集われているのですから、「⽩く煙った○○」と

いうのはどうですか︖ 
 そのアイディアいただきです（笑）「⽩く煙ったカプチーノ」なんていかがでしょうか︖おしゃれな感じがしません

か︖

>それにしてもアイデアが次々と湧き上がってきてすごいですね。⾯⽩すぎです。(笑) 
 ☆最⾼の褒め⾔葉を、ありがとうございました〜☆

Ｐ・Ｓ ゼットン君と破壊怪獣ちゃんの対決を早く拝⾒したいで〜す（笑）

遅くなりました︕

4630 選択 シヴァ 2008-02-01 22:55:15 返信 報告

ＰＡＮさん、こんばんは︕⼤変遅くなりました︕

> P.S 
> 泉⽔さんの夢は⾒れましたか︖

残念ながら夢でお会いすることはできませんでした。
 たくさんのファンが私と同じようなことを考えているでしょうから、泉⽔さんもお忙しいんでしょうね。

 昨⽇、泉⽔さんに会った⼈がいるなら本当に羨ましいです︕

Re:カフェ休憩所案３⽇⽬(*^_^*)
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4633 選択 ミキティ 2008-02-02 00:18:49 返信 報告

みなさん こんばんは(*^_^*)

 今⽇は夜間侵⼊です@(｡･o･)@

皐さん（＾－＾）

 作品楽しみにしていまーす。
  あたたかくして製作頑張ってくださいね☆

チョコレートさん こんばんは（＾－＾）
  

  私もイソウロウしちゃうかもです(^_-)-☆
  チビ怪獣ちゃんいつも元気いっぱいですね☆

  今度美術館で会えるかな〜

megamiさん （＾－＾）

 チャットルームの命名案 そしてメニューに⾯⽩すぎて笑が⽌まりませ〜ん
 (^o^)⼃ ひらめきmegamiさまですね☆ 座布団１０枚です︕

シヴァさん こんばんは（＾－＾）

 はじめまして(*^_^*)
  megamiさんの ひらめきには（＾－＾）ですね

  バスタイム⻑くなっちゃいましたか。 楽しいリラックスtimeですね♪
  たくさんお話ししてくださいね

  仲良く宜しくお願いします

PANさん こんばんは（＾－＾）
  

  はじめまして♪
  >「エルミラージ・コーラ」＆「エルミラージ・コーク」

   魅⼒満載なネーミングですね☆
 

https://bbsee.info/straylove/id/4564.html?edt=on&rid=4633
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   試飲は是⾮私してみたいです(^_-)-☆
 こちらこそどうぞ宜しくお願いします。

アネ研さん（＾－＾）
  

  こんばんは☆
  午後のミキティが気に⼊ってしまってどうしょうもありません▽･ｪ･▽

  改名は間近かもですよ(^_-)-☆
  すてきなアイディアありがとうございます

⼭茶花さん（＾－＾）
  

  こんばんは
  ⼭茶花の宿 またまた（＾－＾）（＾－＾）です〜

  毎⽇盛り上がって お部屋のお名前になっちゃうかもでしたよ☆（＾－＾）

xs4pedさん（＾－＾）

 オーダーしたくてしょうがなくなっちゃうメニュー表ですね。
  カフェオープンが楽しみです♪

  
 ｐineさん（＾－＾）

  こんばんは♪
 >「promised you」を愛する⼈たちが集われているのですから 

 原点ですね（＾－＾）
  私もまたさらに妄想しちゃいます♪

所⻑さま（＾－＾）

 採⽤ありがとうございます。
  またまた楽しみが増えます(*^_^*)

  美術館の横の仮イナバ物置に住んじゃおうかな〜
  毎⽇ 発⾒︕してくださいね♪

 



やった︕

4635 選択 シヴァ 2008-02-02 00:32:53 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑さま、こんばんは︕
  

> シヴァさん 
 > 「柴漬け」も採⽤させていただきます（笑）。

え〜っと、いつのまにか提案されて、いつのまにか採⽤されて・・
 でもこれって喜ぶべきことなんですよね︖

やった︕応募した覚えは全くないけど採⽤された︕
 ありがとうございます︕

 

ミキティさん、初めまして

4639 選択 シヴァ 2008-02-02 00:43:56 返信 報告

ミキティさん、初めまして。シヴァと申します。

>  たくさんお話ししてくださいね 
 >  仲良く宜しくお願いします

こちらこそよろしくお願いします。
 くだらないことばかり⾔うかもしれませんけど（＾＾）

バスタイムは⼤好きですね︕
会社の先輩で冬場はあんまり⾵呂に⼊らないという⼈がいるんですけど、信じられない︕

 近寄るなっ︕って感じですね︕
 

megamiさんへ

4640 選択 xs4ped 2008-02-02 02:09:56 返信 報告
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megamiさん、皆さん、こんばんは。

イランは現在21:10頃でしょうか︖
 >カフェの名称は「トレヴィの泉」に決定です︕ 

 良かったですね。(^_^)
 美術館の名前は改名しないのかな。︖

>「⽩く煙ったカプチーノ」なんていかがでしょうか 
 「⽩く煙ったカプチーノ」に⼀票⼊れます。

「⽢くとろけるwith you♡カクテル」が飲みたいな〜
 誰か投票して〜

 

xs4pedさん ミキティさん シヴァさんへ

4641 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-02-02 03:14:54 返信 報告

xs4pedさんへ こんばんは︕
> イランは現在21:10頃でしょうか︖ 

 そうです︕すごいですね♪まだいらっしゃいますか〜︖もしかして作品の創作ですか︖︖︖遅くまでお疲れさまで
す・・・

 > 「⽩く煙ったカプチーノ」に⼀票⼊れます。 
 わ〜ありがとうございます☆清き１票ありがたいですヽ(*ゝω･*)ﾉ 

 > 「⽢くとろけるwith you♡カクテル」が飲みたいな〜 誰か投票して〜 
 もちろん私が１票⼊れさせていただきま〜す(*＾Ｕ‘*）⌒☆★

ミキティさんへ
 >チャットルームの命名案 そしてメニューに⾯⽩すぎて笑が⽌まりませ〜ん(^o^)⼃  

 >ひらめきmegamiさまですね☆ 座布団１０枚です︕ 
 ミキティさんの『座布団１０枚』の掛け声は最強です（笑）

 本当にありがとうございま〜すヽ(●>∀<●)/
また笑っていただけるものを考えたいと思いま〜す♪♪

https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/080c993fb3b58e26c1d2265bf9da0af3.jpg
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シヴァさんへ
>バスタイムは⼤好きですね︕会社の先輩で冬場はあんまり⾵呂に⼊らないという⼈がいるんですけど、信じられな
い︕ 

 >近寄るなっ︕って感じですね︕ 
 ⼤笑いさせていただきました︕︕
 私もシヴァさんと⼀緒でバスタイムが⼤好きです。

 イラン特産の「バラの花びら」＆「バラ⽔」を贅沢に使って、毎⽇“ヒラメキ”を⽣み出せるように努めておりま〜す
♡

megamiさんへ

4642 選択 xs4ped 2008-02-02 04:18:41 返信 報告

megamiさん、こんばんは。

> そうです︕すごいですね♪ 
 ドバイと殆んど時差は無いと思ったので。

 http://www.jal.co.jp/worldclock/?NRT

まだいらっしゃいますか〜︖
 もしかして作品の創作ですか︖︖︖遅くまでお疲れさまです・・・

 不眠症で眠れないだけです。(笑)
 ⼀応、眠剤は飲んだのですがなかなか眠れない(涙)

> もちろん私が１票⼊れさせていただきま〜す(*＾Ｕ‘*） 
 有難うございます。此れでwith you♡カクテルが飲めるかな︖(笑)

それでは、お休みなさい。♡

ｘｓ４ｐｅｄさんへ

4645 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-02-02 13:04:49 返信 報告
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こんにちは︕私の⽅が早く眠ってしまったようですが・・・眠れましたでしょうか︖︖︖
> ドバイと殆んど時差は無いと思ったので。 

 すご〜い︕その通りです。東京〜⼤阪の⾶⾏機と同じくらいで⾏けま〜す♪
 > 不眠症で眠れないだけです。(笑) 

 > ⼀応、眠剤は飲んだのですがなかなか眠れない(涙) 
 え〜そうでしたか︕レベルは違うと思うのですが、私も考え事をしていて全然眠れない時があります。

 でも泉⽔さんもきっとたくさんの眠れない夜を過ごされたのでは︖と考えて「⼀⼈だけじゃないわ」と思い込むこと
にしていま〜す(≧∀≦)ゞ 

 > 有難うございます。此れでwith you♡カクテルが飲めるかな︖(笑) 
 きっと他の⽅も投票して下さると思いますので、間違いないでしょう〜(*＾Ｕ‘*）⌒☆★早く実現して欲しいですね

（笑）

Re:ｍｅｇａｍｉさんへ

4655 選択 シヴァ 2008-02-02 21:28:12 返信 報告

ｍｅｇａｍｉさん、こんばんは︕

> >バスタイムは⼤好きですね︕会社の先輩で冬場はあんまり⾵呂に⼊らないという⼈がいるんですけど、信じられ
ない︕ 

 > >近寄るなっ︕って感じですね︕ 
 > ⼤笑いさせていただきました︕︕

あれっ︕︖ウケた︕︖
 これはボケたんじゃなくって本当に思っていることなんですけど・・ まあウケたんならラッキー︕（＾＾）

> 私もシヴァさんと⼀緒でバスタイムが⼤好きです。 
 > イラン特産の「バラの花びら」＆「バラ⽔」を贅沢に使って、毎⽇“ヒラメキ”を⽣み出せるように努めておりま〜

す♡

いいな〜、今ネットで調べたんですけど、けっこういい値段する・・ イランでは安く⼿に⼊るんですか︖それとも
ｍｅｇａｍｉさんはアラブの⽯油王だったりして︕

 なんか興味がわいてきたからローズの⼊浴剤を試してみようかな〜

https://bbsee.info/straylove/id/4564.html?edt=on&rid=4655
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占い、さっそくしてみました︕あんまり当たっていません︕
「息もできない」と「⼼を開いて」が出てこなかったから︕

 それに「優柔不断」みたいなことが書いてあったけど、ぜんぜん違います︕服なんて衝動買いしてあんまり着ていな
い服がいっぱいあります︕

 あれっ︖これってぜんぜん⾃慢にならないんじゃ・・︖
 

シヴァさんへ

4665 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-02-03 01:14:50 返信 報告

こんばんは︕
 > いいな〜、今ネットで調べたんですけど、けっこういい値段する・・ イランでは安く⼿に⼊るんですか︖ 

 >それともｍｅｇａｍｉさんはアラブの⽯油王だったりして︕ 
 ⽯油王︖そ〜んなはずはありません（爆笑）バラの製品はイランでとっても安く⼿に⼊ります︕︕

 飲⽤バラ⽔もありまして、毎⽇飲んでおります。汗までバラの⾹りがして気に⼊っております♪
 その代わりに ⽇本で良いものが安く⼿に⼊る電化製品などが メチャクチャ⾼いです。

  
> 占い、さっそくしてみました︕あんまり当たっていません︕ 

 >「息もできない」と「⼼を開いて」が出てこなかったから︕ 
 そうでしたか〜︕残念です。でもいろいろなご意⾒をいただくと これからの研究に⽣かせるので本当にありがたい

です。
 私が初めて占ったときは ピッタリ〜と思って感動してしまったのですが・・・

 修⾏中なので これからも進化していけるように頑張ります。どうかまた結果についてのご意⾒をよろしくお願いし
ま〜す︕︕

 Ｐ・Ｓ シヴァさんを⾒習って ⼀つでも笑いが取れるようになりたいです︕︕（笑）

Re:カフェ休憩所案３⽇⽬(*^_^*)

4668 選択 ⼭茶花 2008-02-03 11:47:39 返信 報告

所⻑さん、部⻑さん、皆さん、こんにちは。
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>>ミキティさんへ

>⼭茶花の宿 またまた（＾－＾）（＾－＾）です〜 
 >毎⽇盛り上がって お部屋のお名前になっちゃうかもでしたよ☆（＾－＾） 

 > 
 それ、うれしいですね。

 ⼭茶花の宿ねー。名前⾃体が和⾵なので、旅館みたいな感じで、
 みんなこのサイトへ泊まりに来たりして(笑)

 

パシフィコ横浜組さんへ

4638 選択 アネ研 2008-02-02 00:42:45 返信 報告

こんばんは、とうとう今⽇ですね。
 「桜が満開で、綺麗ですね。」の横浜ですね。

 私は仕事で⾏けませんが、どうか⾏けない⼈の分も泉⽔さんを応援して、楽しんできてください。
 余裕があれば是⾮、Z研の調査中の泉⽔さんの愛機カメラしっかり⾒て来て下さい。宜しくお願いします。

外は寒い

4647 選択 atti 2008-02-02 17:10:00 返信 報告

あまり買う予定ではなかったが、グッツ、cdを購⼊。クィーンズで待ち時間潰し中。ポスターはリクメモでした。⾃
ブログには散策の写真をUp

【お知らせ】

4644 選択 stray 2008-02-02 08:51:32 返信 報告
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皆さんこんにちは︕

ｍｅｇａｍｉさん主役の「新メニュー」をまもなく公開します。
 （早くて今晩、明⽇には必ず）

今⽇は最終チェックで多忙のため、レスが滞ると思いますがご容赦願います。
 勝⼿に「カフェ妄想」で楽しんでね︕（笑）

●●MU-GEN●●

4588 選択 ALIL.1967 2008-01-31 23:40:57 返信 報告

ちょっとサイズ⼤きめかも。43MB
 http://www.filebank.co.jp/wblink/f1fadb235eca389f4e043aa1fd73c420

Re:●●MU-GEN●●

4593 選択 atti 2008-02-01 00:31:20 返信 報告

ALIL.1967さん、こんにちは。

この放送は⾒れないのです。
 いつもありがとうございます。

先ほど、めざまし関連を⾒ました。捕獲していたのですね(笑)。

めざましには、7時代にも放送があったとは・・・
 ピンポイント確認しか⾏わなかったのです。

 やはり⾃分の⽬で、早送り確認するしかないですね。

とくダネ︕もPC録画したのですが、テレビブログの詳細には記述が無いようなので、まだ確認していせん。

PS.次回の捕獲体制(⽕爆)
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1.ズムサタ(捕獲体制に⼊ります)

2.コナンOP シングル発売決定(CD発売はあるのかな︖)

3.5/27コンサート翌⽇(これは放送されるでしょう)
 

新OP

4597 選択 atti 2008-02-01 01:04:26 返信 報告

皆さん、こんにちは。

⾃⼰レスです。海外系の巡回にて・・・

> PS.次回の捕獲体制(⽕爆) 
 > 

> 1.ズムサタ(捕獲体制に⼊ります) 
 > 

> 2.コナンOP シングル発売決定(CD発売はあるのかな︖) 
   CD発売は、ありですね・・・

  グロマイ 10/15オンエア →10/19発売⽇決定
           →12/12発売

         作業10/24終了
   新OP  作業1/29終了  2〜3ヶ⽉先︖

ttp://blog.livedoor.jp/lmtomi/

> 
> 3.5/27コンサート翌⽇(これは放送されるでしょう) 

 >

MU-GEN

4624 選択 ALIL.1967 ◆0Ztcm5OtiI 2008-02-01 18:04:22 返信 報告
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関東地域では制作局の千葉テレビ(UHF)くらいですか。地デジ対応のよい屋外アンテナを建てると⼋王⼦近辺でも映
るそうです。うちは２３区ですがたまたままマンション共聴システムに隣県のUHFがアナログで⼊ってきています。
また、 スカパーCS269チャンネルbeing系MJTVで週に４回くらい再放送しています。

  スカパーは再放送が多く、画像もきれいです（有料チャンネルなので当たり前ですが）。共聴システムは無料なの
で画質がよくない状態で送信されてきたりしています。

Re:MU-GEN

4643 選択 stray 2008-02-02 08:48:16 返信 報告

ALIL.1967さん、おはようございます。

いつもありがとうございます︕
 最後にヒロミちゃんのCDが映ってましたが、”コンサート会場限定販売”と⾔ってましたので、

 今度リリースされる2,000円のCDは、会場限定（1,500円）プラス2曲くらいあるのでは︖
 と推測しています。

別スレのレスですが、芝浦スタジオＨＰの「ゲスト」というメユーをクリックすると、
 利⽤したミュージシャン⼀覧が出てきます。

 ほとんどが使っているみたいですよ。

スカパー放送 VMC ZARD -VIDEO FILE-

4591 選択 atti 2008-02-01 00:16:31 返信 報告

皆さん、こんにちは。

巨⼤掲⽰版に情報がありました。
 しかし、視聴環境なし。

■VMC(ch.732 ミュージック専⾨)
 2008/2/15(⾦) 20:00-20:30(初回)
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SPECIAL ZARD -VIDEO FILE-

PS.冷蔵庫に該当冷凍⾷品を発⾒・・・

Re:スカパー放送 VMC ZARD -VIDEO FILE-

4637 選択 カーディガン 2008-02-02 00:41:41 返信 報告

こんばんは、attiさん、皆様。
 スカイパーフェクトTVガイドからスキャンです。

 

ZARD What a beautiful memory 2008および動画公開 更新

4636 選択 atti 2008-02-02 00:38:37 返信 報告

皆さん、こんにちは。

WEZARDのTopには更新情報がありませんが、
 2つのサイトが更新。

1.ブログパーツ公開
 ↓ Javaは張り付くかな︖

<script type="text/javascript" src="http://what-a-beautiful-memory.com/blogparts/parts.js"></script>

2.動画公開されていました。

http://atti.jugem.cc/
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(無題)

4606 選択 ⼭茶花 2008-02-01 13:01:00 返信 報告

Stray所⻑さんに、教えて欲しいんですが、
 この画像なんですけど、⼀応、切り抜きをしまして、後は、

 右側に、⿊い物が⼊ってるので、これを取り除きたいんですが、
 やっぱり、同じ⾊で隠すしかないですかね︖

 

⼭茶花さんへ

4608 選択 stray 2008-02-01 13:06:15 返信 報告

こんにちは︕

これは、⼭茶花さんが編集中に、間違ってこの部分を切り抜いちゃったんでしょう︕（笑）
 元画を⾒てください。こんな⿊い線は⼊っていないはず。

 やり直しを命じます︕（笑）
 

Re:⼭茶花さんへ

4612 選択 ⼭茶花 2008-02-01 13:57:47 返信 報告

>これは、⼭茶花さんが編集中に、間違ってこの部分を切り抜いちゃったんでしょう︕（笑） 
 いえ。ある中国のブログのサイトだと思うんですが、そこから持ってきたもので、

 保存する前から、こんな⿊い線が⼊ってました。
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所⻑さんが編集された画像の⽅がシンプルで良いので、
このサンプルを頂いて帰ります(笑)

 

追悼作品でしょうか

4605 選択 ⼭茶花 2008-02-01 12:24:35 返信 報告

これは追悼作品でしょうか︖
 ⽣前、このアルバム（写真︓左）は、坂井さんが選んだ曲を、ベストとしてリリースされる

予定だったとか、
 何とか聞いたことがありますが･･･

 これはひょっとして、左側の画像のアルバムのリリースを、『Soffio di vento Best of IZ
UMI SAKAI Selection』（右側の写真）に換えて、リリースされた物だったんでしょうか。

アルバムには収録されていない曲が⼊ってありますね。
 これも同じく、ファンサイトから持ち出してきました。
 

Re:追悼作品でしょうか

4609 選択 stray 2008-02-01 13:22:04 返信 報告

⼭茶花さん、今⽇は質問が多いなあ（笑）。

これは「LOVE & POWER」といって、泉⽔さんが⽣前にセレクトしたものです。
 少し前に、私が話題として出してますのでご覧下さい。

 http://bbsee.info/straylove/id/4426.html

FC会員に、ジャケ写真（表・裏）が3組プレゼントされ、
 ”⾃分でCDを作って、このジャケを使って下さい”というコンセプトなので、

 「LOVE & POWER」をリリースする予定はありませんでした。
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泉⽔さんが急死したことで、スタッフがこれを元に『Soffio di vento 』を作った、
ということなのです。

 

Re:追悼作品でしょうか

4611 選択 ⼭茶花 2008-02-01 13:52:44 返信 報告

> ⼭茶花さん、今⽇は質問が多いなあ（笑）。 
 仰るとおり、今⽇は質問が主となりそうです(笑)

URLを⾒せて貰いました。以前に⾒掛けたことがある、アルバムリストですね。
 右側の写真は、そう⾔うことだったんですね。

 わかりました。
 有り難うございます。
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. オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [4540]pv「今⽇はゆっくり話そう」ロケ地発⾒︕︕（zファイル 芝浦編）(9) [4562]⽻⽥裕美さん『ZARD PIANO CLASSICS
(未定)』発売︕(4) [4547]めざまし(2) [4442]新装開店おめでとうございます︕（遅っ・・（;￣ー￣A ）(52) [4527]1位!!!(5)
[4556]おはようございます。(0) [4548]横浜みなとみらい(1) [4545]フラワーギフトの締切りは今⽇1/31までです(^_-)-☆(0)
[4461]⽌まっていた時計が今動き出した(18) [4412]⽉命⽇(7)

新しい話題を投稿する

« 53 52 51 50 49 48 47 46 45 »

pv「今⽇はゆっくり話そう」ロケ地発⾒︕︕（zファイル 芝浦編）

4540 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-01-30 22:34:16 返信 報告

こんばんは、警視庁の⻲井です。
 ⼀昨⽇、⼗津川警部より「カメさん、ちょっとある現場の捜査をして来てくれないかな〜」と声を

かけられました。
 なんでも、ある情報筋からpv「今⽇はゆっくり話そう」のロケ地があがったとのことなのです。調

査資料もしっかりしていましたので、さっそく捜査に⾏ってきました。
 建物までは地図が解りやすかったので簡単に⾒つけられました。
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 しかし、その後はpv「ハートに⽕をつけて」のロビンズクラブより難航を極めましたが、なんとか我が友ゼットン⼊りの写真
を撮る事ができました。（笑）

 泉⽔さんが座っていたところは無理でしたが（涙）雰囲気は伝わると思いますのでご覧ください。

情報筋の件などは後ほど所⻑より報告があると思います。
 今夜はゆっくり「Request Best~」を聴こうと思います。
 以上 ⻲井刑事でした。

Re:pv「今⽇はゆっくり話そう」ロケ地発⾒︕︕（zファイル 芝浦編）

4542 選択 stray 2008-01-30 22:51:03 返信 報告

カメさん、よくぞご無事に帰ってきてくれました︕（笑）
 ⻘汁⼊りのポカリ飲んで、疲れを癒してください（笑）。

皆様、2008年⼀発⽬のPVロケ地探索は、「今⽇はゆっくり話そう」の屋上シーンです。
 ロケ地マップを更新しましたので、解明に⾄る経緯は解説をお読み下さい︕

⻲井刑事、す、すごいっ︕︕

4557 選択 チョコレート 2008-01-31 11:32:30 返信 報告

⻲さんことアネ研さん、こんにちは︕チョコレートです。
 pv「今⽇はゆっくり話そう」のロケ地捜査をされていたんですね・・。お疲れさまでした。

 ロケ地マップを拝⾒してきました。
空からの写真ではどんな建物なのかはよくわかりませんが、それでも、かなり危険な捜査だったのではないかと思わ
れました。ご無事で何よりです。

 ゼットン⼈形も、冷や汗かきながらも誇らしげ︖︖に⾒えますよ(笑)。
 それにしても、そこまでどうやって登ったのでしょう︖

 また次の捜査報告も楽しみにしております。

Re:pv「今⽇はゆっくり話そう」ロケ地発⾒︕︕（zファイル 芝浦編）
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4561 選択 pine 2008-01-31 16:31:31 返信 報告

⻲井刑事さん こんにちは︕ Zファイル 待ってましたっ︕ 
 拍⼿喝采!(ﾟ∇ﾟﾉﾉ"☆(ﾟ∇ﾟﾉﾉ"☆(ﾟ∇ﾟﾉﾉ"☆ﾊﾟﾁﾊﾟﾁﾊﾟﾁ!!!

 今回は写真を⾒ただけでも、⾼所恐怖症の私は⾜が震えてきそうな場所ですが、ゼットン⽚⼿に壁をよじ登ったので
すか︖ 危ないですよ〜

 PVでは、おそらくゼットンが⽴っている近くで泉⽔さんは歌われているようですが、11⽉ごろの夜に撮影ですから、
寒かったでしょうね。

 ⻲井刑事さんも寒空の中、お疲れ様でした。

Re:pv「今⽇はゆっくり話そう」ロケ地発⾒︕︕（zファイル 芝浦編）

4567 選択 stray 2008-01-31 18:12:35 返信 報告

チョコレートさん、pineさん、こんばんは︕

じつは私も⾼所恐怖症なんです（笑）。
 マネされると困るので、どうやって屋上に登ったか明かすわけにはいきませんが、

 もちろん屋内の階段から屋上に出ることができます。
 今回はカギがかかっていただけで…（笑）。

> 11⽉ごろの夜に撮影ですから、寒かったでしょうね。 
 > ⻲井刑事さんも寒空の中、お疲れ様でした。

泉⽔さんがジージャンの襟を⾸元に引き寄せるシーンがありますね。
 寒くて⾃然に出た動作かどうかわかりませんが、とってもキュートです︕♡

⻲井刑事さん、ありがとうございます︕

4568 選択 ALIL.1967 ◆0Ztcm5OtiI 2008-01-31 18:18:50 返信 報告

アネ研さんへ
  写真すばらしいです。寒い中さぞ⼤変でしたでしょう。泉⽔さんはその倉庫の屋上で天王洲を背にしているという

ことでよいのでしょうか。ゼットン君のすぐ後⽅にある塔は清掃⼯場のものとおもいます。
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  ジャケ写やPVで⾒る⾵景が、どこかでみたような気がするんだけど、正確に判明すると思っていたのと違っていた
りします。泉⽔さんの背景が（テニスコートのある）有明⽅⾯と思っていました。こちら側にも似たような東京都の
作った塔があるので。

  無事にご帰還とのことで、よかったです。
  

 所⻑さんへ
  ロケ地マップ⾒させてもらいました。こちらのSafari(OSX)ではみれています。⾳楽スタジオの屋上ということで

すが、このスタジオは⾳楽業界ではスタンダードなんでしょうね。

Re:pv「今⽇はゆっくり話そう」ロケ地発⾒︕︕（zファイル 芝浦編）

4569 選択 かず 2008-01-31 18:40:37 返信 報告

こんばんは︕
 ホントにお⾒事ですね・・・・・脱帽︕

Re:pv「今⽇はゆっくり話そう」ロケ地発⾒︕︕（zファイル 芝浦編）

4573 選択 皐 2008-01-31 19:12:14 返信 報告

⻲井刑事お疲れさまでした︕寒い中ご苦労様です(o≧ω≦o)

ゼットンも⼤変な調査でしたね。でも、光を受けて影が⼿前に伸びている姿を⾒ると…
 誇らしげですごくカッコイイです♡(笑)ゼットンの意外な⼀⾯ですね︕(笑)

⻲井刑事、これからも調査頑張ってくださいね(o^∇^o)

Re:pv「今⽇はゆっくり話そう」ロケ地発⾒︕︕（zファイル 芝浦編）

4578 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-01-31 21:40:34 返信 報告

アネ研さんへ
 ⻲井刑事さん お疲れさまでした︕︕︕
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素晴らしすぎて⾜が震えました〜(≧ω≦。)ゼットンが⾵に吹かれて⾶んでしまわないか ⼼配になりました。

⻲井刑事のイメージだけでなく、ルパン三世のイメージも浮かんで参りました。とてもカッコイイです。本当にあり
がとうございました ヽ(●>∀<●)/

 

お礼です。⻲井

4598 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-02-01 01:08:01 返信 報告

こんばんは、みなさんレスありがとうございます。

チョコレートさん
 第⼀号レス、ありがとうございます。

 また、最多レス記録保持者からいただくと緊張してしまいます。しかし、我が友ゼットンも寒い中がんばってくれま
した。

 pineさん
 こんなに鳴りやまない拍⼿は初めてです。照れてしまいますがありがとうございます。

 ほんと、泉⽔さんも寒かったと思いますョ。
 ALIL.1967さん

 先⽇の渋⾕タワーレコードの写真は携帯とはいえよかったですね。レスするタイミングを逃してしまいました。
 ALIL.1967さんとは今後もどこかでニアミスしそうなので、ポケットからゼットンの体の⼀部が出てる男がいたら声

をかけてください。たぶん私です。(笑)
 かずさん

 レスありがとうございます。
 ６ｘ６、６ｘ７判の春の写真の前に、雪の写真も⾒てみたいですが、千葉はあんまり降りませんもんね。（涙）

 皐ちゃん
 逆光のゼットンの影に⽬が⾏くなんてさすがですね。

 ほんと勇敢に⽴ち向かった結果が出た気がします。(笑)
 megamiさん

 これまた、さすがですね、海に近いからか⾵が強よかったんですよ。だから、何度もゼットンが倒れる場⾯があり、
⾵が弱くなるのを待っての撮影だったのです。(笑)

 匿名さん
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 ご協⼒ありがとうございます。
今は、所⻑とメールのやりとりなのですか︖

 いつの⽇かBBSでお話できる⽇を楽しみ待っています。

それでは、次なるロケ地を⽬指しますので、声援宜しくお願いします。

警視庁   ⻲井定雄
 

⽻⽥裕美さん『ZARD PIANO CLASSICS(未定)』発売︕

4562 選択 pine 2008-01-31 16:50:37 返信 報告

所⻑さん 皆さん こんにちは m(^_^)m
 既にご存知かもしれませんが、ネット散策中に⾒つけました。

⽻⽥裕美さんの『ZARD PIANO CLASSICS(未定)』が3⽉26⽇に発売とのことです。
  

http://www.towerrecords.co.jp/sitemap/CSfCardMain.jsp?GOODS_NO=1764987&GOODS_SORT_CD=101

価格が¥2,000となっているので、ライブ会場限定発売¥1,500とは異なるものなのでしょうか。最近ピアノの⾳⾊に弱いの
で、気になります。

Re:⽻⽥裕美さん『ZARD PIANO CLASSICS(未定)』発売︕

4581 選択 ALIL.1967 ◆0Ztcm5OtiI 2008-01-31 21:57:25 返信 報告

pineさん

会場限定販売のタイトルは My Baby Grand ~Classics~のようです。
 1サヨナラは今もこの胸に居ます

 2この愛に泳ぎ疲れても
 3揺れる想い
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4君がいない
5My Baby Grand ~ぬくもりが欲しくて~

 MU-GENで取り上げられてました。
 （MU-GEN情報︕なのでもしかしたら同じものなのかもしれないし違うものなのかもしれませんね。今話題の⽅のナ

レーションです。神⼾会場で実物が販売されているところが映りました。）
 

Re:⽻⽥裕美さん『ZARD PIANO CLASSICS(未定)』発売︕

4595 選択 atti 2008-02-01 00:51:03 返信 報告

pineさん、ALIL.1967さん、こんにちは

> MU-GENで取り上げられてました。

丁度、記事にしていたところです。
 タワレコにも記述があったのですね。

神⼾の様⼦がありましたね。

⽻⽥さんのサイトには、
 http://hiromi-haneda.com/

3⽉にメジャーデビューとあるので、500円違いなどあるので、異なるCDになるのではと思います。

2/2には購⼊するので、CD番号が同じかなど確認してみます。

Re:⽻⽥裕美さん『ZARD PIANO CLASSICS(未定)』発売︕

4596 選択 atti 2008-02-01 00:53:42 返信 報告

追記

> 2/2には購⼊するので、CD番号が同じかなど確認してみます。 
 レーベル名が異なるので、別ものかと。

ALIL.1967さん attiさんへ
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4607 選択 pine 2008-02-01 13:05:26 返信 報告

ALIL.1967さん attiさん こんにちは
 わざわざ調べていただいたようで恐縮です。ありがとうございます。

ALIL.1967さん
 MU-GEN⾒せていただきました。

 曲名まで教えて下さり、ありがとうございます。
 発売までまだ⽇があるので、詳しく発表されるのを待とうと思います。

attiさん
 ⽻⽥さんのデビューアルバムがZARDなんですね。何だか嬉しいです。

 明⽇、横浜公演に⾏かれるのですね。いいなぁ…
 いっぱい・いっぱい泉⽔さんを応援してきて下さいね。

めざまし

4547 選択 atti 2008-01-31 00:13:12 返信 報告

皆さん、こんにちは。

捕獲結果を、別ID取得したのでUpします。

■めざましテレビ
 オリコンCDチャート速報

 チャート関連すべて⼊っています。91MB

http://www.filebank.co.jp/wblink/93ef5fd070292d1f21840274aceb401d

●●めざにゅー●● Re:めざまし

4566 選択 ALIL.1967 2008-01-31 18:03:27 返信 報告
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attiさん みなさま
めざましのまえにめざにゅーでもやってたようです。

 20080129めざにゅ.wmv 9.0MB
http://www.filebank.co.jp/wblink/c54df9cdbd45c183e74ff4c6a71118b4

attiさんへ
 かってにwmvにさせていただきました。よろしくお願いします。

皆様へ mpgがcodecを⼊れてないようなWindowsのWMプレイヤーで⾒れるものなら以下のファイルは画質も低い
ので不要です。

 めざまし１ 13.3mb
 めざまし２ 5.9mb

 ズームイン 17.7mb

http://www.filebank.co.jp/wblink/3f5dd5c0d35a12dbe28fb2aa20960c06
 

Re:●●めざにゅー●● Re:めざまし

4582 選択 atti 2008-01-31 22:03:53 返信 報告

ALIL.1967さん、変換ありがとうございます。

HDDレコーダーからDVD-RAM経由でPC取り込みをしているため、MPGのままにしています。
 WMV変換には時間がかかるため⼿抜きしてます(笑)。

 HDDレコーダーにて編集をしてますが、数フレーム余分な部分が
 発⽣。

 

新装開店おめでとうございます︕（遅っ・・（;￣ー￣A ）

4442 選択 チョコレート 2008-01-28 09:42:24 返信 報告
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所⻑さん、皆さん、おはようございます。
すっかり遅くなりましたが、新装開店、おめでとうございます。

 週末は新しくなった研究所の周りを散策しておりました。
 yanさん演奏の「promised you」をBGMに美術館をめぐっていたら、

 素敵だな〜と思う反⾯、とても切ない気持ちになりました。
 作品と曲が、なんというのか・・ピッタンコですね。

 しばらくは美術館に毎⽇通わせていただくつもりです。
 いつか、本当にこんな感じの、素敵なZARD美術館（博物館︖）ができると良いな・・。

カレンダーもすごいですね〜。こんなことができるなんて︕
 泉⽔さんがいっぱいで、情報も満載。さすがZ研ですね。

 所⻑さん、部⻑さん、皐さん、お疲れさまでした︕

遅くはないと思いますよ

4444 選択 ⼭茶花 2008-01-28 11:10:55 返信 報告

チョコレートさん、こんにちは。
 新しく改善されて、所⻑さんの運営されるサイトは、さらに素敵になりましたよねー︕

 私もこちらに⾶んでくる度に感⼼しております。

そうそう︕カレンダーも、あれはすごい⾒事な創りになっていますよね。
 よくあんなものが出来るなーと、特にそのカレンダーに感⼼しました。

所⻑さんと部⻑さんには、坂井さんいっぱいにして下さって有り難いです。
 

新装開店おめでとうございます︕（"もっと"遅っ・・（;￣ー￣A ）

4451 選択 pine 2008-01-28 14:26:17 返信 報告

所⻑さん 研究所の皆さん こんにちは(*^_^*)
 ⼤変出遅れてしまいましたが、チョコレートさんのスレに便乗させていただいて…（チョコレートさん失礼します）

 "ZARDラブねっ︕" リニューアルおめでとうございます︕
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美術館・カレンダーと回って来ましたが、とても素敵ですね。所⻑さんはじめ所員の皆さんのお陰で楽しませていた
だいて、ありがとうございます。

 ⽳に落ちることも無く、しかも⾚い絨毯まで敷いてくださったおかげで居⼼地が良くて、益々Z研にハマってしまいそ
うです。

お祝いありがとうございます︕

4453 選択 stray 2008-01-28 16:37:12 返信 報告

チョコレートさん、⼭茶花さん、pineさん、こんにちは︕

⼭茶花さんが仰ってるように”ぜんぜん遅くない”ですよ〜（笑）。
 昨⽇美術館に⼊ったはずのミキティさんが戻ってこられないのが気がかりですが（笑）、

 美術館常連組さんから”楽しめた”と⾔っていただき、とっても嬉しいです〜。
 現実に「ZARD美術館」があればいいですよね〜、Beeingで建ててくれないかなあ。

 私が資財を投げ打っても、イナバ物置しか⽴たないので（笑）。

FLASHカレンダーも、ZARDラブねっ︕”も気に⼊っていただけたようで、
 ありがとうございますね☆ﾐ（皐ちゃん⾵に）（笑）。

 毎⽇でも美術館にお出かけ下さいませ︕

Re:新装開店おめでとうございます︕（遅っ・・（;￣ー￣A ）

4455 選択 ミキティ 2008-01-28 19:36:23 返信 報告

みなさん こんばんは（＾－＾）

 所⻑さんにご⼼配おかけしましたが ⽳にも落ちずに舞い戻って来ました。
 ヾ(｡･ｪ･)

   ⼊館前にどうしてもメディヤプレーヤーを直したくて T28部⻑さんに持ち込んで直していただこうと思いまし
たが、私の願いが叶ってなんと今のところ無事動いています☆

 PC⾵呂敷に背負ってやってきましたよぉ (*^￢^)ノ∀

チョコレートさん こんばんは（＾－＾）
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 私も素敵な美術館へ⾏ってきました(*^_^*)
 今度ご⼀緒出来たら嬉しいですね☆カレンダーも⾒⼊ってしまって感動▽・ｗ・▽です。

メディヤPが直って yanさんの素晴らしいBGMに涙しながら 作品を拝⾒し BGMがリプレイが続いているので
 もうちょっと聴きたいと思ったら 出てこれなくなりました。

  
  yanさん promised you弦楽四重奏ver の虜です(^^ゞ

 yanさん素敵な作品をありがとうございます☆

 ⼭茶花さん こんばんは
 はじめまして（＾－＾）

 さらに素敵になった美術館に感動ですよね(*^_^*)
 カレンダーめくってはうっとり ^-^)ﾉ(* ^-^)ﾉ♪です
  これからも宜しくお願いします。

pineさん こんばんは

 わたしもはまっている⼀⼈です(*^_^*)
 （⽳にははまらなくて良かったです♪）

  もう⼀周してきまーす（＾－＾） 会えるかな〜

所⻑さまへ
  改装⼯事 とても⼤変でしたでしょう(｡･o･)ﾉﾉ

 素敵な美術館をありがとうございます(*^_^*)
 お隣にイナバ物置を建てるときは 私が１００⼈乗っても⼤丈夫な⼀⼈になりますからいつでも呼んでくださいね

 (@^^)/~~~

 皐さん⾵可愛らしいです(^o^)⼃
   また遊びにきまーすｸﾙｸﾙ (*^ｰ^)ﾉ(^-^)(-^ )(^ )( )( ^)( ^-)(^-^)ﾉ

 トップページの上のメニューバーが⾒つからないときがあるのですが、私の開き⽅が(゜o゜)だとおもうのです。
  いつでもでてきますか☆

ミキティさんへ



4456 選択 stray 2008-01-28 20:05:46 返信 報告

こんばんは︕

なかなか戻られないので、落とし⽳に嵌って⾝動きとれないのかと思いました（笑）。
 ミキティさんに気に⼊ってもらえて、幸せです♪（笑）。

 イナバ物置を建てるときは声をかけますのでよろしく︕（笑）

私の説明がわかりにくかったでしょうか。
 この図で説明すると、「IE7」をクリックすると上段メニューが消えます。

IE7で投稿する際の不具合に対処するためのもので、
 xxxさんの妖精の下にある「フレームページへ」をクリックするとメニューが表⽰される仕組みになっています。

 ⼀度練習してみて下さい（笑）。

Re:新装開店おめでとうございます︕（遅っ・・（;￣ー￣A ）

4459 選択 yan 2008-01-28 23:11:57 返信 報告

チョコレートさん
 画像とのコラボができたらいいなーと思っていたので

 あのように使っていただけて幸せです。
 ここには素敵な絵画がいっぱいありますからね♪

ミキティさん
 無事メディアプレーヤ直ったようでよかったです(^^)

 そんなふうに⾔っていただけて嬉しいかぎりです︕
 ここは⼀度⼊るとなかなか出にくいですね（笑）

strayさんへ

4475 選択 ⼭茶花 2008-01-29 11:12:54 返信 報告
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前回も、そのことについて書き込んだ記憶がありますが･･･
私も最初は、こちらのBBSには、中々⾶んでいけなくて困ってました。

 上に、「BBS」（IE7）を、試しにクリックしてみると、ようやくこちらに⾶んで来られたわけです。

> なかなか戻られないので、落とし⽳に嵌って⾝動きとれないのかと思いました（笑） 
 私も同じ状況でした(笑)

>>ミキティさん 
 こんにちは。初めまして。

 私はZARDとDEENを応援しています。
 特にDEENが好きでDEEN漬けとなっています(笑)

 DEENの曲は、名曲でおなじみの、特に、坂井さんが提供された曲が好きです。
 こちらこそ、宜しく御願い致します。

 

所⻑さん、⼭茶花さん、ミキティさん、pineさん、yanさんへ

4476 選択 チョコレート 2008-01-29 14:45:22 返信 報告

所⻑さん、皆さん、こんにちは。チョコレートです。
 かなり出遅れた私に皆さん、温かいレスをありがとうございました︕

所⻑さんへ
 リニューアルしてかなり⽴派な研究所になりましたね。

 あのカレンダーは本当にすごいですね︕ほかでは⾒かけたことがありません。素晴らしいですっ。⽤もないのにいろ
んな⽇にちをいじってみたくなります・・。

⼭茶花さんへ
 温かいレスをありがとうございます。

 週末に”所⻑のデジタル画像講座”を受けていらっしゃいましたよね︖
 楽しく拝⾒させていただきました。もう画像の投稿も完璧︖

 また素敵な画像を⾒せてくださいね。

ミキティさんへ
 ⾵邪も良くなられたようで良かったです︕

https://bbsee.info/straylove/id/4442.html?edt=on&rid=4476
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 美術館も本当に素敵ですよね。⼊るとしばらく出て来れなくなります。
今度おやつ持参で（飲⾷禁⽌︖）ご⼀緒しましょう︕

pineさんへ
 同じくチビ怪獣に追われて週末を過ごしたのではないでしょうか・・(笑)。

 美術館もリニューアルでさらに⾒ごたえもupしましたよね〜。
 怪獣の妨害に負けずに、研究がんばりましょうね︕

yanさんへ
 yanさんの曲、本当に素敵です︕聴かせていただいてありがとうございます。

 美術館のBGMにぴったりですね〜。美術館のグレードも更にあがったような感じです。
 次作も期待しています︕

 

Re:新装開店おめでとうございます︕（遅っ・・（;￣ー￣A ）

4479 選択 ミキティ 2008-01-29 17:20:23 返信 報告

所⻑さま みなさん こんにちは(*^_^*)

 所⻑さま ありがとうございます（＾－＾）
 ⽳に落ちたほうが⾯⽩かったかもですが 忘れられそうなので( -｡-)

 慎重に歩いてみました（汗）

 イナバ物置を建てるときは寄付⾦は難しいですので ポケットマネーでなんとかお願いします<m(__)m>

 メニューバーのアドバイスありがとうございます☆
  練習の成果でバッチリ☆ですよぉ(^o^)⼃

   先⽣︕ありがとうございます▽･ｪ･▽ﾉ

 ふっと思ったことがあるのですが、ゲスト来館BOOK帳などメッセージ欄みたいな ⾜跡が残せるページがあった
ら⾯⽩いかなと思いました。

  初めて起こし下さった⽅や美術館にこれなかった⽇などに
  昨⽇の⼭茶花さんにいただいたご紹介のように 任意で⾜跡があったらいつBBSを訪れてもOOOさんは こんな⽅

なのだな〜と分かりお話ももっと弾むかもと思いました(^_-)-☆
 

https://bbsee.info/straylove/id/4442.html?edt=on&rid=4479
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HN  OOO （メッセージみたいに簡潔な感じ）趣味や好きな楽曲 アピール いつも夜に参上してまーすなどな
どなんでも任意で書いてくださる⽅などに

   ふっとこんなページがあったらとおもいました
 （＾－＾）

  また質問なのですが、以前教えていただいたメモ帳機能 なんとか覚えられてありがとうございます。
 メモ帳を使いながら 投稿の書き込みを引⽤して（緑⾊の⽂字）はどのようにして載せるのですか

  質問コーナーですみません〜

 yanさん（＾－＾）
 今⽇も素敵なBGMを聴き⼊っています。とっても優雅な気持ちです♪

  そのうち所⻑さんの歌⼊りが流れてくるかもです（笑）（困）

 ⼭茶花さん （＾－＾）
 こんにちは☆

  ご丁寧にありがとうございます♪
   昨年いつも聴いているFMラジオ局にDEENさんがゲストでしたよ（＾－＾）

  素敵な楽曲が沢⼭ありますよね♪
 これからも宜しくお願いしますo(^-^ o )

 チョコレートさん （＾－＾）
 こんにちは☆

  本当に素敵な美術館ですよね(^o^)⼃
  今度⼊館前におやつを⽤意して（所⻑さんに狙われるかもです(゜o゜)）

  ⼜は休憩にカフェでゆっくりしましょうね♪
 

教えてください<m(__)m>

4480 選択 ミキティ 2008-01-29 17:31:33 返信 報告

こんばんは。
  たびたびお騒がせしています。
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 カレンダーにディスクトップ⽤とあったのですが、どのようにしてディスクトップに出来るのでしょうか。
 教えていただけましたら嬉しいです▽･ｪ･▽ﾉ""

 

ミキティさんへ

4481 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-01-29 17:38:35 返信 報告

ミキティさん、こんにちは〜︕
 レスキューで〜す（笑）。

>また質問なのですが、以前教えていただいたメモ帳機能 なんとか覚えられてありがとうございます。 
 >メモ帳を使いながら 投稿の書き込みを引⽤して（緑⾊の⽂字）はどのようにして載せるのですか 

 >質問コーナーですみません〜 
 ↑コレが先頭に半⾓であれば、⾃動的に緑になります。（なってるでしょ（笑））

 私はメモ帳を使う場合、引⽤したい部分をコピペして、頭に「>（半⾓）」を⼿⼊⼒しています。
 あとは、先⽇レスキュー（レクチャー（笑））したとおりに投稿するだけです。

 でも、もしもっと良い⽅法⾒つけたら、教えてね♡（笑）。

Ｐ.Ｓ. ⽳に落ちた場合のレスキューは出来ませんので︕（笑）
 

ミキティさんへ

4482 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-01-29 17:41:33 返信 報告

まだありましたか︖（笑）

>  カレンダーにディスクトップ⽤とあったのですが、どのようにしてディスクトップに出来るのでしょうか。 
 >  教えていただけましたら嬉しいです▽･ｪ･▽ﾉ""

私には分かりません（キッパリ）。
 これは所⻑に頼むわ︕（笑）

 ただちっちゃいだけじゃないよね（笑）。
 

Re:教えてください<m(__)m>
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4483 選択 stray 2008-01-29 17:49:27 返信 報告

ミキティさん、 こんばんは、助けに来ました︕（笑）

まず「緑⾊」の⽂字ですが、投稿者の⽂章を「> 」付きのまま引⽤すると勝⼿に「緑⾊」になるんです（笑）。
 引⽤でなくても”>（半⾓）”を付ければ緑⾊になるはずです。

 > テスト…緑⾊になるかな︖

カレンダーのディスクトップ⽤ですが、ボタンを押すと⼩さめの別ウインドーが起動します。
 ⼩さくて邪魔にならないので、”そのままデスクトップに置いて下さい”という意味で（笑）、
 IEを起動せずにカレンダーを置いておくことは不可能です（笑）。

ミキティさんへ

4484 選択 stray 2008-01-29 17:59:27 返信 報告

こんばんは、いつも美術館をご贔屓にしていただき、ありがとうございます。
 >  ふっと思ったことがあるのですが、ゲスト来館BOOK帳などメッセージ欄みたいな ⾜跡が残せるページがあっ

たら⾯⽩いかなと思いました。

ナイスアイデアですね︕
 推奨順路を表⽰し、途中に「休憩所（カフェ）」を設けてみましょうか︕（笑）

 そこにノートを置いて、好きなことを書き込んでいただく。
 まるっきり本物の美術館ですなあ（笑）。

 美術館は部⻑の⼟地なので、部⻑にさっそく検討するよう指⽰しますので（笑）。
 

Re:新装開店おめでとうございます︕（遅っ・・（;￣ー￣A ）

4487 選択 ミキティ 2008-01-29 18:50:56 返信 報告

T28部⻑さま こんばんは（＾－＾）
  とってもお早い出動で感激しています。 昨⽇の夢のお告げでそろそろ出番でしょうとあったのでしょうo^-')o

  このo^-')o 顔⽂字 部⻑さんの出動の際のトレードマークはいかがでしょう☆
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 早速練習 私にも出来るかな
>また質問なのですが、以前教えていただいたメモ帳機能 なんとか覚えられてありがとうございます。 
>メモ帳を使いながら 投稿の書き込みを引⽤して（緑⾊の⽂字）はどのようにして載せるのですか 
>質問コーナーですみません〜

 投稿ボタンで♡ なったかな〜

 ありがとうございます(*^_^*)
  

  なってなかった場合。。。部屋の隅っこで体育座りしてます。。。

 所⻑さまへ お助けありがとうございます。

 カレンダーが⼀⾯になると想像しちゃってっっいました。
  ディスクトップに置けるように 美術館から帰ったら頑張りますね。

 ゲストBOOK帳 読んでいただけて嬉しかったです(*^_^*)
  カフェ素晴らしいアイディアですね︕

   初めて来館したときに どんなみなさんがいっらしゃるかご紹介が載っていたら親しみやすいと思いますし、お
話しやすいと思いました。

  そして どんどん投稿があって拝⾒出来ていなかったときや ゲストの⽅の諸連絡（HNが変わりましたなどなど）
やアピールポイント 趣味などでお⼈柄が分かるのではとも思たしだいでした〜

 お話する時や 投稿を⾒れなかった時にお役に⽴つと思います。

 それではまた遊びにきますね ^-^)ﾉ(* ^-^)ﾉ

Re:新装開店おめでとうございます︕（遅っ・・（;￣ー￣A ）

4488 選択 ミキティ 2008-01-29 18:52:28 返信 報告

おーぅぅぅ 緑⾊になってるぅo(^-^ o )(ﾉ ^-^)ﾉ
  ⼩さな幸せですが ⼤きな喜びです♪

Re:ミキティさんへ

https://bbsee.info/straylove/id/4442.html?edt=on&rid=4488
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4489 選択 チョコレート 2008-01-29 18:59:52 返信 報告

皆さん、こんばんは。チョコレートです。

> 推奨順路を表⽰し、途中に「休憩所（カフェ）」を設けてみましょうか︕（笑） 
 ・・所⻑さん、ミキティさん、それってすごく良いですっ︕︕

 ぜひお願いします。
 そうすると私の⼊りびたり度もバレバレ︖(￣▼￣|||) 

 カフェのメニューには選べるドリンクとデザートのセットもお願いします。
 ZARDの曲名がついてるとうれしいなあ〜（←妄想爆発中）

 失礼しました。出直します。

お礼です☆

4490 選択 ミキティ 2008-01-29 19:03:10 返信 報告

教えていただいたお礼に
 無料脳トレプチゲームをプレゼントします。

 みなさんもやってみてくださいね(*^_^*)

http://www.p-game.jp/

（＾－＾）

4491 選択 ミキティ 2008-01-29 19:08:38 返信 報告

チョコレートさん こんばんは

 ただ今 素敵なカフェの妄想の嵐です(^o^)
  私もセット品⼤好きです(^_-)-☆

 また遊びに来まーす

ゲスト来館BOOK帳＆休憩所（カフェ）について
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4495 選択 Ｔ２８  ◆8j2i1leO1. 2008-01-29 21:54:09 返信 報告

ミキティさん、チョコレートさん、こんばんは。
 お⼆⼈とも妄想が⽌まらないようで・・・（笑）。

素晴らしいアイデアなので、是⾮実現させたいです。
 どこまで御希望（妄想に（笑））に添えるか分かりませんけど、

 検討してみますので、具体的なアイデアを上げて頂けませんでしょうか︖
 あの〜・・・、あまり難しいのは勘弁してね〜（笑）。

 

ミキティさん、チョコレートさんへ

4497 選択 stray 2008-01-29 22:11:19 返信 報告

こんばんは︕

カフェのことで、若⼲説明させていただきます。
 去年の8⽉頃、まだ私も部⻑もZ板に常駐していた時ですが、

 ライダーさんが１⽇限りの「ZARDカフェ」を開業した際、
 カフェの⼀⾓に「ZARDに関する質問コーナー」を設けることになり、

 カフェでは役⽴たずの私が、「ZARD研究所」として陣取ったのが、
 Ｚ研のそもそもの始まりなのです（笑）。

NAOさんがウェートレスさんで、メンバーのほとんどがZ.p.に集っておられます。
 メニューにZARDの曲名を付け、曲名で注⽂してました。

 promised you＝エスプレッソ、のように。

ドリンクとデザート（ケーキ）のセットと、軽⾷は⽤意しますが（笑）、
 曲名をつけるのは「元祖ZARDカフェ」のオリジナリティを侵害するので無理ですね。

 メニューのリクエストは何なりとどうぞ︕（笑）

休憩所(カフェ）いいですね︕︕

4510 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-01-30 02:22:37 返信 報告
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こんばんは、
休憩所、オモシロそうですね。

 Z研のみなさんのHNがらみで思いつきました。（笑）

卵の⻩⾝を紅茶に混ぜて、午後のミキティ
 フルーツ盛りだくさんの、チョコレートパフェ

 つまようじがかわいい、アイスクリーム pine、いえpinoでした、おそまつ︕
 （敬称略）

Re:休憩所(カフェ）いいですね︕︕

4512 選択 stray 2008-01-30 12:57:41 返信 報告

アネ研さん、こんにちは︕（笑）

> 卵の⻩⾝を紅茶に混ぜて、午後のミキティ 
 > フルーツ盛りだくさんの、チョコレートパフェ 

 > つまようじがかわいい、アイスクリーム pine、いえpinoでした、おそまつ︕ 
 > （敬称略）

ぎゃはは、カフェをおやじギャグで埋めないで下さいな（笑）。
 ”午後のミキティ”は笑えますね、無理があるようでないようで（笑）。

 マジメな話、これは⾯⽩いと思いますよ︕ 部⻑が何て⾔うかだけど…（笑）。
 pineさんは「果汁100% pineジュース」のほうがいいと思います。

 

休憩所（カフェ）は確かにいいかも︕&T28さんへ

4515 選択 ⼭茶花 2008-01-30 14:00:55 返信 報告

>>T28さんへ 
 初めまして、こんにちは。⼭茶花（さざんか）と申します。

 所⻑(stray)さんには、こちらでいつもお世話になってます。
 あなたが例の部⻑さんでしょうか︖他の投稿で、T28さんが部⻑とお呼びされる書き込みを、何度もお⾒掛けします
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ので。
違っていましたらごめんなさいM(_ _)M

 初対⾯にも関わらず失礼しました。
 宜しく御願い致します。

>>ミキティさんへ 
 こんにちは。

 いえいえ。

>>昨年いつも聴いているFMラジオ局にDEENさんがゲストでしたよ（＾－＾） 
  素敵な楽曲が沢⼭ありますよね♪

 ミキティさんも聴かれてるんですか︖︕いいなぁ…
 DEENのレギュラー番組に、彼等本⼈が出ることもあるらしいんですよ。

 でも⾃分は聴けないんですv_v;
 DEENの曲にも、zardに負けないくらい(笑)、素晴らしい曲沢⼭ありますよー︕

 良かったら試聴してみて下さいね。ただ、ヴォーカリストの声質が、昔より⼤分違いますから。そこら辺は覚悟です
(笑)

 また、28⽇の『SMAP×SMAP』にもゲストで出てました。

⻑⽂で失礼しました。
 

Re:休憩所(カフェ）いいですね︕︕

4517 選択 匿名 2008-01-30 14:47:10 返信 報告

所⻑さん、皆さん、こんにちは。チョコレートです。
 所⻑さんが書かれていたとおり、本家でライダーさんが”ZARDカフェ”されてましたよね。

 とても楽しそうで良かったなぁ。オリジナリティの問題・・それもそうですね。
 曲名以外で何かZARDに関係する名前にできたら良いなと思いました。

 でも、アネ研さん︖︖
 > 卵の⻩⾝を紅茶に混ぜて、午後のミキティ 
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> フルーツ盛りだくさんの、チョコレートパフェ 
> つまようじがかわいい、アイスクリーム pine、いえpinoでした、おそまつ︕

きゃははは〜 (≧∇≦)ﾉ⼺  ⾯⽩すぎです︕
 ”午後のミキティ”って・・ぷぷっ︕笑いすぎでおなかが痛い︕

 実際に⻩⾝を⼊れた紅茶を飲めるのかは謎ですが名前は絶妙ですね〜。
 私のHNも⼊れてくださりありがとうございます。

 私も皆さんのHNで続きを考えてみようかな︖

Re:休憩所(カフェ）いいですね︕︕

4518 選択 megami  ◆hNMHghHcBo 2008-01-30 15:41:55 返信 報告

チョコレートさん ミキティさん pineさん ⼭茶花さん ｓｔｒａｙ所⻑さん Ｔ２８部⻑さん こんにちは︕︕
お久しぶりです。

 私がネットになかなか繋がらず冬眠している間、こ〜んなに楽しい話題でいっぱいだったのですね〜︕︖仲間に⼊れ
てくださ〜い (≧∀≦)ゞ 

新装開研のオープニング中も冬眠しておりまして・・・私が⼀番お祝いに駆けつけるのが遅かったです。すみませ〜
ん︕︕

 本当に“新装開研”おめでとうございま〜す♪

> 私も皆さんのHNで続きを考えてみようかな︖ 
 私もいろいろ考えてみようと思います。カフェの⼀⾓にプレイランドを作って、チビ怪獣ちゃん達にも登場していた

だきたいですね〜︕︕
 メニューが広がると楽しいですよね ヽ(*ゝω･*)ﾉ 

⼭茶花さんへ

4519 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-01-30 16:00:59 返信 報告

⼭茶花さん、こんにちは。
 こちらこそ、ご挨拶が遅れまして、⼤変失礼いたしました。
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改名される前から、よくお名前を拝⾒しておりましたので、はじめてだったことを忘れておりました（汗）。
申し訳御座いません。以後宜しくお願いいたします。

いえいえ、間違っていません、私が部⻑です。
 実のところ、パトロール＆お留守番が主な仕事で、結局は雑⽤です。

 だから”なんでも”部⻑なんです（笑）。
 ある時は、皐ちゃんの”おっかけ”だったりしますので、”おちゃらけ”部⻑が本業かな（笑）。

 ⼀応、美術館の館⻑でもあります。雇われですが（笑）。

私も、DEENのアルバム・・・、たしか2枚あるはず（汗）。
 結構ヘビーに聴いていた時期がありました。

 挫けそうなときは「銀⾊の夢」を聴くと頑張ろうって思います。

みなさんへ
 休憩所(カフェ）のアイデア（駄洒落含む（笑））も、まだまだ募集中です。

 みなさんの期待通りに出来るかは別で︕（笑）
 

Re:休憩所(カフェ）いいですね︕︕

4520 選択 pine 2008-01-30 16:58:44 返信 報告

みなさん こんにちは︕

今⽇は街へ出かける予定だったので、とりあえず出かける前にBBSをチェック。アネ研さんのオヤジギャグメニュー
を⾒て朝から⼤笑いしました。

 途中、頭の中はこのことだらけ…私もお仲間に⼊れてくださいね︕

HNがらみではありませんが、所⻑さんはシュークリーム どうですか︖
 泉⽔さんとのデパートデートの思い出のひと品。でもこれはペアで来ないと注⽂できません、分けっこして⾷べない

とダメ︕っていうのはどうでしょう︖ ⼀番⼈気間違いないと思いますが。o(^o^)o

あと、アネ研さん＝ベルギーワッフル 「アネケン…アネケンのワッフル…「それは"マネケン"!!」 失礼しました〜
m(_ _)m
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所⻑さんへ
>pineさんは「果汁100% pineジュース」のほうがいいと思います。 

 pinoもpineジュースも好きです︕本⼈は萎びてきていますが･･･(ﾟ＿ﾟi)ﾀﾗｰ･･･ジュースは搾りたてにしましょうね。
決して搾って２・３⽇経ったものは置かないでくださいね(*＾-＾*)

megamiさん
 >カフェの⼀⾓にプレイランドを作って、チビ怪獣ちゃん達にも登場していただきたいですね 

 嬉しいお⾔葉をありがとうございます︕でも⼤切な美術館を破壊してしまうかも…

Re:休憩所(カフェ）いいですね︕︕

4521 選択 チョコレート 2008-01-30 17:08:06 返信 報告

megamiさん、お久しぶりです︕お元気そうで何より。
 > 私がネットになかなか繋がらず冬眠している間、こ〜んなに楽しい話題でいっぱいだったのですね〜︕︖仲間に⼊

れてくださ〜い (≧∀≦)ゞ  
 すっごく楽しいことになっていますよ。仲間に⼊って下さ〜い︕

 あんまり美術館が素敵で、⼀度⼊るとなかなか出て来れない⽅が多いので、
 優しい所⻑様がカフェを作ってくださることになったんです。

 その企画を募集されているんですが、アネ研さんが⾯⽩いんですよ〜︕（*≧ｍ≦*）
 私も考えました︕

 magamiスペシャル︓ローズティーとケーキ3種盛り合わせセット
 なんていかがでしょう︖イランの特産品でバラがあったような・・・︖

 間違っていたらごめんなさい。でもケーキ3種盛り合わせって魅⼒的でしょう︖（ちょっと⾷いしん坊すぎかな）

> 私もいろいろ考えてみようと思います。カフェの⼀⾓にプレイランドを作って、チビ怪獣ちゃん達にも登場してい
ただきたいですね〜︕︕ 

 ・・プレイランド、作っていただけるのはありがたいのですが・・たぶん、皆さんのご迷惑になります。
 つい最近も、携帯⾳楽プレーヤーのヘッドホンがチョッキリとハサミで切られておりました(泣)。

 ハサミ使⽤禁⽌になったことは⾔うまでもありませんが・・。

Re:休憩所(カフェ）いいですね︕︕
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4522 選択 xs4ped 2008-01-30 17:41:29 返信 報告

アネ研さん、皆さん、こんにちは。
  

> 卵の⻩⾝を紅茶に混ぜて、午後のミキティ 
 > フルーツ盛りだくさんの、チョコレートパフェ 

 > つまようじがかわいい、アイスクリーム pine、いえpinoでした、おそまつ︕ 
 特に「午後のミキティ」はいいですね。(笑)

 私は毎⽇「午後のO茶」を飲んでいます。

strayさん
 曲名はＺ板で使っていたというのであれば、ＺＡＲＤの曲(歌詞)のフレーズなんかはどうでしょうか︖

 「⾚い⽷のOOO」Playより
 「パステルカラーのOOO」負けないでより

 「⻘く澄んだOOO」揺れる想いより
 メニューは豊富に作れると思いますが・・・

休憩所（カフェ）を、出来れば喫茶店のように(笑)

4525 選択 ⼭茶花 2008-01-30 18:02:44 返信 報告

私からちょっとした提案ですが･･･
 休憩所（カフェ）を改善とされるならば、こちらに来られるみんなが寛げるような、

 喫茶店みたいな感じが良いですよね。
 こんなの提案とは⾔わないですね。

 誰かフォローを。笑

>>xs4pedさんへ 
 こんばんは。

 いつもステキな画像、⾒せて貰っています︕

https://bbsee.info/straylove/id/4442.html?edt=on&rid=4522
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=4522
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/f110a326be6999afdeb8e7002c0ce44d.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/4442.html?edt=on&rid=4525
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=4525


この画像も、よく撮れていますね。坂井さんが美しく撮れています。
この画像は、TV画⾯を撮った訳じゃないですよね︖

 んー･･･どうしたらこんな⾵になるのーー︖︕笑

Re:休憩所（カフェ）を、出来れば喫茶店のように(笑)

4531 選択 stray 2008-01-30 20:15:13 返信 報告

皆さんこんばんは︕

いろんな妄想が次から次と…（笑）。
 でも皆さんのアイデアは素晴らしいですね︕

１．ゲストのHNをもじった”だじゃれ⾵”メニュー
 「午後のミキティ︓卵の⻩⾝を紅茶に混ぜて」

 「チョコレートパフェ︓フルーツ盛りだくさん」
 「⽣搾り新鮮 100% pineジュース」

２．所員のHNにちなんだ、”ゴリ押し”メニュー
 「所⻑＆泉⽔のデートシュー:ペアカップル限定」

「magamiスペシャル︓ローズティーとケーキ3種盛り合わせセット」
 「アネケンのワッフル」・・・これって”アネケン”という洋菓⼦屋さんが実際にあるの︖（笑）

３．ＺＡＲＤの”フレーズ”メニュー
 「⾚い⽷…」ん〜思い浮かばない

 「パステルカラーのフラッペ︓夏限定」
 「⻘く澄んだ⻘汁︓⾊だけは美味しそう」

全部採⽤しちゃいましょう︕（笑）
 部⻑、がんばってね〜（笑）。

⼭茶花さん、strayさんへ

4533 選択 xs4ped 2008-01-30 21:23:04 返信 報告
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こんばんは。

⼭茶花さん
 > この画像も、よく撮れていますね。坂井さんが美しく撮れています。 

 > この画像は、TV画⾯を撮った訳じゃないですよね︖ 
 > んー･･･どうしたらこんな⾵になるのーー︖︕笑 

 此れは画質の良い動画を以前、紹介したキャプチャソフトでキャプチャしただけです。
 この画像は若⼲修正しておりますが・・・

strayさん
 >「⻘く澄んだ⻘汁︓⾊だけは美味しそう」 

 ⻘汁は誰も注⽂しないと思うので(笑)
 やっぱり「⻘く澄んだポカリスエット」でしょう。

 イメージとしてはＺＡＲＤ＝ブルー・⽩＝ポカリスエットでしょう。
 ＣＭの影響受けすぎ︖(笑)

カフェ＋チャットルームもあれば最⾼ですね。(^_^)

⻘く澄んだ…

4536 選択 皐 2008-01-30 21:52:50 返信 報告

「⾚い⽷の…」っていったら…ナポリタンとか︖(笑)
 「⻘く澄んだOOO」は、xs4pedさんの“ポカリスエット”に⼀票です︕(笑)

P.S.xs4pedさんへ
 私もxs4pedさんといつか合作が作れると嬉しいです(o^∇^o)

 機会があれば、是⾮よろしくお願いしますね︕☆ﾐ

皐ちゃんへ

4537 選択 xs4ped 2008-01-30 22:11:06 返信 報告

皐ちゃん、こんばんは。
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> 「⾚い⽷の…」っていたら…ナポリタンとか︖(笑) 
「⾚い⽷のナポリタン」に⼀票です。(笑)

> 私もxs4pedさんといつか合作が作れると嬉しいです(o^∇^o) 
 > 機会があれば、是⾮よろしくお願いしますね︕☆ﾐ 

 もう直ぐ泉⽔さんの誕⽣⽇・デビュー⽇ですが、合作品どうでしょうか︖
 尚、合成加⼯は皐ちゃん担当でお願いしますね。(^_^)

 私の技量では当分無理なので・・・(笑)
 その代わり画像は幾らでも提供します。(笑)

 

Re:xs4pedさんへ

4538 選択 皐 2008-01-30 22:29:25 返信 報告

⼀票ありがとうございます(笑)

合作の件ですが、泉⽔さんの誕⽣⽇・デビュー⽇という⼤事な⽇に⼀緒にいいんですか︖
 私で良ければ、ぜひよろしくお願いします(o≧∇≦o)

 合成加⼯は私の担当ですね︕了解です(*^∀^*)でも、私に出来ない技術(キラキラのデコレーション)を
 xs4pedさんは持ってらっしゃるので、その技もぜひ活かしましょう☆ﾐ

画像の⽅は上のを使いますか︖それとも…この間お話しした“お気に⼊りの”ライブ写真でいきますか︖♪

⾚い⽷のナポリタン

4539 選択 チョコレート 2008-01-30 22:32:48 返信 報告

所⻑さん、皆さん、こんばんは。またまたチョコレートです。
 カフェのメニュー、続々と増加中ですね〜。部⻑さん、冷や汗出てなければ良いのですが・・・(笑)。

皐さんへ
 お久しぶりです︕

 ⾚い⽷の・・ナポリタン︕私も思いついたのは同じでした(^―^)
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ふふふ。
なのでナポリタンに1票で〜す。

xs4pedさんへ
 こんばんは。今⽇も素敵な画像をありがとうございます。泉⽔さん、綺麗ですね〜。

 xs4pedさんの⾔われるように⻘はポカリですね︕私も⻘汁はちょっと・・おいしくないですよね。なのでポカリに1
票です。

 でも、味はともかく、「ぬるいコーラ」はメニューにあるとうれしいような︖皆さんの顔がニヤッとしません︖
 「ぬるくないコーラ」のほうが良いかな︖どうせ美術館に⻑居すればぬるくなるから︖︖

xs4pedさんへ

4541 選択 stray 2008-01-30 22:38:20 返信 報告

こんばんは︕

またパニックになるようなことを…（笑）。
 ⼭茶花さんには、まず、DVDレコーダーで録画した映像をパソコンに取り込む⽅法を

 教えてやって下さい（笑）。

> ⻘汁は誰も注⽂しないと思うので(笑) 
 > やっぱり「⻘く澄んだポカリスエット」でしょう。 

 ポカリは無⾊透明なので、
 「ちょっぴり⻘汁を⼊れた⻘く澄んだポカリスエット」（⻑っ︕）でダメ︖（笑）

> カフェ＋チャットルームもあれば最⾼ですね。(^_^) 
 カフェ＋ゲストブック＋チャットルームで検討中です︕

 

わ〜盛り上がってますね。

4543 選択 アネ研  ◆craoLd8Ou2 2008-01-30 23:00:38 返信 報告

pineさん、みなさん、こんばんは、
 盛り上がってますね。︕︕。
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マネ研のワッフルか〜おいしそうですね。ハンドルネーム変えようかしらん。（笑）
それから、思ったのは、⼭茶花さんらしいお菓⼦が⾒つかってもなぜか、ビッグサイズしか
ないのでは︕︕

 怒ったらごめんね。

Re:xs4pedさんへ

4550 選択 xs4ped 2008-01-31 02:08:13 返信 報告

こんばんは。

皐ちゃんへ
 > 合作の件ですが、泉⽔さんの誕⽣⽇・デビュー⽇という⼤事な⽇に⼀緒にいいんです

か︖ 
 私としては泉⽔さんの供養を兼ねて、記念の⽇だから良いのではないかと思っております。

 泉⽔さんもきっと喜んでくれると思っております。
 > 私で良ければ、ぜひよろしくお願いします(o≧∇≦o) 

 > 合成加⼯は私の担当ですね︕了解です(*^∀^*)でも、私に出来ない技術(キラキラのデコレーション)を 
 > xs4pedさんは持ってらっしゃるので、その技もぜひ活かしましょう☆ﾐ 

 宜しくお願い致します。(^_^)
 > 画像の⽅は上のを使いますか︖それとも…この間お話しした“お気に⼊りの”ライブ写真でいきますか︖♪ 

 画像は別途送りますので、下記より連絡(メール)頂ければ
 画像を送ります。⼜はstrayさん経由でもＯＫです。

 http://xs4ped.spaces.live.com/default.aspx

チョコレートさんへ
 > でも、味はともかく、「ぬるいコーラ」はメニューにあるとうれしいような︖ 

 私も、「ぬるいコーラ」は考えました。(笑)
 「ぬるいコーラ」だけでは味気が無いので「あの微笑のコーラ」とかはどうでしょうか︖

 妄想は膨らむばかりですね。(笑)
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strayさんへ
>⼭茶花さんには、まず、DVDレコーダーで録画した映像をパソコンに取り込む⽅法を教えてやって下さい（笑）。 

 外付⽤ TVキャプチャを使えば簡単に取り込めると思いますが少々値段が⾼いです。内蔵⽤TVキャプチャの⽅が安い
ですが、初⼼者には難しいでしょう。

 http://buffalo.jp/products/catalog/multimedia/capture.html
 パソコンがTVチューナー付で録画機能を搭載していれば、1番良いのですが・・・

ちなみに私もHDDからパソコンには取り込めません。
 地デジなので(コピーワンスの為)未だ、ソフトを⼊⼿出来ないでいるのでパソコンで再⽣も出来ません。(涙)

 画像安定化装置を付けようかとも思ったのですが、画質が落ちる(アナログになる)ので購⼊は現在、⾒合わせており
ます。

> やっぱり「⻘く澄んだポカリスエット」でしょう。 
ポカリは無⾊透明なので、

 「ちょっぴり⻘汁を⼊れた⻘く澄んだポカリスエット」（⻑っ︕）でダメ︖（笑）
 泉⽔さんと⻘汁のイメージが合わないので却下でしょう。(笑)

>カフェ＋ゲストブック＋チャットルームで検討中です︕ 
 此れで毎⽇満員御礼ですね。(笑)

 ⻑蛇の列が出来て整理券も必要になるのではないでしょうか︖(笑)

pineさん、アネ研さんへ
 >「アネ研ワッフル」か「マネ研ワッフル」もいいですね。 

 此⽅にも⼀票です。
 > pineさんは「果汁100% pineジュース」のほうがいいと思います。 

 「搾り⽴て果汁100% pineジュース」はどうでしょうか︖

妄想が⽌まらなくなりますので此れにて失礼します。(笑)
 お休みなさい。お(ノ￣0￣)ノや(o￣・￣)oす(。＿ ＿)。みzzz..

皆さんすごいアイディアですね〜︕︕

4551 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-01-31 04:46:25 返信 報告
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皆さんおはようございます♪♪楽しいアイディア満載で とってもおもしろいです︕︕
休憩所（カフェ）の名前ですが、『トレヴィの泉⽔』はいかがでしょうか︖

 どなたか１票⼊れて下されば嬉しいです。（笑）

もう⼀つ、世界⼀の美術館なので ご来館の皆様のため イランから（レッドカーペット
ではなく）⾼級なペルシャ絨毯を送らせていただきま〜す♪

pineさん チョコレートさんへ
 レスありがとうございます。華やかですね︕

 美術館の⼀⾓に“頑丈な鉄の檻”の中にあるプレイランド（プレイルーム）を作っていただこうと思います。（笑）
怪獣ちゃん達を、ベビーシッターmegamiに任せて どうぞ安⼼してご来館下さ〜い︕︕

 チョコレートさん イランのバラが名産なのを良くご存知ですねo(>▽<)oありがとうございます。
 キャビア・サフラン・ペルシャ絨毯など⽯油と天然ガス以外にも名産品はたくさんありま〜す︕

皐さん xs4pedさんへ
 もうすぐ夢の共演が拝⾒できると思うだけでワクワク致します。お⼆⼈の合作を期待しておりま〜す(*＾Ｕ‘*）⌒☆

★
 > 「搾り⽴て果汁100% pineジュース」はどうでしょうか︖ 

 おいしそうですネ︕１票⼊れさせていただきます。

cafe menu妄想

4552 選択 pine 2008-01-31 09:26:25 返信 報告

みなさん おはようございます︕
 夜中にメニュー案を思いついたのでやってきたら、⾯⽩いのがいっぱ〜い (^_^)/

 朝からウキウキ気分です。

Seven Rainbow から 「虹⾊のバームクーヘン」はいかがでしょうか︖ タイトルがらみだから却下かな︖

アネ研さんへ
 フォローありがとうございますm(^_^)m  このワッフル、サクサクで美味しいので⼤好きなんです︕
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megamiさんへ
またまた嬉しいお⾔葉ありがとうございます。"鉄の檻"の中でZARDのライブDVDを流していただければ、うちの破
壊星⼈は⼤⼈しくしていると思います。(笑)

 >休憩所（カフェ）の名前ですが、『トレヴィの泉⽔』はいかがでしょうか︖ 
 いいですね。⼈がたくさん集まって来そうです。⼀票いれさせていただきま〜す︕

xs4pedさんへ
 >「ぬるいコーラ」だけでは味気が無いので「あの微笑のコーラ」とかはどうでしょうか︖ 

 素敵なネーミングに⼀票⼊れさせていただきます。
 > 「搾り⽴て果汁100% pineジュース」はどうでしょうか︖ 

昨⽇⾃分で「搾り⽴てで…」とお願いしておきながら、「賞味期限ギリギリの…」っていうのもおもしろいかナ︖な〜
んて思ってます。

今⽇のティータイムには「午後のミキティー」試してみようかしら…それとも「⻘汁⼊りのポカリ!?」(＞▽＜;;

megamiさん、xs4pedさんへ

4554 選択 チョコレート 2008-01-31 09:35:35 返信 報告

所⻑さん、皆さん、おはようございます。チョコレートです。
 アイディアたくさん出てますね〜。楽しーい︕

megamiさんへ
 おはようございます。レスありがとうございます（＾－＾）。

 > 休憩所（カフェ）の名前ですが、『トレヴィの泉⽔』はいかがでしょうか︖ 
 素敵な名前︕︕良いですね〜。私も『トレヴィの泉⽔』に1票ですっ︕

 画像も綺麗ですね。イタリア旅⾏したことを思い出しました。
 泉の周りはいつも⼈がいっぱいで、ジェラート⾷べながら楽しそうに休憩する雰囲気がぴったり重なりましたよ。

> ご来館の皆様のため イランから（レッドカーペットではなく）⾼級なペルシャ絨毯を送らせていただきま〜す♪ 
 ペルシャ絨毯（◎ー◎︔）︕す、すごい豪華ですね。チビ怪獣がチョキチョキしないように気をつけなければ・・。

>  イランのバラが名産なのを良くご存知ですねo(>▽<)o 
 むか〜し、⾼校⽣の頃に世界史の先⽣が⾔ってました。授業では試験にあまり関係のないことをたくさん教えてくれ
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る先⽣でした。
⾯⽩くて⼤好きでしたが・・試験は散々(￣▼￣|||) 。

xs4pedさんへ
 皐さんとのコラボ、楽しみにしています︕

 「あの微笑コーラ」良いですね︕そのほうが泉⽔さんも喜びそうです。
 私もこちらに１票⼊れさせていただきます。

カフェ

4555 選択 アネ研 2008-01-31 09:46:54 返信 報告

おはようございます。pineさん、画像の件、どういたしまして、捜して⾷べたいです。
 megamiさん、美術館本館にはベルシャジュウタンいいですね。似合いそうです。しかし、画像は綺麗だけど、⼩さ

っ︕︕

Re:カフェ

4558 選択 megami  ◆hNMHghHcBo 2008-01-31 15:07:27 返信 報告

アネ研さんへ
 > しかし、画像は綺麗だけど、⼩さっ︕︕ 

 ごめんなさ〜い︕︕（爆笑）
 ネットがいつ切れるか分からないので、苦⾁の策で⼩さくしました︕︕ネットがしっかり繋がるときに⼤きい画像に

編集しておきます（笑）

ｐｉｎｅさんへ
 >ZARDのライブDVDを流していただければ、うちの破壊星⼈は⼤⼈しくしていると思います。(笑) 

 それならお安い御⽤で〜す︕︕（笑）

『トレヴィの泉⽔』に清き１票ありがとうございま〜す︕︕

チョコレートさんへ
 >むか〜し、⾼校⽣の頃に世界史の先⽣が⾔ってました。授業では試験にあまり関係のないことをたくさん教えてく
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れる先⽣でした。 
>⾯⽩くて⼤好きでしたが・・試験は散々(￣▼￣|||) 。 

 おもしろ〜い︕︕そういう先⽣ 私も⼤好きです。（笑）

『トレヴィの泉⽔』に清き２票⽬をありがとうございます︕︕

部⻑のT28さんへ

4559 選択 ⼭茶花 2008-01-31 15:46:05 返信 報告

返事がすっかり忘れていました。
 失礼m(_ _)m

>実のところ、パトロール＆お留守番が主な仕事で、結局は雑⽤です。 
 パトロールのお仕事もカッコイイですよね。

 特に⼥性の。

>ある時は、皐ちゃんの”おっかけ”だったりしますので、”おちゃらけ”部⻑が本業かな（笑）。 
 おっかけ。このセリフ、どっかで聞いたことあります(笑)。確か昨年、ネット配信で流れていた、『おっかけー』の

番組に、DEENが出ていたことあったんです。

> ⼀応、美術館の館⻑でもあります。雇われですが（笑）。 
 だから皆さんから"部⻑"と呼ばれているんですね。よく分かりました。

  
>私も、DEENのアルバム・・・、たしか2枚あるはず（汗）。 

 > 結構ヘビーに聴いていた時期がありました。 
 > 挫けそうなときは「銀⾊の夢」を聴くと頑張ろうって思います。 

 『銀⾊の夢』。良い曲ですよね。「銀⾊の夢」や、『夢であるように』から
 ファンになりました、と⾔う⼈が結構いるんですよ。

 今年、DEENもついに、15周年を迎えます。15周年アニバーサリーと題して、
 初の⽇本武道館公演が、6⽉8⽇に予定されているんだそうです。坂井さんがご提供された3曲も、

 おそらく披露されると思うので、お時間があれば、⾜を運んでみて下さいね。
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xs4pedさんへ

4560 選択 ⼭茶花 2008-01-31 16:06:43 返信 報告

こんにちは。

動画からの画像について・・・
 ⼤体、『キャプチャ』⾃体がなんのことなのかもわからないです;

#4550は、いろいろと道具が必要となりそうなので、⾃分は、"TV画⾯を撮る"と⾔う形で、⾏くことを決めました
(笑)

 折⾓、わざわざ教えて下さって、気の毒な話なんですが･･･
 stray所⻑さんにも御迷惑を掛けますし。。。

strayさんへの、zardのイメージ⾔葉･･･
 >やっぱり「⻘く澄んだポカリスエット」でしょう。 

 >イメージとしてはＺＡＲＤ＝ブルー・⽩＝ポカリスエットでしょう。 
 良いイメージですよ。この⾔葉を聞いただけでも、夏の爽快感な感じを受けます。

>ＣＭの影響受けすぎ︖(笑) 
 そんなことないですよ。You Tubeで私も、当時のCM観て、かなりの影響受けてます(笑)

>カフェ＋チャットルームもあれば最⾼ですね。(^_^) 
 ですよね、ですよね︕

 特にチャットは、みんなと楽しくお喋りが出来ますし、良いかもしれません。
 あぁ〜良い案、取られた(笑) 

 

Re:新装開店おめでとうございます︕（遅っ・・（;￣ー￣A ）

4563 選択 ミキティ 2008-01-31 17:09:09 返信 報告

みなさん こんにちは(*^_^*)

 今⽇楽しみに遊びに来たら とても盛り上がっているではありませんか(*^_^*)

 T28部⻑さま（＾－＾）
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 今⽇は増して妄想コーナーになりますが〜
⻑くなりましたので別に⽴てさせてきださいませ。 宜しくお願いしまーす(^_-)-☆

  館⻑さんだったことに今気付きました。
   落とし⽳を掘ろうとしていてスミマセンでした♪

  
  所⻑さま☆

 ZARD掲⽰板で ZARDカフェを拝⾒したことがありますo(^-^ o )
 とっても盛り上がっていましたね。 そして美味しそうでした〜

  
  メニューのリクエスト書ききれないくらいになりそうです♪

 アネ研さん☆

 きゃはは ^-^)ﾉ(* ^-^)ﾉ 午後のミキティ オモシロイ〜〜(^o^)⼃
  とても気に⼊りました そしてとても気になります。

  ナイスメニューですね☆
  HN変えようかしら(^o^)⼃

 ⼭茶花さん☆

 私もアルバムを数枚なのですが 持っています(^・^)
   デビューのとき初めて聴いた歌声と楽曲に衝撃が⾛った記憶があります。

  今度 ゆっくり聴いてみますー♪

 チョコレートさん☆

 美味しそうなパフェさんになっちゃいましたね(^_-)-☆
  私もまた妄想しよー。

 megamiさん☆

  こんにちは（＾－＾）
  最近お姿を拝⾒で拝⾒できなかったので⼼配していました。

 



 楽しく盛り上がっていますのでたくさんお話しましょうね
 カフェのお名前素敵です︕︕

 pineさん☆

 お出掛け前にチエック出来て良かったですね。
  美術館はとても気になる存在で ⽣活の中の⼀部ですよね（＾－＾）

  ワッフルに（笑 笑 笑(^o^)⼃です︕

 sx4pedさん☆

 午後のミキティに（笑）ですね(^o^)⼃
  午後のミキティが世に出る前に出来たら是⾮試飲をお願いします

  素敵な画像ありがとうございます♪

 皐さん☆

 こんにちは♪
  皐さん登場 嬉しいでーす（＾－＾）

  合作とても楽しみにしていますよ☆
 

無題

4570 選択 皐 2008-01-31 18:46:25 返信 報告

昨夜はチョコレートさんと数分違いの投稿で、話そびれちゃいましたね(o≧o≦o)
 「⾚い⽷のナポリタン」は同じだったようで、嬉しいです♪1票ありがとうございました︕(笑)

 昨夜はすれ違いだったので、またお話しできるチャンスを楽しみにしてますね〜☆ﾐ

ところで、megamiさん提案の『トレヴィの泉⽔』いいと思いますよ︕写真がまた素敵ですね(o^∇^o)
 pineさん、チョコレートさんに続いて、私も⼀票⼊れま〜す︕

 お⼆⼈のやんちゃキッズのために、プレイランド（プレイルーム）というのも名案です!!(笑)

P.S.私とxs4pedさんの合作について、“楽しみにしてる”とコメントをくださってありがとうございます☆ﾐ
    ぜひ期待して待っていてくださいね(o^∇^o)

https://bbsee.info/straylove/id/4442.html?edt=on&rid=4570
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xs4pedさんへ

4571 選択 皐 2008-01-31 18:57:46 返信 報告

＞記念の⽇だから良いのではないかと思っております。
 そう⾔っていただけて安⼼しました︕(相⼿が)私なんかでいいのかなぁって思っていたので(*^_^*)

 ありがとうございますね☆ﾐ

ところで、メールを送りたいのですが、どこから送れば良いんでしょう??
 ちょっと分からなくて…(苦笑)『メッセージの送信』は違うんですよね︖

 なんかスムーズに進まなくてスミマセン(>u<;)

皐ちゃんへ

4575 選択 xs4ped 2008-01-31 21:02:48 返信 報告

皐ちゃん、こんばんは。

> ところで、メールを送りたいのですが、どこから送れば良いんでしょう?? 
 > ちょっと分からなくて…(苦笑)『メッセージの送信』は違うんですよね︖ 

 > なんかスムーズに進まなくてスミマセン(>u<;) 
 『メッセージの送信』から送れませんか︖

 もしかしたらWindows Live Spacesに登録しないと送れないかも︖
 『メッセージの送信』から送れないようであれば、strayさん(問い合わせ)経由でお願いします。

PS.
megamiさんの『トレヴィの泉⽔』に⼀票です。(^_^)

 

Re:xs4pedさんへ

4580 選択 皐 2008-01-31 21:53:02 返信 報告

やっぱり『メッセージの送信』で合っているみたいですね(’_’;)
 登録していないので、送信できないのかな…︖
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と、いうことは、所⻑経由で…(^_^)
後で所⻑に私のメルアドを、xs4pedさんに伝えてもらうように頼んでおきますね︕

1位!!!

4527 選択 皐 2008-01-30 18:19:12 返信 報告

ウィークリーチャートでも1位を獲得しましたね︕泉⽔さんおめでとう(o≧∇≦o)
 これからもファンや⾊々な⼈に、“ZARDと接する事が出来る機会”を作ってくれるといいですね

(*^u^*)
 ⼼からそう願っています｡｡｡☆ﾐ

ひとまず、泉⽔さん、関係者スタッフの⽅々に
 『アルバム制作お疲れさま、そして1位獲得おめでとうございます☆ﾐコンサートの⽅も頑張ってください︕』ですね♪♪

P.S.別スレですが…
   所⻑に部⻑︕休憩所（カフェ）を楽しみにしていますよ♪♪

Re:1位!!!

4528 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-01-30 19:06:50 返信 報告

泉⽔さん、やったね︕

Ｐ.Ｓ. ちとハードルが⾼そうで・・・、やめときゃよかったかな︖（笑）とか思ってますよ︕
 

部⻑、こんばんは☆ﾐ

4535 選択 皐 2008-01-30 21:43:13 返信 報告

⼀位獲得は本当に嬉しいですよね︕(o^∇^o)
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カフェに関してですが、確かにハードルは⾼そうですね(>U<;)(笑)
私に出来る事があればお⼿伝いしますよ♪♪(←あまり頼りになりませんが(笑))

泉⽔san おめでとうございます☆⼺

4546 選択 MISORA 2008-01-31 00:04:08 返信 報告

⼥性ボーカル・グループ
 アルバム1位獲得数記録でも歴代トップですね

 これからも記録更新し続けてほしいです
 （*^_^*）

良かったです(^-^)v

4553 選択 カーディガン 2008-01-31 09:30:44 返信 報告

皐さん、みなさんこんにちは。
 ⼀位獲得ですね。次はミリオンですね。

MISORAさん・カーディガンさんへ

4572 選択 皐 2008-01-31 19:05:16 返信 報告

こんばんは︕

アルバム1位獲得数記録でも歴代トップのようですね(o^∇^o)
 私も記録更新し続けて欲しいと願っています☆ﾐ

ファンの私たちには、これからもずっと“記憶”として残っていきますが、
 ファンじゃない⽅に、“記録”として残っていてほしいなと思いましたね＾＾

カーディガンさんの仰るとおり、次はミリオンに期待です︕
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おはようございます。

4556 選択 yasuda 2008-01-31 09:54:31 返信 報告

皆さん おはようございます。
 BGV.JPのサイトのサイトでＺＡＲＤの事が書かれていますのでお知らせです。

 詳しくは下記のＵＲＬまでどうぞ。
 http://bgv.jp/zard/memorial.html

もしよければ、わたしのブログＢＢＳなどに
 書き込みＯＫですのでよろしくお願いします。

 http://plaza.rakuten.co.jp/zardizumi/

横浜みなとみらい

4548 選択 atti 2008-01-31 00:46:17 返信 報告

皆さん、こんにちは。

いよいよ、週末はパシフィコ横浜コンサートですね。

当⽇は、疲れない程度に横浜を少し散策してみる予定です。

乗換え駅に⼩冊⼦がありましたので、ご紹介しておきます。

■JR東⽇本⼩さな旅
 ttp://www.jreast.co.jp/tabidoki/chisanatabi/index.html

 ※情報はUPされていません。
 冊⼦には、横濱ブリリアントウェイの紹介など

■東急電鉄
 東横特急でGO!

 エンジョイ 横浜みなとみらいブック
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http://www.tokyu.co.jp/railway/railway/mid/oshirase/080129mm_ibent.html
これには、クーポン券がついています。例えば、中華料理店の10%OFFなど。

⾃分⾃⾝は定期区間があるので、みなとみらい線(乗ったこと無し）に乗⾞するかどうかで、どのタイプのキップにしようか
と。

ゆっくりと⾵景を眺められる喫茶店で時間を過ごすのもありかな。
 コンサート参加の⽅は、当⽇はどのような予定︖

http://atti.jugem.cc/

Re:横浜みなとみらい

4549 選択 ALIL.1967 2008-01-31 01:43:40 返信 報告

attiさん、みなさん こんばんは

いよいよ みなとみらい ですね。東横線で元町中華街⾏きに乗ればいけますが、JR桜⽊町から動く歩道（⾶⾏場に
よくあるような）でランドマークをくぐっていくこともできますよ。パシフィコは⼀度も⼊ったことがなく、ZARD
のコンサートが初めてとなるので楽しみにしています。

  いまのところ、まずgoodsを⼊⼿して．．．ランドマークタワーにお店がいっぱいありますし、観覧⾞のある遊園
地みたいなものも動く歩道から⾒えます。それから⼤桟橋とか⾚れんが倉庫もそれほど遠くないです。

フラワーギフトの締切りは今⽇1/31までです(^_-)-☆

4545 選択 カーディガン 2008-01-31 00:00:21 返信 報告

皆様、こんばんは。
 WEZARDにもうフラワーギフトは送ったでしょうか︖

 私も送りましたよ。
 この冬なので、外にはお花は全然咲いていません︕︕なので、お花屋さんにいって花瓶に⽣けたものを写真に撮りました。泉

⽔さんは、きっと喜んでくださると思うのですが。
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もうすぐ泉⽔さんのお誕⽣⽇で明⽇から２⽉です。ファンクラブの企画でなにかあるのでしょうか。コンサートのほうも気に
かかります。

 フラワーギフトの締切り間近ですので、お急ぎを。

⽌まっていた時計が今動き出した

4461 選択 カーディガン 2008-01-28 23:58:02 返信 報告

みなさん、こんばんは。
 今⽇は、「⽌まっていた時計が今動き出した」の発売⽇ですね。でも、あまり話題になっていな

いようですね。昨⽇が⽉命⽇で、リクエストベストも発売されたばかりですので、そちらの話題
が⼤きいのでしょうね。

 私はこの曲が好きですので、毎朝⽬覚ましバージョンで聴いております。朝の⽬覚めに、体内時
計を呼び覚ます意味でも、とてもいい曲です。

 でも、朝から泉⽔さんの胸の中に⾶び込んで⾏きたくなるかもしれませんが・・・

Re:⽌まっていた時計が今動き出した

4462 選択 カーディガン 2008-01-29 00:00:30 返信 報告

泉⽔さんのタートルネック姿が、とても愛らしくて素敵☆です。このシルエットも⼀本
結びが泉⽔さんらしいです。

 どんな泉⽔さんも最⾼です(^^♪

Re:⽌まっていた時計が今動き出した

4463 選択 カーディガン 2008-01-29 00:11:12 返信 報告
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この映像を⾒る前から、何度リピートしたかわかりませんが、泉⽔さん、素敵すぎます
(^_-)-☆

此処には 過去も未来もない 今しかない
 まわり道も 意味のある修⾏(おしえ)と気付く⽇が来る

 どうかせめて前途ある未来に

泉⽔さん、もうあなたは過去現在未来を超越していますよ。
 その教えにもう気づいていますね、そう、その教えを今度は僕たちに⽰し、⼤いなる宇宙を感じさせてください。

Re:⽌まっていた時計が今動き出した

4464 選択 カーディガン 2008-01-29 00:14:58 返信 報告

ちょっと今⽇は残業で帰ってくるのが遅すぎたみたいですね。もう⽇付は1/29になってしま
いましたね。でも、世界の中⼼は1/28だから、まぁ、いっか。

 こんなお顔も素敵ですね(^O^)

Re:⽌まっていた時計が今動き出した

4465 選択 カーディガン 2008-01-29 00:19:21 返信 報告

夜中に私は何をしているのでしょう。
 やはりこんなことをするのは、この⽇しかありませんから、まぁ、今⾜跡を残します。まだ

まだありますね。
 

Re:⽌まっていた時計が今動き出した
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4466 選択 カーディガン 2008-01-29 00:32:49 返信 報告

この道路はアクアラインでしょうか︖
 未だアクアラインは通⾏料が⾼いのでしょうか。

 海ほたるなどまた⾒学してみたいです。
 この道路を通って泉⽔さんがPVを撮ったのではないと思いますけれど。スタッフが撮っ

たのでしょうね。アクアラインに何か思い⼊れがあるのでしょうか。まぁ、アクアライ
ンは海の下を通るので、普通の道路と違って、海底散策という気持ちがしますね。私

が、アクアライン開通よりも前に関⾨海峡トンネルを通った時も、海の下を潜って⾛った思い出はとても鮮烈に憶え
ています。九州上陸にあのトンネルを⾛るのはツーリングの醍醐味ですね。

 千葉は特に⾯⽩いものはあまりありませんが（東京などに⽐べての⼀般論ですが）、アクアラインはけっこう感動的
でしたね。東京湾横断フェリーもなかなかですし、綺麗な海を⾒れていいところですね。

Re:⽌まっていた時計が今動き出した

4467 選択 カーディガン 2008-01-29 00:39:06 返信 報告

泉⽔さんの反則攻撃です^_^;

とてもかっこいい泉⽔さんですが、こんな腕をなよなよした感じで、かわいくされる
と、⼀発でＫＯです(＠_＠;)

泉⽔さんは、かっこいいし、優しくて、かわいい、・・・といったいほんとの泉⽔さん
はどれですか︖

Re:⽌まっていた時計が今動き出した

4468 選択 xs4ped 2008-01-29 00:50:04 返信 報告

カーディガンさん、こんばんは。

私は「pray」がお気に⼊りです。(^.^)
 〜きっと決まっていて ⾚い⽷のあなたに出会えたの you're my dream〜
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もう最⾼です︕
この曲もかなりリピートしましたね。

 

Re:⽌まっていた時計が今動き出した

4470 選択 カーディガン 2008-01-29 00:57:00 返信 報告

xs4pedさん、こんばんは。
夜遅く、そろそろお開きにしようかと思っていたところでした(^_-)-☆

 「pray」はとてもいい曲ですよね。あのライブ映像を⾒て、泉⽔さんの思いがよく伝わり
ました。あの愛らしい⾐装に泉⽔さんの気持ち、想いがいっぱいあらわれていますね。

あぁ、泉⽔さん、素敵な歌をありがとう。このアルバムも最⾼です。古今東⻄過去現在未
来、未来永劫、泉⽔さん以上に素晴らしい歌を歌う⼈は現れないでしょう。ありがとう。

 

Re:⽌まっていた時計が今動き出した

4474 選択 stray 2008-01-29 08:43:36 返信 報告

カーディガンさん、おはようございます。

『⽌まっていた時計が今動き出した』は⼈気がありますね︕
 ジャケの泉⽔さんも格段に美しいです。

この道路はアクアラインではなく、⾸都⾼のようです。
 「ZARD in」さんで特定されています。

 http://www.zard.in/pv/tokei/tokei.html

Re:⽌まっていた時計が今動き出した

4477 選択 ミキティ 2008-01-29 16:40:31 返信 報告
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カーディガンさん こんにちは（＾－＾）

 私もタートルネックの泉⽔さんとても可愛くて好きです
 (*^_^*)

  ご投稿くださった時間は( -｡-)ｽｩｰｰｰ･ZZZzzz 眠い眠いお時間でした。今回はコタツからなんとか脱出しました。
 うたた寝卒業３⽇⽬ですよ♪

  ⾃作セレクションアルバムに prayと瞳閉じてが⼊っています(*^_^*)

アクアライン︖

4485 選択 かず 2008-01-29 18:17:19 返信 報告

カーディガンさんへ
 所⻑さんのご指摘通りアクアラインではありません

 アクアラインは、基本的に直線的で川崎側の⼀部がカーブ、うみほたる側がまっすぐな坂です。
 天井は半円形で断⾯はカマボコ型です。

通⾏料は⽚道３０００円、うみほたるで折り返しも３０００円です。

Re:⽌まっていた時計が今動き出した

4496 選択 カーディガン 2008-01-29 22:09:43 返信 報告

所⻑様、こんばんは。
 ＞『⽌まっていた時計が今動き出した』は⼈気がありますね︕

ジャケの泉⽔さんも格段に美しいです。

こういう泉⽔さんが好きな⽅は多いのでしょうか。私は、デビュー期よりも好きです。
 このジャケ写はもちろんですが、昔はお若くて特に美しかったでしょうけど。

 私もこのジャケ写は好きでした。forever youと同じくらい好きでした。

＞この道路はアクアラインではなく、⾸都⾼のようです。
 「ZARD in」さんで特定されています。
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私も、別荘におじゃましてのぞいていればよかったです（笑）ご指摘とご宣伝(^^♪ありがとうございます。
所⻑様は別荘の住⼈でしたから、共同制作でしょうか。私も今度、おじゃまさせていただきたいと思いますm(__)m

ミキティさん、こんばんは。

＞私もタートルネックの泉⽔さんとても可愛くて好きです
 (*^_^*)

かっこいいのに、かわいい泉⽔さんは反則攻撃です。あのCMを⾒て、CD店へ速攻で⾏っていました(^^♪

＞ご投稿くださった時間は( -｡-)ｽｩｰｰｰ･ZZZzzz 眠い眠いお時間でした。今回はコタツからなんとか脱出しました。
 うたた寝卒業３⽇⽬ですよ♪

  ⾃作セレクションアルバムに prayと瞳閉じてが⼊っています(*^_^*)

この寒い時期は、コタツは⼤切なお友達ですね(^_-)-☆コタツで眠るのが幸せですね(^^♪
 コタツから脱出しての今⽇の投稿、ありがとうございます(^O^)

 ⾃作セレクションで、このアルバムからの素敵な選曲ですね。私も、「pray」を⼊れて、バラード系のセレクション
をつくりたくなりました(^^♪

かずさん、こんばんは。ご指摘のとおりです。ありがとうございます。
 zard.inのサイトで確認いたしました。⾸都⾼ですか、トンネルのある部分なんですね。かずさんは、⾸都⾼をいつも

ご利⽤なのでしょうか。遠い過去の記憶でよくわかりませんでした。この部分を撮ったのは何か意味があるのでしょ
うか︖ただ、映像としてよかったからなのかもしれないですね。

アクアラインの通⾏料は⾼いですね。関係ないですが、値下げしてほしいです。せっかく横断道路ができても、必要
がないと利⽤しにくいですね。かずさんは⽊更津にお住いでしたでしょうか。東京に⾏きにくくに困りますね。どう
してこう⾼いのかなんとかしてほしいところですね。

Re:アクアラインバス

4500 選択 かず 2008-01-29 23:00:48 返信 報告

カーディガンさんへ
 ⽊更津の消費者は以外と良くなっていると思います

 アクアライン経由の⾼速バス、通称アクアラインバスというのがありまして、
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東京、川崎、⽻⽥空港、横浜などと⽊更津を結んでいます。
その他、（市原市）五井〜横浜や君津からも出ているようです。

 特に神奈川へ⾏くのが便利になりました。

通⾏料ですが、やはり⾼いと思います
 全線トンネル⽅式にすれば⼯費が軽くて通⾏料にも反映したと思います。

 

Re:⽌まっていた時計が今動き出した

4502 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-01-29 23:59:20 返信 報告

カーディガンさん、みなさんこんばんは。
 遅ればせながら、レスしに来ました。

 いろんなマイ・オリジナルベストを作っている⼈が多いようですが、私は無精なのと、アルバムへの想いを知りたい
のであまりつくっていません。

 そのため私は、「⽌まっていた時計が今動き出した」を聴きたくなったら、わざとアルバムの最初から聴いていま
す。どれも名曲続きではありますが、気持ちをため込んでいるだけに、「⽌まっていた〜」のイントロのギターです
でに、イッチャイマス。そして、時空間をさ迷います。それに詞も難解ですがいいですよね。

Re:⽌まっていた時計が今動き出した

4505 選択 カーディガン 2008-01-30 00:38:39 返信 報告

アネ研さん、こんばんは。レスありがとうございます。泉⽔さんもアルバムの評価がよくて、反応してもらっている
ことに喜んでいることと思います(^_-)-☆

1/28はAL「⽌まっていた時計が今動き出した」の発売記念⽇でしたが、研究所のスレが⽴っていないので、スレをた
てた次第です。泉⽔さんは曲の出来を気にしていて、ファンの反応が気になっていたようですので、いろいろと勝⼿
に書き込んだところでした^_^;

でも、泉⽔さんへの想いをつづったことは、ほとんど本気です(^_-)-☆泉⽔さんはいつも真剣勝負でしたので、私も
そのつもりで書き込んだつもりです!(^^)!
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画像を何度も貼り付けたりして、泉⽔さんの魅⼒をあらためてカキコしたものです。本家でもけっこうカキコがあっ
たので、泉⽔さんが寂しがらないように、少しお⼿伝いをしたつもりです^_^;

＞いろんなマイ・オリジナルベストを作っている⼈が多いようですが、私は無精なのと、アルバムへの想いを知りた
いのであまりつくっていません。

以前、私は本家で「ZARD SINGLES」の画像を載せたことがありました。シングルはまとめるために作っていまし
たが、マイベストは特につくっておりませんでした。それは、アネ研さんと同じです。また、本家で、「LOVE＆PO
WER」のスレをたてたこともありました。めざましバージョンは、朝のために特につくりました。基本的には、マイ
ベストはつくらないでおります。

＞そのため私は、「⽌まっていた時計が今動き出した」を聴きたくなったら、わざとアルバムの最初から聴いていま
す。どれも名曲続きではありますが、気持ちをため込んでいるだけに、「⽌まっていた〜」のイントロのギターです
でに、イッチャイマス。そして、時空間をさ迷います。それに詞も難解ですがいいですよね。

私は、6曲⽬ばかりエンドレスでリピートしていました。ほかは、カーステレオで何度も最初から聴いたり。ライブ映
像を⾒てからは、「pray」に特別な想いがあると思って聴いております。

Re:⽌まっていた時計が今動き出した

4507 選択 atti 2008-01-30 00:48:33 返信 報告

カーディガンさん、アネ研さん、皆さん、こんにちは。

オリジナルベスト的なものは、iTunesにて、プレイリストにてLive関連を並べているくらいですね。

以前から、気になりならがも、まだ作成していませんが、
 BGVのオリジナルセレクションがあります。

ダウンロードはしません(笑)が、同構成にてプレイリストを作成しようと思いながらも・・・

http://bgv.jp/zard/memorial.html
 にある、「BGV SELECTIONS -SPECIAL DOWNLOAD-」

 Best SECRETS
 Best HITS

 Best LOVERS
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Best TEARS
Best CHEERS

上記の選曲はどのように思いますか︖
 PS.BGV上には、動画として、「揺れる想い」Clipが1つありります。

 http://www.bgv.jp/contents/list_video.php?artist_id=46

Re:⽌まっていた時計が今動き出した

4534 選択 ALIL.1967 ◆0Ztcm5OtiI 2008-01-30 21:35:44 返信 報告

皆さんこんばんは

 zard.in さんを⾒させてもらいました。『⽌まっていた時計が今動き出した』は2004年ですね。夜の交差点の⾵景
は，東京タワーと⾸都⾼を背中に国道１号（桜⽥通り）を撮影したものなんですね。PVをみたときには全然気がつき
ませんでした。

 交差点は都営地下鉄で⾚⽻橋駅が近いですよ。

 同じ年の『今⽇はゆっくり話そう』も同じ付近で撮影された⾒たいですね。ちょうどこの時期このあたりの桜⽥通
りが各幅されてきれいになったばかりだったのでロケのに使ったのかもしれません。

Re:⽌まっていた時計が今動き出した

4544 選択 カーディガン 2008-01-30 23:45:46 返信 報告

attiさん、こんばんは。
たとえば、このセレクションですが、

Best SECRETS
 ZARD 

 販売価格︓3150円（税込） 
 (株)Being

 INFORMATION
 ■ライセンスバックアップ: 可
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■対応PDへの転送: 可

■転送回数: 3回

■ライセンスの再発⾏: 3回
 タイトル

 アーティスト
 タイム

 試聴
 価格(税込み)

 カートに⼊れる
  

1.愛は暗闇の中で ZARD 4'42"    
 2.It's a Boy ZARD 4'35"    

 3.素直に⾔えなくて ZARD 4'17"    
 4.あの微笑みを忘れないで ZARD 4'26"    

 5.Dangerous Tonight ZARD 4'13"    
 6.Season ZARD 4'06"    

 7.あなたを好きだけど ZARD 4'27"    
 8.Listen to me ZARD 3'54"    

 9.カナリヤ ZARD 4'34"    
 10.⾬に濡れて ZARD 4'34"    

11.If you gimme smile ZARD 4'03"    
 12.来年の夏も ZARD 4'33"    

13.Take me to your dream ZARD 5'05"    
 14.Ready Go! ZARD 4'36"    

 15.I'm in love ZARD 4'10"    
 16.Forever you ZARD 4'41"    
 17.君がいたから ZARD 4'22"    
 18.⾒つめていたいね ZARD 6'17"    

 19.feel fine,yeah ZARD 3'45"    



 
20.遠い星を数えて ZARD 5'10"    
21.少⼥の頃に戻ったみたいに 

 東宝洋画系映画「名探偵コナン14番⽬の標的」主題歌
 ZARD 5'42"    

 22.時間の翼 
 「NTT⻄⽇本フレッツ・ISDN」CMソング

 ZARD 4'44"    
 23.⽌まっていた時計が今動き出した 

 テレビ朝⽇系ドラマ「異議あり︕〜⼥弁護⼠⼤岡法江」主題歌
 ZARD 4'12"    

 24.天使のような笑顔で ZARD 3'45"    
 25.君とのふれあい ZARD 4'27"    

 26.I can't tell ZARD 4'32"    
 27.君と今⽇のことを⼀⽣忘れない ZARD 5'08"   

上記アルバム曲をまとめて購⼊する場合はこちら ⇒ 3150円（税込) 

となっていますね。
 このセレクションは２７曲で3150円ですから、曲だけを購⼊するのでしたら、GOODですね。

 でも、ジャケ写も泉⽔さんの魅⼒ですので、私は、CDで、ジャケット付きがいいですね。私はDLは考えられないで
す。⾳楽だけを聴くだけならいいかもしれませんね。もし、曲が⼊⼿困難ならば、DLもありだと思います。

SoffioやBrezzaなども、DVDがないんですよね。やっぱり考えられないです(＠_＠;)

セレクト⾃体はタイトルどおりにいいセレクトだと思います。私は⾃作してしまうでしょうけど。

ALIL.1967 さん、こんばんは。
 私も、zard.inで⾒たことはあったかもしれません。⾸都⾼では、泉⽔さんのPVの思い出にひたる前に、トンネルを抜

けてしまいそうですね。ALIL.1967 さん、紹介の「カラッといこう︕」のロケ地めぐりのほうが楽しいでしょうね。
私も、「カラッといこう︕」のロケ地に⾏ってみたいです(^_-)-☆

 



⽉命⽇

4412 選択 xs4ped 2008-01-27 00:30:13 返信 報告

皆さん、こんばんは。

今⽇は泉⽔さんの８回⽬の⽉命⽇ですね。
 追悼作品をUpしましたので、ご覧下さい。
 合わせて加⼯画もUp致します。

 http://www.youtube.com/watch?v=zGfpdqgjsBk

PS.
 加⼯画はKaz2313さんとの合作品です。

 といっても合成加⼯はKaz2313さんにお願いしたので殆んど
 Kaz2313さん作のような物ですが・・・(笑)

 妖精の画像はsakiさん投稿(提供)の物です。（ｘｘｘさん作）

ダブルですね

4428 選択 カーディガン 2008-01-27 18:02:57 返信 報告

xs4pedさん、こんばんは。今⽇は泉⽔さんの⽉命⽇であり、負けないでの発売⽇でもありますね。競⾺というと不謹
慎そうですが、競⾺中継の時間に亡くなられたので、競⾺中継をつけながら、黙とうしておりました(-_-)

 画像のアップありがとうございます。

Re:⽉命⽇

4432 選択 カーディガン 2008-01-27 21:18:48 返信 報告

負けないでの発売⽇ですので、みなさん、聴いていることと思います。私も、今聴いています(^^♪
 泉⽔さんを偲びたいと思います。
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Re:⽉命⽇

4436 選択 xs4ped 2008-01-27 22:55:16 返信 報告

カーディガンさん、こんばんは。

> 負けないでの発売⽇ですので、みなさん、聴いていることと思います。私も、今聴いています(^^♪ 
> 泉⽔さんを偲びたいと思います。 

 Request Best 〜beautiful memory〜を聴きながら
 泉⽔さんを偲びたいと思います。

ｘｓ４ｐｅｄさんへ

4509 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-01-30 01:08:14 返信 報告

こんばんは︕⼤変遅くなって申し訳ありません。
 やっと作品を拝⾒させていただくことができました〜︕︕

 なかなかネットに繋がらなくて・・・スミマセン。

> 加⼯画はKaz2313さんとの合作品です。 
 天から舞い降りてきた妖精さんと泉⽔さんの触れている部分が最⼤のキラキラで“オーラ”を感じました(*＾Ｕ‘*）⌒

☆★
 とっても素敵だと思います。
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「Take me to your dream」こちらも曲とピッタリ合ったたくさんの泉⽔さんで 想いが伝わってきて感動しまし
た︕︕

 本当にありがとうございました(≧◇≦)

もう⽉末ですね︕次の作品もよろしくお願い致します。
  

xs4pedさんへ

4514 選択 stray 2008-01-30 13:23:45 返信 報告

こんにちは︕

昨夜Z.p.でKaz2313さんのトピを発⾒したので、Kaz2313さんにお礼のレスをしたのですが、
 福︖管理⼈のアキラさんが間違ってスレを削除してしまったようです（笑）。

 たしかxs4pedさんのレスもあったような…。
 機会があったら、strayがお礼を⾔ってたとお伝え下さい。

それにしてもKaz2313さんの技術はお⾒事︕ プロですね。
 xs4pedさんの動画ですが、⾒たことない加⼯画が多くて、
 最近、他所の動向がつかめてないなぁと実感させられました（笑）。

 「新春」をテーマにした作品なのでしょうか。 
 「Take me to your dream」は、あまり話題に上らない曲ですが、

 私は⼤好きで良く聴きます（BLEND II）。壮⼤な曲調と動画がとても合ってました。
 xs4pedさんの（今までの）最⾼傑作と⾔ってよいと思います。

 どうもありがとうございました︕
 

Re:xs4pedさんへ

4524 選択 皐 2008-01-30 17:53:04 返信 報告

こんばんは(o^∇^o)
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ちょっと出遅れてしまいました〜(>_<;)
今回の追悼作品は、より温かい雰囲気がありますね︕

 私の加⼯画(HAPPY NEW YEAH)も、ちょうどいいダイミングで使ってくださってありがとうございます︕

加⼯画の⽅はKaz2313さんと合作なんですか(*^u^*)
 妖精さんが⼊っているので、xxxさんも喜んでいるんじゃないでしょうか☆ﾐ

Re:⽉命⽇

4529 選択 xs4ped 2008-01-30 19:25:21 返信 報告

こんばんは。

megamiさんへ
 > やっと作品を拝⾒させていただくことができました〜︕︕ 

 > なかなかネットに繋がらなくて・・・ 
 最近、投稿が無かったので⼜ネットに繋がら無くなったのかな︖と思っておりました。予想

的中でした。(笑)
⽇本で⻑時間ネットに繋がら無くなったら⼤混乱ですね。(笑)

 > 天から舞い降りてきた妖精さんと泉⽔さんの触れている部分が最⼤のキラキラで“オーラ”を感じました(*＾Ｕ‘*）
⌒☆★ 

 妖精と泉⽔さんの合成加⼯はKaz2313さんにお願いしたので
 Kaz2313さんの技量による所が殆んどです。

 さすがプロの腕前ですね。
 私の技量ではいつになるか分かりません。(笑)

 > 「Take me to your dream」こちらも曲とピッタリ合ったたくさんの泉⽔さんで 想いが伝わってきて感動しま
した︕︕ 
私もそう思いました。(笑)

 感動して頂けて良かったです。(^.^)
 > 次の作品もよろしくお願い致します。 

次作品は2⽉6⽇(泉⽔さんの誕⽣⽇)の予定です。
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ご覧になる際は、ハンカチを⽤意して置いて下さいね。(笑)
お楽しみに︕

strayさんへ
 > 昨夜Z.p.でKaz2313さんのトピを発⾒したので、Kaz2313さんにお礼のレスをしたのですが 

 Kaz2313さんもstrayさんのレスを⾒たようです。
 Z.pの7247．にレスされておりました。

 > 「新春」をテーマにした作品なのでしょうか。 
 「新春」というか今年の初動画なので「新年」のご挨拶を兼ねて「新年」ですね。

 また新しい未来が始まる この世界中に・・・
 喪中の⾝なので1⽉1⽇は加⼯画のUpに留めました。

 > 私は⼤好きで良く聴きます（BLEND II）。壮⼤な曲調と動画がとても合ってました。 
 > xs4pedさんの（今までの）最⾼傑作と⾔ってよいと思います。 

 そう⾔って貰えて⼤変光栄です。(^.^)
 もし1⽉1⽇にUpしていたらピッタリな加⼯画が無くて、此処までの作品内容にはならなかったでしょう。(笑)

 加⼯画をUpして下さったＺＡＲＤファン皆様のお陰です。
 有難うございました。v(^_^v)♪

皐ちゃんへ
 > 私の加⼯画(HAPPY NEW YEAH)も、ちょうどいいダイミングで使ってくださってありがとうございます︕ 

 此⽅こそ有難うございます。丁度良い加⼯画があって良かったです。(^.^)
 先⽇の携帯⽤の加⼯画を何枚かに纏めて使おうかと迷ったのですが、纏めると⽂字が⼩さ過ぎる為、断念しました。

(涙)
 今度は、壁紙サイズでのUpを期待しております。(笑)

 > 加⼯画の⽅はKaz2313さんと合作なんですか(*^u^*) 
 > 妖精さんが⼊っているので、xxxさんも喜んでいるんじゃないでしょうか☆ﾐ 

 このショット(イメージ)での加⼯画を作りたかったのですが
 私の技量ではいつになるか分からないのでKaz2313さんにお願いしてみました。

 さすがにプロの腕前は違いますね。
 xxxさんも喜んでくれると良いですね。

 今度は皐ちゃんとの合作品を是⾮、作りたいですね。(^.^)
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. オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [4504]オリコン1位(4) [4494]●● AL『⽌まってい時計…』店頭⽤PV ●●(6) [4469]●●愛は暗闇の中でOP+CDCM●●(3) [449
2]●● AL『⽌まってい時計…』へのメッセージ映像 ●●(0) [4373]（無題）(2) [4460]流出︕︖(1) [4422]⾼松の追悼ライブ(5)
[4437]●●Now On Sale CM1&2●●(1) [4426]斎⽥さんのライナーノート(3) [4438]●●2000年アルバム，揺れる想い●●(1)

新しい話題を投稿する

« 52 51 50 49 48 47 46 45 44 »

オリコン1位

4504 選択 atti 2008-01-30 00:23:33 返信 報告

皆さん、こんにちは。
 お待たせしました（誰も待っていないか)。

 本⽇の捕獲作戦の結果です。

先⽇、紹介したテレビブログの時間詳細にてピンポイントにて確認。
 ■ズームイン

 エンタフラッシュ
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⼀応、早送りにてすべて確認し、冒頭(⽇付が分かるように）、
該当および画⾯の3構成にて。

http://www.filebank.co.jp/wblink/3eadd9e55115089e92b4638d9565b1b2

■めざましテレビ
 オリコンCDチャート速報

 こちらはピンポイントにて全体を。

mpg⼤容量のためUp、めざましのUpは後⽇に。
 ※⾦曜⽇頃に⼊れ替えます。

PS.サンケイスポーツは購⼊しましたが、他の新聞にも記事は掲載されたのかな︖
 http://atti.jugem.cc/

Re:オリコン1位

4506 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-01-30 00:42:11 返信 報告

attiさん、こんばんは、
 「グロリアス マインド」がオリコン１位とれなかっただけにたいへん嬉しいです。（涙）

 今回はオリコンを買おうと思います。
 いつも、情報ありがとうございます。

Re:オリコン1位

4508 選択 atti 2008-01-30 01:00:03 返信 報告

アネ研さん、こんにちは。

> 今回はオリコンを買おうと思います。

「オリコン・スタイル」を購⼊しないと。
 さて、何曜⽇発売︖。検索して確認。

https://bbsee.info/straylove/id/4504.html?edt=on&rid=4506
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⾦曜⽇発売︓2008/2/1発売 2008/2/11号
表紙︓mihimaru GT

のようですね

Re:オリコン1位

4513 選択 xs4ped 2008-01-30 13:08:54 返信 報告

attiさん、こんにちは。
 > お待たせしました（誰も待っていないか)。 

 > ■ズームイン 
 > エンタフラッシュ 

 誰かUpしてくれないかなと待っておりました。(笑)
 初動から１位だったのでかなり期待しておりましたが、予想通り１位でした。(^.^)

 あとは、是⾮ミリオンの達成を祈っております。

> ■めざましテレビ 
 > mpg⼤容量のためUp、めざましのUpは後⽇に。 

 > ※⾦曜⽇頃に⼊れ替えます。 
 お待ちしております。

attiさんへ

4523 選択 皐 2008-01-30 17:47:38 返信 報告

こんばんは︕

ズームインのは⾒れなかったので、すごく嬉しいです☆ﾐ
 7時半からのは⾒れたんですが…(苦笑)

UPしてくださってありがとうございました︕(o^∇^o)
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●● AL『⽌まってい時計…』店頭⽤PV ●●

4494 選択 stray 2008-01-29 21:50:34 返信 報告

AL『⽌まってい時計…』店頭⽤PVです。
 サイズが⼤きくて640x480だと100Mオーバーとなるため、

 ⼩さめな映像で我慢して下さい（笑）。

AL10_PV_320x240.wmv
 http://www.filebank.co.jp/wblink/3e8d955098cb198deea6d4c372096e03

 （38MのWMVファイル、期間限定︓2/10まで）

ありがとうございます︕

4498 選択 匿名 2008-01-29 22:45:28 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑様、お久しぶりです。

いつも貴重な映像をありがとうございます。
 さっそく⾒させていただきました。

 ｍ-８とｍ-９の映像は初めて⾒ました。
 やっぱり泉⽔さんは綺麗ですね︕

ぜんぜん関係ないですが、今⽇ネットでミス⽇本のかたの写真がありましたよね。
 たしかにお綺麗なかたですが私には泉⽔さんのほうが綺麗に思えたんです。

 私は泉⽔さんが好きすぎて（＾＾）、正確な判断が出来なくなっているかもしれないと思い、会社の先輩に聞いてみ
たらやっぱり泉⽔さんのほうが綺麗と⾔っていました︕

さすが泉⽔さん︕
 私の中では泉⽔さんは「ミス銀河系」と思っているんです︕

あれ〜

4499 選択 シヴァ 2008-01-29 22:52:35 返信 報告
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すいません︕
４４９８のコメントはわたくしシヴァでございます︕

うわ〜、恥ずかしい︕
 今、ＰＣの前で顔が真っ⾚ですっ︕

ある意味インパクトに残ったかなとポジティブに思うことにします︕
 でも次から気をつけよう・・

 

シヴァさん、こんばんは︕

4501 選択 stray 2008-01-29 23:01:54 返信 報告

今、「どちら様︖」って投稿しようと思ってたところです（笑）。

ｍ－８は Le Port DVD に⼊ってると思います。
 ｍ－９はもっと⻑いver.もあったような…。探してみますね︕

 私も、泉⽔さんより美しい⼥性はこの世にいないと確信してますが、
 「ミス銀河系」とは…（笑）。宇宙⼈は⾒たことないのでわかりません（笑）。

 

わざわざありがとうございます

4503 選択 シヴァ 2008-01-30 00:13:55 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑様、こんばんは。

> ｍ－９はもっと⻑いver.もあったような…。探してみますね︕

お⼿数をおかけして申し訳ありません。

> 私も、泉⽔さんより美しい⼥性はこの世にいないと確信してますが、 
 > 「ミス銀河系」とは…（笑）。宇宙⼈は⾒たことないのでわかりません（笑）。

⼤丈夫です︕
 泉⽔さんほどルックスも⼼も綺麗な⼈は銀河系をくまなく探してもいません︕
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●● 「愛であなたを救いましょう」PV ●●

4511 選択 stray 2008-01-30 12:47:31 返信 報告

シヴァさん、こんにちは。

「愛であなたを救いましょう」のロングver.は、ありませんでした（笑）。期待させてごめんなさい。
 画質の良いのがありましたので、ラージサイズでアップしますね。

 http://www.filebank.co.jp/wblink/62b7987d3d0aeb0b35530fa400d9c749
 （6.4MのWMVファイルです）

綺麗︕

4532 選択 シヴァ 2008-01-30 21:04:48 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑様、こんばんは。
  

> 「愛であなたを救いましょう」のロングver.は、ありませんでした（笑）。期待させてごめんなさい。

いえいえ、お気になさらないで下さい。

> 画質の良いのがありましたので、ラージサイズでアップしますね。

泉⽔さんはなんでこんなにスタイルがいいんでしょう。羨ましい︕
 少し聴いたら全部聴きたくなったので、今⽇の⾵呂上りに聴くＣＤが決まりました。

 ありがとうございました︕
 

●●愛は暗闇の中でOP+CDCM●●

4469 選択 ALIL.1967 2008-01-29 00:53:54 返信 報告
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ほどよいファイルサイズになるようにしてます。14⽇間。18.9MB 
http://www.filebank.co.jp/wblink/80458dfc42f22330fcb7a64b33b9d1d3

Re:●●愛は暗闇の中でOP+CDCM●●

4471 選択 atti 2008-01-29 01:03:35 返信 報告

ALIL.1967さん、こんにちは。

ダウンロードさせてもらいました。ありがとうございます。

PS.
 ORICON週間ランキング発表に備え、4番組設定体制(笑)にて、捕獲体制を(爆)

 http://atti.jugem.cc/?eid=1546

スポーツ新聞記事になれば、放送されるのかと。

オリコン１位

4473 選択 stray 2008-01-29 08:28:58 返信 報告

attiさん、ALIL.1967さん、おはようございます。
 情報＆映像どうもありがとうございます。

オリコン週間ランキング１位ですね︕︕
 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080128-00000023-oric-ent

 attiさん、捕獲できたでしょうか（笑）

Re:オリコン１位

4493 選択 atti 2008-01-29 21:37:42 返信 報告

strayさん、こんにちは。
 > オリコン週間ランキング１位ですね︕︕ 

 発表されましたね。
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>  attiさん、捕獲できたでしょうか（笑）

現在、早送り確認しています。
 ズームは短時間紹介あり。

 

●● AL『⽌まってい時計…』へのメッセージ映像 ●●

4492 選択 stray 2008-01-29 19:16:18 返信 報告

皆さんこんばんは︕

ネットでの拾い物で、⼩さめですがご覧下さい。
 泉⽔さんからのメッセージ映像です︕

（2.4MのWMVファイルです）
 http://www.filebank.co.jp/wblink/ea021d5ee2ccd9c18f0165786816b46d

（無題）

4373 選択 ⼭茶花 2008-01-26 11:36:32 返信 報告

画像の編集で、ちょっとやってみました。
 ある雑誌から切り抜いてみたものです。

 サイズもリサイズで⼤きくしてみました。
 はじめは、所⻑さんから頂いた雑誌でやったときは出来なかったんですが、

 何故か、今回は切り抜きが上⼿く⾏ったんです。
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⼭茶花さんへ

4401 選択 stray 2008-01-26 20:44:09 返信 報告

こんばんは、フラッシュ”オフ”できたみたいですね（笑）。
 楽しく過ごしていただけたようで何よりざんす（笑）。

#4373の画像は結構レアなんですよ。もとから⽩⿊でしたか︖
 それともこの画像をトリミング（切り抜き）してモノクロにしたのですか︖

 

Re:⼭茶花さんへ

4486 選択 ⼭茶花 2008-01-29 18:21:39 返信 報告

こんばんは。

私の投稿した写真は、抑もは#4401の写真だったのですね。

>#4373の画像は結構レアなんですよ。もとから⽩⿊でしたか︖ 
⾳楽雑誌の切り抜きで、なんの曲だったかはちょっと覚えがないです。

 ごめんなさい･･･未公開写真だったはずです。
 ちょっと練習で投稿してみたんです。前回は、坂井さんの部分を、⾃分で切り抜いてみたら、

 周りだけが残っちゃったんですけど･･･

あらー。わざわざ元の写真を貼って下さったんですか︖
 有り難うございます。

 折⾓なので頂戴します(笑)。

PS.ご報告を忘れていましたが、もう⼀つ、画像を投稿したものがあったんですが、
 事情によって削除しました。
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流出︕︖

4460 選択 yan 2008-01-28 23:45:47 返信 報告

みなさんこんばんは。

本家のサウンド掲⽰板で、youtubeで去年の武道館ライブの映像と⾳源がアップされていると投稿がありました。
 投稿者の⽅が⾔うように関係者からの流出としか思えないのですが…

ここにリンクを張るとまずいのかも︖と思いましたので
 詳しくはサウンド板をご覧ください。

Re:流出︕︖

4472 選択 yan 2008-01-29 02:24:50 返信 報告

と思ったらどうやらyahoo動画のものと同じものだそうです。
 失礼しました…。

 

⾼松の追悼ライブ

4422 選択 ｙａｓｕｄａ 2008-01-27 12:19:18 返信 報告

皆さん こんにちは。
 今⽇ｅ+で⾼松の追悼ライブのチケットが取れました。

 朝１０時からのプレオーダーで時間が４０分ほど時間が
 掛かりましたが取れました。４⽉５⽇(⼟)なので⽇にちは

 ありますが楽しみです。ＦＣ枠では５⽉２３⽇のチケットは取れてます。⾼松は親の⾥であり久しぶりに遊びがてら楽しんで
きます。⾼松のライブに遠⽅から⾏かれる⽅はいるのでしょうか。
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Re:⾼松の追悼ライブ

4430 選択 kny 2008-01-27 18:10:06 返信 報告

ｙａｓｕｄａさん、はじめまして。knyと申します。
 皆さん、こんばんは。ごぶさたしています。

ｙａｓｕｄａさんのお名前は、本家でも拝⾒しています。
 私は、とある別荘（strayさんもご存知）の住⼈で、こちらとかZpとかを覗く程度ですが、

⾼松という地名を⾒て、しゃしゃり出てまいりました。
 4/5当地へお越しになられるそうで、ご歓迎申し上げます。

 私は、先⽇の神⼾へＦＣ枠で⾏ってまいりました。
 ⾼松公演は、ｅ+の先⾏予約で確保済みなので、泉⽔さんに再会できそうです。

 ⾼松へ初お⽬⾒えされる泉⽔さんご⼀⾏を、⼀緒に盛り上げましょう。

※写真は、先⽉、⾼松港に⼊港中のぱしふぃっくびいなす号です。

Re:⾼松の追悼ライブ

4433 選択 yasuda 2008-01-27 21:30:54 返信 報告

knyさん はじめまして。
 神⼾に⾏かれたそうですね。私も神⼾のプレオーダーでチケットが⼿に⼊れましたので⾏きました。

 knyさんも⾼松のライブに⾏かれるそうですね。
 ⼀緒に盛り上げましょう。当⽇は⼤阪から⾞で⾏きますので神⼾の三ノ宮からジャンボフェリーで⾏きます。

鳴⾨⼤橋でもいいのですが⾼速代が⾼いのでフェリーでしたら安くで⾏けます。公演後は⼀泊泊まるか、そのままフ
ェリーで帰るか迷っています。

Re:⾼松の追悼ライブ

4440 選択 kny 2008-01-28 00:49:16 返信 報告
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こんばんは。
9/6⼤阪、12/31⼤阪紅⽩、そして先⽇の神⼾といずれも時間に追われていたので、⾼速でそちらへ伺いました。

 もし、お時間にゆとりがあれば、⼀泊されてはいかがでしょうか。
 では、コンサートで・・・

 

Re:⾼松の追悼ライブ

4457 選択 匿名 2008-01-28 21:19:59 返信 報告

knyさん 皆さん こんばんは。
 今⽇セブンイレブンでチケットを引き取りに⾏ってきました。座席は前から１１列⽬です。

 ぜひとも当⽇は盛り上げましょう。

わたしのブログをやっていますので時間がある⽅やＢＢＳに
 書き込みなどお願いします。

 http://plaza.rakuten.co.jp/zardizumi/

Re:⾼松の追悼ライブ

4458 選択 カーディガン 2008-01-28 22:39:57 返信 報告

yasudaさん、みなさん、こんばんは。
 少し先ですが、⾹川公演に⾏くのですね。いろいろな公演に⾏けていいですね。遠いながらも、⾏かれるのですね。

海をわたるとすると、フェリーに乗るなりしないとなりませんね。まだ、本四海峡⼤橋は⾼い通⾏料なのでしょう
か。フェリーは⼤嵐だと航⾏できませんから、晴れるといいですね(^_-)-☆

何か気付かれたことがございましたら、どうぞよろしく教えてください。
 

●●Now On Sale CM1&2●●

4437 選択 ALIL.1967 2008-01-27 22:55:17 返信 報告
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14⽇間です。

http://www.filebank.co.jp/wblink/7e69d536ed4b0fe433949ec002dcb4b6

Re:●●Now On Sale CM1&2●●

4454 選択 stray 2008-01-28 18:14:28 返信 報告

ALIL.1967さん、こんばんは︕

MUGEN等々含めてDLさせていただきました。
 ⾃転⾞シーンで始まる「少⼥の頃に戻ったみたいに」ＣＭはいいですね〜。

 ジーンときます。ありがとうございました︕

斎⽥さんのライナーノート

4426 選択 stray 2008-01-27 17:17:50 返信 報告

皆さんこんばんは。

Ｚ板で集中砲⽕を浴びている”斎⽥さんのライナーノート”ですが、
 『Soffio…』が、泉⽔さんセレクトによるとの勘違いが原因ですね。

 FC会員なら知ってると思いますが、もともとの泉⽔さんセレクト（Love & Power）には
織⽥曲が3曲⼊っていたのに、『Soffio…』制作の際にスタッフによって削られたのであって、

 斎⽥さんのこの書き⽅は批判を浴びてもしょうがないです。

客観的に書いてある最初の２ページは、⽂句なしに名⽂なんだけどなぁ。
 どうでもいいけど、もう少しフォントサイズを⼤きくしてくれないと、年寄りにはキツイなあ（笑）。

Re:斎⽥さんのライナーノート

4427 選択 stray 2008-01-27 17:57:55 返信 報告
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さらに間違いが２つ。

１．「Raedy,Go!」がアルバム未収録となってますが、ベスト（リクメモ）に⼊っている。

２．「⾬に濡れて」が「果てしない夢を」のカップリングとなっていますが、
 収録されているのはZARD ver.（ベスト・リクメモ）である。

 

⻫⽥才さん

4439 選択 ALIL.1967 2008-01-27 23:18:30 返信 報告

所⻑様
  以前，画像で掲⽰しましたが，MJTVでライナーノーツのことをしゃべる⻫⽥さんの動画があります。

 ⻫⽥さんはMU-GENに出演されたこともあるし普段はナレーターですよね。（年末のMU-GENは順位がwezardと相
違しましたが。この2回ほどのMU-GENは今回のベストCDの曲を投票結果順に細かく放送してますね。）ナレーショ
ンはとってもききやすくていいと思います。関⻄のFMでされているDJはどんなかんじなのかな。

 

⻫⽥さんの肩書き

4452 選択 stray 2008-01-28 16:27:38 返信 報告

ALIL.1967さん、こんにちは︕

⻫⽥さんの肩書きは「パン⼯場ブッキングマネージャー」です。予約係ですね。
 前からMFMに良質のレビューを書かれていて、私は⻫⽥さんの⽂章は好きです。
 今回のは（３ページ以降）⻫⽥さんらしくないなぁと思いながら読みました。

Ｚ板に殴り込むつもりはありませんが（笑）、私は⻫⽥さん擁護派です（笑）。

●●2000年アルバム，揺れる想い●●

4438 選択 ALIL.1967 2008-01-27 23:05:41 返信 報告

https://bbsee.info/straylove/id/4426.html?edt=on&rid=4439
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=4439
https://bbsee.info/straylove/id/4426.html?edt=on&rid=4452
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=4452
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/1f88c7c5d7d94ae08bd752aa3d82108b.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/4438.html
https://bbsee.info/straylove/id/4438.html?edt=on&rid=4438
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=4438


CDTV 6.3MB （2000年ランキングよりCruising&Live 短いですが）
spark 37.8MB (揺れる想い ⾳楽＆映像)

http://www.filebank.co.jp/wblink/6811ede80b702ec28f36127056e5440e

Re:●●2000年アルバム，揺れる想い●●

4441 選択 xs4ped 2008-01-28 02:11:27 返信 報告

ALIL.1967さん、こんばんは。

⾊々と貴重な映像を有難うございます。(^.^)
 PVTVはこちらでは放送されない為、Upして頂き有難うございます。

 MU-GENの⽅も予約録画したつもりがされてなかったので助かりました。
 これからも宜しくお願い致します。
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. オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [4434]便利サイト(0) [4387]買っちゃった〜♪(11) [4423]ZARD Request Best 〜Beautiful memory〜 CMパターン(0) [4
328]かけがえのないもの(11) [4416]寝る前にｚｚｚ(0) [4308]最近の情報誌(24) [4413]こっそり⼤野さん(0) [4366]めざまし
テレビに(6) [4396]（無題）(0) [4395]所⻑さんへ(0)

新しい話題を投稿する

« 51 50 49 48 47 46 45 44 43 »

便利サイト

4434 選択 atti 2008-01-27 22:08:47 返信 報告

皆さん、こんにちは。
 TV番組の「テレビブログ」なるものがあるのを知りました。

12/25めざましでは、

07:36:42 <まるゼの花道>ZARD・CD「ZARDRequestBest〜beautifulmemory〜」発売中

のように、時間詳細があります。
 またツールには、番組チャプター付与もできようです。

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧
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http://www.tvblog.jp/

買っちゃった〜♪

4387 選択 かず 2008-01-26 14:46:50 返信 報告

みなさん、こんにちは︕
 遅くなりましたがやっとＲＢビューティフルメモリーをゲットしました。

 特典のカレンダーは泉⽔さんいっぱいで嬉しいのん♪

買ったのもう⼀つ
 以前から買おうかなって思っていたカメラを買ってしまいました。

 どうしようかと思案していたとき
 Ｓｉｆｆｏ ｄｉ ｖｅｎｔｏの特典ＤＶＤの Ｍｙ Ｂａｂｙ Ｇｒａｎｄの中のシーンで

 そのカメラが泉⽔さんを撮ったと思われる（スチル）カメラとして写っていたんです。
 これが最⼤のキッカケになりました。

 

Re:買っちゃった〜♪

4393 選択 stray 2008-01-26 16:42:44 返信 報告

かずさん、こんにちは

カメラを新調ですか︕いいですねぇ。
 ちなみに差し⽀えなければメーカー・機種を教えていただけますか。

 カメラに関してまったく素⼈なもので…。

Re:買っちゃった〜♪

4400 選択 かず 2008-01-26 20:41:04 返信 報告
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こんばんは、所⻑さん
ハッセルブラッドという中判カメラです。

 新品だと６０万は越えるので中古でゲットしました。
 中判カメラとは、幅６センチの撮影フィルムを使うカメラのことです。

 レンズにカール・ツァイスを採⽤しているので評価が⾼いのです

ビューティフル・メモリーの表ジャケットもたぶんこれだと思います。

Re:買っちゃいましたか〜♪

4402 選択 皐 2008-01-26 21:27:01 返信 報告

かずさんこんばんは︕
 素敵なカメラですね〜(*^∇^*)私は⼩さい頃からカメラに興味があって…♪

 こういう感じのも好きですね。カッコイイです☆ﾐ

60万円︕︕︕

4404 選択 stray 2008-01-26 21:46:47 返信 報告

かずさんこんばんは︕

カール・ツァイスのレンズですか︕じゃあ⾼いのも無理ないですね。
 私はカメラじゃありませんが、ツァイス製品を使ったことがあります。

 しかし、新品で60万円って︕ 中古⾃動⾞買えちゃいますね（笑）。
けど、皐ちゃんが⾔うように、カッコイイです☆ﾐ（笑）

Re:買っちゃった〜♪

4405 選択 カーディガン 2008-01-26 22:24:15 返信 報告

かずさん、こんばんは。直レスははじめてでしょうか。
 レクエストベストゲットですか、よかったですね(^_-)-☆
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私も、今⽇は、リクエストベストを持って、カーステレオで聴きながら、お買い物に出かけ、少し前に帰ったところ
です。初回特典の保存⽤に２枚買いました。

 今は、クルージングライブを聴きながら、パソコンに向かっています(^^♪

さて、ハッセルのカメラを買われたということですが、すごいですね。私は、値段的に、ちょっと、というかんじで
した。たとえ買ったとしても飾っておくだけになりそうでしたので^_^;

 完全に、プロ⽤の、商品撮影などに使うカメラですね。持ち歩くには重すぎますから、スタジオなどできちんと撮る
際には使うものですね。

マミヤやブロニカもいいですが、プロはハッセルが好きなので、ハッセルが使われたことが多いでしょうね。舶来も
のですから、それだけでもかっこいいですし。ツァイスのレンズは味があるといいますから、それに惹かれる⼈も多
いですし、いずれにしても好奇⼼をそそるカメラですね。

6×6のカメラですから、画質はとてもいいですから、泉⽔さんの撮影に中版カメラは間違いなく使われているはずで
す。35ミリカメラですと、ポスター撮影には向きませんから、ポスター⽤などには必ず使われているでしょうね。泉
⽔さんの魅⼒を最⼤限に引き出すために、かなり使われたことと思います。今も、デジカメが出ても、使われる機会
は多いでしょうね。いい写真をぜひ、お取りください(^_-)-☆

Re:買っちゃった〜♪

4406 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-01-26 23:15:25 返信 報告

かずさん、こんばんは、思い切りましたね。
 ５００ですか︖

 私も、ハッセルブラッドとライカのＭ３は１年に数回、無性に欲しくなります。（笑）でも、レンズも⾼いし、その
あとが続かないので、ウインドショピングなんです。いいな〜。

 それでは、近いうちネコちゃんの撮影会なんですか︖

Re:買っちゃった〜♪

4408 選択 かず 2008-01-26 23:34:47 返信 報告

みなさん、こんばんは。こんなにレス来るなんてビックリしました︕
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皐さんへ
カメラは数台もっていますがこの形は初めてなので、慣れるまでに時間かかりそうです

所⻑さんへ
 新品価格ビックリしたでしょう︖かずは最初から中古しか考えていなかったのですよ。

カーディガンさんへ
 カメラにお詳しいようですね︕おっしゃる通りマミヤなどより写りはいいですよ。ゴーストが出にくいのも⻑所です

 ニューマミヤ６を持っていますが、近接撮影できなないのが問題でした。
 今回買ったレンズはマクロプラナー１２０ミリです。

 ポートレートにもいいのですよ。
 また、３５ミリ判のコンタックス＆ツァイスありますが中判にはかないません

 ４×５＆ローデンシュトック１５０ミリもありますが、これは⼤きすぎて機動性は⼤問題。

アネ研さんへ
 ボディは５０３ＣＷです。

 にゃんこは動きがあるのでこれでは撮らないと思います。
 主眼はポートレートです。

 久しぶりに桜でもという気持ちもあります。
 ５００は、２５０ミリを装着した場合全視野がファインダーで⾒えないそうです。

 フォーカルプレーンシャッタータイプは、⼀般の修理店で修理できないのでこれも除外しました。
 かつての写真仲間から聞いていたのでがんばって５０３を探しました。

カズさんへ

4409 選択 ｍｆ 2008-01-26 23:34:55 返信 報告

こんばんは
 名機中の名機ですね これで⾵景の写真を撮ると最⾼ですね 私はニコンのF3を使ってます ⾵景の写真だったら 

絞りが２２ １/60 か１/125で 1so100のフィルムですね あの写真から推測すると坂井さんがPVでつかっていて
いたカメラかな ︖ 奥が深いですよ 景⾊の写真写すと

 すごくいいですよ・・・・・
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ジャケットの写真ですが 絞りが1.2か1.4 で撮影したものと思います 
写真のお話しでもしましょう

 

Re:買っちゃった〜♪

4410 選択 かず 2008-01-26 23:43:34 返信 報告

ｍｆさんへ
 写真通がＺＡＲＤファンにはいっぱいですね︕

 おっしゃる通り⾵景もいいですよね︕
 相談に乗ってもらったかつての仲間が⾵景やってますが、全紙に延ばして⼤迫⼒で⾒せてもらってます

 ⾵景撮りのフィルムはベルビア５０を使いたいです。

＞坂井さんがPVでつかっていていたカメラかな︖
  そうです︕あのシーン⾒て「決めた︕買う︕」ってなったのですよ（笑

 

Re:買っちゃった〜♪

4419 選択 ｍｆ 2008-01-27 09:38:20 返信 報告

ベルビア５０すごく⾼級なフィルムですね 粒⼦のまったく荒れないやつですね 私はもっとグレードの低いものを
使ってますけど ５０を使うとシャッター速度は３０〜６０分の１となりますね晴れた⽇で

Re:買っちゃった〜♪

4425 選択 かず 2008-01-27 17:00:28 返信 報告

そうなんですよ︕
 ニューマミヤ６でも昼間の撮影に三脚は必須、そして段階露光。

 ⾊は⽂句なし︕です。

https://bbsee.info/straylove/id/4387.html?edt=on&rid=4410
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=4410
https://bbsee.info/straylove/id/4387.html?edt=on&rid=4419
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=4419
https://bbsee.info/straylove/id/4387.html?edt=on&rid=4425
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=4425


ZARD Request Best 〜Beautiful memory〜 CMパターン

4423 選択 atti 2008-01-27 12:58:01 返信 報告

皆さん、こんにちは。
 昨⽇のCDTVにて、新CMが放送されました。

 ⾃転⾞映像から始まるもの・・・

下記の種類になりますかね︕︖

■1/23発売告知
 ★幻のCM★

 「DAN DAN ⼼魅せられて」の記述表⽰
 パターン1 「あの微笑みを忘れない」の曲から始まるもの

 パターン2 「かけがえのないもの」の曲から始まるもの

★削除CM★
 「DAN DAN ⼼魅せられて」の記述削除

 パターン1 「あの微笑みを忘れない」の曲から始まるもの
 パターン2 「かけがえのないもの」の曲から始まるもの

 ※パターン2があるのかは、再度確認しないと・・・

■now on sale
 パターン1 「あの微笑みを忘れない」の曲から始まるもの

 パターン2 ⾃転⾞映像「あの微笑みを忘れない」の曲から始まるもの
 ※「かけがえのないもの」パターンは、再度確認しないと・・・

かけがえのないもの

4328 選択 ALIL.1967 ◆0Ztcm5OtiI 2008-01-25 14:54:27 返信 報告
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いきなりなんですが，タイトルの曲の最後の英語の歌詞が
 We will love our scene.

 とour sceneの様に聞こえたんですが，みなさまいかがでしょう。
 本家の掲⽰板でいつか話題になっていたと思います。the sceneとおもっていたんですが，今回のリクエストベストでその
ように聞こえました。theはつながりがなくおかしい思っていましたがourならはじめて出てきてもおかしくないですし。

 

無題

4330 選択 ゆうゆ 2008-01-25 17:51:05 返信 報告

はじめまして。私は、
 We will be everlasting

 かな︖と思ってました。
 諸説あるみたいですね。

ゆうゆさんへ

4338 選択 ALIL.1967 ◆0Ztcm5OtiI 2008-01-25 23:05:25 返信 報告

はじめまして
 > We will be everlasting 

 そういわれると．．．evalasting ですか。そうかも知れませんね。
 意図的に歌詞が書いてない訳ですから聞き⼿の想像でいいんでしょうね。

Re:かけがえのないもの

4388 選択 ⼭茶花 2008-01-26 14:50:36 返信 報告

ALIL.1967さん、こんにちは。
 私もこちらのレスに参加(笑)

ご⾃分の仰ったご意⾒で、よろしいんじゃないかと思いますよ。
 正直私も、英語は⼤の苦⼿なので分かりませんが･･･
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>We will be everlasting

ちなみに、これは⽇本語で翻訳すると、どういう意味になるんでしょうか。
 

Re:かけがえのないもの

4390 選択 yan 2008-01-26 15:49:33 返信 報告

ALIL.1967 さん、こんにちは。

>タイトルの曲の最後の英語の歌詞が 
  We will love our scene.

 とour sceneの様に聞こえたんですが，みなさまいかがでしょう。

⾔われてみればそう聞こえます。

本家で話題になったときに出てたものは⽂法的に変だったり、字数が合わないものが多かった気がするのですが、
 これだとしっくりきますね。

コンサートで泉⽔さんがステージから⾒た景⾊とお客さんが⾒たステージの景⾊のことを⾔っているのかな、と。

無題

4391 選択 ゆうゆ 2008-01-26 16:21:49 返信 報告

みなさん、こんにちは。
 歌詞をわざと表記しなかったのも、詞を⼤切にしてきた泉⽔さんの意図かもしれないですね。

 ちなみに、
We will be everlastingは「私たちは永遠になるでしょう」というような意味でしょうか。

 この説はどこかのサイトで拝⾒したものです。

Re:無題

4392 選択 stray 2008-01-26 16:36:04 返信 報告
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皆さんこんにちは︕

最後の単語は ……ng と発⾳してるように聞こえますね。
 everlasting は「永遠」のコーラスに出てくる単語で、

 意味も「永遠」がしっくりくるので、この曲には向かないかなあ…。

♪ We will love our seeing

かなぁ︖

Re:無題

4398 選択 ALIL.1967 2008-01-26 19:52:16 返信 報告

いろんな⾵にきこえるのがまたいいんです。
 everlasting はずっと(ever)つづく(last)ということでしょうね。everlasting loveのように名詞(ここではlove)を形

容してます。
 ⼈間(主語）の状態を表すのに be everlastingとなるのかなと思いますが，わたしは⽇本⼈なのでちょっと。

 my love is everlastingというとおもいますが，i am everlastingもありなんでしょうか。
 いろんな意⾒が知りたくて。

Re:かけがえのないもの

4403 選択 皐 2008-01-26 21:32:43 返信 報告

ALIL.1967さん、こんばんは(o^∇^o)私は以前、この歌詞について
本家でスレ⽴てした事もあるぐらい、気になっている事なんですよね♡(笑)

どなたか忘れてしまったんですが、その時は
 “「We will love a sweet.」じゃないかな︖”という意⾒が多かったです。

いろんな意⾒が聞けるのは、私も楽しいです︕(o^∇^o)

Re:かけがえのないもの
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4417 選択 yan 2008-01-27 07:47:02 返信 報告

う〜ん、いろいろ意⾒が出ますね。

僕はALIL.1967さんの説かstrayさんの説が正しそうな気がしているんですが。

strayさん説だと意味はどうなるんでしょう︖
 「私たちが出会えたことを⼤事にするでしょう」

 みたいな感じですか︖
 そうするとサビの「出会えてよかった」につながりそうですね。

お⼆⼈以外の説は少し苦しい気がします。
 理由は

We will be everlasting

は字数が多すぎるのと、everlastingを「永遠」という名詞で使うならtheが必要ですし、ALIL.1967さんのおっしゃ
るように形容詞だとすると⼈が主語なのは変かなぁと思います。

We will love a sweet

はsweetには「いとしい⼈」という意味があってよさそうですが、何回聴いてもさいごに「t」は聞こえませんでし
た。

否定ばっかりしてごめんなさい︕
 お気を悪くされたらほんっとごめんなさい︕m(__)m

 ものすごく好きな曲で前からずっと気になってたもので…。
 ここで解明できたらと思っているんです。ここはZARD研究所だし…。

Re:かけがえのないもの

4418 選択 stray 2008-01-27 09:06:49 返信 報告

皆さんこんにちは︕

⽇本語で表現しにくい機微を英語詞で歌っている曲って、けっこうありますよね。
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♪ We will love our seeing の意味ですが、⽂法的に問題ないとしてですが（笑）、
our seeing を直訳すると”私たちが⾒るもの”となります。

 思いっきり意訳すると、それは”お互いの存在感”にほかならないわけで、
 「かけがえのないもの」に通ずるのかなぁと。

微妙な表現なので、解釈は⼈それぞれでよい気がしますが（笑）。

> 何回聴いてもさいごに「t」は聞こえませんでした。 
 私も「t」には聞こえませんね。

 ……n(ン)か、……ng(ング)のどちらかでしょう。

Re:かけがえのないもの

4421 選択 ALIL.1967 ◆0Ztcm5OtiI 2008-01-27 11:49:34 返信 報告

みなさんレスありがとうございます。

ゆうゆさんへ
  everlasting はZARDのほかの曲のコーラスでもよく⽿にしますね。We will be everlasting で⾳節数が合ってい

るようです。

⼭茶花さんへ
  参加ありがとうございます。みなさまの意⾒を参考のためきいてみたいですね。

yanさんへ
  そうですね，さいごにtの⾳は聞こえないようですが，単語の最後を⾳にしない，ということも欧⽶語ではあるよう

です。
  この部分の歌詞が表記されていないので聞く⼈⾃⾝の主観とか直感を第⼀にしていいと思ういっぽう，解明したい

とも思います。代表的な意⾒とその理由を聞くことができて参考になります。

strayさんへ
  We will love our seeingもありますね。loveって⾔っているようにきこえるので。

皐さんへ
  この曲もかなりお気に⼊りですね。We will love a sweet.ですか。この意⾒も，loveときこてるということです
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ね。今回のあたらしいCDを聴いこの部分の歌詞がまた気にかかってます。

皆さんのご意⾒と⾒解，参考にさせていただきます。

寝る前にｚｚｚ

4416 選択 カーディガン 2008-01-27 02:22:05 返信 報告

みなさん、こんばんは。
 さて、寝る前に泉⽔さんの関係で興味がある事実がいろいろと検索されているようですので、スレを⽴てます。もちろん、今

⽇は、負けないでの発売⽇記念であり、⽉命⽇でもあるので、そちらのほうもどうぞお忘れなきようにお願いしますm(__)m

アマゾンの販売サイトでこんなものが売れています、というもので、
 「かけがえのないもの」で検索してみると、

http://www.amazon.co.jp/%E3%81%8B%E3%81%91%E3%81%8C%E3%81%88%E3%81%AE%E3%81%A
A%E3%81%84%E3%82%82%E3%81%AE-ZARD/dp/B000228TZ4

かけがえのないもの→当然最初に出てきます(^^♪
 ほかにも、泉⽔さんのCDがいっぱいです。

 ほかにも、こんなものをチェックしています、ということで、

  ⽔瓶座 ~ オムニバス(クラシック)  
   ⽉刊 Songs (ソングス) 2008年 02⽉号 [雑誌]  

   99ピース アクエリアス (⽔瓶座) やのまん  
   ニコンF100+ニッコールレンズ 

が検索されています。
 泉⽔さんは⽔瓶座ですから、やっぱり、泉⽔さんのことを知りたくなるのでしょうね。

 ⽉刊SONGSもグロリアスマインドのバンドスコアが載っていますので、弾くには、必要ですね。

ところで、先⽇の神⼾のコンサートでもカメラの映像がでてきたようですが、ニコンのどのカメラだったのでしょう︖興味が
あります。
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それでは、そろそろ寝ます。おやすみなさいｚｚｚ

最近の情報誌

4308 選択 カーディガン 2008-01-24 23:07:45 返信 報告

ＷＥＺＡＲＤの情報で、

12⽉25⽇ HMV the music&movie master 
12⽉25⽇ すみやGroovin' 

 NEW 1⽉10⽇ ミュージックフリークマガジン 
NEW 1⽉14⽇ CDでーた 

 NEW 1⽉15⽇ ⽉刊SONGS 
 NEW 1⽉20⽇ TSUTAYA V.A. 

 NEW 1⽉22⽇ ⼭野楽器 別冊Jam Spot 
 NEW 1⽉25⽇ HMV the music master

がのっていました。
 ということで、いろいろな情報誌があるので、もらいにいったり、買いにいったりしています。

 ＨＭＶとＴＳＵＴＡＹＡなら、全国展開なので、なんとか⼊⼿できます。
 ミュージックフリークマガジンは、この２つが⼊⼿できる店舗なら、⼊⼿できますね。

 ミュージックフリークマガジンは、いい情報がいっぱいあるので、必須かもしれませんね。

ＣＤデータは、ZARD Request Best 〜beautiful memory〜と2008のコンサートについて書いていて、内容的には、普通で
すが、いい写真もありました。

⽉刊SONGSは普通の書店では、予約しないと⼊⼿しにくいですね。ジュンク堂のような⼤きい書店なら、置いてあることもあ
りますが。今⽉号の⽉刊SONGSは、グロリアス マインドのバンドスコアが載っていました。すごいですね。もう品薄です。

すみやGroovin'と⼭野楽器 別冊Jam Spotは、地⽅だと⼊⼿しにくいですね。私のところには、ないです。
 他の店舗と同じような感じの情報誌なのでしょうか。
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それにしても、今⽉は、情報誌が多いですね。駅前までいかないと⼊⼿できないですが、まめに取りにいっています。

これは、今⽉号のＴＳＵＴＡＹＡのＶＡです。すぐになくなることが多いですね。３⽇くらいは⼤丈夫ですけど。

みなさんは、情報誌をまめにもらいにいっていますか︖いつも繁華な駅前に⾏く⼈はいいのですけど。
 

Re:最近の情報誌

4309 選択 カーディガン 2008-01-24 23:14:17 返信 報告

 
それで、これが、ＶＡの残りの１ページです。明⽇は、ＨＭＶに⾏ってみます。でも、雪が降っ
ていて、明⽇は出かけるのも⼤変そうですが。仕事の帰りに寄ってみる予定です。特段の情報は
ないと思いますが、もらわないと最近は落ち着きません^_^;

 

Re:最近の情報誌

4312 選択 atti 2008-01-24 23:56:02 返信 報告

カーディガンさん、こんにちは。

本⽇は、事故のため電⾞が遅れていたので、乗換え駅の⼆k⼦⽟川にて下⾞し、「すみや」へ。
 Groovin'は25⽇なのでは無かった。何か記事があるかなと・・。

このお店にも、リクメモのエンハンス2付きがありました。
(昨⽇を含めると4店で⾒かけています)

電⾞が復旧しないので、⼆駅歩いて、その後再開。

別冊JamSpotは寺尾広さんが独占コメントを書かれています。今後のコンサート会場のCD店で⼊⼿可能かなと。
 ポスタープレゼントは、「ZARD Request Best」ですかね。
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Re:最近の情報誌

4315 選択 ALIL.1967 2008-01-25 01:42:08 返信 報告

カーディガンさんへ

CDデータとSONGS⾒かけましたがバンドスコア載っていたのでしたか。⾒過ごしてました。（でも，楽譜が読めな
いので︕）写真は既に⾒たもののようだったので買わなかったです。

  この数ヶ⽉ZARDの情報がたくさんです。スカパーのPVチェックページでもこれまで全然検索されなかったんです
が，グロリアスマインドを中⼼にオンエアされました。

 http://creco.net/pv/
 ここの検索窓で ZARD とやってみてください。（JamSpot⼿に⼊れましたが，後でスキャン致しますのでちょっ

と時間をください。)

attiさんへ
 エンハンスCD⼿に⼊れてしまいました。お店には何度も⾏っていたのですが気がつきませんでした。そんなもんなん

ですね。

 泉⽔さんがジャケ写で待っている都バスは⽬⿊駅発新橋⾏きで途中，⿇布⼗番で六本⽊⽅⾯に乗り換えようとして
いた︕と勝⼿に解釈してます。

  皆さんも東京においでの際はこのルートでカラッといこう体験乗⾞お試しください。
 

Re:最近の情報誌

4317 選択 stray 2008-01-25 06:47:55 返信 報告

ALIL.1967さん、おはようございます。

このところレスできなくて申し訳ありませんでした。
 情報・映像いつもありがとうございます。

 先⽇の「リクエストメモリアル」WMVはコーディックを要求されるので、まだ⾒れていません（笑）。
  

>  泉⽔さんがジャケ写で待っている都バスは⽬⿊駅発新橋⾏きで途中，⿇布⼗番で六本⽊⽅⾯に乗り換えようとし
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ていた︕と勝⼿に解釈してます。 
なるほど︕是⾮試してみたいと思います︕（笑）

カーディガンさん、情報誌まとめご苦労さま︕
 「⼭野楽器 別冊Jam Spot」は⾒たいです︕

 attiさん、どうぞよろしくお願いします︕（笑）
 お礼にvol.1 をアップしますので。

Re:最近の情報誌

4325 選択 ALIL.1967 2008-01-25 14:35:54 返信 報告

strayさま
 > 先⽇の「リクエストメモリアル」WMVはコーディックを要求されるので、まだ⾒れていません（笑）。 

 >  
>>#4195●●ZARD13曲サビつなぎ●● 

 >>選択ALIL.19672008-01-21 15:01:21返信 
 >>いただきものです。480*360と少々⼩さめの解像度ですが， 

 >>スーパーインポーズがありません。zipで圧縮してあります。 
 これのことでしょうか。zip圧縮のコーディックということですよね。これはbarksのファイルをダウンロードしたら

100メガ超えていたので圧縮したんです。Windowsでunzipできませんでしたか︖圧縮してないのもありますので，
ぜひ，私のゲストフォルダにアクセスしてみてください。

> お礼にvol.1 をアップしますので。 
 そうなんです。Vol.1は半年くらい経っていますよね。1/22のVol.2はまだお店で配布中と思いますので，掲⽰板には

それが終わったら．．．にしませんか。⼭野楽器様に特別の敬意を表して。
 ひとまず，ゲストフォルダにて。

Re:最近の情報誌

4329 選択 ALIL.1967 2008-01-25 15:19:28 返信 報告
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話題がそれます。
http://osx-navi.main.jp/Utilities/sit.html

 より引⽤ですが、
 >BOMArchiveHelper 10.4標準装備 

 >Finderのファイルメニューまたはコンテクストメニュー(右クリック)の「"〜"のアーカイブを作成」で.zip圧縮でき
ます。 

 解凍も可能。
 >※BOMArchiveHelperで作成したZIPファイルは、古いバージョンのMacやウインドウズで正しく解凍できないの

で注意︕ 
 

 LHA，LZHにすればいいでしょうか︖

コーディックの件

4331 選択 stray 2008-01-25 18:01:13 返信 報告

ALIL.1967さん、こんばんは。

そうです、#4195の映像です。
 zip圧縮は簡単に解凍できたのですが、Windows Media Player で再⽣しようとすると、

 ”コーディックが⼊っていないので、DLしろ”と⾔われるんです。
 これって私だけ︖（笑）

 要求されたcodecを⼊れていいものか、どうか、迷ってます。

> 1/22のVol.2はまだお店で配布中と思いますので，掲⽰板にはそれが終わったら．．．にしませんか。⼭野楽器様
に特別の敬意を表して。 

 了解です︕

Re:コーディックの件

4332 選択 ALIL.1967 2008-01-25 18:36:27 返信 報告
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strayさま
> そうです、#4195の映像です。 

 > zip圧縮は簡単に解凍できたのですが、Windows Media Player で再⽣しようとすると、 
 > ”コーディックが⼊っていないので、DLしろ”と⾔われるんです。 

 > これって私だけ︖（笑） 
 > 要求されたcodecを⼊れていいものか、どうか、迷ってます。 

 barksのwmvはwindows media player version 9 で再⽣できないもののようです。 codecはインストールしない
でください。msがversionを11にさせようとしているのでしょう。

 こちらでいったんmp4化してwmv9で⾒れるように再変換ののちupしてみます。情報ありがとうございます。

Re:最近の情報誌

4336 選択 カーディガン 2008-01-25 22:49:19 返信 報告

みなさん、こんばんは。レスが遅れまして申し訳ございません。

attiさん、こんばんは。

＞本⽇は、事故のため電⾞が遅れていたので、乗換え駅の⼆k⼦⽟川にて下⾞し、「すみや」
へ。

 Groovin'は25⽇なのでは無かった。何か記事があるかなと・・。

⾸都圏でも雪がすごかったようですね。今⽇は、すみやGroovin'はあったのでしょうか。どうい
う情報誌なのですか︖⽬新しいことが載っているといいですね。

＞このお店にも、リクメモのエンハンス2付きがありました。
 (昨⽇を含めると4店で⾒かけています)

まだ置いてあるのですか。すごいですね。⼈通りがあまりないのでしょうか。すぐに売れてもおかしくないのです
が。

＞別冊JamSpotは寺尾広さんが独占コメントを書かれています。今後のコンサート会場のCD店で⼊⼿可能かなと。
 ポスタープレゼントは、「ZARD Request Best」ですかね。

https://bbsee.info/straylove/id/4308.html?edt=on&rid=4336
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今度、コンサートに⾏った際に、もらえるといいです。期待しています。ポスターも期待しています。
30枚買ったほうがいいかもしれませんね。でも、飾っていないのですが。

ALIL.1967さん、こんばんは。

＞CDデータとSONGS⾒かけましたがバンドスコア載っていたのでしたか。⾒過ごしてました。（でも，楽譜が読め
ないので︕）写真は既に⾒たもののようだったので買わなかったです。

CDデータは普通の記事です。コンサートやリクエストベストのことが載っていました。
 ⽉刊SONGSには、グロリアス マインドのバンドスコアが載っています。弾きたい⼈は、購⼊をお勧めします。今⽇

も、ジュンク堂は２店あるのですが、もう⼀つの店舗に⾏ったら、１０冊くらいありました。あるところには、ある
ようです。

教えていただいた、URLのサイトで今後、検索してみます。どうもありがとうございましたm(__)m
 JamSpotも後ほど、期待しております(^^♪

これが、今⽇もらってきた、HMV the music masterです。 
  

 

カーディガンさんへ

4339 選択 ALIL.1967 2008-01-25 23:23:24 返信 報告

HMVの記事ありがとうございます。

⾸都圏でも雪は降ったのですが，ゆかりの路線である東急⽥園都市線が5時から8時まで運休したんですよ。

すみやgroovin'は，wezardでも紹介されてますが，静岡が中⼼みたいです。東京にも数店，⽊更津にもあるみたいで
すね。横浜や平塚にも。すみやには⾏ったことありませんが，

 http://mediamax.sumiya.co.jp/groovin/
 。

あと，所⻑さんにゲストフォルダについてきいてみてください。

すみやGroovin'

https://bbsee.info/straylove/id/4308.html?edt=on&rid=4339
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4343 選択 atti 2008-01-26 00:44:56 返信 報告

皆さん、こんにちは。

> ⾸都圏でも雪がすごかったようですね。今⽇は、すみやGroovin'はあったのでしょう
か。どういう情報誌なのですか︖⽬新しいことが載っているといいですね。

本⽇は、HMVの閉店時間もあり、パス・・・

http://atti.jugem.cc/?eid=1447にて記事にしたものです。

2007.12-2008.01/ISSU#99
 P12 artist pick up09 「グロリアス マインド」 NewDisc紹介

 ⽩⿊のジャケット写真 (1/2記事欄)

⼭野楽器 予約票

4344 選択 atti 2008-01-26 00:48:19 返信 報告

カーディガンさん、皆さんこんにちは。

連続投稿、失礼いたします。

> NEW 1⽉22⽇ ⼭野楽器 別冊Jam Spot 
このUpは、今はしないようにいたします。

予約票です。(実際に予約は、普通のカーボンタイプで⾏いました)

⼭野楽器 オリ特

4345 選択 atti 2008-01-26 00:54:32 返信 報告

カーディガンさん、皆さん、こんにちは。
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> NEW 1⽉22⽇ ⼭野楽器 別冊Jam Spot 
アルバムのオリ特の「メモリリアルチケット」です

Jam Spotはコンサートまでのお楽しみにして・・・
 Jam Spotの中のパネル展の記事に、「メモリアル・スタンプ・コーナー」も

あります・・・

スタンプは、ひとつでは無いよね︖。紙は⽤意されていないのであれば、スタンプ帳(今のあるのかな︖)でも⽤意す
るか(爆)

TOWER

4348 選択 atti 2008-01-26 00:58:56 返信 報告

カーディガンさん、皆さんこんにちは

> それにしても、今⽉は、情報誌が多いですね。駅前までいかないと⼊⼿できないですが、まめ
に取りにいっています。

タワレコのもの
 http://atti.jugem.cc/?eid=1507に記事にしています

Re:最近の情報誌

4349 選択 xs4ped 2008-01-26 01:05:29 返信 報告

カーディガンさん、皆さん、こんばんは。
  

> ポスターも期待しています。 
 ポスター欲しいですね〜。

 会場で販売してくれないかな〜。
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> これが、今⽇もらってきた、HMV the music masterです。 
記事のUpありがとうございます。

 こちらは、⽥舎なのでHMVは有りませんので助かります。

ALIL.1967さん
 私も、#4195の映像⾒れませんでした。(WMP11)

 Media Player Classicで⾒れるかなと思ったのですが、
 駄⽬でした。他のPlayerで試してみても同じでした。

 先程、ZARD_Request_Best_digest(wmv9).wmvを
 ダウンロードしてようやく⾒れましたが、私のUpしたのと

 同じ内容でしたね。
 ttp://jp.youtube.com/watch?v=HEtovke0KHY

Re:最近の情報誌

4350 選択 atti 2008-01-26 01:06:41 返信 報告

カーディガンさん、こんにちは。

> ＞このお店にも、リクメモのエンハンス2付きがありました。 
 > (昨⽇を含めると4店で⾒かけています) 

 > 
> まだ置いてあるのですか。すごいですね。⼈通りがあまりないのでしょうか。すぐに売れてもおかしくないのです
が。

リクメモのエンハンスCDは、現在もあるかは不明ですが、
 渋⾕TSUTAYA(1枚)

 渋⾕HMV(1枚)
 ⼆⼦⽟川すみや(1枚)

 浜松町dan(1枚) ←JRから貿易センターへ⾏く途中
 でした。

 再販はしていないのですよね︖

https://bbsee.info/straylove/id/4308.html?edt=on&rid=4350
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他には、ビデオ付きがあるお店にまだあります。

Re:TOWER

4351 選択 xs4ped 2008-01-26 01:18:04 返信 報告

attiさん、こんばんは。

> タワレコのもの 
 記事のUpありがとうございます。

 こちらも、⽥舎なのでタワレコは有りませんので助かります。

Re:最近の情報誌

4352 選択 atti 2008-01-26 01:26:25 返信 報告

皆さん、こんにちは。

スキャンのついでに・・・

最寄駅(町⽥):⼭野楽器、新星堂、HMV、TSUTAYA

新星堂のものです。コンサートのイメージトレーニングを・・・
 http://atti.jugem.cc/?eid=1291の記事のもの

新星堂 DROPS

4354 選択 atti 2008-01-26 01:40:12 返信 報告

皆さん、こんにちは。

先ほどのとは、違うものです。
 解像度を上げると、加⼯SWが読めない・・・

カーディアンさん、dpiはいくつに設定していますか︖
 ※今冬にはじめの複合機にしたのでまだ慣れていないのです
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最近のを確認をしていないような・・
2冊もらって、1冊はスキャンようにばらして、「切り抜き」として保存すべきかな〜。

DROPS #005 2007/9のものです。

Re:最近の情報誌

4355 選択 カーディガン 2008-01-26 03:54:32 返信 報告

attiさん、こんばんは。

すみやGroovin'はattiさんの記事でなんとなくわかりました。ありがとうございます。

⼭野楽器の記事は、ZARDに近い⽅が書くことが多いのですね。なるほど。今度のコンサートで配ってくれるといい
のですが。昨年のコンサートでももらいましたが、ライナーノーツのようでした。MFMとは、⼀味違うものでした。
少し似ていましたが、読みがいがありますね。

＞アルバムのオリ特の「メモリリアルチケット」です

私は、この期間は、東京に⾏く⽤事はないので、ちょっと⾏けません。ぜひ、ご堪能してきてください。
 ⼭野楽器さんで購⼊すると、いろいろな特典があるんですね。うらやましいです。

リクメモのエンハンスCDは、特に集めようとは思っていません。ほしい⼈は、もう１枚、保存⽤に買わないとだめで
すね（笑）ビデオは全部持っていますが、あまり⾒たことがありませんでした。貴重なものなのでしょうね。

⾦曜⽇の朝のめざましテレビで、神⼾のコンサートの模様が、映りました。2、3分ほどでしたが。もうすぐコンサー
トなので、私も、準備をしないと(^^♪コンサートのイメージトレーニングが必要でしょうか(^_-)-☆

＞解像度を上げると、加⼯SWが読めない・・・
 ＞カーディアンさん、dpiはいくつに設定していますか︖
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解像度を上げると、スキャンができず、固まるということでしょうか︖
パソコンの性能がある程度ないと、解像度の⾼い画像は固まってしまいますね。私はプロモードはあまり使わず、全
⾃動モードが多いですが、それで、400dpiくらいでしょうか。それで、1MBから2MBくらいです。1200dpiくらい
にすると、スキャンが遅いので、ほとんど使いません。CCDセンサーなので、特にばらさないでもスキャンできます
よ。CISは、スキャンが多い⼈には向かないでしょうね。普通の⼈は、CISで間に合うようですけど。

xs4pedさん、こんばんは。

> ポスターも期待しています。 
ポスター欲しいですね〜。

 会場で販売してくれないかな〜。

コンサートの会場で3,000円以上購⼊すると、ポスターがサービスだそうですね。
 その10倍以上使うかと思います。ポスター30枚を買う予定ですので。１枚1,000円ですから、普通なのでしょうね。

しかし、30枚とは、すごいですね。選んでる時間も、もったいないので、全部買います。

＞こちらは、⽥舎なのでHMVは有りませんので助かります。
 HMVは、街中にしかないので、こちらも、⽤事を作らない限り、めったに⾏きませんでした。でも、専⾨のCDショッ

プなので、品揃えはいいですね。最近は、CDショップも少ないので、貴重です。

Re:最近の情報誌

4368 選択 ALIL.1967 2008-01-26 10:43:31 返信 報告

attiさんへ
  スキャンのUPありがとうございます。CDショップでレジ横にあるかお店の⼈が袋に⼊れてくれたりしないとチラ

シや無料情報誌に気づかないことが多くて．．．

xs4pedさんへ
  もしかしたらwmv１１以外にも必要なcodecがあるのかもしれません。

 

TSUTAYA すみやGroovin'

4411 選択 atti 2008-01-26 23:47:27 返信 報告
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皆さん、こんにちは。
> 
> 本⽇は、HMVの閉店時間もあり、パス・・・ 

 外出時に、途中下⾞にて・・

2008.01-02/ISSU#100
 P21 ZARD Request Best 〜beautiful memory〜

 NewDisc紹介

Re:TSUTAYA すみやGroovin'

4414 選択 カーディガン 2008-01-27 00:58:02 返信 報告

attiさん、こんばんは。
 すみやGroovin' はこういうのですね。

TSUTAYAやHMVのような情報誌なんですね。
 ありがとうございました。

 どこかに⾏くときは、やっぱり電⾞で移動なんでしょうか。
 私は、バイクですいすいです。でも、先⽇の雪の⽇は、さすがに電⾞で通勤しましたが^_^;

Re:TSUTAYA すみやGroovin'

4415 選択 atti 2008-01-27 01:27:14 返信 報告

カーディガンさん、こんにちは。

> TSUTAYAやHMVのような情報誌なんですね。 
 > ありがとうございました。 

 薄めの情報誌です。すみやは、TSUTAYAと資本・業務提携したので、頭にTSUTAYAが⼊っているようです。

> どこかに⾏くときは、やっぱり電⾞で移動なんでしょうか。 
 会社へは電⾞通勤なのです。
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今朝もtouchで、泉⽔さんの動画を⾒ていました。

休出時もガソリンが⾼いので、「電⾞で⾏けば・・・」といわれるので(笑)

解像度の件は、600dpiなどではファイルが⼤きく、PC付属加⼯SWでは、読み込みができないエラーになるのです。

現在は360dpiで取得し、ファイルサイズを⼀辺が640のように、⽐例縮⼩して保存しています。

PS.100均にて、クリアファイルを買ってきたので情報誌、新聞など整理しないと。

こっそり⼤野さん

4413 選択 atti 2008-01-27 00:39:32 返信 報告

皆さん、こんにちは。

サポートメンバーサイトの確認をしていますが、
 ⼤野さん公式サイトのColumnに神⼾の話が記述されていました。

http://atti.jugem.cc/

めざましテレビに

4366 選択 ⼭茶花 2008-01-26 09:54:02 返信 報告

皆さん、おはようございます。
 リクエストベストが、フジ系の『めざましテレビ』にて流れていた

 番組の写真です。
 所⻑さんにお話ししたところ、ほんとは、「テレビの画像は無理でしょうから良いですよ」

 とは⾔って下さいましたが、ちょっと試しに撮ってみました。
 三枚撮りましたが、その中の⼀枚です。
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この写真もこの写真で、光がどうしても付いてしまって･･･。
所⻑さん、どうかご勘弁下さい(笑)。

 沢⼭画像を、あちらこちらに貼らせて貰いましたが、
 お許し下さい。

 

Re:めざましテレビに

4376 選択 stray 2008-01-26 12:22:09 返信 報告

⼭茶花さん、こんにちは。

ご⾃分で削除された最初の写真がいちばんキレイだったような…（笑）。

> 所⻑さんにお話ししたところ、ほんとは、「テレビの画像は無理でしょうから良いですよ」 
 > とは⾔って下さいましたが、ちょっと試しに撮ってみました。 

 私が⾔ったのは、ALIL.1967さんのように”映像を配信するのは無理でしょう”ってことです。
 ＴＶ画⾯をカメラで撮影されたんですよね（笑）。

 アナログとデジタルの融合。まるでアネ研さんみたいです（笑）。

ＴＶ映像を捕獲してないので、たいへん参考になりました。
 どうもありがとうございました︕

 ＴＶ画⾯は⼗分明るいので、カメラのフラッシュをオフにして撮ると光らずに済みます。

Re:めざましテレビに

4385 選択 ⼭茶花 2008-01-26 14:35:28 返信 報告

>ご⾃分で削除された最初の写真がいちばんキレイだったような…

⾃分でもそう思ったんですが、やっぱり⾃分が納得いかなかったので･･･
 坂井さんが、⾃分で納得がいくまで、レコーディングを続けていたのと同じように(笑)。

>私が⾔ったのは、ALIL.1967さんのように”映像を配信するのは無理でしょう”ってことです

そう⾔うことだったんですね。
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>ＴＶ画⾯をカメラで撮影されたんですよね（笑）。 
はい･･その通りです。

 

⼭茶花さんへ

4394 選択 stray 2008-01-26 16:45:51 返信 報告

> ⾃分でもそう思ったんですが、やっぱり⾃分が納得いかなかったので･･･ 
 > 坂井さんが、⾃分で納得がいくまで、レコーディングを続けていたのと同じように(笑)。 

こだわりのレベルが違いすぎるように思いますが…（笑）。

フラッシュの光が邪魔︕（笑）
 マニュアル読んで、フラッシュをオフにする⽅法を⾒つけるまで画像投稿禁⽌︕（笑）

 

Re:⼭茶花さんへ

4397 選択 ⼭茶花 2008-01-26 17:58:33 返信 報告

>こだわりのレベルが違いすぎるように思いますが…（笑）。 
 今、考えてみますと、全然違いますね。

 坂井さんと⼀緒にしちゃ駄⽬だー(vv;) 

⼭茶花さんへ

4399 選択 ALIL.1967 2008-01-26 20:08:55 返信 報告

こんかいも「めざましテレビ」「⼆時っちゃお」など朝の情報番組の捕獲には気がつきませんでした。いつもPVTVと
かMU-GENばかりにきをとられていて。やっぱり報道されているんですね。ZARDの影響⼒はすごいものがあります
ね。CDショップやTV画⾯の写真ありがとうございます。

ｓｔｒａｙ先⽣のデジタル講座

4407 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-01-26 23:31:53 返信 報告
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こんばんは、stray先⽣と⼭茶花さんのデジタル講座、楽しく拝⾒させてもらっています。
Z板での「坂井泉⽔先⽣の作詞講座」の話題を思いだしちゃいますね。

 ⼭茶花さんの画像のストックは凄そうですから、どんな作品がでるか、wakuwakuします。（笑）

（無題）

4396 選択 ⼭茶花 2008-01-26 17:50:37 返信 報告

これも撮り直ししたもの。

所⻑さんへ

4395 選択 ⼭茶花 2008-01-26 17:47:39 返信 報告

前回に投稿してあった写真を撮り直しました。あー今⽇は楽しかった♪(笑)
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. オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [4333]●●ZARD Request Best digest(wmv9).wmv●●(2) [4314]WEZARD.net 特設サイト(4) [4334]リニューアル（フラ
イングで）(15) [4370]みなさまへ(0) [4365](無題)(0) [4360]リクエストベスト(2) [4260]ZARD Request Best 〜beautiful
memory〜ゲット︕Ｏ(≧∇≦)Ｏ (19) [4326](無題)(0) [4291]stray様、Z研究所の皆様へ(8) [4268]カウントダウン企画のお返事
♪(9)

新しい話題を投稿する

« 50 49 48 47 46 45 44 43 42 »

●●ZARD Request Best digest(wmv9).wmv●●

4333 選択 ALIL.1967 2008-01-25 19:45:14 返信 報告

前回 # 4195の話題 ZARD13曲サビつなぎのbarksのファイルはwindows media player version11 (OSがVISTAというこ
とですか︖)の場合は再⽣可能と思います。その場合は同じものですからこれをDLしなくていいです。

ZARD研究所はwmvのファイルバージョンは9ということで変換しましたのでUPします。media playerのバージョンが９の⽅
は前回のファイルを消去して，以下のファイル ZARD Request Best digest(wmv9).wmv をあらためてDLしてくださ
い。あとでファイル名の中の(wmv9)の部分は取ってしまっていいですよ。
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http://www.filebank.co.jp/wblink/1bd7c87737d1fd362488d2b09538c5ae

 

Re:●●ZARD Request Best digest(wmv9).wmv●●

4386 選択 ⼭茶花 2008-01-26 14:41:47 返信 報告

ALIL.1967さん、こんにちは。

ULRのアドレスを、DLさせて貰いました。
 映像がきれいに撮れてまして、グロリアス マインドのPVを、PCから何度も⾒返してます(笑)

 ⾃分が出来ないことをされているので感⼼です。こう⾔うの、私にはわからないので･･･

また、ZARDの捕獲された映像に期待しております(笑)。
 

Re:●●ZARD Request Best digest(wmv9).wmv●●

4420 選択 ALIL.1967 2008-01-27 10:19:33 返信 報告

⼭茶花さんへ
  ⾒ることができてよかったです。

今回は変換でみなさまから情報をいただき，ありがとうございました。

WEZARD.net 特設サイト

4314 選択 xs4ped 2008-01-25 01:07:41 返信 報告

皆さん、こんばんは。

密かに更新されてましたね。
 壁紙Get出来ます。他にも更新されております。
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Re:WEZARD.net 特設サイト

4316 選択 stray 2008-01-25 06:41:10 返信 報告

xs4pedさん、おはようございます。

ほんとだ︕密かに更新してる︕（笑）。
 2⽉6⽇の企画もアップされてますね︕

 

Re:WEZARD.net 特設サイト

4371 選択 ⼭茶花 2008-01-26 11:18:03 返信 報告

xs4pedさん、所⻑さん、皆さん、こんにちは。
 ♯4314の画像、ファンクラブ限定でしか、⼊⼿できなかったんじゃ･･････

 この画像は確か、『グロリアス インド』の壁紙で、ファンクラブ限定で、
 ダウンロードできるというものでしたよね︖違っていたらごめんなさい･･･。

 折⾓なので、私もDLさせて貰います(笑)。
 

Re:WEZARD.net 特設サイト

4375 選択 stray 2008-01-26 12:00:22 返信 報告

⼭茶花さん、こんにちは。
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♯4314はファンクラブ限定の『リクエストベスト』壁紙です。
『グロリアス インド』壁紙はこの画像です。

 （画質を落としてトリミングしてありますので、このままでは使えません）

私はファンサイトの画像をネットでばら撒くつもりはありませんが、
 ゲストの皆さんの投稿を無下に削除するのも気が引けます（⼩⼼者なので）（笑）。

> 折⾓なので、私もDLさせて貰います(笑)。 
 それでいいんじゃないでしょうか（笑）。

所⻑さんへ

4379 選択 ⼭茶花 2008-01-26 13:47:02 返信 報告

>私はファンサイトの画像をネットでばら撒くつもりはありませんが

いいんです、いいんです。会員の規則を違反するようなことは･･･

ところで、このリクエストベストの壁紙、坂井さんが美しいですよね。
 この写真はおそらく、『運命のルーレット廻して』の写真と同⼀写真なのではないかと思うんです

が･･･
 前も同じこと⾔ったかな･･･︖

 

リニューアル（フライングで）

4334 選択 stray 2008-01-25 22:34:55 返信 報告

皆さんこんばんは︕
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予定より１⽇早くリニューアルを敢⾏しました︕
”フラリ”と略すのでしょうか（笑）。

「リニューアルOPEN︕のお知らせ」をクリックしてもらうと、
 変更点の案内ページが⽴ち上がります。

IE ver.7 でＢＢＳに投稿する際、若⼲の問題があるようですが、
 慣れればどうってことないと思います（笑）。

”ZARDラブねっ︕”ですが、
 ⽇本では「研究所」を「ラボ(labo)」と⾔いますが、

 正しい⼝語略は「ラブ(lab)」です。
 少し古いですが、アポロ計画における「スカイラブ(宇宙実験室)」がその例です。

 Ｚ研のURLを忘れても ”ZARDラブねっ︕”を覚えていてくれれば、
 出張先であろうと、イランであろうと、Ｚ研に繋がります︕（笑）

⼤した変更ないように思えるかも知れませんが、リンクの変更はけっこう⾻が折れるんです（笑）。
 ＢＢＳから始まって、最後にＨＰサイトが出来た関係で、皆様にはご不便をおかけしましたが、

 これからはお⽬当てのコンテンツに容易に辿りつけるでしょう。

今後ともＺ研をどうぞご贔屓に︕︕

Re:リニューアル（フライングで）

4337 選択 stray 2008-01-25 22:54:14 返信 報告

なんで所員がこの⼤事なスレを下げるわけ（笑）。
 しかも２⼈も（笑）。

⾃らageします（笑）。

Re:リニューアル

4340 選択 ALIL.1967 ◆0Ztcm5OtiI 2008-01-25 23:35:43 返信 報告
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リニューアルおめでとうございます
カレンダーよいですね︕

Re:リニューアル（フライングで）

4342 選択 xs4ped 2008-01-25 23:50:44 返信 報告

strayさん、皆さん、今晩は。

> 予定より１⽇早くリニューアルを敢⾏しました︕ 
 > ”フラリ”と略すのでしょうか（笑）。 

 ”フラリ”リニューアルおめでとうございます。(笑)

>  ”ZARDラブねっ︕”ですが、 
 > ⽇本では「研究所」を「ラボ(labo)」と⾔いますが、 

 > 正しい⼝語略は「ラブ(lab)」です。 
 正しい⼝語はZARD LOVE(ラブ)です。(笑)

> これからはお⽬当てのコンテンツに容易に辿りつけるでしょう。 
 良かったですよ。（*^_^*）

 カレンダーは万年カレンダーでしょうか︖
 発売情報等の詳細も記載されていて、⼤変良かったです。(^.^)

 これでお気に⼊り項⽬を４個から１個に減らせます。(笑)

今後とも、宜しくお願い致します。

Re:リニューアル（フライングで）

4346 選択 yan 2008-01-26 00:54:43 返信 報告

フラリと⽴ち寄ったら”フラリ”されてました(笑)
 リニューアルおめでとうございます。

”ZARDラブねっ︕”は絶対忘れませんね(笑)
 ここはZARDのファンサイトには珍しくユーモアがあっていいですね（笑）
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カレンダーいいですね☆すっごくおしゃれです︕
いつも思いますがコンテンツのクオリティが⾼くて

 みなさんの情熱には頭が下がります︕

しかもpromised youピアノ弦楽四重奏ver.が使われてるじゃないですかっ︕
 すごくうれしいです、バンザーイ\(^o^)/

 xxxさんも聴いてくれてるといいなぁ〜。

それではまた⽴ち寄らせてもらいますね♪

リニューアルおめでとうございます

4347 選択 ヒツキ 2008-01-26 00:56:05 返信 報告

strayさん、皆さんこんばんは
 strayさんHPリニューアル作業お疲れ様でした。

 発売⽇のわかるカレンダー、すばらしいです。
 さすがです

 >”ZARDラブねっ︕” 
 覚えやすいアドレスありがとうございます＾＾

 今後もよろしくお願いします

Re:リニューアル（フライングで）

4356 選択 カーディガン 2008-01-26 04:06:16 返信 報告

皆様、こんばんは。
 フライングで、リニューアルオープンしてしまいました。

 常連の⽅々の書き込みありがとうございます。
 という所員の私も、まだ、全部⾒ておりませんので、また、明⽇以降、じっくりとまわりたいと思います。

新たな機能が次々と追加されており、便利であり、細かくなっておりますが、これは、ということをぜひ書き込んで
いただければと思います。
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所⻑と部⻑、皐さんが主に作られました。ほとんどつくりました。ほんとにお疲れ様でしたm(__)m

P.S.研究所もzard-lab.netということで覚えやすくなりました。私も、今後とも、loveizumiさんでいきたいと思いま
す(^_-)-☆

Re:リニューアル（フライングで）

4357 選択 atti 2008-01-26 08:27:47 返信 報告

strayさん、こんにちは。

> 予定より１⽇早くリニューアルを敢⾏しました︕ 
 > ”フラリ”と略すのでしょうか（笑）。 

 祝リニューアル〜
 リニューアルは⼤変だったのではないでしょうか。

> Ｚ研のURLを忘れても ”ZARDラブねっ︕”を覚えていてくれれば、 
 > 出張先であろうと、イランであろうと、Ｚ研に繋がります︕（笑） 
   この合⾔葉で、出先でつなげることができます。

Re お疲れさまです

4358 選択 かず 2008-01-26 09:13:55 返信 報告

おはようございます
 ＞リンクの変更はけっこう⾻が折れるんです（笑）。

 ⾃分もＨＰ持っていたとき、そうでしたね︕
  新コンテンツ作成なんてとんでもない︕って感じでした。

  ホントにお疲れさまでした。

 これからもお世話になります。

おはようございます。
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4362 選択 アネ研 2008-01-26 09:37:04 返信 報告

みなさま、掘り返した⽳は全て埋め戻しましたが、念のため⾚いジュウタンをしきこみましたので、お⼦様連れの⽅
もどうぞお楽しみ下さいませ︕

Re:リニューアル（フライングで）

4367 選択 ⼭茶花 2008-01-26 10:03:04 返信 報告

おはようございます。
 サイトのHPのリニューアル、おめでとうございます︕︕

サイトのご説明でようやくわかりました。
 通りで、「BBS」クリックしても、何も動かなかったわけだ(笑)

 サイトを改善され、お疲れ様でした。かなり時間が掛かられたのではないかと思います
が･･･

♯4366の⼆枚⽬に撮った写真です。
 記念というか、貼らせて貰いました。

●●PVTVとMU-GEN●●

4372 選択 ALIL.1967 2008-01-26 11:28:30 返信 報告

祝リニューアル
 もうご覧になっていらっしゃるかもしれませんが

 PVTV
 http://www.filebank.co.jp/wblink/a80a25f287ca8f8e14262406a0271e3f

  
MU-GEN その１

 http://www.filebank.co.jp/wblink/799beb296fdda2844687092051b83332

MU-GEN その２
 http://www.filebank.co.jp/wblink/c820551ac152beca62022628fddc6cf7
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Re:リニューアル（フライングで）

4374 選択 スー 2008-01-26 11:54:10 返信 報告

strayさん、皆様、こんにちは。

ZARD研究所リニューアルOPENおめでとうございます。
 ZARDラブと⼊っています、覚えやすいですね。

私の所にリンクしても良いでしょうか。
 これからも宜しくお願いします。

http://sakai.izum.in 無我夢中 スー

お祝いありがとうございます︕①

4377 選択 stray 2008-01-26 12:46:12 返信 報告

お祝いありがとうございます︕

今のところ落とし⽳に嵌った⼈はいないようなので安⼼しました（笑）。
 皆さん、たくさん（でもないか）のお祝いありがとうございます︕

xs4pedさん、そうなんです︕私なんか所員⽤含めて９つお気に⼊りがあって、
 これは”どぎゃんかせんといかん”と思いリニューアルに踏み切りました。

 ⾃分が便利なようにっていうリニューアルなんです（笑）。

yanさん、先⽇はありがとうございました︕
 早速xxxギャラリーに使わせてもらいました。

どこにでも持ち運べるプレーヤーなので、xxxギャラリーに限らず、
 Ｚ研のコンテンツを⾒ながら、yanさんの傑作を堪能してほしいと思っています。

 ⾃作もよろしくね︕（笑）。（あのプレーヤーは５曲まで⼊ります）

ヒツキさん、こんにちは︕
 先輩ネタちゃんと読んでますが（笑）、ここ数⽇忙しくてお返事できませんでした。

 洗脳が進んでいるようで嬉しいです（笑）。
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attiさん、 ”ZARDラブねっ︕”はＴ２８部⻑が考えたキャッチです。
こういうのは得意中の得意ですからねぇ（笑）。

 皆さんに親しんでいただけるドメインになりますように︕

かずさん、（レスは）お久しぶりです︕
 リンク変更は、頭の中がグジャグジャになりますね（笑）。

 １つ間違うと全部違ってくるし、けっこうたいへんでした（笑）。

⼭茶花さん、神⼾公演では泉⽔さんのパネルが飾られたようですね。
 ＴＶ画⾯の写真もなかなか味があっていいですね。

 これからも遠慮なさらずにどんどん投稿して下さい（笑）。

お祝いありがとうございます︕②

4378 選択 stray 2008-01-26 12:47:13 返信 報告

ALIL.1967さん、いろいろと貴重な映像をありがとうございます。
 おかげさまで「リクエストメモリアルダイジェスト」も⾒れました。

 JamSpotの件は了解です。所員にも会議室で配信しましたので。
 1/23のMUGENはまだDL途中ですが、ファイルサイズが⼤きいので期待しております（笑）。

 あとでまた。

スーさん、こんにちは︕
 リンクは⼤歓迎（リンクフリー、相互リンクはできませんが…）です。

 スーさんのＨＰ拝⾒しました。「ロケ地マップ」もありましたね︕（笑）
 Ｚ研とかぶらないようによろしくお願いします（笑）。

Re:リニューアル（フライングで）

4424 選択 ミキティ 2008-01-27 14:42:39 返信 報告

stray所⻑さん みなさんこんにちは(*^_^*)
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 リニューアルOPENおめでとうございます
ｸﾙｸﾙ (*^ｰ^)ﾉ(^-^)(-^ )(^ )( )( ^)( ^-)(^-^)ｵﾒﾃﾞﾄｳ

今⽇は強⾵のなか 楽しみにやってきました。
 ZARDラブねっ︕ もう覚えました(^o^)⼃

 それではゆっくり美術館を楽しんできまーす。

 ⽳埋めをして下さってじゅうたんまで敷いて下さって
 ありがとうございます。

  楽しみ 楽しみ〜〜(^_-)-☆
  

         

 

みなさまへ

4370 選択 ALIL.1967 ◆0Ztcm5OtiI 2008-01-26 10:57:15 返信 報告

⼭野楽器の店舗が近くにある⽅は店舗でJamSpot別冊（無料）をてにいれるといいですよ。これって店舗にお客を寄せるため
に無料なんですよね。制作チームからの⼀⾔と銀座店のスタッフからのエピソードとが載ってます︕

(無題)

4365 選択 ⼭茶花 2008-01-26 09:46:38 返信 報告

おはようございます。
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この間のワイドショーに、ZARDのリクエストベストが流れていました。
そのときの映像の写真です。

 撮ってみたものの、何度も何度もやり直し撮ってみたんですが、
 やっぱりこのような縞模様が付いてしまって、あまりきれいには撮れませんでした<(_ _)>

これは、みのもんたさんが司会の、昼時の番組です。
 

リクエストベスト

4360 選択 ⼭茶花 2008-01-26 09:30:35 返信 報告

♯4322の⼆枚⽬です。
 リクエストベストのポスターがあって、欲しかったんですが、

 アルバムを購⼊しなければ付いてこないって感じでした(汗)
 別の新星堂でベストを購⼊しましたが、そのときはポスターなんて付いてきませんでした。

 皆さんは購⼊されたとき、ポスターは付いてきましたか︖
 

Re:リクエストベスト

4361 選択 stray 2008-01-26 09:37:02 返信 報告

⼭茶花さん、おはようございます︕

この写真もよく撮れてますね〜（笑）。
 カメラ（IXY DIGITAL）がいいのか、腕がいいのか…（笑）。

 ⼿前のパネル、欲しい〜〜〜︕︕（笑）。

私はネット購⼊なのでポスターはもちろんもらえませんでした。
 

Re:リクエストベスト
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4369 選択 ALIL.1967 ◆0Ztcm5OtiI 2008-01-26 10:51:49 返信 報告

⼭茶花さんへ
  写真きれいに撮れてますね。ショップも販売に⼒が⼊っているようで。こちらではポスターをつけてくれているお

店は⾒かけませんでした。

ZARD Request Best 〜beautiful memory〜ゲット︕Ｏ(≧∇≦)Ｏ

4260 選択 チョコレート 2008-01-23 13:24:52 返信 報告

所⻑さん、皆さん、こんにちは︕今⽇はいよいよCD発売⽇ですね。
 昨⽇、フライングでゲットされた⽅もたくさんいらっしゃると思いますが、皆さんの感想はいかがでしょうか。

 私も本⽇ゲットいたしました︕︕やった〜。うれしい︕
 今、CDを聴きながらの投稿です。

 泉⽔さんの歌声はどうしてこんなに素敵なんでしょうねぇ〜。穏やかな気持ちになれます。

カレンダー、T28さんのおっしゃるとおりに紙が厚い︕(笑)
 12ヶ⽉分確かにありました︕来年の1⽉まで。

 写真も良かったと思いますが、昨⽇までの皐さんのシリーズが素晴らしすぎたのか、
 私はちょっと物⾜りなさを感じてしまいました。私だけかなぁ︖

DVDも紅⽩の時の映像だと思いますが、改めて⾒て、やっぱり「短いな〜」という感じです。
 それぞれの曲の余韻に浸る間もないですから・・もう少し⾒たいですよね。

なんだかんだ書きましたが、とっても満⾜している私でした。

pineさんへ
 CD聴けましたか︖しかしチビ怪獣の⼿はPCにまで及んでいるのですか︖脅威ですね。

 我が家では、機械類は柵をして⼿の届かない所に置いています。
 それでも油断すると、時々柵を乗り越えているので困りますが・・。

 うちのチビ怪獣の興味も私のPCにあるようなので、気をつけたいと思います。
 

https://bbsee.info/straylove/id/4360.html?edt=on&rid=4369
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=4369
https://bbsee.info/straylove/id/4260.html
https://bbsee.info/straylove/id/4260.html?edt=on&rid=4260
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=4260


追伸、アネ研さんに捜査依頼しないでくださいよ〜(笑)
家の周りにゼットン⼈形が置かれていないか探してしまいました(爆)

Re:ZARD Request Best 〜beautiful memory〜ゲット︕Ｏ(≧∇≦)Ｏ

4262 選択 stray 2008-01-23 13:56:07 返信 報告

チョコレートさん、皆さん、こんにちは︕

私も先ほどGet!してきました。
 真っ先に確認したのが”シークレットトラック”︕

 やっぱり、ありませんでした︕（笑）

カレンダーは３⽉の写真が抜群にいいですね︕
 「Love is Gone」がピアノバラードに⼤変⾝︕︕

 いやぁ、このベストは何が隠されてるかわかったもんじゃないです。
 皆さん、今⽇はここに来なくていいですから（笑）、じっくり聞き込んで下さいね︕

チョコレートさん、チビ怪獣さんにベストCD壊されないように（笑）。
 クリップは理系の⼈間には常識です（笑）。

 カレンダー、私も表紙と３⽉以外は物⾜りなく感じます。
 

Re:ZARD Request Best 〜beautiful memory〜ゲット︕Ｏ(≧∇≦)Ｏ

4263 選択 ⼭茶花 2008-01-23 15:12:08 返信 報告

チョコレートさん、初めまして。

私も昨⽇、リクエストのベスト盤を購⼊しました。
 未だ写真しか眺めておりませんが･･･時間が空いたときにでも、じっくり聞いてみようと思います。

ジャケット写真のデザインが、これまたZARDらしくて素敵です。カッコイイ感じですね。

ライヴverは･･ライヴに観に⾏かれていた⼈もいてか、
 そのときの感動が蘇る、、と⾔う声もいますね。
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私の場合、ライヴ⾳源を⽿にすると、紅⽩で⾒たときの映像が思い出されます(笑)。
⼀年間分のカレンダーも付いててお得ですね★

 今年のカレンダーがないので、その分、助かりました(笑)

ps.Hana→⼭茶花（さざんか）にペンネームを変更しました。

mfさん、⼭茶花さんへ

4275 選択 チョコレート 2008-01-23 21:57:15 返信 報告

mfさん、はじめまして︕チョコレートと申します。
 ニャンコさんのかわいい写真をいつも拝⾒させていただいております。

 私も猫派で⾼校⽣の頃、猫を飼っておりました。
 「ZARD Request Best 〜beautiful memoryをこれから買いに⾏こうかな」

 ゲットされたでしょうか︖ぜひ買ってくださ〜い。私はかなり満⾜してます︕
 また感想などもお聞かせくださいね。今後ともよろしくお願いします。

⼭茶花さんへ
 はじめまして︕Hanaさんから名前を変更されたんですね。

 お名前はZ研でよく拝⾒しています。泉⽔さんの⼩さな画像をよく所⻑さんに問い合わせていらっしゃいましたよね︖
 そのたびに、所⻑さんが「あるよ〜」とすぐに出してこられるのでびっくり︕

 本当に所⻑さんは何者なのでしょうか︕︖すごいですよね。尊敬しちゃいます。
 まだCDを聴かれていないようですが、時間ができましたらぜひ聴いてくださいね。

 今回はアレンジも変わっていて、私はすごく新鮮な感じがしました。また感想などもお聞かせください。今後ともよ
ろしくお願いします。

 

Re:ZARD Request Best 〜beautiful memory〜ゲット︕Ｏ(≧∇≦)Ｏ

4277 選択 カーディガン 2008-01-23 23:58:38 返信 報告

こんばんは、皆様。
 只今、聴いておりました。

 永遠を聴き終えたところで、⾜跡を残すためにカキコです。
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everlasting love everlasting love

と徳永さんのコーラスが⼊っていてよかったです(^^♪

また、あの感動が甦ります(T_T)

負けないでの泉⽔さんの写真も素敵でした。きれいですね☆

Re:ZARD Request Best 〜beautiful memory〜ゲット︕Ｏ(≧∇≦)Ｏ

4289 選択 pine 2008-01-24 14:18:59 返信 報告

チョコレートさん みなさん こんにちは!

T２８さんのお助けのおかげでようやく聴くことができました。(≧▽≦)
 所⻑さんによると、理系の⽅はクリップが常識だそうですが、主婦には'⽖楊枝'でして…⽖楊枝でプチッとやりまし

た。

⼀⾔で⾔うとすごく良かったです。泉⽔さんの歌声をすごく近くに感じましたし、チョコレートさんが仰るようにリ
アレンジも新鮮で、お気に⼊りは「hero」。ピアノのイントロから引き込まれてしまいました。

 寝るときも聴きながら…いつもならすぐに記憶がなくなってしまうのに、２枚とも聴いてました。終了は２時前でし
た。

DVDは破壊怪獣と⼀緒に⾒ました。怪獣はアニメが始まると思っていたようですが、映像が始まると「さかいいずみ
さんや︕」って興奮しまくってました。ちょっと恥ずかしそうに、でもノリノリで⼀緒に歌ってましたよ。

 意地悪な私は「何で好きなん︖」って聞くと、「だって…きれいやもん」って。３歳児にも泉⽔さんの美しさはわか
るみたいですね。

 でもDVDは短いですね。もう少し⾒たい︕不完全燃焼です。

余談ですが、娘が「愛と暗闇の中で」を聞きたいというので、娘のウォークマンに⼊れました。娘はジャニーズ⼀辺
倒なので、今頃ウォークマンの中で若い男の⼦に囲まれて、泉⽔さん恥ずかしがってるかな…(*･･*)

Re:mfさん、⼭茶花さんへ

4290 選択 ⼭茶花 2008-01-24 14:38:46 返信 報告
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仰るとおり、確かに、「この画像、お願いします」とお頼みしますと、
直ぐ編集して下さるので有り難いと思っていますし、管理⼈さんには、

 いつも感謝しております。頭が上がらない思いです。
 私も管理⼈さんのようなお⽅はすごく尊敬してます。⾃分が出来ないことをして下さいます

から。
  

CDは⼀応、全曲通して聴いてみましたよ。『グロリアス マインド』は、
 フルバージョンでは聴いたことがなかったので、ほんとに、病を抱えながらの

 レコーディング、⼤変苦労されたんだなと、つくづく思います。
 声がやはり、病になる前とは⼤分違うような気がしますね。声で何となく苦労されているのがわかります。

 後は、リアレンジされた曲が多く、新鮮な感じがしました。

こちらこそ、宜しく御願い致します。

街に出た際に撮った写真です。こう⾔うの初めてやりました。
 

Re:ZARD Request Best 〜beautiful memory〜ゲット︕Ｏ(≧∇≦)Ｏ

4292 選択 stray 2008-01-24 16:58:06 返信 報告

チョコレートさん、⼭茶花さん、カーディガンさん、pineさん、こんにちは︕

皆さんそれぞれに聴き込まれたようですね。
 私はまだ⼀通り１回聴いただけなので、詳しい感想は省きますが、

 印象に残ったのは、ライブver.の臨場感と「hero」のpianoイントロ、
 「⼆⼈の夏」のクリアなボーカルですね。「Love is Gone」のアレンジは失敗だと思います（笑）。

 オリジナルのままの曲もあるようですが、全体的に泉⽔さんのボーカルがクリアになって、
 素晴らしいベストアルバムに仕上がってると思います。

 重さが280gありました（笑）。普通のCDは100gですから、3倍近い重さですね。
 重さではNo.1なんじゃないでしょうか（笑）。

pineさんにすべきレスを、チョコレートさんにしてしまったみたいです。ごめんなさい︕
 pineさんと、チョコレートさんの区別が付かなくなってきました︕（笑）
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⽖楊枝は中で先っぽが折れると厄介ですよ︕（笑）

カーディガンさん、ライブver.の中では「永遠」が特によく聴こえますね︕

⼭茶花さん、撮りたてホカホカのスナップ写真ありがとうございます︕
 ピントもばっちり良く撮れてますが、サイズが⼤きすぎます（笑）。

 J-Trim の中段左から２つ⽬の「リサイズ」ボタンをクリックして、
 サイズを「横800」くらいにすると丁度いいです。

 やってみて下さいね︕

Re:ZARD Request Best 〜beautiful memory〜ゲット︕Ｏ(≧∇≦)Ｏ

4299 選択 チョコレート 2008-01-24 18:55:02 返信 報告

所⻑さん、こんばんは︕
 改装のために所⻑⾃ら⽳掘りをされていたとか(笑)。お疲れさまです。

 ⻑い時間、⽳の中にこもっていると、酸⽋になって危険ですから、時々は空気を吸いに出てきてくださいね。
 所⻑が出てこないと皆さん⽳の捜索をしなくちゃなりません。ご注意くださいね。

> 印象に残ったのは、ライブver.の臨場感と「hero」のpianoイントロ 
 私も同じですね。ライブの⾳源がとっても良いですね〜。ライブDVDをぜひ出してほしいと思いました。

 「hero」も素敵。私はピアノとかストリングス系の曲がわりと好きです・・。
 しかし、所⻑︕CDの重さを量ったんですか!?さすが所⻑、⽬の付け所が違いますね(笑)。

> pineさんと、チョコレートさんの区別が付かなくなってきました︕（笑） 
 チビ怪獣の危機にさらされている状況は似ていますが、pineさんは所⻑賞を受賞された⽅です。

 チョコレートはただのイソウロウ・・(汗)。

カーディガンさんへ
 はじめまして。レスをいただいてありがとうございます。

 投稿始めて間もない新⼈です。よろしくお願いします。

pineさんへ
 破壊怪獣さんは「さかいいずみさん」を知っているんですね︕すごい︕しかも⼤好きなんですね〜。３歳でも美しい
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⼈は好きなんですね(笑)。
うちの５歳のチビ怪獣も男前のお兄さんが⼤好きです。

 お姉ちゃんのように、近い将来、ジャニーズにはまってしまうのかしら・・︖

Re:ZARD Request Best 〜beautiful memory〜ゲット︕Ｏ(≧∇≦)Ｏ

4301 選択 ⼭茶花 2008-01-24 20:19:37 返信 報告

編集してみました。
 ♯4290を、チェックしてみて下さい。

 それでよろしいでしょうか︖

何度も何度も繰り返し、やってみました。
 初⼼者でもあり、かなり時間に掛かりましたが(笑)

 序でにこれも貼っておきます。
 

⼭茶花さんへ

4302 選択 stray 2008-01-24 20:34:12 返信 報告

こんばんは︕

おぅ︕♯4290は very good!です（笑）。
 この画像は90度回転させる練習ですね、very good!です。

 簡単なんですよ、慣れれば誰にでもできますので（笑）。

stray様へ

4303 選択 ｍｆ 2008-01-24 21:20:51 返信 報告

私もきのう購⼊ しましたカレンダー とDVDがついていて
 充実してますね
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Re:ZARD Request Best 〜beautiful memory〜ゲット︕Ｏ(≧∇≦)Ｏ

4306 選択 xs4ped 2008-01-24 21:55:09 返信 報告

皆さん、こんばんは。

何か新鮮な感じで⼤変良かったです。（*^_^*）
 リアレンジされた曲も多く、ライブver.も感動しました。

pineさん
 > DVDは破壊怪獣と⼀緒に⾒ました。怪獣はアニメが始まると思っていたようですが、映

像が始まると「さかいいずみさんや︕」って興奮しまくってました。ちょっと恥ずかしそう
に、でもノリノリで⼀緒に歌ってましたよ。 

 > 意地悪な私は「何で好きなん︖」って聞くと、「だって…きれいやもん」って。３歳児にも泉⽔さんの美しさはわ
かるみたいですね。 

 ３歳児でもう泉⽔さんのファンですか︖
 これは最年少記録でしょう。(^.^)

 泉⽔さんも喜んでるでしょうね。

⼭茶花さん
 画像のUpありがとうございます。

 このポスター(パネル)欲しいですね。
 ライブ会場で販売されないんでしょうかね〜

Re:ZARD Request Best 〜beautiful memory〜ゲット︕Ｏ(≧∇≦)Ｏ
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4311 選択 ｍｆ 2008-01-24 23:50:09 返信 報告

挨拶遅れました こんばんは アレンジが最⾼にいいですね ドライブするときに聞くのにいいと思います

きのう買ってき今⽇聞いたのですがいいですね カレンダーとDVDもついていて価格は3200円と充実しています前の
2枚の追悼版がもったいないとかんじました pcのメディアプレーヤーに録⾳しようしたのですが登録がされていな
いみたいです 情報が出ません

Re:ZARD Request Best 〜beautiful memory〜ゲット︕Ｏ(≧∇≦)Ｏ

4318 選択 stray 2008-01-25 07:30:53 返信 報告

皆さんおはようございます。

⽳掘りは完了しましたが、皆さんが⽳に落ちないように、⽳埋め作業中です（笑）。
 １つくらい落とし⽳を残しておいたほうが⾯⽩いですか︖（笑）

チョコレートさんとpineさんの区別はちゃんとついているのですが、
 お⼦さんが、どっちのお⼦さんなのかが訳分からなくなってきたんです（笑）。

 どっちもどっちなので（笑）。

xs4pedさん、3⽉のカレンダーですね︕私はこの写真が⼀押しです。
 髪を束ねる位置が⾼いですよね、この表情が超かわいい〜（笑）。

ｍｆさん、確かにお買い得ですね（アマゾンなら2,545円）。
 追悼盤2枚と⽐べてしまいます（笑）。

> pcのメディアプレーヤーに録⾳しようしたのですが登録がされていないみたいです 情報が出ません 
 それはｍｆさんの設定の問題ですね。ちゃんと情報表⽰されます。

画像編集してみました

4319 選択 ⼭茶花 2008-01-25 09:06:31 返信 報告

所⻑さん、皆さん、おはようございます。
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仰るとおり、簡単にできますね。
所⻑さん、教えて下さってありがとう!!

>>xs4pedさん 
 ⾃分で撮った写真を画像としてupしたのは初めてです。⽣まれて初めてかも（←少し⼤袈裟/笑）

こんな私ですが、今後とも宜しく御願い致します。

ps.今朝のめざましテレビのワイドショーにて、発売中、と題して、ZARDのリクエストのベストの映像が流れていま
した。

 直ぐHDDにて捕獲しました。
 

Re:画像編集してみました

4320 選択 stray 2008-01-25 12:32:35 返信 報告

⼭茶花さん、こんにちは。

4301はそのまま残しておいて、編集したものを新たに投稿しないと、
 ⼭茶花さん以外の⼈は、どこがどう変わったのか分かりませんよ（笑）。

> ps.今朝のめざましテレビのワイドショーにて、発売中、と題して、ZARDのリクエストのベストの映像が流れてい
ました。 
> 直ぐHDDにて捕獲しました。 

 映像のアップは無理でしょうからお願いしませんので（笑）。
 こちらこそ今後ともどうぞよろしくお願いします︕

Re:ZARD Request Best 〜beautiful memory〜ゲット︕Ｏ(≧∇≦)Ｏ

4321 選択 pine 2008-01-25 12:36:49 返信 報告

こんにちは

所⻑さんへ 
 ⽳掘りお疲れ様でした。m(^_^)m ⽳は全部埋めてくださいね。私のような素⼈が落ちると出て来れなくなりますか
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ら(笑)
チョコレートさんへのレスを読んで「もしかして︖」と思っていましたが、気が弱い(???)ので⾔えませんでした。
(笑)

チョコレートさんのお嬢さんはスカートを切っただけで、いろいろと問題を起こすのはうちの破壊星⼈です。でも、
どっちもどっちですね(笑)

xs4pedさんへ 
 親のせいで、童謡ではなくZARDばっかり聞かせてしまっています。⼀番のお気に⼊りは「サヨナラまでのディスタ

ンス」です。マニアックだと思われるでしょうが、「間奏にヘリコプターの⾳が⼊っているから」というのが理由
で、やっぱりまだ⼦供です。(o^∇^o)

 

Re:ZARD Request Best 〜beautiful memory〜ゲット︕Ｏ(≧∇≦)Ｏ

4327 選択 なしぼー 2008-01-25 14:48:13 返信 報告

皆さん、こんにちは。(stray所⻑さん、カーディガンさん以外は、はじめましてですね。よろしくお願いします♪）
 忙しくて、やっとゆっくり楽しむことができました。

 「Love is Ｇone」は、初めて聴く曲。メロディが馴染みやすいというかすぐ好きになりました。「淡い雪がとけて」
もあまり聴いたことがなかったので（YouTubeで聴いたのかな）、とっても嬉しいです。

 ＤＶＤは、短いですね。でも、泉⽔さん、紳⼠もののシャツが似合ってて素敵です♪
 ⻫⽥ 才さん（どのような⽅なのか知らないのですが）のライナーも読みました。織⽥さんの曲のお話、「なるほ

ど・・そうだったんだ・・」と興味深かったです。
 あと１週間ZARD Request Bestを楽しんで、横浜に⾏って来ます︕

Re:ZARD Request Best 〜beautiful memory〜ゲット︕Ｏ(≧∇≦)Ｏ

4335 選択 アネ研  ◆craoLd8Ou2 2008-01-25 22:45:24 返信 報告

こんばんは、
 ゲットはしたのですが、なかなかじっくり聴けないので、曲のことは置いといて、カレンダーは期待が⼤きすぎたの

かいまいちでした。でも３⽉のポニーテールはいいですね︕︕また、１⽉の「君Dis〜」のジャケットの画像は泉⽔さ
んがZ研にロケ地を早く究明して︕︕と聞こえてきます。
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 また、歌詞カードの「Forever you」の左に「ごめんなさい」が載ってること、旧姓xxxさんの使者さん、xxxさんに
伝えといてくださいね。（笑）

 最後にジャケットもいいけど、「マイ フレンド」の写真、動きがあってベスト１です。（笑）

ps、なしぼーさん横浜いくんだ︕いいな〜、私も⾏きたかったです。仕事なんであきらめました。楽しんで来て下さ
いね。

(無題)

4326 選択 ⼭茶花 2008-01-25 14:38:58 返信 報告

♯4301を編集したものです。
 所⻑さん、ご指摘ありがとうございます。

だけど、⾃分でやってみて感⼼です。
 画像ならどれでも出来るかしら。。

 

stray様、Z研究所の皆様へ

4291 選択 xxxよりの使者 2008-01-24 16:31:19 返信 報告

stray様、Z研究所の皆様、xxxさんの事では本当にありがとうございました。
 どのように御礼を申し上げていいのか解りません、とても感謝しています。

xxxよりの使者として⾊々書き込んできましたが、どうしても部外者であると⾔う気持ちが抜けきれません。
 xxxよりの使者としての投稿は、これで最後にしたいと思います。
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でも、皆様とお別れはしたくありませんので（Z、研BBSに嵌ってしまいました（笑））
xxxさんの名前を借りずに私⾃⾝のHNで⼀から出直したいと考えております。

まだ、xxxさんの話題でしか投稿出来ないので、ZARDや他の話題にも参加出来るように、、
 しばらくはZ研で勉強させて下さい。 美術館へは毎⽇⾜を運びます（笑））

画像は、xxxさんです。今⽇会社でこれを⾒つけました、階調反転で⾒れますよ、（詳しくは皐さんに聞いて下さいね）
 私が出逢った頃のxxxさんです、どうです︖、カッコイイ男でしょう︕︕イメージ違いました︖

 個⼈情報とか気にされなくても良いと思います、⽬線(サングラス）が⼊っているし画質も良くないので・・・
 xxxとはこんな男だったと雰囲気だけでも感じて頂ければと思います。

stray様、皆様にこんな事しか出来ませんが、最後の御礼です。これからもxxxさんの事仲間で居させて下さいね。

使者様へ（とお呼びするのは最後ですね）

4293 選択 stray 2008-01-24 17:16:20 返信 報告

こんばんは︕
 よくぞＺ研ＢＢＳに嵌って下さいました︕（笑）

 いやぁ、嬉しいです。⼤歓迎です。
 ＢＢＳはファン同⼠の交流の場ですので、ZARDにかこつけた世間話でぜんぜんかまわないのです。

 HNも楽しみです。yyyさん、zzzさん、SSSさんはすでにおられるのでダメですよ（笑）。
 初投稿を⾸を⻑くしてお待ちしておりま〜す︕

さて、xxxさんの若かりし頃のお写真、どうもありがとうございます。
 早速ポジネガ反転させて⾒てみましたが、”いい男”ですね〜。カッコいいです︕

 かなりヤンキー⼊ってますが（笑）、俳優さんにもなれたかも知れないくらいですね。
 雰囲気は怖いけど、グラサンの奥の、⽬がとっても優しそうです。

 xxxさんに⼀歩近づけたような気になりました。
 どうもありがとうございます︕

美術館ですが、ＨＰの改装に伴い、xxxギャラリーの「フォトアルバム」をリニューアルします。
 xxxギャラリーの巡回がとっても楽になりますので、どうぞご期待下さい。
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Re こんばんは☆

4297 選択 ミキティ 2008-01-24 17:58:26 返信 報告

いつもお騒がせなミキティと申します。
  宜しかったら是⾮ご⼀緒に美術館にお出掛けしましょう

 (*^_^*)
  あたたかいみなさんがいらっしゃって 素敵な作品を展⽰して下さって（＾－＾）います。

 これからも宜しくお願いします☆
  

xxxよりの使者さんへ

4298 選択 xs4ped 2008-01-24 18:25:07 返信 報告

xxxよりの使者さん、こんばんは。

> でも、皆様とお別れはしたくありませんので（Z、研BBSに嵌ってしまいました（笑）） 
 もっともっと嵌まっていって下さい。(笑)

> xxxさんの名前を借りずに私⾃⾝のHNで⼀から出直したいと考えております。 
 いつでもお待ちしております。

> 画像は、xxxさんです。 
 随分、若く⾒えますがこれは20代前半頃の写真でしょうか︖

 なんか私の20代前半の頃の顔⽴ちに少し似ているような感じですね。
只、頭(髪型)と服装は全く別ですが・・・(笑)

 

xxxよりの使者様（さん）へ

4300 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-01-24 19:09:43 返信 報告

こんばんは、xxxよりの使者様（さん）。
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xxxさんの写真ありがとうございます。反転して⾒ました（笑）。
本当にカッコイイですね︕

 私の（勝⼿な）イメージでは、もっとガッチリした体型＆お顔なのかと思っていました。
 でも、なんか⼈懐っこい雰囲気を感じます。⾯倒⾒がいいからなのでしょうか︖

 初めてお会いするのに、懐かしい・・・、変な感覚です。

これからは御⾃⾝のHNで書き込むとのこと、歓迎いたします。
 HN共々楽しみにしてお待ちしております。

Ｐ.Ｓ. 使者が付くと、どうしても「様」を付けないと収まり悪くって・・・。
  どうしても、「さん」付けでは書きづらいです（笑）。

 

Re:使者さんへ

4305 選択 皐 2008-01-24 21:49:53 返信 報告

使者さんこんばんは︕(o^∇^o)

画像はxxxさんご本⼈だったんですか︕ビックリです(◎’□’◎)意外とワイルドだったんですね♡
 ですが、⽬元と⼝元がすごく優しそうで、初めて拝⾒させて頂いたのに

 「xxxさんだなぁ」と思ってしまいます(*^u^*)

使者さん、これからも是⾮Z研にいらしてくださいね☆ﾐ
 今度会える時は、新しいお名前になるようなので、ちょっぴりワクワクしながら待っています♪♪

所⻑が『ZARDにかこつけた世間話でぜんぜんかまわないのです。』って仰っていますので、
 気軽にお話ししましょうね〜(o^∇^o)それでは☆ﾐ

ｘｘｘよりの使者さまへ

4307 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-01-24 22:43:00 返信 報告

こんばんは︕はじめましてmegamiと申します。
 ずっとレスさせていただきたいと思っておりました。直レスは初めてですが、これからどうぞよろしくお願い致しま

す。
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 > xxxさんの名前を借りずに私⾃⾝のHNで⼀から出直したいと考えております。 
私の経験ですが、ＲＯＭだけの時よりも 皆さんの輪の中に⼊れていただいてからの⽅がＺ研を１００倍楽しめると
思っております︕︕⼀⽇もお早くいらっしゃることを⼼よりお待ち申し上げております☆

 >階調反転で⾒れますよ、（詳しくは皐さんに聞いて下さいね） 
 まだちゃんと拝⾒できておりませんので 皐さんにあとでやり⽅教えていただくように致します。

 > 私が出逢った頃のxxxさんです、どうです︖、カッコイイ男でしょう︕︕イメージ違いました︖ 
 > xxxとはこんな男だったと雰囲気だけでも感じて頂ければと思います。 

 sakiさんが「いつも輝いていたね 少年のまま瞳はマイフレ〜ンド♪」の曲のこのフレーズ通りとおっしゃっておりま
したネ︕

 xxxさんの作品とsakiさんのお⾔葉で⾃分なりのイメージを膨らませておりました︕
 実際のお写真を拝⾒させていただけるとは 考えておりませんでしたので 本当にありがたいと思います。

 感謝の気持ちでいっぱいでございます︕︕ありがとうございました。
 また近いうちに新しいＨＮで お話できる⽇を楽しみにしておりま〜す(*＾Ｕ＾*) 

xs4pedさんへ
 こんばんは xs4pedさんのこともイメージができました〜︕︕これからはxxxさんのお写真のことを思い出しながら

レスさせていただきま〜す（笑）

Re:stray様、Z研究所の皆様へ

4310 選択 カーディガン 2008-01-24 23:50:00 返信 報告

xxxさんの使者様へ。
 こんばんは。また、こちらへお越しくださって、ありがとうございます。

 いつもxxxさんの加⼯画と⽂章を拝⾒した時は、映像関係がお得意で、普通のファンの⽅とお⾒受けしておりまし
た。パソコンなどに詳しく、芸術的な⽅と思っておりました。亡くなられてからのお話を聞いて、硬軟⾃在といった
感じの⽅のように感じておりましたが、このお写真を⾒ますと、⼀⾒したところ、剛毅な感じですが、その奥に、と
ても優しそうなものを感じさせますね。お話を伺っていたので、なるほどと思いました。

＞でも、皆様とお別れはしたくありませんので（Z、研BBSに嵌ってしまいました（笑））
 xxxさんの名前を借りずに私⾃⾝のHNで⼀から出直したいと考えております。
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そうですか、やはりxxxさんのお気持ちが伝わったのでしょうね。この場でのふれあいこそ、xxxさんがご使者様に最
後にお与えになられたものですね。ご使者様としては、xxxさんの恩義にお応えしようということからご出発された
のかと思いますが、xxxさんもご使者様としてよりも、ご使者様⾃⾝でZARD 坂井泉⽔さんに触れ、その魅⼒を知っ
てほしいと思っているのでは、と思います。折にふれ、xxxさんのことを語っていただければ、と思います。

それでは、新しいHNをじっくりと考えたうえで、どうぞ、ご使者様のデビューをしてください。
 ⼼よりお待ちしております。

xxxよりの使者さんへ

4313 選択 アネ研  ◆craoLd8Ou2 2008-01-25 00:55:16 返信 報告

こんばんは、
 xxxさんの画像どうもありがとうございます。所⻑たちと、⼀度でもいいから逢いたかったねとレスしたものでした

が、こうやって写真を拝⾒させていただくとなんだか逢ったような気がしてきます。
 しかし、服装もベルトもかっこいいですね。肩で⾵切って歩いてたような気がしてきます。（笑）それに、⼿前のは

ワンちゃんでしょうか︖⼀戦交えて、⼿なずけた後のピースサインに⾒えてきます。（笑）
 また、HNもあらためての私的デビューも嬉しいです。気軽に投稿してくださいね、待っています。

カウントダウン企画のお返事♪

4268 選択 皐 2008-01-23 19:35:31 返信 報告

とうとうアルバムが発売されましたね︕早速聴きながら皆さまへのお返事を書きました(o≧∇≦o)♪
♪
 ところで、CDの特典DVDですが、なんか開けるのもったいなくありません︖(笑)

さて、発売までの12⽇間本当に温かいレス(応援)をありがとうございました︕
 最後の加⼯画はやはり予想外だったみたいですが、喜んで頂ける内容であったみたいで、安⼼して

います(*^u^*)
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そして、最後に“お疲れさま”と声を頂けてすごく嬉しい気持ちでいっぱいです︕
“この企画のおかげで…”とまで⾔ってもらえて、こんなに幸せな事はありません︕(≧ω≦。)

 皆さまが居たからこそ、“味わい深い⽇々”を体験させていただく事が出来ました。⼼から感謝します☆ﾐ
 -----------------------------------------------------------

部⻑へ︓
 さすが1号ですね︕企画の初⽇(2⽇⽬も)と最終⽇を⾒事押さえてくださって、すごく嬉しいです︕(o^∇^o)

 今回の企画は終わってしまいましたが、いつも通り加⼯画はUPしたいと思っています(*^u^*)
 これからも“⼼優しき1号”で居てくださいね︕P.S.昨⽇アルバムをGETしたんですか︕ZARDは永遠に“良い”ですよね♪♪

カーディガンさんへ︓
 昨⽇はいつもと違う私でしたか︖確かに、最終⽇という事もあって、少し燃えていたかもしれませんね(o≧ω≦o)♪

 カーディガンさんのように、忙しい中レスをくださった⽅達が他にもいらっしゃると思います。
 だからこそ、⼤切な時間を私へのレスのために使ってくれた事が、すごく嬉しかったですね(*^u^*)

megamiさんへ︓
 感謝の⾔葉だなんてとんでもないですよ︕皆さんが居てこその企画ですから、私の⽅がお礼を⾔わせてください(o≧ω≦o)

 megamiさん毎⽇ホントにレスをありがとうございました☆ﾐ プリントアウトした12枚も、ぜひ⼿帳に移して鑑賞してくだ
さいね♡

xs4pedさんへ︓
 最後の加⼯画を“嬉しい”と⾔っていただけて、すごく安⼼したのと同時に嬉しい気持ちでいっぱいです︕(o^∇^o)

 いつも応援ありがとうございました︕

チョコレートさんへ︓
 ジャケ写の泉⽔さんはすごく美しさ(オーラ︖)が溢れていますよね(*^u^*)⼟壇場で最後の12枚⽬に選んだのは、

 正解だったと思っています(笑)チョコレートさんにも喜んで頂けて嬉しいです♪
 私の⽅こそ、優しい･嬉しい⾔葉をたくさんありがとうございました☆ﾐ

pineさんへ︓
 私もリリース直前になると、いつも1⽇が⻑く感じてソワソワしてしまうんですが、今回は皆さんとたくさん接していたり、

 加⼯画を作る事によって、あっという間に時間が経っていましたね☆ﾐ毎⽇ 皆さんやpineさん達のおかげで
 楽しくて嬉しい⽇々を過ごさせて頂く事が出来ました︕本当にありがとうございました︕(o^∇^o)



Re:カウントダウン企画のお返事♪

4269 選択 皐 2008-01-23 19:35:55 返信 報告

akiちゃんへ︓
 私の⽅こそ、akiちゃんお疲れさま︕Z.p.にZ研を⾏き来するのは⼤変だったんじゃない︖

 でも、“充実した12⽇間だった”とakiちゃんも思ってくれているみたいだから、この企画をして良かった︕と、⼼から
思います☆ﾐ

 いつも元気溢れるakiちゃんのレスは、気持ちがすごく伝わってきていたよ︕本当にありがとう(*^∇^*)akiちゃんも
最⾼っ((ヾ(≧∇≦)〃))

 P.S.キャプチャ出来るようになったんだ︕すご〜い(*^∇^*)akiちゃんもどんどん画像に関しての知識が付いていっ
てるね︕

おきなさんへ︓
 レスありがとうございました︕そして、12作を整列してデスクトップの壁紙にしてくださっているようで、本当に嬉

しいです(o^∇^o)
 この企画を楽しみにしていて下さっていたというお話も聞けて、嬉しい気持ちでいっぱいになりました︕︕

 これからもZ研を楽しんでいただけると幸いです(*^u^*)よろしくお願いしますね︕それでは☆ﾐ

所⻑へ︓
 お疲れさまでした〜(o^∇^o)私の中でもあっという間の12⽇間でしたね＾＾⻑い道のりかと思っていたんですが、

 嬉しくて楽しい道のりは、あっという間に⾛り抜けてしまうようです♪♪最後の加⼯画は所⻑も予想外だったみたいで
すね︕

 “感慨深い終わり⽅”になっていたようで、嬉しく思います(笑)
 ところで、「没になった２作品は発表しなくていいからね、もめるといけないので（笑）」って…︖(笑)P.S.管理⼈は

どんな時でも所⻑ですよ︕(笑)

かずさんへ︓
 こちらこそ、応援のレスを毎⽇ありがとうございました(o^∇^o)カワイイ猫ちゃんの画像でとても癒されましたよ☆

ﾐ
 最後の1枚は、かずさんにとっても“想定外”だったようですね＾＾この企画を楽しんで頂けて嬉しく思います︕それで
は(*^u^*)
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アネ研さんへ︓
最後の作品は“曲”ではなかったので、皆さんの反応が少し気になっていましたが、アネ研さんにも喜んでもらえたみ
たいで嬉しいです︕

 カウントダウンの企画は終わってしまいましたが、次作にはすでに取りかかっているので、楽しみにしていて下さい
ね(o≧∇≦o)☆ﾐ

 P.S.『⻑い間、アネ研監督ありがとうございました︕︕』完(笑)

アキラさんへ︓
 2⽇連続での“どんでん返し”でしたが、両⽅とも楽しんで頂けていれば嬉しく思います(*^u^*)

 ラストはジャケ写&メッセージという選択をしました＾＾今まで歌で統⼀してきましたが、こうして“予定調和”を乱す
のもいいかなぁと(笑)

 アキラさんもクレアちゃんの写真をありがとうございますね♡気持ちがホッと和んでいました☆ﾐ

シヴァさんへ︓
 ＞就任以来、ぜんぜんサプライズがないＦ総理⼤⾂に教えてあげて欲しいくらいですね︕

 あはは︕(笑)シヴァさんナイスです!!(笑)そうですね、ぜひ教えてあげたいです(o≧∇≦o)(笑)
12作最後の加⼯画は、そう⾔って頂けて安⼼しました(*^u^*)リクエストするとしたら、こんな感じの画像を選んで
いたようですね☆ﾐ

 リクエストに関しては、いつでも声をかけてくださっていいんですよ(o^∇^o)私なんかでよろしければ、是⾮︕

なしぼーさんへ︓
 優しい⾔葉をかけてくださってありがとうございます︕なしぼーさんにも楽しんで頂けて、すごく嬉しいですね(o^

∇^o)
 それに、「負けないで」からパワーも感じてもらえて…☆ﾐ お仕事もお疲れさまです︕お互い泉⽔さんの歌声で疲れを

癒しましょうね♪

ヒツキさんへ︓
 やっぱりラストがジャケ写だなんて分からないですよね(笑)今まで“残り○○曲”って⾔っちゃってましたしね(笑)

 ヒツキさんの予想は…なるほど〜♪実は、その中の何曲かは予定にありましたよ(*^o^*)けっこうスルドイですね︕
(笑)

 ん〜…、もしかしたら⼤外れでもなかいかもしれません。(←意味深︖(笑))それでは︕ヒツキさん応援ありがとうござ
いました︕︕



皐ちゃんありがとう︕

4272 選択 xs4ped 2008-01-23 21:00:03 返信 報告

皐ちゃん、こんばんは。

今⽇、ZARD Request Best 〜beautiful memory〜が届きました。（*^_^*）
 今、聴きながら書いてます。

 いやぁ〜いいですね。感動しております。（*^_^*）

> ところで、CDの特典DVDですが、なんか開けるのもったいなくありません︖(笑) 
 私は２枚購⼊したので⼤丈夫です。

 未だ開けていませんが・・・

今⽇も１番Getかな︖(笑)

PS.
 こちらも特典画像付きですか︖

 特典画像ありがとう。(笑)

1⽉22⽇付けでオリコン1位ですね。凄い︕︕︕
 発売前なのに・・・(笑)

 ぜひミリオン達成して欲しいですね。

皐さん、ありがとう︕ブラボー︕

4273 選択 チョコレート 2008-01-23 21:41:20 返信 報告

皐さん、こんばんは︕
 あらためて、12作連載お疲れさまでした︕

 ずっと拝⾒させていただくだけでしたが、あまりに素晴らしくて、どうしてもそのことを、⾃分の感動を伝えたく
て・・投稿させていただくようになりました。

 （今はどっぷり⾸まで浸かってしまいましたけど・・）
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皐さんは作品を連載するだけでも⼤変だったでしょうに、毎⽇、⼀⼈⼀⼈にとても丁寧に返信されていて、
ますます皐ファンになっちゃいました。

 作品は作者をあらわすというのか、皐さんが素敵だから、こんなに素敵な作品ができ、
 多くの⽅が作品を通して皐さんに惹かれているのでしょうね。

 今⽇も休むことなく、皆さんに丁寧に返信されていて、もう本当に⼤好き︕って感じですよ。
 でも所⻑さんもおっしゃっていたように、ゆっくり泉⽔さんの歌声を聴いて休んでくださいね。返信不要です。

 本当にありがとう︕

カウントダウン企画ありがとう

4279 選択 ALIL.1967 2008-01-24 00:15:45 返信 報告

皐さんへ 
  12作品ありがたく頂きました。どれも泉⽔さんが満載ですばらしいです。それぞれの作品にはメインカラーがある

ようですね。⻘系と茶系が多いですね。第5弾の「かけがえのないもの」はピンク系ですね。これが私の(⾚の)携帯に
は雰囲気が合いそうです。もちろん，取り替えながら12作品を携帯の壁紙として使わせてもらいます。毎⽇，どこで
も泉⽔さんに会うことができます。

  携帯世代ではないので，いまごろPCと携帯で画像を転送することを覚えました。これまで携帯では写真もとったこ
とがなく．．．

  多くの⽅とのコメントのやり取りに圧倒されてROMするだけでした。ごめんなさい。普段の画像ファイルでfileban
kのダウンロード数からするとコメントの何⼗倍の⼈たちが皐さんに感謝してるはずです。ありがとうございます︕

 

皐さんへ

4284 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-01-24 04:12:56 返信 報告

> 皆さまが居たからこそ、“味わい深い⽇々”を体験させていただく事が出来ました。⼼から感謝します☆ﾐ 
 またまたご丁寧なレスを本当にありがとうございました︕︕

 おかげさまで皐さん＆皆さんと⼀緒に味わい深い⽇々を過ごさせていただけました♡こちらこそ⾔葉では⾔い尽くせ
ないほど感謝しております。
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> プリントアウトした12枚も、ぜひ⼿帳に移して鑑賞してくださいね♡ 
はい︕毎⽇鑑賞させていただきま〜す☆本当にお疲れさまでした(≧◇≦)これからの作品も期待しておりま〜す︕︕

Re:カウントダウン企画のお返事♪

4286 選択 ヒツキ 2008-01-24 10:52:36 返信 報告

皐さん、皆さんこんにちは
 12⽇間お疲れ様でした。

 AL聴いて武道館思い出していました。
 >ん〜…、もしかしたら⼤外れでもなかいかもしれません。(←意味深︖(笑))それでは 

 え︖気になりますよ（笑）予定していたのでしょうか︖
 どうもありがとうございました。

Re:カウントダウン企画のお返事♪

4294 選択 ミキティ 2008-01-24 17:46:24 返信 報告

皐さん みなさん こんばんは

 皐さん（＾－＾） 作品のお礼を申し上げるのが遅くなってしまいましてすみません(｡･
o･)ﾉﾉ

  ⾵邪を吹き⾶ばしてやってきました(^_-)-☆

 作品第１２弾 とてもサプライズでした (*^￢^)ノ∀
皐さんらしいなと思いました☆

  とても美しい作品でたくさんの愛が感じられます♪

 今回のカウントダウン企画 とても楽しく毎⽇を過ごさせていただきました
  毎⽇が楽しみで とても新鮮で 素敵な作品とたくさんのこころあたたかいみなさんとの出会いをプレゼントして

くださってありがとうございました▽・ｗ・▽

 これからも素敵な作品を楽しみにしています。
 そして これからもどうぞ仲良くお話してくださいね。
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 宜しくお願いします♪

 今⽇はＴ２８部⻑さま 皐さんに教わりましたメモ帳を初めて使って投稿します。
 無事に読めるでしょうか(^_^;)

  とても親切に教えて下さってありがとうございます。改⾏は⼤丈夫ですかね。
 送信後が⼼配ですヾ(｡･ｪ･)

 みなさんへ いつもあたたかくして下さってありがとうございます。
  体調が悪いときにもたくさんのお気遣いいただいて感謝しています(*^_^*)

  
  メモ帳機能を使えるようにがんばってまたたくさんお話してくださいね♪

  にゃんこチャン好きさんが沢⼭いらしゃって(^o^)⼃嬉しいです。

 ホームページの⼯事が 着々と進んでいるのですね。
 落とし⽳にはまらないように 美術館に潜んでいまーす。

  所⻑さまが すっぽりはまるような落とし⽳があるかもしれませんので気をつけて歩いて下さいね 。 密かに掘
っているのはＴ２８部⻑さまですよ

 ♪（⌒∇⌒）ﾉ""ﾌﾘﾌﾘ

 楽しみに（リニューアル＆ドリフのような落とし⽳展開♪）しています
 (*^_^*)

  

Re:カウントダウン企画のお返事♪

4295 選択 ミキティ 2008-01-24 17:49:22 返信 報告

皐さんへ
  お疲れを癒してくださいね。

  スパ・エステの招待券です(*^_^*)
  ゆっくり ゆったりして休んでくださいね☆

Re:皆さまへ(o^∇^o)
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4304 選択 皐 2008-01-24 21:42:45 返信 報告

xs4pedさん、チョコレートさん、megamiさんにヒツキさん、レスありがとうございました(o≧∇≦o)

ALIL.1967さんもありがとうございますね☆ﾐ
 楽しんでいただけたみたいで、すごく嬉しいです︕私が加⼯画を作れるのは、

 いつも映像を提供してくださるALIL.1967さんのおかげでもあるんですよ(*^u^*)いつも本当に感謝しています☆ﾐ
 ALIL.1967さんの携帯にマッチしている加⼯画を、ぜひ待受にしてくださいね︕

ところで、ミキティさんは体調が良くなっているようで安⼼しました(o≧ω≦o)
 でも、気温の寒さが⼀段と増しているので、油断は禁物ですよ(>u<;)

 ⼀緒にスパ・エステに⾏って、のんびりしましょう♪♪
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. オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [4264]はじめまして。(3) [4259]本⽇の報告（笑）(4) [4257]祝 New CD (Shibuyaのビルの壁に)(3) [4226]ZARD Requ
est Best 〜beautiful memory〜店頭で発⾒しました(10) [4271]お知らせ(0) [4254]チョコレートさんへ(1) [4196]『ZARD Re
quest Best 〜beautiful memory〜』ダイジェスト映像(3) [4228]第12弾♡【Request Best 〜beautiful memory〜】(19) [420
2]第11弾♡【負けないで】(20) [4197]第11弾 楽しみ〜(*^_^*)(3)

新しい話題を投稿する

« 49 48 47 46 45 44 43 42 41 »

はじめまして。

4264 選択 ｙａｓｕｄａ 2008-01-23 17:58:46 返信 報告

管理⼈さん カーディガンさん 
 そして皆さんこんばんは。はじめまして。

 カーディガンさんにこちらのサイトを教えていただきました。今、夜勤の仕事で休憩中に書き込みしています。
 楽天の「わたしのブログ」をやっていますので時間のある⽅は覗いてみてください。ＢＢＳ・コメントなどに書き込み⼤歓迎

です。ＵＲＬは下記のとおりです。

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧
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http://plaza.rakuten.co.jp/zardizumi/

こんばんは(^o^)

4283 選択 カーディガン 2008-01-24 01:27:58 返信 報告

yasudaさん、こんばんは。ようこそ研究所にお越しくださいました。ただいま研究所はリニューアル中で、所⻑はス
コップを持って⽳を掘って⼯事の真っ最中です。うちは貧乏研究所で、⼿作業なので(笑）いつもはゲストが来るとす
ぐにレスを返してくれるいい所⻑なのですが。

 すみません。神⼾のグッズ販売などききたかったようなので、少し教えていただけると、すぐにレスを返してくれる
かもしれませんが。

 ぜひ、またいらしてください。お待ちしていますm(_ _)m

ｙａｓｕｄａさん ようこそ︕

4285 選択 stray 2008-01-24 08:39:01 返信 報告

はじめまして、所⻑のstrayです。
 ちょっと忙しくしてましたもので、カーディガンさんの⾔うとおりなんですよ（笑）。

 お名前はZ板で存じております。時間が出来たらブログにお邪魔させていただきますね
 今後ともZ研をどうぞご贔屓によろしくお願いします︕

 （Z研はリンクフリーですが、相互リンクはしておりません）
 

Re:はじめまして。

4288 選択 xs4ped 2008-01-24 11:40:52 返信 報告

ｙａｓｕｄａさん、はじめまして。
 Z板で、お名前は存じておりました。
 > 楽天の「わたしのブログ」をやっていますので時間のある⽅は覗いてみてください。 

 時々、覗かせて頂いております。
 Z研にもちょくちょく遊びに来て下さいね。

https://bbsee.info/straylove/id/4264.html?edt=on&rid=4283
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=4283
https://bbsee.info/straylove/id/4264.html?edt=on&rid=4285
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=4285
https://bbsee.info/straylove/id/4264.html?edt=on&rid=4288
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=4288


本⽇の報告（笑）

4259 選択 ヒツキ 2008-01-23 13:10:37 返信 報告

皆さんこんにちは
 昨⽇の夜、仕事が終わった後、後輩が唐突に

 「ふとした瞬間に〜♪」
 しばらくの間、⼀⼈で歌っていましたが我慢が出来ず、サビで便乗しかし…

 「あれ︖⼆番は︖」
みんなの質問に後輩の回答

 「⼆番、解らなくって…」
 「そうなんだ。」

 脳内ライブ中（笑）
 「あれ︖何かおかしくない︖」

 視線集中。僕からの突っ込みが無いことが不⾃然らしかったのです。
 「あ、今⼤サビ⼊ります。」

 「⼀曲流れてる︕︕︖」
 「はい＾＾」

 しかし⼀番爆笑なのはこの後、しばらくしたら後輩が
 「何が起き〜たって♪へっちゃらな顔して〜♪」

 しっかり歌ってる（笑）
 「「歌えるじゃん︕︕」」

 先輩と同時の突っ込み。
 「いや〜ついつい。」

 隠すなよ︕︕
 おかげで寝るまでライブに⾏っていました（笑）

 発売⽇前⽇に何をやっているんだか
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Re:本⽇の報告（笑）

4261 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-01-23 13:48:23 返信 報告

ヒツキさん、こんにちは。

脳内ライブがフルコーラスで流れるようになれば、もう⽴派なZARD中毒ですね（笑）。
 後輩さんは、洗脳完了︖（笑）

朝、⽬が覚めると、何でこの曲が流れてるんだって時、あります。
 昨⽇も、曲名思い出せなくて、しばらく気分が悪かったです（笑）。

 ちゃんと思い出しましたけど・・・（汗）。
 

Re:本⽇の報告（笑）

4265 選択 ヒツキ 2008-01-23 18:29:50 返信 報告

T２８さん今晩は
 > 脳内ライブがフルコーラスで流れるようになれば、もう⽴派なZARD中毒ですね（笑）。 

 そう⾔っていただいて光栄です（笑）
 > 後輩さんは、洗脳完了︖（笑） 

 あと⼀息でしょうか︖なかなかAL聴きたいとは⾔いません。もう⼀押し必要みたいです
 > 昨⽇も、曲名思い出せなくて、しばらく気分が悪かったです（笑）。 

 起きた時、変なところから流れたりしませんか︖
 2番のBメロの途中とか（なぜ︖）

そうすると中々思い出せないですよね。焦ります。

先輩の⼀⼈は洗脳完了しました（笑）
 何せ先⽇「永遠」を⿐歌で歌っていて、他の⼈に

 「ZARD好きなの︖」
 と聞かれたときの回答が

 「ヒツキほどじゃないよ。」
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だそうです。
中々認めなかった⼈ですがとうとう認めました＾＾

先輩の洗脳完了おめでとうございま〜す（笑）

4266 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-01-23 19:17:25 返信 報告

ヒツキさんへ
 > 先輩の⼀⼈は洗脳完了しました（笑） 

> 中々認めなかった⼈ですがとうとう認めました＾＾ 
 こんばんは︕素晴らしいご報告に⼤笑いさせていただきました〜〜〜☆

 『先輩・後輩シリーズ』のお話をいつも楽しみにしております︕︕
 そのうちＨＮに「ヒツキさんの先輩」や「ヒツキさんの後輩」さん達が登場したりして・・・︖（笑）期待しており

ま〜す☆

遅くなりました

4287 選択 ヒツキ 2008-01-24 11:01:36 返信 報告

ｍｅｇａｍｉさんこんにちは
 お返事遅くなってしまって申し訳ないです。

 もともと、皆ZARDの曲は聴いた事があるというので、ちょっとつつけば問題なしです（笑）
 > そのうちＨＮに「ヒツキさんの先輩」や「ヒツキさんの後輩」さん達が登場したりして・・・︖ 

どうでしょう︖
 実はまだ、HN皆に教えてないですからね（笑）

 きたらちょっと怖いです（笑）
 

祝 New CD (Shibuyaのビルの壁に)

4257 選択 ALIL.1967 2008-01-23 11:38:34 返信 報告
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⼿に⼊れました︕写真は昨⽇の⽇没前です。携帯のカメラで。

Re:祝 New CD (Shibuyaのビルの壁に)

4276 選択 atti 2008-01-23 22:15:18 返信 報告

ALIL.1967さん、こんにちは。touchからカキコです。
 本⽇の外出時に確認してきました。

 HMV、TSUTAYAも訪問。
 リクメモのエンハンスCd付きが上の2店舗にありました。

 このCDは上の同じですよね?。
 ハートに⽕をつけて初回版を購⼊。

PV上映会

4278 選択 atti 2008-01-24 00:06:01 返信 報告

ALIL.1967さん、皆さんこんにちは。

⽤事を終え、乗り換え時に下⾞して、店内も⾒てきました。

購⼊の⽅は、リリース記念のリクエストPV店頭上映会の参加券をもらえるとのこと。
 1/26,27に上映会。

 今のところ、オリ特があるのは、⼭野楽器とタワレコですかね。
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Re:PV上映会

4281 選択 ALIL.1967 2008-01-24 00:39:24 返信 報告

attiさんへ
 > 1/26,27に上映会。 

 これは渋⾕のタワレコの購⼊特典ですね。
 ⼭野楽器銀座の写真展⽰は２／６からで⼊場⾃由だと思いました。購⼊特典は展⽰会場でメモリアルカードをくれる

とありました。
 どちらも⾏ってみる予定ですが，yahoo, gyao, barksやMJTV(cs269ch)，去年と今年のライブコンサートで紹介さ

れた以上のものはでないでしょうが，会場を盛り上げるための＜客⾜＞として機能してきます。写真撮影などはでき
ないと思うので，研究所のレスでレポートしたいとおもいます。（ショップの上映会等には参加したことないので⾒
るべきところは外してしまうと思いますが．．．）

ZARD Request Best 〜beautiful memory〜店頭で発⾒しました

4226 選択 チョコレート 2008-01-22 14:29:10 返信 報告

所⻑さん、皆さん、こんにちは︕チョコレートです。
 先ほど、近所の家電量販店に⾏ったところ、CDコーナーの⽅から「揺れる〜おもい〜♪」と泉⽔さんの歌声が︕︕

引き寄せられるように⼊っていくと、レジ前の⼀⾓に⼤きな宣伝ポスターと明⽇発売のCDがすでに⼭積みになっていました。
 宣伝ポスターはすっごくきれいですね〜欲しい︕

 特典のカレンダー︖と思われる冊⼦はジャケットサイズですが、かなり厚みがあるように感じました。
 すでに買われた⽅もいらっしゃるかな〜︖

 私は明⽇買います。泉⽔さんの歌声が終了するまでCDコーナーでブラブラしてきました。
 さて、皐さんの連載企画も今⽇がラストですね。いったい何がくるのか︖楽しみですね。

 所⻑さんの予想、あたりますかね︖私も「あの微笑・・」に1票ですっ︕
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アネ研さんへ
はじめまして、チョコレートと申します。コメントいただきましてありがとうございます。

 抜群の捜査⼒のアネ研さんからコメントいただけるなんて、光栄です︕Z研版・⼗津川警部シリーズの⼤ファンなんですよ〜。
「ハート・・」PVでの活躍など、楽しく拝⾒させていただいておりました。

 今後の捜査も楽しみにしています。
 追伸、うちのチビ怪獣ネタでよろしければまた書き込みさせていただきます。温かいお⾔葉ありがとうございます︕

 そういえば、pineさんの⼤丸CM情報から謎が解けたんですよね。
 そして、お姉さんからのお⼟産がチョコレート。さらに私がチョコレート(笑)・・捜査の⻤は何か臭うのでしょうか︖︖

皐さんへ
 連載も最終⽇になりましたね。何がくるんだろ〜とわくわくしながら待っています。楽しみです︕

megamiさんへ
 今朝、megamiさんのレスを⾒てホッとしました〜。

 優しいお⾔葉、ありがとうございます。
 「半開き携帯」にはちょっと笑ってしまいました。でも貼り続けているなんて素敵ですね。

 私も企画が終了したらミニ写真集を作って携帯にくっつける作戦を考え中です︕
 いよいよmegamiさんもがんばってくださ〜い︕

まだGetできず︕

4227 選択 stray 2008-01-22 17:20:38 返信 報告

チョコレートさん、皆さんこんにちは︕

ミキティさんから「ロゴが動いたらビックリ」と（暗黙の）リクエストを頂きましたので（笑）、
 いたずらで作ってみました。星を降らせることも、ハートを降らせることもできます（笑）。

 が、細⼯サイトの名前が⼊っちゃうんですよねぇ。⼤きさもこれが限界。

ミキティさん︕ たぶん１〜２⽇の命ですので（笑）、今のうち⽬に焼き付けておいて下さい（笑）。

チョコレートさん︕
 もう並んでますか。私もまだフラゲできておりません。

 忙しいので明⽇になりそうです（笑）。

https://bbsee.info/straylove/id/4226.html?edt=on&rid=4227
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> 宣伝ポスターはすっごくきれいですね〜欲しい︕ 
でしょうね︕ジャケ⼤の画像でも泉⽔さんの美しさが際⽴ってますので、

 Ｂ２ポスターならすんごいことになると思います（笑）。
 楽しみですね︕皐ちゃんの最後の作品が何なのかと合わせて（笑）。

 

Re:ZARD Request Best 〜beautiful memory〜店頭で発⾒しました

4231 選択 ミキティ 2008-01-22 19:12:36 返信 報告

チョコレートさん みなさん こんばんは♪

 泉⽔さんの歌声に こころ引かれてＣＤコーナーへ
 （＾－＾）ですね。

  私も⼀緒にＣＤコーナーに居たかったです♪( ^ｰ^)

 所⻑さま こんばんは
  ＢＢＳを開いたら ロゴが キラキラしているではありませんかo(^-^ o )(ﾉ ^-^)ﾉ

  明⽇もやってきますので 明⽇また楽しませてくださいね
  ♪（⌒∇⌒）ﾉ""ﾌﾘﾌﾘ

 チョコレートさん 少し場所をお借りします。

 今⽇は連載最終⽇ですね。
   もっとはやくmegamiさんとご⼀緒に美術館にこようと思ったのですが 座布団並べや 作品待ちに体⼒を消費

したためかな ⾵邪気味でふらっとしている⾃分が居るのですが
  皐さんへの応援と 負けないでの作品をもう⼀度 拝⾒して元気をいただこうとやってきました。

  病は気からとよく⾔いますものね。
  こうして素敵な作品を拝⾒したり 投稿を拝⾒したり お話してくださると 回復早く元気になれそうです。

  今⽇は ゆっくりベンチに座って 作品楽しみに拝⾒させていただきますね☆

 みなさん またゆっくり お返事させてくださいね
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Re:ZARD Request Best 〜beautiful memory〜店頭で発⾒しました

4241 選択 pine 2008-01-22 20:36:52 返信 報告

チョコレートさん みなさん こんばんは

私は待ちきれずフライングしてしまいました。
 ところが、さあ聞こうと思ったらPCのディスクトレイが開かない︕︕（￣□￣︔）「えっ〜」破壊怪獣これもやった

か…CDコンポも壊されて聞けないし… （こうしてみると我家には壊れたものばっかり。買い換えても怪獣の餌⾷に
なるだけだからね） 皐さんの最終作品を待たずに聞こうとしたバチが当たったのでしょう。ゴメンナサイ。反省し
ます。m(_ _)m  とにかくダンナの帰りを待ってどうにかしてもらいます。

ミキティさんへ
 皆のために頑張りすぎて⾵邪引いちゃいましたか…私たちは暖かく過ごさせていただいたのに。ひき始めが肝⼼なの

で、暖かくして、温かいもの⾷べて早く元気になってくださいね。
 

Re:ZARD Request Best 〜beautiful memory〜店頭で発⾒しました

4245 選択 ｍｆ 2008-01-22 21:41:18 返信 報告

もう発売されたのですね︕︕
 週末は購⼊しようと思います 坂井さんの追悼版は全部買いました 坂井さんのアルバムかいまくり

ミキティさんも猫が好きなのですね 私も愛猫家です

アキラさんをはじめ この際とは猫好きが多いですね
 

Re:ZARD Request Best 〜beautiful memory〜店頭で発⾒しました

4247 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-01-22 22:14:07 返信 報告

チョコレートさん、みなさん、こんばんは。

結構あります、似たようなこと・・・。
 私も、家電量販店に⾏ったとき、どこからともなく泉⽔さんの声が・・・。
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フラフラっと近寄っていくと、ミニコンポの展⽰品から⾳楽が・・・（笑）。
なんだ︕って思いながら、しばらく聴いている⾃分（汗）。

じつは本⽇、⼈⽣初のフラゲを経験しました（驚）。
 amazonとペリカン便がイイ仕事をしてくれました（笑）。

 どうも⼿違いで今⽇配達してしまったんだと思いますが。
 カレンダー、たしかに厚いです、紙が︕（笑）

 ページは12⽉分です。←当たり前か︕（笑）

ミキティさん、こんばんは。
 画像⾒て、ミキティさん、しっかりして︕って声を掛けそうになりました（笑）。

 疲れが出たのでしょう・・・。お⼤事になさって下さいね。
 暖かくして、ちゃんと布団（ベッド）で寝て下さいよ︕

pineさん、こんばんは。（はじめまして︖かな・・・、記憶が︕（笑））
 それは悔しいですね。

 クリップありませんか︖ 曲がった部分を⼀箇所まっすぐにして、
 CDのトレイにある”丸い⽳”に差し込むと、パシッ︕って開きませんか︖

 もちろん、もっと酷くなっても責任取れませんけど（汗）。
 

T28さんへ

4255 選択 pine 2008-01-23 10:57:59 返信 報告

T２８さん 
 ありがとうございます︕︕︕m(^_^)m 感謝 感謝です︕

 昨⽇どお〜しても開かなかったのに、教えて頂いたとおりしてみたら、バシッ︕と開きました。やった〜︕やっと聞
けます(@^▽^@)! 昨⽇⼀⽇CDを⽬の前にして指をくわえて⾒ているだけだったので、想いが募っています。

 CD⼊れて、また開かなくならないことを祈って（裏技教えていただいたから⼤丈夫ですね）厳かに聞きたいと思いま
す。

 本当にありがとうございました。また困った時は助けてくださいね。(*^_^*)
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pineさんへ

4256 選択 Ｔ２８  ◆8j2i1leO1. 2008-01-23 11:35:29 返信 報告

こんにちは。
 いえいえっ、お役に⽴てたのなら、嬉しいです。

それだけ、お預けをくらったら、さぞかし美味しいことでしょうね︕（笑）
 たぶん誰でも知ってる事ですよ︕ こんな事でよろしければいつでもどうぞ︕

私はよく、PCの電源を落とした後に、CD等を取り出すのを忘れていて、この技を使っています（笑）。
 

チョコレートさん、ミキティさんへ

4267 選択 皐 2008-01-23 19:33:32 返信 報告

チョコレートさんへ
 別スレになりますが、アルバムをGETしたようですね︕私もGETしました〜♡

 カレンダーは所⻑も仰っていたとおり、紙が分厚かったですね(*^u^*)
 ＞昨⽇までの皐さんのシリーズが素晴らしすぎたのか、私はちょっと物⾜りなさを感じてしまいました。

 そんな嬉しい事⾔っていただけると、舞い上がってしまいます(●＞∀＜●)(笑)
 ありがとうございますね(●＞ω＜●)

ミキティさんへ
 具合が良くないみたいですね(>_<;)⼤丈夫ですか︖最近寒いですからね…

 ⾵邪が悪化しないように気を付けてください(>o<)
ゆっくりと温かく過ごして、また元気になられたらこちらに来てくださいね︕待っています(*^u^*)

 それでは、お⼤事に｡｡｡☆ﾐ

Re:チョコレートさん、ミキティさんへ

4270 選択 ｍｆ 2008-01-23 19:49:21 返信 報告

ZARD Request Best 〜beautiful memoryをこれから買いに⾏こうかな
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アキラさん、ミキティさんへ

4274 選択 ｍｆ 2008-01-23 21:50:39 返信 報告

⼀番⻑く棲んでいる猫のミケです 8年⽬です
 ⼀番⻑⽣きしたのは ペルシャ猫で１８年⽣きていました

お知らせ

4271 選択 stray 2008-01-23 20:16:30 返信 報告

皆さんこんばんは︕

３つほどお知らせがあります。

１．「映像資料館」は都合により取り壊しました（笑）。
 ２．携帯電話から、記事の削除・編集ができるようになりました。

 ３．トリップ作成⽅法が管理サイドの都合で変更されました。
   Ｔ２８さんも、ｍｅｇａｍｉさんも、偽者ではありません（笑）。

ホームページのリニューアルが着々と進んでいます︕
 すでに地下部分の⼯事はほぼ終了。

 以前よりずっと⾒易くなってますので、美術館の奥深くに潜⼊してみて下さい（笑）。
 

チョコレートさんへ
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4254 選択 yan 2008-01-23 10:14:09 返信 報告

本家のスレで銀座の⼭野楽器にZARDの楽譜全５種がそろっているという情報がありましたよ。
 ご存知でしたらごめんなさい︕

Re:チョコレートさんへ

4258 選択 チョコレート 2008-01-23 12:33:54 返信 報告

yanさん、こんにちは︕
 なんと︕銀座⼭野楽器に楽譜が全種類あるんですか︕

 ⾏きたい〜︕でも、私、東京に⾏くには⾶⾏機で１時間15分くらいかかるような地⽅在住でして・・(汗)。
 とても⾏けそうにありません。

 ちなみに、⼭野楽器WEBで楽譜を探してみたところ、品切れになっていました。早速買われた⽅がいたのかな。良い
な〜。

 なかなか発⾒できませんけど、いつか「時間の翼スコア」に出会えると信じて、また探したいと思います。
 わざわざ教えていただいて感謝します。ありがとうございました︕︕

『ZARD Request Best 〜beautiful memory〜』ダイジェスト映像

4196 選択 stray 2008-01-21 15:52:36 返信 報告

ダイジェスト映像が公開されています。

http://www.barks.jp/watch/?id=1000020838

これがリクエストベスト特典DVDの映像なのかどうかは不明。
 販促PV映像でしょうね。

Re:『ZARD Request Best 〜beautiful memory〜』ダイジェスト映像
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4198 選択 ALIL.1967 2008-01-21 17:52:15 返信 報告

13曲サビつなぎにUPしたのととおなじ映像fileでしょう 
 > ダイジェスト映像が公開されています。 

 >

Re:『ZARD Request Best 〜beautiful memory〜』ダイジェスト映像

4220 選択 ｍｆ 2008-01-21 22:37:23 返信 報告

ZARD Request Best 〜beautiful memoryも購⼊しようと思います カレンダーがついているんですね
 アルバムの購⼊が供養ではないかと感じます

 

Re:『ZARD Request Best 〜beautiful memory〜』ダイジェスト映像

4253 選択 atti 2008-01-23 00:51:30 返信 報告

strayさん、皆さん、こんにちは。

Yhaoo動画でも公開されました。他に「永遠」も・・・

> 販促PV映像でしょうね。 
 本⽇店頭PVを⾒ましたが、グロリアスマインドから始まり、CDTVの⽉刊アルバム紹介のような画⾯を経由して、次

の曲が紹介されるパターンでした。ずーっと⾒ていたかったのですが、設置位置の関係(レジ近く）のため、最初のみ
確認。

http://atti.jugem.cc/

第12弾♡【Request Best 〜beautiful memory〜】

4228 選択 皐 2008-01-22 19:11:09 返信 報告
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カウントダウン企画、本⽇で最終⽇になりました︕なんだかあっという間でしたね(o≧ω≦o)

明⽇はとうとう「Request Best 〜beautiful memory〜」の発売⽇です︕
 というわけで、最後の1枚は“泉⽔さんからのメッセージ付き”ジャケ写の加⼯画です☆ﾐ

 当初の予定(最後の1枚)は、昨⽇の「負けないで」だったんですが、『予定をチェンジして正解︕』だと、
作り終えた時に思いましたね(*^u^*)

 これも所⻑のおかげですよ︕(笑)ありがとうございました︕︕
 きっと皆さんは“何かの歌”の加⼯画を予想していたと思います。“良い意味で”期待を裏切る事ができれば

嬉しいです♡(笑)

最後に…
 12作すべてやり遂げられるか不安がありましたが、みなさんからの温かいレスを源に達成する事ができました(o≧∇≦o)

 毎⽇ホントにありがとうございました︕︕︕

Re:【負けないで】***レスのお返事です＾＾

4229 選択 皐 2008-01-22 19:11:56 返信 報告

アキラさんへ︓
 昨⽇は「負けないで」をついに登場させちゃいました︕(笑)私もこの先ずっと、こんなに⽀持される名曲は、

 出ないんじゃないかって思います(*^u^*)ところで、昨夜のクレアちゃんはナイスショットですね︕⾸を傾げた表情
がすごく可愛らしいです♡

 【⼼を開いて】のレスでは、アキラさんのヒザに乗ったクレアちゃん、⽬線が凛々しいですよね〜☆ﾐ
 やっぱり“キレイ系”な猫ちゃんだなぁと再確認しちゃいました(o^∇^o)♡

部⻑へ︓
 予想外の展開でしょ♪(笑)昨⽇は皆さんの反応が嬉しかったです♪♪(笑)今⽇は曲じゃなくて、“⾔葉”を選びました(*^

u^*)
これも もしかしたら予想外でしょうか…︖(笑)

 「負けないで」では、泉⽔さんのパワーが溢れるような画像をチョイスしました︕やっぱりライブ海上（笑）での
 パフォーマンスは、“⼒”がみなぎって⾒えますよね︕(*^∇^*)それでは☆ﾐ 最終⽇の今⽇、⼀号が誰なのか楽しみに

しています(笑)
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チョコレートさんへ︓
昨⽇は最終⽇前⽇に「負けないで」を持って来ちゃいました︕(笑)“予定”では“今⽇”だったんですけどね(笑)

 ところで、泉⽔さんも“負けず嫌い”というような話を聞いた事あるんですか︕
 「意外︕」と思いましたが、“負けず嫌い”だからこそ、歌⼿や作詞家として成り⽴っているのかもしれませんね。

コンサートで“詩には誰にも負けたくない︕”というような事も仰っていましたし…(*^u^*)
 話は変わりますが、私の加⼯画について、すごく嬉しいお⾔葉を頂いて恐縮です(●＞ω＜●)テーマに合わせて

 泉⽔さんのいろんな側⾯を表現できていれば、こんなに光栄な事はないですね☆ﾐ チョコレートさんありがとうござ
いました︕

シヴァさんへ︓
 「負けないで」からパワーを感じて頂けて嬉しいです☆ﾐ やっぱりこの歌には⼒が満ち溢れていないといけませんよ

ね︕(o^∇^o)
 シヴァさんも私と同じで負けず嫌いなんですか︕(笑)『出来ないって⾔ったりするのはイヤ』というの、すごく分か

りますよ(笑)
 私は⼿伝ってもらう事はありますが、“出来ない”って⼝にするのは悔しいですね(笑)

 P.S.⾳楽葬には、たくさんの⽅が参列したようですね。泉⽔さん⾃⾝はそんなこと気にしないように思いますが、
    ファンの⽬から⾒たら、気になるところなのかもしれませんね。＾＾

カーディガンさんへ︓
 昨⽇はサプライズにしてみました︕︕もしかしたら今⽇もサプライズになっているんじゃないかなぁ、と(笑)

 もしかしたら泉⽔さんにクスッと笑われちゃったかもしれませんね(o≧∀≦o)(笑)
 カーディガンさんは「負けないで」を聴くと以前とは違いように聴こえてしまうと仰っていましたね。

 その気持ちすごく分かります︕私の場合は、気づいた時にはもう「負けないで」は国⺠的応援歌でしたので、
 ⾃分の中でも応援歌として存在していました。ですが、今ではまた違った形で⾃分の中に在りますね(*^_^*)

Re:【負けないで】***レスのお返事です＾＾

4230 選択 皐 2008-01-22 19:12:22 返信 報告

アネ研さんへ︓
 昨⽇はどんでん返しをしちゃいました(o≧∇≦o)(笑)驚いてもらえて「やった〜♪♪」という感じです(笑)

 「Don`t you see!」の♪負けず嫌いの⼆⼈だから〜♪は私ですか︖(笑)
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 もしかしたら『相当な“負けず嫌い”の⼦が出てくるわね』と予知していたのでしょうか!?(笑)
あっ︕国⽴競技場に突⼊しました!!ゴールのテープが〜︕︕アネ研監督もサングラスを⼿に⽬の前で待っていてくれ
てる(︔∀︔)

 あと3歩…2歩!!ゴールしました〜☆ﾐ

megamiさんへ︓
 停電⼤変でしたね(>_<;)連⽇ネットの繋がりが良くないと、megamiさんも少し疲れちゃいますよね(^m^;)

 今⽇はいつもより繋がりが良い事を祈っています︕レスの時間は気にせず、ゆっくりでいいですよ〜♪♪
 ところで、megamiさんの折り畳み携帯は、“半分折り畳めていない”状態のようですね(笑)

 残りも今⽇ので最後となりましたので、ぜひコンプリート出来るよう(貼るのに)頑張ってください!!(o≧∀≦o)9(笑)

所⻑へ︓
 私の負けず嫌いはかなりのものみたいですね︕(笑)確かに解説に“負けず嫌い”と書き⾜した⽅がいいかもしれません

(笑)
 さて、この企画も本⽇で終了いたしました(*^u^*)⻑い間、BBSのスペースを頂いて、本当にありがとうございます

ね︕
 すごく良い思い出が出来ました(*≧∇≦*)これから先、「Request Best」を聴くと、この出来事を思い出すと思いま

す☆ﾐ
 P.S.所⻑の予想した最後の1作品は的中しなかったので、景品出ませんよ︕(笑)

Re:第12弾♡【Request Best 〜beautiful memory〜】

4232 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-01-22 19:15:56 返信 報告

皐ちゃん、みなさん、こんばんは。

先程、思いがけず早く「ZARD Request Best 〜beautiful memory〜」が、
 届きました。（amazonグッジョブ︕（笑））

 今、disc2を聴きながら書いています。当たり前だけどやっぱりZARDはいいですね。

予想外でした︕（笑）
 アルバム全体で、「作品」を作ってしまうとは・・・。
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皐ちゃん、スッゴク負けず嫌いですね。
所⻑も（苦笑）してると思うなぁ（笑）。

はぁ〜、寂しいです・・・。もう終わりなんて・・・。
 ⼤変だけど、そのうち時間出来たら、またなんか企画して下さいね（願）。

 これで、すべての「作品」にレスすることが出来て、嬉しいです。

本当にご苦労様でした。感謝しています。
 皐ちゃん、ありがとうね（涙）。

Ｐ.Ｓ. よ〜し︕ 1番ゲット出来た︕︕ かな︖（笑）
 

⼆番⼿︖

4233 選択 カーディガン 2008-01-22 19:39:58 返信 報告

こんばんは、部⻑様、⼀番⼿おめでとうございます。私は⼆番⼿でしょうか︖帰ってから画像を⾒てレスいたします
(^o^)

Re:第12弾♡【Request Best 〜beautiful memory〜】

4234 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-01-22 19:42:00 返信 報告

皐さんへ
 >きっと皆さんは“何かの歌”の加⼯画を予想していたと思います。 

 >“良い意味で”期待を裏切る事ができれば嬉しいです♡(笑) 
本当に予想外に最⾼な作品です♪♪ありがとうございました〜︕︕︕１２⽇間 お疲れさまですΣ(ﾟ◇ﾟ︔) 

 皐さんのおかげで、毎⽇を楽しく過ごせました。感謝の⾔葉をいくら申し上げても⾜りません・・・

アルバムを実際⼿にできるのは帰国した時ですが、発売⽇まで皆さんと⼀緒に楽しませていただけて⼤変嬉しかった
です︕︕

丁寧なレスで元気をいただけて 特にこの１２⽇間は、ＢＢＳを開くのが優雅なひと時となりました。
 新しい⽅との出逢いも作っていただき、とても素敵な想い出となりました♡
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画⾯に貼らせていただいた作品は ⼿帳に移してこれからも鑑賞し続けたいと思いますヽ(●>∀<●)/
本当に本当にありがとうございました（涙）

akiちゃんへ
 今⽇は早めに来れました〜ヽ(*ゝω･*)ﾉ元気に頑張っていらっしゃると思います︕

 この企画の間、本当に楽しい時間をありがとうございました♪これからもヨロシクネ(*＾Ｕ＾*)

Ｔ２８部⻑さんへ
 最初と最後は１番ＧＥＴでしたね〜︕︕おめでとうございま〜す♪

 私は結局⼀度も１番が取れないまま終わってしまいました・・・（笑）
 今度１番の取り⽅を伝授して下さい(≧◇≦) 

Re:第12弾♡【Request Best 〜beautiful memory〜】

4235 選択 xs4ped 2008-01-22 19:45:10 返信 報告

皐ちゃん、こんばんは。
 > きっと皆さんは“何かの歌”の加⼯画を予想していたと思います。“良い意味で”期待を裏切る事ができれば嬉しいで

す♡(笑) 
 いやぁ〜裏をかかれました。

 全く予想していませんでした。(笑)
 このジャケ写は私もお気に⼊りです。

 泉⽔さんからのメッセージも付けて頂き、とても嬉しいです。（*^_^*）
 明⽇が待ち遠しいですね。

 所⻑はフラゲしたのかな︖
 皐ちゃん、12⽇間お疲れ様でした。

ミキティさん チョコレートさんへ

4236 選択 megami  ◆hNMHghHcBo 2008-01-22 20:03:07 返信 報告

ミキティさん
 ごめんなさ〜い︕︕
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 ⼀緒に駆け込んだつもりだったのですが、ミキティさ〜ん ちょっと横を⾒ていらっしゃいましたか︖（笑）
連⽇、とっても素晴らしい演出をありがとうございました︕︕

 温かいお気持ちに浸りながら楽しませていただきました〜(*＾Ｕ＾*)
 Ｐ・Ｓ 早く体調が良くなられますようにお祈り申し上げております☆

チョコレートさんへ
 いつも温かいレスをいただいて こちらこそホッとさせていただいておりま〜す♪♪私もミルクチョコレートが⼤好き

です(*＾Ｕ‘*）⌒☆★
 『チビ怪獣ちゃんのお話シリーズ』期待しておりますので ぜひまた聞かせて下さいヽ(●>∀<●)/

 これからもよろしくお願い致しま〜す︕︕
 Ｐ・Ｓ 停電についてですが、マンション開発が盛んで 私の住んでいる地域が特に頻繁に起こるようで イラン全

体がいつも停電ばかりではないのです。誤解のないように念のため書かせていただきました〜(≧◇≦)

Re:第12弾♡【Request Best 〜beautiful memory〜】

4237 選択 チョコレート 2008-01-22 20:15:08 返信 報告

皐さん、こんばんは︕
 昨⽇もびっくりしましたが、今⽇もえぇ〜〜〜っ︕︖予想外︕︕たぶん誰も予想していなかったのでは︖

 でも、ジャケ写、すっごく素敵ですよね〜。うっとりします。
 この写真がどうして今まで採⽤されずに埋もれていたか、本当に謎です。

 今⽇も店頭の宣伝ポスターをみて、あまりの美しさに⾔葉も出なければ、しばらく動くこともできませんでしたよ。
 あのポスター、あの⼤きさで欲し〜い︕って感じです。

 そんなジャケ写の今⽇の作品、素晴らしい!ブラボー︕ブラボー︕
 シリーズ最後を飾る作品として素晴らしい作品ですね。

 12作は⻑くて、⼤変だったと思います。でも皐さんのこの企画のおかげで、
 私は個⼈的にもこの掲⽰板で多くの素敵な⽅と出会うことができました。

 ⼼から感謝しています。ありがとうございました。
 ここでの出会いと皐作品は私の宝ものです。

 また素敵な作品を⾒せてくださいね。（でもちょっぴり休憩もしてくださいね。）
 本当にお疲れさまでした︕
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ミキティさんへ
こんばんは。今⽇は泉⽔さんの歌声に誘われてCDコーナーに⾏っちゃいました。

 次はミキティさんもご⼀緒に(笑)。
 ミキティさん、体調が悪いのですか︖お⼤事になさってくださいね。

 こんなときこそ、泉⽔さんの歌声と皐作品は最強の元気薬になりますよね。早く元気になりますように︕
 しかし・・毎回かわいいニャンコさんですね。私も猫派です︕

megamiさんへ
 シリーズ終了ですね。プリントアウトもお疲れさまでした。

 停電はマンション開発のせいなんですね。なるほど・・。
 はやく開発が終わるといいですね。またお話させてくださいね。今はチビ怪獣に本を読んで〜とせめられているとこ

ろです・・。

Re:第12弾♡【Request Best 〜beautiful memory〜】

4238 選択 pine 2008-01-22 20:28:05 返信 報告

皐さんへ
 こんばんは 昨⽇に続き予想外の展開…嬉しいサプライズです。

12⽇間お疲れ様でした。そして、ありがとうございました。リリース⽬前の10⽇間程は、待ち遠しくて１⽇１⽇が⻑
く感じるのですが、今回は皐さんの企画と頑張りのおかげで毎⽇楽しみがあり、今⽇まであっという間でした。それ
に、作品制作に加えて⼀⼈⼀⼈に丁寧な返信を下さり、改めて皐さんの誠実なお⼈柄を感じた毎⽇でした。

 今⽇で終わりかと思うと寂しいですが、これからも楽しみにしています。
 本当にありがとう︕o(*^▽^*)o~♪

アネ研さんへ
 こんばんは チョコつながり、刑事の勘ですね。チョコレートさん周辺に捜査網張ってください（笑）

Re:第12弾♡【Request Best 〜beautiful memory〜】

4239 選択 aki 2008-01-22 20:28:38 返信 報告
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さっちゃん、みなさん、こんばんは^^

さっちゃんへ
 12⽇間、ほんとぉ〜にお疲れ様︕そしてありがとうっ(≧∇≦)

 この12⽇間は、さっちゃんの素晴らしい作品がたくさんみれて、megamiさんと仲良し
になれて、Z研のみなさんのあたたかさに触れられて…

 すごく充実した、本当に楽しい12⽇間でした^^
 もう終わっちゃうんだなぁ…と思うと、寂しいです(ノ_<。)

 …⼀休みしたら、またたくさん作品を⾒せてね笑︕
 いつでも楽しみにしています♪♪

今⽇の加⼯画、良い意味で裏切られました笑^^
 さっちゃんは本当にすごい︕︕改めてそう感じました(◎≧u≦)

 さっちゃん最⾼っ((ヾ(≧∇≦)〃))

P.S.
 キャプチャ、出来るようになりました^^

 aki初キャプチャ、おまけで〜す笑。

megamiさんへ
 こんばんは^^今⽇は早いですねっ笑︕

プロジェクトってその事だったんですね︕あぁ〜びっくりした笑^^;
 ライブが神⼾でスタートしたときに、れおさんが「みんなで同じ時刻に泉⽔さんのアルバムを聴こう︕」と提案して

くださったんです。
 その企画に参加中、ということだったんです♪♪

 紛らわしい⾔い⽅してしまってすみません笑(^◇^ ;)

こちらこそ、本当にありがとうございましたっ︕
 megamiさんとたくさんお話しすることが出来て、と〜〜〜っても楽しかったです(＞▽＜)

 またさっちゃんの加⼯画がアップされたときに、ひょっこり現れますね笑^^
 これからもどうぞよろしくお願いします^^
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感謝の気持ちでいっぱいです。

4240 選択 おきな 2008-01-22 20:34:37 返信 報告

皐さん、strayさん、Ｚ研の皆さんこんばんは。

先⽇は、突然の書き込みにも関わらず返信ありがとうございました。
 皐さん 連⽇の作品制作お疲れ様でした。

 全て⼼のこもった作品で本当に素晴らしいですね。ありがとうございました。
それぞれの作品にレスしたかったのですが、なかなか⾔葉が出てこなくて...

 こんな形で申し訳ありませんがお礼申し上げます。

この企画が始まってから、毎⽇が楽しみになっておりました。
 最近は、帰宅後直ぐにパソコンを⽴上げ⼀番最初にこちらの掲⽰板を

 拝⾒させて頂くようになりました。(今⽇はどんな作品かなぁ〜などと想像しつつ)
 これらの作品には、ディスクトップに整列してもらいましたので紹介しますね。

 これなら毎⽇作品を鑑賞できますからね。

皆さんお邪魔しました。では失礼致します。

Re:第12弾♡【Request Best 〜beautiful memory〜】

4242 選択 stray 2008-01-22 20:45:01 返信 報告

皐ちゃん、12⽇間ほんとにお疲れ様でした︕
 皆さん同様、私もアッという間の12⽇間でした（笑）。

今⽇は、まったく想定外の展開でびっくらこきました。
 相撲でいうと、横綱が「けたぐり」で勝ったようなものかな（笑）。

 カメさん（⻲井刑事）でもこの展開は予想できなかったのでは︖（笑）
 没になった２作品は発表しなくていいからね、もめるといけないので（笑）。

今⽇の作品は、私がPCの壁紙に使っているxxxさん作品の画像が⼊っていて、
 とても感慨深い終わり⽅になりましたよ。（もしかして私のため︖（笑））
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よく乗り切りましたね︕（作品よりもレスのほうです（笑））
明⽇から管理⼈お任せしますので、ヨロシクね〜♡（笑）

Re:第12弾♡【Request Best 〜beautiful memory〜】

4243 選択 かず 2008-01-22 21:06:17 返信 報告

皐さん、お疲れさまでした︕
 楽しい企画をありがとうございました︕

 かずにとって「想定外」の結果でした︕
 でも、素晴らしい作品の数々ありがとうございました︕

Re:第12弾♡【Request Best 〜beautiful memory〜】

4244 選択 アネ研  ◆craoLd8Ou2 2008-01-22 21:20:46 返信 報告

こんばんは、
 皐ちゃん、お疲れさまでした。発売⽇の直前って時間がゆっくりになるものですが、毎⽇の加⼯画で楽しく、あっと

いう間に前⽇になってしまいましたね。（笑）
 それも、今⽇は泉⽔さんのコメント⼊りなんて感無量です。

akiちゃんが⾔うように、ちと寂しいですが、近⽇、次回作もあるよね。（笑）

最後の中継
 皐選⼿⾛っています。九段下の坂を難なくクリアして、いま、国⽴競技場に⼊ろうとしています。んが︕⼊りませ

ん︕⼊りません︕どうしたことでしょう︕通り過ぎてしまいました。いったい、どこへ向かってるのでしょう
か・・・（略）

 おっと、無事ゴールしました。インタビューしてみましょう。皐「T２８部⻑︕あたしが、国⽴代々⽊競技場１番
よ︕︖」完

Re:第12弾♡【Request Best 〜beautiful memory〜】
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4248 選択 カーディガン 2008-01-22 22:26:53 返信 報告

こんばんは、皐さん、みなさん。
 今⽇も、サプライズということで、いつもの皐さんとは少し違ったのものを感じまし

た。少し燃えていましたね(^^♪
 １２⽇間は⻑いようで短かったです。毎⽇レスをしておりましたが、私は、今が⼀年で

⼀番忙しいながらも、楽しくレスをすることができ、とてもよかったです。帰って、早
くパソコンにすわりたい毎⽇でした。

 明⽇は、記念⽇ですので、今⽇も、ぐっとがまんして、ＣＤ店を⾒てから帰ってきました。明⽇はさっそく買いに⾏
って、聴いてみたいと思います。

さて、そろそろ、泉⽔さんにとって、記念すべき⽇が近づいてきました。「負けないで」の発売⽇、そして、泉⽔さ
んのバースデー、ＺＡＲＤとしてデビューを飾った⽇。すべて、この期間でしたね。昨⽇から、⽔瓶座になったんで
すね。泉⽔さんの⽔瓶座は、毎年、きますが、今年は、特別なものとなりました。

 夜空を眺めて⽔瓶座を探してみたくなりました。

皐さん、明⽇から、少し平凡な︖⽇々になるでしょうか︖また素敵な加⼯画をお待ちしておりますので、１２⽇間の
疲れをいやすため、しばし、ゆっくりとしてください(^_-)-☆

 

Re:第12弾♡【Request Best 〜beautiful memory〜】

4249 選択 アキラ 2008-01-22 22:30:14 返信 報告

こんばんわ皐ちゃん、いや〜⾒事な⼤どんでん返しでしたね(ToT)/~~~まさかジャケ写で来ると
は・・・でもとても素晴らしい作品ですよ!(^^)!12⽇間お疲れ様でした〜☆因みに今回の12作
品はstrayさんのおかげで無事携帯に送れました〜、strayさんに⼤感謝です︕

PS クレアをベタ誉めしてくれてありがとね皐ちゃん♪
 あとかずさん以前本家にアップした「お⼿上げニャンコ」の画像ありがたく頂きます︕
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サプライズ︕

4250 選択 シヴァ 2008-01-22 22:30:52 返信 報告

皐さん、こんばんは︕

> きっと皆さんは“何かの歌”の加⼯画を予想していたと思います。“良い意味で”期待を裏切る事ができれば嬉しいで
す♡(笑)

私も最後はどの曲なのかな〜って思っていました
 でも素敵なサプライズ︕

 就任以来、ぜんぜんサプライズがないＦ総理⼤⾂に教えてあげて欲しいくらいですね︕

今回の作品の泉⽔さんは「綺麗・・」「⾒とれてしまう・・」って感じですね
 仮に私が皐さんにＲｅｑｕｅｓｔするとしたら、「こんな写真を使ってください︕」と⾔いそうな写真ですね︕（そ

んなこと恐れ多くて⾔いませんが・・）

素晴らしいプレゼントをありがとうございました︕
 待ちうけを⽇替わりにするという嬉しい悲鳴をあげておりま〜す（＾-＾）

 

Re:第12弾♡【Request Best 〜beautiful memory〜】

4251 選択 なしぼー 2008-01-22 23:00:04 返信 報告

皐さん、お疲れ様でした。最後まで何かなと思わせる楽しい企画でしたね。当分保存した画像で楽しめそうです。昨
⽇皐さんとも約２ヶ⽉半ぶりにお話できて嬉しかったですよ。これからはマイペースで作品を作り続けて下さい。
（無理しないで下さいね、私も仕事で今⽇はへとへとです）
Ｔ２８部⻑さん＆アネ研さんへ ありがとうございます︕

 

Re:第12弾♡【Request Best 〜beautiful memory〜】

4252 選択 ヒツキ 2008-01-22 23:30:03 返信 報告
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皐さん皆さんこんばんは
> というわけで、最後の1枚は“泉⽔さんからのメッセージ付き”ジャケ写の加⼯画です☆ﾐ 

 そう来ましたか︕︕それは解らないですよ（笑）
 > きっと皆さんは“何かの歌”の加⼯画を予想していたと思います。“良い意味で”期待を裏切る事ができれば嬉しいで

す♡(笑) 
 本当に裏切られましたよ＾＾昨⽇の「負けないで」も⼗分でしたが（笑）

 泉⽔さんからのメッセージですか＾＾どうもありがとうございます。
 ちなみに僕の予想三曲は

 本命「あの微笑を忘れないで」
 対抗「Forever you」

 対抗2「hero」
 ちなみにおまけで

 ⽳⾺「少⼥の頃に戻ったみたいに」
 です。

 でした。⼤はずれです。皐さん⼤⽳すぎますよ（笑）
 12⽇間お疲れ様でした。どうもありがとうございます＾＾

 

第11弾♡【負けないで】

4202 選択 皐 2008-01-21 19:06:40 返信 報告

え〜、私は負けず嫌いなので(笑)ここに来て「負けないで」を持ってきました(o≧∇≦o)(笑)
 (意味不明に思った⽅は、【⼼を開いて】の所⻑のレスをご覧下さい(笑))

いつもながらではありますが、⾊合いを“⾚系”でまとめてみました(*^u^*)
 やっぱりパワーを感じさせる⾊合いって“⾚”な気がしません︖⾚とか⻩⾊とか…炎の⾊ですね☆ﾐ

 皆さまにもそれぞれ“元気が溢れる⾊”というのがあると思いますが、
 この加⼯画からも元気やパワーを感じて頂ければ幸いです(o≧ω≦o)

明⽇はこの企画の最終⽇︕“明⽇は何だろう︖”と、楽しみにして待っていてくださいね(o^∇^o)

https://bbsee.info/straylove/id/4202.html
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 Re:【⼼を開いて】***レスのお返事です＾＾

4203 選択 皐 2008-01-21 19:07:15 返信 報告

所⻑へ︓
 やらかしちゃいましたよ︕(笑)“予定調和”を乱しました〜︕(*≧∇≦*)(笑)…私、どんだけ負けず嫌いっ⼦なんだろう

(笑)
 でも所⻑のレスのおかげで良い事思いつきました︕ありがとうございます♪♪(笑)

 「⼼を開いて」のキャプシーンですが、確かに限られてしまいましたね(*^_^*)でも、「フォトグラフ」に⽐べれ
ば︕(笑)

 ところで、この曲は当初ボツの歌を…だったんですか。私は⻑⼾さんの噂などは聞かないように(笑)しているので、
 所⻑と同じで“プロデューサーとして超⼀流の腕”を持った⽅だと思っていますよ(*^u^*)

 結局“ボツ”だった歌も“名曲”にしてしまったんですしね。まぁ、悪⼝をたくさん聞いてしまったら
 “何がプロデューサーよ(怒)”ってなるかもしれませんが…(笑)

カーディガンさんへ︓
 「⼼を開いて」は本当好きだという⼈多いですよね︕私もその内の⼀⼈です♡

 カーディガンさんは昨⽇「Today is another day」を聴いていたんですか＾＾私もそのアルバム好きですよ♪
 ジャケ写のせいもあるのかもしれませんが、爽やかな印象が強いアルバムですよね︕

 さて、この企画も残り1⽇となってしまいました…。と、いうことは、Newアルバムはあと2⽇で発売ですね︕︕(o≧
∀≦o)

 発売までのラスト1⽇を楽しみにしていてもらえると嬉しいです(*^u^*)それでは☆ﾐ

ヒツキさんへ︓
 こんばんは︕「⼼を開いて」は夏を連想させる名曲でもありますよね(*^u^*)昨⽇の寒さ(気温)とは正反対の曲です

(笑)
 選んだ歌詞のフレーズはヒツキさんもお好きなんですね＾＾チョイスして良かったです︕

 ところで、後輩さん達の“カラオケ エピソード”から、そんな事があったんですか︕(笑)
 その○○さん災難でしたね(笑)なんだか周りの同僚さん達が、ヒツキさんと○○さんの格闘(︖(笑))を⾒て

 ⾯⽩がってるような光景が⽬に浮かんでしまいます(笑)私も⼀度輪に⼊ってみたいですね♪(笑)

https://bbsee.info/straylove/id/4202.html?edt=on&rid=4203
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アキラさんへ︓
「⼼を開いて」はアキラさんにとって(sgで)⼀番好きな曲なんですか︕確かに、イントロも詞もメロディーも、全て
最⾼です☆ﾐ

 でも、「IN MY ARMS TONIGHT」も同じ位好きなようで(*^o^*)順位付けるのが難しいぐらいお気に⼊りの曲って
ありますよね＾＾

 明⽇はとうとう最終⽇になってしまいました(o≧ω≦o)案外早かった気がします。最後まで楽しみにしていて下さい
ね︕

megamiさんへ︓
 停電や断⽔があったようで、⼤変でしたね(’□’;)今⽇は⼤丈夫でしょうか︖時間は気にせず、いつでもいいですからね

＾＾
 “レスをくれる事”がすごく嬉しいんですから☆ﾐ

 「⼼を開いて」を聴いていると、温かい気持ちになりますよね(*^u^*)私も⼈との出会いは運命だと思いますよ︕
 何か意味があっての出逢いですよね。⾊んな⼈すべてに⼼を開くのは難しい事ですが、

 歌詞の世界のように、特別な⼈には気持ちをさらけ出していたいですよね♡

pineさんへ︓
 私も⼈⾒知りしますよ(笑)⼦供の頃はまったく“⼈⾒知り”しない⼦だったんですけどね〜(笑)

 ⼈(相⼿)によっては⼈⾒知りしない時ってありません︖…私だけかな(笑)
 ところで、「フォトグラフ」を聴きながら眠ってくれたんですか︕なんかすごく嬉しいです(o≧∇≦o)

 記憶は2曲⽬までしかないんですね(^⽫^)うらやましいほどの寝付きです︕(笑)
 でも、お⺟さんは⼦育てに忙しいから当たり前ですよね(*^u^*)泉⽔さんも多めに⾒てくれますよ♪

Re:第11弾♡【負けないで】

4205 選択 xs4ped 2008-01-21 19:15:44 返信 報告

皐ちゃん、こんばんは。
 今⽇は「負けないで」ですか。

 > この加⼯画からも元気やパワーを感じて頂ければ幸いです(o≧ω≦o) 
 ⼤変いいですね〜(^.^)

 パワーを感じます。

https://bbsee.info/straylove/id/4202.html?edt=on&rid=4205
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 > 明⽇はこの企画の最終⽇︕“明⽇は何だろう︖”と、楽しみにして待っていてくださいね(o^∇^o) 
ということは、明⽇はMy Top1かな︖

 今⽇も、もしかしてMy Top1︖
 ラストを楽しみにしています︕
 

Re:第11弾♡【負けないで】

4207 選択 かず 2008-01-21 19:17:56 返信 報告

こんばんは︕第１１弾お疲れさまですっ︕︕︕
 ⽣前はあまり好きじゃなかったけど、昨秋から⼤好きな曲の⼀つですっ︕

あと１回︕がんばってね︕

Top1記念に・・・

4208 選択 xs4ped 2008-01-21 19:27:13 返信 報告

皆さん、こんばんは。
 Top1記念に・・・

 『ZARD Request Best 〜beautiful memory〜』ダイジェスト映像をどうぞ。 
 http://jp.youtube.com/watch?v=HEtovke0KHY

Re:第11弾♡【負けないで】

4209 選択 pine 2008-01-21 19:48:35 返信 報告
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皐さん こんばんは
今⽇は早くやって来れました。コナンを⾒ながら書いてます。

 「負けないで」仰るようにパワーを感じます︕泉⽔さんの凛々しいお姿からも…画像はライブで盛り上がっていると
ころですよね︖

 とうとう明⽇を残すのみとなりましたね。明⽇も楽しみに待ってます(^_^)/

ところで、ミキティさん みんなの分の座布団⽤意してくださったのに、まさか… 起きてくださいよ〜

Re:第11弾♡【負けないで】

4210 選択 ミキティ 2008-01-21 19:57:16 返信 報告

皐さん みなさん こんばんは（＾－＾）

 xs4pedさんに座布団１０枚差し上げますので(^o^)
 どうぞ記念にお持ち帰りください〜  

  今⽇は 事前準備に時間をかけてしまいましたっっ。
 美術館へ出かけるのに炊飯器のスイッチを⼊れ忘れて

 戻ったら。。。（残念(＠_＠;)）
  でも素敵な皐さんの作品とxs4pedさんのからの映像を

 拝⾒できて 良かったです（＾－＾）

 皐さん （＾－＾）
  負けないで☆

 暖⾊系にまとまっていて パワーが伝わってきますね☆
 (^o^) こんな標語をみかけたことがあります

 「最⼤の敵は ⾃分⾃⾝のなかにある」

 ⾃分⾃⾝にもまけないように 頑張りたいです。
 泉⽔さん 皐さんにパワーをいただきました。

  ありがとうございます（＾－＾）

 明⽇の作品も楽しみにしていまーす(^_-)-☆
 （家政婦は⾒た︕みたいに 明⽇は美術館の周辺にひそんでいようかな〜 所員さんに通報されたりしてっっ）

https://bbsee.info/straylove/id/4202.html?edt=on&rid=4210
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（笑）

Re:第11弾♡【負けないで】

4211 選択 ヒツキ 2008-01-21 20:07:36 返信 報告

皐さん皆さんこんばんは
 えええ︕︕︕ここで「負けないで」ですか︕︕︖

 絶対明⽇だと思ってました。
 ⼤どんでん返しですね︕︕

 ”予定調和”を⾒事に乱してくれました（笑）
 > 明⽇はこの企画の最終⽇︕“明⽇は何だろう︖”と、楽しみにして待っていてくださいね(o^∇^o) 

 本当になんでしょう︖︖出てない曲を探して⾒たらたくさんあってなんとか3曲にしぼって楽しみにしていますよ＾＾
 何かは明⽇書きますね＾＾

＞なんだか周りの同僚さん達が、ヒツキさんと○○さんの格闘(︖(笑))を⾒て⾯⽩がってるような光景
 まさしくそのとおりですよ

 後輩達がばらした理由は
 「だって⾯⽩そうだから＾＾」

 いい性格をした⼦達です（笑）

Re:第11弾♡【負けないで】

4212 選択 aki 2008-01-21 20:48:25 返信 報告

さっちゃん、みなさん、こんばんは︕

さっちゃんへ
 今⽇は「負けないで」…︖︕予想外です(ソフトバンクのCM⾵に笑)ヽ(°◇° )ノ

 いいなぁ〜負けず嫌いな性格、羨ましいです笑。
 私は競争⼼があまりないから、⻤ごっことか弱くて…笑。

 良い意味で平和主義なのかもしれないけど…^^;

https://bbsee.info/straylove/id/4202.html?edt=on&rid=4211
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パワー感じるよ〜︕
さぁ︕そのさっちゃんパワーで明⽇頑張ってきます(*ゝω･*)ﾉ

megamiさんへ
 こんばんは^^

 なにやら昨⽇は停電＆断⽔があったようで…⼤変でしたね。お疲れ様でした。
 ⽇本にいると、今の⽣活が当たり前と思ってしまいがちです。

 もっと毎⽇に感謝していかなければいけませんね︕

Z.pではたくさんの⽅からレスが来て本当に良かったですね( ≧∀≦)ノ
 私まで嬉しくなっちゃいました〜♡♡

 私もこれからみなさんにお礼を⾔いに⾏きます♪♪

P.S. 
 プロジェクト…︖︖⼀体何のことだろう(°▽°︔)︖︖

 もしかしてそれってさっちゃん情報かな︖

strayさんへ
 「泉⽔さんが左利きだったのではないか︖︕」

 という話題を拝⾒いたしました︕

先⽇strayさんがZ.pにUPして下さった泉⽔さんの画像、泉⽔さんは左⾜を上にして組んでいるように⾒えます︕
 私は⾜を組まないのであまりよく分からないのですが(笑)右利きだったら、普通は右⾜を上にするのかな…︖

少しはお役に⽴てたかな…笑^^︖
 これからも研究に励んでくださいね〜(=^^=) 

 

ミキティさんへ

4213 選択 xs4ped 2008-01-21 20:55:09 返信 報告

ミキティさん、こんばんは。

今⽇も早くから並んでいたとは知らず、すいません。m(__)m
 > xs4pedさんに座布団１０枚差し上げますので(^o^) 
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> どうぞ記念にお持ち帰りください〜  
⼣⾷前に偶々、通りかかったら画像が⾒えたのでレスしたら

 またもや１番とは・・・
 その上、座布団１０枚も頂き恐縮です。

 昨年、不幸続きの連続だったので、泉⽔さんがご褒美でもくれたのかな︖
 明⽇は、ラストなので頑張ってと⾔いたい所ですが、「負けないで」はラストかな︖と思っ

ていたので、明⽇はもしかしたらMy Top1が来そうな予感が︖するので、明⽇は競争率が⾼そうですが、並ばせて頂
きます。

 ワープして１番Getしたいと思います。(笑)
 My Top1でない場合は、ワープしませんので・・・(笑)

 > でも素敵な皐さんの作品とxs4pedさんのからの映像を 
 > 拝⾒できて 良かったです（＾－＾） 

泉⽔さんの⽉命⽇には、⼜Upしますのでお楽しみに︕
 

Re:第11弾♡【負けないで】

4214 選択 なしぼー 2008-01-21 21:25:16 返信 報告

皆さん、こんばんは。
 皐さん、お久しぶりです♡

 久しぶりに書き込むので、すごく勇気がいりますが、この”負けないで”から元気パワーをもらって、投稿ボタン押し
ちゃいます。

 毎⽇、素敵な加⼯画ＵＰ有り難うございます︕私の携帯「⾚」ですし、メールしてみたら”負けないで”が待受にとっ
てもいい感じです。早速、設定させて頂きました♪あと１作（なんだろう︖ちょっと寂し〜）、頑張って下さいね︕楽
しみにしています♪

 p.s.ご迷惑をおかけした⽅へ すみませんでした。お気遣い頂いた⽅へ 有難うございました。
 

Re:みなさんレスをありがとうございます☆ﾐ

4215 選択 皐 2008-01-21 21:58:21 返信 報告
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xs4pedさんへ︓
レスありがとうございます︕1番の確率がすごい⾼いですよね(◎o◎)(笑)加⼯画を作る者同⼠、何かの縁があるのか
も??(笑)

 今回の画像からパワーを感じて頂けたようですごく嬉しいです(o≧ω≦o)明⽇は⼀体なんでしょうね♪…楽しみにして
いて下さい☆ﾐ(笑)

 P.S.加⼯画とyoutubeのご紹介をありがとうございました(o^∇^o)

かずさんへ︓
 今⽇も応援猫ちゃんありがとうございますね︕今までと違って、今⽇はカッコイイ猫ちゃんですね♡

 残り1⽇、すごく寂しい気持ちもありますが、ラストにはたくさんの想いを込めて頑張ります(o^∇^o)

pineさんへ︓
 コナン君を鑑賞中にレスしてくれたんですか(o^∇^o)ありがとうございますね︕

 「負けないで」からパワーを感じてもらえてすごく嬉しいです︕(o≧∇≦o)画像はCruising&Liveから、ちょうど「負
けないで」を

 歌っている場⾯を取り⼊れてみました(*^u^*)明⽇はとうとう最終⽇です︕ぜひ楽しみにしていて下さいね☆ﾐ

ミキティさんへ︓
 画像のネコちゃんが“あ〜、やっちゃったぁ〜︕”という感じで、ミキティさんと重なって⾒えます(^o^;)(苦笑)

 それにしても、猫ちゃんのアゴのラインが愛くるしいですね♡♡♡(笑)
 ミキティさんの書かれた「最⼤の敵は ⾃分⾃⾝のなかにある」というのは、私も聞いた事あります＾＾

 スポーツ選⼿の⽅も仰っていたりしますよね。今⽇の加⼯画で、微⼒ながらもミキティさんに
 パワーを注げれば嬉しいです︕明⽇もお楽しみに☆ﾐ(所員さんが間違えて通報しないように、ビラ貼っておきます

ね︕)

ヒツキさんへ︓
 その反応すごい嬉しいです!!(笑)曲順からいったら「負けないで」は最後になりますもんね♪♪(笑)

 明⽇は⼀体何をUPするのか楽しみにして待っていてください(*^u^*)ヒツキさんの感想を、私も楽しみにしていま
すね☆ﾐ

 P.S.後輩さん達の“バラしの理由”は、やっぱりそのようですね(笑)素敵な後輩さん達ですね〜☆ﾐ(笑)
    なんだか気が合いそうです︕(笑)



akiちゃんへ︓
ソフトバンク⾵にありがとう︕(笑)嬉しい反応だね〜(o≧∀≦o)♪♪

 akiちゃんは“負けず嫌い”という⾎が流れていないんだね(笑)私は結構流れてる…(笑)
 所⻑からのレスを⾒た時、「どうする︕俺︕(←LifeカードのCM⾵(古っ!))」ってなっちゃったけど、すぐに閃いて

 こういう⼿に出てみました(笑)⼥の⼦はおしとやかに競争⼼がない⽅がいいかもよ(^u^;)(笑)
 P.S.akiちゃんにはパワーが必要な時だね︕応援してるよ〜(*≧∇≦*)頑張ってきてね︕

なしぼーさんへ︓
 お久しぶりです︕(*^∇^*)元気にしていましたか︖なしぼーさんとまたお話が出来て、本当に嬉しいです(o≧ω≦o)

 そして、私の作った「負けないで」を待受設定してくれたんですか︕“元気パワーをもらって…”とも⾔ってくださっ
て、

 本当にありがとうございます!!この企画も残り1⽇となってしまいました(>o<)私もなんだか寂しいです｡｡｡
 でも、最後までしっかりと頑張りますね︕明⽇もぜひ楽しみにしていて下さい(o^∇^o)

Re:第11弾♡【負けないで】

4216 選択 アキラ 2008-01-21 22:10:38 返信 報告

こんばんわ皐ちゃん、とうとう来ましたね「負けないで」︕誰がなんと⾔おうと平成の国⺠的応
援歌であり今後絶〜対これほど⾊々な年齢層から⽀持される曲は世に出てきませんね!(^^)!さて
いよいよ明⽇で最後ですね〜、私の⼤好きなあの曲かな︖

Re:第11弾♡【負けないで】

4217 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-01-21 22:12:45 返信 報告

皐ちゃん、みなさん、こんばんは。
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この「作品」が最後だと思っていたので、意外でした（笑）。
明⽇はなんだろう︖ 予想もつきません。

今⽇の加⼯画からは泉⽔さんのパワーが伝わってきますね。
 ライブ海上（会場（笑））のファンの盛り上がりに”負けないで”、

 どの泉⽔さんも⼒がみなぎってますね。

明⽇は最終⽇ですね。ホントに寂しいです。
 所⻑︕ 明後⽇からは閑古⿃が鳴きそうで怖いですね（笑）。

おっ︕ なしぼーさん、お久しぶりです。
 勇気（お⼟産）なんか要りませんから（笑）、ちょくちょく書き込んで下さいね。

Ｐ.Ｓ. 明⽇は狙っていますが、ライバル多そうで⾃信ないなぁ（笑）。
 

Re:第11弾♡【負けないで】

4218 選択 チョコレート 2008-01-21 22:13:28 返信 報告

皐さん、こんばんは︕えぇっ︕︖ここで「負けないで」ですか。びっくり︕予想外でした〜。
 今回は「⾚」ですね。⾊のせいなのか、画像の泉⽔さん、とってもパワーに満ち溢れていて、とても若々しいです

ね。
 泉⽔さんも負けず嫌いだったと聞いたことがあります。

 内に秘めた情熱は「真っ⾚」に燃えていた︖のでしょうね。
 皐さんの作品は曲のテーマにあわせて、泉⽔さんのいろんな側⾯を引き出して表現されている感じがします。すごー

い︕
 第11弾まで来ましたね。あとひとつ・・いったい何がくるのでしょう︖︖楽しみです。

 残された曲を眺めてみても、私にはまったく予想がつきません。
 考えていたら今夜眠れなくなりそうです・・。

 追伸、新ロゴは皐さん指導で素敵な仕上がりですね。
 シンプルでシックで、泉⽔さんにも気に⼊ってもらえそうな感じですね。

pineさんへ
 こんばんは︕うちのチビ怪獣は寝ました。

https://bbsee.info/straylove/id/4202.html?edt=on&rid=4218
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=4218


 pineさんのチビ怪獣さんは4⽉から幼稚園なんですね。あと少しですね〜︕
幼稚園に⾏ってくれるととても静かで、ホッとします。

 数時間は夢のようですよ・・あっという間に過ぎちゃいますけどね(笑)。
 そんなわけでついついz研に⼊り浸っている私なのでした(笑)

megamiさんへ
 ⼤丈夫でしょうか︖そろそろmegamiさんのところに電波がつながりますように〜︕

私もそうかも

4219 選択 シヴァ 2008-01-21 22:24:58 返信 報告

皐さん、こんばんは︕

この画像の泉⽔さんも⾚系やキラキラに負けてないパワーを感じます︕
 今回もありがたくいただきます

皐さんは負けず嫌いなんですね
 私もそうかもしれません

 仕事が忙しくても⼿伝ってもらったり、出来ないって⾔ったりするのはイヤですね〜

負けず嫌いとは関係ないかもしれませんが、泉⽔さんの⾳楽葬を⽇曜⽇にしていたら絶対にｈｉｄｅさんや美空ひば
りさんより参列した⼈が多かったのに〜っていまだに思っています︕

 泉⽔さん⾃⾝はそんなことは気にしていないでしょうけど、私は悔しいって思ってしまうんですよね

Re:第11弾♡【負けないで】

4221 選択 カーディガン 2008-01-21 23:59:49 返信 報告

皐さん、サプライズですね︕︕やってくれましたね(^_-)-☆
 泉⽔さんも、⼈の真似は嫌い︖なようなので、こういうのもありですね!(^^)!

泉⽔さんも、この娘ったら私に劣らず負けず嫌いね(^^♪ クスッ、と笑っているかもしれませんね(^O^)
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泉⽔さんは、⻘がカラーですね。でも、勝負するときは、⾚系でしたね。だから、今⽇は、
泉⽔さんも勝負ですね(^^♪

 かんばれ、泉⽔さん(^^♪

負けないで もう少し
 最後まで ⾛り抜けて
 どんなに 離れてても
 ⼼は そばにいるわ

 追いかけて 遥かな夢を

負けないで ほらそこに
 ゴールは近づいてる

 どんなに 離れてても
 ⼼は そばにいるわ

 感じてね ⾒つめる瞳

この歌詞は、今は、昔に聴いたものとは思い⼊れが違います。泉⽔さんはいつもそばにいるよ、と⾔っているように
聴こえてしまいます。

昨⽇は、⼼を開いてのレスを書くために、「Today is another day」のＰＶなどをみておりました。それで、泉⽔さ
んの思いを確かめてから、レスをしようとして聴いておりました。全部聴いていたわけではないですけど。「Today i
s another day」では泉⽔さんも、「かわいくなれない本当の理由はあなたが私を選ばないって知っているから」と
普通の⼥性らしくて⾯⽩いです。本⼈は、もしかして、本気で書いていたかもしれませんが。

明⽇でとうとうラストですね。また、レスいたしますので、最後まで気を抜かずに、がんばってね(^^)/~~~
 

Re:第11弾♡【負けないで】

4222 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-01-22 00:37:51 返信 報告

こんばんは、
 てっきり、明⽇が「負けないで」と思ってたので驚いてしまいました。（笑）

 それも、船上ライブの画像でくるとはね〜（笑）
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今⽇は「負けないで」と「Don`t you see!」の♪負けず嫌いの⼆⼈だから〜♪が、頭を駆け巡っています。あの⼆⼈
は、泉⽔さんと皐ちゃんだったのかな︖

今⽇の泉⽔さんは堂々としてますね。（笑）

追伸
 いつもpineさんの破壊怪獣チャンと姉怪獣チャンや、チョコレートさんのチビ怪獣チャンのお話、楽しく聞かせても

らっています。怪獣がいないあいだの投稿も⼤変でしょうが、これからも聞かせてくださいね。楽しみにしてます
（笑）

 しかし、pineさんへのお姉さんからのお⼟産がチョコレートだったので、なんだか、チョコレートさんのレスの中の
なにかが次につながるような気がします。（笑）

ミキティさんへ
 先⽇は⼼配しましたが、ご無事でなによりです。（笑）

 今⽇は座布団ありがとうございました。
 明⽇、いえ今⽇こそは頑張ってくださいね。（笑）

なしぼーさん、こんにちは︕
 私も「投稿」のボタンをを押すときは、どうにでもなれーと投げやりな⽇がよくあるんですよね。（笑）また、よろ

しくね︕

皐ちゃん、おっと〜九段下の⼼臓破りの上り坂のさしかかりました。疲れは出てるか〜︖ なに︕左のほうを⾒なが
ら軽快に⼀歩⼀歩⾛ってますね。何かと思ったら、泉⽔さんの聖地、武道館だ〜。泉⽔さんも⾒てるかな︖その調⼦
で国⽴競技場を⽬指してがんばってね︕︕

Re:第11弾♡【負けないで】

4223 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-01-22 04:53:20 返信 報告

皐さんへ
 ご⼼配をお掛け致しました︕今⽇は少しの間ネットに繋がっていたのです。

 ミキティさんのご⽤意してくださった座布団に座りながらpineさんとチョコレートさんのカワイイ怪獣さん達のお話
を拝⾒して笑っておりました。

 いざ投稿しようとした時に いつもながらの停電に「キャ〜」という悲鳴を上げてしまった私でしたo(>▽<)o
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 という訳でまたまた駆けつけるのが遅くなってしまいました〜 ｡゜ﾟ(>ヘ＜）ﾟ ゜｡ 
今回の第１１弾「負けないで」の作品からパワーをいっぱい感じました〜︕︕ありがとうございました ヽ(*ゝω･*)
ﾉ 

 １１枚を貼り付けた携帯も「半開き状態（︖）」になり いよいよ最終の１２枚⽬を残すのみとなりました〜（笑）
 デジカメを持っていたらこの状態を皐さんに⾒ていただきたいくらいで〜す☆

akiちゃん pineさん チョコレートさん ミキティさん xs4pedさんへ

4224 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-01-22 05:06:09 返信 報告

akiちゃんへ
 > 只今、れおさん発案の企画に参加中のakiです〜♪♪ 

 と⾔われていたのをプロジェクトだと思ったのですが、もしかして違ってましたか︖︖︖私の勘違いかもしれませ
ん・・・

 akiちゃんのおかげで新しい出逢いができてとっても感謝しておりま〜す♪本当にありがとうございました︕いつも停
電があるので、こちらに来るのが精⼀杯で あまり顔を出せないかもしれませんが、皆さんにもどうかヨロシクお伝
え下さ〜い(*^▽^*)/

pineさんへ
 >⼀瞬付いた電気で「投稿」を考えられるとは…染まっておられますね。 

 考えたのは投稿のことだけでした〜o(>▽<)o本当に染まってま〜す（笑）
 ご⼼配をお掛けして申し訳ありません。イランは⻑時間の停電があるといつも断⽔なのです。予告なしの停電は⽇常

茶飯事なのでだいぶ慣れました〜(*＾Ｕ＾*)  
 『核施設』と⾔われる所を作ったのも電気が⼀定供給できないからのようなのですが、攻撃される対象になってます

よね〜︖︕
 Ｐ・Ｓ怪獣ちゃん達のお話が楽しくて、⼼がとっても和みます♡

チョコレートさんへ
 >寒い時期でもありますし・・体調を崩されないようにしてくださいね。私もmegamiさんの「特派員報告」︖を楽

しみにしている⼀⼈ですので。 
 ご⼼配をお掛けしてすみません︕温かいお⾔葉を励みに頑張りま〜す(*＾Ｕ‘*）⌒☆★
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>お医者さんごっこの患者さん役、誰か変わってほしいです・・・。 
私が変わらせていただきま〜すヽ(●>∀<●)/その間に投稿してて下さいネ♪♪チビ怪獣さんのお話が楽しみです︕

ミキティさんへ
 >家政婦は⾒た︕みたいに 明⽇は美術館の周辺にひそんでいようかな〜（笑） 

 座布団をご⽤意して下さったお礼に 私も⼀緒にひそんでいるようにしま〜す〜o(>▽<)o

xs4pedさんへ
 連⽇の１番GET 本当におめでとうございます︕︕素敵な作品も拝⾒させていただきました♪

 ますます２７⽇が楽しみになりました〜☆

Re:第11弾♡【負けないで】

4225 選択 stray 2008-01-22 07:40:45 返信 報告

皐ちゃん、お疲れ様︕

私の期待に⾒事に応えてくれてありがと︕（笑）
 皐ちゃんの負けず嫌いも相当なもんですね（笑）。

 皐ギャラリーの解説、書き直さないといかんですな（笑）。

しかし、これで最終⽇の作品が何なのか混沌としてきましたね。
 「Love is Gone」はPVがないからあり得ないだろうけど（笑）、

 同様に「少⼥の頃に戻ったみたいに」もないですよね〜。
 ん〜、わかんないなあ（笑）。

 「あの微笑…」かな︖当たったら何か景品出る︖（笑）

第11弾 楽しみ〜(*^_^*)

4197 選択 ミキティ 2008-01-21 16:44:38 返信 報告

みなさん こんにちは（＾－＾）
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 みなさんに応援されて スタンバイしにやってきました♪
どっこいしょっっっ︕(^_^;)

  昨⽇ 沢⼭の座布団を⼲して腕が痛いのですが（汗）
 ふかふかの座布団を 張り切って並べておきますね。

  皐さん 連⽇でお疲れでしょうから 焦らず⼀休みしてくださいね。
  ＯＰＥＮ頃 また来ま〜す(^_-)-☆

所⻑さま
  ロゴ 素敵ですね(*^_^*)☆

  動いたりなどしたらびっくりです♪

 pineさん（＾－＾）
  夢の中まで中華まんだったのですね♪

  美味しい夢で(*^_^*)だったですね(^o^)⼃
  

今⽇こそゲットしてね

4199 選択 カーディガン 2008-01-21 18:24:36 返信 報告

ミキティさん、こんばんは。
 今⽇こそ⼀番をゲットしてね。リベンジを果たしてくださいね(^-^)v

 コタツで眠くならないで頑張ってね(^-^)/~~

Re:第11弾 楽しみ〜(*^_^*)

4200 選択 ミキティ 2008-01-21 18:37:41 返信 報告

カーディガンさん こんばんは（＾－＾）

おっとコタツでついあたたまって だんだん〜。。。 
  カーディガンさんのおかげで助かりました(*^_^*)

 ありがとうございます。
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 もうそろそろかな あたたかくして出掛けよう〜☆
みなさん そろそろお集まりになるころかな〜

 お座りの⽅いらっしゃるかな(^o^)⼃

 

Re:開店ガラガラ︕(笑)

4204 選択 皐 2008-01-21 19:12:06 返信 報告

ミキティさん、開店ですよ♪♪
 期待していますからね(*^∇^*)ﾉｼ

私がこんな事⾔ったらいけないかもしれませんが…
 1号になれますように︕︕(o≧ω≦o)
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. オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [4190]ロゴが新しくなったんですね︕(5) [4195]●●ZARD13曲サビつなぎ●●(0) [4147]第10弾♡【⼼を開いて】(21) [405
7]お礼です(17) [4079]ネコ好きの皆さんへ(11) [4173]REQUEST BEST CM 改定前と後(2) [4160]みなさん気づいてましたか?
(4) [4134]「Ｚ」の⽂字(4) [4141]●●CD改訂CF●●(1) [4132]ARTIST RIQUEST(4)

新しい話題を投稿する

« 48 47 46 45 44 43 42 41 40 »

ロゴが新しくなったんですね︕

4190 選択 チョコレート 2008-01-21 10:05:49 返信 報告

所⻑さん、皆さん、おはようございます。チョコレートです。
 週末はいろんなものに追われて(笑)なかなか落ち着いてPCに向かうことができませんでした。

 やっと静かな環境になり、この掲⽰板に来てみると、なんとロゴが変わっているじゃないですか︕
 これは、xxxの1本結びの妖精さんですね。キラキラも素敵ですね〜。

 皐画伯、シリーズ連載中なのに、サクサクッと業務もこなしていてさすがですね︕
右下のチョコレート⾊の部分は何でしょう︖訪問者のカウンターが⼊るのかな︖
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それとも私の⼤好きなチョコレートをイメージしたとか︕︖（な、わけないですよね・・すみません。）
27⽇にリニューアルみたいなのでそちらも楽しみです。

所⻑さん、ピアノスコアのこと教えていただきありがとうございます。
 「時間の翼」のスコアは楽譜を扱う店を⾒ると、探してみるのですが、⾒つかりませんね・・。

 再販されたら良いのですけど。ZARD⼤全集でも出ないかな〜。

皐さんへ
 連載もあと2作ですね。ロゴまで合間に作っているとは驚きでした。

 私は連載の終わった後だろうと思ってました。
 もしや、私がロゴのことを思い出させてしまったせいでしょうか︖すみません。連載後にコメントすればよかった・・。

 体調崩しませんように︕応援してます。

megamiさんへ
 ほかの⽅へのレスを⾒ましたが、イランは停電・断⽔だったんですか︖⼤丈夫ですか︖

 つながりにくいとは聞いていますが、停電･断⽔となるとライフラインですから⼼配です。
 寒い時期でもありますし・・体調を崩されないようにしてくださいね。私もmegamiさんの「特派員報告」︖を楽しみにして

いる⼀⼈ですので。

xs4pedさんへ
 ご挨拶が遅くなりまして、すみません。チョコレートという初⼼者です。

 xs4pedさんも加⼯画を作っていらっしゃいますよね。いつも拝⾒させていただいております。
 私は加⼯画はできないので、すごいな〜と感⼼するばかりです。これからも素敵な作品を⾒せてくださいね。

ミキティさんへ
 私、第10弾「⼼を開いて」ではミキティさんを差し置いて1番ゲットしちゃったんですね・・（＞⼈＜）ごめんなさい︕︕

（←初顔⽂字）
 あと2⽇ですから、今⽇は座布団スタンバイでがんばってくださいね︕1番取れますように︕

 顔⽂字・・私には無理ですね（苦笑）

yanさんへ
 >楽譜を書いたわけではないですが、今回の曲は全部⾃分でアレンジしました。 

 ・・す、すごいですね︕⽿コピーっていうものでしょうか︖
 



私もyanさんみたいに才能があったらよかったんですが、残念ながら私は無理ですね〜。
スコアも今のところ⾒つかっていません。右⼿でさびの部分をまねるのがやっと・・（しかもモタモタ・・）

 まじめにピアノをやっておくべきだったと、今頃後悔しています。

>もしどうしても⼿に⼊らないという場合は出来る限りご協⼒したいと思いますのでご相談ください。 
 やさしいお⾔葉ありがとうございます。でもそれではやはり申し訳ないです。

 私はyanさんのようにピアノも上⼿ではなく、あの素晴らしいアレンジでは到底無理︖かも知れませんので・・。
 作品を楽しませていただくだけで充分です。ありがとうございます︕

 また素敵な作品楽しみにしています。

Re:ロゴが新しくなったんですね︕

4191 選択 stray 2008-01-21 12:12:30 返信 報告

チョコレートさん、こんにちは。

⼩さいお⼦さんがいらっしゃるとたいへんですね︕
 会社で仕事してたほうが楽です（笑）。

 な、なんと、ロゴは私が作ったものです︕（笑）
 皐ちゃんにキラキラを⼊れてもらったのですが、タイトルの⽂字⾊を変えることができないので、

 少々地味ですね。キンキラのラメっぽくしてもらったほうがよいでしょうか︖（笑）
 １週間の間に、皆様からいろいろアイデアを出していただければ幸いです。

モザイクの部分には（もちろんチョコレートではありません）、
 新たなURL（独⾃ドメイン）が隠されています。まだ公開できないので（笑）。

 とっても覚え易くて短いURLです。新たなメニューも加わりますので乞うご期待︕

ピアノスコアですが、去年出版された「ぴあの倶楽部特別版」は購⼊可能です。
 http://7andy.yahoo.co.jp/books/detail/-/accd/31918366

 残念ながら「promised you」は⼊っていませんが、⽐較的新しい曲が多く、私も買いました。
 「時間の翼」のスコアは、もしかしたら2008コンサートツアー会場で買えるかも知れません。

神⼾公演に⾏かれた⽅で、情報をお持ちの⼈は是⾮よろしくお願いします︕︕
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Re:ロゴが新しくなったんですね︕

4193 選択 チョコレート 2008-01-21 13:39:53 返信 報告

所⻑さん、こんにちは︕チョコレートです。
 ⼩さな怪獣が帰ってくる前に急いで投稿します(笑)。

 な、な、なんと︕新ロゴは所⻑作でしたか︕びっくりです。
 キラキラも⼊っているし、てっきり皐画伯の作だとばかり思っておりました。失礼しました。

 でも本当にこの妖精さん、素敵ですね。⾊は地味︖かも知れませんけど、落ち着いた感じで、私は良いな〜と思いま
したよ。皆さんはどうでしょうか。

 上の私の投稿で、今読み直したら「xxxの・・」って「xxxさん・・」のさんが抜けているじゃないですか。
 すみません。タイプミスです・・。この記事は訂正できないですよね。しょんぼりです。今後注意します。

所⻑のご紹介にあったピアノスコア、今まで⾒かけたことがなく、存在を知りませんでしたが、
 なかなか良さそうですね。私も買ってみようかと思います。

 でも「promised you]がないのがとても残念ですが・・・。
 ところで所⻑はピアノ、弾かれるんですか︖素敵〜。

pineさんへ
 こんにちは︕少し前にpineさんの投稿を⾒つけて、

 「pineさんも⼩さな怪獣（失礼︕）が帰ってくる前にZ研にこられたのかな〜︖私と同じ︖︖」
 なんて⼀⼈で思って、クスクス笑ってしまいました。違ったらごめんなさい。今⽇の皐作品は何が来るでしょう︖楽

しみですね。
 

チョコレートさんへ

4194 選択 pine 2008-01-21 14:05:51 返信 報告

チョコレートさん こんにちは︕
 お嬢様は幼稚園ですか︖うちの怪獣は４⽉からやっと幼稚園です。Z研へは怪獣が遊びやDVDに夢中になってる隙を

⾒て訪問しています。もう少ししたら、ちょっと⼤きい姉怪獣が帰ってくるので、今は嵐の前の静けさといった所で
しょうか… お互いに頑張りましょうね(*^_^*)/
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Re:チョコレートさんへ♪

4201 選択 皐 2008-01-21 18:54:21 返信 報告

このロゴは所⻑作なんですよね♪♪ほんと、この出来は素晴らしいです︕

所⻑は“地味かな”と気にしてましたが、そう気にならないですよね(*^u^*)
 私もチョコレートさんと同じで“良い︕”って思いました☆ﾐ

 私はキラキラしかお⼿伝いできなかったんですが、
 チョコレートさんに「キラキラも素敵ですね」と⾔ってもらえて嬉しかったです︕︕

 ありがとうございますね(o^∇^o)

連載企画は残り1⽇となってしまいました(o≧ω≦o)応援を胸に、頑張ります︕︕︕

Re:ロゴが新しくなったんですね︕

4206 選択 pine 2008-01-21 19:16:20 返信 報告

所⻑さん こんばんは
 所⻑さん作のロゴステキですね。地味かなと気にしておられるみたいですが、私はシックで良いと思います。

 新しいメニューは何でしょう︖気になります。楽しみが⽬⽩押しで、ますますＺ研にはまっていきます。 

●●ZARD13曲サビつなぎ●●

4195 選択 ALIL.1967 2008-01-21 15:01:21 返信 報告

いただきものです。480*360と少々⼩さめの解像度ですが，スーパーインポーズがありません。zipで圧縮してあります。12
⽇間

  
http://www.filebank.co.jp/wblink/3da3708d4479b39b743baa33fe581646
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第10弾♡【⼼を開いて】

4147 選択 皐 2008-01-20 12:35:49 返信 報告

皆さん、こんにちは︕今⽇は寒いですね↓↓空気がすごく冷たいので、髪も束ねられません(>_<;)
 そんな激寒の今⽇は、「⼼を開いて」編です︕この曲も⼤好きでよく聴いてます♪

加⼯画ではPVに出てくる⼦ども達も加えてみました(o^∇^o)チョコンと座った後ろ姿が可愛くて好きな
んです…(笑)

 シヴァさんもお好きな曲なんですよね︕

ぜひ、ご覧になって優しい気持ち(温かい気持ち)になってくださいね☆ﾐ

---------------------------------------------
 スーさんへ

 こんにちは＾＾【フォトグラフ】でレスをありがとうございますした︕
 良い歌ばかりですよね〜♪♪ところで、スーさんは御⾃⾝のサイトを持っているようで︕

 いつか拝⾒に⾏かせて頂きますね☆ﾐ

Re:第10弾♡【⼼を開いて】

4148 選択 チョコレート 2008-01-20 12:53:19 返信 報告

皐さん、こんにちは︕
 「⼼を開いて」⼤好きです︕このPVも⼤好きです︕

泉⽔さんが靴紐を結ぶシーン、私の⼀番のお気に⼊りです〜。あと2作ですね・・何がくるのか︕︖楽しみにしていま
す。

 こどもに追われているのでまた出直します・・(苦笑)

Re:第10弾♡【⼼を開いて】

4151 選択 PAN 2008-01-20 13:16:19 返信 報告
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皐さん、みなさま、こんにちは。
今⽇は早く来ちゃいましたよ〜︕︕

 今回の「⼼を開いて」は、きっとセレクトされると思っていました︕
 >チョコンと座った後ろ姿が可愛くて好きなんです…(笑) 

 本作品のポイントですね︕
 ＰＶではついつい泉⽔さんだけを注⽬しがちですが、今回の⼦供たちのように、

 ところどころにホッとするシーンがあって和やかな気分になります。
 さすが匠は⾒逃してはいなかったですね︕勿論、泉⽔さんのカットも素敵です︕

 また⼤変遅くなったのですが、昨⽇の「フォトグラフ」も有難うございました︕
 フォトグラフのイメージ化はなかなか難しかったのではと思いますが、とても

 素敵に仕上がっていますよ︕
 そろそろラストスパートになりましたが、無理をしないで頑張ってくださいね︕

 

Re:第10弾♡【⼼を開いて】

4152 選択 かず 2008-01-20 13:27:09 返信 報告

第１０弾お疲れさまです︕︕︕
 この曲も好きな曲です。

 〜ビルの隙間に⼆⼈座って、道⾏く⼈をただ眺めていた
  時間が過ぎるのが悲しくて、貴⽅の肩に寄り添った〜

体調に気をつけてがんばってください︕

Re:第10弾♡【⼼を開いて】

4154 選択 xs4ped 2008-01-20 14:27:10 返信 報告

皐ちゃん、こんにちは。
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今⽇は「⼼を開いて」ですか。
>チョコンと座った後ろ姿が可愛くて好きなんです…(笑) 

 〜たまらなく好きなの〜という感じですね。(^.^)
 この歌は⼤好きでMy Top３に⼊っています。

 「あなたの(泉⽔さん)声を聞いてると とても優しい気持ちになるのよ」
 泉⽔さんのショットもいいですね〜(^.^)

 いよいよあと２作品ですね。
 My Top１が⼊っていることを祈ってます︕

Re:レスありがとうございます︕(*^u^*)

4155 選択 皐 2008-01-20 14:33:16 返信 報告

チョコレートさんへ︓
 こんにちは☆ﾐ お⼦さまに追われているようですね〜(=^⽫^=)(笑)

 「⼼を開いて」はチョコレートさんも⼤好きなんですね︕私も、歌もPVも⼤好きです(o≧∇≦o)
 この曲の歌詞は、特に共感するフレーズが多くて…(*^u^*)歌詞と同じ体験もした事があるので、思い⼊れが強いで

す(笑)
 PVでは靴ひもを結ぶシーンも印象的ですよね♪残りはあと2作です︕楽しみにしていて下さいね︕︕

PANさんへ︓
 こんにちは〜(o^∇^o)今⽇はいつもよりお早いですね︕「⼼を開いて」はやっぱりセレクトしました︕名曲ですもん

ね＾＾
 PVでは所々に出てくる⼦供達を1シーンだけ取り⼊れてみました♪♪

 ＞さすが匠は⾒逃してはいなかったですね︕  いやぁ〜☆ﾐ ありがとうございます︕(●＞ω＜●)(笑)
 「フォトグラフ」の感想もありがとうございますね︕確かに結構難しかったのですが、皆さまから優しい⾔葉をかけ

て頂いたので
 すごく安⼼しました(*^u^*)PANさんにもそう⾔ってもらえて嬉しいです☆ﾐ

 残りたったの2⽇となってしまいました。そろそろラストスパート、頑張りますね︕︕

かずさんへ︓
 「⼼を開いて」は名曲ですよね︕素敵な歌詞に惹き込まれてしまいます☆ﾐ 残り2⽇も頑張りますね〜♪
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今⽇も応援(猫ちゃん)ありがとうございますした︕(o^∇^o)

xs4pedさんへ︓
 ＞〜たまらなく好きなの〜という感じですね。(^.^)

 そうですね︕(笑)すごく可愛くて思わず微笑んでしまいます(*^u^*)「⼼を開いて」はxs4pedさんのMy Top３に⼊
っているようで︕

 やっぱりこの曲は⼈気が⾼いですね☆ﾐ 私の中でもかなりの上位ソングです︕
 画像のショットも気に⼊って頂けて嬉しいです♪残りはあと2曲になりました＾＾TOP1が⼊っているか分かりません

が…、お楽しみに︕(笑)

Re:第10弾♡【⼼を開いて】

4158 選択 ミキティ 2008-01-20 15:09:09 返信 報告

皐さん こんにちは（＾－＾）

 今⽇はお出掛け前に美術館に来ました(*^_^*)
 第１０弾は「⼼を開いて」ですね。

  ⼼を開いて とても⼤好きで 何⼗回 何百回聴いたか
 なというくらいとても好きな曲です。

  当時 ⼼の⾯でも泉⽔さんにお助けいただいたと思います。
 カラオケでも(^o^)⼃よく選曲しますよ♪

  あらためて作品を拝⾒して あたたかい やさしい気持ちになれました(*^_^*)
  ありがとうございます☆

 明⽇も楽しみにしていまーす(^o^)⼃
  明⽇並ぶように座布団⼲しておきました︕（笑）(^_-)☆

Re:ミキティさんへ☆ﾐ

4162 選択 皐 2008-01-20 16:48:31 返信 報告
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こんにちは︕お出かけ前に⾒に来てくださったんですか♪♪ありがとうございますね︕(o^∇^o)
「⼼を開いて」は⼼の⾯でも助けてもらえるような歌ですよね(*^u^*)またメロディーも優しい⾳⾊で癒されま
す｡｡｡☆ﾐ

 私も何度も何度も聴いてしまいますよ〜(*^∀^*)カラオケでも歌いやすいですよね(o^∇^o)♪

今⽇はとても寒いので、この加⼯画を⾒て温かい気持ちになって頂ければ幸いです(*≧∇≦*)
 明⽇⽤に、座布団を⽤意しているんですか〜☆ﾐ ぜひ楽しみにしていて下さいね♡

Re:第10弾♡【⼼を開いて】

4163 選択 アネ研◆uvPzH8.dvc 2008-01-20 16:59:26 返信 報告

皐ちゃん、こんにちは、
 待ってました。今⽇は「⼼を開いて」ですか〜私もこのpvは靴の紐を結ぶところに⽬が⾏きますね。（笑）

 ハンマー投げの室伏広治さんもよく靴紐結び直しますが、泉⽔さんもスポーツウーマンだから、気になるんでしょう
ね。

 皐ちゃんの「髪も束ねられません」で思い出しましたが、泉⽔さんがどこかに「シャディーがコンサートの途中で、
束ねていた髪を、急にほどいて広がるのを⾒て、⼥性ながら⾊っぽかったです。」といってましたが、泉⽔さんはど
こかでやらなかったんでしょうか︖秘蔵映像があったらみたいですね。（笑）

皐ちゃん３５㌔ポイントに過ぎました。サングラス投げてダッシュです。（古ッ）

Q(笑)

4164 選択 皐 2008-01-20 17:11:37 返信 報告

アネ研さんこんにちは︕10⽇⽬の今⽇は「⼼を開いて」編です(o^∇^o)このPVでの
泉⽔さんは、靴ひもを結ぶシーンが

 印象的ですよね︕ところで、“コンサートの途中で、束ねていた髪を、急にほどい
て…”というエピソードを

 話していた事があったんですか(*^o^*)コンサートでそんな事されたら盛り上がりま
すよね〜☆ﾐ

 泉⽔さんがどこかでやっていて、その秘蔵映像が存在していたら⾒てみたいですね(笑)
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残りもわずかになってきました︕メダルGET出来るかな〜(>u<)アネ研監督応援お願いしますね︕(笑)
あ、投げたサングラス拾っておいて下さい♡(笑)

オッケー♡♡

4165 選択 アネ研◆uvPzH8.dvc 2008-01-20 17:25:40 返信 報告

サングラスは確保したんで、ゴール⽬指して、レッツゴー︕︕

Re:第10弾♡【⼼を開いて】

4176 選択 aki 2008-01-20 20:13:35 返信 報告

さっちゃん、みなさん、こんばんは^^

さっちゃんへ
 今⽇も寒いねぇ↓↓

 私も最近は寒いから髪結んでないなぁ。

「⼼を開いて」は「THE 夏︕」って感じだから最近あまり聞いていないけど(笑)私のお気に⼊りシングルTOP3の曲
です♪♪

 あぁ〜でも夏と冬で「新しいドア〜冬のひまわり〜」とチェンジしちゃうかも笑(^◇^ ;) 

歌詞がすごく好きで、特に「現実が想い出に変わっても」の部分がお気に⼊りです^^
 PVも可愛らしくて良いよね〜♪♪

 この曲を聴くと、MIZUIさんを思い出します^^

megamiさんへ
 megamiさん、こんばんは^^

 昨⽇(今⽇の深夜)はZpへのいらして下さって、本当にありがとうございました(≧∇≦).+:｡
嬉しかったです〜〜〜♡♡

 Zpのみなさんもとっても喜んで下さっていて、megamiさんをお誘いして良かったなぁ(*＾＾*)と思いました^^

感激ですっ︕
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4177 選択 シヴァ 2008-01-20 20:52:45 返信 報告

皐さん、こんばんは︕
 > シヴァさんもお好きな曲なんですよね︕

まさか私めの名前を出していただけるとは・・
 ⻑い間、勝⼿に盗んでいたのに・・

この曲のさわやかさが完璧に表現されてますね︕
 さっそく待ちうけ、チェンジしました︕

 ありがとうございます︕
 発作が出たときに、携帯で⼀時しのぎしますね︕

この⼦供達もかわいいですけど、泉⽔さんもすごくかわいいですよね︕
 アーティストらしくない普通の服（失礼︖）でもかわいい・・

 でもこういう服装だからこそ１２年も前の写真でも違和感がないのかもしれないですね

Re:こんばんは︕

4178 選択 皐 2008-01-20 21:39:02 返信 報告

アネ研さんへ︓
 ありがとうございます︕︕(笑)ゴール⽬指してスパートかけますね〜︕(*≧∇≦*)

akiちゃんへ︓
 こんばんは︕今⽇は寒いよね〜(o≧o≦o)⼿が悴んでしまいます↓↓

 「⼼を開いて」は、“明るい気持ちになれるから好き”って⾔っていたよね(*^∇^*)私もこの歌はすごく好き︕
 でも、akiちゃんにとっては「新しいドア〜冬のひまわり〜」も外せないみたいで︕(=^⽫^=)

 歌詞も共感する部分が多いよね〜。この曲を聴くと、MIZUIさんを思い出すの︖何かのエピソードがあるのかな︖(*
^u^*)

 P.S.megamiさんがZ.p.デビューをしたようだね︕良かったね〜︕(o^∇^o)

シヴァさんへ︓
 いえいえ︕いつも私の加⼯画を貰っていてくださっていたんですから、そんな事⾔わないでください(o≧∀≦o)
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それに、こうしてお話も出来るようになって本当に嬉しかったんですよ〜☆ﾐ
シヴァさんのお気に⼊りソング、「⼼を開いて」は爽やかさも重要ですよね︕そう⾔ってもらえて光栄です(*^u^*)

 禁断症状が出てしまいそうな時は、ぜひ︕この待受でしのいで頂ければ嬉しいです︕︕(笑)
 P.S.泉⽔さんのラフなスタイルは、(多少サイズが⼤きいように⾒えますが)今⾒てもあまり違和感がありませんよね♪♪

Re:第10弾♡【⼼を開いて】

4179 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-01-20 21:39:53 返信 報告

皐ちゃん、みなさん、こんばんは。

「⼼を開いて」は、私も⼤好きですね。特にイントロが︕
 暖かくなって、⾞の窓を開けて、⾵が気持ちいい晴れた⽇には、

 最⾼に爽快な気分になるメロディーです。
 この曲、何故か最後の⽅にならないと”⼼を開いて”が出てこないんですよね。

 たまに⼝ずさんでいると、あらっ︖ この曲なんだっけって思うんですよ。
 1〜２コーラスには出てこないからね。最後になって、あぁ〜合ってるって（笑）。

今⽇はPC作業（仕事じゃないです（笑））でレスが遅れました。
 明後⽇は、狙ってますので︕（笑）

Ｐ.Ｓ. ミキティさん、⼲した座布団が気持ちよくて寝ないように・・・（笑）。
  明⽇こそ、⼀番取ってね︕ 明後⽇は譲れないので︕（笑）

 

Re:部⻑へ︕

4180 選択 皐 2008-01-20 21:47:28 返信 報告

ビックリした︕(笑)約1分違いの投稿でしたね(笑)

私もイントロ好きですよ〜︕(o≧∀≦o)私はあの部分を聴いただけですぐに「⼼を開いて」だってわかります︕(笑)
 でも、この歌は部⻑の仰るとおり、タイトルの「⼼を開いて」はラストのサビに出てくるだけなんですよね。

 なんか珍しい気がします(’u’)
 今⽇はPCの作業をしていたんですか(*^u^*)お疲れさまです︕明後⽇は⼀号を狙っているんですよね♪♪(笑)
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楽しみです〜☆ﾐ 久しぶりの1号期待していますよ︕︕(笑)
明⽇はミキティさんの登場を期待していましょう(*^u^*)

Re:第10弾♡【⼼を開いて】

4181 選択 stray 2008-01-20 21:50:22 返信 報告

皐ちゃん、皆さんこんばんは。

このPVも泉⽔さんの出番が少ないので、キャプシーンが限られてしまい、たいへんだったでしょう。
 外国の海や⼦供を観たいわけじゃないので、”もっと出せよ”と憤慨した記憶があります（笑）。

さて、「⼼を開いて」は織⽥哲郎さんがMi-Ke⽤に書いてボツになったものを
 ⻑⼾⽒が拾い上げたものだということです。ファンから悪⼝ばかり⾔われる⻑⼾⽒ですが、

 私はプロデューサーとしての腕は超⼀流だと思っています。

やはり暑い夏にポカリ飲みながら聞くのが⼀番かもね（笑）。
 あと2⽇、ZARDの代表曲が続くと思うのですが、泉⽔さんは”予定調和”が嫌いだったから、

 皐ちゃんも何かやらかしてくれるかも知れませんね（笑）。

ラストスパートがんばってね︕

Re:第10弾♡【⼼を開いて】

4182 選択 カーディガン 2008-01-20 22:11:16 返信 報告

こんばんは、遅いレスです。

皐さん、今⽇もたくさんのレスですね。嬉しい悲鳴というべきでしょうか︖
 アルバムももうすぐ発売ですね。早いものです。

この曲は、泉⽔さん⾃⾝への応援歌でもあるようですね。
 ⼀般論として、どうしてか不思議と、その⼈にだけは素直になれる⼈っていますね。

 やっぱり忘れられない⼈っているんですよね。
 ＺＡＲＤの曲はいい曲がたくさんあるので、この曲はベスト３ではありませんが、この曲が好きな⼈は多いようです

https://bbsee.info/straylove/id/4147.html?edt=on&rid=4181
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=4181
https://bbsee.info/straylove/id/4147.html?edt=on&rid=4182
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=4182
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/13e5ebb0fa112fe1b31a1067962d74a7.jpg


ね。いろんな⼈に共感を呼んでいる曲なので、今⽇はじっくりと聴いてみました。
この曲が収録されているToday is another dayは、けっこういい曲が多いので、あまり⼼を開いてだけに⼼は向かな
いんですけど、泉⽔さんの思いを受け⽌める意味でも、じっくりと聴こうと思います。

アルバム発売までの加⼯画はあと２⽇ですね。期待しております(^_-)-☆

Re:第10弾♡【⼼を開いて】

4183 選択 ヒツキ 2008-01-20 22:29:17 返信 報告

皐さん皆さんこんばんは
 待ってましたよ＾＾

 「⼼を開いて」
 夏の定番ですね＾＾

 イントロから⼤好きな⼀曲です＾＾
 「あなたの声を聞いていると、とても優しい気持ちになるのよ」は僕も⼤好きですよ＾＾

 泉⽔さんの歌聴いていると優しくなろうと思えますね。

後輩達がカラオケでしていたという会話
 「ヒツキさんがいたら多分歌えないから歌えば︖」

 「いいかな。じゃあ「⼼を開いて」で。」
 「え︖それ知らない…」

 と会話していたそうです。
 「いや、⼀緒にいても歌ってよ。」

 というか、最後の何︖
 「知らないって⾔ったのだれ︖」

 何⼈かが声をそろえて
 「「○○です。」」

 「何でばらすの︕︕︖って⾔うか、知らないって⾔った⼈がいたって⾔わなければ……ごめんなさい、ごめんなさい。
タイトル知らなかったんです︕︕曲は聴いたら解りました︕︕︕︕」

 ヘッドロック＆グリグリに半泣きでした（やりすぎ︖）
 感想と今⽇の報告です（笑）⻑々と失礼しました
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Re:第10弾♡【⼼を開いて】

4184 選択 アキラ 2008-01-20 22:53:34 返信 報告

こんばんわ皐ちゃん、とうとう来ました〜「⼼を開いて」♪
 この曲はZARDのsgの中で⼀番好きな曲です︕イントロ、歌詞、メロディーともう全てが最

⾼の曲ですね＼(~o~)／でも初めて泉⽔さんをテレビで⾒た「IN MY ARMS TONIGHT」
も同じ位お気に⼊りなんですけどね（笑）いよいよ明⽇でラストですね、やっぱあの曲かな
〜(^^♪

Re:第10弾♡【⼼を開いて】

4188 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-01-21 04:35:51 返信 報告

皐さんへ
 今⽇はずっと停電と断⽔で ⼤変遅くなりまして申し訳ありませんでした｡゜ﾟ(>ヘ＜）ﾟ ゜｡ 

 ⼀瞬電気が付いたのですが、投稿できる時間までは待ってくれませんでした...

「⼼を開いて」の作品を拝⾒して寒さが吹き⾶んでしまったようですヽ(*ゝω･*)ﾉありがとうございます♪♪
 私はこの曲を聴く度に『もっと⼼の扉を開いて︕︕出逢う⼈すべて縁のある運命の⼈だから・・・』と教えていただ

いてる気がするのです。
 こうして泉⽔さんのことについて皆さんと⾔葉を交わしていける幸せを⽇々噛み締めていきたいと思います。

 Ｐ・Ｓ 緊張のデビューをさせていただきました・・・

akiちゃんへ
 今⽇は本当に遅くなってしまってごめんなさい ヽ（××ヽ）

 私も思いがけずたくさん⽅からのレスをいただいて とっても嬉しかったです☆
 このあとお礼のレスをしに伺おうと思っておりま〜す︕︕とっても緊張しちゃいました o(>▽<)o

ミキティさんへ
 所⻑さんの時代劇出演のお話を聞かれたら ぜひ私にも教えて下さいネ(*＾Ｕ‘*）⌒☆★楽しみに待っておりま〜

す︕
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ヒツキさんへ
先輩だけでなく後輩さん達にも洗脳されていらっしゃるようで 素晴らしいですね〜☆

 

Re:第10弾♡【⼼を開いて】

4192 選択 pine 2008-01-21 12:53:04 返信 報告

皐さん みなさん こんにちは

皐さんへ
 「⼼を開いて」は優しい気持ちになれますね。この年になってもまだ⼈⾒知りが治らなくて困ってるのですが、この

曲を聞くと「がんばれ︕」って励まされる気がします。
 ＞チョコンと座った後ろ姿が可愛くて好きなんです…

 いつも思うのですが、どうして外国の⼦供はこんなに絵になるんでしょうねぇ…
 「フォトグラフ」の返信の返信です。

 ＞「フォトグラフ」が流れるまで起きていられますように☆ﾐ
 この⽇、絶対に「フォトグラフまで⾏き着かない」⾃信満々だったので、まずフォトグラフを聞いてから１曲⽬に戻

って聞きました。予想通り２曲⽬までしか記憶にありません。(>_<)(寝つき良すぎですねぇ） 泉⽔さんに「⼀⽣懸
命歌ってるんだからちゃんと聞いてね︕」ってお叱りを受けそうです。

xs4pedさんへ
 こんにちは。こちらこそ以前レス頂いていたのに、初投稿の緊張と興奮で⼤変失礼いたしました。そのくせ、xs4ped

さんの画像や映像をこっそり拝⾒させていただいておりました。遅くなりましたがお礼申し上げます。今後ともよろ
しくお願いいたします。m(^_^)m

megamiさんへ
 ⼀⽇中停電＆断⽔だったようですが、その後は⼤丈夫ですか︖でも、⼀瞬付いた電気で「投稿」を考えられるとは…

染まっておられますね。

ミキティさんへ
 先⽇は中華まんご馳⾛様でした。それが脳裏に焼きついていたのか、⾷い意地が張っているのか、その⽇、豚まんの

⼤⾷い⼤会に出場している夢を⾒ました。１８個平らげて「もう⾷べられへん〜」と⾔ったところで⽬が覚めまし
た。
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ミキティさんが紹介されていた顔⽂字サイト⾒ました。いっぱいあるんですねぇ。びっくり∑o(*'o'*)o お若い⽅の
ようにうまく使えませんがチャレンジしてみますね︕

お礼です

4057 選択 yan 2008-01-19 06:22:04 返信 報告

みなさま、お久しぶりです、yanです（もうお忘れかも知れませんが）

いつもこのZ研で貴重な画像や情報、ステキな加⼯画像などをいただいているので、お礼に「promised you ピアノと弦楽四
重奏ver.」を作りました。

よかったら聴いてみてくださいm(__)m

http://www.filebank.co.jp/wblink/3ffa0f8d111d0cc8604d1736b658d788

ふたつありますが内容はどちらも同じです。
 wavファイルのほうは⾳質がいいです。

 といっても少しの差なのでHDに余裕がなければmp3でも⼗分だと思います。
マスタリングしてないので普通のCDなんかより⾳が⼩さいのでボリューム上げ⽬で聴いてみてください︕

P.S.
 いよいよ今⽇は神⼾公演です︕楽しんできます︕

ブラボー︕︕

4058 選択 stray 2008-01-19 09:16:35 返信 報告

yanさん、こんにちは、お久しぶりです︕

素晴らしい︕ブラボー︕︕（スタンディングオベーションのつもり）
 こ、これは⼀体、どうやって…

 間奏のアレンジもお⾒事。演奏も素晴らしいです︕
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このBBSで⾳楽が流せるなら迷わず「Ｚ研テーマソング」に決定ですよ︕︕（笑）
いやぁ、嬉しいなあ。どうもありがとうございます、⼤事にしますね。

神⼾公演、楽しんできて下さい︕

Re:お礼です

4059 選択 Ｔ２８◆HLV594mjiY 2008-01-19 10:05:38 返信 報告

yanさん、おはようございます。
 もちろんお名前は憶えています。が、直レスが初めてだったかを忘れてしまいました（汗）。

 なので⼀応、はじめまして︕<(_ _)>

DLさせて頂きました。
 早速、聴かせて頂いて、感動しました。

 震えがきたし、⽬頭が熱くなりました。
 素晴らしいです。私もスタンディングオベーションです（笑）。

いつでも聴けるように、⼤事にしますね。
 どうもありがとうございました。

 

Re:ありがとうございます︕︕︕

4071 選択 皐 2008-01-19 12:52:33 返信 報告

こんにちは︕
yanさんのお作りになった「promised you ピアノと弦楽四重奏ver.」ですが…

 なんて素晴らしいんでしょう︕︕(o≧∀≦o)
 所⻑と部⻑に続いて、同じくスタンディングオベーションですよ︕☆ﾐ

 すっかり聴き⼊ってしまいました︕最後の終わり⽅も素敵ですね(≧ω≦｡)
 ドラマの挿⼊歌になっていても、おかしくはない出来です!!

本当に感動しますね〜(︔∀︔)ありがとうございます︕私も⼤切にしますね(*^u^*)

P.S.本⽇は神⼾公演のようですね︕楽しんできてください(o≧∇≦o)
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Re:お礼です

4096 選択 S424 2008-01-19 19:38:57 返信 報告

yanさん。はじめまして。ZARD研究所の皆さんお久しぶりです。
 yanさん，DLして聴きましたよ︕

 私も皆さんと同じようにスタンディングオベーションで拍⼿ですね。すばらしい作品を掲載していただきありがとう
御座いました。

素晴らしい〜☆

4103 選択 megami◆9SRngiiMNQ 2008-01-19 21:04:54 返信 報告

yanさん はじめましてmegamiと申します。

ブラボー☆ブラボー☆私も皆さんと同じく⼤拍⼿でスタンディングオベーションです︕︕とっても素晴らしい演奏で
す。

 どうもありがとうございましたヽ(●>∀<●)/

今⽇の神⼾公演へ⾏かれた感想もぜひ教えて下さ〜い︕よろしくお願い致します。

Re:お礼です

4111 選択 アネ研◆uvPzH8.dvc 2008-01-19 22:14:36 返信 報告

こんばんは、yanさんはじめまして、アネ研といいます。

始まりはおとなしい感じなのかなっと思いましたが、ウー、ブラボー、ブラボー︕︕です。
 ２つとも⼤切にして、⾏き詰まったら聴かせてもらいます。♪♪

Re:お礼です

4131 選択 xs4ped 2008-01-20 01:37:32 返信 報告

yanさん、はじめまして。
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DLさせて頂きました。
私も皆さんと同じようにスタンディングオベーションで拍⼿ですね。(笑)

 ⼤変感動しました。v(^_^v)♪

みなさん、ありがとうございます︕

4133 選択 yan 2008-01-20 02:32:04 返信 報告

みなさん、あたたかいレスありがとうございます(^^)
 喜んでいただけて何よりです、これもひとえに原曲が素晴らしいおかげです。

>strayさん

スタンディングオベーションとは恐縮です︕（汗）

>こ、これは⼀体、どうやって… 
 間奏のアレンジもお⾒事。演奏も素晴らしいです︕

全てPCとシンセサイザーで作りました。ピアノパートは⾃分で弾いてます（何⼗回と録り直しましたが…）。
 感想は僕も気に⼊ってます(^^)「with you」をどうしようか悩みましたが（笑）

>このBBSで⾳楽が流せるなら迷わず「Ｚ研テーマソング」に決定ですよ︕︕（笑）

最⼤級のほめ⾔葉です︕ありがとうございます︕︕

>T28さん

こんばんは、ご活躍は存じておりますが直接のやり取りは初めてですね。こちらこそよろしくお願いしますm(__)m

>震えがきたし、⽬頭が熱くなりました。

そこまで⾔っていただけるとは作ったかいがありました。
 素材がいいからですけどね（笑）

>皐さん

皐画伯にお褒めいただけるとは光栄です☆

>ドラマの挿⼊歌になっていても、おかしくはない出来です!!
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ドラマの挿⼊歌ですかっ︕やっぱ⼟曜ワイド…︖

皐さんもリクメモのカウントダウン企画すごいですね︕
 どれもこれも泉⽔さんの優しさが伝わってきます☆

 あと三⽇がんばってください︕

>S424さん

はじめまして、今後ともよろしくお願いしますm(__)m
 お褒めいただきありがとうございます(^^)

 今もう⼀曲つくっているものがあるので出来たらまた聴いてくださいね♪

>megamiさん

はじめまして、megamiさん︕
 megamiさんに聴いていただけたとは、僕も海外デビューですね〜(笑)

神⼾公演すばらしかったですよ︕
 ネタバレになるのであまり詳しくは書けませんが、ファンはもちろんメンバーの⽅たちがZARDをリスペクトしてい

ることがすごく伝わってきました。
 歌いながら演奏したり、退場の際スクリーンの泉⽔さんに深く頭を下げて退場される出演者もおられました。

途中ちょっと感傷的になりそうでしたが、最後はいつもどおりあの曲をみんなで⼤合唱してもう最⾼に楽しかったで
す︕

 きっと泉⽔さんも来てたはずです(^^)

>アネ研さん

はじめまして、アネ研さん。
 気持ちを込めたらやっぱり盛り上がっちゃいました(笑)

>２つとも⼤切にして、⾏き詰まったら聴かせてもらいます。♪♪

ありがとうございます(^^)これを聴いて元気を出していただければ幸いです♪

>xs4pedさん



スタンディングオベーションに拍⼿までしてありがとうございます︕
いつもステキな画像をいただいているお礼です(^^)

 これからもよろしくお願いしますね︕

ｙａｎさんへ

4135 選択 megami◆9SRngiiMNQ 2008-01-20 04:07:47 返信 報告

⾳楽家のyanさんこんばんは☆今⽇は時差がありがたいで〜す︕︕
 > 神⼾公演すばらしかったですよ︕ 

 お帰りなさい︕素晴らしい公演の様⼦を教えて下さってありがとうございました〜︕︕
 遠くてどうしても会場へ⾏くことができないので 今か今かとyanさんのことをお待ちしておりました☆

  
> 途中ちょっと感傷的になりそうでしたが、最後はいつもどおりあの曲をみんなで⼤合唱してもう最⾼に楽しかった
です︕ 

 > きっと泉⽔さんも来てたはずです(^^) 
 お話を伺えただけでウルウルです︕︕本当にありがとうございましたo(>▽<)oきっと泉⽔さん来られてましたね︕︕

Ｐ・Ｓ また次の作品を作られているそうですね︕期待しておりま〜す☆ 

素敵な作品ありがとうございます︕

4138 選択 PAN 2008-01-20 09:37:21 返信 報告

yanさんはじめまして︕
 この度は「promised you ピアノと弦楽四重奏ver.」ありがとうございます︕

 ピアノパートはご⾃⾝で演奏されているとのことで、有名なクラシックを鑑賞して
 いるような、すごく感動的な気分になりました。

 最初はMP3版をDLして聴いていたのですが、すぐにWAV版もDLさせていただきました。
 毎⽇でも聴かせていただこうと思います︕

 P.S
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神⼾公演、素晴らしかったようで良かったですね︕
yanさんの感動が伝わってきて、こちらも嬉しいです︕

 

DLしました

4140 選択 ALIL.1967 2008-01-20 09:52:32 返信 報告

yanさんへ

演奏きかせていただきました。ありがとうございます︕
 繰り返しきいてます。

Re:お礼です

4144 選択 れお 2008-01-20 12:14:38 返信 報告

yanさん、はじめまして

何やら素晴らしい作品があると聞きまして、早速DLさせていただきました。
 もう感激の⼀⾔です、⼤好きな曲でして本当に有難うございます。

 それでZARD partyの”〜ようこそZARD partyへ〜”をクリックすると流れるように設定させていただきました。
 それと私⾃⾝のブログにも…

本当に有難うございました。嬉しくて仕⽅がありません!(^^)!
 尚、不都合がありましたら直ぐに訂正いたします。

追伸
リンクの貼り⽅が解らずBBS、ブログのURLが貼れなくてスミマセン。

〜感謝〜

またまたありがとうございます

4153 選択 yan 2008-01-20 14:04:17 返信 報告
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megamiさんへ

ありがとうございます☆
 次の作品はかなりスケールが⼤きく、いつになるかわかりませんが気⻑にお待ちいただければと思います。

PANさんへ

PANさんはじめまして。

>有名なクラシックを鑑賞しているような、すごく感動的な気分になりました。

ありがとうございます︕ZARDの曲はメロディーがしっかりしているのでいろんなアレンジの可能性があると思いま
す。

ALIL.1967さんへ

はじめまして、ALIL.1967さん。

>いまMACで繰り返しきいてます。

とても嬉しいです♪苦労したかいがありました。
 これからもよろしくお願いします(^^)

れおさんへ

はじめまして、れおさん。

>それでZARD partyの”〜ようこそZARD partyへ〜”をクリックすると流れるように設定させていただきました。 
 それと私⾃⾝のブログにも…

ありがとうございます︕光栄です︕
 ZARD partyはひそかに覗いているので知っているのですが、れおさんのブログは⾒たことないので教えてほしいで

す。

URLはコピペするだけでよいのだと思うのですが…︖
 また教えてくださいね♪

 

Re:お礼です



4157 選択 ミキティ 2008-01-20 14:58:02 返信 報告

yanさん はじめまして（＾－＾）

 とても素晴らしい作品があるとお聞きしてきました。
 混んでいたり メディヤプレーヤーの不調で(>_<)なのですが 早く直していち早く作品をお聞きしたいです。

  これからも宜しくお願いします。

Re:お礼です

4159 選択 チョコレート 2008-01-20 15:45:15 返信 報告

yanさん、はじめまして。チョコレートと申します。
 「promised youピアノと弦楽四重奏ver.」聴かせていただきました︕

 素晴らしい︕ブラボー︕ブラボー︕私はこの曲が⼤⼤⼤⼤⼤好きなんです。
 実は、⾃分でもこの曲を弾いてみたいと思っていて、楽譜があるのかな︖と探してみたのですが・・⾒つかりません

でした。yanさんはもしやご⾃分で譜⾯を作られたのでしょうか︖︖それとも存在するのでしょうか︖
 演奏も素晴らしいですね。涙が出ました。泉⽔さんもきっと喜ばれると思います。

 次の作品もぜひ聴かせてくださいね。楽しみにしております。ありがとうございました︕

「時間（とき）の翼」オフィシャルピアノ&ヴォーカル譜⾯集

4166 選択 stray 2008-01-20 17:36:42 返信 報告

チョコレートさん、こんばんは。

お医者さんごっこは遠慮しておきます。「お腹⿊いですね〜」って⾔われると困るので（笑）。
 「promised you」の楽譜は、たぶんこの中にあると思います。

 あいにく私は持っていませんので確認しようがないのですが（笑）。
 （現在も品切れ状態のままで購⼊不可です）

yanさん、こんばんは。
 ピアノはご⾃分で、あとはPCですか︕︕
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どっちもすごいことですね、いやぁ、素晴らしいです。
⾃作も期待しておりますので（笑）。

またまたコメントありがとうございます〜

4187 選択 yan 2008-01-21 01:36:32 返信 報告

ミキティさん、はじめまして(^^)

メディアプレーヤーが不調のようで残念ですが、直ったらぜひ聴いてみてくださいね♪
 気に⼊っていただけるといいのですが。

 こちらこそよろしくお願いいたしますm(__)m

チョコレートさん、はじめまして(^^)

喜んでいただけて何よりです☆
 僕もこの曲は泉⽔さんの優しさがあふれていて⼤好きです。

strayさんが楽譜を紹介して下さっていますが⼊⼿困難なようです。
 コンサート会場で楽譜の販売もあったようなのですが、時間の翼があったかどうか確認してないんです。すいません

m(__)m

僕もZARDの楽譜は「永遠」と「SUN & STONE」のバンドスコアしか持ってません。
楽譜を書いたわけではないですが、今回の曲は全部⾃分でアレンジしました。

もしどうしても⼿に⼊らないという場合は出来る限りご協⼒したいと思いますのでご相談ください。

strayさん、いつも深夜に失礼しますm(__)m

楽譜の紹介ありがとうございました。
 ファイルバンクのダウンロード数を⾒て⽬が⾶び出そうになりましたが（笑）、ひるまず次もがんばりたいと思いま

す。

ネコ好きの皆さんへ

https://bbsee.info/straylove/id/4057.html?edt=on&rid=4187
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=4187


4079 選択 stray 2008-01-19 14:54:42 返信 報告

アキラさん、かずさん、毎⽇とってもかわいいネコちゃんの写真ありがとうござます。

「ネコ度鑑定」なるサイトです（笑）。鑑定してもらってください。
 http://yan-cocktail.sakura.ne.jp/kanteilabo/2/

Re:ネコ好きの皆さんへ

4084 選択 かず 2008-01-19 16:11:24 返信 報告

所⻑さん、ありがとうございます。
 さっそくやってみました。

 かずは５９０でしたよ。１０００に満たないのでそう⾼くないようです。

Re:ネコ好きの皆さんへ

4098 選択 アキラ 2008-01-19 20:15:56 返信 報告

こんばんわstrayさん、⾯⽩いサイトのご紹介ありがとうございます(^^♪早速試してみたら私は８８０でした︕かず
さんに勝てて嬉し〜＼(~o~)／

Re:ネコ好きの皆さんへ

4100 選択 stray 2008-01-19 20:28:08 返信 報告

かずさん、アキラさん、こんばんは︕

別スレですが、ミキティさんは１０１０％だそうです（笑）。
 http://bbsee.info/straylove/id4070.html#a4087

ちなみに私は、「180にゃ〜ん♪」（笑）。
 ⽝派なので、たいへん申し訳ないです（笑）。
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Re:ネコ好きの皆さんへ

4122 選択 カーディガン 2008-01-19 23:51:26 返信 報告

所⻑様、アキラさん、かずさん、みなさん、こんばんは。

私のネコ度は、780にゃ〜ん、でした。
 いくら猫が好きでも⿂が野菜や⾁よりも好きということはありませんけど・・・。

猫のように狭いところが好きということもないんですけど・・・。

猫は好きですし、⽝も好きですね。

次は「イヌ度鑑定」をしたいと思います（笑）

Re:ネコ好きの皆さんへ stray様

4125 選択 ｍｆ 2008-01-20 00:37:13 返信 報告

ジャックラッセルテリアのモカです 
 すごい癇癪持ちですが ・・・

 

Re:ネコ好きの皆さんへ 

4127 選択 ｍｆ 2008-01-20 00:48:14 返信 報告

愛猫のダイマリです 歴代雌の猫はマリとなずけていましたが メスなのに５ｋ以上あるので ⼤マリです

私は710ニャンでした
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Re:ネコ好きの皆さんへ 

4128 選択 ｍｆ 2008-01-20 00:52:31 返信 報告

若い頃の⺟とトラ君です ２２年前ですね この猫は⾏⽅不明に なりました

Re:ネコ好きの皆さんへ 

4130 選択 ｍｆ 2008-01-20 01:07:01 返信 報告

野良猫なのですが 餌を与えていたウシです ある⽇急に
 家に来なくなりました

Re:ネコ好きの皆さんへ
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4143 選択 かず 2008-01-20 12:06:49 返信 報告

ウチにもたくさんの猫が来ては去っていきました。
 

Re:ネコ好きの皆さんへ

4149 選択 ｍｆ 2008-01-20 12:56:05 返信 報告

家に来ていた猫と 愛⽝です 愛⽝4125の写真でしたが狩猟雑誌への投稿とupを間違っ
ていました すいませんでした

Re:ネコ好きの皆さんへ  カズさんへ

4186 選択 ｍｆ 2008-01-21 00:21:18 返信 報告

私の家でもいろいろな猫が来ては去っていくその繰り返しです ⼀番⻑くいる猫は 三⽑猫で8年私の家にいます

REQUEST BEST CM 改定前と後

4173 選択 ALIL.1967 ◆0Ztcm5OtiI 2008-01-20 18:25:57 返信 報告

改定前の『DAN DAN ⼼魅かれてく』⼊です
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Re:REQUEST BEST CM 改定後

4174 選択 ALIL.1967 ◆0Ztcm5OtiI 2008-01-20 18:27:21 返信 報告

『DAN DAN ⼼魅かれてく』が除かれて，ライブバージョンの⽇付も除かれてます
 

Re:REQUEST BEST CM 改定後

4185 選択 atti 2008-01-21 00:00:30 返信 報告

ALIL.1967さん、こんにちは。

⼤阪フェスの記述を直しているので、⾳源は、武道館のものなのですかね︖。

本⽇、オリジナル特典⽬当て、⼭野楽器にて予約してきました。

そのため、2/6〜の「17th Anniversary ZARD 〜beautiful memory〜」の銀座へ⾏かないと(爆)

みなさん気づいてましたか?
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4160 選択 KOH 2008-01-20 15:49:26 返信 報告

JCDのCMでは修正されていましたよ!!
 CDTVはそのままだった・・(^_^;)

 http://www.filebank.co.jp/wblink/224550c9f36de69accff106ca6ab724b

Re:みなさん気づいてましたか?

4161 選択 KOH 2008-01-20 16:44:11 返信 報告

既出でしたね!!(^_^;)
 すいませんでした︕︕

JCD

4168 選択 ALIL.1967 2008-01-20 17:44:59 返信 報告

JAPAN COUNTDOWN って⾔う番組ですよね。これ知らなかったです。COUNTDOWN TVのCMも訂正されてまし
た。#4141にUPしてあります。

  KOHさんのアップしてくれたのと#4141を今⽐べてみました。動画保存の過程かチューナーの違いなのか，おなじ
液晶モニタの上で，⿊の⾊調が異なってます。#4141の⽅が薄くなってるみたいです。

Re:JCD

4172 選択 KOH 2008-01-20 18:17:32 返信 報告

ALIL.1967さんこんばんは︕

COUNTDOWN TVのCMも訂正されてました。#4141にUPしてあります。
 地域によってCMパターンが違うんでしょか??

>  KOHさんのアップしてくれたのと#4141を今⽐べてみました。動画保存の過程かチューナーの違いなのか，おな
じ液晶モニタの上で，⿊の⾊調が異なってます。#4141の⽅が薄くなってるみたいです。 

 あ、ほんとですね︕ALIL.1967さんの⾔う通り、2つのどちらかの可能性が⾼いですね。
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Re:JCD

4175 選択 ALIL.1967 2008-01-20 18:51:38 返信 報告

> 地域によってCMパターンが違うんでしょか?? 
 CMって電波を出してる放送局が独⾃に⼊れてるんだと思います。

 MU-GENをCATVの千葉テレビで⾒てると千葉県内なら効果のある CMが多く流れてます。他の地域でも独⾃のCM
と思います。

「Ｚ」の⽂字

4134 選択 ＨＤｋＺ 2008-01-20 03:01:43 返信 報告

ＺＡＲＤ名付け親の⻑⼾さんて、Ｚっていう城下町出⾝でＺ⾼校卒ですよね︖「Ｚ」の⽂字に思い
⼊れあるのだろうか︖（結構、出⾝地というのを重く考えている⼈らしいので）

Re:「Ｚ」の⽂字

4136 選択 stray 2008-01-20 07:58:57 返信 報告

ＨＤｋＺさん、はじめまして︕

⻑⼾さんは「滋賀県の⼤津市出⾝で、地元のＦＭ滋賀の取締役を務めている」と
 私は理解してましたが…。

”ザ⾏で始まるバンド名はロックっぽいので””特に意味はない”と泉⽔さんは語っております。

Re:「Ｚ」の⽂字
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4139 選択 ＨＤｋＺ 2008-01-20 09:41:19 返信 報告

こちらこそ初めましてデス。いきなり失礼致しましたm(_ _)m

ええ、そうです、⼤津市の膳所（ＺＥＺＥ）出⾝ですよね〜
 というか、同郷なんですよね。戦時中、うちで作った⼤根を⻑⼾家に差し⼊れたとかなんとか、うちの親が⺟上様に

ＣＤもらったとか、あるみたいで。。

で、「Ｚ」の⽂字、ずっと気になってたので何かヒントが得られるかなぁと。Ｂ’ｚにも⼊ってますし、ご本⼈は⾃
称・近江商⼈ということで、故郷を強く意識していらっしゃいますので（KANONJIやROCKAKUなどのプロデューサ
ー名義も同じく故郷絡み）

本当のところは本⼈確認しかないとは思いますけれども…

Re:「Ｚ」の⽂字

4167 選択 stray 2008-01-20 17:41:35 返信 報告

ＨＤｋＺさん、こんばんは。

⼤津市の膳所（ＺＥＺＥ）と⾔われても、ローカルな話題なのでついていけませんが（笑）、
 Ｂ’ｚ、ＺＹＹＧ、ＺＡＲＤ、と３つもあるので、ＨＤｋＺさんの説は有⼒ですね︕

 泉⽔さん⾃⾝「あまり意味はない」と仰ってますが、
 ⻑⼾⽒の思い⼊れに気づいていないだけかも知れません。

トリビアな情報、どうもありがとうございました︕

Re:「Ｚ」の⽂字

4171 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-01-20 18:14:16 返信 報告

ＨＤｋＺさん、こんばんは、はじめましてアネ研といいます。
 Zのコアな情報ありがとうございます。

 私はZARDと千葉の関係を追ってる者ですが、ZARDと⾔っても、⻑⼾⼤幸⽒の情報も不可⽋です。
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もし⻑⼾さんと千葉の接点がなにかありましたら、是⾮ご⼀報ください。その先は、調査させてもらいます。宜しく
お願いします。

●●CD改訂CF●●

4141 選択 ALIL.1967 2008-01-20 09:54:45 返信 報告

http://www.filebank.co.jp/wblink/5e5b2a895b39e48d716485bd4caf5859
  

CF訂正されたようです。from countdowntv

Re:●●CD改訂CF●●

4170 選択 stray 2008-01-20 17:53:18 返信 報告

ALIL.1967さん、こんばんは。

いつもありがとうございます。
 ようやくCF訂正されましたね︕（笑）。

 DAN DAN…を削除しただけのようですが、流れすぎたので幻のCMには成らず。残念でした（笑）。
 

ARTIST RIQUEST

4132 選択 KOH 2008-01-20 01:54:34 返信 報告

皆さんこんばんは!
 今回はLive Verの⾳源を使っている物だけあげました。

http://www.filebank.co.jp/wblink/9fd6261f1dfcdcecc358536c2e8ef900
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君がいない 永遠 揺れる想いです。

Re:ARTIST RIQUEST

4137 選択 stray 2008-01-20 09:30:43 返信 報告

KOHさん Oha!
 あれ︖神⼾に潜⼊してたんじゃないの︖（笑）

 Artist Request の映像いただきました︕
 いつもどうもありがとうございます。

 

Re:ARTIST RIQUEST

4142 選択 PAN 2008-01-20 10:42:32 返信 報告

KOHさん、おはようございます︕
 早速、ダウンロードさせていただきました。

 いつもありがとうございます︕
 

Re:ARTIST RIQUEST

4145 選択 皐 2008-01-20 12:23:26 返信 報告

「Artist Request」の映像ありがとうございますね(o^∇^o)
 早速DLさせて頂いています︕

 本当にいつも助かります(*^u^*)これからも期待していますね♪
 

Re:ARTIST RIQUEST

4150 選択 KOH 2008-01-20 13:11:28 返信 報告

所⻑、PANさん、皐ちゃんこんにちは︕
 > KOHさん Oha! 
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> あれ︖神⼾に潜⼊してたんじゃないの︖（笑） 
皆さんに喜んでもらえて良かった!!

 近県のコンサート、できれば⾏きたかったんですけど・・。
 ⼤阪の最終⽇25⽇⼀点に賭けます︕（笑）
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. オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [4082]●●● AL『永遠』店頭⽤PV ●●●(1) [4009]WEZARD.net 特設サイトオープン!!(7) [4123]台湾サイト更新・・(0) [40
70]第9弾♡【フォトグラフ】(36) [4099]コナン映画「14番⽬の標的」へのコメント(5) [4025]ワクワク(*^_^*) 第８弾(14)
[4065]坂井さんのカメラ(2) [4035]第8弾♡【新しいドア〜冬のひまわり〜】(16) [4055]megamiさんへ(1) [4046]●●MU-GEN

20080116●●(0)

新しい話題を投稿する

« 47 46 45 44 43 42 41 40 39 »

●●● AL『永遠』店頭⽤PV ●●●

4082 選択 stray 2008-01-19 15:38:54 返信 報告

チョコレートさんからの（暗黙の）リクエストにお応えして（笑）、
 アルバム『永遠』店頭⽤PV をアップします。

皐ちゃんの12作連続もアルバム『永遠』からの選曲が多いですね。
 「Brand New Love」には、ニューヨークでの”けばい”泉⽔さんが⼀瞬ですが映ります。

 

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧

javascript://
javascript://
https://bbsee.info/straylove/rss_messages.rdf
https://bbsee.info/roomlock.php?leaving=straylove
http://bbsee.info/newbbs/
javascript://%E6%8A%95%E7%A8%BF%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%92%E9%96%8B%E3%81%8F
https://bbsee.info/straylove/140.html
https://bbsee.info/straylove/47.html
https://bbsee.info/straylove/46.html
https://bbsee.info/straylove/45.html
https://bbsee.info/straylove/44.html
https://bbsee.info/straylove/42.html
https://bbsee.info/straylove/41.html
https://bbsee.info/straylove/40.html
https://bbsee.info/straylove/39.html
https://bbsee.info/straylove/1.html
https://bbsee.info/straylove/id/4082.html
https://bbsee.info/straylove/id/4082.html?edt=on&rid=4082
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=4082
https://bbsee.info/straylove/manage/
https://bbsee.info/straylove/rules/
https://bbsee.info/straylove/slideshow/
https://bbsee.info/straylove/album/
https://bbsee.info/straylove/list/
https://bbsee.info/straylove/


http://www.filebank.co.jp/wblink/e9f49ce06dfa241201017c67150c7245
（56MのWMV、期間限定1/30まで）

チョコレートさん、こんにちは︕
 「フォトグラフ」単独でのPVはありません。このPVに10秒程度あるだけです。

 アルバムPVは Le Port に収録されていないので、私の気が向いた時にアップしますので（笑）。

Re:●●● AL『永遠』店頭⽤PV ●●●

4146 選択 チョコレート 2008-01-20 12:27:03 返信 報告

所⻑さん、こんにちは︕チョコレートです。
 暗黙(?)のリクエストにお応えいただいてありがとうございます︕︕

 昨⽇は混んでいてDLできませんでしたが、先ほどやっと⾒ることができました。すごい︕素晴らしい︕ワンダホー︕
 こんな映像、どうして持ってるんですか〜︖すごすぎ。

 感動です。それにしても、アルバム「永遠」は名盤であると思いました。
 もっともっといろいろ書きたいのですが、娘が遊んでーっ︕とまとわりついて、これ以上は無理そうです。また出直

します。
 私にレスいただいた皆さん、また後ほど改めてごあいさつに伺います。

 お医者さんごっこの患者役、誰か変わってほしいです・・・。

WEZARD.net 特設サイトオープン!!

4009 選択 xs4ped 2008-01-18 09:01:21 返信 報告

皆さん、おはようございます。

WEZARD.net更新されております。
 特設サイトオープン!!
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Goods詳細情報等が公開されています。
http://what-a-beautiful-memory.com/wabm2008_02.html

Re:WEZARD.net 特設サイトオープン!!

4016 選択 stray 2008-01-18 13:00:46 返信 報告

xs4pedさん、こんにちは。

いよいよ明⽇、神⼾公演ですね︕
 前々⽇アップは遅すぎるくらいですが（笑）、リクエストベストのページでは、

 何曲か視聴できるようになってます。
 ピアノ伴奏による「少⼥の頃に戻ったみたいに（’07 Live Ver.）」はいいですね〜。

 http://what-a-beautiful-memory.com/request.html

今回のグッズは今ひとつじゃありません︖

Re:WEZARD.net 特設サイトオープン!!

4045 選択 xs4ped 2008-01-18 22:30:03 返信 報告

strayさん、こんばんは。

> いよいよ明⽇、神⼾公演ですね︕

先発組は、ドキドキ状態でしょうね。(^.^)

> ピアノ伴奏による「少⼥の頃に戻ったみたいに（’07 Live Ver.）」はいいですね〜。
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感動しました。
発売が待ち遠しいですね。(^.^)

  
> 今回のグッズは今ひとつじゃありません︖

微妙なところでしょうか︖
 ポスター30枚セットで個別販売有りというのは嬉しいです。

 お気に⼊りのショットがあれば購⼊したいと思います。
 ※個別販売の場合、1枚1,000円での販売となります。

オルゴール"揺れる想い"ver.の販売が無いのは何故でしょうね︖
 会場で購⼊しようかなと思って、通信販売で購⼊していないので、(⾦銭的な都合もあって)ショックです。(涙)

ポストカードセットはグロリアスマインドは⼊っていないんでしょうかね︖
 ツアーでは追加されるかと思って、通信販売では購⼊しなかったのですが・・・

マフラー（ブラック）はどうしようかな︖
 寒冷地⽅なので購⼊しようかな。

 ※1/19神⼾公演より再販開始、売り切れたところで販売終了となります。
 もし神⼾公演で完売したらそれで終了ってこと︖

2004年"What a beautiful moment Tour"の
 パンフレットは増刷し過ぎて余ってるのかな〜︖

PS.
 昨⽇、Tourグッズ届きました。（*^_^*）

 クリスタルペーパーウェイトは⼤変気に⼊りました。

少⼥の頃に戻ったみたいに

4049 選択 ALIL.1967 2008-01-18 23:00:04 返信 報告

xs4pedさんこんばんは
  私のところにもfan club のtourグッズきました。
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 ペンケースを⼿に⼊れて消しゴム付のアメリカンな鉛筆持ち歩こうと思います。

strayさん
  １９９８年ですか『少⼥の頃に戻ったみたいに』youtubeでもみてみました。タイアップのコナンくん映画のED

が．．．
 ttp://jp.youtube.com/watch?v=UQzHVol-Nt8

 しかも，映画の舞台は海ほたる，ではなく，アクア・クリスタル（＜ー2006 GOLDEN BESTの特典DVDで⽿にした
単語かな）。かなりまえから泉⽔さんは東京湾アクアラインに着⽬していたのでしょうか。

 

Re:少⼥の頃に戻ったみたいに

4062 選択 stray 2008-01-19 10:50:43 返信 報告

ALIL.1967さん、こんにちは

MUGENの映像ありがとうございました︕
 コナン映画のEDですが、さすがにコナンを⾒に映画館に⾏ける歳じゃないので（笑）、

 初めて⾒ました。アクアラインですねぇ、対岸（⽊更津）に憧れていたのでしょうか︖（笑）

Re:少⼥の頃に戻ったみたいに

4075 選択 xs4ped 2008-01-19 14:05:33 返信 報告

ALIL.1967さん、こんにちは。

>１９９８年ですか『少⼥の頃に戻ったみたいに』youtubeでもみてみました。タイアップのコナンくん映画のED
が．．．

以前、この映像はyoutubeで⾒たのですが、コナンの映像と歌だけかと思い、直ぐに引き返してしまいアクアライン
の

 映像は⾒逃してしまいました。(笑)
 紹介して頂きありがとうございます。

PS.
 MUGENの映像もありがとうございました。

https://bbsee.info/straylove/id/4009.html?edt=on&rid=4062
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=4062
https://bbsee.info/straylove/id/4009.html?edt=on&rid=4075
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=4075


 こちらは今⽇、放送予定です。

Re:少⼥の頃に戻ったみたいに

4126 選択 ALIL.1967◆8yVig1iFGc 2008-01-20 00:38:01 返信 報告

xs4pedさん こんばんは。
  

> 以前、この映像はyoutubeで⾒たのですが、コナンの映像と歌だけかと思い、直ぐに引き返してしまいアクアライ
ンの 

 > 映像は⾒逃してしまいました。(笑) 
  研究熱⼼な坂井泉⽔さんですから，ご⾃分の歌と⼀緒に流れる映像をみて東京湾に架かる橋にずいぶん関⼼があっ

たのでは。きっと映画の当時に実際に海ほたるを訪問されているはず。『よく⾏った海岸通り』で建設中のアクアラ
インも⾒ているのではと思います。

  
> MUGENの映像もありがとうございました。 

 > こちらは今⽇、放送予定です。 
 MU-GENもそうですが，放送される前に少しでも早く⾒たい⽅もいらっしゃるということで，UPしてみたいと思いま

す。放送を⾒てからDLもありですのでよろしく。

strayさんへ
 １４番⽬の標的のパンフレットありがとうございます。ご⼦息へのご褒美は何にしましょう。

１４番⽬の標的は⼀度だけ地上波で放送されたようです（ウィキペディアによる）。コナン映画はレンタルDVDで⾒
れるようですね。CSならキッズステーションというチャンネルで劇場版コナンが放送されることがあります。坂井さ
ん，研究熱⼼で気にかかったことを（他者から⾒れば些細なことに⾒えても）ずっと覚えていてチャンスがあると作
品中に織り交ぜていらっしゃるように感じます。映画とEDの歌詞がシンクロしていると⾔ったら良いのでしょうか。
いつもながら，⾒事です。

 

Re:少⼥の頃に戻ったみたいに

4129 選択 atti 2008-01-20 01:05:08 返信 報告
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ALIL.1967さん、こんにちは。

> １４番⽬の標的は⼀度だけ地上波で放送されたようです 
 息⼦が録画したものが、HDDレコに格納されているのですが、先⽇確認したところ、最後が切れていました。←時間

設定を間違えた︖

ドラゴンボールGTも単品発売になるので、こちらも・・・。↓記事参考。

http://atti.jugem.cc/?eid=1440

台湾サイト更新・・

4123 選択 atti 2008-01-20 00:23:29 返信 報告

皆さん、こんにちは。
 神⼾のコンサートは終了したようですね。

以前、紹介しました台湾サイトが更新されています。
 Topページの写真はDownloadしましょう。

 750*664サイズです。

ps.WEZARDのTOPが更新した際に、ページ保存していましたが、今⾒ると、TOPが画像は保存されいなかった。
 Javaスクリプトのためかな・・・

皆さんは、保存などしています︖

モデム巡回の頃は、巡回保存して後から⾒るなどしていたのだが。何か良い⽅法はありますかね。

http://atti.jugem.cc/

第9弾♡【フォトグラフ】
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4070 選択 皐 2008-01-19 12:45:41 返信 報告

皆さまこんにちは︕9⽇⽬の今⽇は「フォトグラフ」編です☆ﾐ
今回、PVが存在する曲には なるべく合わせて加⼯画を作っているので、今⽇はちょっと画質が…(笑)

 その前に、「フォトグラフ」のPVってこの映像で合っているんでしょうか︖(笑)

残りあと3⽇になりましたね(o≧ω≦o)頑張ります︕︕︕

Re:第9弾♡【フォトグラフ】

4072 選択 stray 2008-01-19 13:00:54 返信 報告

皐ちゃん、こんにちは︕

悪いねぇ、変更を催促したみたいで（笑）。
 画像は合ってます（笑）。

 ものの10秒程度のPVなのでキャプするのがたいへんだったろうねぇ（笑）。

この曲⼤好き︕なので、あとでじっくり書き込みますね。
 あ、これは１番レスに⾮ずで、”画像合ってます︖”に対する業務連絡ですので（笑）。

Re:第9弾♡【フォトグラフ】

4073 選択 xs4ped 2008-01-19 13:07:24 返信 報告

皐ちゃん、こんにちは。

今⽇は「フォトグラフ」ですか。
 この歌も最近は、良く聴くようになりましたね。

  
 〜そばに居るだけで それだけでよかった〜
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ちょっと切なさがこみ上げてきますね。
画像もいいですね。(^.^)

明⽇も楽しみにしています。(^.^)

もしかして、今⽇も１番Get︖
 と思ったら書いているうちに所⻑に先を越されちゃった。(涙)

 

Re:第9弾♡【フォトグラフ】

4074 選択 カーディガン 2008-01-19 13:58:48 返信 報告

皐さん、こんにちは。
 今⽇は、早いですね。普段と違い、眠い⽬をこすりながら︖の作業、お疲れ様です。いつもの私は、⼟曜⽇ですし、

この時間には出かけていたりするんですけれど、今⽇は、作業をしていました。

フォトグラフって、photogragh＝写真のことでしょうか︖昔の記憶が、映像のように思い出すということでしょう
か。

泉⽔さんは、帰る家・道を探していたんですね。素直な詩で、少⼥の頃に戻ったみたいに、を連想させます。

あと３⽇、がんばって︕︕

Re:第9弾♡【フォトグラフ】

4076 選択 かず 2008-01-19 14:15:17 返信 報告

こんにちは︕お疲れさまです︕
いい曲ですよね︕

あと少し︕がんばってください︕

Re:第9弾♡【フォトグラフ】
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4077 選択 megami◆9SRngiiMNQ 2008-01-19 14:24:33 返信 報告

皐さんへ
 今⽇はお早い開店ですね〜☆

 「フォトグラフ」編 ⼀番下の⼩さい泉⽔さんと⼤きく透けている泉⽔さんを拝⾒して得した気分になりました〜♪♪
 > 残りあと3⽇になりましたね(o≧ω≦o)頑張ります︕︕︕ 

 応援しておりま〜す︕︕︕
 本当にお⾝体だけは気をつけて♡

akiちゃんへ
 連休もあと残り１⽇半かな︖

 akiちゃんが連休でたくさん登場している間にZ.pの⽅にご挨拶に⾏きたいと思ってるのですが、緊張が溶けませ〜ん 
o(>▽<)o 

 今⽇はまたお話できるかな︖︖︖それでは またあとで〜(*^▽^*)/ 

Re:皆さんこんにちは︕(o^∇^o)

4078 選択 皐 2008-01-19 14:42:37 返信 報告

所⻑へ︓
 こんにちは︕変更の催促なんて、とんでもないですよ〜︕(笑)

 「フォトグラフ」は私も好きな曲なので、予定以外の曲を選んでいたら この歌になりました♡
 PVも合っていたようで安⼼です(笑)映像が少ないですからね〜。4つ揃えるのが⼤変でした(o≧ω≦o;)(笑)

 後ほど、じっくりとこの歌について語りましょうね♪♪

xs4pedさんへ︓
 今⽇もxs4pedさんが1番のレスですよ♪♪所⻑は“業務連絡として”でしたので︕(笑)

 毎⽇ありがとうございますね(o^∇^o)xs4pedさんはこの曲を最近良く聴くようになったんですね＾＾
 私は元々好きな曲でもあったので聴いていたのですが、ホント、切ない歌詞が胸に響きますね(>u<)

 画像も“いいですね”と⾔ってもらえて安⼼しました︕明⽇もお楽しみに☆ﾐ

カーディガンさんへ︓
 今⽇は早めのUPにしてみました︕カーディガンさんはいつも⼟曜のこの時間帯はお出かけとの事ですが、
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 今⽇は家にいらっしゃるようですね(*^u^*)(何かの)作業お疲れさまです︕
フォトグラフはカーディガンさんの仰るとおり、「記憶が映像のように…」という意味合いもあると思いますね＾＾

 ではでは、残り3⽇頑張りま〜す︕

かずさんへ︓
 カワイイ応援ネコちゃんありがとうございますね(*^∇^*)今回は上⽬遣いですごく胸キュンでした♡(笑)

 残り少し、妥協せずに頑張ります︕︕

megamiさんへ︓
 昨⽇がいつもより遅めの開店でしたので、今⽇は、はりきって早く開店してしまいました(o≧∇≦o)(笑)

 「フォトグラフ」編の画像で気に⼊っていただけるショットがあったようで、すごく嬉しいです☆ﾐ
 4枚揃えるのはちょっと⼤変でしたので(笑)画質が良くなかったので、megamiさんのように⾔ってもらえると幸いで

すね︕
 応援もありがとうございます︕akiちゃんの登場も楽しみにしていましょう♪♪

Re:第9弾♡【フォトグラフ】

4080 選択 チョコレート 2008-01-19 15:02:43 返信 報告

皐さん、こんにちは︕
 今⽇は「フォトグラフ」ですか・・。

 この曲は聴いていると⼼にしみるというか、痛い感じがしますね。切なくなります。
 泉⽔さんが迷⼦になって座り込んでいるなら、私が連れて帰りたいくらいです︕

 私、この曲にPVが存在するとは思っていませんでした。
 あるんですか・・・。初めて⾒ました。

 PVやCMで流れた映像、いつかきれいな画質でDVD（できればブルーレイ）を出してほしいですね。
 「Le Portfolio 」も発売当時はうれしかったんですが、それぞれのPVをフルで、すべて⾒たいなと。
 今⽇は貴重な画像をありがとうございました。今⽇もキラキラが素敵でした︕

所⻑さんへ
 温かいお⾔葉ありがとうございます︕

 実は、横レスは失礼かと思いながら書いてしまったり、
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やはりやめようと思って、別の場所に書いたり・・迷っておりました。
所⻑さん、そんな私の迷いを⾒逃さないなんて、さすがですね。

 本当にありがとうございます。何でもOKなんて、居⼼地よすぎですよ〜。
 

Re:第9弾♡【フォトグラフ】

4081 選択 アネ研◆uvPzH8.dvc 2008-01-19 15:38:43 返信 報告

こんにちは、皐ちゃん︕
 今⽇は「フォトグラフ」ですか〜、PVもあったんですね。

 詞といい、今⽇の作品といい切ないですね。
 泉⽔さんが⼩さいからでしょうか︖

 また、帰る家を探してる画像なのかな︖
 ♪すべてが現実 すべてがまぼろし

ですね・・・
 ラスト３曲はなんなのでしょう︖

 期待してます。（笑）

Re:第9弾♡【フォトグラフ】

4085 選択 pine 2008-01-19 17:03:25 返信 報告

皐さん こんにちは!

ホントに毎⽇ありがとうございます。あと少し頑張ってくださいね。
 「フォトグラフ｣この歌もせつないですね。でもそこが好きなんですけど。

 右の下から２つ⽬は何を⾒つめているのでしょう…砂に⾜跡つけて笑ってる君を思っているのかなぁ なんて思いま
した。

 最近、アップされる作品が収録されたアルバムを聞きながら寝るのが⽇課になってます。果たして「フォトグラフ」
を聞き終わるまでちゃんと起きていられるでしょうか︖
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megamiさんへ
＞私は傍にいないのでとっても可愛く感じるのでしょうか︖︖︖ぜひまた息⼦さんのお話聞かせて下さ〜い（笑）

 確かにかわいいですけどね…⼦供は天使と悪魔が表裏⼀体ですから。息⼦のZARDネタもありますので、また折を⾒て
お話させていただきますね。

チョコレートさんへ
 お嬢様もなかなかのおてんばさんみたいですね。笑ってしまいました。うちには10歳の娘もおります。こっちはさす

がに落ち着きましたが、⼩さい頃は負けず劣らずおてんばでした。

Re:第9弾♡【フォトグラフ】

4086 選択 aki 2008-01-19 17:07:04 返信 報告

さっちゃんへ
 今⽇は「フォトグラフ」だね〜♪

 strayさんのリクエストかな︖笑^^
 「『愛してる』のサインだけで」という歌詞を読むと、どうしてもドリカムを思い出しちゃいます…笑。

加⼯画はPVにあわせて作っていたんだね︕
 キャプチャ、っていうのをやった事が無いから詳しくは分からないけど、きっと⼤変なんだろうなぁ…(^◇^ ;)

お疲れ様でした^^

次の曲は何かな︖と予想しながら、明⽇も楽しみに待ってるよ〜(ﾉ≧▽≦)ﾉ 

megamiさんへ
 お待たせしました〜︕aki登場です笑(*ゝω･*)ﾉ

 いつもPC開く時間帯がめちゃくちゃですみません笑^^;
 顔⽂字たくさん使って下さっていて、と〜っても嬉しいです(◎≧u≦)

私も嬉しいで〜す♡♡40年ぶりの寒波ということは…かなり寒いですねっ︕︕
 ⾍さえいなければ、春⼤好きなんだけどなぁ…笑^^;

本当ですか〜︖︕嬉し〜い(ﾉ≧▽≦)ﾉ
 私も初めて書き込んだときは、すごく緊張しました笑。
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でも⼤丈夫︕リラ〜っクスしてください^^

Re:第9弾♡【フォトグラフ】

4087 選択 ミキティ 2008-01-19 17:30:35 返信 報告

皐さん みなさんこんばんは(^o^)⼃

 無事に⽣存!!していましたよぉぉ(^_^;)

昨⽇は 開店を待ってまた出直そうと思いつつ 順番はみなさんにお譲りしようと まったり時間に さぁ出発☆
  と思いながらも ⼤量の中華まんを調達した為かな

 お疲れモードで コタツでうたた寝してしまっていました。
 (>_<)  なんだか太陽が昇る気配が。。。(＠_＠;)

 でもおかげさまで 今⽇は皐さん作品を１⽇に２作品ゆっくり拝⾒できたので 良かったことにします〜

 捜索願い出された⽅ いらっしゃいましたら 今すぐ
 お取り消しを︕（汗汗） 探しに⾏かれた⽅は ⾒知らぬ違う⽅を連れて帰らないで下さいね(゜o゜)オネガイ

  ご⼼配下さったみなさま 申し訳ございません〜(^^ゞ

  また楽しく美術館に出掛けますぅ（＾－＾）

 皐さん （＾－＾）

♪新しいドア〜 冬のひまわり またまた素敵な作品です☆
 雪の結晶が 全てを引き⽴てている感じでとてもキレイ☆です♪

 ♪フォトグラフ こころにじ〜んときて 切なくなりますね
  素敵で⾒とれてしまいます

 いつも素敵な作品をありがとうございます。
  体調を崩さないように頑張ってくださいね(*^_^*)

  いつも応援していますよ(@^^)/~~~

☆みなさまへ 中華まんご好評のようで嬉しかったです
 （＾－＾） また楽しみにしていてくださいね(*^_^*)
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☆stray所⻑さま〜 なんとか無事でやってきました〜
 ちなみに 猫度１０１０％でしたよ(^_-)-☆

☆Ｔ２８部⻑さま〜 捜索願で新聞に出ませんよね(?_?)
  どうしましょう＼(゜ロ＼)ココハドコ? (／ロ゜)／アタシハダアレ? 本⼈の証拠はＺＡＲＤファンです♡

☆アネ研さん こんばんは（＾－＾）
  眩しすぎるだなんてっっ もっと若作りしなくては︕ですわ(^o^) ただ今 どこでもドアで神⼾まで 焼きそば

をご馳⾛になってきました(^o^) ありがとうございます。
  これからも 宜しくお願いします。

☆チョコレートさん こんばんは（＾－＾）
  私も楽しい顔⽂字を使いこなしたいです

 （いつも顔⽂字と打って⼊⼒変換ばかりしているので）
 これからも宜しくお願いします

☆アキラさん こんばんは（＾－＾）
  アキラさんも猫ちゃん好きなのですね。たくさんおはなし聞かせてくださいね。 私猫ちゃんグッツもあって今度

までに何個あるか数えてみます♪

☆xs4pedさん また復活しましたので(^o^) いつでもご⼀緒に並ばさせてくださいね(^o^)⼃

 寒いのでみなさんあたたかくしてお過ごしくださいね

 
 

akiちゃん 皐さん チョコレートさん pineさんへ

4088 選択 megami◆9SRngiiMNQ 2008-01-19 17:54:33 返信 報告

akiちゃんへ
 待ってました〜︕今⽇はリアルタイムでお話できてますヨ〜♡

 > 「『愛してる』のサインだけで」という歌詞を読むと、どうしてもドリカムを思い出しちゃいます…笑。 
 akiちゃんと全く同じこと思ってて 笑いが⽌まりません・・・(>▽<)o

 > 顔⽂字たくさん使って下さっていて、と〜っても嬉しいです(◎≧u≦) 
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こちらこそと〜ってもありがたいで〜す♡ミキティさんから教えていただいた登録⽅法は⾒ましたか︖
とっても丁寧で解りやすいので akiちゃんから作っていただいた顔⽂字を完璧に使いこなせそうです(*＾Ｕ＾*)

 > ⾍さえいなければ、春⼤好きなんだけどなぁ…笑^^; 
 これも同じで〜すヽ(●>∀<●)/

 > でも⼤丈夫︕リラ〜っクスしてください^^ 
 明⽇までの間にはZ.pへご挨拶に⾏きますっ︕あ〜でもやっぱり緊張しちゃいま〜す(≧∀≦)ゞ 

皐さんへ
 本当にいつも温かいお⾔葉をありがとうございます︕︕今⽇はなんとかネットに繋がっております・・・

 『４５個の新記録レス』おめでとうございま〜すヽ(*ゝω･*)ﾉ すごいですね︕︕︕私も寒さに負けないように頑張
りますので 皐さんご無理だけはなさいませんように・・・(≧◇≦)

チョコレートさんへ
 >⼥の⼦ですが、なかなかのやんちゃです。スカートやシャツをハサミで切っていたのには絶句でした(汗) 

 pineさんあてのレスを拝⾒してビックリ致しました〜︕お元気なお⼦様なのですね(*＾Ｕ‘*）⌒☆★
 >この連載もまだ続きますし、毎⽇Z研から⽬が離せませんっ︕︕ 

 本当ですね〜︕皐さんのサプライズも⼀緒にお待ちしましょう〜♡

pineさんへ
 >息⼦のZARDネタもありますので、また折を⾒てお話させていただきますね。 

 とってもとっても楽しみにお待ちしておりま〜す♡チョコレートさんのお嬢さんとpineさんのお坊ちゃまのファンに
なりそうな私です(*＾Ｕ＾*)

Re:第9弾♡【フォトグラフ】

4089 選択 Ｔ２８◆HLV594mjiY 2008-01-19 18:02:41 返信 報告

皐ちゃん、みなさん、こんばんは。
 まずはミキティさんの無事を確認、ホッとしました（笑）。

 うたた寝は気持ちいいけど、⾵邪引かないようにね・・・。

皐ちゃん、今⽇はオープン早かったんだね（笑）。
 出遅れちゃいました。あと3⽇かぁ〜。ちと寂しいね・・・。
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どうしよう︖ 最後⽇くらいは、⼀号の本気を⾒せようかなぁ〜（笑）。

私、「フォトグラフ」のPV⾒たことあるのかな︖
 ⾃PC同様、CPUとメモリが少ないので、記憶がちょっと・・・（汗）。

 所⻑が別スレでアップしてくれた映像、確認しようとしたのだけど、
 「混んでっから、後で来い︕」ってDL出来ないんだよね（笑）。

 この「作品」の落ち葉⾒たら、スライドショーを思い出して笑っちゃった︕
 いつかもっと出来の良いスライドショー作らないとね（笑）。

 あと少しだから、頑張ってね♡
 

Re:第9弾♡【フォトグラフ】

4090 選択 stray 2008-01-19 18:18:30 返信 報告

皐ちゃん、私のためにありがとね︕（笑）

左下の画像はPV映像ではないので、ネットからの拾いもの︖（笑）
 この曲は「隠れた名曲」に⼊る作品だと信じて疑わないのですが（笑）、

 歌詞の⼥性の”いじらしさ”が堪りませんね。
 「そばに居るだけで、それだけでよかった」
 男なら、⼀度でいいからこういう⼥性に愛されてみたいと、きっと思うはず（笑）。

ドリカムの「愛してるのサイン」は”ブレーキランプ５回”ですが（だよね︖）、
 泉⽔さんの「愛してるのサイン」は”⽬と⽬を⾒つめ合うだけ”って感じでしょうか。

 ん〜、堪らんなあ（笑）。

そんなことより、ミキティさんご無事で何より︕︕（笑）
 24時間経っても現れないときは警察に捜索願い出すつもりでした（笑）。

部⻑︕ 部⻑は「フォトグラフ」のPV⾒たことあるはず（笑）。
 

Re:第9弾♡【フォトグラフ】

4091 選択 ミキティ 2008-01-19 18:30:13 返信 報告
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みなさん こんばんは（＾－＾）
 

 megamiさん こんばんは(^o^)⼃
  まだお近くにいらしゃいますか〜（＾－＾）

 とってもかわいい顔⽂字ですね♡ 私も研究し・よ・う♡
  暖かい春が待ち遠しいですねぇ(^o^)

Ｔ２８部⻑さま〜
  いつも はやくお布団に⼊れば良かったと後悔の嵐

 (＠_＠;)なのです
  スペシャルギャラリー とても⼤事にしていますよ

  (^_-)-☆ また楽しみにしています。

 私の悩みなのですが 投稿書き込み中に私の不注意で
 途中にしておいたり 調べ物をしたりすると全て消えてしまって打ち直しで涙 涙(ToT)なのです。何か良い（途中保

存など ありますか ウインドウを⼩さくしておくとかでしょうか そして読んでいるうちに新しい投稿があるよな
ど

 お知らせが分かったりできるのでしょうかと思いまして。。
  良い⽅法があったら教えてくださいね☆

 

Re:こんばんは︕

4092 選択 皐 2008-01-19 18:35:48 返信 報告

チョコレートさんへ︓
 こんばんは☆ﾐ 本⽇は「フォトグラフ」編です(o^∇^o)この曲は切ないですよね。メロディもすごく好きです＾＾

 この曲は⼀応PVが存在しているんですよ♪私もいつか綺麗な画質のDVDを発売してくれる事を願っています(*^_^*)
 所⻑が「フォトグラフ」の映像をチョコレートさんのために、気前よく(笑)UPしているので、

 ぜひご覧になってみてくださいね〜☆ﾐ それでは、明⽇もぜひ鑑賞しに来てくださいね︕

アネ研さんへ︓
 PVがあったんですよ(o^o^o)でも、私も「フォトグラフ」のPVで合っているのか不安があったので、スレで聞いち
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ゃいました(笑)
今回は⾊合いもブルー系なので、明るい雰囲気はないかもしれませんね。

 それに、歌詞と泉⽔さんのショットのおかげもあって、切なさを強調出来ているのかなぁと…＾＾
 それでは︕ラスト3曲、楽しみにしていて下さい♪♪

pineさんへ︓
 応援ありがとうございますね︕今⽇は「フォトグラフ｣の加⼯画にしました＾＾切ない歌ですよね。でも私もそこが好

きです(笑)
 右から2枚⽬の写真は何を⾒つめていたんでしょうね…。所⻑のUPした映像をご覧になってみてくださいね︕

 ところで最近 UPした歌を収録した、アルバムを聴きながら眠っているんですか︕
なんか“私”までもが嬉しいです(o≧∇≦o)(笑)今⽇は「フォトグラフ」が流れるまで起きていられますように☆ﾐ

akiちゃんへ︓
 本⽇は「フォトグラフ｣をチョイスしてみました︕実はこの曲も予定外のものだったんだよ♪(笑)

 だから所⻑が「変更を催促したみたいで（笑）」って書いてたんだよね(笑)
 この曲の前に予定されていた加⼯画もちゃんと存在しているから、そっちも楽しみにしていて下さい♡

 ところで、「フォトグラフ｣にある「『愛してる』のサインだけで」という歌詞は、本当ドリカムを思い出すね︕(笑)
 「未来予想図」は名曲だからね♪♪あの歌好きだな…☆ﾐ ではでは、第10弾もお楽しみに(o^∇^o)

Re:こんばんは︕part2

4093 選択 皐 2008-01-19 18:36:22 返信 報告

ミキティさんへ︓
 こんばんは︕コタツでウトウトしちゃってそのまま…だったんですね︕ご無事で何よりです〜(o≧∇≦o)

 警察に捜索願を出す⼨前でしたよ︕今⽇は早くから開店してますので、ぜひ中で温まってくださいね☆ﾐ
 「新しいドア」「フォトグラフ」の感想もありがとうございます︕「新しいドア」では、雪の結晶が私のイメージの

中にずっとあるので、
 今回も使ってみました(o^∇^o)キレイに仕上がっていれば幸いです☆ﾐ

 私の⽅こそミキティさん応援をありがとうございますね︕残り3⽇頑張ります︕︕
 P.S.お悩みの件ですが、私はレスの時1度メモ帳に書いてから投稿していますよ書き終わってメモ帳を保存していれ
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ば、
  書き直す事はないと思うので、ぜひ試してみてはいかがですか︖＾＾

megamiさんへ︓
 akiちゃんの登場で、ますます賑やかになりましたね☆ﾐ 「『愛してる』のサインだけで」では私もドリカムを思い出

しちゃいます(笑)
 今⽇はネットの繋がりが“なんとか”のようですね(*^_^*)ん〜、明⽇は快調であることを祈っていましょう︕

 ではでは、明⽇も頑張ります♪megamiさんいつも優しい⾔葉をありがとうございますね☆ﾐ

部⻑へ︓
 ミキティさんがご無事でホッとしましたね(o^∇^o)良かった〜︕

 本⽇は早めのオープンでした(笑)昨⽇が遅かったので…(苦笑)残りあと3⽇になっちゃいましたね。私もちょっと淋し
かったり…(>_<)

 最終⽇は⼀号復活ですか︖楽しみにしていますよ︕(o≧∇≦o)
 ところで、落ち葉を⾒ると、確かにスライドショーを連想させますね〜♪出来は充分に良かったじゃないですか♡

 あの時本当に嬉しかったですよ(o^∇^o)あと、「フォトグラフ」のPVですが、きっと部⻑⾒た事あると思います(*
^_^*)

 所⻑が映像をUPしたスレは今、かなり混んでいるんですか︕(笑)必⾒ですからね〜(*^u^*)では、残りあとちょっと
頑張ります☆ﾐ

所⻑へ︓
 そうですね、所⻑のためにです︕(笑)

 左下の画像はアルバム「永遠」の裏の写真です♪⾃分では気づいていなかったんですが、たしかに「永遠」に収録され
ている

 曲を12作に選んでいる場合が多いですね(’o’)所⻑は時々(笑)スルドイので、驚かされます︕
 歌詞もすごくいいですよね☆ﾐ 男性の⽅はそんな⾵に思う⼥性に惹かれるんですか(笑)1つ勉強ですね︕(笑)

 ドリカムの「愛してるのサイン」は”ブレーキランプ5回”で合っていますよ〜♪最近の「未来予想図」では
 他にも増えていましたが…。泉⽔さんの「愛してるのサイン」は”⽬と⽬を⾒つめ合うだけ”って感じでしょうね(*^u

^*)

Re:第9弾♡【フォトグラフ】



4094 選択 ミキティ 2008-01-19 18:40:19 返信 報告

stray所⻑様さま こんばんは(^o^)

 間に合ってよかったです ほっっ(^_^;)

「そばに居るだけで、それだけでよかった」

所⻑さまは ウン⼗回⾔われてきたことでしょう
  いや 夢の中かな〜 初夢︕願望︕︕(^o^)

  
 ジャニーズ似（妄想〜もやもやぁぁ〜 間違っていると思われる⽅はこっそり教えてください ）なので１００回⼈

の⽅に⾔われたことでしょう(@^^)/~~~ と思っています
 

Re:第9弾♡【フォトグラフ】

4095 選択 ミキティ 2008-01-19 18:47:47 返信 報告

皐さん こんばんは（＾－＾）
  

  お返事ありがとうございます
 ただ今もコタツの中にいます〜 寒い×１００ですね(^_^;)

 投稿のアドバイスをありがとうございます。
 私 メモ帳を使ったことがなくて （機能があるのもわかりませんでした(>_<)）

 もしお時間があるときに教えてくださいね♪

 またゆっくり遊びにきますね♪
 

ミキティさんへ

4097 選択 Ｔ２８◆HLV594mjiY 2008-01-19 19:39:10 返信 報告

ミキティさん、こんばんは。
 久しぶりに登場の、パソコンレスキューです(笑)。

https://bbsee.info/straylove/id/4070.html?edt=on&rid=4094
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=4094
https://bbsee.info/straylove/id/4070.html?edt=on&rid=4095
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=4095
https://bbsee.info/straylove/id/4070.html?edt=on&rid=4097
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=4097


 今回のは助けるってことじゃないんですけどね(笑)。
皐ちゃんが紹介している⽅法で良いんじゃないでしょうか︖

 少し私のやり⽅も含めて補⾜します。

私のはXPですが、［スタート］→［すべてのプログラム］→［アクセサリ］→［メモ帳］をクリックです。
 ブラウザ（IEなど）を左側に表⽰して、その上の右側にメモ帳を表⽰して使っています。

 メモ帳のサイズを⼩さめにすれば、下に表⽰しているブラウザを⾒ながら編集できます。
 途中、ブラウザで別スレを調べても、これなら消えません。

 それと、メモ帳の［書式］→［フォント］の設定で、⽂字サイズを変更すると⾒やすくなりますよ︕
 このBBSと同じフォントにするなら、＜Verdana＞というフォントです。

 ⽂字サイズは10ポイントがBBSと⼀緒です。ちなみに私は12Pです。

私は編集後に、もう⼀度、BBSを更新して確認、編集が必要なら済ませます。
 そして、メモ帳内で右クリック［すべて選択］後、右クリック［コピー］して、

 ブラウザ内のレスする返信をクリック、コメント下の［コメントクリア］を押して、まっさらにして、
 コメント内で右クリックで［貼り付け］しています。

 必要なら、タイトルも変更します。ちょっと分かりづらいですね・・・(汗)。

私は⻑⽂になるときは、このやり⽅にしています。
 以前、1時間30分ほど掛かった⼤作が(笑)、投稿エラーで消えたことが・・・（⼤汗）。

 固まりましたねぇ〜、思考回路が・・・(笑)。

ただ、所⻑にツッコミ⼊れるだけ︕ なんて時は、メモ帳は使いません(笑)。
 

ミキティさんへ

4101 選択 xs4ped 2008-01-19 20:38:52 返信 報告

ミキティさん、こんばんは。

> 無事に⽣存!!していましたよぉぉ(^_^;) 
 > お疲れモードで コタツでうたた寝してしまっていまし 

 た。
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昨⽇はミキティさんが遭難してくれたおかげで(笑)
１番Getできました。そのうえカレーまんまでご馳⾛になって何か恐縮です。(^-^)ゞ

 今⽇も１番との事で連覇達成です。＼(^_^)／
 でも上にレスが有るのでチョット複雑な気分ですが・・・

> ☆みなさまへ 中華まんご好評のようで嬉しかったです 
 > （＾－＾） また楽しみにしていてくださいね(*^_^*)

また、お願いしますね。(^.^)

PS.
 横レスですいません。

チョコレートさん、pineさん、こんばんは。
 挨拶が遅れましたが、今後も宜しくお願いします。

akiちゃん
 キャプチャソフトは便利ですので是⾮マスターしてね。

 必須ソフトです。
 http://www.forest.impress.co.jp/lib/pic/piccam/capture/winshot.html

megamiさん
 お気遣いありがとうございます。

＞プライベートの⽅もお忙しいと思いますが、２７⽇の作品を期待しておりま〜す(*＾Ｕ＾*)

ボチボチと着⼿しておりますのでお楽しみに︕

Re:第9弾♡【フォトグラフ】

4102 選択 アキラ 2008-01-19 20:54:21 返信 報告

こんばんわ皐ちゃん、今⽇は「フォトグラフ」ですか、この曲も良いですね〜☆正に今回にALは名曲揃いですね︕あ
っ︕すみません今回はウチの管理⼈様を含め此⽅でも多くの⽅がある曲が選曲されなかったからこんなこと⾔うと怒
られちゃいますね（汗）私もシークレットトラックで⼊ってることをお祈りしてますよstrayさん!(^^)!
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うちのクレアが是⾮皐ちゃんに抱っこされたいとニャーニャーうるさいので好きなだけ抱っ
こしてあげて下さいね(^^♪

でまたまたこちらをお借りしますよ皐ちゃん
 ＞megamiさん

 そんなに緊張なさらなくても⼤丈夫ですので気楽にZ.pに遊びに来て下さいね♪それとstray
さんと同じスーパーマンだなんてとんでもないです〜＼(◎o◎)／︕私はZARDファン歴１

６年ですがその内7年はZARDから離れてましたしZ.pで副管理⼈になりましたがはっきり⾔ってハッタリ管理⼈です
（笑）何しろPCを使いだしてまだ半年⾜らずのスーパーPC素⼈ですからね(ーー;)因みにただ単に⼈⾒知りしないだ
けなのであちこちの掲⽰板に書きこみ出来るだけですよ（笑）

＞ミキティさん
 いや〜⼼配しましたよ︕ご無事でホッとしました＼(^o^)／

 でも皆さん仰られてるようにこたつでうたた寝して⾵邪引かないようにね︕ねこちゃんグッズいくつありました︖ミ
キティさんも宜しかったら今度Z.pに遊びに来て下さいね、お待ちしてますよ(^_-)-☆

アキラさんへ

4105 選択 Ｔ２８◆HLV594mjiY 2008-01-19 22:00:17 返信 報告

アキラさん、こんばんは。
 昨⽇は失礼しました。<(_ _)>

余計なお世話でしょうが、クレアちゃんのために憶えてね。
 ［スタート］→［すべてのプログラム］→［アクセサリ］→［エクスプローラ］を起動。

 クレアちゃんの居るフォルダを開いて、サムネイル表⽰しておきます。
 （昨⽇の画像でもいいのですが）90度回転させたい画像の上で、

 右クリックすると［右回りに回転］と［左回り・・・］がありますので、
 90度回転したい⽅をクリックすると、簡単に直りますよ。

 もし、ご存じだったら申し訳ないです。

今⽇は、私はやりませんよ︕
 きっと皐ちゃんがクレアちゃんを抱っこしに来るだろうから︕(笑)
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Re:第9弾♡【フォトグラフ】

4106 選択 シヴァ 2008-01-19 22:04:28 返信 報告

皐さん、こんばんは︕

今⽇は「フォトグラフ」ですか
 曲の切なさが画像から感じられますね

 アルバム「永遠」の１０曲⽬から１３曲⽬は泉⽔さんがうれしいことばかり⾔ってくれるからすごく好きなんですよ
ね

ところで今回のキラキラは楓ですか︖
 もしよろしければご教授くださいませ

いつもいつもありがとうございます
 明⽇も寒くなるようなので、お⾵邪などお召しにならないように・・

Re:ミキティさん・アキラさんへ☆

4107 選択 皐 2008-01-19 22:05:34 返信 報告

ミキティさんへ︓
 こんばんは︕メモ帳は使い慣れると、結構優れものになるんですよ♪♪(笑)

 パソコンレスキューの部⻑が丁寧に仕⽅を書いていますので、ぜひ参考にしてみてくださいね(*
^∇^*)
分からない事があったら、いつでも私や部⻑に聞いてください☆ﾐ

部⻑レスキューありがとうございました︕(*^∇^*)

アキラさんへ︓
 第9弾の本⽇は、「フォトグラフ」編にしました︕この曲もすごく良いですよね(*^∇^*)

 私も名曲揃いだと思いますよ☆ﾐ⾃分の⼤好きな曲がたくさん⼊っていましたし♪♪…あっ︕同じくこんな事⾔ったら
 怒られちゃうかな︕︖(笑)私も“シークレットトラックに⼊っていますように︕”とお祈りしておかないと︕︕☆ﾐ
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P.S.クレアちゃんおいで〜(●＞∀＜●)部⻑がうらやましかったので、すごく嬉しいです︕本当にカワイイですね♡
   よいしょっと♪抱き起こしました♡(笑)

Re:シヴァさんへ

4109 選択 皐 2008-01-19 22:11:54 返信 報告

こんばんは︕1分違いの投稿に驚きました(笑)今⽇は「フォトグラフ」です♪この曲は皆さまの仰るとおり切ない歌な
ので、

 その雰囲気を⼤切にしました。シヴァさんにもそう⾔って頂けると嬉しいです＾＾
 今回のデコレーションは“楓”にしました☆ﾐ アバウトに落ち葉って⾔っていたんですが、そうですよね、“楓”ですね

(笑)
 明⽇はすごく寒くなるようなので、暖房を⼊れながら寒さ対策をします︕︕(笑)

 私の⽅こそレスありがとうございますね(*^∇^*)明⽇もお楽しみに☆ﾐ

ミキティさん xs4pedさん アキラさんへ

4110 選択 megami◆9SRngiiMNQ 2008-01-19 22:14:15 返信 報告

ミキティさんへ
 近くにいなくてすみませんでした〜(≧∀≦)ゞ 

 顔⽂字のサイト教えていただいて本当にありがとうございました♡
 akiちゃんから顔⽂字を教えていただいてミキティさんから⽅法を教えていただいたので あとは使いこなせるように

頑張りたいと思います☆
 ところでstray所⻑さんってジャニーズ系なのですか︖︖︖教えてくださってありがとうございました〜︕

 ミキティさんのホッとするような明るい投稿がとっても楽しみで〜す(*＾Ｕ＾*) 

xs4pedさんへ
 >ボチボチと着⼿しておりますのでお楽しみに︕ 

 すご〜く期待しておりま〜す(*^▽^*)/

アキラさんへ
 >何しろPCを使いだしてまだ半年⾜らずのスーパーPC素⼈ですからね(ーー;) 
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 私も曲だけならＺＡＲＤファン歴１５年ですが、泉⽔さんの映像に関してはＺ研を拝⾒してからになります。
ＰＣに関してはアキラさんと同じく「スーパーPC素⼈」なのでお話が合いそうですね〜︕どうかよろしくお願い致し
ま〜す☆

 >因みにただ単に⼈⾒知りしないだけなのであちこちの掲⽰板に書きこみ出来るだけですよ（笑） 
 すごい特技だと思いま〜す︕やっぱりスーパーマン以外に考えられませんo(>▽<)o

 これからはスーパーマン２号と呼ばせていただきま〜す（笑）
 明⽇くらいまでにはお顔を出させていただきます。『気楽に』と優しいお⾔葉をかけていただいてありがとうござい

ますヽ(●>∀<●)/

Re:第9弾♡【フォトグラフ】

4112 選択 ヒツキ 2008-01-19 22:17:21 返信 報告

皐さん皆さんこんばんは
 「フォトグラフ」マイベスト１０に⼊る⼀曲ですよ

 今回⾃分の中でリクエストする曲の候補にも挙がっていました。最後の
 「ほら、君が愛しい」

 の後の静寂感がたまらなく好きです。ＺＡＲＤワールドに⼊りながら、⾃分だけの世界にいる気分です。
 あと、三⽇ですか

 楽しみです＾＾

ヒツキさんへ

4115 選択 皐 2008-01-19 22:25:41 返信 報告

こんばんは︕第9弾に選んだ「フォトグラフ」は、ヒツキさんのマイベストTOP10に⼊る曲だったんですね︕
 チョイスして良かったです(o^∇^o)最後の「ほら、君が愛しい」というフレーズもいいですよね＾＾

 ⾃分だけの世界に居る気分にさせれくれる楽曲って、貴重だと思います♪♪
 残りあと３⽇︕最後まで楽しみにしていて下さいね☆ﾐ

Re:第9弾♡【フォトグラフ】
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4116 選択 aki 2008-01-19 22:32:25 返信 報告

さっちゃんへ
 こんばんは^^
 私も好きだよ〜♪♪この前のMステの曲も好き〜(◎≧u≦)

megamiさんへ
 こんばんは^^

 只今、れおさん発案の企画に参加中のakiです〜♪♪

やっぱりそうですよね︕︕ず〜っと思ってたんです笑。
 ブレーキランプ５回点滅 アイシテルのサイン〜♪♪

 ⾍が苦⼿なところも同じですね(=^^=)
 ⾍には申し訳ないですが、嬉しいで〜す笑(*>ω<*)

そうそう︕さっきZpを⾒たらstrayさんの書き込みがありました〜^^
 これからZpにもゆっくり⾏ってきま〜す♪♪

ミキティさんへ
 こんばんは、はじめまして^^

 akiと申します。

顔⽂字の登録⽅法をご丁寧に教えてくださり、ありがとうございました。
 お礼が遅くなってしまいすみません^^;ついうっかりしてて…笑。

そういえば、私もあんまんいただきました^^ありがとうございます♪
 明⽇は是⾮１番とってくださいね︕︕

 …でもT28さんも応援しなきゃ︕︕笑

xs4pedさん
 こんばんは︕
 ご紹介いただいたサイト、これから⾏ってみます♪

 私に出来るかどうかは分かりませんが…笑^^;;;
 いつもご丁寧にありがとうございます。
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akiちゃんへ

4117 選択 xs4ped 2008-01-19 23:11:20 返信 報告

akiちゃんへ

> ご紹介いただいたサイト、これから⾏ってみます♪ 
 > 私に出来るかどうかは分かりませんが…笑^^;;;

分からなければＴ２８さんが教えてくれるでしょう。(笑)
 このソフトは持っている⼈も多数いる筈なので、分からなければ気軽に問い合わせして下さい。

 誰か回答してくれます。(笑)

別スレですが、参考までに・・・
 ＞え〜っと今のイランの時間はPM5:30くらいかな︖(この前地図帳を⾒ました笑)

 http://www.jal.co.jp/worldclock/?NRT

Re:akiちゃんへ

4118 選択 aki 2008-01-19 23:16:52 返信 報告

xs4pedさんへ
 ご紹介いただいたサイト、先ほど⾏ってみました︕

 ですが私が⾒た限りだと、ビスタには対応していないようで…。
 でもどちらにしよ、パソコン⾳痴の私にはちょっと難しそうだったので、xs4pedさんのお気持ちだけ受け取らせてい

ただきます笑。
ありがとうございました。

 ではおやすみなさい☆

P.S.ありがとうございます笑^^

誰がジャニーズ系︖（笑）

4119 選択 stray 2008-01-19 23:36:37 返信 報告
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ミキティさん、こんばんは︕

誰がジャニーズ系なんです︖（笑）
 皆さん誤解してるじゃないですか（笑）。

 ジャニーズ系のおっさんって逆に気味悪いですよ（笑）。
 私はどっちかというと⼗津川警部タイプですね、時代劇⾵というか…（笑）。

 

Re:第9弾♡【フォトグラフ】

4120 選択 スー 2008-01-19 23:38:26 返信 報告

皐さん、研究所の皆様、こんにちは。

中々こちらに書き込み出来なくてスイマセン。

何故か敷居が⾼い気がしています。

これから、ちょこちょこ、寄らせてもらいますね。

strayさんには、別荘の⽅でも宜しくされています。

フォトグラフは、私も外せない⼤好きな曲ですね。

こんな私ですが、サイトを持っていますので

宜しくお願いします。

無我夢中 スー

http://sakai.izum.in

Re:T28さんへ

4121 選択 アキラ 2008-01-19 23:47:37 返信 報告

⾊々教えて頂きありがとうございました︕さすがＺ研の部⻑様です、って私がただ単にPCを使いこなせてないだけで
すね（⼤汗）
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Re:第9弾♡【フォトグラフ】

4156 選択 ミキティ 2008-01-20 14:53:38 返信 報告

みなさん こんにちは（＾－＾）

 あたたかいレスをありがとうございます♪

☆Ｔ２８部⻑さま（＾－＾）

ご丁寧にありがとうございます。
  とてもありがたいです☆ 使いこなせるようになって 沢⼭投稿したいです♪

 サポーター代 後払いで過剰請求 振り込め詐欺（笑）をしまいでくださいね(@^^)/~~~

☆xs4pedさん（＾－＾）
  また差し⼊れを楽しみにしていてくださいね。

  明⽇も張り切って並びますよー♪

☆ほっとして下さってありがとうございます。
  明⽇並ぶ様の座布団⼲しておきました(^o^)
  猫ちゃんグッズ１５個以上でした〜

  今度お気に⼊りをＵＰします。
   不在にしていた時もあって今度 Ｚ．Ｐのことを

  教えていただけましたら嬉しいです

☆megamiさん（＾－＾）
  所⻑様は ジャニーズ系︖とご⾃分で疑問系だったので 

 （笑）⽉９ではなく ＮＨＫの時代劇に出演依頼があるかもです(^_-)-☆
 ☆stray所⻑さま（＾－＾）

  ⽉９に期待をしていたのですが 時代劇にご出演の時は
 是⾮ 告知をして下さいね(^o^)

☆ akiさん（＾－＾）
  akiさん はじめまして
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 いつもかわいらしい投稿を楽しみに拝⾒しています☆
 仲良く宜しくお願いします(*^_^*)

 

コナン映画「14番⽬の標的」へのコメント

4099 選択 stray 2008-01-19 20:20:42 返信 報告

皆さんこんばんは。

うちの息⼦が、コナン映画「14番⽬の標的」のパンフレットを所有していました。
 「少⼥の頃に戻ったみたいに」がEDテーマとして使われたムービーです。

 パンフに泉⽔さんのコメントが載っていますので、どうぞ︕

うちの息⼦に何かご褒美を︕（笑）

ご褒美はゼットン⼈形がよろしいですか︖︕

4104 選択 megami◆9SRngiiMNQ 2008-01-19 21:56:09 返信 報告

さすがstray所⻑さんの息⼦さんですね〜ヽ(*ゝω･*)ﾉ 
 > パンフに泉⽔さんのコメントが載っていますので、どうぞ︕ 

 拝⾒いたしました。貴重な資料をありがとうございました〜︕︕
 > うちの息⼦に何かご褒美を︕（笑） 

 ゼットン⼈形をたくさん買ってあげま〜すヽ(*ゝω･*)ﾉところで息⼦さんは何歳なのでしょう︖︖︖（笑） 

ご褒美は・・・（笑）

4108 選択 Ｔ２８◆HLV594mjiY 2008-01-19 22:05:42 返信 報告
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ホント︕ さすが所⻑のご⼦息ですね。
でかした︕ strayジュニア（笑）。

ご褒美ね・・・、う〜ん、次期所⻑の椅⼦でどう︖（笑）
 これで、Z研も当分安泰ですね︕（笑）

 

ご褒美と⾔えば…(笑)

4113 選択 皐 2008-01-19 22:20:26 返信 報告

さすが所⻑の息⼦さんですね︕あれ、megamiさんと部⻑と同じ事⾔っちゃった(笑)

ご褒美は…そうですね〜。⼥の⼦なら美味しいスウィーツでOKだと思いますが、
 男の⼦ですもんね(笑)男⼥関係なく、やっぱりアンパンマン⼈形とか︕(o≧∇≦o)(←⼦供向けすぎ︕(笑))

Re:コナン映画「14番⽬の標的」へのコメント

4114 選択 アネ研◆uvPzH8.dvc 2008-01-19 22:24:38 返信 報告

こんばんは、
 さすが所⻑の御⼦息ですね。（笑）

 では、コナンくんも捜査つながりということで、幻のゼットン賞の賞状はどうですか︖
 そんなの、いらないと紙⾶⾏機にはしないですよね︖

Re:コナン映画「14番⽬の標的」へのコメント

4169 選択 stray 2008-01-20 17:47:57 返信 報告

皆さん、いろんなご褒美どうもありがとうございます︕（笑）

本⼈⽈く「⼩学⽣の時に映画館で観た」のだそうです。
 その時パンフを買ってきたもよう。

 ZARDに興味ないので、部⻑の案は無理ですねぇ（笑）。
 アンパンマン⼈形って、⾼校⽣にそれはないっしょ︕（笑）
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ゼットン賞の賞状はすぐにゴミ箱⾏きだろうから（笑）、
けっきょく何も上げないことにします（笑）。

ワクワク(*^_^*) 第８弾

4025 選択 ミキティ 2008-01-18 16:33:54 返信 報告

みなさん こんにちは(^o^)

 すでにスタンバイＯＫです（＾－＾）
  

 今⽇はみなさんの⾝体も温まりますように 美味しいそうな中華まんをご⽤意しました〜
  全種類ありますので お好みをおっしゃってくださいね☆

  早くおいでの⽅は 特別 特⼤サイズをご⽤意しました

 押さないでください〜 押さないでくださぁ〜い
 stray所⻑さま︕ Ｔ２８部⻑さま! 男性陣さま

 ３度並びは駄⽬ですよっ︕。泉⽔さんが⾒ています(゜o゜)
  みなさんに渡るようにお願いします(^_-)-☆

 楽しみで〜すヽ(^o^)⼃

 みなさんへ 昨⽇はあたたかいコメントをありがとうございました
  感謝申し上げます♪

  今⽇も 張り切ってきました(^o^)⼃
   猫ちゃん ⼤好きで画像は壁紙からです。

  実家には通いふっくら猫ちゃんがいるのですが 野良猫ちゃんなのにまるまるなんですよ(゜o゜)
  これからも楽しいお話にお仲間に⼊れてくださいね☆

  アキラさん ご無沙汰です♪ 美術館通いに癒されています。これからも たくさんお話してくださいね♪
  淡い雪がとけて 嬉しいですね（＾－＾）

  アルバム楽しみですねヽ(^o^)⼃
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Re:ワクワク(*^_^*) 第８弾

4026 選択 ミキティ 2008-01-18 16:43:39 返信 報告

顔⽂字で こんなサイトと⽅法いかがでしょう〜☆
 > 

> http://kaomojiya.com/ 
  http://www.facemark.jp/facemark.htm

 私は使いこなせてないのですが(^_^;)（笑）

Re:ワクワク(*^_^*) 第８弾 ミキティさん megamiさん チョコレートさんへ

4027 選択 pine 2008-01-18 16:56:18 返信 報告

ミキティさんはじめまして。pineと申します。
 今⽇も早くから並んでいらっしゃるようですね。しかもお⼟産持参で…中華まん頂きます。寒い⽇はあったかいもの

が嬉しいですね。
 私も早く来たように⾒えますが、実は昨⽇のレスの返事を書いている間にどんどん時間が経って今に⾄っておりま

す。
 ⼣飯の⽤意をしないといけないので、⼀旦帰ってできればまた訪問したいと思います。順番待ちの「ざぶとん」は置

いていませんので、次の⽅どうぞ。

ミキティさん 別スレの横レス失礼します。（BBSのマナーがまだ良くわからないので、良くないことでしたら教え
てください）

megamiさんへ 
 こんにちは。はじめまして。*(^_^)*

 私もお話したいなぁと思っていましたが、勇気がなくてできないでいました。レスいただいてとても嬉しいです。待
受に設定できましたが、チョコレートさん同様、megamiさん⽅式も写真集みたいでちょっと羨ましく思ったりしま
す。

 また、息⼦や姉のことまで覚えていて、気に掛けて下さって感激です︕︕ でも「お坊ちゃま」というようなお上品
ではなく、「ガキンチョ」です。破壊星⼈です。MDデッキのスロットにプラスチックのカードを詰め込んで使えなく
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したり、ヘッドホンのコードを噛み切ったり、とんでもないガキンチョです。
以前、時差を気に掛けておられましたが、私は⽇本国内にいるのに、皆さんがお集まりの時間帯にはあまり訪問でき
ていません。今⽇もこんな時間に… 

 こちらこそ、これからよろしくお願いします。m(^_^)m

チョコレートさんへ 
 こんにちは。はじめまして。*(^_^)*

 チョコレートさんも「よぉ〜」がお好きなんですね︕嬉しいです。
 待受けも設定できたみたいで良かったですね。私も最近できたところなのでお気持ちよくわかります。でもmegami

さん⽅式も「ちょっといいなあ」なんて思いますよね。
 私も１ヶ⽉くらい前に初めて投稿させていただいた初⼼者ですよ。投稿は緊張してなかなかできなくて、３⽇連続で

書き込むのは初めてです。今も１時間くらいかかってます。でも、参加してるという感覚が楽しくなってきました。
 こちらこそ、これからよろしくお願いします。m(^_^)m

Re:ワクワク(*^_^*) 第８弾

4029 選択 Ｔ２８◆HLV594mjiY 2008-01-18 20:20:46 返信 報告

あれっ︖ こんなとこに⾏列できてる︕ なんでだ︖（笑）
 中華まんを無料で配ってるんだ。

 ありがたい、ありがたい・・・、寒いけど並ばなきゃ（笑）。

ミキティさん、ありがとう︕
 2度まではいいのねっ︕ やった〜︕ まずは⾁まんだね（笑）。

 でも2度⽬に並んでると、皐ちゃんの第8弾に遅れちゃうなぁ。
 そうか︕ それが、ね・ら・い・か︕︕（笑）

まぁいっか︕ 2個⽬はカレーまんにしよっと︕（笑）
 

Re:ワクワク(*^_^*) 第８弾

4030 選択 ミキティ 2008-01-18 20:21:31 返信 報告
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pineさん こんばんは
はじめまして（＾－＾）

 私もドキドキしながら投稿しています(^o^)⼃
 とっても美味しそうなご⼣⾷のことと想像します
 (*^_^*)

  これからも宜しくお願いします☆☆

Re:ワクワク(*^_^*) 第８弾

4031 選択 ミキティ 2008-01-18 20:26:39 返信 報告

Ｔ２８部⻑さま こんばんは（＾－＾）

 どうぞ どうぞあたたかいうちに召し上がってくださ〜い
 (*^_^*)

  わたしもまずは⾁まん派です(^^ゞ

Re:ワクワク(*^_^*) 第８弾

4032 選択 Ｔ２８◆HLV594mjiY 2008-01-18 20:36:44 返信 報告

なかなか焦らしますね（笑）。

私はあんまんがあまり得意じゃないんですよ。
 あれってガッつくとやけどするでしょ（笑）。

私はしばらく離れますので、ミキティさん、頑張ってね︕
 

Re:ワクワク(*^_^*) 第８弾

4033 選択 xs4ped 2008-01-18 20:43:31 返信 報告

ミキティさん、こんばんは。
 > すでにスタンバイＯＫです（＾－＾）
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私もスタンバイＯＫです。
今⽇も⾏列が出来てるようですね。

> 今⽇はみなさんの⾝体も温まりますように 美味しいそうな中華まんをご⽤意しました〜 
 > 全種類ありますので お好みをおっしゃってくださいね

それでは、カレーまんお願いします。(^.^)

Re:ワクワク(*^_^*) 第８弾

4034 選択 ミキティ 2008-01-18 20:53:24 返信 報告

xs4pedさん こんばんは（＾－＾）
  スタンバイＯＫですね(^o^)⼃

  あつあつのカレーまんをどうぞ♪

 今⽇は少し早く並び過ぎたかな〜
  でもみなさんにあたたかくなっていただけて嬉しいです。

 また出直しますので 中華まん保温箱に⼊れておきますね
 どうぞ召し上がってくださいね♪

 Ｔ２８部⻑さま あんまん うんうん わかるぅぅ必ずと⾔ってよいほど⼝の中がやけどしそうです(ToT)/~~~

Re:ワクワク(*^_^*) 第８弾

4041 選択 アキラ 2008-01-18 21:58:13 返信 報告

こんばんわミキティさん、先ほど晩御飯⾷べたばかりですが
 特⼤⾁まん２ついただきますね♪昔から痩せの⼤⾷いなんですよ!(^^)!ミキティさんもニャ

ンコ⼤好きでしたか︕私も⼦供の時からニャンコ⼤好きで去年の暮れから画像の⼦猫を飼っ
てますよ☆しかし皐ちゃんのスレ1番取れなくて残念でしたね、明⽇は頑張って1番取れる
ことを祈ってます(^_^)v

https://bbsee.info/straylove/id/4025.html?edt=on&rid=4034
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=4034
https://bbsee.info/straylove/id/4025.html?edt=on&rid=4041
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=4041
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/da0b566359c3862f20b5072c3d49bd0f.jpg


Re:ワクワク(*^_^*) 第８弾

4044 選択 Ｔ２８◆HLV594mjiY 2008-01-18 22:22:24 返信 報告

クレアちゃん、良い⼦だね〜。
 ちょっと⼤⼈しくしててねぇ〜、よっこいしょ︕（笑）

今、⾸筋痛めてて、あまり傾げられないのよね（笑）。
 この⽅がクレアちゃんも楽だよね︕（笑）

 

Re:ワクワク(*^_^*) 第８弾

4050 選択 アネ研◆uvPzH8.dvc 2008-01-18 23:03:36 返信 報告

こんばんは、はじめましてですね。
 以前から、ハジケルようなスレ・レス、楽しく拝⾒させてもらってますが、なかなか恥ずかしいというか、眩しくて

レスできずにいました。
 今⽇は、早くからギャラリー前に来ていまして、中華まん配ってるよ︕との噂してる⼈がいたので探してやっとたど

りついた次第です。宜しくお願いします。
 いただきまーす。また来ますね。（笑）

 

Re:ありがとね部⻑さん(^_^)v

4051 選択 アキラ 2008-01-18 23:35:45 返信 報告

こんばんわT28さん、クレアの抱き⼼地は如何でしたか︖
 クレアは部⻑さんのこと⼤好きになったみたいですよ〜♪
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Re:ワクワク(*^_^*) 第８弾

4063 選択 チョコレート 2008-01-19 10:53:55 返信 報告

ミキティさん、はじめまして︕チョコレートと申します。
 数⽇前から、投稿するようになった初⼼者です。

 昨⽇はミキティさんが中華まんを配っていらっしゃったので、
 私も⾁まんをひとついただきたかったのですが・・⼣⽅から出かけなければならず、断念しました(泣)

 またぜひお願いしますね。

ミキティさんは顔⽂字をいろいろ使えてすごいですね。
 私は顔⽂字を上⼿に使えないので憧れますね。

 私もミキティさんのご紹介してくださったサイトで顔⽂字の勉強をしようかと思います。
 それにしてもたくさんありますね・・・(笑)

 今⽇は1番取れると良いですね。がんばってくださいね。

Re:こんにちは︕

4069 選択 皐 2008-01-19 11:37:47 返信 報告

ミキティさん、昨夜は待って頂いて、本当にありがとうございました︕
 投稿するのがちょっと遅くなっいましたよね(≧o≦)すみませんっ

 中華まんも⼤好評でしたので、また差し⼊れをして頂けると嬉しいです☆ﾐ

ところで、部⻑…クレアちゃんを抱っこしていたなんてスルいですよ〜︕(笑)
 いつもキレイ系なクレアちゃんでしたが、顔がアップの写真はすごく“カワイイ系”ですね♡
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上⼿く撮れていると思います(o^∇^o)

坂井さんのカメラ

4065 選択 カーディガン 2008-01-19 11:13:59 返信 報告

皆様、おはようございます。
 今⽇の神⼾から、2008のツアーが始まりますね。神⼾に参加する⽅はワクワクしていることと思います。

 ところで、昨年、追悼コンサートに参加された⽅は、武道館では、映像でニコンの坂井さんのカメラが映
っていたことと思います。私も含めて、研究所では、いろいろと議論されていますが、結論はでていませ
ん。今回参加される⽅の予備知識として、ニコンのカメラの画像をアップいたします。これだ︕という確
信がもてた⽅、研究所に情報をお寄せください。お願いいたしますm(__)m

 会報16号はよくわからないですが、追悼コンサートは、ニコンのカメラでしたので、ニコンの画像をアッ
プいたします。

 神⼾、横浜と続きますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 ⾒た感じでは、Ｆ100かＦ80かＤ100と思われます。

 

Re:坂井さんのカメラ

4068 選択 カーディガン 2008-01-19 11:20:52 返信 報告

この画像がけっこう近いと思うんですけど。

武道館のカメラを⾒た感じでは、フィルムカメラかデジカメかはよくわかりませんでした。最近
持っているなら、デジカメかな、とも思うのですが。ニコンのロゴは確認しましたが、商品名の
ロゴがありませんでした。画像処理で、消したのかもしれませんね。商品名があれば、すぐにわ
かるんですけど。

 それでは、コンサートに⾏かれる⽅、思いっきり、楽しんで、懐かしんで、思いをぶつけ、号泣
してきてください(^^♪
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Re:坂井さんのカメラ

4083 選択 アネ研◆uvPzH8.dvc 2008-01-19 16:00:32 返信 報告

こんにちは、神⼾国際会館で開演お待ちのみなさま、グッズの列にお並びのみなさま（武道
館みたく並んでるのでしょうか︖）カップ焼きそばの差し⼊れです。

 いつもは⼗津川警部の夜⾷なのですが、今⽇は神⼾のみなさまへ持ってまいりました。
 どうぞ召し上がってください。

 そして、神⼾が今年のしょっぱなですので、ハジケテくださいネ。（笑）
 以上、ゼットン・⻲井でした︕︕

第8弾♡【新しいドア〜冬のひまわり〜】

4035 選択 皐 2008-01-18 21:22:32 返信 報告

ミキティさんお待たせしちゃってすみませ〜ん︕開店いたしましたので、
 どうぞお⼊りになって、体を温めてください(o≧o≦o;)(笑)

 中華まんの差し⼊れまでしていただいて、本当にありがとうございます☆ﾐ

え〜、8⽇⽬の今⽇は「新しいドア〜冬のひまわり〜」編です︕

所⻑驚きましたか︖(笑)後半の内容がバレちゃったので、緊急変更しました(o≧∇≦o)(笑)
さすがに全部変更は出来ませんが、これでちょっとだけ分からなくなりましたよね︕(笑)

元々予定していたものも、作りかけ(絵で⾔うとデッサンぐらい)の過程までしていたので、このまま作っ
てみます＾＾

 皆さんにとっては、何が“変更”されたのか分からないですよね(笑)
 未公開画像も楽しみにしていて下さい♡(笑)

Re:【息もできない】***レスのお返事です＾＾
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4036 選択 皐 2008-01-18 21:24:33 返信 報告

カーディガンさんへ︓
 この曲ではリミックスにこだわっていたんですね︕確かに聴いているとそんな気もしてきます(*^u^*)

 you tubeの映像拝⾒させて頂きました☆ﾐ「中華⼀番」はカーディガンさんお気に⼊りの番組だったようですね♪

ミキティさんへ︓
 喫茶店の誘惑に負けずに頑張ってもらえて嬉しいです(*≧∇≦*)猫ちゃんと⼀緒に温まっていたのかな︖☆ﾐ

 7弾の作品も喜んで頂けて幸いです︕明⽇もぜひ開店を待っていてくださいね(o^∇^o)

所⻑へ︓
 所⻑も⼤好きな⼀曲なんですね♪♪私も徐々に盛り上がるイントロがすごく好きです︕

 歌詞も少⼥っぽくて可愛いですよね〜♡(笑)所⻑にとっては“遠〜い昔”の事みたいですが(笑)
  

 akiちゃんへ︓
 akiちゃんもイントロ好きなんだね︕⼀緒です(o^∇^o)私もこの曲はフレッシュなイメージがあったから、こういう

⾊合いにしました☆ﾐ
 ピッタリって⾔ってくれてありがとう︕︕

pineさんへ︓
 pineさんの仰るとおり、「よぉ〜」の歌い⽅が可愛らしいですよね♪♪最初聴いた時、すごく印象的でした(*^u^*)

 画像の保存は過去のものもして頂いたようで、本当に嬉しいです︕今⽇のも、そして明⽇のも是⾮お願いしますね(o
≧∇≦o)

ヒツキさんへ︓
 私も「君から⾒た私は…」のところ⼤好きです︕この曲は特に共感するフレーズが多いですね〜(o≧∇≦o)

泉⽔さんの年齢でこんなに少⼥らしい歌詞が書けるなんて、まだまだ⼄⼥⼼に溢れていたんですね♪

xs4pedさんへ︓
 この曲はTVアニメのオープニング曲だったようですね(*^u^*)通りで初めて聴いた時、聴き覚えがあったわけですね

(笑)
 今回の意味有りげな詩は…好きなフレーズなので使いました♡(笑)P.S.お⺟様は⼤事に⾄らなかったようで安⼼しまし

た＾＾
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部⻑へ︓
部⻑は曲を聴きたくて7:30にチャンネルを合わせていたんですか︕私も去年「グロリアス マインド」を聴きたくて

 「コナン」にチャンネルを合わせていたんですが、部⻑と同じで、ついそのまま⾒てしまいました(笑)

megamiさんへ︓
 さっそくカワイイ絵⽂字でのレスありがとうございます︕今まででも充分に気持ちが伝わっていましたよ(o^∇^o)

 緊張せずmegamiさんらしく絵⽂字を使いこなしちゃってください♪♪では︕明⽇の加⼯画もお楽しみに☆ﾐ
 P.S.プリントの貼り⽅は“なるほど︕”という感じですね︕(笑)

チョコレートさんへ︓
 私も「だよぉ〜」が⼤好きな内の⼀⼈ですよ♡(笑)可愛らしいですよね＾＾ところで、チョコレートさんはバスケ部

に所属していたんですか︕
 PVで⼤好きなシーンをたくさん使っていたようで良かったです♪今⽇も鷲掴みに出来るような加⼯画でありますよう

に︕︕(笑)
 P.S.待受画⾯の設定おめでとう＆ありがとうございました︕

シヴァさんへ︓
 初めまして︕初レスありがとうございますね(o≧∀≦o)すごく嬉しいです︕「息もできない」はシヴァさんが⼤好きな

曲になるんですね♪
 あと、私の加⼯画を受け取ってもらえていたようで感激です!!「カナリヤ」を気に⼊って貰えていたみたいで…☆ﾐ

“返信はけっこうですよ”と書いていましたが、私の⽅こそお礼が⾔いたかったので、レス書いてしまいました(笑)
 ありがとうございますね︕これからもよろしくお願いします︕☆ﾐ

MIZUIさんへ︓
 こんばんは︕レスありがとうございますね(o^∇^o)“素晴らしい画像”だと⾔ってもらえて光栄です︕後半も残り4枚

となりましたので、
 最後までご覧になってもらえると嬉しいです(*^u^*)よろしくお願いしますね♪♪

アネ研さんへ︓
 全体のバランスが良く加⼯が出来ていますか︖嬉しいです〜(●＞∀＜●)やっぱりバランスはかなり重要ですからね︕

 「バスケットボールを借りる」シーンでは“奪う”ような印象があったんですね(笑)確かに「ちょうだい︕」という感
じでしたもんね(笑)
明⽇からは給⽔ポイントを上⼿く利⽤して頑張ります♪♪



アキラさんへ︓
昨⽇からDISC2へ突⼊しました︕1曲⽬の「息もできない」は少⼥の初恋ような可愛らしい歌詞が印象的ですよね♡

 それでは︕無理はせず、明⽇もマイペースに頑張ります(*^u^*)オテンバ娘のクレアちゃんによろしく☆ﾐ

かずさんへ︓
 「息もできない」は初々しい恋愛模様な歌詞が、懐かしい気持ちにさせてくれますよね(●＞ω＜●)

 それでは︕応援ネコちゃんありがとうございます♡ファイトをもらいました☆ﾐ

Re:第8弾♡【新しいドア〜冬のひまわり〜】

4037 選択 xs4ped 2008-01-18 21:30:05 返信 報告

皐ちゃん、こんばんは。

今⽇は「新しいドア〜冬のひまわり〜」ですか。
 キラキラVer.いいですね〜

 〜冬のひまわり〜って感じでいいですね〜(^.^)

さて今⽇は何番かな︖

Re:第8弾♡【新しいドア〜冬のひまわり〜】

4038 選択 アキラ 2008-01-18 21:35:00 返信 報告

こんばんわ皐ちゃん︕連⽇皐ちゃんのスレは⼤盛況ですね♪
 ところで狙ってはいないんだけどもしかして今⽇は私が1番かな︖「新しいドア〜冬のひまわり〜」この曲は確かaki

ちゃんお気に⼊りの曲でしたね〜(^^♪良かったねakiちゃん︕
 では明⽇も楽しみにしてますよ☆

Re:第8弾♡【新しいドア〜冬のひまわり〜】

4039 選択 xs4ped 2008-01-18 21:42:45 返信 報告

もしかして１番Get︖︖︖
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ミキティさん、早く並び過ぎて凍死しちゃったかな(笑)
カレーまんまで頂いたのに・・・m(__)m

Re:第8弾♡【新しいドア〜冬のひまわり〜】

4040 選択 かず 2008-01-18 21:52:44 返信 報告

こんばんは︕８⽇⽬お疲れさまです︕
 がんばってくださいね︕︕

 

Re:第8弾♡【新しいドア〜冬のひまわり〜】

4042 選択 Ｔ２８◆HLV594mjiY 2008-01-18 22:11:13 返信 報告

皐ちゃん、みなさん、こんばんは。

ミキティさ〜ん・・・。（Ｔ△Ｔ） そんなぁ…
 せっかく差し⼊れまで⽤意して、お待ち下さったのに・・・（涙）。

 残念です・・・。慰めようもないけど、今度こそ頑張って︕︕

「新しいドア〜冬のひまわり〜」は、PVに出てくる泉⽔さんを、
 勝⼿に皐ちゃんとダブらせています（汗）。

 私の中にある（勝⼿だけど）皐ちゃんは、この「作品」の泉⽔さんです。
 少し他の映像や写真と、雰囲気が違う感じがするんですよね。

 あくまで勝⼿なイメージだから、怒らないでねぇ〜。

作品変更で来ましたか︕
 どうせ、所⻑と私しか知らないんだから、そのままでいいのに・・・（笑）。
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変更すると、負担が増えるよ︕ 本当に体調崩さないでよ︕
それでも、あと4⽇ですね。

 このまま”最後まで ⾛り抜けて”下さいね。
 

Re:第8弾♡【新しいドア〜冬のひまわり〜】

4043 選択 aki 2008-01-18 22:14:50 返信 報告

さっちゃん、みなさん、こんばんは^^

さっちゃんへ
 今⽇はちゃんと順番待ちしてたけど、途中であえなく断念しました笑。

 今⽇は「新しいドア〜冬のひまわり〜」だね♪
 最近⼤きいサイズのも作っていたけどそれとはまた違う感じで、こっちのやつはジャケット写真のようだね^^

 雪の結晶と、うす〜くみえる楽器がすごく良い味出してるね︕︕素敵です^^
 未公開画像気になる〜笑︕︕

megamiさんへ
 今⽇から３連休なのですが、とある理由で⼀歩も外には出られないので、ちょっと退屈です笑(-3-)=３

 (体調が悪いとか、全然そういうことでは無いので安⼼してくださいね笑^^)
 ⽇本は寒い⽇が続いていて、寒がりな私には⾟いのですが(笑)イランはどうですか︖

喜んでもらえて、良かったです〜( ≧∀≦)ノ
 この位のことならおやすいい御⽤ですよ〜笑♪
 これからも何かありましたら、私でよければな〜んでもOKですよd(｡ゝω･´)

ちなみに私も最近涙もろくて…(ノ_<。)でも、ほとんど嬉し泣きです^^
 megamiさんと私の約束ですね♪♪

↓今⽇の顔⽂字です(というかラストになってしまいました笑)↓
 Σ(ﾟ◇ﾟ︔) C=(^◇^ ; (≧◇≦) (/□≦､)

  ｡゜ﾟ(>ヘ＜）ﾟ ゜｡ ヽ（××ヽ） (≧ω≦。)
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strayさんへ
strayさんも今⽇はお休みだったんですね♪

 デートのお誘い、私でよければ喜んでOKです︕
 …と⾔いたい所なのですが、そんなこと⾔ったらHiroパパに怒られちゃう笑(*^^*ゞ

アキラさん
 はいっ︕この曲が紹介されてと〜っても嬉しいです(^o^)

 そうです〜この曲は私のお気に⼊りソングです♪♪
 アキラさん、覚えていてくれたんですね…︕︕嬉しいです^^

 

Re:第8弾♡【新しいドア〜冬のひまわり〜】

4048 選択 カーディガン 2008-01-18 22:53:36 返信 報告

皐さん、こんばんは。今⽇は、「新しいドア〜冬のひまわり〜」ですね。「ＧＯＯＤ ＤＡ
Ｙ」と同時発売で、両⽅とも、私のお気に⼊りです。献花のときにも、泉⽔さんにひまわりを
捧げてきました。ほかにも、私と同じく、ひまわりを⼊れていた⽅がいらっしゃいましたね。

この曲も、とても好きで、エンドレスでリピートしていました。８センチＣＤなので、カーナ
ビは再⽣しづらいので、家でよくきいていました。雰囲気が⼥性らしくて、とても素敵なジャ
ケットです。

今⽇は、飲み会で酔っぱらっていますが、レスをせずにいられず、書いていました。このＣＭはサッポロビールのＣ
Ｍソングでしたね。うちの地元にもサッポロビールの⼯場があります。キリンの⼯場もあるんですけど、サッポロビ
ールをひいきしたくなります。また、⼯場⾒学のついでに、ビールと焼⾁で⾷事をしたくなります!(^^)!サッポロ冬
物語を飲んで、また聴いてみたいと思います。新しいドアが開けそうでいい曲です(^^♪

それでは、あまり無理をせずに、頑張ってください。
 

Re:第8弾♡【新しいドア〜冬のひまわり〜】

4052 選択 アネ研◆uvPzH8.dvc 2008-01-18 23:37:54 返信 報告
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こんばんは、
緊急の変更お疲れさまです。

 雪のマーク︖が似合うと思ったら、12.2の発売なんですね。

研究所内に研究会を作ろうとすると、ことごとく所⻑の反対にあうので、隠れて副題の「冬のひまわり」は五⽊寛之
の同名⼩説との関係ある会︖をやってみます。（笑）

皐ちゃん無理せずやってくださいね!!

Re:第8弾♡【新しいドア〜冬のひまわり〜】

4053 選択 megami◆9SRngiiMNQ 2008-01-19 00:20:53 返信 報告

皐さんへ
 本⽇はネットになかなか繋がらなくて“やきもき”しておりました︕︕でも思ったより遅れていなかったようで良かっ

たです︕
 「新しいドア〜冬のひまわり〜」編 雪の結晶が（冬の）ひまわりに感じました。透き通っていて儚げな結晶と泉⽔

さんが素敵だと思いました(*＾Ｕ＾*)
 >今まででも充分に気持ちが伝わっていましたよ(o^∇^o) 

 こんなにお優しい⾔葉をいただいて少し⾃信がでました︕本当にありがとうございました(≧◇≦)
 顔⽂字はアドバイスいただいたように⾃分なりに使いこなせるように毎⽇使っていきたいと思いま〜すo(>▽<)o 

 > 未公開画像も楽しみにしていて下さい♡(笑) 
 未公開画像も明⽇の作品もとっても楽しみにしておりま〜す☆どうかお⾝体だけにはお気をつけて下さい︕

akiちゃんへ
 今⽇もまた素敵な顔⽂字をありがとうございま〜す♪♪

 今⽇はネットに繋がらなくてリアルタイムでお話できなくて残念でした・・・｡゜ﾟ(>ヘ＜）ﾟ ゜｡ 
 >⽇本は寒い⽇が続いていて、寒がりな私には⾟いのですが(笑)イランはどうですか︖ 

 寒がりも⼀緒だと解って嬉しくなっちゃいましたo(>▽<)o イランも４０年ぶりの寒波ということでかなり寒いので
す。

 早く春になってほしいです。
 あと２連休の退屈な時間が少しでも楽しく有意義に過ごせますように・・・☆また明⽇︕︕
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Ｐ・Ｓ 昨⽇の夜 Z.ｐをROMだけさせていただきました︕︕近い内伺わせていただこうと思いますが今からすごく
『緊張』してます・・・

シヴァさんへ
 わざわざレスをありがとうございました︕︕

 >このコメントを⾒て、「エエッ〜︕︕」と朝っぱらからビックリしてしまいました︕ 
 このコメントでまたまた笑わせていただきました☆

 >このＨＮは私の好きな作家である司⾺遼太郎先⽣からいただいたのです 
 そうだったのですか〜「気を悪く」だなんてとんでもありません︕

 私の⽅が勝⼿に「神様の名前から付けられたのかな︖」と考えてレスさせていただいてすみませんでした(≧∀≦)ゞ
 またお話させていただけるのを楽しみにしておりま〜す︕︕

チョコレートさんへ
 >私もちっちゃく写真⽤紙にプリントして、お⼿製写真集をくっつけようかしら・・（←かなり本気） 

 それすご〜く良い考えですね︕︕携帯に貼り付けてるミニ写真集はおすすめです（笑）
 >追伸、私もmegamiさんと同じく「promised you」は禁断症状でます︕(笑)  

 わぁ〜同じですね〜ヽ(*ゝω･*)ﾉ とっても嬉しくなりました︕︕
 チョコレートさんのアイディアで皐さんが何かサプライズのものを作って下さるようなので 今からとっても楽しみ

なのですヽ(●>∀<●)/ありがとうございました〜☆

ミキティさんへ
 中華まんごちそう様でした〜︕あと「顔⽂字」のサイトと⽅法をご紹介下さって 本当にありがとうございましたヽ

(●>∀<●)/
 教えていただいたサイトを使って、ミキティさんのように上⼿に顔⽂字が使えるようになりたいと思いま〜す☆

pineさんへ
 >破壊星⼈です。MDデッキのスロットにプラスチックのカードを詰め込んで使えなくしたり、ヘッドホンのコードを

噛み切ったり、とんでもないガキンチョです。 
 すご〜くお元気な息⼦さんで笑いが⽌まりませ〜んo(>▽<)o

 私は傍にいないのでとっても可愛く感じるのでしょうか︖︖︖ぜひまた息⼦さんのお話聞かせて下さ〜い（笑）

xs4pedさんへ
 今⽇は１番でしたね︕︕おめでとうございます☆



 
レスさせていただきませんでしたが、お⺟様のことを書かれていた時 私も⼼配しておりました。⼤事には⾄らなか
ったということで良かったですね︕

 プライベートの⽅もお忙しいと思いますが、２７⽇の作品を期待しておりま〜す(*＾Ｕ＾*)

アキラさんへ
 昨⽇Z.pの⽅に（ROMだけですが）伺わせていただいたら 副管理⼈さんだということを知りビックリ致しました

〜︕︕
 私は不器⽤なので、⼀つのサイトを拝⾒するだけで精⼀杯なのに Ｚ研にもお顔をだされて対応されて素晴らしいで

すねo(>▽<)o 
 stray所⻑さんはスーパーマンだな〜と思っているのですが、アキラさんもスーパーマンなのですね☆

 どうしたらいろいろなサイトにきちんと対応できるのでしょうか︖何かコツがございましたらご伝授いただければあ
りがたいで〜す (*＾Ｕ＾*)

Re:第8弾♡【新しいドア〜冬のひまわり〜】

4054 選択 シヴァ 2008-01-19 00:53:55 返信 報告

皐さん、こんばんは︕

今回もすごく綺麗ですね︕
 泉⽔さんも雪の結晶も・・
 この曲もよく聴いています ⼀緒のアルバムに「息もできない」が⼊っていますからね︕

 アルバム「永遠」は聴きすぎてケースがかなりいたんでいるＣＤの中で第３位になっています

こちらこそよろしくお願いします
 今回もありがたく保存させていただきます

 

Re:第8弾♡【新しいドア〜冬のひまわり〜】

4060 選択 ヒツキ 2008-01-19 10:08:07 返信 報告

皐さん皆さんこんにちは
 今⽇は「新しいドア〜冬のひまわり〜」ですね
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この曲涙無しには聴けない⼀曲です
最初と最後の

 「通り⾬の中で抱きしめた君の体温
 まだこの胸に今も残っているよ」

 の部分がなんとも⾔えないです。
 それから⼆番の

 「あの時⾒えなかったことが
 今少しずつ解りはじめているよ

 すごい喧嘩して、泣き出して⼀⼈
 先に帰った…」

 の部分
 ちょっと⾃分の⼼境と重なる部分がありまして

 『泉⽔さんずるいなぁ。こんな的確に⼈の⼼に⼊るんだから…』
 思ったことがあります。

 もう半分超えましたが、最後はやっぱりあの曲だと思っていますが、楽しみですよ。
 

Re:第8弾♡【新しいドア〜冬のひまわり〜】

4061 選択 チョコレート 2008-01-19 10:38:24 返信 報告

皐さんへ
 おはようございます。昨⽇は⼣⽅から出かけてしまっていたので今頃書き込みです・・すみません。でもまだ第9弾は

発表前ですよね︖これって間に合ったのかな︖︖
 「冬のひまわり」きれいですね︕あの雪の結晶のキラキラは、この歌にぴったりですね。この歌も⼤好きでよく繰り

返し聞いていたなあ〜と懐かしく思い出します。明⽇、じゃなくて今⽇も第9弾楽しみにしています︕

pineさんへ
 レスありがとうございます︕

 pineさんにはかわいい”破壊星⼈”がいらっしゃるんですね。うちにもいますよ〜。
 ⼥の⼦ですが、なかなかのやんちゃです。スカートやシャツをハサミで切っていたのには絶句でした(汗)

 投稿にはまだまだ時間がかかりますが楽しいですよね。またお話させてくださいね。

https://bbsee.info/straylove/id/4035.html?edt=on&rid=4061
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megamiさんへ
皐さんが作ってくださるサプライズなもの・・楽しみですね〜。

 いったいどんなものができてくるんでしょう︖
 この連載もまだ続きますし、毎⽇Z研から⽬が離せませんっ︕︕

 

Re:第8弾♡【新しいドア〜冬のひまわり〜】

4064 選択 stray 2008-01-19 11:09:03 返信 報告

皐ちゃん、おはよ︕ 体調は⼤丈夫︖（笑）

第7弾はすっかり意表を付かれてしまいました（笑）。
 45個のレスは、ここの新記録じゃないかなぁ（笑）。

「新しいドア」は好きです。⼤好きではありませんが…（笑）。
 ♪直感が⾏き先を決め〜る♪のところが、

 「⻑官が⾏き先を決める」に聞こえるんだよねぇ（笑）。
 軍艦に乗ってるんかいなと勘違いする⼈もいるんじゃ…（いないかっ）

チョコレートさん
 やんちゃなお嬢さんですねぇ（笑）。デザインが気に⼊らなかったのでしょうか（笑）。

 レスは、次がアップされてからでもOKですよ︕
 横レスもOK、何でもOKです︕（笑）

ミキティさん
 昨⽇はご馳⾛様でした︕ ファミマの「抹茶クリームまん」をいただきました（笑）。

 まさか待ちくたびれて寝てしまって凍死したんじゃないですよね︖（笑）

Re:みなさんレスありがとうございます☆ﾐ

4066 選択 皐 2008-01-19 11:19:11 返信 報告

xs4pedさんへ︓
 こんにちは︕昨夜は1番のレスでしたね(o^∇^o)ありがとうございます☆ﾐ ミキティさんはファミレスで寒さをし
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のいでいたのでしょうか…︖
ところで、第8弾でも“キラキラ”を使ってみたんですが、いい感じになっていると嬉しいです︕ありがとうございまし
た(*^u^*)

アキラさんへ︓
 スレが賑わっているのは、アキラさん、皆さんのおかげです(o≧∇≦o)毎⽇本当にありがとうございますね︕

 「新しいドア〜冬のひまわり〜」はakiちゃんのお気に⼊りソングでもあるようですね♪♪私もすごく好きな1曲です☆ﾐ
 今⽇、そして明⽇もぜひ楽しみにしていて下さいね︕

かずさんへ︓
 本⽇はとうとう9⽇⽬になりました︕終わりも近づいてきましたね(o≧ω≦o)いつも応援(猫ちゃんも)ありがとうござ

います︕頑張りますね☆ﾐ

部⻑へ︓
 ミキティさん残念でしたね(o≧_≦o)私、開店するの遅すぎ︕(苦笑)

 ところで、部⻑の中で私のイメージは「新しいドア〜冬のひまわり〜」のPVなんですか︕そんな“怒らないで”なんて
とんでもないですよ(●＞∀＜●)

 嬉しすぎて幸せすぎて…⾊んな感情の渦が!!(笑)なんかありがとうございます♡(笑)
 ⼼配もありがとうございますね(*^u^*)作品の変更は⼤丈夫ですよ♪企画の残りも少ないので、部⻑や所⻑にも「今

⽇は何かな︖」と
 思ってもらえるような加⼯画をUPしたいんですよね☆ﾐ このまま最後まで“⾛り抜け”ますね︕

akiちゃんへ︓
 こんにちは︕昨夜の「新しいドア〜冬のひまわり〜」はakiちゃんのお気に⼊りソングでもあるんだよね(o^∇^o)ア

キラさんから聞きました☆ﾐ
 この間作った⼤きいタイプの加⼯画も同じ曲だったけど、今回はPVの画像を使ってみました♪

 シングルカットされたものは、背景にジャケ写を⼊れるようにしていたんだけど、今回は⼊れる事が“できなかっ
た”から

 ジャケ写⾵なデザインにしてみたんだよ(*^u^*)“良い味”が出ていれば嬉しいです︕ではでは、未公開画像の⽅も楽
しみにしていてね♡(笑)

カーディガンさんへ︓
 いつも丁寧なレスをありがとうございます︕この曲はサッポロビールのCMソングだったんですか…(◎’□’◎)



 
私、案外タイアップの会社知らないんだな…(⼩声(苦笑)) 教えて頂けてすごく勉強になります︕︕
昨夜は酔っていたんですか︕(笑)なんとなく、お酒と⾔えばカーディガンさんですね(笑)⽉桂冠の「⽉」も好きって
⾔ってましたし♪

 「新しいドア〜冬のひまわり〜」と同時発売された「GOOD DAY」は私も両⽅ともお気に⼊りです(*^∇^*)
 実は私が1番最初に惹かれた楽曲は「GOOD DAY」になるんですよ♪その後、好きな曲がどんどん増えていきました

(笑)
 それでは︕明⽇も無理せず頑張りますね(*^∇^*)ありがとうございました☆ﾐ

Re:みなさんレスありがとうございます☆ﾐ Part.2

4067 選択 皐 2008-01-19 11:19:56 返信 報告

アネ研さんへ︓
 こんにちは︕「息もできない」のスレでは、所⻑にことごとくNew研究会を却下されちゃったようですね(苦笑)

 研究室に秘密の部屋を作って、密かに「「冬のひまわり」は五⽊寛之の同名⼩説との関係ある会」をしましょう︕︕
(o≧∇≦o)(笑)

 では、明⽇も頑張ります☆ﾐ アネ研さんもいつも励ましをありがとうございまね︕

megamiさんへ︓
 昨夜はあまりネットの繋がりが良くなかったようですね(’o’)本⽇はどうでしょう??

 「新しいドア〜冬のひまわり〜」編は、雪の結晶を気に⼊って頂けて嬉しいです♪♪“（冬の）ひまわり”に感じてもら
えたのなら、

 とっても光栄ですね︕それでは☆ﾐ megamiさんがお住まいのイランも寒いようなので、お体には気を付けてくださ
いね(o≧ω≦o)

 本⽇、明⽇、そして未公開画像を楽しみにしていて下さい♡(笑)

シヴァさんへ︓
 こんにちは︕「新しいドア〜冬のひまわり〜」編も楽しんでいただければ嬉しいです(o≧∇≦o)私も「永遠」のアルバ

ムはすごく好きですよ♪
 最近は特によく聴いています(*^u^*)シヴァさん宅では「いたんでいるCD︓第3位」ですか︕(笑)いっぱい聴いても

らえて泉⽔さんも嬉しいでしょうね♡
 それでは、今⽇UP予定の加⼯画も保存して貰えると嬉しいです︕よろしくお願いしますね☆ﾐ
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ヒツキさんへ︓
こんにちは☆ﾐ 昨夜は「新しいドア〜冬のひまわり〜」でしたこの歌詞にはヒツキさんの⼼境と重なる部分があった
ようですね＾＾

 私も「あの時⾒えなかったことが今少しずつ解りはじめているよ」のフレーズには、すごく共感できるのでよく聴き
⼊ってしまいます(o≧ω≦o)

 さて、この企画も残り3⽇となりました。最後は何の曲になるのか楽しみにしていて下さいね︕

チョコレートさんへ︓
 こんにちは︕昨⽇は私がUPする時間がすごく遅かったですからね(苦笑)こうしてレスを頂けて、本当に嬉しいです(o

^∇^o)
 「冬のひまわり」はキレイに仕上がっていますか︖☆ﾐ キラキラはこの歌にすごく似合いますよね♪

 さて、第9弾は発表前になります。じゃあヒントを載せておきますね(笑)皆さまもこっそり聞いてくださ〜い♡(笑)
 昼⾷を取ってからのUP予定です。はい︕ヒントお終い(笑)ぜひぜひお越し下さいね︕お待ちしています☆ﾐ

 P.S.チョコレートさんにもお⼦さまがいらっしゃるようで︕やんちゃな⼥の⼦…⾃分の少⼥時代を思い出します(笑)

所⻑へ︓
 体調は⼤丈夫ですよ☆ﾐ 昨夜は早めにぐっすり眠ったので、本⽇はとても元気です︕(o≧∀≦o)(笑)

45個のレスは、本当に嬉しい限りですね(≧ω≦｡)皆さんの励ましが⼒になります︕
 「新しいドア〜冬のひまわり〜」では、私も「⻑官」って聞こえていました!!(笑)私だけじゃなかったんだ〜(笑)

 “軍艦に乗ってるんかいな”って勘違いした⼈…案外いるかもしれませんよ︕︖(笑)

megamiさんへ

4055 選択 シヴァ 2008-01-19 01:05:47 返信 報告

ヨシッ︕うけた︕（＾＾）

いつか我慢⽐べ⼤会をしましょうか
 どちらが禁断症状に打ち勝って何⽇⼤好きな曲を聴かずにいられるか

 もし勝負になったら負けませんよ〜
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今まで聴きたくなったら普通に聴いていたので我慢したらどんな⾵になるかわかりませんが、たぶんうなりながら部屋を無意
味にウロウロしていそうです（＾０＾）

勝負する前の⽇とかはエンドレスリピートで聴いておかないとダメですね︕
 

シヴァさんへ

4056 選択 megami◆9SRngiiMNQ 2008-01-19 02:28:53 返信 報告

こんばんは︕ずいぶん遅くまで起きていらっしゃるのですね〜︖︖︖
 > もし勝負になったら負けませんよ〜 

 おもしろい勝負を考えつきましたね︕今まで⼀度も考え付かなかった勝負です︕︕
 「何時間聴き続けられるか」の勝負なら負けないと思うのですけれど・・・この勝負は、きっとすぐ負けますね

（笑）
 勝負の前から降参しちゃいま〜す☆

 > 今まで聴きたくなったら普通に聴いていたので我慢したらどんな⾵になるかわかりませんが、たぶんうなりながら
部屋を無意味にウロウロしていそうです（＾０＾） 

 そうそう確かに︕︕考えただけで何も⼿につかない感じがします（笑）

シヴァさん これからもたくさんおもしろい書き込みなさって下さいネ︕︕期待してま〜す♪♪

●●MU-GEN20080116●●

4046 選択 ALIL.1967 2008-01-18 22:45:01 返信 報告

CD特集してます。投票結果の順に紹介してますよ。
 http://www.filebank.co.jp/wblink/52c7d180c939ac8c66b47bdda7437783

ZARD研究所の皆様，盛り上がってますね︕
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. オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [3971]（無題）(2) [3973]第7弾♡【息もできない】(45) [3939]第6弾♡【永遠】(26) [3822]カバーアルバム(6) [3932]
ZARD  揺れる想い(07 Live ver.)(3) [3953]「携帯Gallery」更新のお知らせ(0) [3909]第5弾♡【かけがえのないもの】(21) [39
34]CD20080123 銀ベスト︖(1) [3906]皐さん、strayさんへ(3) [3920]akiちゃんへ(1)

新しい話題を投稿する

« 46 45 44 43 42 41 40 39 38 »

（無題）

3971 選択 Hana 2008-01-17 14:38:06 返信 報告

strayさん、皆さん、こんばんは（笑）
 去年、かずさんの投稿されたベージュのルージュのお話で、百貨店にある、【シュウウエムラ】にて、

 坂井さんが付けていた⾊と近い感じのベージュ系ですが、付けて貰いました。
 結構、関⼼しました(笑)

■strayさんへ■
 只今、画像を切り抜いたり、⾊を隠すなどの編集の練習をしているところです。
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しかし、やっぱり上⼿く⾏きませんね^^;
また、「この画像、こんな⾵にお願いします」と⾔うのが出てきたら、

 そのときは、よろしくお願いいたします。
 

Re:（無題）

3989 選択 stray 2008-01-17 22:11:05 返信 報告

Hanaさん、こんばんは。

読んだ限り、似合ったけど試し塗りだけで買わずに帰ってきた、って感じですが（笑）。

> また、「この画像、こんな⾵にお願いします」と⾔うのが出てきたら、 
 > そのときは、よろしくお願いいたします。 

 どうぞどうぞ︕と⾔いたいところですが、私はまったくの素⼈なので、
 ⾼度なことはできませんよ（笑）。この前の程度でよければいつでもどうぞ︕

Re:（無題）

4028 選択 かず 2008-01-18 18:12:10 返信 報告

こんばんは
 体験して納得されたようで良かったです

カネボウや資⽣堂からも出ていると思いますので
 もしも買うときは経済的な⽅をオススメです

第7弾♡【息もできない】

3973 選択 皐 2008-01-17 18:57:02 返信 報告
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本⽇からDISC2のスタートです︕
そして「Request Best 〜beautiful memory〜」の発売まで約⼀週間♪待ち通しいですね〜☆ﾐ

 後半初⽇の今⽇は1曲⽬に収録されている「息もできない」編です(*^u^*)
 メロディーもそうですが、泉⽔さんの歌声が可愛らしいですよね♪♪

Re:【永遠】***レスのお返事です＾＾

3974 選択 皐 2008-01-17 18:57:40 返信 報告

カーディガンさんへ︓
 こんばんは︕昨夜は休憩中にレスをありがとうございます(o^∇^o)本当に嬉しかったです☆ﾐ

 カーディガンさんはキャノンのカメラが印象的だったんですね♪当時、けっこう⻑い間オンエアーされていたようで
(’o’)

 “永遠”に⼀番であるカメラがあるのって、なんだか素敵ですね︕それでは、本⽇もレスを楽しみにしていますね︕よ
ろしくお願いします☆ﾐ

アネ研さんへ︓
 ⼀昨⽇は閉館⼨前だったんですか︕では、本⽇からは24時間営業にしますね︕(笑)

 前半最終⽇だった昨⽇は、「永遠」編にしました(*^u^*)凛々しい泉⽔さんに、英語verでかっこいいでしょ♪(笑)
 アネ研さんも「永遠」と⾔えば、Canonの印象があるようですね︕Z板では泉⽔さんの愛⽤カメラはCanonが有⼒だ

ったみたいですが、
 追悼ライブではNikonの紹介だったようで…。私はNikon派なので、ちょっと嬉しいです(笑)それでは︕今⽇も⾛りぬ

けますね〜☆ﾐ

部⻑へ︓
 こんばんは︕この企画もとうとう折り返し地点を過ぎてしまいました(*^u^*)意外と早かったですね。この企画が終

わっても、
 作りかけていた4thGの加⼯画がありますのでお楽しみに︕(笑)またまた私のお気に⼊りソングなので、皆さまにも気
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に⼊っていただけるように頑張ります(o≧∇≦o)
それでは︕部⻑からの優しい励ましを胸に、後半も頑張りますね〜︕P.S.携帯Gの更新をありがとうございました︕♪♪

チョコレートさんへ︓
 まずはお礼を︕︕(笑)所⻑からロゴの指⽰が出ていましたね。気づいていたんですが、他の事をしていたらすっかり

忘れてしまっていました︕(笑)
 ⼤事な事を思い出させて頂いて感謝です(o≧∇≦o;)カレンダーを作る際には、そのロゴを⼊れる案もいいと思います

よ︕
 Z研発のカレンダーみたいな感じで、私は⼤賛成です☆ﾐ そして、そのカレンダーの⽅ですが、案の定、サイズを⼤き

くすると画質の問題が出てきました(苦笑)
 ですが、ちょっと良い案があるので、期待していてもらっていいかもしれません☆ﾐ(笑)カレンダー企画の⽅もお楽し

みに♡

xs4pedさんへ︓
 お⺟様の緊急事態との事ですが、⼤丈夫なんでしょうか︖私が⼼配するのもあれですが…、悪い事ではないようにと

願っています。
 そんな忙しい中レスを本当にありがとうございますね＾＾すごく嬉しいです。今回はライブverですが、xs4pedさん

のお気に⼊りショットは⼊れていません(苦笑)
 キャプ画のみで作成しちゃったので(*^_^*)いつかお気に⼊りの画像を⼊れた加⼯画を作ってみますね☆ﾐ

 P.S. 「かけがえのないもの」のレスもありがとうございます＾＾xs4pedさんのブログのタイトルは『かけがえのな
いもの』なんですね︕

ヒツキさんへ︓
 こんばんは︕レスありがとうございますね☆ﾐ「永遠」のPVに出てくる⾞のボンネットは少し開いていたようですね

(笑)
 この曲を聴くとドラマの印象を持ってる⽅もいると思いますが、私もヒツキさんの先輩さんと⼀緒で違いますね(笑)

 発売から10以上も経っていますが、本当に⾊褪せる事のない名曲だと思います。

pineさんへ︓
 本⽇から24間営業になりましたので、ぜひいつでも鑑賞に来てくださいね︕(笑)そして、こちらこそpineさんレスを

ありがとうございます☆ﾐ
 携帯の待受には設定出来たようですね︕すごく嬉しいです(o≧∇≦o)最初は悪戦苦闘中だったみたいですが、

 



使われている内にマスターしたようで＾＾お疲れさまでした︕「かけがえのないもの」は携帯の⾊とマッチしている
ようで良かったです♪

 「永遠」の⽅も、そして本⽇の「息もできない」編も保存よろしくお願いしますね︕(笑)

ミキティさんへ︓
 今⽇は並んで待っていてくれたんですか︕ありがとうございます(o≧∇≦o)今から開店いたしますので、どうぞお⼊り

になって下さいね☆ﾐ(笑)
 でも、開店の時間が遅かったので、今は近場でお茶してるかな??

 P.S.カワイイ⼦猫ちゃんの写真をありがとうございます♡後頭部(笑)可愛いですね〜(o≧∇≦o)後頭部と⾔えば、柴⽝
の頭もすごい可愛いんですよ︕(笑)

こんばんは!︕

3975 選択 カーディガン 2008-01-17 19:16:12 返信 報告

皐さん、皆さん、こんばんは。
 あれ、今⽇はまだ皆さん来ていないのですか︖

 今⽇は中華⼀番のテーマ曲ですね。泉⽔さんが⼀番リミックスをしたとか。こだわりがあったのでしょうか︖
 帰りましたら、また、詳しいレスをしますね。

Re:第7弾♡【息もできない】

3976 選択 ミキティ 2008-01-17 19:16:47 返信 報告

皐さん みなさん こんばんは（＾－＾）
  

  今⽇は⼀番かなっっ︕
 （書き込みしている間に 出遅れたりして（笑）

 寒い中でも並んで良かったです〜。 喫茶店の誘惑に負けず⼼待ちにしていました（＾－＾）

 息もできないくらい ねえ 作品に夢中だよぉ(*^_^*)
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 本⽇の作品 かっこいい泉⽔さんですね（＾－＾）
 ブルーがベースでキレイ度ＵＰです☆

  素敵な作品ありがとうございます（＾－＾）

 猫ちゃん ワンちゃん可愛いですよね(*^_^*)
  癒されます〜

 

Re:第7弾♡【息もできない】

3977 選択 ミキティ 2008-01-17 19:19:21 返信 報告

明⽇も 並びます〜♡

 

Re:第7弾♡【息もできない】

3978 選択 stray 2008-01-17 19:31:13 返信 報告

皐ちゃん、こんばんは︕

いよいよ後半戦突⼊ですね（笑）。
 私はこの曲⼤好きなんです。フ〜ハァ〜で始まって（笑）、徐々に盛り上がるイントロが痺れますねぇ。

 気持ちがどんどん⾼ぶっていく曲なので、ハイテンションになりたい時は、この曲に限るね︕（笑）
 「息もできないくらい 君に夢中だよ」って、少し⻭が浮くくらい少⼥ポリックな歌詞が、

 若かりし頃の恋愛を思い出せませねぇ、遠〜い昔だけど（笑）。

カーディガンさん、こんばんは。
 ミキティさんが並んでるんだから、所員は遠慮しなさいって（笑）。

部⻑から前に⾔われた⾔葉をカーディガンさんにバトンタッチ︕（笑）
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ミキティさん、明⽇リベンジがんばって〜（笑）。

Re:第7弾♡【息もできない】

3979 選択 aki 2008-01-17 19:41:04 返信 報告

さっちゃん、みなさん、こんばんは^^

さっちゃんへ
 今⽇はなんとか3番以内には⼊れたかな…︖

 いよいよ今⽇からDISC2のスタートだね︕

「息もできない」はイントロがすごく好きです((●>ω<)
 もちろん曲⾃体も好きだよ笑︕つい⼝ずさんじゃいます♪♪
 確かに泉⽔さんの声が可愛らしいよね〜(*＾＾*) 

 この曲は全体的にフレッシュな感じがします︕

加⼯画の背景のブルーがすごく綺麗で、泉⽔さん＆この曲ににぴったりだね^^

megamiさんへ
 こんばんは^^この企画の皆勤賞を⽬指していますので(笑)きっと明⽇も明後⽇もお話できます〜♪♪

 ちなみに私明⽇学校お休みなんです(＞v＜)なので３連休笑︕

こちらがakiセレクトの顔⽂字です〜(*ゝω･*)ﾉ
 今⽇は笑っている⽅を載せてみました^^

 megamiさんにはた〜くさん笑っていてほしいので、泣いたりしている顔⽂字よりもこっちの⽅が数が多めです(◎≧
u≦) 

使い⽅は⼈それぞれだと思うのですが、私はWordに保存して、それをコピーして使っています♪♪
 登録したりも出来るそうなのですが…私にはちょっと難しくて分かりません笑(= ^ ^ ゞ

↓これが顔⽂字です↓
 (*^▽^*)/ (/*^^)/ o(>▽<)o ((o(^-^)o)) ヽ(●>∀<●)/

 (●^ω^●)ﾉ (●>ω<)ﾉ ヽ(*ゝω･*)ﾉ (*＾Ｕ＾*)  (≧∀≦)ゞ (*＾Ｕ‘*）⌒☆★
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Re:第7弾♡【息もできない】

3980 選択 pine 2008-01-17 20:09:22 返信 報告

皐さん みなさん こんばんは
 今回は早くやって来れました。*(^_^)*(今⽇２度⽬ですが）

今⽇の泉⽔さんはアクティブですね。右下の写真の⼤股開きがカッコ良くて好きです。
 「息もできないくらい ねえ君に夢中だよ〜」の「よぉ〜」の歌い⽅がかわいくって、そこだけ何度もリピートして

聞いたりしました。

待受設定上⼿くできたことに気をよくして、今⽇はギャラリーの作品も過去のBBSたどって頂いて来ました。今⽇の
も保存させて頂きます。

 

Re:第7弾♡【息もできない】

3981 選択 ヒツキ 2008-01-17 20:20:32 返信 報告

皐さん皆さんこんばんは
 「息もできない」

 元気ソングの⼀つですね＾＾
 「恋の相談をしているうちに、あの時笑顔が全てを受け⼊れてくれた」

 とか
 「君から⾒た私はどんな⾵に⾒えるの︖」

 の部分が好きです。
恋愛の始まりと、ちょっと気になる相⼿の気持ちですね

 「今度こそは本物だって、神様信じていいですか︖」
 『泉⽔さん、この時何歳＾＾』

 なんて突っ込んだりしました（笑）
 時々こういう詞ありますよね＾＾

Re:第7弾♡【息もできない】
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3982 選択 xs4ped 2008-01-17 20:33:26 返信 報告

皐ちゃん、こんばんは。

> 本⽇からDISC2のスタートです︕

今⽇から後半戦(DISC2)ですね。
 今⽇は、「息もできない」ですか。

 これはTVアニメ「中華⼀番」のオープニング曲でしたね。
 このアニメも好きで良く⾒てました。

 勿論、My Top10に⼊っています。(^.^)
 「息もできないくらい ねえ君(泉⽔さん)に夢中だよ」♡♡♡

今回の意味有りげな詩は、もしかして・・・ですか︖

PS.
 ⺟の件は、取り敢えず⼤事にならず済みました。

 お気遣い感謝致します。

Re:第7弾♡【息もできない】

3983 選択 Ｔ２８◆HLV594mjiY 2008-01-17 20:40:00 返信 報告

皐ちゃん、みなさん、こんばんは。
 昨⽇までの6作品を追加した、皐ギャラリーも是⾮ご覧下さいね。

 ⼀部、「更新出来ていないんじゃ︖」 と、クレームも付いていますが・・・（笑）。
 ⼤丈夫なはずです（汗）。不具合がありましたら本気でクレームを︕（笑）

「息もできない」は、カーディガンさんも書いていますが、
 「中華⼀番︕」というアニメのオープニングテーマ曲でしたね。

 この曲聴きたさに、７︓３０にチャンネルを合わせて待っていたことがありました。
 曲だけ聴くつもりが、アニメまで⾒たことも・・・（汗）。何度かね（笑）。

pineさんが書かれてるように、あんなに男前な座り⽅はなかなか出来ませんよね（笑）。
 泉⽔さんだからこそ、カッコ良く決まるんでしょうね。
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 隣に座ってる”奴”と、なに話してるのか気になります〜（笑）。

Ｐ.Ｓ. 明⽇はakiちゃんがお休みみたいなので、並んでるかもしれませんね。
  でも、ミキティさん今⽇はタッチの差だったし・・・（悩）。う〜ん、どちらも頑張れ︕（笑）

 

Re:第7弾♡【息もできない】

3984 選択 megami◆9SRngiiMNQ 2008-01-17 21:03:45 返信 報告

皐さんへ
 こんばんは︕「息もできない」編 初夏を思わせるエメラルドグリーンと泉⽔さんのラフな姿が爽やかですね〜ヽ

(*ゝω･*)ﾉ  
 今⽇はakiちゃんに顔⽂字を教えていただいたので 初めて使わせていただきました︕︕ちょっと緊張してます︕

皐さんのレスもいつも素敵な顔⽂字が踊っていて 気持ちがちゃんと伝わってきます☆
 お⼆⼈を⾒習って その内緊張しないで顔⽂字が使えるようになりたいと思います♪♪

 私の顔⽂字の使い⽅で『こうした⽅がもっと気持ちが伝わりそう』なんて気付かれましたら ぜひ教えて下さい☆
 それでは 明⽇の作品も期待しておりま〜す︕︕

akiちゃんへ
 明⽇から３連休なのですねヽ(*ゝω･*)ﾉごゆっくりお過ごし下さいネ☆

 そしてどうか１番⽬指して下さ〜い︕︕応援してます♪♪

かわいい顔⽂字 本当にありがとうございました☆教えていただいた⽅法なら私にも使えると思いま〜す♪
 どんな時に使ったら良いか これからじっくり考えてみますネ︕︕なんてお礼を申し上げたら良いか ⾔葉がでてき

ません（涙）
 >megamiさんにはた〜くさん笑っていてほしいので、泣いたりしている顔⽂字よりもこっちの⽅が数が多めです(◎

≧u≦)  
 その⾔葉を聞いただけで泣けちゃいます・・・笑うのも好きなのですが、同じくらい泣くことも多いです。(≧∀≦)ゞ

 でも今⽇からは笑う⽅が多くなるように努⼒したいと思います︕︕akiちゃんとの約束です♡
 それでは また明⽇(*^▽^*)/ホントにありがと〜

 

ｐｉｎｅさん ミキティさんへ
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3985 選択 megami◆9SRngiiMNQ 2008-01-17 21:18:54 返信 報告

pineさんへ
 こんばんは︕はじめましてmegamiと申します。

 別スレ拝⾒致しました。私の携帯⽅式にならずに ちゃんと「かけがえのないもの」を待受にできて良かったですね
☆

お坊ちゃまとアメリカに⾏かれてるお姉さまはお元気でいらっしゃいますか︖
 以前からお話したいな〜と思っておりましたので 名前を出していただいて嬉しかったです。

 これからどうかヨロシクお願い致しま〜す(*＾Ｕ＾*) 

ミキティさんへ
 別スレでわざわざレスありがとうございました︕︕

 いつもミキティさんのとっても明るいレスを拝⾒するのが楽しみです。
 かわいいネコちゃんが並んでいる姿が愛らしくて 思わず微笑んでしまいました〜ヽ(●>∀<●)/

 これからもどうぞヨロシクお願い致します☆

Re:第7弾♡【息もできない】

3986 選択 チョコレート 2008-01-17 21:42:57 返信 報告

皐さん、こんばんは︕
 この曲はかなり好きです。⽢酸っぱい感じですよね。

 泉⽔さんだから許せるような歌詞で、
 「息もできないくらい ねぇ 君に夢中だよ」の「だよぉ〜」をすっごく可愛くうたっているのがねぇ・・・。

このPVで泉⽔さんがバスケットボールを借りるシーン、
 バスケ部に所属していたこともあり（すっごい⼤昔の話ですが）、懐かしさも⼿伝って⼤好きなシーンであります。

 このカットがたくさん使われていてうれしいです︕
 ホントに皐作品はいつも私の⼼を鷲づかみ状態です〜。

 明⽇も期待してます︕
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それからカレンダー企画も「期待してもらっていいかもしれません」なんて⾔っていただいて⼤感激︕
でも、ロゴのこともありますので（なんといっても所⻑命令が先ですよね）

 のんびりと、期待は特⼤でお待ちしております。

Re:第7弾♡【息もできない】

3987 選択 シヴァ 2008-01-17 21:51:59 返信 報告

皐さま ｓｔｒａｙ所⻑さま みなさま 初めまして

いつも楽しく拝⾒しています

この「息もできない」は私が⼤⼤⼤好きな曲なんです︕
 この曲と「⼼を開いて」は３⽇に１回は聴かないと

 禁断症状が出てしまいそう（＾＾）

いつ聴きたくなってもいいようにｉ-Ｐｏｄにいれて
 持ち歩いています

この作品も素晴らしいですね︕
 これまでの作品も勝⼿にいただいています

特に「カナリヤ」はすごく好きです︕
 下の段の３⼈の泉⽔さんは綺麗すぎ︕

今までは何も⾔わずにいただいていたのですが、
 さすがに⼼が痛んで・・

ただお礼が⾔いたかっただけなので、
 返信はけっこうですよ

今までと今回の作品、ありがとうございます︕
 遅すぎたお礼をお許しください・・

 

strayさんへ
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3988 選択 xs4ped 2008-01-17 21:57:03 返信 報告

strayさん、こんばんは。

HOMEアイコンやっと変更しましたね。
 これは使者様からの提供画像ですね。(^.^)

 他は変更しないんでしょうか︖
 

pineさん、megamiさんへ

3990 選択 チョコレート 2008-01-17 22:13:06 返信 報告

pineさん、はじめまして。チョコレートと申します。
 私は第4弾の「君とのふれあい」から投稿するようになりました初⼼者です。

 今⽇のpineさんのレスを⾒て「あー私とおなじように『よぉ〜』が可愛くて⼤好きな⼈がいる︕」
 とうれしくなって、ついついごあいさつしたくなりました。

 携帯待受け画⾯に設定できてよかったですね。私も今でも携帯は悪戦苦闘の連続です・・・。
 これからもよろしくお願いします。

megamiさん、こんばんは。
 プリントアウトは続いていますか︖

 携帯に7枚貼るって、どんなふうになっているのでしょう︖上に重ねて貼っているのですか︖それとも並べて︖︖
 そんなスペースないですよね(汗)。すみません、ちょっと想像ができなくて。

 私の携帯はネットにはつながるのですが、私の頭がつながっていない(苦笑)ので、
 Z研にたどり着けず、皐作品をDLできないんです・・情けない︕

 もう少し悪戦苦闘して、無理ならmegamiさん⽅式にしようかな、と思っています。
 

Re:strayさんへ

3991 選択 stray 2008-01-17 22:15:49 返信 報告

xs4pedさん、こんばんは。
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おぅ︕ようやく気づいてくれた⼈が現れました︕（笑）
１ヶ⽉くらい経ちましたかね（笑）。

 使者様から提供していただいた画像の、お顔の部分です。
 他のアイコンはそれなりに機能を果たしているので、変更しないことにしました（笑）。

チョコレートさんへ

3992 選択 stray 2008-01-17 22:23:30 返信 報告

こんばんは、⼀度投稿してしまえば、あとは慣れです（笑）。
 で、どんどんどんどんはまっていくのです（笑）。

まず画像をPCに「保存」してから、このサイトを試してみて下さい。
 携帯の種類を選んで、サイズを100KB以下にして携帯に送信すれば、たぶん⼤丈夫です。

 http://mobile.from.jp/howto.html

なお、ページ最上部右側の「オプション」をクリックすると、
 ここのURLを携帯に送信することができますので。

P.S.私も、『よぉ〜』が可愛くて⼤好きな⼀⼈です（笑）。

Re:第7弾♡【息もできない】

3993 選択 MIZUI 2008-01-17 22:23:57 返信 報告

皐さん。ZARD研究所の皆さん。今晩は。
皐さん、またまた素晴らしい画像を有難うございます。

 遠慮なく保存させて頂きます。m(_ _)m

この曲も私のZARD、お勧めの⼀曲です。
 今⽇からDISC2のスタートですか。期待しています。

＞strayさん。今晩は、⼜遊びにきてしまいました。
  そうなんですよ。私は⼈⾒知りが凄いので最初の

  うちはコメントが堅いかも知れませんがそのうち
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  慣れれば『助平オヤジ丸出し』←が本性ですので。
 になるかも知れませんが。(笑)

＞megamiさん。初めまして。お名前は存じていました。
  お詫びだなんて、とんでも有りません。

  よ〜く考えたら、⼥性に思われてもしかたがないかも
  知れませんね。わざわざレス有難うございました。

  今度、是⾮Zpにも遊びに来てみて下さい。

＞Ｔ２８さん。今晩は。
  部⻑職、ご苦労さまです。私も初めての様な気がしませ

  んね。(笑)実は、ここだけの話なのですがいつの間にか
  勝⼿に部⻑などと皆さんから呼ばれているだけなのです
  よ。私はオバカでは、Ｚｐのなかでも⼀番だと⾃負して
  います。(⼤笑)

それでは、失礼します。⼜、書き込みさせてくださいね。

Re:第7弾♡【息もできない】

3994 選択 アネ研◆uvPzH8.dvc 2008-01-17 22:42:13 返信 報告

こんばんは、
 今⽇から24時間営業になったんですね（笑）じゃあその⽇のうちにと、急がなくてもいいんですね。深夜族の私には

嬉しいです。
 今⽇は「息もできない」ですか、かわいい曲ですよね、作品も泉⽔さんの姿勢といい、全体のバランスが決まってま

すね。中央の、はチョコレートさんが⾔うところの「バスケットボールを借りる」シーンでのボールでしょうか︖私
には借りるというより奪う感じがして、初めて⾒た時はドキドキしてしまいました。（笑）

 また、皐ちゃんも泉⽔さんと同じNikon派ですか〜お⽬が⾼いですな〜。
 明⽇を乗り切れば2連休の給⽔ポイントです。がんばってくださいね︕︕

Re:第7弾♡【息もできない】
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3995 選択 カーディガン 2008-01-17 22:49:05 返信 報告

こんばんは、皆様。
 昨⽇に引き続き、また⼀番になってしまい、申し訳ないです。ゆっくりきたつもりでしたが、皆

さん、遠慮しているみたいですね。明⽇は２番をねらいます(^_-)-☆

ミキティさん、タッチの差で、ごめんなさい(゜-゜)
 明⽇は、リベンジを果たしてくださいね(^^♪明⽇のレスも期待していますよ(^^)/~~~

ミキティさんの猫ちゃんですか︖とってもかわいいですね(^^♪こちらまで⼼が癒される寝顔です
ね!(^^)!⽑並みがとても柔らかそうで、ほんわかしていていいですね。

また、素敵なお話をきかせてください(^_-)-☆

ところで、「息もできない」ですが、中華⼀番でのタイアップなのは有名ですね。ほかにも、ビーイングのタイアッ
プでは、素敵な曲がいっぱいです。中華⼀番のキャラのなかでは、メイリィちゃんが⼀番好きでした。アニメを⾒る
ためにテレビを⾒ていましたので、このアニメはかなり好きで、いつも⾒ていました。ストーリーが⾃然で、⾒てい
て飽きませんでした(^^♪

 you tubeにものせてくれている⽅がいらっしゃいます。ありがとうございます。泉⽔さんの素敵な歌声をどうぞ︕︕

http://jp.youtube.com/watch?v=oeSxfY9ukO0

泉⽔さんのほかにも素敵な曲があるんですけど、今⽇は聴くのをやめときます。
 また、明⽇もどうそよろしくお願いしますm(__)m

P.S.アネ研さんへ
 泉⽔さんの最初のカメラの説ですが、あまりはっきりと確認できないですね。EOS５かもしれないですけど、EOS10

0もありうるでしょうし。武道館の時のカメラはデジカメではないでしょうか︖きっと最近のカメラかもしれないです
ね。何台かカメラをお持ちだったのかもしれませんね。ニコンかキャノンが無難でしょうけど、ニコンは昔は操作が
難しかったので、キャノンのほうが使いやすかったでしょうね。会報の写真を⾒る限りでは、ミノルタのレンズのよ
うでもありますが。α707siかα507siかな︖純正のレンズかな︖キャノンのUSMレンズらしくないですね。泉⽔さん
のカメラではないかもしれませんね。

 泉⽔さん、カメラの持ち⽅、逆ですよ︖僕が指導しますよ(^_-)-☆といいたいところですが^_^;
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Re:第7弾♡【息もできない】

3996 選択 アキラ 2008-01-17 22:55:28 返信 報告

こんばんわ皐ちゃん☆いよいよDISC2ですか、でもまだ先は⻑いですので無理しない程度に頑張って下さいね（それ
が⼀番難しいんですけどね 笑）＞息もできないくらい ねえ 君が好きだよ〜♪このフレーズが物凄く⼤好きです♪
きっと多くの男性ZARDファンがこのフレーズが好きだと思いますが。クレアを誉めてくれてありがとね＼(~o~)／
でもかなりのオテンバ娘でステレオのスピーカーの配線かじって⽚⽅壊されました（涙）

またまた横レス失礼します
 ＞megamiさん

 ご丁寧な挨拶ありがとうございます︕こちらこそ宜しくお願いします(^^♪機会がありましたら是⾮Z.pにも遊びに来
て下さいね︕

＞ミキティさん
 お久しぶりです︕お元気そうでなによりです(*^^)v今度のリクメモⅡにミキティさんが⼤好きな「淡い雪が溶けて」

選曲されましたね︕因みに私はこの曲リクエストしましたよ☆

Re:第7弾♡【息もできない】

3997 選択 かず 2008-01-17 23:16:33 返信 報告

こんばんは。７つ⽬お疲れさまです
 少年時代に帰ってしまいそうな曲です︕

 今⽇も応援ネコいきます︕

ファイトォ︕

Re:第7弾♡【息もできない】

3999 選択 アネ研◆uvPzH8.dvc 2008-01-17 23:29:24 返信 報告
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お疲れ様です。
皐ちゃん横レスすみません。

 カーディガンさんへ
 泉⽔さんのことだから⼀眼レフは何機か持っていたでしょうし、EOSを持っているコメントをし

てますので、イタリアのはEOS 5 と思ってます。（ZARD 10th Anniversary Bookの17⾴の
上の写真のグラスの奥のカメラが傾いている事が根拠です。たしか陽炎さんの説と思います。）

 また、追悼コンサートでの泉⽔さんの愛機の写真ではNikonで向って左側に⾚い縦のラインがあ
ったので、F3、F100,F80のどれかと思うんですよね〜。

 また、#3995のカメラの持ち⽅は以前もあった、泉⽔さんサウスポー説の有⼒な根拠ですね。（笑）
 所⻑、ZARD LEFT 研究会作っていいですか︖（笑）

Re:第7弾♡【息もできない】

4000 選択 カーディガン 2008-01-17 23:35:33 返信 報告

アネ研さん、こんばんは。

＞また、#3955のカメラの持ち⽅は以前もあった、泉⽔さんサウスポー説の有⼒な根拠ですね。（笑）
所⻑、ZARD LEFT 研究会作っていいですか︖（笑）

４番ZARD 坂井泉⽔。
 どこかで聞いたような・・・。

ZARD LEFT 研究会、いいですね、(^^♪

利き⽬じゃないの︖

4001 選択 stray 2008-01-17 23:43:32 返信 報告

カーディガンさん、アネ研さん、こんばんは。

泉⽔さんは右利きですよ。
 カメラの持ち⽅の件は、「利き⽬」が”左”ってことじゃなかった︖
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> 所⻑、ZARD LEFT 研究会作っていいですか︖（笑） 
却下します︕（笑）

Re:利き⽬じゃないの︖

4002 選択 かず 2008-01-17 23:51:11 返信 報告

ぴんぽ〜ん︕︕
 かずは左利きですが、右利きの⼈と違う構え⽅ってないですよ

 利き⽬が左なんで、タテに構えると同じになります

Re:右打席

4003 選択 かず 2008-01-17 23:53:38 返信 報告

オフィシャルブック「きっと忘れない」に
 泉⽔さんがソフトボールで右打席に⼊っている写真ありましたね

 右利きですね

蛇⾜ですが・・・
 

所⻑、できました︕(涙)

4004 選択 チョコレート 2008-01-18 00:10:57 返信 報告

所⻑さん、こんばんは。
 携帯からなかなかZ研に接続できず、待受けをDLできずにいましたが、とうとうできました︕

 やったー︕うれしい︕私の携帯、すっごくかっこよくなりました︕
 QRコードを以前読み取ってみた時には、なぜか付属美術館の更新記事⼀覧︖が出てきてしまい、そこからどこのペー

ジにも移動できませんでした（泣）。
 どれだけ苦労したことでしょう・・。
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今⽇、もう⼀度試してみたらちゃんと接続できましたよ。
早速、皐作品を携帯にいただいたのですが、携帯の画⾯サイズより⼩さめでした。

 そこで︕所⻑よりご紹介いただいたサイトで変換してみたら、ジャストサイズになりました〜︕ありがとうございま
す︕

 画⾯にフィットしたら超かっこいい携帯になりました。
 本当に感謝、感謝です。

> ⼀度投稿してしまえば、あとは慣れです（笑）。 
 > で、どんどんどんどんはまっていくのです（笑）。 

 ・・まさに、おっしゃるとおりですね。あぁ、どんどん深みにはまっていく〜。
 Z研はアリ地獄︖︖いえいえ、地獄だなんて・・楽しくってためになる素敵な研究所です。抜け出せなくて本望で

す・・。とっくにZ研に荷物も運び込んじゃいましたから︕
 

Re:利き⽬じゃないの︖

4005 選択 アネ研◆uvPzH8.dvc 2008-01-18 00:16:34 返信 報告

かずさん、所⻑、お⼿数かけました。
 そうですね、効き⽬でしたね。視⼒が左がいいってことなんでしょうね。

 いくつ研究会を作ろうとしたかな〜。
 

チョコレートさん Ｚ．ｐのMIZUI企画部⻑さん＆アキラ副管理⼈さん シヴァさんへ

4006 選択 megami◆9SRngiiMNQ 2008-01-18 01:45:32 返信 報告

チョコレートさんへ
 こんばんは︕

 >プリントアウトは続いていますか︖携帯に7枚貼るって、どんなふうになっているのでしょう︖ 
 >上に重ねて貼っているのですか︖それとも並べて︖︖ 

 プリントアウトは続いておりま〜す︕⼀枚⽬のグロリアスマインドだけは全⾯に貼って あとは⼀ヶ所だけをテープ
で⽌めて めくれば全部を⾒れるという貼り⽅です︕︕

 > 画⾯にフィットしたら超かっこいい携帯になりました。 
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待受画⾯の設定成功 本当におめでとうございますヽ(●>∀<●)/
素敵な携帯になられて良かったですね☆うらやましいで〜す（笑）

Ｚ．ｐのMIZUI企画部⻑さんへ
 こんばんは︕こちらこそわざわざレスをいただいてありがとうございました☆

 >お名前は存じていました。 
 え〜本当ですか︖︖︖ありがとうございま〜す︕

 >今度、是⾮Zpにも遊びに来てみて下さい。 
 企画部⻑さんから直々におっしゃっていただいたら「いつか」なんて⾔っていられませんね〜︕︖

 失礼のないように 近いうちご挨拶に伺わせていただきたいと思いますので どうかよろしくお願い致します。

Ｚ．ｐのアキラ副管理⼈さんへ
 こんばんは︕こちらこそご丁寧にありがとうございます☆

 >(^^♪機会がありましたら是⾮Z.pにも遊びに来て下さいね︕ 
 ありがとうございます。企画部⻑さん・副管理⼈さん・akiちゃんと ３名の⽅からお声を掛けていただきました。

 きっとご縁があると思いますので 近いうち必ずご挨拶に伺わせていただきたいと思います。
 その時は どうかよろしくお願い致します︕

シヴァさんへ
 はじめまして megamiと申します︕

 ＨＮが「神様の名前繋がり」だわ〜︕︕と嬉しくて レスさせていただきました。
 >この「息もできない」は私が⼤⼤⼤好きな曲なんです︕この曲と「⼼を開いて」は３⽇に１回は聴かないと禁断症

状が出てしまいそう（＾＾） 
 お気持ちが良く分かるので 笑ってしまいました(*＾Ｕ＾*)

 私が最低３⽇に１回聴かないと禁断症状がでる曲は「I still remember｣と「promised you 」なのです（笑）
 もちろん「息もできない」と「⼼を開いて」も⼤好きな曲です︕

 これからどうぞ宜しくお願い致します☆

Re:利き⽬じゃないの︖

4007 選択 stray 2008-01-18 08:51:29 返信 報告
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アネ研さん、おはようございます。

効き⽬と視⼒は無関係で、脳の問題だそうです。
 また訓練すれば効き⽬を変えることもできるようですよ。

 私は悪いほうの⽬が効き⽬です。使い過ぎか︖（笑）

シヴァさん、はじめまして︕

4008 選択 stray 2008-01-18 09:00:28 返信 報告

ようこそZ研へ、所⻑のstrayです。
 いつもご覧いただきありがとうございます。

 あと5⽇も残ってますし、4thMG⽤のストックもあるということなので、毎⽇⽬が離せませんね（笑）。
 気に⼊った作品があったら、本⼈の励みににもなりますのでレスして下さい。

 今後ともZ研をどうぞご贔屓に︕

チョコレートさん
 うまくいきましたか︕それはよかった（笑）。

 悩んでないでお気軽に相談してくださいね（笑）。
 

Re:チョコレートさん Ｚ．ｐのMIZUI企画部⻑さん＆アキラ副管理⼈さん シヴァさんへ

4010 選択 シヴァ 2008-01-18 09:22:10 返信 報告

megamiさま 初めまして シヴァと申します

> ＨＮが「神様の名前繋がり」だわ〜︕︕と嬉しくて レスさせていただきました。

このコメントを⾒て、「エエッ〜︕︕」と朝っぱらからビックリしてしまいました︕

このＨＮは私の好きな作家である司⾺遼太郎先⽣からいただいたのです
 と⾔っても読むようになったきっかけはかなり前ですが「るろうに剣⼼」というマンガにはまっていて、その作者の

かたがおすすめしていたからなのです

ネットで「シヴァ」と調べてみるとヒンドゥー教の破壊をつかさどる神様だとか・・
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ということなので「神様の名前繋がり」というのは違うかもしれません
気を悪くされたらゴメンナサイ

ＨＮを決めたときに何か意味がないか、調べればよかった・・
 

Re:シヴァさん、はじめまして︕

4011 選択 シヴァ 2008-01-18 10:33:17 返信 報告

stray所⻑さま 初めまして シヴァと申します

所⻑さまはいろいろな貴重な映像や⾳源をお持ちですよね︕
 こちらでそれらをご厚意に⽢えていただいていました

 とてつもなく遅くなりましたが、ありがとうございます

特に「ｐｒｏｍｉｓｅｄ ｙｏｕ」のＰＶはしょっちゅう⾒ています
 この泉⽔さんは、かわいすぎ＆綺麗すぎですよね︕

ところで泉⽔さんは左利きと右利きが混ざっていませんか︖
 「ｓｏｆｆｉｏ ｄｉ ｖｅｎｔｏ」のＭｙ Ｂａｂｙ ＧｒａｎｄのＤＶＤで⼿を組んでいるシーンがあります

が、左⼿の親指が上になっているから右⼿の⼩指が⼀番下になっています
 「ｄｅｃｉｍｏ」ではみなさんがおっしゃるとおり左⽬でファインダーを覗いている写真があります

 そしてなんといっても「君に逢いたくなったら・・・」のＰＶでは左⼿の親指でシャンパンのコルクを⾶ばしていま
す

実は私も左利きと右利きが混ざっているのでこの３例は左利きの特徴だと思っています
 私は勝⼿に「泉⽔さんとおんなじだ〜︕」って思っています（＾0＾）

利き⽬が”左”の決定的証拠

4012 選択 stray 2008-01-18 10:46:24 返信 報告

シヴァさん、おはようございます。
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ご丁寧にありがとうございます。
左利きでも、字を書くのと箸を持つのだけは右に矯正させられた⼈もいますので、

 「泉⽔さんは右利き」と断定できませんが、利き⽬が”左”の決定的証拠がこれです。

じつは私も、左利きが混じっていて、微妙な感覚は左⼿のほうが優勢です。
 たしかに⼿を組むと私も左⼿の親指が上になります。

 泉⽔さんと⼀緒のほうが良いので、泉⽔さんも左利きが混じってることにしましょう︕（笑）

字を書くのは”右”の決定的証拠

4013 選択 stray 2008-01-18 10:48:54 返信 報告

字を書くのは”右”ですね。
 この写真以外にも右⼿にペンを持ってる写真はたくさんありますので。

Re:利き⽬が”左”の決定的証拠

4014 選択 Ｔ２８◆HLV594mjiY 2008-01-18 11:18:46 返信 報告

みなさん、こんにちは、お邪魔いたします。

盛り上がっているところ恐縮ですが（笑）。
 #4012の写真、写りを気にしてこうなったとは、考えられないですかね︖

 もし、陽射しや背景を優先したら、こちらからしか撮影できなかったとか、
 こちらから撮影した場合、右⽬を開けて覗いていると変になるし、カメラが顔に被りませんか︖
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所⻑︕ 怒らないでね（笑）。ド素⼈の戯⾔です（笑）。
もちろん、決定的な根拠も⾃信もありゃしません（キッパリ）。

 たんに、スナップ写真として撮られたなら、私の意⾒は却下です。
 

Re:利き⽬が”左”の決定的証拠

4015 選択 stray 2008-01-18 11:47:45 返信 報告

部⻑、こんにちは︕

今⽇は⾮番なのでakiちゃんにデート申し込めばよかったな（笑）。

「ｄｅｃｉｍｏ」買ったんじゃなかった︖
 あの写真で⼗分決定的だと思うけど、念を⼊れてこの写真を貼ったのだから、

 部⻑の意⾒は却下します︕（笑）
 

所⻑へ

4017 選択 Ｔ２８◆HLV594mjiY 2008-01-18 13:10:50 返信 報告

こんにちは。
 ファンとしてもド素⼈で、申し訳ないです（汗）。

「ｄｅｃｉｍｏ」のP.56とP.130ですね。確認しました。
 泉⽔さんの美しさに⾒とれて、⾒過ごしてました（笑）。
 

Re:利き⽬が”左”の決定的証拠

4018 選択 チョコレート 2008-01-18 13:36:34 返信 報告

所⻑さん、こんにちは。今⽇は⾮番でしたか。
 チョコレートです。アイドルのakiちゃんでなくてすみません(笑)。

 おかげさまで、携帯もZ研仕様になりました︕ありがとうございます。
 そうですね、早く相談すればよかったです。⼀⼈で悩んでいてもつながるはずもなく・・。
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> たしかに⼿を組むと私も左⼿の親指が上になります。 
> 泉⽔さんと⼀緒のほうが良いので、泉⽔さんも左利きが混じってることにしましょう︕（笑） 

 ・・⼿を組んで親指が上になったほうが利き腕なんですか︕︖知らなかった〜。
 私は幼少期より完璧な右利きですが、⼿を組むとなぜか左⼿の親指が上になりますっ︕

 あれ︖私、左利きなの︖︖びっくりです。
 でも泉⽔さんと同じなんてウフフ、所⻑さんとも⼀緒でムフフです。

megamiさんへ
 megamiさん、こんにちは︕

 私の携帯、所⻑さんのアドバイスにより、難問(?)解決しました〜。
 でもmegamiさんみたいに何枚もペラペラ⾒れるのも魅⼒的ですね。
 だって携帯に「ミニ写真集」が付属しているんでしょう︖しかも皐作品。ちょっとうらやましいですね。

 私もちっちゃく写真⽤紙にプリントして、お⼿製写真集をくっつけようかしら・・（←かなり本気）

追伸、私もmegamiさんと同じく「promised you」は禁断症状でます︕(笑)

こんなに盛り上がるのだから

4021 選択 アネ研 2008-01-18 15:30:17 返信 報告

ZARD 効き⽬左 右ききだけど左も器⽤よ 研究会 やりませふ︕︕新作はまだかなーちょっと廻ってきます。（笑）

Re:こんなに盛り上がるのだから

4022 選択 Ｔ２８◆HLV594mjiY 2008-01-18 15:35:17 返信 報告

アネ研さん、こんにちは。
 並んでんの︖（笑）まだだとおもうなぁ（笑）。

> ZARD 効き⽬左 右ききだけど左も器⽤よ 研究会 やりませふ︕︕ 
 俺はそれより、⽬が良いはずなのにめがね好き、泉⽔さんは元祖「めがねっ娘」なのか研究会のほうがいいなぁ

（笑）。
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早すぎだって（笑）

4023 選択 stray 2008-01-18 15:42:07 返信 報告

アネ研さん、こんにちは。
 早すぎだってば︕（笑）

 今⽇はレスも多いので、19:30と⾒た︕
 並んでてもいいけど凍えないように（笑）。

⼆⼈とも研究会の名前、⻑すぎっ︕却下︕（笑） 
 

Re:早すぎだって（笑）

4024 選択 Ｔ２８◆HLV594mjiY 2008-01-18 15:45:26 返信 報告

ちぇっ︕（笑）
 

第6弾♡【永遠】

3939 選択 皐 2008-01-16 18:17:44 返信 報告

本⽇で「Request Best 〜beautiful memory〜」のDISC1編が終了です︕
 もう半分まで来たんですね(’□’)意外と早かった気がします。

前半最終⽇の今⽇は、「永遠」(LIVE.ver)です︕この曲もお気に⼊りソング上位の歌になりますね♡(笑)
 歌詞は英語の⽅を選びました〜☆ﾐ ⾒た⽬がカッコいいでしょ(笑)

明⽇からはDISC2の収録曲になりますので、引き続き、楽しみにしてもらえると嬉しいです♪♪

Re:【かけがえのないもの】***レスのお返事です＾＾
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3940 選択 皐 2008-01-16 18:18:59 返信 報告

akiちゃんへ︓
 レスありがとう!!!本当に嬉しいよ(o≧∇≦o)読んでいるとakiちゃんの想いがたくさん伝わってきました。理性を持つ

事も⼤切だけど、
 感情で動く事も悪くはないよ☆ﾐまだ未成年なんだから︕(笑)“かけがえのないもの”、akiちゃんとの出会いも⼤切に

思ってます(*^u^*)
 では︕また遊びに来てね♪皐お姉ちゃんも、所⻑達もakiちゃんの訪問をお待ちしています☆ﾐ

pineさんへ︓
 初めましてになりますね︕昨⽇はレスをありがとうございました(o^∇^o)pineさんも「かけがえのないもの」がお

好きなようで嬉しいですね☆ﾐ
 私の作る加⼯画を“全部好き︕”だと⾔ってもらえて…光栄です(●＞ω＜●)ありがとうございます〜︕これからもよろし

くお願いしますね♪
 P.S.待受画⾯に設定してくださる予定なんですか︕ホント嬉しいです︕

PANさんへ︓
 待受の設定ありがとうございますね︕︕今回はナチュラルに仕上げてみました(*^u^*)実はデコレーションした物も

あったんですが、
 シンプルな⽅がこの歌に似合っている気がして…＾＾PANさんにとって、思い出深い1曲なようで、今回セレクトして

良かったです☆ﾐ

天使さんへ︓
 ⼀昨⽇のレスでは、にしまるさんとの素敵なコラボ作品をありがとうございました︕お⼆⼈の共作になると、魅⼒も

倍になりますね☆ﾐ
 「負けないで」の加⼯画も、今も壁紙にしてくださっているようで嬉しいです!!記事の⾒⽅にはなれていないようで

すが、ぜひまた⾜を運んで下さいね♪♪

MIZUIさんへ︓
 お久しぶりです︕akiちゃんやアキラさんにお聞きしましたよ☆ﾐ気に掛けてくださってありがとうございますね(o^

∇^o)
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stray所⻑の下、いつも楽しく元気に過ごしています♪♪「失礼は承知のうえで」だなんて、とんでもないですよ︕
こうしてまたお話が出来てすごく嬉しいです︕これからも是⾮、⾜を運んでくださいね︕

カーディガンさんへ︓
 ⼼温まるカーディガンさんの想いを聞かせてくださってありがとうございますね(*^u^*)確かに、「かけがえのない

⼈」よりも
 「かけがえのないもの」の⽅が響きが良いですね。何かを作るにあたって、⼩さな違いでも、感じが変わってしまう

のなら⼤きな違いになると思います。
 それが⾔葉であるなら尚更ですよね＾＾泉⽔さんがファンの⽅達を⼤切に思ってくれたと考えるのは“素敵”だと思い

ますよ☆ﾐ

チョコレートさんへ︓
 丁寧に書かれた⼀⾔⼀⾔がとても⼼を温かくさせてくれます(o≧ω≦o)投稿してくださった事に感謝ですね☆ﾐ私の⼒

(笑)かどうかはわかりませんが、
 そんな⾵に⾔ってもらえると嬉しいです︕このカウントダウン企画ですが、確かにちょうど12作あるのでカレンダー

が作れちゃいますね︕
 チョコレートさんナイスアイディアです︕ただ、サイズが問題なんですよね(苦笑)

 P.S.睡眠は⼗分にとっているので⼤丈夫ですよ(o^∇^o)ご⼼配ありがとうございます☆

所⻑へ︓
 第五弾はピンクを基調としましたので、“ほんわか”系の雰囲気が出ているようですね(o^∇^o)

 今⽇は前半の最終⽇です︕データの⽅も準備できているので、更新作業よろしくお願いしますね☆ﾐ
 体調管理に気を付けて“適当”に頑張ります(笑)

megamiさんへ︓
 私の⽅こそ、いつもmegamiさんから優しいお⾔葉をかけて頂いて感謝していますよ☆ﾐありがとうございますね︕

 ところで、akiちゃんからのレス嬉しいですね︕megamiさんの仰るとおり、“『アイドル』の使命”イイと思います☆
ﾐ(笑)

かずさんへ︓
 寒さを吹き⾶ばすぐらいの雰囲気を出せているのなら嬉しいです︕私もカワイイ猫ちゃんのお顔で疲れも寒さも

 吹き⾶んでしまいました♪♪明⽇も頑張りますね︕ありがとうございました(o^∇^o)



アネ研さんへ︓
「かけがえのないもの」では温かい雰囲気、それでいて、ちょっと切ない気持ちにもなる気がしますよね＾＾

 部⻑が「泉⽔さん何かを⾔いたそう」って書いてましたが、もしかしたらアネ研さんの⾔う「がんばっていこう
よ︕」という⾔葉なのかも…!?

泉⽔さん、永遠に

3941 選択 カーディガン 2008-01-16 18:24:22 返信 報告

今⽇はこれですか。携帯からピコピコです。私の中では、ベスト３というよりも、⼀番の曲ですね。

こんばんは︕︕

3942 選択 カーディガン 2008-01-16 18:48:09 返信 報告

上のレスにご挨拶がぬけていました。失礼いたしました。携帯から休憩中に⾒かけたものですので、帰ってからあら
ためて、カキコさせていただきます(m＿m）

 泉⽔さんは永遠です〜。

Re:第6弾♡【永遠】

3943 選択 ミキティ 2008-01-16 19:06:24 返信 報告

皐さん こんばんは

新年おめでとうございます(*^_^*)

 皐さん ご挨拶が遅れてすみませんでした。
 しばらくＰＣとお供出来ない⽇が続いて（携帯も調⼦が悪くて。。(>_<)） 楽しみに遊びに来ました〜（＾－＾）

 とっても素晴らしい企画ですね。
  毎⽇ お年⽟いただく以上に嬉しいです。

 全ての作品に会ってきましたよ（＾－＾）
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 皐さんの作品は とってもあたたかいこころと 想いが
いっぱい詰まっていますねヽ(^o^)⼃

 ⼀作品 ⼀作品が かけがえのないもの 宝物です☆

  今年も宜しくお願いします（＾－＾）
  素敵な作品をこれからも楽しみにしています(*^_^*)

 

Re:早速のレスをありがとうございます︕︕

3944 選択 皐 2008-01-16 19:17:44 返信 報告

カーディガンさんへ︓
 今⽇は携帯からでしたか︕私は携帯で投稿した事がないので、いつか挑戦してみたいなぁと思っています(笑)

 「永遠」は名曲ですよね(o^∇^o)私の⺟もこの曲が1番好きみたいです♪なんかドラマの印象もあるとか…。
 休憩中ということは、お仕事ですよね︖引き続き頑張ってください︕ありがとうございました♪

ミキティさんへ︓
 あけましておめでとうございます☆ﾐお久しぶりのミキティさんにもこの企画を喜んで頂けて嬉しいです(*≧∇≦*)

 他の加⼯画も⾒てくださったんですね︕たくさんの想いを込めているので、そう⾔ってもらえると光栄です☆ﾐ
 それでは、今年もどうぞよろしくお願いしますね︕またミキティさんからの綺麗な⾵景写真も楽しみにしています☆ﾐ

Re:第6弾♡【永遠】

3945 選択 チョコレート 2008-01-16 19:19:38 返信 報告

皐さん、こんばんは︕
 今⽇は｢永遠」ですか・・泉⽔さん、格好良すぎですっ︕

 どの泉⽔さんも素敵なんですが、ライブのときの⿊スーツは凛々しくて⼤好きです。
 そんなにバリッと決めていながら、右上のようなかわいい表情を⾒せちゃうなんて・・・反則ですよね。

 こっちまでニヤニヤしちゃいそうです。

ステージの上で、派⼿なパフォーマンスをするでもなく、ただひたすら歌い続けた泉⽔さん・・
 泉⽔さんのようなアーティストは他にいませんね。
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泉⽔さんの遺したものは永遠に、私たちの中に存在し続けると思います。
皐さん、後半も期待しています︕︕︕

追伸、サイズに問題ありですか︕︖
 あらら、カレンダー企画すでに企画倒れ︖ナイスアイディアではなかった模様・・（汗）

 

Re:第6弾♡【永遠】

3946 選択 かず 2008-01-16 19:39:09 返信 報告

こんばんは〜♪
 連続６⽇⽬お疲れさまです。

 「永遠」で⼀番の思い出って⻘⼭葬儀所です
 列にならんで⼊場待ちの時、⼤画⾯で泉⽔さんが⻘いクルマを運転するシーン。

 ⾃分は１５時半に列に並んで１６時すぎに退出しました。

応援ネコをもういっちょ︕

Re:第6弾♡【永遠】

3947 選択 stray 2008-01-16 20:07:17 返信 報告

皐ちゃん、こんばんは︕

前半戦が終わって”６戦全勝”ですね（笑）。
 このまま全勝優勝⽬指して突っ⾛ってください。って相撲かっ︕（笑）

「永遠」といえば、私と皐ちゃんの間にぃぃ⼤切な思い出が…（笑）。
 （気になる⼈は皐ギャラリーの解説をお読み下さいね）

ふと思ったのですが、リクエストベスト収録曲30曲ぜ〜んぶやったらすごいでしょうね（笑）。
 皆さん思い⼊れのある曲もまちまちで、リクエストベストの選曲は操作が⼊ってるとしても（笑）、

 ファンならかなり納得できるベストなんじゃないかと。
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私の⼤好きな「Love is Gone」と「フォトグラフ」のどちらかが、
後半の６作に⼊ってますように︕（お祈り）（笑）

Re:第6弾♡【永遠】

3948 選択 megami◆9SRngiiMNQ 2008-01-16 20:17:46 返信 報告

皐さんへ
 > 前半最終⽇の今⽇は、「永遠」(LIVE.ver)です︕この曲もお気に⼊りソング上位の歌になりますね♡(笑) 

 ⼤⼈を感じさせる背景の⾊使いと泉⽔さんがとっても素敵です︕
 皐さんの『感性の豊かさ』が存分に発揮された前半作品だったと思います☆

 もう６枚⽬に突⼊です。６枚全部が良いので全部携帯に貼れる私は幸せで〜す︕︕（笑）
 > 歌詞は英語の⽅を選びました〜☆ﾐ ⾒た⽬がカッコいいでしょ(笑) 

 確かにカッコいいです（笑）
 akiちゃんからのレス本当に嬉しかったです︕そしてお⼆⼈の絆の深さを感じられる１⽇となりました。

 素敵な１⽇をありがとうございました♡

akiちゃんへ
 皐さんのレスを拝⾒してまだ未成年なのですね︕すっごく驚きました。

 将来が本当に楽しみですね︕︕どんどん良い作品を発表して下さい︕
 akiちゃんとお話していると 若さと元気をいただけるような気がします☆これからもたくさんお話しましょうネ♡

ミキティさんへ
 特派員の任命の時は わざわざお祝いのレスをいただきありがとうございました︕︕

 私のお返事が遅くなってしまって もう帰省されてしまったあとにレスさせていただいたと思います。
 どうか失礼をお許し下さい︕これからどうぞ宜しくお願い致しま〜す☆

カーディガンさんへ
 『永遠』の今⽇は１番でしたね︕︕おめでとうございます。

 こだわりを感じました︕︕

チョコレートさんへ
 ⾃然にお気持ちを表現されていて すごいと思います。
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今⽇はいつもより短時間で投稿できたのではないでしょうか︖
私もだんだん慣れてきて 投稿するまでの時間が短くなってきております︕

Re:第6弾♡【永遠】

3951 選択 アキラ 2008-01-16 21:22:44 返信 報告

こんばんわ皐ちゃん、昨夜はこの時間に帰宅したのでレス出来ませんでした、皆勤賞⽬指し
てたんですけどね〜（涙）

 今⽇は『永遠』ですか、この曲も⼤好きです!(^^)!と⾔うかZARDの曲で嫌いな曲はあり
ませんけどね︕

それと⾮常に残念なことが判明しました、本家やZ.pでの画像が携帯にDLしてそのまま壁紙
に出来るのですが何故かZARD研究所での画像は携帯にDLしてもデータフォルダーを⾒る

と︖マークが付いてて再⽣も登録も出来ないんですよ(>_<)
 因みに携帯はauのW52SAを使ってます、どうしたら皐画伯の作品を携帯の壁紙に出来るか教えて下さいm(__)m

それとお礼のレスを失礼します
 strayさん、T28さん、皐ちゃん、megamiさん（初めまして

 Z.pのアキラと申します）akiちゃんへの温かい励ましのレス＆MIZUI企画部⻑への歓迎のレスありがとうございまし
た

 ＼(^o^)／
 お礼にかずさんに対抗して（笑）クレアの画像をどうぞ♪

アキラさんへ

3952 選択 stray 2008-01-16 21:32:30 返信 報告

こんばんは︕

もしかしたらサイズが⼤きいのかも知れませんね。
 私はDocomoですが100KBを超すとダメみたいです。
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このサイトを試してみて下さい。
携帯の種類に合わせて⼤きさを調整し、サイズダウンまでして携帯に送信できますので。

 http://mobile.from.jp/howto.html
 

megamiさま

3954 選択 チョコレート 2008-01-16 21:37:52 返信 報告

megamiさん、こんばんは︕
 いつもお⾔葉をかけていただいてありがとうございます。

 そうなんです・・今⽇は投稿にかかった時間が初めて1時間かからなかったんです。
 慣れてきたのか、皐作品の魔法にでもかけられたのか︕︖

 でも、megamiさんてすごいですね〜、そんなことまでわかってしまうなんて。なんでもお⾒通しって感じですね。

携帯貼り付け作戦も前半終了ですね。
 「カサカサ」⾳には笑ってしまいましたが、そんなデジタルなのかアナログなのか、よくわからない携帯が少しうら

やましい気もします。
 私もやってみようかな(笑)︖︖

Re:第6弾♡【永遠】

3955 選択 aki 2008-01-16 21:48:11 返信 報告

さっちゃん、みなさん、こんばんは^^

＜さっちゃんへ＞
 昨⽇は(というかいつも)本当にありがとう︕⾔葉に出来ないくらい感動したよっ…涙。

 この企画も残り半分だね。毎⽇スレを⽴てるだけで⼤変なのに、こんなに丁寧にレスを書いてるさっちゃんの姿に、
私はただただ感激してます。疲れたときは、ちょっとくらいお休みしても良いからね︕

 みなさんに「楽しみにしてるんだからそんなのダメだ〜︕」って⾔われちゃっても、私が守るから⼤丈夫笑︕

今⽇は「永遠」だね。さっちゃんのお気に⼊りソング(＞v＜)しかも英語ver.ということで…︕︕かっこいい〜笑♪♪そ
れにしても、さっちゃんいつの間にキラキラ☆・ﾟ．:*:｡･ﾟ.*がこんなにも美しく使えるようになったの︖︕もしかし
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てxs4pedさんに伝授してもらったのかな…︖

＜megamiさんへ＞
 こんばんは☆いつも返事が遅くなってしまいすみません〜↓

 書きたいことがありすぎて、どこから書こうか迷います〜笑。
 ちなみに私はまだ○学⽣です笑(⼀応秘密ということで^^)びっくりでしたか︖笑

私のことを待っていてくれたなんて…嬉しいです涙涙。
 ありがとうございます︕これからもスマイルで頑張ります( ≧∀≦)ノ

 megamiさんからのお願いですもん♪約束はきちんと守ります︕︕

strayさん郵便局から、無事にお⼿紙が届いたようで^^笑
 5年ぶりの⽇本語の⼿紙だったんですね︕

 そんな⼤切な⼿紙の差出⼈が私なんかで良かったのかな︖笑^^;
 申し訳ないなかったなんて思わないで下さい︕

 私は当たり前のことをしただけです(*＾＾*)

了解しました︕私もそういう性格なので、megamiさんのお気持ち分かりますよ︕
 (そのせいで最近はZ.pになかなか⾏けなくて…笑)

 だけどいつか必ず遊びに来てくださいね︕︕
 私も、れおさんも、NAOさんも…Z.pのみ〜んなでmegamiさんのことをを⼼からお待ちしてます^^

megamiさんにぴったりの顔⽂字、ちゃぁんと⽤意しておきましたよ〜笑Σd(ゝ∀･)
 でも、厳選していたら数が少なくなってしまいました…笑。

 かぶってしまうよりも、megamiさんオリジナルの⽅が良いと思ったので、私の使っているのとは少しずつ違うもの
になったのですが…それでも良いですか︖︖

 ⻑くなってしまうので、顔⽂字は明⽇のお楽しみです^^笑

＜T28さんへ＞
 ありがとうございますっ…︕︕

 そんな⾵に思ってくださる⽅が居て…私は本当に幸せものです(ノ_<。)
 私は笑いませんでしたよ︕^^だって私と同じですもん。

 T28さんにその⼀⾔をプレゼントされた⽅に感謝ですね︕
 



これからはたくさん編集機能を使っちゃうかもしれませんが…(笑)どうぞお許しを^^
本当にありがとうございました。

 そしてこれからもどうぞよろしくお願いします。

＜strayさんへ＞
 いつもありがとうございます。

 迷惑メールにならなくて良かったです〜笑♪♪
 みなさん優しすぎです(ノ_<。)みなさんの優しさに、毎⽇感動しております…涙涙。

 こんな私ですが、これからもどうぞお願いいたします。

Re:第6弾♡【永遠】  アキラさんへ

3956 選択 ｍｆ 2008-01-16 21:48:15 返信 報告

クレアちゃんは 尻尾が団⼦なのですね うちにもそんな猫がいました 尻尾の形状は遺伝
による要素が影響するようです 

Re:こんばんは☆ﾐ

3957 選択 皐 2008-01-16 22:19:22 返信 報告

チョコレートさんへ︓
 こんばんは︕今⽇は「永遠」編ですが、画像にはライブ時のものを使ってみました♪♪

 私も⿊スーツで凛々しくキメてる泉⽔さん⼤好きですよ(o^∇^o)ライブの時は特に輝いて⾒えますしね☆ﾐ
 コンサートでは⾐装チェンジも1度だけなんて、トップアーティストにしては珍しいですよね︕

 ホント泉⽔さんのようなアーティストは他にいないと思います＾＾
それでは︕後半も楽しみにしていて下さい︕あと、カレンダー企画は本当にナイスアイディアなので、

 試しに1枚作っています♪♪結果の⽅は後半が終了次第お知らせしますね♡(笑)
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かずさんへ︓
またまたカワイイ応援猫ちゃんをありがとうございますね︕この⽬を閉じている顔が最⾼に可愛いですね♡♡♡

 笑っているみたいに⾒えて、こちらまで微笑んでしまいます(o≧∇≦o)(笑)
 本⽇の「永遠」ですが、かずさんは⻘⼭葬儀所での思い出があるようで。なんだか切ないですね｡｡｡

所⻑へ︓
 “6戦全勝”ですか〜(笑)こんなに嬉しい事はないです(o≧ω≦o)

 「永遠」といえば、所⻑との思い出がありますね♡(笑)その時も(合わせて)ライブ時の画像を使いましたね〜＾＾
 私のドジでバレバレになっちゃいましたが…(笑)(ここでは内緒にしていて下さいね︕(⼩声(笑))

 では、全戦優勝⽬指して頑張ります☆ﾐ朝⻘⿓みたいに2戦⽬(disc2)で躓かないように気を付けないと︕(笑)

megamiさんへ︓
 ＞皐さんの『感性の豊かさ』が存分に発揮された前半作品だったと思います☆

 いや〜(照)そんな事⾔って頂けると、舞い上がってしまいます(●＞ω＜●)(笑)ありがとうございますね︕嬉しいです☆
ﾐ
 プリントアウトも とうとう6枚⽬に突⼊ですね︕(笑)携帯の機能を果たさなくなってしまう前に、

 何か良い案はあるかな〜、と思っていたんですが、チョコレートさんからナイスアイディアを頂いたので、
 実現できたらmegamiさん、是⾮プリントアウトの⽅をヨロシクお願いします︕(笑)

アキラさんへ︓
 こんばんは︕皆勤賞⽬指して頂けていたなんて、すっごい嬉しいです!!そのお⾔葉だけで⼗分ですよ(≧ω≦。)

 今⽇は「永遠」をセレクトしました(*^u^*)でも、携帯にDL出来ないんですね(’□’)なんででしょう??所⻑の仰ると
おり、

 データサイズが⼤きいのかな…︖⼀度、所⻑が案内したサイトで試してみてくださいね︕よろしくお願いします☆ﾐ
 P.S.クレアちゃんのお写真をありがとうございます︕かずさんの画像とは、また違った雰囲気がありますね♪

    クレアちゃんはキレイ(美⼈)系に⾒えます♡そして、チラッと⾒える⾁球がカワイイ〜(o≧∇≦o)

akiちゃんへ︓
 こんばんは︕私もakiちゃん感謝しているよ☆ﾐ 12⽉前半にダウンした時、励ましてもらえて本当に⼼の⽀えになりま

した︕
 さて、「永遠」で使ってるキラキラは美しくなってる??(嬉)やった〜(o≧∇≦o)(笑)xs4pedさんに伝授してもらって

はいないんだけど、
 



このキラキラは“サイズが⼩さいから”こそ出来たものかな(笑)英語verもカッコ良く⾒えたのなら良かったです♪♪(笑)
今⽇はこの企画の前半最終⽇︕残り半分ガンバルね☆ﾐ akiちゃんや皆さんからの優しいレスが⼒になります♪♪

ｍｆさんへ︓
 アキラさん宛にはなっていますが…、かわいい猫ちゃんですね＾＾カメラ⽬線がかっこいい︕

Re:第6弾♡【永遠】

3958 選択 カーディガン 2008-01-16 22:27:57 返信 報告

皐さん、、こんばんは。
 さきほど帰りまして、今、PCの前です。

 携帯から⼀番乗りしてしまいましたので、きちんとレスをしたいと思います。
今⽇で折り返しですね。早いような気もしますが、皐さんにとっては、まだ半分とい
う気がしないかもしれませんね。百⾥を⾏くには、九⼗九⾥をもって半ばとしないと

いけませんからね。

＞「永遠」は名曲ですよね(o^∇^o)私の⺟もこの曲が1番好きみたいです♪なんかドラマの印象もあるとか…。

永遠にはいろいろと思い出があるんですけど、皐さんのお⺟さんは、あのドラマですか、あの当時結構話題になりま
したからね。私の場合は、キャノンのカメラ、EOS kissです。あのカメラを取り扱っていたことがありまして、そ
れで、あのCMが、これまた素敵で(^_-)-☆、永遠の思い出をカメラに残す、といった感じで、とてもよかったので
す。けっこう⻑い間、オンエアーされていたんですよね。⾃分とかかわりのある商品でしたから、とても愛着をおぼ
えたものです。これからも、永遠に、⼀番だと思います。

 また明⽇もどうぞよろしくお願いいたします。また明⽇もレスをしますので、どうぞよろしくお願いします。

megamiさん、こんばんは。
 ＞『永遠』の今⽇は１番でしたね︕︕おめでとうございます。

 こだわりを感じました︕︕

そうですね。テントを張って、夜通し並んでいる⽅がいらっしゃるかと思っていましたので、⼀番乗りでよかったで
す。仕事中にピコピコできてよかったです。今⽇、この曲だと思いませんでしたので、とても嬉しいです(^_-)-☆

Re:strayさんへ
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3959 選択 アキラ 2008-01-16 22:28:46 返信 報告

こんばんわstrayさん、サイトの紹介ありがとうございます︕相変わらずのPC⾳痴なので
（笑）後程じっくり画像サイズを試してみます、ありがとうございました☆

以前Z.pでアップした画像で申し訳ありませんが私の⼀番お気に⼊りのクレアの画像をお礼
に置いていきます(^_^)v

Re:第6弾♡【永遠】 mfさんへ

3960 選択 アキラ 2008-01-16 23:05:30 返信 報告

こんばんわmfさん︕最初クレアをシェルターで⾒た時にあまりの⾒た⽬の可愛さと（親バ
カアキラですので 笑）⾒学者の中で⼀番私になついてくれた（と思ったんですが）ので尻
尾が団⼦なのも個性だな〜と⾥親になることにしたんですよ。話は全然変わりますがmfさ
んは確か元ゼネコンの監督さんでしたよね︖間違ってたらスミマセンm(__)m私は内装の
職⼈やってます︕業界で⾔うボード屋です。 

Re:第6弾♡【永遠】

3961 選択 アネ研◆uvPzH8.dvc 2008-01-16 23:07:43 返信 報告

こんばんは、昨⽇は閉館⼨前でしたが、今⽇はどうにか楽勝のようです。
 今⽇の泉⽔さんは凛々しくてかっこいいですね。︕︕

 それに「永遠」でライブバージョン、さらに英語版とはニクイですね。（笑）
この曲は⼤⼈っぽくなったな〜と当時思った記憶があります。

 また、カーディガンさんも⾔うようにCanon EOS kissの宣伝も印象がありますね。以前z板で泉⽔さんのカメラの愛
機は何なのか話題にでて陽炎さん、negatokiさん、momentさん、モリーさんと意⾒の交換をして、どなたかのEOS 
5 説が有⼒でした。

 しかし、それも持ってるかもしれないけど、９⽉の追悼ライブで泉⽔さんの愛機はNikonとのことでした。Canon派
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としてはちょっと凹んでしまいました。（笑）
話が脱線してすみません。

 皐ちゃん、折り返し地点は過ぎました。まずは35㌔地点まではその調⼦で⾛りぬけてください︕︕

Re:第6弾♡【永遠】

3962 選択 Ｔ２８◆HLV594mjiY 2008-01-16 23:09:51 返信 報告

皐ちゃん、みなさん、こんばんは。

今⽇は出遅れちゃったなぁ（笑）。
 ⾏列が「永遠」と続いていて、先頭が⾒えませんね（笑）。

折り返しまで来てしまいましたね。
 皐ちゃんが⼤変なのは承知していますが、あと６⽇で終わってしまうのは寂しいです。

 まぁでも、「作品」発表は続けてくれるでしょうから、我慢しますね（笑）。
 どうもありがとうです。後半も無理しない程度に頑張ってね♡

別スレで所⻑も告知していますが、
 皐ギャラリーの携帯Ｇａｌｌｅｒｙに、前半6作品を追加更新しました。

 是⾮、作品と⾳楽を、⼀緒にお楽しみ下さい。

このページの右上、HOMEをクリックして、Z研ＴＯＰより、
 Museum-1→皐Ｇａｌｌｅｒｙ→携帯Ｇａｌｌｅｒｙへお進み下さい。

 

カレンダー企画、採⽤されたんですか?!

3963 選択 チョコレート 2008-01-17 00:12:19 返信 報告

皐さんへ

> カレンダー企画は本当にナイスアイディアなので、 
 > 試しに1枚作っています♪♪
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本当ですかぁ︕︕︖︖
私の単純な思いつきが採⽤されるとは、夢にも思っていませんでした。うれしいです︕

 でもまだシリーズ連載中なので無理されませんように。
 お願いついでといってはなんですが、昨⽇、使者さんから提供された⽩い1本結びの妖精さんの画像。

 これを使った「Z研ロゴ」を作るようにと、皐さんに所⻑命令(?)が出ていましたよね︖
 もし、カレンダーを本当に作っていただけるならば、その新しいロゴを画像の隅に⼊れていただけないでしょうか︖

 カレンダーにロゴを⼊れるのは賛否両論あるかもしれませんし、
 第⼀に作者である皐さんの意⾒が優先されるべきとは思いますが・・・。

 私の個⼈的な感情としては、⼊っていると良いな、と思ったので・・正直にお伝えしました。
 こういうのはどうなんでしょうね・・所⻑に伺ってみないといけないでしょうか。

アキラさん チョコレートさん akiちゃん 皐さん カーディガンさんへ 

3966 選択 megami◆9SRngiiMNQ 2008-01-17 02:03:50 返信 報告

Z.pのアキラさんへ
 アキラさんへのご挨拶が遅くなりまして⼤変申し訳ありません︕︕はじめましてmegamiと申します。 

 MIZUI企画部⻑さんのお名前だけは伺っておりましたが、私が勘違いしておりましたようで 
 アキラさんの投稿の中の「彼は・・・」という部分にビックリしてしまった次第です。

 akiちゃんからZ.pのことを教えていただきました。
 いつかご挨拶に伺わせていただくと思いますので その時にはどうかくれぐれも宜しくお願い致します︕

 とってもかわいいクレアちゃんの画像ありがとうございました♪♪

チョコレートさんへ
 こんばんは︕だんだん投稿に慣れてこられて良かったですね︕

 >「カサカサ」⾳には笑ってしまいましたが、そんなデジタルなのかアナログなのか、よくわからない携帯が少しう
らやましい気もします。 

 笑っていただけて嬉しいです♪
 イランの携帯はネットに繋がらないので どうしても皐さんの作品を待ち受けにしたいという気持ちが

 プリントアウトして貼り付けるという原始的な⽅法だったのです。
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良い点は第６弾までのすべての作品がいつでも拝⾒できることで、悪い点が「カサカサ」⾳だったのです（笑）
私は皆さんの携帯がうらやましいで〜す☆

akiちゃんへ
 今⽇もお話できて嬉しいです︕︕５年ぶりの⼿書きのお⼿紙がakiちゃんで幸せな気分です☆本当にありがとうござい

ました︕︕

Z.pのアキラさんへもご挨拶させていただきましたので、Z.pの⽅へも必ず伺わせていただきたいと思いま〜す︕
 その時はどうかどうかヨロシクお願いします︕︕

>megamiさんにぴったりの顔⽂字、ちゃぁんと⽤意しておきましたよ〜笑Σd(ゝ∀･) 
 >でも、厳選していたら数が少なくなってしまいました…笑。 

 akiちゃんすご〜い♡︕︕本当にありがとうございます（涙）
 きっとたくさんあると使いこなせないかもしれない＆覚えられないかもしれないので、

 数は少ない⽅が私向きで本当にありがたいで〜す♪♪
 そして厳選してオリジナルを作っていただいたなんて夢のようです♡

 ☆明⽇がとってもとっても楽しみです☆

皐さんへ
 >携帯の機能を果たさなくなってしまう前に、何か良い案はあるかな〜、と思っていたんですが、 

 >チョコレートさんからナイスアイディアを頂いたので、実現できたらmegamiさん、 
 >是⾮プリントアウトの⽅をヨロシクお願いします︕(笑) 

 何でしょう︖すご〜く期待しちゃいます︕︕（笑）
 お忙しいのに私のために良い案を考えて下さるなんて 皐さん本当にお優しいです・・・

 どうかあと６⽇間、お⾝体にだけはくれぐれもお気をつけて乗り切って下さいネ︕︕
 また明⽇の作品も楽しみにしております♡

カーディガンさんへ
 私も順番待ちしていたのですが、まだ１番が取れませ〜ん︕︕

 カーディガンさんの嬉しさがこちらにも伝わってきました︕
 本当に泉⽔さんは『永遠』ですね☆

Re:第6弾♡【永遠】



3967 選択 xs4ped 2008-01-17 02:15:14 返信 報告

皐ちゃん、皆さん、こんばんは。

超出遅れてしまいました。
 1/15は、⺟の事で緊急事態が発⽣しレスすることが

 出来ませんでした。m(__)m
 1/16ギリギリ間に合うかと思って書いていて、

 「あし少し もう少し・・・」と⾔うところで今度は、
 パソコンがフリーズしてしまいました。(涙)

> 本⽇で「Request Best 〜beautiful memory〜」のDISC1編が終了です︕

DISC1編終了ですか。ご苦労様です。
 DISC2編も期待しております。

 今回は、「永遠」(LIVE.ver)ですか。
 Live映像(画像)はいいショットが多いですね。

 あれ︖私のお気に⼊りのショットが無い。ショック(涙)

私は、Cruising & Liveのエンディングに収録されている
 英語ver.が⼤好きなのですがフルver.は聞いたことが有りません。「WHAT RARE TRACKS!」には英語の別ver.は収

録されていますが、これのフルver.て有るんでしょうか︖
 誰か聞いたことがある⼈はおりませんか︖

 ttp://jp.youtube.com/watch?v=QFygP7mrQcM

前回作の「かけがえのないもの」へのレスです。

⼼が温かくなりそうな感じで、とてもいいですね〜(^.^)
 ４番バッター「かけがえのないもの」です。

この歌は⼤好きで、もう1,000回以上は聞いてますね。
 と⾔っても４番バッター＝お気に⼊り№1では有りませんが・・・m(__)m

 でも、再⽣回数は堂々№1です。（*^_^*）
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え〜ここでチョットだけなんですけれども新曲を・・・
と⾔う⼀⾔が、何故か頭の中にinputされてしまいリピート

 しまくりました。(笑)
 ttp://jp.youtube.com/watch?v=38sLmOrYtLg

私のサイトも「かけがえのないもの」ですよ。
 知ってましたか︖

 http://xs4ped.spaces.live.com/default.aspx

PS.
 横レスですいません。m(__)m

使者様、はじめまして。
 貴重なお宝画像を提供して頂き、ありがとうございます。

xxxさんの加⼯画に魅かれ、最近加⼯画を始めました。
 全然xxxさんのレベルには遠く及びませんので、いつに
 なるか判りませんが加⼯画で使⽤させて頂き、xxxさんと泉⽔さんへ届けたいと思っております。

 ⼼より感謝致します。
 

Re:第6弾♡【永遠】

3969 選択 ヒツキ 2008-01-17 10:00:29 返信 報告

皐さん、皆さんこんにちは
 今度は「永遠」ですね。

 ＰＶのボンネットがずっと
 『あいてるのかな︖でも⾒慣れない⾞だからそう⾒えるのかな︖』

 と気になっていたのですが公式本で解決しました（笑）
 職場でこの曲が好きだと⾔った先輩に思わず

 「失楽園⾒てました︖」
 と聴いてしまったこともあります。違うと⾔っていました。
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しかし、発売してから⼗年も経つんですね。
時間を感じさせないのはやっぱり泉⽔さんの⼒でしょうか︖

Re:第6弾♡【永遠】

3970 選択 pine 2008-01-17 13:08:46 返信 報告

皐さん、みなさん こんにちは ⼤幅に出遅れてしまいました。まだ閉館していませんか︖
 皐さん、連⽇の作品に加えてお返事をありがとうございます。m(^o^)m

携帯を替えてから今回初めて画像を転送しました。⼀つ機能を覚えてかしこくなりました。
 初め、画像を開かずにそのまま保存してしまったので、携帯画⾯の真ん中にこじ〜んまりと表⽰されました。アレコ

レ触ってるうちに「拡⼤」というボタンがあったので「これだ︕」と思って押してみたら、…ボケボケ… 字読めない
よ〜 泉⽔さんモザイク状態〜 なんで〜?? megamiさん⽅式で紙貼ろうかなぁと本気で考えましたが、悪戦苦闘
の末、というか基本的なことがわかっていなかっただけでしたが(ﾊｽﾞｶｼ…)なんとか壁紙に設定できました。私の携帯
は淡いピンクなので、「かけがえのないもの」が私の携帯のために作って下さったの︖（←ｼﾞｺﾁｭｰ）と勘違いしてし
まうほど、すごくマッチしています。

今⽇の「永遠」はキラキラ☆が、静かに舞い落ちる雪の結晶にも⾒えてキレイです。
 私は「永遠」をGolden Bestで初めて聞いたのですが、それまでの曲と違い「⼤⼈の歌」という印象をすごく受けま

した。皐さんの作品のシックな⾊使いがとても合っていると思います。

毎⽇新作が楽しみなのですが、皐さんはすごく⼤変だと思います。くれぐれも無理をなさらないでくださいね。

Re:第6弾♡【永遠】

3972 選択 ミキティ 2008-01-17 17:38:04 返信 報告

みなさん こんばんは（＾－＾）

 第7弾の公開前から 早々と並んで待っています。

 とっても楽しみで〜すヽ(^o^)⼃

 寒いので着膨れしていますが、、、(^_^;)
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 もうすぐ皐さん 登場かな〜☆

 megamiさん ご丁寧にありがとうございます。
 帰省中は タイムリーに投稿が⾒れなくて スミマセン〜

 こちらこそ宜しくお願いします（＾－＾）

カバーアルバム

3822 選択 MISORA 2008-01-13 10:25:25 返信 報告

はじめまして、MISORAです
 画像・映像・情報がたくさんの素敵なサイトですね

カバーアルバムの情報があったのでご紹介しますね

海外アーティストたちが70年代-90年代のJーPOPヒット曲を35曲英語詞でカバーアルバム発売︕
 CD3枚組のコンピレーション・アルバム『E35〜英語で歌おうJ-Pop』（AVCF-26666〜8）が、avex e

ntertainmentより2⽉22⽇に発売されるそうです☆

その中に「負けないで」をTVドラマ『アリーmy Love』の主題歌を歌われ＆出演していたヴォンダ・シェパードがカバーされ
るようです

どんなアレンジ・英訳されるのかとても楽しみです

これからも参加させてくださいね（*^_^*）

MISORAさんへ

3835 選択 アネ研◆uvPzH8.dvc 2008-01-13 13:39:01 返信 報告

こんにちは、アネ研といいます。
 Z研へようこそ︕
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情報ありがとうございます。
もしや、⼤晦⽇の紅⽩の美空ひばりさんの画像の件も詳しくはないですか︖

 なにか知ってることがありましたら、宜しくお願いします。

Re:MISORAさんへ

3838 選択 皐 2008-01-13 15:10:11 返信 報告

MISORAさん初めまして、皐と申します︕
 カバーアルバムの情報を紹介してくださってありがとうございますね(o^∇^o)

 私、洋楽が⼤好きでよく聴いているので、すごく楽しみなNewsになりました♪

これからもぜひよろしくお願いいたします＾＾

Re:カバーアルバム

3851 選択 xs4ped 2008-01-13 21:28:41 返信 報告

MISORAさん、はじめまして。

> その中に「負けないで」をTVドラマ『アリーmy Love』の主題歌を歌われ＆出演していたヴォンダ・シェパードが
カバーされるようです 

 > どんなアレンジ・英訳されるのかとても楽しみです

情報ありがとうございます。

TVドラマ『アリーmy Love』は私も好きで全編⾒ました。
ヴォンダ・シェパードさんの歌も良いですね。

 どんな感じになるか楽しみです。
 

Re:カバーアルバム

3852 選択 タチバナです 2008-01-13 21:44:26 返信 報告
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初めまして。よく覗き⾒させていただいてます(笑）
タチバナです。

 カバーアルバムで情報があるのですが、以前に”フラッシュバック ~ミリオン・ヒッツ・カバー・オン・TV”というの
がリリースされてまして、それを私は持っているのですが、その中に「負けないで」もあり、歌っている⽅も、今度
リリースされるヴォンダ・シェパードさんなので（私もアリーマイラブ⼤好きでした）、多分同じのが⼊るのではな
いかなぁと思います。今度リリースされるＣＤの⽅が曲数は多いですけどね♪

⼤した情報ではないかもしれませんが、”負けないで”を、いち早く聴きたい⽅にはいいかなぁと思い書きこませてい
ただきました。

それでは失礼致します。
 

Re:カバーアルバム

3864 選択 atti 2008-01-14 00:37:30 返信 報告

MISORAさん、こんにちは。

> 海外アーティストたちが70年代-90年代のJーPOPヒット曲を35曲英語詞でカバーアルバム発売︕

http://atti.jugem.cc/?eid=1488
 にて、記事にしましたが、

 CDジャーナル
 http://www.cdjournal.com/main/news/news.php?nno=17700

タチバナですさんの内容のように、収録される⾳源の多くが、同様の既発企画アルバムに収められていたものとなっ
ています。

 AOR系のアーティストがカバーしている曲もあるのでお徳かも。購⼊予定ですが、ZARDコンサート時のグッツ購⼊
によっては、しばらくしてからかな(笑)

PS.カバー関連では、やはり「負けないで」が多いですね。
 Romantic Woman Trance~あゝ無情~  T.R-Crew Reika
 THE BEST OF BOSSA COVERS~⻘春ポップ~
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Re:レスありがとうございます

3968 選択 MISORA 2008-01-17 09:55:35 返信 報告

皆様よろしくお願いします

アネ研san
 > ⼤晦⽇の紅⽩の美空ひばりさんの画像の件も詳しくはないですか︖ 

 > なにか知ってることがありましたら、宜しくお願いします。

すみません。詳しい内容がわかれば調べてみますが｡｡｡

皐san
 私も、洋楽⼤好きです。

 泉⽔sanの歌う洋楽カバーアルバムが夢でした｡｡｡

xs4ped san
 『アリーmy Love Ⅲ』までしままだ⾒れていません。(^^ゞ

タチバナsan
 > フラッシュバック ~ミリオン・ヒッツ・カバー・オン・TV”というのがリリースされてまして、それを私は持って

いるのですが、その中に「負けないで」もあり、歌っている⽅も、今度リリースされるヴォンダ・シェパードさんな
ので（私もアリーマイラブ⼤好きでした）、多分同じのが⼊るのではないかなぁと思います。今度リリースされるＣ
Ｄの⽅が曲数は多いですけどね♪

2003年に発売されていたんですね
 英訳内容が気になります｡｡｡レンタルにあるかなぁ〜

atti san
 > AOR系のアーティストがカバーしている曲もあるのでお徳かも。購⼊予定ですが、ZARDコンサート時のグッツ購

⼊によっては、しばらくしてからかな(笑)

私もコンサートに向け節約中です(#^.^#)
 ⼀時ﾚﾝﾀﾙになりそうです｡｡｡
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ZARD  揺れる想い(07 Live ver.)

3932 選択 atti 2008-01-16 00:54:55 返信 報告

皆さん、こんにちは。
 WEB巡回し、こんな時間にいつも更新しています（爆)

■Yahoo!動画
 ZARD 揺れる想い(07 Live ver.)が公開されています。

 これが、特典DVDの⼀部でしょうかね︖

http://atti.jugem.cc/

Re:ZARD  揺れる想い(07 Live ver.)

3936 選択 stray 2008-01-16 07:24:16 返信 報告

attiさん、おはようございます。

この映像は、12/1 NHKサタデーSP（クローズアップ現代アンコール）で流された映像と同じです。
 リクエストベストおまけのDVDは、残念ながら紅⽩と同じらしいですよ（笑）。

http://www.neowing.co.jp/detailview.html?KEY=JBCJ-9027

[Disc 3/DVD] ZARD Memorial medley from 2007 LIVE "What a beautiful memory"
 揺れる想い〜グロリアス マインド〜負けないで (2007年 LIVE "What a beautiful memory"で使⽤された秘蔵映像

からのセレクト映像)

Re:ZARD  揺れる想い(07 Live ver.)

3950 選択 megami◆9SRngiiMNQ 2008-01-16 20:32:44 返信 報告

attiさん はじめましてmegamiと申します。
 ご挨拶もせず情報だけいただいてすみません。
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>今回の映像は、12/1 NHKサタデーSP（クローズアップ現代アンコール）で流された映像と同じです。 
とstray所⻑さんがおっしゃってましたね︕

 でも私はアナウンサーの⽅のお話がない、今回のような映像がほしいな〜と思っておりました。
 この映像がDLできたのはattiさんのおかげです︕︕どうもありがとうございました。

 これからもどうぞよろしくお願い致します︕︕

Re:ZARD  揺れる想い(07 Live ver.)

3965 選択 atti 2008-01-17 00:51:06 返信 報告

megamiさん、はじめまして、よろしくおねがいいたします。

> >今回の映像は、12/1 NHKサタデーSP（クローズアップ現代アンコール）で流された映像と同じです。 
 > とstray所⻑さんがおっしゃってましたね︕ 

 Gyaoでも公開されました。
 http://www.gyao.jp/sityou/catedetail/contents_id/cnt0051415/

 こちらは、2/24迄の期間限定のようです。

「携帯Gallery」更新のお知らせ

3953 選択 stray 2008-01-16 21:35:55 返信 報告

皆さんこんばんは︕

新しいゲストの⽅々による投稿をはじめ、連⽇の⼤盛況で嬉しい悲鳴を上げております。
 皐ちゃんに管理⼈になってもらおうかしら︖（笑）

さて、前半６作が終わったところで、「携帯Gallery」を更新しました。
 やはり携帯Galleryでも⼀段と映えていたのが【かけがえのないもの】です。

 美術館にもぜひ⾜を運んで下さいね︕

https://bbsee.info/straylove/id/3932.html?edt=on&rid=3965
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3965
https://bbsee.info/straylove/id/3953.html
https://bbsee.info/straylove/id/3953.html?edt=on&rid=3953
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3953


第5弾♡【かけがえのないもの】

3909 選択 皐 2008-01-15 19:45:27 返信 報告

皆さんこんばんは︕本⽇は「かけがえのないもの」編のUPです☆ﾐ

実はこの曲、私の中で「ZARDお気に⼊りソング」No.1の曲になります♪(笑)
 メロディも歌詞も⼤好きで…寝る前には必ず聴いてるんですよ(笑)akiちゃんも好きなんだよね︕(*^u^

*)

そして、今⽇はxxxさんの⽉命⽇になりますね。
 xxxさんとは“出会えて良かった”と、私にとってかけがえのない時間だったと、本当にそう思います。

 そして皆さまとの出会いも⼤切な宝物です＾＾

Re:【君とのふれあい】***レスのお返事です＾＾

3910 選択 皐 2008-01-15 19:48:08 返信 報告

昨⽇はたくさんのレスをありがとうございました︕初めましての⽅や、お久しぶりの⽅にもレスを頂いて、
 ⼤感激しています︕︕あまりの嬉しさに、⼀⾔じゃ⾔い⾜りなくて お返事が⻑くなってしまいました(笑)

皆さまに⼼からお礼を申し上げます(o≧∇≦o)

---------------------------------
 アネ研さんへ︓

 確保は良い⼿段でしたね︕(笑)またもや部⻑を踏んづけての⼊店ありがとうございます♪♪(笑)
今⽇からきっと夜の更新になると思いますが、ぜひ期待の⽅をよろしくお願いします︕

所⻑へ︓
 切ないバラードは私も⼤好きです☆ﾐ ZARDだけではなく、洋楽でもバラードを聴いてる事の⽅が多いんですよね(笑)

 「君とのふれあい」では、重要な“切なさ”が表現できたようで安⼼しました(*^u^*)泉⽔さんの“⾝のよじり⽅”は確
かに切ない雰囲気ですね(>u<)

 明⽇で前半が終了するので、残り後半も頑張ります︕

https://bbsee.info/straylove/id/3909.html
https://bbsee.info/straylove/id/3909.html?edt=on&rid=3909
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3909
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/4175a4b46a45813fccf4bd34c779d817.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/3909.html?edt=on&rid=3910
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3910


チョコレートさんへ︓
初めまして︕本家の時から私の加⼯画を⾒ていてくださってたんですね︕すごく嬉しくて顔が綻びっぱなしです(o≧
∇≦o)(笑)

 今回はレスまで頂いて、なんとお礼を⾔って良い事やら…別スレでも褒めて頂いて恐縮です(●＞ω＜●)ありがとうござ
いますね︕

 加⼯画の「君とのふれあい」編は喜んでもらえたみたいで、本当に嬉しく思います☆ﾐテーマにしていた“静か”で“せ
つない”雰囲気を壊さずに、

 チョコレートさんが描くイメージをちゃんと表現できて良かったです(*^u^*)これは携帯のサイズになりますが、今
回のキャプ画は元のサイズがキレイなので

 ⼤きいサイズでの加⼯は可能ですよ☆ﾐ「ポスターにして部屋に飾りたい」だなんて⾔って頂けると…(●＞ω＜●)検討
してみますね♡(笑)
これからも是⾮、加⼯画を期待していてくれると嬉しく思います＾＾よろしくお願いしますね︕嬉しいお⾔葉をあり
がとうございました︕

かずさんへ︓
 お返しに春を思わせる写真をありがとうございますね(o^∇^o)寒さを忘れて、気分が晴れやかになる気がします♪

 私の⽅こそ、毎⽇レスありがとうございます︕お疲れさまです＾＾明⽇の加⼯画もぜひ楽しみにしてくださいね☆ﾐ

megamiさんへ︓
 1番気に掛けていた“せつなさ”や“静けさ”を、ちゃんと表現できていたようで良かったです＾＾megamiさんからのレ

スも
 部屋の寒い空気を変えてしまうぐらい温かい⾔葉ばかりです︕ありがとうございますね(o^∇^o)プリント4枚⽬もよ

ろしくお願いします︕(笑)
 P.S.アイドルだなんて⼩恥ずかしいですよ〜(●＞ω＜●)アイドルは年齢的にもakiちゃんだけです(笑)でも気分は晴れ

やかですね♡(笑)

部⻑へ︓
 部⻑の配慮が⼗津川＆⻲井コンビによってうち砕かれてしまいましたか︕(笑)いえいえ、ココアをドロボウする⼈が

出ないように
 警備を頼んでいたんですよ♡(笑)(なんてね(笑))

 亡くなってから⾒る映像はかなり⾟いものがあるでしょうね(>_<)私はニュースをきっかけにZARDの事を知り始め



たんですが
今では“亡くなったニュース”を⾒るのが、かなり⾟いです｡｡｡ボロボロになってしまう部⻑に共感します…（涙）

 加⼯画では、⼤切なテーマをちゃんと表せているようで安⼼しました＾＾私の⽅こそ、部⻑ありがとうございます☆ﾐ

akiちゃんへ︓
 私も「君とのふれあい」は⼤好きだよ︕ピアノいいよね〜♪私は元々洋楽のロックばかり聴いていたんだけど、

 対照的っぽいピアノのバラード系も良く聴いています。そんなakiちゃんには海外歌⼿デルタ･グッドレムさんの曲が
オススメだね(笑)

 デルタさんは癌を患ってしまったんだけど、今は完治して活動しています。聴いていると勇気をもらえるんだよね☆ﾐ
 ところで、「君とのふれあい」の歌詞『ささやかな約束…』は⼼惹かれるフレーズだよね＾＾同じように思った事も

ある…(笑)
 加⼯ではakiちゃんに“儚さ”も感じてもらえて嬉しいです︕

 P.S.HNの件は、そんな気を落とさないで＾＾megamiさんは寛容な⼈だから、優しいレスをしてくれてるじゃない☆
ﾐ

xs4pedさんへ︓
 どうぞココアで温まってくださいね♪♪昨⽇はあまり投稿しない午前中にUPしてみました(笑)連続の意表突きが出来た

のなら、ちょっと嬉しいですね(笑)
 今⽇はxxxさんの⽉命⽇ですね。忙しくて⽤意できませんでした(>_<)xxxさん許してね(苦笑)

 xs4pedさん制作中の加⼯画も楽しみにしていますね︕頑張ってください☆

Re:【君とのふれあい】***レスのお返事です＾＾

3911 選択 皐 2008-01-15 19:49:01 返信 報告

PANさんへ︓
 1〜4弾の感想をありがとうございます︕優しい気持ちに感動ですね(≧ω≦｡)PANさんの仰る“レイアウトや⾊調”はす

ごく⼤切な要素ですね＾＾
 今回は主にPVを使っているので、漫画のようなコマに分けて使う1パターンのレイアウトにしましたが、その分⾊調

は薄さと濃さで何⾊も考えています☆
 3弾の「君に逢いたくなったら…」では、PANさんのイメージを損なわせない出来になっていたようで嬉しいです︕
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私も優しいグリーンの印象が強かったので、こうした⾊調にしました(*^u^*)⾊々と忙しい中、感想をありがとうご
ざいました︕︕

天使さんへ︓
 お久しぶりです︕追悼ライブ実⾏委員会というコミュで元気に過ごしているようですね(*^∇^*)今回はレスにyoutu

beの作品をありがとうございました☆ﾐ
 天使さんとにしまるさんの共作なんですね︕早速拝⾒させて頂きましたが、思った通り、素晴らしい出来です︕天使

さんは動画を作る事が出来るんですね。
 スゴイです☆ﾐ それでは、是⾮また⾜を運んでくださいね♪♪委員会の⽅達にもよろしくお伝え下さい＾＾それでは︕

カーディガンさんへ︓
 泉⽔さんはきっと幸せにしているんじゃないでしょうか＾＾天国では何の苦痛もないんですからね…

 ⽣きていて欲しかったと思う反⾯、治療の痛い思いは味合わせたくないなんて思ったり…⼈の気持ちは⽭盾だらけで
す。

 まだまだ寒い季節が続きそうですよね(>_<)私は⼤の寒がりなので、厳しい⽇々です(苦笑)
 ⾵邪には充分気を付けないといけませんね。カーディガンさんお住まいの地域では、雪がちらほら降るようなので、

 カーディガンさんも体調を崩さないように気を付けてください︕では、明⽇も頑張ります☆ﾐ

yamaさんへ︓
 お久しぶりですね︕レスありがとうございます(*^u^*)yamaさんからの気持ちはすごく伝わってきました︕私の⽅

が感謝ですよ(≧ω≦｡)
 ＞泉⽔さんもとっても喜んでいるんじゃないかな。   そう⾔って頂けて本当に嬉しいです︕︕︕

 私の加⼯画を携帯の待ち受けにもして下さってるようで、ありがとうございますね(o^∇^o)これからもぜひ楽しみに
していて下さい☆ﾐ

アキラさんへ︓
 今回の加⼯画も気に⼊ってくださってありがとうございますね(o^∇^o)保存決定も嬉しいです︕

 ところで、akiちゃんからもMIZUIさんの事をお聞きしました︕“お変わりないですか︖”と、気に掛けて頂いていたよ
うで、本当に嬉しいですね☆ﾐ

 直接お話ししたいのですが、機会が⾒つからなくて…(>_<)アキラさんからも、感謝の気持ちをよろしくお伝え下さ
い(*^u^*)お願いしますね︕



Re:第5弾♡【かけがえのないもの】

3912 選択 Ｔ２８◆HLV594mjiY 2008-01-15 20:18:01 返信 報告

皐ちゃん、こんばんは。

毎⽇ご苦労様です。
 丁寧なお礼のレス読んでいたら、胸がいっぱいになりました（涙）。

 「かけがえのないもの」も訃報後に聴いた曲なので、つらい思いが強いけど、
 泉⽔さんを中⼼にしたファンの輪は、私にとってもかけがえのないものです。

この「作品」は携帯Gシリーズの中で⾃分的にはNo.1です。
 優しさが溢れているし、春の温かさを感じます。

 左下の泉⽔さん、なんか⾔いたそうですね（笑）。

ホントにありがとう︕あまり無理して、体調崩さないようにね♡
 

Re:第5弾♡【かけがえのないもの】

3913 選択 megami◆9SRngiiMNQ 2008-01-15 20:21:23 返信 報告

皐さんへ
 > 実はこの曲、私の中で「ZARDお気に⼊りソング」No.1の曲になります♪(笑) 

 背景のふんわりしたピンクも優しい雰囲気が漂って 皐さんがお気に⼊りソングというのがすご〜く伝わってきまし
たヨ♡

 連⽇、素敵な作品を本当にありがとうございます。お疲れはでてませんか︖
早速プリントアウトして５枚⽬貼り付けしますネ♪♪毎⽇貼っていたら もうカサカサ⾳に慣れて気にならなくなりま
した〜︕︕（笑）

 > そして、今⽇はxxxさんの⽉命⽇になりますね。 
 使者さんからの先ほどの投稿も とっても素敵なxxxさんのエピソードと共に 画像を拝⾒するだけで泣けますよ

ね・・・
 私はxxxさんにレスをしようと思ったのですが、勇気がでなくて『また今度』と思いながら 投稿できずにいまし

た。
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でも次がないことを知ったとき ⼀度でもレスしておけばよかったと すごく後悔しました。
初めての投稿にはすごく勇気が必要だったけれど xxxさんがいらっしゃらなかったら みなさんのお仲間に⼊れな
かったと思います・・・

 今は皐さんを始め、たくさんの⽅と泉⽔さんのお話が思う存分できて 本当に楽しいです。xxxさんにありがとうご
ざいますと申し上げたいです︕

akiちゃんへ
 >akiちゃんも好きなんだよね︕(*^u^*) 

 「かけがえのないもの」は本当に良い曲ですよね〜♪
 akiちゃんだけがアイドルと皐さんがおっしゃってましたヨ︕︕

 『アイドル』のakiちゃんとお話できるのが、最近の楽しみになっておりま〜す♡
 私は絵⽂字ができないので 良かったら今度教えて下さいネ♪

 いつも温かいココロが伝わってくるレスを 本当にありがとうございます♡

Re:第5弾♡【かけがえのないもの】

3914 選択 ヒツキ 2008-01-15 21:04:04 返信 報告

皐さん、皆さんこんばんは
 > 実はこの曲、私の中で「ZARDお気に⼊りソング」No.1の曲になります♪(笑) 

 僕もこの曲お気に⼊りの⼀曲ですよ。
 最後の表記なしの英語の部分がなんて⾔っているのか気になっていたりします（笑）

 > そして皆さまとの出会いも⼤切な宝物です＾＾ 
 「出逢えてよかった、ぎこちなかったけど」

 ですね＾＾
 泉⽔さんとの出逢いも、皆さんとの出逢いも、僕にとっても⼤切な宝物です。

レス遅くなってしまいましたが、「君とのふれあい」も好きな曲ですよ。
 連⽇ありがとうございます

 

Re:こんばんは☆ﾐ
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3916 選択 皐 2008-01-15 21:17:41 返信 報告

部⻑へ︓
 こんばんは︕昨⽇はたくさんの⽅からレスを頂いて、同じく胸がいっぱいになっちゃって…(≧ω≦．)

 ⼀⾔だけの⽅がいいのかな︖って思ったんですが、キーボードを打つ⼿が⽌まりませんでした(笑)
 今⽇の「かけがえのないもの」は部⻑の中でNo.1のようで嬉しいです︕(*^u^*)

 ⼤好きな曲なので、私の想いが泉のように溢れてしまったのかな!?(笑)
 優しさや春の温かさな雰囲気が出ているようなら、幸いですね☆ﾐ

 左下の泉⽔さんはホント、何かを⾔いたそう(笑)でも“⾔わせる事”は出来ませんね(笑)
 P.S.1号復活おめでとうございます︕(笑)最近寒いので、部⻑も気を付けてくださいね☆ﾐ

megamiさんへ︓
 私の“お気に⼊りソング”という想いが伝わって嬉しいです(o≧∇≦o)やっぱりピンクの⾊合にして正解でした♡(笑)

 5枚⽬のプリントアウトもありがとうございますね︕カサカサ⾳には慣れてしまったようで、⼀安⼼です♪♪(笑)
 そして、使者さんからのxxxさんのエピソードと画像ですが、本当に胸に来るものがありますよね。

 megamiさんはxxxさんと直接お話をした事がないようですが、megamiさんの今の想いはきっと届いていると思い
ますよ(o^ω^o)

 たとえ後悔の思いでも、気持ちが強い分、不思議と天国にだって伝わっているような気がしませんか︖☆ﾐ
 私もたくさんの⽅と楽しいお話が出来て、嬉しいですね♪megamiさんとも出会えて良かったと思います︕

ヒツキさんへ︓
 こんばんは︕ヒツキさんも「かけがえのないもの」はお気に⼊りの⼀曲になるんですね☆ﾐ

 私も最後の表記がない英語の部分が気になっていますね(>u<)
 以前 本家掲⽰板で質問のスレを⽴てた事があるぐらいです(笑)
 ヒツキさんにとっても⼤切な宝物であるようで、その気持ちは共通ですよね︕

 それでは、私の⽅こそレスありがとうございました︕︕

Re:第5弾♡【かけがえのないもの】

3917 選択 aki 2008-01-15 21:29:24 返信 報告

さっちゃん、みなさん、こんばんは。

https://bbsee.info/straylove/id/3909.html?edt=on&rid=3916
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3916
https://bbsee.info/straylove/id/3909.html?edt=on&rid=3917
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3917


まずはじめに、megamiさん、Z研のみなさまの優しさ・寛⼤さに⼼から感謝申し上げます。
昨⽇は理性を失って(パパごめんなさいっ︕)、感情で⽂を書いてしまい、みなさまにご⼼配・ご迷惑をお掛けしてし
まったことを深くお詫び申し上げます。

 Z研に書き込むのはしばらく控えよう…と考えていたのですが、みなさまのあたたかいメッセージを読んだらまた書き
込みたくなってしまいました。

 意志が弱くてすみません…↓今回だけ、みなさまの優しさに⽢えさせてください。
 本当にありがとうございました。

 --------------------------

さっちゃんへ
 うわーん︕皐おねえちゃぁ〜ん｡ﾟ(｡ﾉωヽ｡)ﾟ｡ 

 さっちゃんの優しさに、本当に涙が出ます。
 胸がいっぱいで⾔葉が出てこないよぉ…涙涙。

 「かけがえのないもの」⼤⼤⼤好き︕︕︕︕︕
 嬉しいよぉ…あぁ〜もう⽬の前が霞んじゃって、ディスプレイが⾒えない〜︕︕

 さっちゃん、xxxさん、みなさんと、本当に出会えて良かったです。
 私も今⽇はこの曲を聴いて、ゆっくり寝るね♪

megamiさんへ
 本当にすみませんでした。そして、ありがとうございます︕

 もぉ〜今⽇は泣いてばっかりです涙涙。

これからは2度とこの様な事が無いように気をつけます。
 私はこんな性格なので、忘れることは絶対に出来ないと思いますが(というかそんなことしちゃいけません︕笑)、い

つまでもしょぼんとしてないで、今⽇からまた気持ちをリセットして頑張りますっ︕
 なので…こんな私ですが、これからもどうぞよろしくお願いします。

「かけがえのないもの」megamiさんもお気に⼊りなんですね♪♪良い曲ですよね〜^^
 さっちゃんったらそんなことを…笑(●><●)

 megamiさんがそこまで仰るんだったら、もうアイドルで良いです笑。
 でも、さっちゃんと2⼈でじゃなきゃ認めませんよぉ〜︕笑



私もmegamiさんとお話しするのが、毎⽇楽しみで楽しみで(*＾＾*)こちらこそ、いつも⼼のこもったメッセージあ
りがとうございます。

 私で良ければ、是⾮絵⽂字お教えしますよ♪♪
 でも絵⽂字は「♪」しか使えなくて笑(ハートが出ません笑)

 すごい⼿抜きのばかりですが(笑)顔⽂字なら結構ありますよ〜^^

strayさん
 いつもありがとうございます。

 私はタイプミスが多いので、これからは今まで以上に何度も⾒直しをして投稿します笑。
 ちなみに、⾒間違えのないように今⽇からちゃんとメガネかけてPCやっています^^;;;

 そうだ…編集機能があるの忘れてました<(; ^ ー^)
 これからたくさん活⽤させていただきます笑。

Re:第5弾♡【かけがえのないもの】

3918 選択 pine 2008-01-15 21:39:18 返信 報告

皐さん はじめまして pineと申します。

皐さんの加⼯画が好きで、以前より拝⾒させていただいています。ペーパーものも、笑いのエッセンスが効いていて
⼤好きです。

今⽇の「かけがえのないもの」は優しさがあふれていて、とっても癒されます。歌詞も「嬉しい事も 君の悲しみも 
全部受けとめたい〜abusolutery invaluable love」と泉⽔さんの優しさが溢れていますね。私も⼤好きな曲です。

 今⽇までにアップされた作品、どれが好きかなぁと考えてみたのですが… それぞれにステキな泉⽔さんがいて、皐
さんの想いがこもっていて…やっぱり全部好き︕でした。

最近、PCに繋げない化⽯のような携帯を新しいものに替えたので、まとめてありがたく頂戴します。ただ、宝の持ち
腐れで全く使いこなせていないので、ちゃんと待受画⾯に設定できるか不安ですが…。

今後ともよろしくお願いします。m(^_^)m

Re:第5弾♡【かけがえのないもの】
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3919 選択 PAN 2008-01-15 22:07:15 返信 報告

皐さんこんばんは︕︕
 早速、第5弾の作品をＤＬして携帯の壁紙に設定させていただきました︕

 すごくナチュラルな作品に仕上がりになっていますね︕
 「かけがえのないもの」は⾊々と想い出深い楽曲で、今回セレクトして

 素敵な加⼯画にしていただいた皐さんに⼤感謝です︕
 

Re:【君とのふれあい】 皐さんへ

3921 選択 天使 2008-01-15 22:30:40 返信 報告

皐さん、ご無沙汰しておりました。

こちらの⽅、ちょっと、迷⼦になっておりまして、皐さんからのコメント、今、拝⾒しました。
 本家では、幾度も、素敵な画像をいただきありがとうございました。

 皐さんの画像がアップされなくなってきたのと、時を同じくして、私は、別荘に⼊りびたりとなりました。
 こちらの⽅は、たまたま、覗きましたら、皐さんのお名前と、「君とのふれあい」が⽬に⼊りましたので、投稿させ

ていただきました。
 こちらの⽅は、記事の⾒⽅に慣れておらず、すぐ迷⼦になってしまいます。

 今、いろいろと動画を作って、youtubeにアップしていますので、また、いつか、皐さんの画像も頂戴して、作って
みたいです。

 以前、作って頂いた画像の「負けないで」は、今も壁紙で使わせていただいています。
 また、こちらのほうでもお世話になりますが、よろしくお願いします。

 

Re:第5弾♡【かけがえのないもの】

3923 選択 MIZUI 2008-01-15 23:02:00 返信 報告

stray様、T28様、皐様。ZARD研究所の皆様。
 初めまして。Zp（れおさん)の所でお世話になっている

 MIZUIともおします。
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皐さん。お久しぶりです。
ますますのご活躍、いつもROMしてました。

 今⽇、こちらを覗かせて頂きましたらうちの副管理⼈様
 のアキラさんより書き込む様、指⽰がありましたので

 失礼は承知のうえで書き込ませてまらっています。
 皐さん、益々、腕を上げられましたね。

 これからもZARD研究所様の益々のご発展をお祈りします。
 失礼しました。

Re:第5弾♡【かけがえのないもの】

3924 選択 カーディガン 2008-01-15 23:29:27 返信 報告

皐さん、こんばんは。
 以前、私が、本家掲⽰板でレスしたときのものですが、そのまま、のせたいと思います。投稿したとたんに、すぐに

流れてしまったので、もう⼀度、こちらへのせます。

皆様、こんばんは
 私は、この曲を今は、

 「♪かけがえのないもの それはあなたよ（泉⽔さん）」
 といつも勝⼿に思って聴いています。そのくらい泉⽔さんはかけがえのないもの（⼈）だからです。

 この曲に関して、泉⽔さん⾃⾝も、ファンへの思いでもあります、とおっしゃっていたと思います。会報にそんなこ
とが載ってたと思いますが。

 「きっと忘れない」のP180の「ZARDとして活動していて嬉しいと感じる事」も読んでみるといいですよ。この曲と
は直接関係ないですが。

「かけがえのないもの」の解釈ですが、泉⽔さんは、ふだんから、⼈々の⼼に響く⾔葉をノートに綴ったりして考え
ていましたから、曲に合わせて歌詞を⼊れる関係で、「かけがえのない⼈」よりも「かけがえのないもの」としたほ
うが、曲の締まりがあり、より響きがよかったと考えたのではないかと思います。⼩さな違いで、曲の感じが変わっ
てしまいますので。それに、「もの」全て（⼈も含めた上で）を考えても、「あなた」が泉⽔さんにとって最上のmo
st valuable(absolutely invaluable)という表現にしたかったのだと思います（この曲で⾔いたいこととして）。

 いずれにしても、泉⽔さんが我々ファンを⼤事に思ってくれたと考えることは「素敵」ですね(^^♪
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2004年ツアーの武道館でこの曲を歌っていた映像⾒たいですよね。でも、まだ、早いかな。

といったものでした。
 泉⽔さんは、当然ながら、かけがえのない⼈ですが、ここにいらっしゃるみなさまもかけがえのない⼈ですね。本当

にいい⼈ばかりです。泉⽔さんのもとで、みなさまに出逢えたことは、かけがえのない宝物です(^_-)-☆
 

Re:第5弾♡【かけがえのないもの】

3925 選択 チョコレート 2008-01-15 23:36:29 返信 報告

皐さんへ
 今⽇も⼼が温かくなるような、素晴らしい作品をありがとうございます。

 そして、とても丁寧な返信をありがとうございます。
 本家掲⽰板以来、ずっとずっと皐作品のファンでした。

 毎回作品を楽しみにしながらも、投稿する勇気がありませんでした。
 でも昨⽇の「君とのふれあい」を⾒て、いつにもまして感動し、それを伝えずにはいられなくなりました。皐作品恐

るべし・・・。
 Z研に密かに住みついていた私を掲⽰板に引っ張り出してしまうなんて︕︕同じように引っ張り出された⽅も多かった

ですよね(笑)
 本当にポスターにして飾りたいので、このシリーズの連載が終わって、お時間ができましたら、ぜひ⼤きいサイズも

お願いしますね。
 このシリーズは全部⼤きいサイズにしたら、今年のカレンダーが作れちゃいますね。我ながら良い思いつき︖

 これからも楽しみにしています。
 （しかし、毎⽇こんなに素敵な作品を作って、丁寧な返信までして・・皐さんはちゃんと寝ているのでしょうか︖︖

⼼配です。）

megamiさんへ
 My Pictures 3D⾒ていただいたんですか︖

 私はスクリーンセーバーとして使っているのですが、初めて⾒た時は、なんて素敵なソフトなんだろう︕（しかもフ
リーなんて︕︕）と感動しました。PCのことはあまり詳しくはないのですが、喜んでいただける⽅がいるなら私もう
れしいです。

 それから今⽇のmegamiさんのレスの中で、
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 ＞私はxxxさんにレスをしようと思ったのですが、勇気がでなくて『また今度』と思いながら 投稿できずにいまし
た。

 でも次がないことを知ったとき ⼀度でもレスしておけばよかったと すごく後悔しました。
 ・・・私も同じように感じていました。

 xxxさんの作品も⼤好きだったのに投稿できず、xxxの訃報を聞いたときには涙が⽌まりませんでした。
 megamiさんは後悔しないように投稿を始めたんですね。

 私もmegamiさんを⾒習って、作品を⾒せてもらってうれしくなったり、幸せな気持ちになったり、感じたことを、
少しずつ伝えていきたいと思います。

 考えすぎるのか、投稿に1時間以上もかかってしまいますが・・・(苦笑)。megamiさんのレスに今⽇は励まされなが
ら書きました。ありがとうございます︕

MIZUIさん、ようこそ︕

3926 選択 stray 2008-01-15 23:36:55 返信 報告

はじめまして、strayです。

アキラさんがすごい紹介をされてましたが（笑）、
 お名前は毎⽇のようにZpさんで拝⾒しております。
 少々コメントがお堅いようですが、どうぞ気楽に今後とも遊びにいらして下さい。

 こちらこそどうぞよろしくお願いします。

皐ちゃんへ
 第５弾は、皆さん褒めてるように”ほんわか暖かくて”いいですねぇ（笑）。

 ⾒覚えない画像も使われてるし（笑）。
 明⽇はいよいよ折り返しだね、体を壊さないように適当にがんばってね︕（笑）

チョコレートさん、こんばんは︕
 3Dソフト、試してましたが、いいですねぇ︕︕

 ⾃動ツアー機能があると嬉しいのですが…（笑）。
 ソフトをインストールしないと⾒れないので、残念ながらxxxさんの作品を枠に当て嵌めても

 ホームページで公開することはできないようです。
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ん〜、もう少しソフトの進歩を⾒守りたいと思いますが、
スクリーンセイバーで個⼈的に楽しむにはもってこいです︕

 ご紹介どうもありがとうございました︕

akiちゃん 皐さん MIZUIさんへ

3927 選択 megami◆9SRngiiMNQ 2008-01-15 23:57:30 返信 報告

akiちゃんへ
 akiちゃんのレス待ってましたヨ♡安⼼しました〜︕︕本当にありがとうございます☆

 >いつまでもしょぼんとしてないで、今⽇からまた気持ちをリセットして頑張りますっ︕ 
 良いことは『きっと忘れない♪』で悪いことは『気楽に⾏こう♪』にしましょう〜〜〜︕︕
 akiちゃんのいつもの元気なレスがたくさんの⼈の励みになると思いま〜す︕＝『アイドル』の使命ということかし

ら︖︖︖だから笑っていてネ（笑）
 こちらこそこれからもヨロシクお願いしま〜す︕︕

 > すごい⼿抜きのばかりですが(笑)顔⽂字なら結構ありますよ〜^^ 
 絵⽂字じゃなくて顔⽂字って⾔うのですね〜︕︕ぜひ教えて下さ〜い♪♪（⾔葉も知りませんでした〜（恥））

 また明⽇もとっても楽しみにしておりま〜す︕︕

皐さんへ
 いつも本当にありがとうございます♪

 >xxxさんと直接お話をした事がないようですが、megamiさんの今の想いはきっと届いていると思いますよ(o^ω^
o) 

 いただいた⾔葉に泣けました・・・優しいお⾔葉ありがたいです。
 明⽇の作品もとっても楽しみにしておりま〜す☆

MIZUIさんへ
 はじめまして megamiと申します︕

 xxxさんの追悼のメッセージの時、こちらでは初めてと書き込みされていらしたので 
 お名前は拝⾒させていただいておりました。

 昨⽇、はじめて男性ということを知りました。⼼の中でなぜか勘違いして 勝⼿に⼥性だと思っておりました〜︕
 ⼤変失礼致しました。⼼の中でのことですが、⼀⾔お詫びを申し上げたくてレスさせていただきました。すみません
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でした︕︕
Zpの皆様のご活躍を⼼よりお祈り申し上げます。

Re:第5弾♡【かけがえのないもの】

3928 選択 かず 2008-01-15 23:58:29 返信 報告

こんばんは、皐さんお疲れさまです
 連⽇ありがとうございます。

 今回のは暖かい感じがします。寒さ吹っ⾶びましたよ。

がんばってくださいね。

おやすみなさい

Re:第5弾♡【かけがえのないもの】

3929 選択 アネ研◆uvPzH8.dvc 2008-01-15 23:59:14 返信 報告

こんばんは、
 今⽇は「かけがえのないもの」でしたか、この曲は感動ものですし、xxxさんの⽉命⽇、使者さんからのお話を聞く

と切なくなりますね・・・
 でも、皐ちゃんの作品を⾒ると、なんだかピンクの⾊づかいもあって、泉⽔さんにがんばっていこうよっと、肩をた

たかれてる気がします。ありがとうございます。
 

チョコレートさんへ

3930 選択 megami◆9SRngiiMNQ 2008-01-16 00:05:40 返信 報告

チョコレートさんへ
 今 ⼊⼒していた間にレスをいただいたようで 本当にありがとうございました︕︕

 > 私はスクリーンセーバーとして使っているのですが、初めて⾒た時は、なんて素敵なソフトなんだろう︕（しかも
フリーなんて︕︕）と感動しました。 
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昨⽇の私が全く同じ感動でした〜（笑）
> 考えすぎるのか、投稿に1時間以上もかかってしまいますが・・・(苦笑)。megamiさんのレスに今⽇は励まされな
がら書きました。ありがとうございます︕ 

 こちらこそありがとうございます︕︕ぜひまたお気持ちを みなさんに披露して下さ〜い︕
 お話させていただくのを楽しみにしております☆

MIZUIさん・天使さん・akiちゃんへ

3937 選択 Ｔ２８◆HLV594mjiY 2008-01-16 11:24:26 返信 報告

ようこそ︕ MIZUI企画部⻑殿（笑）。
 初めまして・・・、の気がしませんね（汗）。

 いつもZ.p.でのご活躍を拝⾒しております。
 同じ部⻑同⼠ですね。⼀応ね・・・、役職はね・・・（汗）。

 まぁ私は”おちゃらけ”担当部⻑なのでお気楽ですが（笑）。
 御丁寧にありがとうございました、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。

 また、れおさん、アキラさん、Z.p.の皆さまにも、よろしくお伝え下さい。

天使さん、お久しぶりです。
 たしか記憶違いでなければ、本家でPCソフトの紹介をした天使さんですよね︖

 あっという間のすごい上達ぶりで驚いています。
 （⼈違いかな・・・︖ヒヤヒヤして書いています（苦笑） 間違っていましたらお許しを・・・）

 今後ともよろしくお願いしますね。

akiちゃん、こんにちは。
 書き込みしてくれてありがとう︕（涙）

 akiちゃんの書き込みを、⼼待ちにしてるファンもここに（私）居ますので、⾃粛なんてしちゃダメだからね︕
 私も、実は結構完璧主義者で、（ダレ今笑ったの︖（笑））

 ⾃分のミスに苛ついていたら、とある⼈に、
 「Ｔ２８さん、ミスしますって・・・、⼈間だもの。」て⾔われました。

 たしかにそうだなって（笑）、ちょっと⼼が軽くなった気がしました。
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編集機能は便利ですよ︕ たぶん私と所⻑が⼀番お世話になってるだろうけど（笑）。
次は是⾮、akiちゃんが⼀番取ってね（笑）。これからもよろしくどうぞ♡

 

所⻑さんへ

3938 選択 チョコレート 2008-01-16 16:47:36 返信 報告

所⻑さん、こんにちは︕
 3Dソフト、気に⼊っていただけたようで良かったです。

 私は初めて⾒たときには感動しました〜。こんなに素晴らしいソフトがフリーなんて・・・。
 私はPCにあまり詳しくない⼈種なので、びっくりでした。世の中にはすごい⼈がいるものですねぇ。

 3Dのソフトを作っちゃうこともすごいですし、タダでみんなにあげちゃうこともすごいですね。

ホームページでxxxさんの美術館のお役に⽴てたらもっと良かったのですが・・・。
 いつかこんな美術館ができたら素敵ですね。誰かそんなソフト作ってくれないかしら︖（まったく他⼒本願の私）

そんな⽇が来ることを期待しつつ、今はスクリーンセーバーとして”我が家美術館”で楽しみたいと思います。
 わざわざコメントいただきありがとうございました。

T28さんへ

3949 選択 天使 2008-01-16 20:28:54 返信 報告

こんばんは。そして、お久しぶりです。
 ヒヤヒヤさせてしまって、すみません。

私は、間違いなく、本家でソフトをご紹介いただいた「天使」です。
 その節には、お世話になりました。

最近は、本家もご無沙汰で(⼀昨⽇は、泉⽔さんの救出に⾏きましたが・・)、ほとんど、別荘暮らしです(刑務所では
ありませんが)。

 こちらも、居⼼地のよさそうな所ですが、別荘もなかなか、居⼼地が良いので、⼊り浸りになっています。

> あっという間のすごい上達ぶりで驚いています。 
 そんなに⾔われると恥ずかしいのですが、あちらでは、PC⾳痴として、有名になっています。(笑)
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> 今後ともよろしくお願いしますね。 
こちらこそ、よろしくお願いいたします。

CD20080123 銀ベスト︖

3934 選択 ALIL.1967 2008-01-16 06:21:44 返信 報告

MJTVの⽣リクエスト番組20080114から
 ４つのスクリーンショットを⼀枚の写真にしました。

ここに掲載しないでfilebankへのリンクを張っておきます。それほどはっきり映っている訳ではありませんが，雰囲気を知り
たい⼈だけ。買うまで⽬にしたくない⼈も居るでしょう。

写真に写っているもの
  右上は特典カレンダーとDVD（揺れる想い，グロリアスマインド，負けないで）

  左下はライナーノーツ表紙（ロゴに注⽬）
  右下はライナーノーツ本⽂（⻫⽥さん執筆）

 銀⾊の⾊調となっているみたいです

Re:CD20080123 銀ベスト︖

3935 選択 ALIL.1967 2008-01-16 06:53:12 返信 報告

いまCDのパッケージやライナーノーツの表紙だけでもみたい⼈はどうぞ。来週まで⾒たくない⼈は右から左へ流して
ください。

http://www.filebank.co.jp/wblink/71a2b6511f45f1c5449e4074ccd52c00

皐さん、strayさんへ
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3906 選択 使者 2008-01-15 17:30:49 返信 報告

 
今⽇Z.pの⽉命⽇BBSに投稿した画像です。

 xxxさんの⼿書きの画像ですが、こちらにも投稿します。
 同じ画像を何カ所にも投稿するのをxxxさんは嫌っていたのですが……

 Z.pだけに投稿したら何か悪い気がしてこちらにも投稿しました。お許し下さい。

strayさんのご推察通り10/25の昼過ぎに会社にやって来て午後8時頃まで掛かって７作品の画像を作っ
ていました。

 中でも、このキューピットのイメージ画像には⼀番時間が掛かっていたようです。
容体は、とても悪そうでしたが、この画像を作るときはニコニコしていました。

 （最後にメッセージを書いているときは涙ぐんでいましたが……）

皐さんの画⾵とxxxさんの画⾵はまったく違うので参考にはならないかも知れませんが、
 このイメージ画を作る時は、コピー⽤紙に鉛筆で下書きをして、それをスキャンし

画像ソフトで⾊つけをしていました。

私の会社では、毎⽉30〜70枚の写真を扱っていて、時々写真の修正（偽装︖）をする事があります。
 デジカメが普及した頃からxxxさんは、写真の修正をやっていました。

 私も、加⼯⽅法を⾊々習ったのですが中々xxxさんのようにはいきません。
 仕事でも必要︖なので苦労しています。職業は聞かないで下さいね（笑）

 （誓って悪どい事はやっていません、単純な記⼊ミス等を修正しているだけですので。）

画像追加

3907 選択 使者 2008-01-15 17:33:33 返信 報告

 
忘れていましたこの画像も直筆です。。。。

⽩い⼀本結びの妖精さん
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Re:使者さんへ

3908 選択 皐 2008-01-15 19:35:56 返信 報告

使者さんこんばんは＾＾今⽇はxxxさんの⽉命⽇にあたる⽇になりますね。

天使の絵と妖精さんの絵はxxxさんが⼿書きで描いたものだったんですか︕絵⼼もあった⽅なんですね。
 体調が思わしくない中 7作品も、そして絵も描いていたなんて、xxxさんの気⼒には驚かされます。

 泉⽔さんが最後にレコーディングした時のように、xxxさんにも不思議な⼒が湧いていたのでしょうか…

私も絵を描くのはすごく好きなので、いつかxxxさんの技法を参考にさせていただこうかと思います(*^u^*)
 と⾔っても、私は主に⾵景画しか描かないんですけどね(笑)

使者さん、こちらにも投稿してくださってありがとうございます(*^u^*)
 寒い⽇が続いているので、お体には気を付けてくださいね。それでは＾＾

使者様へ

3922 選択 stray 2008-01-15 22:59:56 返信 報告

使者様こんばんは。
 もう２ヶ⽉経ったんですね。ご家族の皆さんもそろそろ落ち着かれたでしょうか。

ZARD party さんは「⽉命⽇BBS」を新設され、皆さん想い想いにxxxさんへ話し掛けられてるようです。
 あいにくＺ研は何の企画もできずに今⽇を迎えました。

 私個⼈は、「遠い⽇のノスタルジア」を聴きながら、閉館後のxxxギャラリーで、
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xxxさんと⼆⼈っきりのデートを楽しんでおりました（笑）。
天国で楽しくやってるそうです。

やはり10/25でしたか…。精魂尽きてしまわれたのですね。
 xxxさんにとっては、1⽇1⽇が⼤事だったでしょうから、

 ”あと１週間待ってくれていれば…”というのは、下界の⼈間の戯⾔でしたね。

Ｚ研に貴重な元画をご提供下さいまして、ありがとうございます︕
 ”⽩い⼀本結びの妖精さん”は、トゥシューズを履いてますので、

 バレリーナの写真を下絵にして加⼯されたのかも知れませんね。
 この絵を「Ｚ研のシンボルマーク」として末永く使わせていただきます。

皐ちゃん︕この絵を⼊れた「Ｚ研のロゴ」作成お願いします︕

akiちゃんへ

3920 選択 stray 2008-01-15 22:23:32 返信 報告

こんばんは︕ メールありがとうございました。
 迷惑メールにならずにちゃんと届きましたよ（笑）。

ｍｅｇａｍｉさんには、訂正も含めてちゃんとお渡ししましたのでご安⼼を︕
 これに懲りずに毎⽇でも遊びに来てくださいね（笑）。

 優しいお姉さま＆おじさん ばかりですので（笑）。

akiちゃんへ

3933 選択 megami◆9SRngiiMNQ 2008-01-16 03:15:39 返信 報告

おはようございます︕
 お気持ちをしっかり受け取らせていただきました︕本当にありがとうございました♪
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⼿書きの⽇本語のお⼿紙を拝⾒するのは、５年ぶり（︖）でしたので、とても嬉しくて泣きそうになりました︕︕
本当に丁寧なお⼼遣いに感動致します。かえって申し訳ありませんでした・・・

akiちゃんの明るく元気レスが これからもＺ研で拝⾒できると思っただけで嬉しくなりま〜す ♡（笑）
 呼び⽅もakiちゃんが決めて下さればＯＫですヨ︕︕

あと、教えていただいたZpなのですが、なかなか伺わせていただけなさそうなのです・・・
 私はあれこれとできない性格なのと、ネットに繋がらないことがよくあるので、現在はＺ研専属にさせていただいて

おります。
 いつか伺わせていただいて akiちゃんと管理⼈のれおさんとマドンナのNAOさんへご挨拶だけでもさせていただきた

いと思っております︕その時はどうかどうかヨロシクお願い致しま〜す☆

年明けだったと思いますが、管理⼈のれおさんが、素敵な画像と⼀緒にせっかくＺ研に来てくださったのに、レスし
ようと思いながら ⽂⾯を考えているうちにタイミングを逃がしてしまって 何もご挨拶できませんでした。とても
残念に思っております。

それでは akiちゃんこれからもずっとヨロシクお願いしま〜す︕︕
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. オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [3870]第4弾♡【君とのふれあい】(26) [3879]MISORAさん、タチバナですさん、おきなさん、チョコレートさん(3) [3885]
削除された記事(1) [3839]第3弾♡【君に逢いたくなったら…】(15) [3862]PATI・PATI 1992/7(4) [3847]CDでーた 2008年2⽉
号(7) [3867]レーベル印刷(1) [3791]第2弾♡【突然】(28) [3807]無題(6) [3769]☆カウントダウン企画☆(24)

新しい話題を投稿する

« 45 44 43 42 41 40 39 38 37 »

第4弾♡【君とのふれあい】

3870 選択 皐 2008-01-14 10:35:42 返信 報告

皆さま、おはようございます︕本⽇4⽇⽬は「君とのふれあい」編です(*^u^*)

この曲を聴くとすごく切ない気持ちになりますよね(>u<)⾊々な別れを思い出してしまいます｡｡｡
 加⼯でも、そんな“せつなさ”や“静けさ”を表現してみたつもりなんですが…

 いかがでしょうか︖(笑)
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Re:【君に逢いたくなったら…】***レスのお返事です＾＾

3871 選択 皐 2008-01-14 10:37:09 返信 報告

P.S.今⽇もとっても寒いので、皆さまにドーンとココアを⽤意しました︕︕︕(笑)
    店内で鑑賞しながら、ごゆっくりとココア“も”堪能してください♪(笑)

 --------------------------------------------------------------

かずさんへ︓
 おはようございます︕昨⽇の「君に逢いたくなったら…」では、かずさんが1番お気に⼊りのシ

ーンを
 偶然取り⼊れていたようですね(*^∇^*)良かったです〜☆ﾐ 今⽇は昨⽇と印象が変わってま

すが、
 楽しんで頂けましたでしょうか??明⽇も頑張りますね︕

カーディガンさんへ︓
 今⽇もすごく寒いですね︕カーディガンさんも吹雪の中、いらしてくださってありがとうございます︕(o≧∀≦o)(笑)

 本⽇は皆さまのためにココアを⽤意してますので、温まってくださいね♡(笑)
 「君に逢いたくなったら…」のcw、「愛を信じていたい」もすごく良い歌ですよね︕

 私はアレンジされて「グロリアス マインド」に⼊っていた⽅が好きですが…(笑)
 “⼀本結びのエピソード”も聞かせてくれてありがとうございました︕それでは、明⽇☆ﾐ

xs4pedさんへ︓
 詩や画像のチョイスをxs4pedさんにも気に⼊って頂けて嬉しいです(o≧ω≦o)「君に逢いたくなったら」のPVは
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やはり⼈気度が⾼いですね︕レスありがとうございました♪

ヒツキさんへ︓
 ヒツキさんの周りでは「君に逢いたくなったら…」を好きだと仰る⽅が多いようですね︕話が合いそうです(笑)

 そのエピソードでは先輩さんじゃなくて、後輩さんが洗脳スタンバイにOK状態な⽤で(笑)
 GOサインが出る⽇を楽しみにして待っています♪♪(笑)それでは、レスをありがとうございました(o^∇^o)

 P.S.私の中でも連想ゲームはそうなってしまいそうです（笑）

megamiさんへ︓
 順番待ちして頂けて嬉しいです︕︕それに、“プリント貼り”もとうとう3枚⽬に突⼊していたようで︕(笑)

 12枚貼りを頑張りましょうね!!(o≧∇≦o)(笑)電話中に相⼿から「なんかカサカサ聞こえるわよ︖」なんて
 ⾔われちゃうかもしれませんが…(笑)レスの⽂章ですが、気にしなくていいんですよ(*^u^*)

 ⼀⾔「こんにちは︕それじゃ!!」だけでも嬉しいんです☆ﾐ(笑)コメントを残してくれるっていう⾏動が
 ⼼を晴れやかにしてくれますね︕(o^∇^o)では、明⽇も楽しみにしていてもらえると嬉しいです♪

Re:第4弾♡【君とのふれあい】

3872 選択 アネ研◆uvPzH8.dvc 2008-01-14 10:59:06 返信 報告

おはようございます。
 とりあえず確保します。

 泉⽔さんはモノクロでもいいですよね。
 右下の画像がハックネットで開店を待ってた私とダブってしまいました。

 明⽇も期待してますね。（笑）

ＰＳ，Ｔ２８さんを今⽇もふんずけてしまいました。

Re:第4弾♡【君とのふれあい】

3873 選択 stray 2008-01-14 11:02:24 返信 報告

今⽇も１番かな︖（笑）
 並んでたわけじゃないからね（笑）。
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切ないバラード⼤好き⼈間なので、「君とのふれあい」は、私は”名曲”だと思います。
右下の泉⽔さんの⾝のよじり⽅が”切なさ”を表現してますよね。

 ４⽇⽬お疲れさま︕まだまだ先⻑いねぇ（笑）。

Re:第4弾♡【君とのふれあい】

3874 選択 stray 2008-01-14 11:03:50 返信 報告

ぎゃー、思いもよらぬ伏兵にやられてしまった︕（笑）

アネ研さん、”とりあえず確保”は反則だと思うけど（笑）。
 

Re:第4弾♡【君とのふれあい】

3875 選択 チョコレート 2008-01-14 11:45:30 返信 報告

皐さん、はじめまして。本家の掲⽰板のときから、隠れて(?)皐作品の⼤ファンです。投稿するのは緊張してしまって
苦⼿なので、なかなかできないでいるのですが、今⽇はあまりに素晴らしい作品に感動し、その勢いのまま書いてい
ます。

 モノクロって難しい素材だと思うのですが、上品で美しく、静かでせつない・・・私が描く坂井さんのイメージその
ままの作品になっているような気がしました。これは携帯サイズですか︖⼤きいサイズで⾒たいです。ポスターにし
て部屋に飾りたいです。

 皐さんの感性って本当に素敵だなと思います。これからも素敵な作品を⾒せてくださいね。

所⻑様、Z研の皆様はじめまして。毎⽇（朝昼晩(!)）拝⾒させていただいております。デビュー当時からのZARDフ
ァンですが、Z研の研究内容にはいつも驚かされています。「ハート・・」PVロケ地解明は、本当にワクワクさせて
いただきました。（特に⼗津川警部シリーズは⼤好きです。）今後も更なる研究、楽しみにしています。私もまた勇
気があれば投稿させていただきます。ここまで打つのに1時間・・・投稿するのは⼤変ですね（汗）。

Re:第4弾♡【君とのふれあい】

3876 選択 かず 2008-01-14 12:25:00 返信 報告
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皐さん、４⽇⽬お疲れさまです︕
曲が聞こえてきそうな画像ですね。

 それと、暖かいココアご馳⾛さまです。

せめてものお返しに、春の画像です

Re:第4弾♡【君とのふれあい】

3877 選択 megami◆9SRngiiMNQ 2008-01-14 13:03:35 返信 報告

皐さんへ

第4弾もなんとか間に合いました〜︕︕
 ちゃんと“せつなさ”や“静けさ”が表現されていて素敵です。まわりの空気が変わってしまうほどです☆

 ココアまでいただいてしまって、温かいお⼼遣いありがとうございます︕
 これからプリント４枚⽬突⼊で〜す︕（笑）

stray所⻑さんへ
 今⽇は１番取れなくて 残念でしたね〜︕︕たった３分の差ですか︖

 やっぱり１番とるのは難しいのですネ☆（笑）

akiちゃんへ
 昨⽇のレスの時 申し上げるの忘れてました︕︕

 私のことも「ちゃん」付けでＯＫですヨ♡

チョコレートさんへ
 はじめまして megamiと申します。よろしくお願い致します。

 ⼀⽣懸命考えられた⽂章なのだな〜と拝⾒している私にも伝わってきました。
 またぜひお話させて下さ〜い︕︕

 

Re:第4弾♡【君とのふれあい】
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3880 選択 Ｔ２８◆HLV594mjiY 2008-01-14 13:56:23 返信 報告

こんにちは。
 今⽇は、akiちゃんに譲ろうと静観していました（笑）。

 なのに、⼤⼈げないのが⼆⼈・・・、困った⼈だ︕、って⼗津川＆⻲井コンビじゃん︕（笑）
 徹夜で並んでないで、事件捜査に⾏って下さいな︕ 張り込みじゃあるまいし（笑）。

皐ちゃん、連⽇⼤変ですね。ご苦労様です。
 「君とのふれあい」は、「Le Portfolio」で、しかも泉⽔さんが亡くなったあとに聴きました。

 ⼀番深い悲しみを感じていた時に聴いた曲で、その印象が特に強いです。
 「Le Portfolio」⾒ては、ボロボロでした（涙）。今でも聴くと、グッと来ますが、⼤好きな⼀曲です。

 この「作品」は、⼗分”せつなさ”や”静けさ”が伝わってきます。
 ⾒ているだけで、あのころの気持ちを思い出せるほどです。皐ちゃんは、ホントにすごいですね。

 ココアもありがとう︕ たくさんあるから遠慮なく頂きま〜す（笑）。

チョコレートさん、はじめまして。
 初書き込みを誘うほど、皐ちゃんの「作品」は魅⼒ありますね。

 是⾮、もっと気軽に投稿して下さい。これからもよろしくです。
 ※たしかに投稿⼤変ですよね。この⽂章も実は1時間以上掛かってます・・・（汗）。

あれ〜︖ アネ研さん、それは反則です（怒）。
 踏んづけて⾏くのは構わないけど、”とりあうず確保”後の編集は反則︕

 パチンコ屋の台確保じゃないんですから（笑）。
 

Re:第4弾♡【君とのふれあい】

3882 選択 アネ研◆uvPzH8.dvc 2008-01-14 15:09:50 返信 報告

所⻑、T28部⻑、皆様、失礼しました、今後気をつけます。

Re:第4弾♡【君とのふれあい】

3884 選択 aki 2008-01-14 17:10:57 返信 報告
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さっちゃん、みなさん、こんばんは♪♪

「君とのふれあい」
 イントロのピアノから⼤好き︕︕

 基本的にピアノが⼊っている曲はどれも好きなんだけど…笑(◎≧u≦) 
 この曲は歌詞も切ないよね〜…。

 『ささやかな約束… もしそこで待っていてくれなかったら
 桜散りゆくように それを答えだと思う』

 最初はあまり気にしていなかったフレーズだけど、今はこのフレーズを聴くと、胸に突き刺さる感じです。
 泉⽔さん何かあったのかなぁ…とか勝⼿に想像したり笑。

 さっちゃんの画像からも、そんな「切なさ」「静けさ」そして私としては「儚さ」も感じるよ。
 モノクロも素敵だね＾＾

megumiちゃんへ
 こんばんは︕…あっ、でも時差があるんだった(時差のことすっかり忘れてました笑)だから…「こんにちは」かな︖

ちゃん付け緊張する〜〜〜︕笑
 でもそう⾔ってもらえて嬉しかったです^^

 これから慣れるように頑張らなくっちゃっ︕︕笑

「聖域に⼊っているアイドル」は勘弁してください〜笑。
 恥ずかし過ぎます……(●><●)

 アイドルはこの先もずっとさっちゃんだけですよ︕︕︕笑

了解しました︕
 NAOさんにmegumiちゃんのこと伝えておきます＾＾

T28さんへ
 こんばんは、私のために１番を遠慮されていたんですね…︕

 それなのに私ったら、お⾵呂の掃除に夢中だった…笑︕
 T28さん、ごめんなさい〜(><)

 お気持ちだけで⼗分嬉しいので、私に遠慮せずに毎⽇でも１番をゲットしちゃってください︕︕
 



バトンタッチですよ〜笑♪♪
strayさんとアネ研さんに負けないように頑張ってくださいね︕^^笑

Re:第4弾♡【君とのふれあい】

3888 選択 xs4ped 2008-01-14 19:16:58 返信 報告

皐ちゃん、こんばんは。

ココアありがとね。(^.^)
 今⽇は意表を突いた時間に、意表突いたモノクロ画像できましたね。

 10:00過ぎ１度巡回したのに、もう３０分遅く来れば
 １番Get出来たのに残念。

 並んでいたわけじゃないですが・・・(笑)

今⽇は「君とのふれあい」ですか。
 これを⾒てからメモリアルスライドショーを⾒に⾏ったら、

 なんか切なさが込み上げてきてウルウルしてきまた。

明⽇はxxxさんの⽉命⽇ですが、別途追加Upは有りますか︖
 私も加⼯画を製作中ですが、切り取り合成で悩んでいる最中で間に合いそうに有りませんので泉⽔さんの⽉命⽇にUp

致します。m(__)m

Re:第4弾♡【君とのふれあい】

3889 選択 PAN 2008-01-14 19:29:49 返信 報告

皐さん、皆さまこんにちは︕
 出遅れてしまって本当に申し訳ありません︕

 第1弾〜4弾の作品の感想です︕

☆第1弾
 きっと今も泉⽔さんはどこかの国で旅をしている、そう感じてきて

 きますね。都会の⾵景が良く似合う泉⽔さんですが、作品をみていると
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不思議といろいろなストーリーを連想してきます。
どんなストーリーになるのか、それは携帯にＤＬして考えたいと思います︕

 ☆第2弾
 明るく前向きな泉⽔さんは、いつまでもそばで⾒守ってくれている、

 ⼼からそう感じる作品です︕︕
 泉⽔さんの着ているジャケットの⾊に⻘空をかけあわせて、素敵に

 仕上がっている作品ですね︕
 ☆第3弾

 作品創りにはレイアウトや⾊調など、いろいろな要素があると思いますが、
 昔から「君に逢いたくなったら」のアトリエシーンは優しいグリーンという
 イメージがあり、それが⼤変良く表現できている作品です︕

 ☆第4弾
 モノトーン⾊は切なさや静けさを表現するともに、⼈の表情を余すところなく

 引き出すことが出来る、ポートレートの⾊調と思います。
 泉⽔さんのココロの表情が伝わってきそうです︕

 P.S
 あったかいココアいただきますね、ありがとうございます♪

 

akiちゃんへ

3890 選択 megami◆9SRngiiMNQ 2008-01-14 19:42:34 返信 報告

akiちゃん こんばんは♪♪ レスありがとうございま〜す︕
 （時差はどうぞお気になさらないで下さいネ︕）

> 「君とのふれあい」は イントロのピアノから⼤好き︕︕ 
 > 基本的にピアノが⼊っている曲はどれも好きなんだけど…笑(◎≧u≦)  

 私も全く同じ気持ちなんです〜♪akiちゃんと⼀緒でとっても嬉しかったで〜す☆

>「聖域に⼊っているアイドル」は勘弁してください〜笑。恥ずかし過ぎます……(●><●) 
 > アイドルはこの先もずっとさっちゃんだけですよ︕︕︕笑 
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いえいえアイドルは、やはり皐さんと共にakiちゃんでしょう〜︕︕︕（笑）
「明⽇はどんな曲の作品でしょうね︖」今から楽しみですね♡また明⽇お話できるのを楽しみにしておりま〜す♪♪

akiちゃんへ

3891 選択 stray 2008-01-14 19:57:18 返信 報告

akiちゃん こんばんは。

間違って覚えてるといけないので。
 megumi（めぐみ）ちゃんじゃなくて、megami（⼥神）ちゃんですからね（笑）。

お⼆⼈同様、イントロがピアノで始まる曲はほとんど好き︕です（笑）。
 何なんでしょうねぇ、ピアノイントロ聞いただけでウルっときちゃう体質︖（笑）

Re:第4弾♡【君とのふれあい】

3892 選択 天使 2008-01-14 20:14:21 返信 報告

みなさん、こんばんは。

はじめましての⽅、お久しぶりの⽅がおられますが、ここで書き込みさせていただくのは、初めてです。
 よろしくお願いします。

 本家では、昨⽇、少し書き込みしましたが、現在は、追悼ライブ実⾏委員会(SNS)のコミュで、毎⽇、楽しく交流し
ています。

 今⽇は、ここを覗かせていただいたら、「君とのふれあい」がテーマになっておりましたので、少し書き込みさせて
いただきました。

 実は、先⽇、「にしまるさん」と私の合作で、「君とのふれあい」を作って、youtubeにアップいたしました。
 「にしまるさん」の素敵な画像がご覧いただけますので、もし、よろしければご覧下さい。

http://jp.youtube.com/watch?v=b5_9FbZk-js

また、書き込みさせていただくかもしれませんが、その節には、よろしくお願いいたします。
 なにぶんにも、初めての投稿ですので、不具合があれば、お許し下さい。
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Re:第4弾♡【君とのふれあい】

3893 選択 カーディガン 2008-01-14 20:46:26 返信 報告

皐さん、こんばんは。
 今朝は、本当に冷え込みました。起きた時には、雪がちらついていました。今は、もう雪が溶けましたが、まだ、寒

い季節が続きそうです。差し⼊れのココアありがとうございます(^_-)-☆喜んでいただきます(^O^)

今⽇の「君とのふれあい」ですが、泉⽔さんの詩がしだいに君との距離が近づいているようにも感じられるのです。
本当にせつないです。

「⽌まっていた時計が〜」が君の胸の中に何も持たずに今⾶び込んでいきたい、といった内容なのに、
 「悲しいほど貴⽅が好き」では、勇気をもって新しい世界の扉開け放とう、

 「ハートに⽕をつけて」では、ハートに ⽕をつけて
 (It's) time to go back to you 君の胸へと戻る時が来た

 ⼿をつなぎ 今 踏み出した
 新しいこの宇宙へと

 となり、
 「グロリアス マインド」では、いつまでも変わらぬココロをもう⼀度君に届けたい、

 となっていて、とてもせつないです(T_T)
 今頃、泉⽔さんが幸せにしているといいんですけどね。せっかく幸⼦という名前なんですから、幸せになってもらい

たいです。

個⼈的には、昔のロックの泉⽔さんよりも最近のアイドルチックな泉⽔さんが好きです。⼀本結びはロックのために
髪を切ったほうがいいと⾔われながら、髪を束ねてみたら、短くも⾒えるから、いろいろな雰囲気がだせるから、切
らないで束ねたほうがいいね、とＮさんに⾔われたからとか。それ以来、⼀本結びが定着したとか、いうことです。

昨⽇は猛吹雪でしたが、今⽇は、収まりました。また、今夜も寒くなりそうですね。⾵邪などひかないように、気を
つけたいと思います。

 明⽇もがんばってください(^^)/~~~

Re:第4弾♡【君とのふれあい】
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3894 選択 yama 2008-01-14 20:49:55 返信 報告

皐さま、みなさま
 はじめまして。

 こちらに投稿させていただくのは初めてです。

皐さんの作品がいつも素敵なので、感謝の気持ちを、と投稿させていただきます。
 やさしくて、かわいらしくて、温かみがあって、泉⽔さんの世界そのものだなあと思います。

 泉⽔さんもとっても喜んでいるんじゃないかな。

以前からダウンロードさせていただいていて、携帯の待受にもさせていただいております。
 これからも楽しみにしていますね♪

天使さんへ

3895 選択 xs4ped 2008-01-14 21:33:05 返信 報告

天使さん、はじめまして。

> 実は、先⽇、「にしまるさん」と私の合作で、「君とのふれあい」を作って、youtubeにアップいたしました。 
 > 「にしまるさん」の素敵な画像がご覧いただけますので、もし、よろしければご覧下さい。

友だちのNさんから、画像を提供していただきました。とは「にしまるさん」の事だったんですね。
 綺麗な画像が多いと思いましたが「にしまるさん」だったとは知りませんでした。

 Up後、即効で頂きました。(^.^)

少⼥の頃に戻ったみたいにも良かったですよ。
 こちらもUp後、即効で頂きました。(^.^)

> また、書き込みさせていただくかもしれませんが、その節には、よろしくお願いいたします。

これからも宜しくお願い致します。
 

megamiさま、T28部⻑さま

3896 選択 チョコレート 2008-01-14 21:51:32 返信 報告
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イラン特派員のmegamiさん、はじめまして。
温かい⾔葉をかけていただきありがとうございます。

 お礼を⼀⾔申し上げたいと思いましたが、どこにどうやって書き込めば良いのか︖︖︖
 とりあえず、最初に書き込んだこのスレッドに書いてみようと思い⽴つまでが数時間・・・遅くなりましてすみませ

ん。
 掲⽰板を読むのは慣れているのですが、書き込むのは初⼼者でして・・。megamiさんのようにさらっと品の良い⽂

章を書き込みできたら良いなあと思うのですが、なかなか。
 また機会がありましたら、ぜひお話させてくださいね。

T28部⻑さま、優しいお⾔葉をかけていただきましてありがとうございます。また緊張しながら書いております。こ
ういうものは慣れるとスラスラ書けるものなのでしょうか︖

 所⻑と部⻑のコンビは本家の掲⽰板のときから楽しませていただいております。
 Z研が開設されて以来、私もコンビを追いかけて(?)こちらに住み着いておりました。これからもよろしくお願いしま

す。
 

Re:天使さんへ

3897 選択 天使 2008-01-14 21:56:33 返信 報告

xs4pedさん、はじめまして。

もう、⾒ていただいてましたか。
 ありがとうございます。

  
> 少⼥の頃に戻ったみたいにも良かったですよ。 

 ありがとうございます。
 今で丁度10本アップしてますが、また、アップすると思いますので、また、よろしければご覧下さい。

  
> これからも宜しくお願い致します。 

 こちらこそ、よろしくお願いします。

Re:第4弾♡【君とのふれあい】

https://bbsee.info/straylove/id/3870.html?edt=on&rid=3897
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3897


3898 選択 アキラ 2008-01-14 22:04:43 返信 報告

こんばんわ皐ちゃん☆この曲もいいですね〜︕残念ながら訃

報後に知った曲ですが（涙）モノクロの作品も味があってい

いですね!(^^)!これも携帯にありがたく保存決定です〜、

あとZ.pの企画部⻑のMIZUIさんが皐さんのファンなのです

が彼はシャイなあんちくしょうなので（笑）こちらに来たら

温かく迎えてあげてくださいね♪MIZUIさんこれでロムロム

してる場合ではなくなりましたよ(^_^)v

Re:第4弾♡【君とのふれあい】

3900 選択 aki 2008-01-14 22:35:12 返信 報告

megamiさん、これでリセットですね^^

akiちゃんへ

3902 選択 stray 2008-01-14 22:41:13 返信 報告

こんばんは︕
 タイプミスなら誰にでもあることなので気にしないで下さい。

 間違って<めぐみ>で覚えてたら困るなあと思っただけですので（笑）。
 megamiさんは寛容な⽅ですからちっとも気にしてないはずですよ〜。

 なお、このＢＢＳには「編集」機能がありますので（笑）。

ａｋｉちゃん チョコレートさんへ

3904 選択 megami◆9SRngiiMNQ 2008-01-15 06:08:54 返信 報告
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akiちゃんへ☆
これでリセットで〜す♪♪

チョコレートさんへ
 私にもレスをいただけて感激です。どうもありがとうございました︕︕⼤変遅くなりまして申し訳ありません。

別スレで所⻑さんにフリーソフトのお話をされていらっしゃいましたね︕
 チョコレ－トさんはいろいろなことをご存知なのだと思います。あのソフト魅⼒的ですね︕

 皐さんの素晴らしい作品が本物の美術館で拝⾒しているような気分になれるなんて・・・
 私も早速DLさせていただこうと思いました︕︕良い情報を本当にありがとうございました☆

これからもどうか宜しくお願い致しま〜す♪

天使さん、yamaさんへ

3905 選択 stray 2008-01-15 12:34:11 返信 報告

Z研へようこそ︕
 はじめまして、所⻑のstrayです。

Z研は皐ちゃん⼈気でもってることが、ここ数⽇の新規投稿でよ〜くわかりました（笑）。
 まだ８⽇間も残っておりますので、存分にお楽しみ下さいね︕

 素敵な作品には是⾮暖かいレスをお願い致します。

天使さん、私も別荘の住⼈なのですが（笑）、最近すっかりご無沙汰です。
 にしまる先⽣に、”Z研美術館でキャプ画個展はいかがですか”とお願いしていたのですが、

 にしまるさんが体調を崩されて、そのままになっていました。
 私がやりたかったことを実現して下さって感謝申し上げます。
 他にも作品がおありのようですので、にしまる先⽣の素晴らしいキャプ画を

 ゆっくり堪能させていただきます。どうもありがとうございました︕

Re:天使さん、yamaさんへ

3915 選択 天使 2008-01-15 21:07:49 返信 報告
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stray様

所⻑様直々のコメント、ありがとうございます。
 以前、本家ではお名前を拝⾒いたしておりました。

 本家では、こちらの皐さんから画像を頂いたりして、お世話になっていたのですが、もう、数ヶ⽉前より、別荘暮ら
しをしております。

 ただ、⼀昨⽇は、本家で、泉⽔さんが苛められておられたので、救出に⾏っておりましたが・・・。
 それから、別荘でも所⻑様のお名前は拝⾒しております。

 たしかに、最近はご無沙汰のようですね。
 にしまるさんは、最近は、少し体調も回復されたようで、先⽇も、⼀つの⽇記にコメントが243件(ニシサン)という

偉業を達成されました。(全く予断ですが・・・)
 ただ、キャプチュアの⽅は、⾃重されているようです。

 私の作品の中で、全て「にしまるさん」の画像で作ったのは、この「君とのふれあい」だけですが、別荘には、他に
も先⽣がおられて、その先⽣の画像も使わせていただいたり、⾃分でキャプチュアした画像を使ったりで、もう10本
もアップしております。

 また、よろしかったら、ぜひ、ご覧頂きたいと思います。
 今後とも、よろしくお願いいたします。

MISORAさん、タチバナですさん、おきなさん、チョコレートさん

3879 選択 stray 2008-01-14 13:20:18 返信 報告

ようこそ Ｚ研へ︕
 はじめまして、所⻑のstrayです。

 私に⽤事のない⽅もおられるようですが（笑）、⼀⾔ご挨拶を。

MISORAさん、タチバナですさん
 「負けないで」の洋楽カヴァー情報ありがとうございます︕

 私は洋楽はからっきしダメで、TVドラマ『アリーmy Love』も
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ヴォンダ・シェパードもさっぱり分かりませんが、
⼊⼿できたら感想を書き込みたいと思います。

おきなさん、チョコレートさん
 皐ちゃんのファンはホントに多いですね︕

 でも、真っ先に⽬をつけたのは私ですのでお忘れなく（笑）。
 Ｚ研は今年もPVロケ地解明に限らず、ZARDの謎に果敢に挑戦していきます。

 「ハート…」のときもそうですが、ゲストの皆様からの情報が頼りですので（笑）、
 遠慮なくどんどん書き込んでいただければ幸いです。

皆さま、今後ともＺ研をどうぞご贔屓に︕

Re:MISORAさん、タチバナですさん、おきなさん、チョコレートさん

3883 選択 おきな 2008-01-14 16:16:28 返信 報告

stray様、皆様はじめまして。
 所⻑様に挨拶が遅くなりました。これからよろしくお願い致します。

 こちらのHPもよく拝⾒させて頂いており、
 皆さんの素晴らしい作品を観ていつも感動したり、

 楽しい話題を読ませて頂き、⼀⼈でふきだしたりしておりました。
 掲⽰板の⽅は、私が皆様の話題について⾏けるようになったら

 お邪魔させて頂きたく思います。(それまではROM専で失礼致します)

では、皆様失礼致します。
 

Re:MISORAさん、タチバナですさん、おきなさん、チョコレートさん

3899 選択 チョコレート 2008-01-14 22:09:58 返信 報告

歓迎のお⾔葉をいただきましてありがとうござます。
 所⻑と部⻑の名コンビを追いかけて、本家掲⽰板から密かに引越し、Z研に住み着いておりました。許可もなく・・・

（汗）。すみません。
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皐さんの作品は本当に素晴らしいですね。その才能を⾒出したのは所⻑でしたか。さすが所⻑・・鋭い。
皐作品の素晴らしさは、作者の素直で温かく、ひたむきな性格(?)に拠るところが⼤きいのでしょうか︖

 多くの⽅が惹かれていますよね。私ももちろんその⼀⼈ですが。
 所⻑はMy Pictures 3D というフリーソフトをご存知ですか︖海外の⽅が作っていらっしゃるのか、HPは英語びっし

りなんですが、⾃分の好きな写真ばかり集めた写真展を実際に⾒て歩いているような気分になるソフトです。
 皐作品でこのソフトを使うとかなり良いです︕所⻑もぜひお試し下さい︕︕

 ではこれからもよろしくお願いします。

おきなさん、チョコレートさんへ

3901 選択 stray 2008-01-14 22:38:20 返信 報告

チョコレートさん、こんばんは。

ご丁寧な返信どうもありがとうございます。
 私とＴ部⻑の追っかけさんがいらしゃるとは思いもしませんでした︕（笑）

 皐作品の魅⼒は「作者の素直で温かく、ひたむきな性格」によるところが⼤きいですね。
 私は（⼥の⼦がいないので）我が娘のように可愛がっております（笑）。

 My Pictures 3D 教えていただき感謝します。
 xxxさんのギャラリーを3Dで作りたかったのですが、当時このソフトのことは知りませんでした。

 今DLしています。使い勝⼿が良ければ「xxxギャラリー改装」も考えたいと思います。
 こちらこそ今後ともどうぞよろしくお願いします。

おきなさん、こんばんは。

ROMでも⼀向に構いませんが、楽しい話題のときは是⾮ご参加下さいね︕（笑）
 

削除された記事

3885 選択 DELETE 2008-01-14 17:26:19 返信 報告
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※この記事は削除されましたが、コメントが付いているため残されています。

Re:ZARD Request Best 〜Beautiful memory〜 CMパーターン

3887 選択 stray 2008-01-14 19:03:20 返信 報告

attiさん、こんばんは。

CM映像どうもありがとうございます︕
 2本⽬は新たに作ったのでしょうね。

 しかし︕「DAN DAN ⼼魅かれてく」がま〜た⼊ってるし（笑）。

> 発売後には、In Storeと、Now on Saleのパターンが 
 > 放送されますかね。 

 「DAN DAN ⼼魅かれてく」⼊りでですかね（笑）。

第3弾♡【君に逢いたくなったら…】

3839 選択 皐 2008-01-13 15:12:16 返信 報告

皆さまこんにちは︕本⽇は私のお気に⼊りソング(笑)「君に逢いたくなったら…」編です(o^∇^o)

この曲はドラマの主題歌でしたよね♪⼦供ながらに「この歌好き︕」って思っていた記憶があります｡｡｡
(その時はZARDの歌だとは知りませんでした(苦笑))

 そんな事も今まで忘れていましたが、去年「君に逢いたくなったら…」と10ぶりの“感動”の再会(笑)を果
たしました☆ﾐ

 これからはずっと忘れる事のない“⼤好きな”1曲です(*^u^*)

P.S.所⻑に部⻑、吹雪の中並んでいてくれたみたいですけど、⾵邪ひいていませんか︖︖(笑)

Re:【突然】***レスのお返事です＾＾
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3840 選択 皐 2008-01-13 15:13:20 返信 報告

アネ研さんへ︓
 そう⾔われれば“乗り物繋がり”でしたね︕またまたアネ研さん独⾃の視点で、新たな発⾒をしました☆ﾐ

 中央の⽔⾊ですが、あれは空ですよ(*^o^*)“⻘い空のように”というフレーズと、爽やかさを表現できればと思って
使いました(笑)

 P.S.「DAN DAN…」は作っていませんが、今⽇お蔵⼊り予定だった「君に逢いたくなったら…」の別verがあります
(笑)

    携帯ギャラリーにUPする際に、“未公開”みたいな感じで載せようかな(笑)

アキラさんへ︓
 レスありがとうございます︕この曲はxxxさんを連想させますよね＾＾アキラさんの仰るとおり、いつも“とつぜん”だ

った気がします。
 それでは、明⽇のUPも楽しみにしていて下さいね♪♪ P.S.ぜひ“ちゃん”で呼んでください☆ﾐ

xs4pedさんへ︓
 反転画像の⽅は、あれで⼤丈夫だったようで安⼼しました︕xs4pedさんの使っている主なソフトは英語のようで、

 どこに“反転”機能があるか分からないですよね(^_^;)また何かありましたら、いつでも声を掛けてください♪

カーディガンさんへ︓
 “泉⽔さんに触れられるから、⼀番しっくりとくる”そう⾔われると、それも⼤きな理由にあるかもしれません(*^u^

*)
 ＞90年代ビーイングのヒット曲が、またいろいろと通販限定などで出ていますね。

 そのようですね︕私は曲名や歌⼿の⽅はあまり知りませんが、記憶に残っている曲が多そうです♪
 もし買ってみたら感想を聞かせてくださいね☆ﾐ

megamiさんへ︓
 PCのネット繋がりがあまり良くないみたいですね(>_<)今⽇は⼤丈夫かな??

 ところで、本当にテープで画⾯に貼ってみてくれたんですか︕笑いが⼀気に感動に変わっちゃいますよ〜(︔∀︔)
 あとは、カサカサ⾳対策を練らないといけませんね!!(笑)第⼆弾も気に⼊ってもらえて嬉しいです＾＾ありがとうござ

いますね♪
 P.S.例の企画アンケートですが、しっかり考えていますからね☆ﾐ
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にしまるさんへ︓
お久しぶりです︕キャプについて、巨匠のにしまるさんの事を部⻑と少し話していました☆ﾐ

 その後、体調はいかがですか︖無理をなさらずに、そして⾵邪を引かないように気を付けてくださいね＾＾
 この加⼯画に関しては、褒めて頂いて恐縮です(>u<)本当にありがとうございますね︕にしまるさんのキャプ画もい

つか⼤切に使わさせて頂きます︕
 最後に、挨拶が遅れましたが、本年もよろしくお願いいたします☆ﾐ

Re:第3弾♡【君に逢いたくなったら…】

3841 選択 stray 2008-01-13 15:20:29 返信 報告

皐ちゃん、３⽇⽬ご苦労さま︕（笑）

「君に逢いたくなったら…」がお気に⼊りソングでしたか︕
 私は曲はBEST15に⼊ってませんが、このPVは⼤好きですよ︕(笑)

 ん〜、今⽇の作品もいいなあ、また待ち受け替えたくなっちゃいました。

はたして、吹雪の中並んで１番が取れるかどうか、えいっ︕︕(笑)

Re:第3弾♡【君に逢いたくなったら…】

3842 選択 aki 2008-01-13 15:24:38 返信 報告

さっちゃん、みなさん、こんにちは＾＾
 ……ってがーん︕(ﾉﾟﾛﾟ)ﾉ 

もしかしたら１番取れるかも︖︕
 って思ってたら、strayさんにとられちゃった〜↓↓笑

「君に逢いたくなったら…」
 さっちゃんのお気に⼊りソングだよね〜♪♪

 ちゃんと覚えてるよん（＞v＜）
 今回はたくさん画像が使ってあって盛りだくさんだね︕

 ⽬移りしちゃう〜〜〜笑。
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Re:第3弾♡【君に逢いたくなったら…】

3843 選択 megami◆9SRngiiMNQ 2008-01-13 15:35:59 返信 報告

皐さんへ

少し順番は遅れましたが 今⽇はなんとか間に合いました︕︕
 今⽇の作品は 本当に普段の魅⼒たっぷりの泉⽔さんで感動です︕私も⼤好きな曲ですし またまた素敵で〜す☆

これも早速プリントさせていただきま〜す♪
 連⽇素敵な作品ありがとうございます︕︕

Ｐ・Ｓ 例の⽅は、お時間があるときで⼤丈夫で〜す︕皐さんの優しさ伝わってきて感動です・・・

megumiさんへ

3844 選択 aki 2008-01-13 15:44:48 返信 報告

いつも丁寧なお返事、ありがとうございます♪♪
 返事の時間は気にしないでくださいね笑。

 私なんて、いつもめっちゃ遅いですから^^;(性格のせいもあるかも知れませんが…笑)

＞私は、ａｋｉさんの⼤⼤ファンなので こ〜んな刺激的なお⾔葉をいただいたら 嬉しすぎて舞い上がってしまい
ます♡ ☆☆☆本当に 本当にありがとうございま〜す☆☆☆

アハハ、刺激的だなんて笑(ノ∀≦。)
 本当にそう思ってるんですよ〜︕

 「⼤⼤ファン」と⾔って頂き、ありがとうございます。
これからも「浮気しないで」応援してくださいね笑。

 なぁ〜んちゃって(◎≧u≦)

こちらこそ、どうぞよろしくお願いいたします。

P.S. 
 「さん」じゃなくて「ちゃん」で良いですよ♪♪
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※さっちゃん、毎回場所を借りちゃってごめんね↓↓

Re:早速のレスをありがとうございます︕︕(嬉)

3845 選択 皐 2008-01-13 15:49:30 返信 報告

所⻑へ︓
 所⻑が１番でした〜︕やっぱり吹雪の中、並んでいてくれただけはありますね☆ﾐ(笑)

 「君に逢いたくなったら…」のPVが⼤好きな⼈は多い気がします(*^u^*)私もその中の⼀⼈ですね︕(笑)
 今回は使いたいキャプがたくさんあったので、選ぶのが⼤変でした…(笑)

 待ち受けではいつでも浮気してくださいね♡(笑)

akiちゃんへ︓
 1番おしかったね〜(笑)所⻑は昨⽇から並んで待ってくれていたから、しょうがない︕(笑)

 私のお気に⼊りソングを覚えていてくれたみたいで、嬉しいです(*≧∇≦*)(笑)
 私も、もちろんakiちゃんのお気に⼊りを覚えているよ♪♪いつか必ず出てくるので、お楽しみに︕(笑)

 P.S.レスの場所はどんどん使っていいんだよ︕スレを盛り上げちゃって♪♪(笑)

megamiさんへ︓
 今⽇はネットが繋がっているみたいですね︕リアルタイムでお話しできて嬉しいです(o≧∇≦o)

 megamiさんもこの曲が⼤好きなんですか︕恋する⼥の⼦にピッタリな歌詞が魅⼒の1つですよね♡
 今回もプリントお願いします︕(笑)私もmegamiさんの優しさが伝わってきて感動しますね☆ﾐ

Re:第3弾♡【君に逢いたくなったら…】

3846 選択 アネ研◆uvPzH8.dvc 2008-01-13 16:10:18 返信 報告

こんにちは、
 今⽇は「君に逢いたくなったら」でしたか、このpvは⼆眼レフが出るので好きな作品です。

 上の画像はこのためにあったような感じだし、泉⽔さんが曲の出だしをコツコツしてる気がします。
 また、モノクロの♪は、⿐歌を歌ってるのでしょうか︖

 楽しそうでいいですね。
 12作もあれば、完成度ではなくボツもあるんでしょうね。
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 「君逢い」の別verもそっと⾒せてくださいね。
明⽇も期待してます。（笑）

PS.所⻑へ
   所⻑、T28部⻑の順で並んでたのは知ってましたが、T28部⻑に先越されなくて良かったですね。（笑）

Re:第3弾♡【君に逢いたくなったら…】

3849 選択 Ｔ２８◆HLV594mjiY 2008-01-13 17:37:34 返信 報告

皐ちゃん、みなさん、こんばんは。

危ない危ない、あまりの寒さに危うく冬眠仕掛けた︕（笑）
 雪に埋もれた私を、踏んづけて起こしてくれた⼈に、お礼⾔わないとね。

第3弾は「君に逢いたくなったら…」でしたか。
 ZARDの曲の中では、⽐較的分かりやすい歌詞ですよね。

 爽やかなメロディーだし、爽やかな⼆⼈（泉⽔さんと皐ちゃん）の合作は、素晴らしいです。
 まだ先が⻑いから、体調管理には、⼗分気を付けてね♡

akiちゃん、せっかくのチャンスだったのに残念でしたね（笑）。
 明⽇頑張ってね♡ 整理券上げようか︖（笑）

 所⻑︕ ⼤⼈げないなぁ（笑）。akiちゃんに譲ったげれば良いのにぃ〜（笑）。
 アネ研さん、ありがとね︕ 命の恩⼈だね（笑）。

 

Re:第3弾♡【君に逢いたくなったら…】

3850 選択 アキラ 2008-01-13 21:03:02 返信 報告

こんばんわ皐ちゃん(^_^)v私も「君に逢いたくなったら」は曲もPVも⼤好きです♪ドラマ「理想の結婚」の主題歌に
使われていてこのドラマ⾒てましたが当時連ドラの⼥王常盤貴⼦主演で主題歌がJポップの⼥王ZARDという凄い贅沢
なドラマだな〜と⾒てました＼(^o^)／

しかし⼈気者ですね〜皐ちゃん︕皆さん我先にと最初のレス狙ってますからね（笑）さすがZ研のアイドルですね♪

https://bbsee.info/straylove/id/3839.html?edt=on&rid=3849
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それとまたまた横レス失礼します
＞かずさんニャンコの飼い⽅のアドバイスありがとうございます︕今のところ元気良すぎて下の階の住⼈さんに苦情
が来ないかが唯⼀の⼼配です（笑）

 http://www2.ezbbs.net/03/thomasandleo/
 れおさんの掲⽰板のURLです、良かったら遊びに来てくださいね︕PS strayさん営業してしまいすみませんm(__)

m

＞T28さん
 お久しぶりですT28さん!(^^)!相変わらず皐ちゃんのおっかけは⼒⼊ってますね（笑）万が⼀下の住⼈さんが苦情⾔

いに来たらクレア抱かせてみますね♪それでダメなら逆切れ蝉イジメモードにスイッチ⼊っちゃいます〜（笑）Z,pに
遊びに来たらロムロムしてないで遠慮なさらずレスして下さいね☆

 

Re:こんばんは︕

3853 選択 皐 2008-01-13 22:02:13 返信 報告

アネ研さんへ︓
 こんばんは︕⼆眼レフ出てきますよね〜♪アネ研さんもお気に⼊りのようで、このPVをチョイスして良かったです(*^

u^*)
今回はたくさん良いショットがあったので、2ver作ってありました＾＾結局こちらを選んだのですが…

 いつかそっとお⾒せしますね(笑)明⽇も楽しみにしていて下さい︕

部⻑へ︓
 冬眠しそうだったなんて、危険でしたね︕(笑)踏みつけて起こしてくれた⼈にお礼をしないと(笑)

 今回の加⼯画も爽やか系に仕上がっていて良かったです☆ﾐ 明⽇は雰囲気をガラリと変えたものなので、
 そちらも楽しみにしていて下さいね︕⾵邪には気を付けて、残り9⽇頑張ります(o≧∇≦o)

アキラさんへ︓
 こんばんは︕アキラさんも「君に逢いたくなったら」は曲もPVも好きなんですね︕同じで嬉しいです(o≧∇≦o)

 ドラマの⽅は常盤貴⼦さんが主演でしたか︕そう⾔われるとそんな気がします…☆
 相⼿役は⽵野内豊さんでしたっけ??それはまた違うドラマかな︖(笑)

 

https://bbsee.info/straylove/id/3839.html?edt=on&rid=3853
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3853


皆さんからたくさんのレスを頂いて、パワー全開ですね!!1番⽬のレスは誰かな??と、毎⽇楽しみです(笑)
アキラさんも毎⽇レスをありがとうございますね♪♪

Re:第3弾♡【君に逢いたくなったら…】

3854 選択 かず 2008-01-13 22:05:25 返信 報告

皐さん、３⽇⽬お疲れさまです
 １番上のＤＶＤのシーンはあのＤＶＤの中で⾃分の１番のお気に⼊りのシーンですっ︕︕

 あの曲の全てのシーンも⾯⽩くてたまらないですけど。
 次もがんばってください。

皐さん、みなさん、寒いので体調に気をつけてくださいね。

アキラさん、昨⽇からおとといかられおさんのところに拝⾒に伺ってます、またカキコしていませんけど。

Re:第3弾♡【君に逢いたくなったら…】

3855 選択 カーディガン 2008-01-13 22:09:56 返信 報告

皐さん、こんばんは。
 今⽇も、寒いのにお疲れさまです。皐さんのすばらしい画像を⾒ると⼼が温まりますね。

 君に逢いたくなったら、は、意味深な歌詞が多いですよね。泉⽔さんは、何を思ってこれを書いたのでしょうね。当
時、「理想の結婚」のテーマソングとか。ですから、泉⽔さんも将来のことを思い描いて、その⽇までガンバル⾃分
でいたかったのでしょうね。Ｃ/Ｗも「愛を信じていたい」なんですよね。この曲は、泉⽔さんの⼀本結びがとてもよ
く似合います。私は、明⽇を夢⾒て、などのヘアースタイルのほうが好きですが。⼀本結びは、ロックのためにして
いたんだそうで。

Ｐ.Ｓ.吹雪の中、開店を待って夜通し並んでいた⽅もいらっしゃったようです。皐さんから、温かいコーヒーでも差し
⼊れしてあげたらどうですか︖もしかして、今晩も、・・・並んでいますね(＠_＠;)

Re:第3弾♡【君に逢いたくなったら…】

3856 選択 xs4ped 2008-01-13 22:15:25 返信 報告

https://bbsee.info/straylove/id/3839.html?edt=on&rid=3854
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皐ちゃん、こんばんは。

今⽇は「君に逢いたくなったら」ですか。
 このPVもお気に⼊りの１つです。

 ⼀番上のカラーボールを転がしている画像は特に気に⼊っています。また詩の部分も良いですね。

Re:第3弾♡【君に逢いたくなったら…】

3858 選択 ヒツキ 2008-01-13 22:38:25 返信 報告

皐さん、皆さんこんばんは
 お気に⼊りソングは「君に逢いたくなったら…」でしたか＾＾僕の周りでも「この曲好き」って⾔う⼈多いですよ。

 後輩が
 「あの歌好きです。ドラマの主題歌になってましたよね。

 『君に、逢いたくなったら、その⽇まで頑張る⾃分でいたい♪⻘くくれかける街並み♪」
 「うん＾＾「君に逢いたくなったら・・・」はファンの間でも⼈気⾼いよ＾＾」

 「タイトルまんまなんですね＾＾覚えやすいです＾＾」
 「聴きたくなったら⾔ってね。ＡＬいつでも持ってくるから＾＾」

 こちらも洗脳スタンバイＯＫです（笑）

ＰＶ可愛いですよね。好きなＰＶの⼀つです＾＾
 連想ゲーム（笑）

 『シャンパンといえば』
 『お絵かきセットとボール』（笑）

少しレスお借りします。
 Ｔ２８さん、strayさん、ｍｇａｍｉさん、皐さん先輩シリーズ（笑）へのコメントありがとうございます＾＾

 ここ最近「もう少し、あと少し」が気に⼊っているみたいです。
 もともと「きっと忘れない」と「Don't you see!」が好きな⼈ですから第⼆段階完了も近いです＾＾

 

akiちゃん♡ 皐さん ヒツキさんへ

3866 選択 megami◆9SRngiiMNQ 2008-01-14 04:30:38 返信 報告

https://bbsee.info/straylove/id/3839.html?edt=on&rid=3858
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akiちゃん♡こんばんは︕（時差の関係でただいま午後１０時４５分です）
あのあとまたネットに繋がらなくなってしまいました︕

 せっかくレスをいただいたのにリアルタイムでお話したかったで〜す︕
 これからはありがたく「ちゃん」付けで呼ばせていただきま〜す☆

 でもお忘れにならないで下さいね︕尊敬の気持ちを込めて呼ばせていただきますので︕︕
 > 「⼤⼤ファン」と⾔って頂き、ありがとうございます。 

 > これからも「浮気しないで」応援してくださいね笑。 
 > なぁ〜んちゃって(◎≧u≦) 

 もちろんで〜す（笑）akiちゃんと皐さんは『聖域に⼊っているアイドル』ですので『浮気』なんてと〜んでもありま
せん（笑） 

 >Z.pのマドンナはみなさん公認のNAOさんです＾＾ 
 昨⽇は舞い上がっていて ご挨拶をお願いするのを忘れておりました︕すみません・・・

 いつか「マドンナのNAOさん」ともお話できる⽇を楽しみにしておりますとぜひお伝え下さい。

皐さんへ
 第３弾は順番待ちしていたので なんとかリアルタイムでレスができました。明⽇も頑張りま〜す︕︕

 ひとつ気がついたのですが、早く投稿しようとすると⽂章がきちんと考えられないですね〜（笑）
 毎⽇こんなに素敵な作品を発表できるのは、本物の芸術家ですよね☆

 ところで私の携帯のその後ですが、画⾯に３枚貼っても折りたたみ式は順調に働いてます（爆笑）
 まだまだ貼れますので 毎⽇の作品を楽しみにしておりま〜す︕︕

ヒツキさんへ
 「⼀度聴いただけでサビを唄える」すごい先輩は どんどん洗脳されていらっしゃるようなので、そのうちＺ研でお

話できるようになったりして・・・（笑）と期待しておりま〜す︕︕

PATI・PATI 1992/7

3862 選択 stray 2008-01-13 23:34:28 返信 報告

今⽇のＺ板は、ある⽬的のためZ.p.の皆さんがご奮闘され、レアな画像のオンパレードですね。

https://bbsee.info/straylove/id/3862.html
https://bbsee.info/straylove/id/3862.html?edt=on&rid=3862
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3862
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/533fa796b43291fc61a9e812a50c3fb6.jpg


その中で、井⼝Ⅱ世さんが投稿された画像ですが、PATI・PATI 1992/7⽉号です。
「サカイイズミ研究②」と題された、ZARD研究には⽋かせない１冊です。

じつはこの写真の撮影地に興味あるんです（笑）。
 

Re:PATI・PATI 1992/7

3863 選択 ALIL.1967 2008-01-14 00:05:31 返信 報告

ぜんぜんわかりません。右⼿をおいている⽯柱︖についているマークと背景の森の中にある建物がヒントですね。
  坂井泉⽔さんがホテルの⼤きなベランダに⽴っているように⾒えます。デビュー２年⽬1992年ということで⽇本国

内かも知れない，これくらいです。

Re:PATI・PATI 1992/7

3878 選択 stray 2008-01-14 13:06:18 返信 報告

ALIL.1967さん、こんにちは︕

92年5~6⽉頃の撮影だと思われるので、案外「相模湖」でのジャケ写（「眠れない夜…」ほ
か）撮影時の

 オフショットではないかと思うのですが…。
 背景の森の中にある建物はボケすぎてて参考にならないかも（笑）。

 ⽯柱の⽂様をアップしました。
 ”この⽂様、⾒たことある︕”という⼈は、是⾮ともお知らせ下さい︕︕

 

Re:PATI・PATI 1992/7

3881 選択 アネ研◆uvPzH8.dvc 2008-01-14 13:58:12 返信 報告
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こんにちは、ALIL.1979さん︕
これまた難問ですね。（笑）

 記事に⼥学⽣時代と書いてあるので
 ⼤学

 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E8%94%AD%E5%A5%B3%E5%AD%90%E7%9F%AD%E
6%9C%9F%E5%A4%A7%E5%AD%A6

 ⾼校
 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E5%A5%88%E5%B7%9D%E7%9C%8C%E7%AB%8B%E

4%BC%8A%E5%BF%97%E7%94%B0%E9%AB%98%E7%AD%89%E5%AD%A6%E6%A0%A1
 の近くの公園のような気もしますが、横浜・元町の外⼈墓地付近のような感じもします。

 つまりはお⼿上げです。（笑）
 しかし、所⻑の⾔うようにこの⽂様はヒントですね。

 ⽂様マニアの⽅いらっしゃらないですか〜︖
 どなたか上の３ヵ所に近い⽅、情報提供願います。

元町調査

4435 選択 アネ研  ◆craoLd8Ou2 2008-01-27 22:28:19 返信 報告

こんばんは、
 このスレ上げないつもりですが、上がってしまったらごめんなさい。

 どうも、横浜・元町の外⼈墓地あたりのような気がしてしかたがないので確認して来まし
た。

 結果は違いましたし、近くの「港の⾒える丘公園」（参照 画像）も違いました。（涙）
 やはり、⽂様から学ばなばならないようです。（笑）

CDでーた 2008年2⽉号

3847 選択 atti 2008-01-13 16:41:17 返信 報告
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皆さん、こんにちは。

雑誌情報です。
 リリース情報関連の記事でした。

 http://www.cddata-mag.com/
 ↓アーティスト情報

 http://www.cddata-mag.com/pastdisc/?ID=1413
 掲載ページの写真があります。

15⽇発売の⽉刊ソングスにも記事が掲載される。
 他の⾳楽雑誌にも掲載されますよね。

http://atti.jugem.cc/

悲しいほど貴⽅が好きジャケ写

3857 選択 ALIL.1967◆8yVig1iFGc 2008-01-13 22:16:09 返信 報告

attiさん，
 CDデータのバックナンバーのページ⾒ました。

 > http://www.cddata-mag.com/pastdisc/?ID=1413 
 > 掲載ページの写真があります。 

  CDでーた 2006年3⽉号のところ，⼤きめの掲載写真はこのシングルCDのジャケ写の左半分の別ショットかも知れ
ませんね。どこかのショップの中のような。⾸に巻いているのはAL君とのDistanceのと同じかどうかは．．．雑誌の
実物ならわかるんでしょうか。

Re:悲しいほど貴⽅が好きジャケ写

3859 選択 stray 2008-01-13 22:46:19 返信 報告

attiさん こんばんは、情報ありがとうございます。
 WHAT's In? と合わせて購⼊予定です。

https://bbsee.info/straylove/id/3847.html?edt=on&rid=3857
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ALIL.1967さん こんばんは。
なるほど︕ 現物持ってるのに⾔われるまで気づきませんでした（笑）

 少しお待ち下さいね、今スキャンしますので︕
 ちなみに、君Disのマフラーとは別物のようです。

 

CDでーた 2006年3⽉号

3860 選択 stray 2008-01-13 22:51:08 返信 報告

ALIL.1967さん しかとご検証を︕（笑）

Re:CDでーた 2006年3⽉号

3861 選択 ALIL.1967◆8yVig1iFGc 2008-01-13 23:34:13 返信 報告

strayさん，ありがとうございます
 > ALIL.1967さん しかとご検証を︕（笑） 

 マフラーの⾊は似てますが違うもののようですね。リバーシブルでもないようです。SGのジャケ写のマフラーは明る
い緑⾊が全くないようですから。髪の型や⾊も様⼦が違っているようですね。それにしても坂井泉⽔さんの⽬は⼤き
いです。

  ところで，SGの左半分はstrayさんのスキャンを参考にすると泉⽔さんの顔の左あたりの壁にかかっているのは帽
⼦のようなものに⾒えますが，みなさん，いかがでしょうか。⾼級ブティックの店内で，ハックネットやロビンスの
時と同じはずのこの撮影隊の前例から，意外に有名なところなのではないかなと。（このジャケ写をまだ検討中で
す。ちょっと，細かいところを気にし過ぎですかね。職業病かな︖もちろん探偵とかではないですよ︕⽑利⼩五郎に
⽣まれたかったですが）

https://bbsee.info/straylove/id/3847.html?edt=on&rid=3860
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Re:悲しいほど貴⽅が好きジャケ写

3865 選択 atti 2008-01-14 00:51:27 返信 報告

ALIL.1967さん、こんにちは。

> CDデータのバックナンバーのページ⾒ました。 
 以前から、データにて、BookOffなどで、⾒かけたらと思いながらも、この雑誌は扱いが無いので・・。

今後のBookOffにて、⾒かけたときの号数確認のために
 2004/2/6号

 2004/05/5・20号
 2004/12号

 2005/5号
 2005/6号
 2005/9号
 2006/3号
 2006/5号
 2006/11号
 2007/9号

 に掲載がありますね。

PS.JUNON系も神⽥のアイドル専⾨店では⾒かけたが⾼いので・・・。

Re:CDでーた 2006年3⽉号

3869 選択 皐 2008-01-14 10:33:29 返信 報告

所⻑スキャンありがとうございまね︕この時のショットはお気に⼊りだったので嬉しいです(笑)
 それに、マフラーが違う物だったんですね(’o’)てっきり同じものだと…

画像の皺加⼯がされたマフラーに似たヤツを持っているので、今⽇から⼤切にしよっと︕(笑)

https://bbsee.info/straylove/id/3847.html?edt=on&rid=3865
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>壁にかかっているのは帽⼦のようなものに⾒えますが 
そう⾔われると帽⼦に⾒えますね…。棚に置かれた…帽⼦︖(笑)

 

Re:CDでーた 2006年3⽉号

3903 選択 ALIL.1967◆8yVig1iFGc 2008-01-14 23:42:03 返信 報告

皐さんへ
 > >壁にかかっているのは帽⼦のようなものに⾒えますが 

 > そう⾔われると帽⼦に⾒えますね…。棚に置かれた…帽⼦︖(笑) 
 ショップとすれば，売り物の帽⼦を壁付の棚に飾ってあるんじゃないかな

レーベル印刷

3867 選択 おきな 2008-01-14 08:22:42 返信 報告

皆さんはじめまして。

初めてレーベル印刷に挑戦しました。中はまだ空っぽです。
 これからZARD関係のTV番組を録画したものを編集して保存する予定です。

尚、使⽤した画像は皐ギャラリーさんから頂いたものです。
お礼を申し上げたくてこちらの掲⽰板に書き込みさせて頂きました。

 ありがとうございました。

では、失礼したします。

Re:レーベル印刷

3868 選択 皐 2008-01-14 10:22:58 返信 報告

初めまして︕皐と申します(o^∇^o)
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この度は私の作った加⼯画を使ってくださってありがとうございました︕︕
この投稿を⾒てすごく嬉しくて、朝からルンルン気分です♪♪(笑)

良かったら、これからも ぜひ⾜を運んでくださね(*^u^*)

第2弾♡【突然】

3791 選択 皐 2008-01-12 12:20:33 返信 報告

皆さん昨⽇はたくさんのレスをありがとうございました︕この企画を喜んでくれて、すごく嬉しかったで
す☆ﾐ

さて、2⽇⽬の今⽇は、3曲⽬に収録されている「突然」編です(*^u^*)
 FIELD OF VIEWという男性ボーカルが歌っていたんですよね︖聴き覚えはあったんですが、

 私の中では記憶が曖昧だったので、今では“泉⽔さんの歌声”でしっくりきます(笑)

そして、この歌を聴くと、xxxさんのギャラリー制作を思い出しますね＾＾

----------♪レスのお返事です♪----------
 megamiさんへ︓

 megamiさんの携帯では、待ち受けは難しいようですね(> <;)所⻑提案の“糊で貼って”も笑えましたが、megamiさんの“カ
サカサ⾳が”発⾔も

 すっごいウケちゃいました!!(爆笑)ジョークだと思ったんですが、ほんとにテープで貼ってみたんですか?!(笑)やっぱりジョー
ク??(笑)

 明⽇のUPもぜひ、楽しみにしていて下さいね☆ﾐ P.S.例の企画も楽しみにですね♪♪(⼩声(笑))

所⻑へ︓
 ＞皐ちゃんがアップして40秒後のレスって⼀体︖（笑）

 所⻑に⾔われて初めて気が付きました︕(笑)元旦からず〜っと待っていてくれたみたいですね♡(笑)
 今回の企画では⼤きい加⼯画はないものの、12⽇間連続ということなので、その中で気に⼊ってもえるのがあると嬉しいです

ね(o^ω^o)
 

https://bbsee.info/straylove/id/3791.html
https://bbsee.info/straylove/id/3791.html?edt=on&rid=3791
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3791
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/690bb330e5e7e3e07867fafc4d32ec82.jpg


所⻑は1枚⽬を気に⼊ってくれたみたいで、すごく嬉しいです♪いいスタートがきれた気がします︕これから頑張りますね(o^
∇^o)

akiちゃんへ︓
 この企画を喜んでくれてありがとう︕akiちゃんはZ.p.で経験済みだから、ある意味“先輩”だね(◎’□’◎)(笑)

 ⼤変な事だとは思うけど、akiちゃんの⾔うとおり、楽しい気持ちや皆さんからのレスを⾒ると元気が湧いてくるね☆ﾐ
 初⽇の「グロリアスマインド」を気に⼊ってくれて嬉しいです(*^u^*)明⽇は私のお気に⼊りの歌なので、お楽しみに♡(笑)

Re:第2弾♡【突然】

3792 選択 Ｔ２８◆HLV594mjiY 2008-01-12 12:23:28 返信 報告

⼀応、⼀番確保︕（笑）

また、後でね。
 

Re:♪レスのお返事です♪

3793 選択 皐 2008-01-12 12:23:31 返信 報告

部⻑へ︓
 昨⽇は1番のレスありがとうございました☆ﾐ リアルタイムで会話ができて、なんだかすごく楽しかったですね︕

 それに、褒めてもらえて嬉しいです(●＞ω＜●)(笑)キャプはまだまだ 名⼈にしまるさんの⾜下にも及びません(笑)
 レスに関しては、初⽇に“⼀号”で居てくれたので充分ですよ♡(笑)でも、UPの⽅を楽しみにしていてくれると嬉しい

です(o^∇^o)
…おっと︕(笑)部⻑が早くも1番に!!(笑)

xs4pedさんへ︓
 いつも優しいレスをありがとうございます︕連⽇UP…驚いてもらえて嬉しいですね♪♪(笑)ぜひ毎⽇楽しみにしていて

ください(o≧∀≦o)

アキラさんへ︓
 少しお久しぶりです(*^u^*)レスありがとうございますね︕ホントに嬉しいです☆ﾐ ⾃分で考えた企画を、こうして

楽しんでもらえると
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すごく幸せに思いますね＾＾12⽇間頑張ります︕ P.S.アキラさん猫ちゃんを飼い始めたんですか︕まだ4ヶ⽉なんで
すね︕カワイイ〜♡

カーディガンさんへ︓
 “12⽇間連⽇UP企画”はきっと⼤変ですが、みなさんの優しい⾔葉を源に頑張ります(o≧∇≦o)⾵邪にも要注意です

ね︕
 カーディガンさんも毎⽇のレスは⼤変でしょうので、気が向いた時に⼀⾔残してくれるだけでも嬉しいです(*^u^*)

 ところで、寒い⽇はやっぱりお鍋がとても美味しいですよね♪♪また、みんなで⾷べるあの雰囲気も⼼が温まります＾
＾

アネ研さんへ︓
 ＞軽井沢あたりで合宿してたのでは︖

 そうなんですよ〜︕合宿してて…というのは冗談(笑)で、本当は久しぶりに姉が帰ってきていたので、話に盛り上がっ
ていたんです♪(笑)

 それに、12⽉の前半はダウンしてましたからね(苦笑)なので、取り返すべく(︖(笑))連⽇頑張りますよ〜︕︕(o≧∀≦
o)(笑)

 さて、「グロリアス マインド」の謎についてですが…⻲井刑事、⼗津川警部に⻄本刑事、解決できるでしょうか︖
(笑)

 う〜ん、たぶん未解決ですね。その理由は…(笑)

かずさんへ︓
 レスありがとうございました︕その⾔葉を明⽇の⼒にしていきます☆ﾐ また明⽇もこっそりでもいいので、ぜひ⾒に

来てくださいね(*^u^*)

ヒツキさんへ︓
 お久しぶりです︕レスありがとうございますね(o^∇^o)「グロリアスマインド」の駆け込みシーンは私も好きです

(笑)是⾮、次のも楽しみにしていて下さい☆ﾐ

miyaさんへ︓
 こんにちは＾＾旦那様の思い出をスライドショーに…いいですね(*^u^*)私のソフトは「Photoshop Elements 2.

0」なので、
 miyaさんのより1つ前のものです(笑)でも、⼤体は同じだと思うので、いつでも質問してくださいね︕



Re:第2弾♡【突然】

3794 選択 stray 2008-01-12 12:44:42 返信 報告

部⻑ 今⽇も早っ︕（笑） ほんとにストーカーなんじゃないの︖（笑）

皐ちゃん︕
 今⽇の作品もいいねぇ。待ち受け換えちゃおうかなあ（笑）。

 xxxさんも喜んでると思うなあ。

> 明⽇は私のお気に⼊りの歌なので、お楽しみに♡(笑) 
 なんだろ︖気になるので今から並んで部⻑の先を越したいと思います︕（笑）

Re:第2弾♡【突然】

3798 選択 Ｔ２８◆HLV594mjiY 2008-01-12 12:57:03 返信 報告

皐ちゃん、みなさん、こんにちは。

いやぁ〜ラッキーでした（笑）。
 仕事が⼀段落して、いつもの通り、お昼のパトロールしていたら、

 皐ちゃんの第2弾が「突然」投稿されるんだもん（笑）。
 これってやっぱり、神のお導きかな（笑）。

今⽇の東京は、残念ながら⾬なのですが、
 「作品」の中の、⻘空と泉⽔さんの笑顔に、気分が晴れやかになりますね。

 昨⽇も書いたけど、いいショットを選ぶのって⼤変じゃないの︖
あぁ〜もっと、⼤きいサイズで⾒たいです〜（笑）。

でもね。今⽇は運が良かったけど、明⽇からプレッシャー掛かりそう（笑）。
 んっ・・・︖ しょうがないなぁ。じゃあ、明⽇は所⻑に譲ったげるよ︕（笑）

 

Re:こんにちは♪

3799 選択 皐 2008-01-12 13:54:27 返信 報告
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所⻑へ
今回のも「いいねぇ」と⾔ってもらえて嬉しいです(o^∇^o)xxxさんも空から眺めてくれてるといいな、って思いま
した☆ﾐ

 明⽇はお気に⼊りの曲ですよ♪♪(笑)1番⽬のレスが誰なのか、ちょっと楽しみです(笑)

部⻑へ
 私も“突然”部⻑からのレスがあって、ビックリしました︕(笑)神のお導きですね、やっぱり♪（笑）

 いいショットを選ぶのはそんなに⼤変ではないですよ＾＾ただ、どこに どの画像を置くかで悩みますね(笑)
 明⽇は所⻑が1番なのか、部⻑が1番なのか…。気になります(笑)

Re:第2弾♡【突然】

3800 選択 かず 2008-01-12 17:05:54 返信 報告

こんばんは。第２弾アップお疲れさまです。
 次も楽しみにしています。がんばってね。

カゼがはやっているようです、みなさん気をつけてください。

Re:♪レスのお返事です♪

3801 選択 miya 2008-01-12 18:47:32 返信 報告

皐さん ありがとうございます。
 >私のソフトは「Photoshop Elements 2.0」なので…

 それではなおさら頑張らねばいけませんね。
  あ〜、あと10歳若ければ頭（脳）がついていけるのに (>_<)

  
 Strayさん こちらよりのレスですみません。

 Jtrimソフト DLしました。
 挫折していたHTMLのメールもよみがえって来ました。

 いま⼀度チャレンジしてみたいです。
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皐ちゃんへ

3802 選択 xs4ped 2008-01-12 20:17:55 返信 報告

皐ちゃん、皆さん、こんばんは。

今⽇は突然ですか。
 私もFIELD OF VIEWの曲の中ではこれが⼀番好きな曲です。(^.^)

 最初聞いた時は泉⽔ちゃんが提供していたのは知らず、ただ
 いい曲だなと思って聞いてました。

＞あぁ〜もっと、⼤きいサイズで⾒たいです〜（笑）。

私もです。
 壁紙サイズで⾒たいな〜

 ⽼眼鏡が無いと⽂字が⾒えなくて(笑)
 動画にも使いたいけど拡⼤すると画質が荒くなるので、残念です。(涙)

ところで皐ちゃん、この画像の⾊を反転出来ますか︖
 ⽂字を⽩くして、バックを⿊にしたいのですが・・・
 以前、携帯待受けの件(移植)でstrayさんに聞いたら、⾃分はチンプンカンプンなので、皐ちゃんに確認すると⾔った

きり忘れられているようなので⾃分で作ったのですが、どうやって反転するのか知ってたら教えて下さい。

Re:第2弾♡【突然】

3803 選択 aki 2008-01-12 20:31:17 返信 報告

さっちゃん、みなさん、こんばんは☆

「突然」
 さっちゃんのお気に⼊りの曲なんだね♪♪

 この曲を聴くと、爽やかな気持ちになります(＾－＾) 
 今回の加⼯画はその「爽やかさ」が存分に味わえるものに仕上がっているね〜︕

 これを⾒て、xxxさんもきっと喜んでいるね＾＾
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----------------------------------
さっちゃんごめんね、場所をお借りします。

T28さんへ
 こんばんは︕いつもありがとうございます。

 いやぁ〜T28さんにはお⼿上げです︕
 いくらなんでもレス早すぎですよ〜笑(-3-)=３

 おじさんだなんて、そんなそんな…︕︕
 私のイメージでは「お兄さん」って感じですよ(本当に笑)

megumiさんへ
 こんばんは︕その後携帯の調⼦はどうですか︖︖笑

 なんだか私、すっかりmegumiさんのファンになってしまったようです(= ^ ^ ゞ
 とっても優しくて、あったかくて、素敵ですね〜♪♪

 私の中ではZ.研のマドンナ的存在です笑（*＾＾*)
 (Z.pのマドンナはみなさん公認のNAOさんです＾＾)

strayさんへ
 こんばんは︕どうもです〜笑♪♪

 strayさん、私のカレンダー企画⾒ていらっしゃったんですね︕
なんかすいません、お美しい泉⽔さんの画像が、おんぼろプリンタ(当時)のせいで汚い印刷になってしまっていて
笑。

 ちなみにそのカレンダー、机の上に飾ってあります＾＾

Re:みなさんレスありがとうございます☆ﾐ

3804 選択 皐 2008-01-12 21:53:36 返信 報告

かずさんへ
 またまたレスをありがとうございますね︕この嬉しい気持ちを明⽇に繋げていきます(o≧ω≦o)頑張りますね〜☆ﾐ

miyaさんへ
 Photoshopのソフトでお役に⽴てる事があればいいのですが…(> <)何か気になった事があれば、いつでも聞いてく
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ださいね(*^u^*)
質問はタダなんですから♪(笑)制作頑張ってください︕

xs4pedさんへ
 今⽇は「突然」を選んでみました(o^∇^o)私も聴き覚えがあったので、当時『いい曲だな』と思っていたんでしょう

ね☆ﾐ
 ところで、この画像のサイズですが…実は縮⼩しているからこそ作れる加⼯画なんです(笑)

 元のキャプ画があまり画質が良くないので、⼤きいサイズは無理ですね(苦笑)残念︕

akiちゃんへ
 レスありがとう︕本当に嬉しいよ(o≧ω≦o)「突然」は(も)、お気に⼊り曲の1つだね♪♪

 歌詞の「今度こそは意地を張らない」っていう歌詞に「ウンウン︕」ってなったり…(笑)
 今ではxxxさんを思わせるような曲でもあるので、⼤切な1曲になりました＾＾

Re:xs4pedさんへ、画像の件です(*^u^*)

3805 選択 皐 2008-01-12 21:59:27 返信 報告

⾊の反転はもちろん出来ますよ︕画像編集ソフトには⼤体⼊ってると思います(*^u^*)
 でも、1つの機能を⾒つけるまで結構時間掛かったりしますからね(笑)私も昨⽇発⾒した機能が

あったし…(笑)

反転の仕⽅ですが、私の使っている「Photoshop」では“⾊調補正”という所にある
 “階調の反転”で⾊を反転する事が出来ます。

⼀応反転したものを載せておきますね☆ﾐ

Re:第2弾♡【突然】

3806 選択 アネ研◆uvPzH8.dvc 2008-01-12 22:32:46 返信 報告

こんばんは、やっとパソコンで⾒れました。（嬉）
 「突然」はほんとxxxさんのスライドショーを思い出しますね。（涙）

 「グロリアス マインド」のかけ乗るから、乗るつながりで今回は⾃転⾞でしょうか︖
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「突然」の上の画像の泉⽔さんのバック、スピード感がいいですね〜。
今回の中央の⽔⾊はなんなのか、⽬を凝らしてもわかりませんな〜。（笑）

 もし「DAN DAN ⼼魅かれてく」も作っていてお蔵⼊りか、オークションに出すときは、⼀声かけてくださいね。
（笑）

Re:第2弾♡【突然】

3809 選択 アキラ 2008-01-13 00:08:07 返信 報告

こんばんわ皐ちゃん（皆さんちゃんで呼んでるので私も便乗

します〜!(^^)!）かなり出遅れてしまいましたm(__)m

今⽇は「突然」ですか、この曲名を⾒るとxxxさんを思い出

しますね、いつも突然にこちらやZ.pや本家に画像アップし

てくれてましたし何よりxxxさんがこの曲⼤好きだったよう

ですからね(^_-)-☆では明⽇も期待してますよ、頑張って

下さいね☆

Re:xs4pedさんへ、画像の件です(*^u^*)

3810 選択 xs4ped 2008-01-13 00:17:00 返信 報告

皐ちゃん、こんばんは。

> 反転の仕⽅ですが、私の使っている「Photoshop」では“⾊調補正”という所にある 
> “階調の反転”で⾊を反転する事が出来ます。 

 > ⼀応反転したものを載せておきますね☆ﾐ

反転画像ありがとうございます。
 これでいつでも携帯の買い替えが出来ます。(^.^)

 けど肝⼼のお⾦が無い・・・(涙)
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私の使っているソフトは主に「PhotoScape」ですが、英語版の為︖︖︖です。(笑)
他にもう２つ編集ソフトが有るので反転機能があるか確認してみます。

Re:第2弾♡【突然】

3811 選択 カーディガン 2008-01-13 00:31:07 返信 報告

皐さん、こんばんは。
 ＞FIELD OF VIEWという男性ボーカルが歌っていたんですよね︖聴き覚えはあったんですが、

 私の中では記憶が曖昧だったので、今では“泉⽔さんの歌声”でしっくりきます(笑)

そうですね。泉⽔さんの作詞したもので、FIELD OF VIEWが歌っている曲はいくつかありますが、泉⽔さんが歌って
いるのが⼀番いいです。泉⽔さんは⾃分が歌いやすいようにつくっているのでしょうが、私としては、泉⽔さんに触
れられるから、⼀番しっくりとくるのだと思います。

90年代ビーイングのヒット曲が、またいろいろと通販限定などで出ていますね。ＦＭなどでも、かん⾼い声のお姉さ
んが、早⼝で宣伝しているのをたまに聞いたりします。確かに⾳楽がいいのが多かったですね。買ってみようかな。

Re:第2弾♡【突然】

3815 選択 megami◆9SRngiiMNQ 2008-01-13 05:22:22 返信 報告

みなさん おはようございます︕駆けつけるのが遅くなって申し訳ありません。今、やっとネットに繋がりまし
た︕︕

皐さんへ
> megamiさんの携帯では、待ち受けは難しいようですね(> <;)所⻑提案の“糊で貼って”も笑えましたが、 

 >megamiさんの“カサカサ⾳が”発⾔も すっごいウケちゃいました!!(爆笑) 
 ☆皐さんにそんなに笑っていただけたのでしたら本望です☆

 素晴らしい作品ですから、本当にテープで画⾯に貼らせていただきましたヨ♪♪
 実は所⻑さんのアドバイスが「すごく良い考え︕」って思っちゃったのです（笑）

 第２弾の「突然」の作品も「グロリアスマインド」の上に⼀部だけ
 

https://bbsee.info/straylove/id/3791.html?edt=on&rid=3811
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3811
https://bbsee.info/straylove/id/3791.html?edt=on&rid=3815
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3815


テープで⽌めれば２つともすぐに拝⾒できるので、誰にも真似できない作品鑑賞になりますよね〜︖︖︖（爆笑）
やはりどうしてもカサカサ⾳だけは気になりますが・・・

今回の作品もス・テ・キです♡泉⽔さんが⾃転⾞に乗ってるこのシーンが とっても好きなので感動致しました︕あ
りがとうございました︕︕

 第３弾も眠らないで順番待ちしたい気分で〜す（笑）

ｓｔｒａｙ所⻑さんへ
 よいアドバイスのおかげで 素敵な携帯になりました（爆笑）

 せっかく笑いをとれたのに 全然ネットに繋がらなくて残念でした〜（泣）明⽇もしネットに順調に繋がったら 私
も１番乗り⽬指しま〜す☆

ａｋｉさんへ
 おはようございます︕︕イランはネットに繋がらないことがありまして・・・遅くなって申し訳ありませんでした〜

（謝）
 >その後携帯の調⼦はどうですか︖︖笑 

 おかげさまで とっても調⼦が良い感じです（笑）電話の時は、画⾯が⾒れませんが・・・
 >なんだか私、すっかりmegamiさんのファンになってしまったようです(= ^ ^ ゞ 

 私は、ａｋｉさんの⼤⼤ファンなので こ〜んな刺激的なお⾔葉をいただいたら 嬉しすぎて舞い上がってしまいま
す♡ ☆☆☆本当に 本当にありがとうございま〜す☆☆☆

 今⽇（⽇本ではもう昨⽇のことですね︖）ずっとネットに繋がらなくて泣きそうだった気分が ⼀気に晴れやかにな
りました。

 akiさんの優しいお⼼遣いずっと忘れません♡これからもどうかヨロシクお願い致しま〜す︕︕

Re:第2弾♡【突然】

3816 選択 にしまる 2008-01-13 07:25:28 返信 報告

strayさん、Ｔ２８部⻑、皐さん、皆さま、おはようございます。

⼤変ご無沙汰しており申し訳ございません。
 stray所⻑をはじめ皆さまには昨年は⼤変お世話になりました。この場をお借りしてお礼申し上げると共に、本年もど

うぞよろしくお願いいたします。
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実は、私の常駐する別荘のメンバーから、私の名前が出てましたよと教えられてお邪魔した
次第です＾＾︔

それにしても、皐さんの作品は相変わらずお⾒事ですね︕︕
 今回の作品も、画像やメッセージの配置といい、⾊遣いといい、絶妙なバランスですね〜。

私には到底真似できないと⾃信を持って⾔えてしまいます＾＾

私のキャプは体調不良があったりしたので思いっきりペースダウンしておりますが、皐さん
の作品を拝⾒すると、皐さんにも使っていただけるような良い仕事をしなければという気持ちになりますね。

 また拝⾒させていただきます。ありがとうございました。

Re:第2弾♡【突然】

3817 選択 xs4ped 2008-01-13 08:03:15 返信 報告

にしまるさん、はじめまして。

> それにしても、皐さんの作品は相変わらずお⾒事ですね︕︕

そうですね。
 私もxxxさん、皐ちゃんの加⼯画に魅かれ、最近加⼯画を始めましたが⼆⼈の作品は素晴らしいですね。(^.^)

現在は、皐師匠の元で修⾏に励んでおります。(笑)

今後も宜しくお願い致します。

Re:第2弾♡【突然】

3818 選択 にしまる 2008-01-13 09:02:09 返信 報告

xs4pedさん、おはようございます。
 コメントいただきありがとうございます。

 はじめてですね。どうぞよろしくお願いします。

xs4pedさんのお名前は、本家（Ｚ板）でよく拝⾒しております（私はここのところ完全にＲＯＭになっております＾
＾︔）。
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＞現在は、皐師匠の元で修⾏に励んでおります。(笑)
そうなんですか。皐さんは若くしてもうお師匠さんなんですね。芸術の世界に年齢は関係な
いですしね。

xs4pedさんの作品も素敵だなと思って拝⾒しておりますので、これからもアップしてくだ
さいね＾＾／

にしまるさんへ

3820 選択 stray 2008-01-13 09:53:46 返信 報告

お久しぶりです︕その後体調はいかがでしょうか。
 別荘はすっかりご無沙汰してしまってますが（笑）、

 こちらこそ本年もどうぞよろしくお願いします。

⼈を惹きつける加⼯画は、技術の上⼿下⼿よりも、独創性にあるのだと思います。
 紅⽩の映像で、「⼈のまねはしない、⼈のまねは嫌い」と書かれた泉⽔さんのノートが映りましたが、

 まったくその通りで、"Only One"の世界だからこそ魅⼒があるのでしょうねぇ。
 

にしまるさんへ

3826 選択 Ｔ２８◆HLV594mjiY 2008-01-13 11:40:11 返信 報告

こんにちは｡ご無沙汰しております。
 体調崩されていたのですか︖ お⼤事になさって下さいね。

>実は、私の常駐する別荘のメンバーから、私の名前が出てましたよと教えられてお邪魔した次第です＾＾︔

犯⼈は私です（笑）。
 皐ちゃんの「作品」で使われているキャプ画が、あまりに⾒事なので、

 名⼈にしまるさんに追いついたんじゃない︖ なんて書いてしまいました。

これからもアーティスト達の創作意欲を刺激する、名⼈のキャプ画を期待しています。
体調とご相談の上で、また投稿して下さいね。お待ちしております。
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こちらこそ、今年もどうぞよろしくお願いいたします。

strayさんへ

3827 選択 にしまる 2008-01-13 11:44:51 返信 報告

ご無沙汰いたしております。
 お気遣いいただきありがとうございます。

 お陰さまで体調はまずまずです。やはり慢性的な睡眠不⾜がいけなかったようです（キャプに
熱中すると時間を忘れてしまい、睡眠時間を削っていたのですね）。これからも気をつけたい
と思います。

加⼯画の件は、stray所⻑の仰る通りと思います。
 皐さんは素晴らしい感性の持ち主で、xs4pedさん共々、今後のご活躍が楽しみですね。

遅い挨拶となってしまいましたが、stray所⻑をはじめ皆さまのご健勝と、Ｚ研のますますのご発展をお祈り申し上げ
ます。

P.S.
 紅⽩の画像から1枚キャプしたので掲載させていただきます（別荘にもまだ掲載していないものです）。

Ｔ２８さんへ

3829 選択 にしまる 2008-01-13 11:59:34 返信 報告

ご無沙汰いたしております。
お気遣いありがとうございます。

 Ｔ２８さんは、厳しくも愛情あふれるstray所⻑の下で⼤役を担われているご様⼦。本家の頃から素晴らしいパートナ
ーですね。

＞犯⼈は私です（笑）。
 やっぱり（笑）

＞名⼈にしまるさんに追いついたんじゃない︖ なんて書いてしまいました。
 あはは。私は名⼈でもないし、皐さんの⾜元にも及びません（とっくの昔に追い越されて、今では背中も⾒えませ〜
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ん）。
私はあのような⾒事な加⼯画は出来ないので、今までどおり、泉⽔さんの素敵な表情をひとコマずつ丁寧に追いかけ
ていきたいと思っております。

今年もたまに寄らせていただくかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします（あんただ〜れ、なんて⾔わな
いでくださいね（笑））。

 Ｔ２８部⻑も、ますますのご活躍を︕

にしまるさんへ

3831 選択 stray 2008-01-13 12:34:08 返信 報告

ご丁寧にありがとうございます︕
 別荘で、240個(に・し・まる)レスがついてましたね（笑）。

 睡眠不⾜は、キャプに熱中というよりも丁寧なレスにあるんじゃないですか︖
 にしまるさんは⼈気者なので、みんな「ワ〜っと」群がるのでたいへんだと思いますが、

 （⼩声で）私の適当さも少し参考になさって下さい（笑）。

素晴らしいキャプ画をどうもありがとうございました︕
 ⽼眼が多いので（笑）、これで皐ちゃんに⼤きめの作品を作ってもらうことにします︕（笑）

にしまるさんへ

3833 選択 アネ研◆uvPzH8.dvc 2008-01-13 13:21:49 返信 報告

こんにちは、ごぶさたしています。
 私も、にいまるさんにはZ板でキャプ画のリクエストさせていただきの⼤変お世話になりました。（感謝）

 その後、体調を崩されたようで⼼配していました。
 > お陰さまで体調はまずまずです。やはり慢性的な睡眠不⾜がいけなかったようです（キャプに熱中すると時間を忘

れてしまい、睡眠時間を削っていたのですね）。これからも気をつけたいと思います。 
 私は夜間のサイト徘徊癖があり⽇々睡眠不⾜ですが、⽇曜⽇にまとめて寝るのでどうにか平気です。

 まだ、万全とは⾔えないのかもしれませんが、追悼ライブの画像などが⼿に⼊りましたら、キャプ画宜しくお願いし
ます。
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strayさんへ

3834 選択 にしまる 2008-01-13 13:25:25 返信 報告

＞別荘で、240個(に・し・まる)レスがついてましたね（笑）。
 ははは、あれご覧になりましたか。⼤晦⽇の朝にアップした⽇記（スレ）だったのですが、延々と1⽉3⽇まで続きま

して（笑）。
 私は⼈気者ではありませんが、皆さんに可愛がって戴いて（という年でもないのですが）感謝しております。

でも、stray所⻑の貴重なアドバイスもいただいたので、もっと時間のメリハリをつけるようにしたいと思います。

＞これで皐ちゃんに⼤きめの作品を作ってもらうことにします︕（笑）
 天才皐さんときくと緊張しますね。よろしくお伝えください。

アネ研さんへ

3836 選択 にしまる 2008-01-13 13:48:41 返信 報告

こんにちは。当⽅も⼤変ご無沙汰いたしております。

アネ研さんには、昨年7⽉に本家で次のリクエストをいただきましたね。
 >Today is another dayの50′45″ころのパンチ＆フーのUPしてもらえないでしょうか。

よろしくおねがいします。

今までのキャプの中で⼀番難しい部類のリクエストでしたね（笑）（promised you の“w
ith you〜♪”も綺麗な元映像が無くて難しいのですが）。

 これは、今やっても難しいですね。ご参考までにアップしてみます。

アネ研さんも、お元気でご活躍くださいね＾＾／

嬉しいー︕

3848 選択 アネ研◆uvPzH8.dvc 2008-01-13 17:09:29 返信 報告
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お疲れさまです。
難しさなど、つい知らずそのせつは、アップしていただきありがとうございました。

 当時は（今もですが）アナログ⼈でこの画像もプリントアウトして⼤切に保管していますが、画像の保管はしてなか
ったのです。すごく嬉しいです。あらためて、お礼申し上げます。

よく話題にでるにしまるさんの別荘への訪問も考えたのですが、噂では寒そう（難しそう）なので、こちらでぬくぬ
くしています。嬉しい事に今年もいろいろイベントがありますが、お体は⼤切にしつつ宜しくお願いします。

 

無題

3807 選択 ヒツキ 2008-01-12 23:26:04 返信 報告

皆さんこんばんは
 本⽇の先輩の⾔葉は完全にこの曲のことだと思ってしまっています。

 サービス業の⼀⽇
 「今⽇珍しくお客さん少ないね。」

 「⼟曜⽇なのに。」
 すでに頭の中イントロ状態

 「今、オフシーズンだから。」
 「⾬だしね。」

 曲始まってます。とどめに先輩のこの⼀⾔
 「ねえ、今のどこかで聞いたことない︖」
 「「promised you」ですね。⼟曜⽇には珍しく⼀通りの少ない。いつからか不安な⾬が降る。って「⼈の少ない⼟曜⽇」と

「⾬」です。」
 「何でそれだけでＺＡＲＤに結びつくんですか。」

 「前にＴＶで流れてたね。」
 「はい。今⽇はぴったりです。」

 先輩は確実に「promised you」が刷り込まれています＾＾
 以上本⽇の報告です
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皐さん、
今回は「突然」ですね

 「たとえ今⽇が終わっても、明⽇を信じていこう」
 のフレーズが好きです＾＾

 次回の作品は何ですか︖
 お気に⼊り気になります
 

笑える（笑）

3808 選択 stary 2008-01-12 23:43:57 返信 報告

ヒツキさんこんばんは。

いやぁ、おかしいです〜（笑）。
 > すでに頭の中イントロ状態 

 ここですでに⼤爆笑してしまいました︕（笑）
 先輩、そのうち⼟曜⽇になると p.y.を⼝ずさむようになりますよ、きっと。

 

無題

3824 選択 ヒツキ 2008-01-13 11:08:08 返信 報告

staryさんこんにちは 
 > いやぁ、おかしいです〜（笑）。 

> すでに頭の中イントロ状態 
 > ここですでに⼤爆笑してしまいました︕（笑） 

 喜んでいただいて何よりです＾＾
 以前すでに先輩には「ゴールデンベスト」を貸していたので洗脳の第⼀段階は完了しています（笑）

 

いつもいつも（笑）

3828 選択 Ｔ２８◆HLV594mjiY 2008-01-13 11:49:40 返信 報告
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こんにちは。お久しぶりですね。

>「今⽇珍しくお客さん少ないね。」 
 >「⼟曜⽇なのに。」

うらやましいです・・・。
 うちなんか、平⽇でも、お客さん少ないです（困）。

 いつもいつも、不安な⾬が降ってます（笑）。

第2段階の洗脳も期待しています。是⾮ご報告を（笑）。
 

Re:いつもいつも（笑）

3830 選択 stray 2008-01-13 12:29:07 返信 報告

あはは、部⻑︕ 笑っちゃいけないんだろうけど、おかシー（笑）。
 部⻑の頭の中は、毎⽇「promised you」の歌詞が駆け巡ってるんだねぇ（笑）。

で、なに、皐ちゃんの第三弾に並んでるわけ︖
 私は吹雪の中昨夜から並んでるんだから、先越したらやぁよ（笑）。

実は「先輩ものシリーズ」の密かなファンです︕︕

3832 選択 megami◆0JCWAymXak 2008-01-13 12:56:26 返信 報告

ヒツキさん はじめましてmegamiと申します。

実は、以前からヒツキさんの「先輩ものシリーズ」をとても楽しみにしておりました。
「本⽇の報告」はもう最⾼でした〜（笑）また聞かせて下さい︕︕

今⽇は眠らないで 皐さんの第３弾の順番待ちをしているので 直前でネットが切れたりして もしも1番が取れない
な〜んてことになったら 

 イランのアハマディネジャド⼤統領に訴えるつもりで〜す︕︕

Ｐ・Ｓ どうかその先輩によろしくお伝え下さ〜い♪
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Re:待っていました♪(笑)

3837 選択 皐 2008-01-13 15:05:59 返信 報告

先輩エピソードありがとうございます♪♪「promised you」にはすっかりハマッてしまっているのでは︖(笑)
 所⻑と同じで“すでに頭の中イントロ状態”で、笑いが⽌まらなくなってしまいました(笑)

 その後の報告も楽しみにして待っています︕(笑)

P.S.「突然」の加⼯画を⾒てくださったんですね︕感想をありがとうございます(o^∇^o)
    私もそのフレーズが⼤好きなので、合わせてみました＾＾

☆カウントダウン企画☆

3769 選択 皐 2008-01-11 19:20:58 返信 報告

「Request Best 〜beautiful memory〜」発売まで、とうとう2週間を切りましたね︕
 というわけで、本⽇から12⽇間(22⽇まで)「Request Best 〜beautiful memory〜」に

 収録されている楽曲を12作選んで、加⼯画の連⽇UP企画を始めたいと思います♪♪

初⽇の今⽇は、1曲⽬に収録されている「グロリアス マインド」です☆ﾐ

それでは、また明⽇︕(o^∇^o)

Re:☆カウントダウン企画☆

3770 選択 Ｔ２８◆HLV594mjiY 2008-01-11 19:21:37 返信 報告

インタビュアー「あなたが⼀番ですね。いつから並んでるんですか︖」

私「ハイッ︕元⽇の朝7時から並んでました。」なんてね（笑）。
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皐ちゃん、ありがとね♡ お礼のレスは後ほど︕ とっとと仕事⽚づけてくるから（笑）。

Re:☆カウントダウン企画☆

3771 選択 皐 2008-01-11 19:35:00 返信 報告

“1号部⻑”ありがとうございます(o^∇^o)元旦の7時からだったなんて︕(笑)

引き続き、お仕事頑張ってくださいね♡

Re:☆カウントダウン企画☆

3772 選択 megami◆9SRngiiMNQ 2008-01-11 19:39:34 返信 報告

皐さんへ
 こんばんは︕

 >加⼯画の連⽇UP企画を始めたいと思います♪♪ 
 すごい企画ですね︕︕

 私は⽇本の携帯を持っていないので ＰＣだけでしか拝⾒できないので ちょっぴり残念です・・・（泣）

寒い季節ですので 皐さんお⾵邪などにはお気をつけて︕︕
 毎⽇ＵＰ楽しみにお待ちしておりま〜す♪♪

  

Re:☆カウントダウン企画☆

3774 選択 stray 2008-01-11 20:10:27 返信 報告

部⻑︕
 皐ちゃんがアップして40秒後のレスって⼀体︖（笑）

 まるでタイプして「投稿」ボタン押すタイミングを計ってたみたいだよ︕（笑）

皐ちゃん、こんばんは。
 今回の作品は素晴らしいですね︕携帯Ｇの中では⼀番好きかも︕
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シックな⾊合いと中右の泉⽔さんの表情がいいですねぇ。有難くいただきます。
⼤相撲より3⽇間短いけど、⻑丁場なのでがんばってね︕（笑）

ｍｅｇａｍｉさん、外国の携帯でも待ち受け画⾯に画像貼れるんじゃないですか︖（笑）

Re:☆カウントダウン企画☆

3776 選択 megami◆9SRngiiMNQ 2008-01-11 21:12:44 返信 報告

stray所⻑さんへ
 こんばんは︕︕

 > ｍｅｇａｍｉさん、外国の携帯でも待ち受け画⾯に画像貼れるんじゃないですか︖（笑）
 画⾯を写真に撮れば画像が貼れるとは思います。

 通常のネットには繋がらないのですが、できるのでしょうか︖
 機械ものに詳しくないのでよく解らないのですが、イラン国内で⽂字だけのメール（SMS）はできるシステムみたい

です。
 それもペルシア語と英語のみ・・・（笑）

 普段、専属運転⼿さんの呼び出しのためにしか携帯を使⽤しないので あまり気にしてませんでした〜（笑） 
 ☆トリップキーのみ訂正させていただきました☆

Re:☆カウントダウン企画☆

3777 選択 aki 2008-01-11 21:50:09 返信 報告

さっちゃん、みなさん、こんばんは♪♪

WOWヽ(≧▽)ﾉ素晴らしい企画だね︕
 私もZ.pで１２⽇間連続でスレを⽴てたことがあるけど、結構⼤変だったよ笑。

 でもね、その何⼗倍も楽しかった(=^^=)⼤変だなぁ〜って思っても、みなさんからのレスを⾒ると頑張ろう︕って
気持ちになるから、不思議だね＾＾

「グロリアスマインド」
 歌詞の周りのキラキラがすごく綺麗だね☆
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この画像を⾒ているだけで、泉⽔さんの歌声が聞こえてくるようだよ︕
う〜ん素晴らしいっ(◎≧u≦)

 

Re:☆カウントダウン企画☆

3778 選択 stray 2008-01-11 22:04:00 返信 報告

megamiさん、こんばんは︕

その携帯では無理っぽいですね。
 プリントアウトして、ハサミで切り取って、糊で貼って下さい︕（笑）

Re:☆カウントダウン企画☆

3779 選択 Ｔ２８◆HLV594mjiY 2008-01-11 22:06:16 返信 報告

皐ちゃん、みなさん、こんばんは。

皐ちゃん、先程は失礼しました。ここでちゃんとお礼しますね。
 いつにも増して素敵な作品ですね。保存、保存っと（笑）。

 とてもいいカットを選んでます。キャプの天才だ︕（笑）
 名⼈にしまるさんと肩を並べるほどですね。絶対に私には出来ないな（笑）。

 今⽇は⼀番取れたけど、連⽇は無理かなぁ（笑）。
 それでも、次の作品も期待していますね。明⽇もガンバろっと︕（笑）

megamiさん、こんばんは。
あらっ︖ #3776は偽物ですかぁ︖（笑）

 きっと、どこか間違えていて、編集したでしょ︕
 編集したらトリップキーも直さないとダメですよぉ（笑）。

 にしても、専属運転⼿って・・・、megamiさんて、いったい・・・（笑）。
 ところで、専属料理⼈も居るの︖（笑）

akiちゃん、こんばんは。
 スレ⽴ては⼤変だよね。
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すべてのレスにレス付けるのは簡単じゃないし、
気を使うし、もう、おっさんの私には無理だなぁ（笑）

 でも、温かいレスを貰うと、すごく嬉しくなりますね。
 きっとそれが、次へのモチベーションになるのでしょうね。

所⻑︕
 追っかけ1号を侮っちゃいかんよ︕（笑）

 

Re:☆カウントダウン企画☆

3780 選択 xs4ped 2008-01-11 22:12:59 返信 報告

皐ちゃん、皆さん、こんばんは。

> 「Request Best 〜beautiful memory〜」発売まで、とうとう2週間を切りましたね︕ 
 > というわけで、本⽇から12⽇間(22⽇まで)「Request Best 〜beautiful memory〜」に 

 > 収録されている楽曲を12作選んで、加⼯画の連⽇UP企画を始めたいと思います♪♪

これは驚きました。(ノ゜⊿゜)
 すごい企画ですね。(^.^)

 毎⽇楽しみにしてま〜す。♡♡♡

PS.
 megamiさん

 １２⽉３１⽇の作品⾒れたようで良かったですね。(^.^)

＞普段、専属運転⼿さんの呼び出しのためにしか携帯を使⽤しないので あまり気にしてませんでした〜（笑）

専属運転⼿付ですか︖
 Z研の海外特派員は⼤企業の役員待遇みたいですね。(笑)

 所⻑より待遇が良いのでは︖(笑)
 現地では当たり前でしょうか︖
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Re:☆カウントダウン企画☆

3781 選択 アキラ 2008-01-11 22:35:37 返信 報告

こんばんわ皐さん︕普段PCより携帯を使ってる時間の多い私

には今回のスレは⾮常に嬉しいです(*^^)v後程ありがたく

携帯に素晴らしい画像保存させていただきます♪これから１

２⽇間⼤変でしょうが頑張って下さいね︕楽しみにしてます

よ〜☆

それとこの場をちょっとお借りしますね皐さん
 かずさんお久しぶりです!(^^)!私も去年の暮れからニャンコ飼い始めました〜⽣後４ヶ⽉のメス猫のクレアです、た

まにはZ.pの⽅にも遊びに来て下さいね︕ア０軍団がそろってますよ（笑）
 PS strayさんZARD以外の画像アップしてすみませんm(__)m

Re:☆カウントダウン企画☆

3782 選択 カーディガン 2008-01-11 22:42:14 返信 報告

皐さん、みなさん、こんばんは。

皐さん、カウントダウン企画のスレ⽴て、お疲れさまです。１２⽇間のスレ⽴ては、⼤変そうですね(＠_＠;)
 毎⽇の加⼯画も、お疲れさまです。毎⽇、こちらも、できるだけ、レスで返すようにがんばりたいと思います<(｀^

´)>
 まだまだ、寒い⽇が続いているので、⾵邪でバタンキュー、とならないように、頑張って︕︕

寒いので、このところお鍋がとても美味しいです。冬のおいしいものを⾷べてからだを温めて、皐さんの画像で⼼を
温めたいと思います♡

 明⽇も期待していますよ(^_-)-☆
 

Re:☆カウントダウン企画☆
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3783 選択 アネ研◆uvPzH8.dvc 2008-01-11 23:11:40 返信 報告

こんばんは、皐ちゃん、みなさん。
 「グロリアス マインド」いいですね。時間の流れにそっての画像で、ビシッときまってますね。（笑）

 しかし、年末年始、皐ちゃんは休みがちだったけど、もしや軽井沢あたりで合宿してたのでは︖
 ⻑丁場のようですが、がんばってくださいね。

 T28さんもすでに、明⽇のために並んでますが、⾵邪ひかないでくださいね。のちほどPANさんから差し⼊れがある
と思いますので。（︖）

 しかし、⽇本の劇画と左右が逆な点と、「*ZARD izumi sakai」の３⾏は謎といえば謎です。明⽇までに解決できる
かな。⼗津川警部、⻄本刑事︕（笑）

 なんとなくmegamiさんのトリップキーがペルシャ語に⾒えるのは私だけでしょうか︖

Re:☆カウントダウン企画☆

3784 選択 かず 2008-01-11 23:44:12 返信 報告

皐さん、がんばってくださいね︕︕

所⻑さん
 ＞その携帯では無理っぽいですね。

 ＞プリントアウトして、ハサミで切り取って、糊で貼って下さい︕（笑）
   って・・・・・・。

アキラさん
 おひさしぶりです︕︕ Ｚ板にも⾏ってますが拝⾒のみですみません。

 クレアちゃん可愛いですね︕︕
 ⽩い⼿袋に⽩いソックスはいてるみたい。

Re:☆カウントダウン企画☆

3785 選択 megami◆9SRngiiMNQ 2008-01-12 06:47:08 返信 報告

みなさん おはようございま〜す︕︕
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皐さん＆stray所⻑さんへ
皐さんのせっかくの素晴らしい作品が、携帯画⾯にできないのは淋しいので、所⻑さんからのアドバイス通り プリ
ントアウトしてテープで画⾯に貼り付けることに致しました（笑）

 カサカサ⾳がちょっと気になりますが、泉⽔さん＆皐さんと⼀緒に過ごせる気分で とっても良いで〜す♪♪でも毎⽇
新しくしないとすぐに汚れちゃいます（笑）

 私の⽅も「１２⽇連続・テープで画⾯貼り」を頑張りますので・・・☆（爆笑）

Ｔ２８なんでも部⻑さんへ
 > あらっ︖ #3776は偽物ですかぁ︖（笑）きっと、どこか間違えていて、編集したでしょ︕ 

 > 編集したらトリップキーも直さないとダメですよぉ（笑）。 
 教えていただいてありがとうございました︕︕

 新しい機能を使ってみたものの、編集したあと どうしたら直るのか解らなかったのです。やっと上のレス訂正でき
ました〜︕

 > ところで、専属料理⼈も居るの︖（笑） 
 週３⽇メイドさんが来ますが、私は、お掃除だけお願いしております。頼めばお料理もお洗濯もして下さいますよ

〜︕︕（笑）

akiさんへ
 お久しぶりです。akiさんも「１２⽇連続」されたことがあるのですね〜︕︕akiさんのレスを拝⾒すると 寒い季節

なのに⼼が『ぽっかぽか♡』になります。ありがとうございます。
 どうぞお⾵邪などにはお気をつけてお過ごし下さ〜い♪

xs4pedさんへ
 おはようございます︕「かけがえのないもの」も拝⾒させていただきました。動画の中にお年⽟＆お祝いにいただい

た作品も含まれていて 感動でした︕︕どうもありがとうございました〜♪
 >Z研の海外特派員は⼤企業の役員待遇みたいですね。(笑)所⻑より待遇が良いのでは︖(笑) 

 所⻑さんのおかげで 専属運転⼿兼ボディーガードとメイドさんを雇っていただいております（笑）あの〜経費の⽅
ですが どのくらいかＴ２８部⻑さんに確認しないと私には解りませ〜ん（笑）

 どうしても危険な国なので 待遇が良くないとお仕事ができないですよね︕

アネ研さんへ
 やっぱり⻲井刑事の⽬にも 私のトリップキーはペルシア語に⾒えましたか〜︖︖︖実は私にもそう⾒えました︕︕



（笑）

かずさんへ
 所⻑さんのアドバイス笑えますよね〜︖︖︖でも今回は本当にテープで貼り付けてみました〜︕さすがに糊は・・・

（笑）

Re:☆カウントダウン企画☆

3786 選択 ヒツキ 2008-01-12 11:06:42 返信 報告

皐さんお久しぶりです。
 まずはグロリアスマインドですか＾＾

 駆け込みシーンは好きですよ＾＾
 ⾃作も楽しみです

加⼯画

3787 選択 miya 2008-01-12 11:15:00 返信 報告

皐さん こんにちは。
 いつも加⼯画楽しみにしていますよ。

「Photoshop Elements 3.0」ありますが（古いかな）
 せめてスライドショーのBGMつきで終わりです。

私の撮った写真で旦那さんの思い出を残したく加⼯画を
加えながらスライドショーにしたいなぁ〜と考え出しました。

「プロが教えるレタッチの技」参考書などを求めましたが
 なかなかおもうようににはいきませんが、

 コツコツやりだしております。(^-^︔ゞ

お知恵を拝借することもあるかと思います、その節はよろしくお願いします。

Re:☆カウントダウン企画☆
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3788 選択 stray 2008-01-12 11:15:06 返信 報告

皆さんこんにちは︕
 スレ主でありませんが⼀⾔レスを。

akiちゃん、いらっしゃ〜い（笑）。
 Z.p.でのカレンダー企画、拝⾒しておりました。

 いいですねぇ、世界にたった⼀つのアナログZARDカレンダー︕
 私も100円カレンダーに画像貼り付けて作りたくなっちゃいましたよ（笑）。

あきらさん、お久しぶりです︕
 カワイイですねぇ、クレアちゃん。

 私も動物好き（⽝１匹飼ってます）なので、ぜんぜんかまいませんから︕（笑）

ｍｅｇａｍｉさん、テープとはいえ、まさか本気でやるとは︕（笑）

miyaさん
 先⽇はわざわざのお知らせどうもありがとうございました。

 改めてご主⼈様のご冥福をお祈り申し上げます。
 Hanaさんに紹介した「JTrim」という無料ソフトでも、額⼊れ、枠装飾など、

 かなりの機能がついてますし、何より操作が簡単です。
 スライドショー作りはお⼿の物ですので、何かありましたらご相談くださいね。

あの・・・・・・ですね・・・・所⻑さん・・・・

3789 選択 かず 2008-01-12 11:37:49 返信 報告

＞ｍｅｇａｍｉさん、テープとはいえ、まさか本気でやるとは︕（笑）
  何をおっしゃるウサギさん︕︕︕

  おなかをかかえて笑ってしまいました︕

念のため・・・

3790 選択 かず 2008-01-12 11:40:29 返信 報告
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＃８７８８の書き込みで笑ってしまいました。

アキラさん、クレアちゃんの画像いただきます︕

Re:☆カウントダウン企画☆アキラさんへ

3795 選択 ｍｆ 2008-01-12 12:46:42 返信 報告

アキラさんへはじめまして 
 私もねこや⽝が好きで飼っています メスの猫なら避妊して飼えばすごく飼いやすいです 

この猫のほかに家にすみついている猫は2頭ほどいます

Re:☆カウントダウン企画☆アキラさんへ

3796 選択 ｍｆ 2008-01-12 12:51:11 返信 報告

うちの猫です

mfさん、かずさんへ

3812 選択 アキラ 2008-01-13 00:32:07 返信 報告

＞初めましてmfさん、アキラと申しますこれから宜しくお願いしますね＼(^o^)／私は普段Ｚ.pに常駐してますが
元々はＺ板でこちらのstrayさん、Ｔ２８さん、かずさん、皐さん達を始めこちらの皆さんとは顔⾒知りなんですよ
♪、因みにＴ２８さんとはWEZARD⼊会同期組です!(^^)!ニャンコのアドバイスありがとうございます〜、シェルタ
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ーから引き取ってきた⼦なので避妊⼿術済みなんですよ☆ペットを飼うのは今回初めてなの
でこれから⾊々教えて下さいね︕

＞かずさんこんばんわ＼(^o^)／クレアの画像貰って頂きありがとうございます♪mfさんの
レスにも書きましたが今はれおさんの掲⽰板のZ.pに常駐してて本家には私も全然⾏ってな
いんですよm(__)m良かったらZ.pに遊びに来て下さいね︕

アキラさんへ

3814 選択 かず 2008-01-13 01:25:56 返信 報告

またまたクレアちゃんですね︕かわいい〜︕
 飼うの初めてですか︕

にゃんこの３⼤必須事項は、飲み⽔、トイレの掃除、またたびです。
 ①飲み⽔は、夏は朝晩２回、それ以外の季節でも１⽇１回は新しいものに。

 ②トイレは汚れると、他でやってしまうことがあります。
 ③またたびは元気のない時に。具合が悪くなって病院へ⾏くより安価です。

あと、おもちゃがありました。ストレス発散になります。
 プラスチックや⽊の棒は避けた⽅がいいと思います。ケガしやすいので。

 ウチでは、ねずみの形したものを与えました。

⾃分が気がついたのはこのくらいでしょうか。

アキラさんへ

3825 選択 Ｔ２８◆HLV594mjiY 2008-01-13 11:26:46 返信 報告

こんにちは、ご無沙汰してます。
 寒い中、お仕事ご苦労様です。

Z.p.はいつも拝⾒させて頂いています。パトロールの際、必ず寄ります（笑）。
クレアちゃんの写真にやられてしまいました。反則だろって位、カワイ過ぎ︕
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あの・・・、もし階下の住⼈が⽂句を⾔いに来たら、
有無を⾔わさず、クレアちゃんを抱っこさせちゃいなさい。

 あまりのカワイさに、きっとなんも⾔えなくなるよ︕
 もしもの時は試してみてね。
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. オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [3813]WEZARDにきいてみました。(2) [3764]（無題）(2) [3657]Request Best 投票結果(12) [3768]WEZARD画像・映
像更新(0) [3732]strayさん、お世話になりました。(11) [3742]xxxさん特集① ⼀挙公開 z板 ２００７．８．２０(15) [374
0]削除された記事(1) [3760]くろいさんへ(0) [3705]かなりびっくり︕︕(18) [3702]コンビニの店内放送(5)

新しい話題を投稿する

« 44 43 42 41 40 39 38 37 36 »

WEZARDにきいてみました。

3813 選択 KOH 2008-01-13 00:48:29 返信 報告

皆さんこんばんは。
 今回発売される、"ZARD Request Best〜beautiful memory"についてメールで聞いてみました。

メールで失礼します。
 今回のリクエストベストについてですが、

 リアレンジされた物は収録されるんでしょうか?
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あと、CMではDAN DAN ⼼魅かれてく が⼊っていましたが収録曲にはありません。これは収録されるのでしょうか?
何とぞご解答お願いします。

んで、解答が帰ってきました。

ZARDオフィシャルファンクラブです。

※現在WEZARDには連⽇⼤変多くの⽅からお問い合わせが届いております。
 受信されたものから順次対応しておりますdが、お問い合わせ内容につきましてはご

 返信までに半⽉〜1ヶ⽉のお時間を頂戴しておりますので、ご理解並びにご了承頂け
 ますよう、お願い致します。

まずリアレンジバージョンに関するお問い合わせの件ですが、"ZARD Request Best〜beautiful memory"にはライブバージ
ョンでの収録が何タイトルかございます。

 確認しましたところリアレンジバージョンという形ではこちらに情報は⼊ってきてお
 りませんでした。

 また、収録曲詳細は下記となっており、お問い合わせの"DAN DAN ⼼魅かれてく"は収
 録されておりません。

と書かれてありHPで発表されているリストが載っていました。

結局リアレンジバージョンの話はなかったことになってしまってますね〜(^_^;) ちと残念・・。
 あと、DAN DAN〜はやはり⼊っていないみたいですね。

以上、報告でした!
 

Re:WEZARDにきいてみました。

3819 選択 stray 2008-01-13 09:36:48 返信 報告

KOHさんおはようございます︕
 問い合わせご苦労さまです。

リアレンジver.の話は、途中からライブver.にすり替わったんじゃなかったでしたっけ︖
 「DAN DAN ⼼魅かれてく」は、CM制作会社のミスなのでしょうけど、

 

https://bbsee.info/straylove/id/3813.html?edt=on&rid=3819
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3819


なぜそのようなミスが起きたのか興味あるところですね。
しかも、間違ったCMをオフィシャルサイトで流し続けてるところが理解しがたいです。

 

Re:WEZARDにきいてみました。

3823 選択 KOH 2008-01-13 10:27:43 返信 報告

所⻑、おはようさんです︕!

> リアレンジver.の話は、途中からライブver.にすり替わったんじゃなかったでしたっけ︖

私も最初そんな感じだったかなぁ〜って思ってたんですが、
 同じ時に書かれている紹介記事を発⾒しました。

予想を超える応募数に集計に時間が掛かったため、当初のリリース予定より⼤幅に遅れましたが、この度CD2枚組、
上位から順に30曲を収録予定で決定致しました。「負けないで」(93.1.27発売 オリコン最⾼位1位)、「揺れる想
い」（93.5.19発売 オリコン最⾼位1位）などリクエストの多かった⼈気の⾼い楽曲は9⽉の追悼ライブで披露され好
評だったライブバージョンで収録されます。さらに、2008年版として新たな魅⼒を加えたリアレンジバージョンでの
収録が進められている楽曲もあります。

進められていると⾔うことだけなんで話が無くなっても
 おかしくはないんでしょうけどね〜、残念っ!!

> 「DAN DAN ⼼魅かれてく」は、CM制作会社のミスなのでしょうけど、 
 > なぜそのようなミスが起きたのか興味あるところですね。 

 > しかも、間違ったCMをオフィシャルサイトで流し続けてるところが理解しがたいです。

そうですよね〜。収録されない物がCMのリストに
 載っているのはおかしいですもんね︕もっときっちり

 とした物を制作して貰いたいですね!!

（無題）
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3764 選択 Hana 2008-01-11 13:06:02 返信 報告

今年、初めての投稿になります。

strayさんに教えてくださったサイトの機能で、今、実験してみてるんですが、
 上⼿く⾏かないです。

 遣り⽅が悪いんでしょうかね。
 右上の⽂字だけを切り取る形なんですが、どうしてか、よく分からないです。

 もう⼀度、やってみますが･･･
 

Hanaさんへ

3765 選択 stray 2008-01-11 14:17:46 返信 報告

こんにちは、いろいろ試されてるようですね（笑）。

Hanaさんのやり⽅が悪いのではありません。
 「切り抜き」とは、余分な部分を切り抜くことではなく、

 必要な部分を切り抜くことなのです。
 あのソフトでは、四⾓形または円形でしか切り抜くことができませんので、

 右上の⽂字部分を削除することは不可能です。
 xxxさんや皐ちゃんが使っている「Photoshop」のようなソフトは⾃在に切り抜くことができま

すが…。

「JTrim」の使い⽅は下記を参考にして下さい。
 http://airuumu.yu-yake.com/Jtrim/index.html

 http://s-koyama.web.infoseek.co.jp/indexJT.html

切り抜くことができない時は、上から別画像をかぶせたり、
 同⾊で塗りつぶしたりして誤魔化す以外ないですね（笑）。

Re:Hanaさんへ
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3775 選択 Hana 2008-01-11 20:20:00 返信 報告

strayさん、こんばんは。

あらぁ、わざわざしていただいて悪いですね。
 ちなみに、上⼿いこと切り抜かれましたね。

 やっぱりプロのやることは違う︕(笑)
 ん〜⾃分では難しい。。。

しかし、パソコンにこういう機能があるなんてすごいですね。改めて感⼼してますが(笑)
 有り難うございます。

 

Request Best 投票結果

3657 選択 xs4ped 2008-01-04 19:48:13 返信 報告

皆さん、こんばんは。

1/3のmugenで放送されたのですが、これって本当︖︖︖
 それとも、放送ミス︖

Re:Request Best 投票結果

3662 選択 ALIL.1967 2008-01-05 09:36:33 返信 報告

xs4pedさん はじめまして，こんにちは
 そうなんですよ。この無限のコメントは︖ですね。どうなっちゃてるんでしょう。公式サイトの発表と違ってま
す。集計の⼀部ということなのでしょうか。
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Re:Request Best 投票結果

3667 選択 stray 2008-01-05 13:29:58 返信 報告

xs4pedさん、こんにちは。

私もこの⽭盾を別スレで問いかけたのですが、ここで議論しましょう︕

私の推測は、こうです。
 千葉ＴＶの制作スタッフが、事務所の最終発表（12/27）前のデータを使って、

 年内にすでに番組を作り終え正⽉休みに⼊ってしまい、作り替えできなかった。
 MUGENのデータが正しいのであって、事務所の最終発表はデータが改ざんされている。

Ｚ板に「リクメモ２」のCM映像（YouTube）が張ってありますが、
 その中に「DAN DAN ⼼魅かれてく」が⼊ってましたね︕

 これは訳がわからんです（笑）。

Re:Request Best 投票結果

3671 選択 xs4ped 2008-01-05 21:36:57 返信 報告

strayさん、ALIL.1967さん、皆さん、こんにちは。

> Ｚ板に「リクメモ２」のCM映像（YouTube）が張ってありますが、 
 > その中に「DAN DAN ⼼魅かれてく」が⼊ってましたね︕ 

 > これは訳がわからんです（笑）。

そうなんですよねぇ〜。
WEZARDの発表内容には「DAN DAN ⼼魅かれてく」は⼊っていないんですよね。︖︖︖

> 千葉ＴＶの制作スタッフが、事務所の最終発表（12/27）前のデータを使って、 
 > 年内にすでに番組を作り終え正⽉休みに⼊ってしまい、作り替えできなかった。 
 > MUGENのデータが正しいのであって、事務所の最終発表はデータが改ざんされている。

MUGENの放送が年明けなのでその可能性もありますが、逆の可能性もあるかもしれませんね。
 MUGENの放送(編集)が年内にすでに番組を作り終え正⽉休みに⼊ってしまい、作り替えできなかった。(笑)
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真実は︖︖︖
いずれにしても、1/22になれば曲名はハッキリするわけですが・・・

Re:Request Best 投票結果

3672 選択 atti 2008-01-05 21:56:36 返信 報告

xs4pedさん、皆さんこんにちは。

> WEZARDの発表内容には「DAN DAN ⼼魅かれてく」は⼊っていないんですよね。︖︖︖

#3575の記事にして、データもupしていますが、
 最初これを⾒た時に︖を思っていたのです。

12/31のPVTV内で放送されたCMになります。

⾃ブログでは、TOPには⾒えないのですが、これです。
 ttp://atti.jugem.cc/?eid=1461

Re:Request Best 投票結果

3673 選択 xs4ped 2008-01-05 22:22:50 返信 報告

attiさん、こんばんは。

> 12/31のPVTV内で放送されたCMになります。

PVTV︖→ CDTVでは︖
 12/31のCDTVでも「DAN DAN ⼼魅かれてく」と記載された映像が流れてますね。

MUGENの放送(編集)ミスなんでしょうか︖︖︖

Re:Request Best 投票結果

3674 選択 atti 2008-01-05 23:54:07 返信 報告

s4pedさん、こんにちは。
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> PVTV︖→ CDTVでは︖ 
間違って記述してしまいました。

 本⽇の深夜のCDTVでも再度CMが流れるかな。

「DAN DAN ⼼魅かれてく」が収録されていないのであれば、幻のCMになってしまうのかなと。

もしくは、収録曲発表(WEZARD12/27更新時)

以前に記事にしたポスター
 ttp://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/108921715 (出品12/27)

 には、「全30曲予定」になっているので
シークレット・トラックの有無の可能性ですかね︖

このポスターをCD店で⾒かけた⽅はいますか。

Re:Request Best 投票結果

3675 選択 xs4ped 2008-01-06 02:55:06 返信 報告

皆さん、こんばんは。

1/6放送のMU-GEN 放送分でもRequest Bestのファン投票結果として
 １位「負けないで」

 ２位「⼼を開いて」
 と報道されました。(前回と同じ映像を使⽤)

 ２回も続けて放送(編集)ミスとは考え難いと思うのですが・・・

Re:Request Best 投票結果

3676 選択 stray 2008-01-06 10:09:00 返信 報告

xs4pedさん、こんにちは。

MU-GEN は放送局によって放送⽇が違います。
 xs4pedさんがご覧になったのは1/3放送分と同じものと思われます。
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MU-GEN #156 1/2/(⽔)〜1/8（⽕）O.A
http://mu-gen.tv/

attiさん、こんにちは。

昨晩のCDTVでも「DAN DAN ⼼魅かれてく」⼊りのCMが流れたそうです。
 私も「幻のCM」を狙っていたんですけど（笑）。

 

Re:Request Best 投票結果

3677 選択 xs4ped 2008-01-06 12:45:18 返信 報告

strayさん、こんにちは。

> MU-GEN は放送局によって放送⽇が違います。 
 > xs4pedさんがご覧になったのは1/3放送分と同じものと思われます。 

 > MU-GEN #156 1/2/(⽔)〜1/8（⽕）O.A

そのようですね。
 MU-GENはローカルTVなんでしょうか︖

 ⼤都市部では放送されてなんいですね。
 ⾸都圏では千葉と埼⽟だけですね。

スカパー︕269ch「Music Japan TV」でも放送中︕
 毎週⽊曜⽇更新 

 リピート放送ありと書いているので「Music Japan TV」も
 リピート放送放送ですかねぇ。

 誰か「Music Japan TV」を⾒た⼈はいませんか︖

MU-GENは千葉テレビ制作

3678 選択 stray 2008-01-06 13:13:32 返信 報告

xs4pedさん、こんにちは。
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MU-GENは「千葉テレビ」制作の番組です。
BEEINGと千葉テレビの密接な関係は、Ｚ研が過去に明らかにしているとおりです。

 制作局である千葉テレビから、各ローカル局（30局）へ配信されていますので、
 各ローカル局の番組編成上、⽔〜⽕の中で放送⽇が違ってきます。

スカパー︕269ch「Music Japan TV」でも「MU-GEN」を放送しています。
 毎週⽊曜⽇更新で、⾦、⽇にリピート放送があります。

Re:MU-GENは千葉テレビ制作

3684 選択 ALIL.1967◆8yVig1iFGc 2008-01-06 21:34:20 返信 報告

strayさん，xs4pedさん，こんばんにちは。

> スカパー︕269ch「Music Japan TV」でも「MU-GEN」を放送しています。 
 > 毎週⽊曜⽇更新で、⾦、⽇にリピート放送があります。 

 いま，⽇曜午後9時半でCS269chのMU-GENおわりました。
 やっぱり１位負けないでになってました。

Re:Request Best 投票結果

3773 選択 xs4ped 2008-01-11 19:47:44 返信 報告

皆さん、こんばんは。

WEZARDのトップが「Request Best」のジャケ写に替わりましたがまだ「DAN DAN ⼼魅かれてく」が⼊っていま
すね。どうなっているんでしょうね︖

 このまま訂正しなんいでしょうか︖

訂正しないなら「DAN DAN ⼼魅かれてく」もRequest Bestに追加で⼊れて欲しいです。(笑)

WEZARD画像・映像更新
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3768 選択 stray 2008-01-11 18:50:11 返信 報告

皆さんこんばんは。

WEZARDのトップ画像・映像が「グロマイ」から「Repuest Best」に更新されました。
 が、、、映像は例の「DAN DAN ⼼魅かれてく」が⼊ったCMそのまんまです（笑）。

 気づかないのかなあ…（笑）。

strayさん、お世話になりました。

3732 選択 saki 2008-01-10 14:30:45 返信 報告

こんにちは、画像解説の件では⼤変お世話になりました。
 御礼を⾔うのが遅くなってすみません。

 かえって御⾟い想いをさせてしまったようで申し訳ありませんでした、とても感謝しております
 やはりstrayさんの解説は、想いが溢れていて⼤好きです。毎⽇のように拝⾒させて頂いています。

それに、私の投稿を御覧になった使者さんも気遣って頂き、先⽇xxxさんのUSBメモリー（コピー）
を御礼にと私にくださいました。

 その中には、ZARD関連のサイトやxxxさん、皐さんの画像集、元画、動画、等⾔うまでもなくxxxさんの宝物が⼀杯詰まって
いました。

 私が頂いてもいいのかな︖と⾔う気持ちも正直ありますけど、、、、
 画像はその中で⼀番好きな妖精さんの元画です。初めて画像の投稿します旨くいくと良いんですけど

皆さんからのメッセージも保管されていて、読ませて頂きましたが、「看護師さんの話」だけ抜けていました、う〜ん（ざん
ね〜ん）

 使者さん、、、うちの旦那さんに気を遣ったのかな︖それとも何か変な事でも書いてあるのかな︖ちょっと（しんぱ〜い）

私事ですが、やっと出産の為の休暇を正⽉休暇と併せて頂くことが出来、これから実家の⽅に帰り出産の準備です。
 予定⽇は2⽉7⽇でxxxさんの誕⽣⽇と近いのですが初めての事で期待と不安で⼀杯なんです。

でも新しい命⼤切にしたいです。がんばります︕
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このまま看護師を続けて⾏くのかはまだ決めていません、今ちょっと悩んでいます。

ZARD研究所なのにZARDの話題が出来なくてすみません、次から話題に参加できるようにしっかり頂いた宝物で勉強して来ま
すね☆︕︕

Re:sakiさん、初めまして

3733 選択 Ｔ２８◆HLV594mjiY 2008-01-10 15:18:09 返信 報告

sakiさん、こんにちは、初めまして。

xxxさんの宝物（メッセージ）に、たまに出てくる（と思う（汗））、Ｔ２８と申します。
 stray所⻑じゃなくて申し訳ないです（笑）。

ご出産間近なのですね。予定⽇は2⽉7⽇ですか︕
 坂井さんの誕⽣⽇（2⽉6⽇）にも近いですね。

寒い季節ですので、体調管理にお気を付け下さいね。
 いろいろ忙しいでしょうが、お時間が出来た際は、また書き込んで下さいね。

 ハッピーなお知らせ、お待ち申し上げております。
 

sakiさん、元気な⾚ちゃんを︕

3734 選択 stray 2008-01-10 16:28:47 返信 報告

sakiさん、こんにちは。

いやぁ、嬉しい投稿です。読んでてホロっと来ちゃいました。
ご丁寧に（しかも解説を褒めていただき）どうもありがとうございます︕

使者さんも律儀で優しいお⽅ですね。私もxxxさんのUSBメモリーが欲しい︕︕（笑）
 これが妖精さんの元画ですか…。思わず引き込まれる雰囲気を持っていますね。

 ⼤事にさせていただきます、ありがとうございました。

私の記憶では、最初の「こ〜んな感じの看護師さん」のときは、
 「いいなあ〜」「うらやましいなあ〜」というレスが30〜40ぶら下がってました（笑）。
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sakiさんが⾎圧を測りにくると異常に⾼い値になっちゃうので、
⾎圧だけ担当が変わってしまったという話もありましたよ（笑）。みんなにひやかされてましたけど、

 sakiさんに⾒せられないような内容は何もないはずです（笑）。
 xxxさんの投稿を⼼待ちにしていた⼈が多かったんじゃないでしょうか。

 もちろん私もその中の⼀⼈で、振り返れば、⼼の底から楽しい会話でした。

> このまま看護師を続けて⾏くのかはまだ決めていません、今ちょっと悩んでいます。 
 今、新コンテンツを企画中で、⼈⽣相談コーナーとはいきませんが（笑）、

 少しはお役に⽴てるかも知れません。ご期待下さい。

2⽉6⽇に⼥の⼦が⽣まれたら、きっとxxxさん＆泉⽔さんのお導きだと思います。
 どうぞご無事に、元気な⾚ちゃんを産んで下さいね︕︕

 影ながら応援・お祈りしておりますので。
 

Re:strayさん、お世話になりました。

3735 選択 使者 2008-01-10 17:12:00 返信 報告

 
sakiさん、T28さん、strayさんこんにちは。ちょっと失礼致します。

sakiさん、先⽇は⼤変失礼しました。
 「看護師さんの話」の件ですが、ファイルの中に元々無かったのです。

 私が気を使った訳でもなく、変な事を書いてることも無いですよ（笑）
 strayさんも仰っていますが、あと、ぬるいコーラや、⼝内炎の話をしていたと思います。

 私は、確かにあの⽇の投稿をファイルに収めた記憶がありますが消えているのです。

あくまでも私の推測ですけど、sakiさんとのエピソードと同時に苦しい闘病の事も書いていたので、
家族に⾃分の苦しんでいる姿を残したくなくて削除したのではないかと思います。

 それに、⾃分の胸だけにあなたとの想い出をしまっておきたかったのかも知れませんね。

頑張って元気な⾚ちゃん産んで下さいね。吉報待っています。
 

過去ログ担当に聞いてみましょう︕
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3736 選択 stray 2008-01-10 17:43:27 返信 報告

使者様こんにちは、お久しぶりです。

フォローしていただきありがとうございます︕

> 家族に⾃分の苦しんでいる姿を残したくなくて削除したのではないかと思います。 
 xxxさんのお⼈柄からして、それは⼗分に考えられますね。

 > それに、⾃分の胸だけにあなたとの想い出をしまっておきたかったのかも知れませんね。 
 それは許されないでしょう︕（笑）

Ｚ研の過去ログ担当である、アネ研さん（別名︓⻲井刑事※）なら、
 もしかしたら保存しているかも知れません。

 sakiさん、探してもらいますので少しお待ち下さいね。

※⻲井刑事は⼗津川警部の同僚で、ドラマでは２⼈がコンビで事件を解決します。
 ２⼈の役割を極端に表現すると、コツコツ⾜で稼ぐのが⻲井刑事で、

 その⼿柄を横取りするのが⼗津川警部なので、
 「所⻑＝⼗津川警部、アネ研＝⻲井刑事」で所内合意が得られています（笑）。

 よって、今後、”⻲井刑事”から投稿があったら、アネ研さんだと思って下さい（笑）。

Re:♪宝物♪

3737 選択 皐 2008-01-10 19:12:31 返信 報告

sakiさん、使者さんこんばんは(o^∇^o)

xxxさんの宝物を分けて貰ったんですね☆ﾐ 所⻑と同じく、私も欲しい︕(笑)
 妖精さんの元画はこれだったんですか︕なんだか切ないような、儚いような雰囲気がありますが、

 xxxさんの加⼯であんなに⽣き⽣きとした妖精に変わってしまうんですね(*^u^*)改めて、スゴイなぁと思いました
☆ﾐ

 それと、USBの中には私の加⼯画も⼊っていたようですごく胸がいっぱいになりました。
 xxxさん、ありがとうございます︕︕

 そして、そのお話を聞かせてくださったsakiさんにも感謝です(o≧ω≦o)
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ところで、sakiさんはご出産間近のようですね︕予定⽇が2⽉7⽇との事なので、
今は不安がたくさんあると思いますが、元気なお⼦さんを産んでください︕︕

 そして、かけがえのない瞬間をいつか聞かせてくださいね☆ﾐ
 ママさんファイトですよ︕︕(*≧∇≦*)応援しています♪♪

それでは、忙しくなると思いますが、sakiさんとまたお話が出来る事を楽しみにして待っていますね︕
 お体には充分に気を付けてください｡｡｡☆ﾐ

ｓａｋｉさん どうぞお元気な⾚ちゃんを・・・

3738 選択 megami 2008-01-10 19:42:44 返信 報告

sakiさんへ
 こんばんは︕お久しぶりです。（ほんの少しでもご記憶にとどまっておりましたら幸いです）

私もあのあとｓｔｒａｙ所⻑さんに『作品リスト・解説』の続きを執筆していただいたお礼ができておりませんでし
た。

 『解説』を拝⾒したあとは その想いにしばらく浸っていてレスしないまま今⽇まで きておりました。
 ｓａｋｉさんのおかげで 無礼のままにならずに済みました。本当に感謝致します。ありがとうございました︕︕

 （所⻑さんへ お礼が遅くなりまして申し訳ありません。解説２も涙・涙の⼤感動です・・・ありがとうございまし
た︕︕）

『本物の宝物』をどうか ず〜っと⼤事になさって下さいネ♪
 そして産まれてくる「きっと妖精さんのような⾚ちゃん」にも いつかその想いが伝わりますように・・・

ご無事に『初めての⼤事な⾚ちゃん』が誕⽣されることを⼼よりお祈り申し上げております。
 またお話させていただける⽇を楽しみにお待ちしておりま〜す☆

 どうかお⾝体を⼤切にお過ごし下さい。

sakiさんへ

3739 選択 xs4ped 2008-01-10 23:23:33 返信 報告

sakiさん、こんばんは。
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妖精さんの元画ありがとうございます。
xxxさんの加⼯画に魅かれ、最近加⼯画を始めました。

 まだまだxxxさんのレベルには遠く及びませんが、いずれ
 妖精さんの元画を使⽤した作品をUpしたいと思いますが

 了承願えますか︖

> 予定⽇は2⽉7⽇でxxxさんの誕⽣⽇と近いのですが初めての事で期待と不安で⼀杯なんで
す。 

 > でも新しい命⼤切にしたいです。がんばります︕

私も2⽉⽣まれですよ。(^.^)
 しかもxxxさんと同い年です。
 もし誕⽣⽇も同じだったら運命ですね・・・

 泉⽔ちゃんとxxxさんに呼び寄せられたかな︖(笑)

⾝体を⼤切に無事、元気な⾚ちゃんを産んで下さいね。

PS.
 加⼯画と動画を展⽰しておりますので時間がある時でも

 覗いて⾒て下さい。(初公開です)

http://xs4ped.spaces.live.com/default.aspx

xs4pedさんへ

3759 選択 megami 2008-01-11 05:43:52 返信 報告

おはようございます。ご無沙汰しております。 
 別スレの件ですが、どうしてもご報告をと思いまして・・・

以前、観れなかったと申し上げた１２⽉３１⽇の作品についてですが、１⽉５⽇にウルウルしながら無事に拝⾒させ
ていただけました〜︕︕感動でした・・・ありがとうございました♪

 連絡が遅くなりまして 本当に申し訳ありませんでした。失礼をお許し下さい。
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加⼯画と動画の作品 私も拝⾒させていただいてよろしいでしょうか︖『初公開』の⾔葉が素晴らしく良いですね
〜︕︕（笑）

Re:strayさん、お世話になりました。

3762 選択 saki 2008-01-11 12:54:22 返信 報告

みなさん、こんにちは。
 ⾊々とお気遣い頂いてありがとうございます。

T28さんへ
 xxxさんからもお話聞いています、研究所の⼈事部⻑さんなんでしょ、私も雇ってもらえないかなぁ〜

 坂井さんの誕⽣⽇が2⽉6⽇だとは知りませんでした。
 ホントに私ZARDの事何も知らないからだめですね。

strayさんへ
 本当に我が儘⾔ってすみませんでした。

 xxxさんとの初対⾯の時は本当に⼿術前で緊張されているのかと思ったんですよ（笑）
 残念ながらおなかの⾚ちゃんは、男の⼦みたいですよ、御期待にそえなくて申し訳ないです（笑）

 今はなにも望んでいません、ただ健康であって欲しいだけです。
 ⾊々とありがとうございました、⽣まれたら報告しますね

使者さんへ
 ごめんなさい、xxxさんのお気持ち良く解りました、教えて頂いてありがとうございます。

 使者さんからもみなさんに伝えて下さいね、私が坂井さんに似てないと⾔う事を
 そして、xxxさんの奥様の⽅が私なんかより遙かに綺麗でやさしくて坂井さんに近いと⾔う事を

皐さんへ
 xxxさんが皐さんの事とても好きなのは、若いのに⾃分を持ってると感⼼していましたよ。

 とてもやさしいのに芯の強い⼈なんだろうって
 私は、皐さんよりだいぶ年上なんだけど、なんか皐さんをお姉さんのように感じてしまいます。

 ファイルは他の⼈達とは別フォルダーで画像名もしっかり⼊っていました。
 これからは、私が引き継ぎますね☆ミ
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megamiさんへ
海外のお仕事⼤変ですね、画像解説のスレで賛同して頂いてとても⼼強かったです。

 私だけ︖と、なんか余計な事を⾔ってしまったのでは︖と⼼配でした。

xs4pedさんへ
 xs4pedさんも2⽉⽣まれなんですか︖

 患者さんの個⼈情報なのでxxxさんの誕⽣⽇は⾔えないのですが、⼀緒ならすごいですね
 xs4pedさんのHPなのですね、宝物に保存しておきます。

アネ研さんへ
 スレ違いですけど、こちらの⽅で御礼させて下さい。

 ありがとうございました。
 xxxさんの⼈気は凄かったんですね、、、看護師の間でも⼈気者でした(笑）

 なんか、〜少年のまま瞳はマイフレンド〜のフレーズにピッタリの⼈でしたよ。

みなさん、本当にありがとうございました。しばらく来れませんが
 みなさんに良い報告が出来るように頑張ってきます。

sakiさんへ

3766 選択 使者 2008-01-11 15:51:26 返信 報告

 
 
  ←この写真、充分あなたに似ていますよ（笑）

この画像を最初⾒たときxxxさんの感性に驚きました。
 sakiさんを⾒た後で幾つかあるDVDの中から迷わずそっくりな画像をキャプチャーして来

たんですから…

ZARDファンなら当たり前のことなのですか︖ だとしたらみなさん凄いですね︕
 

使者様へ
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3767 選択 stray 2008-01-11 18:03:18 返信 報告

こんばんは︕

> ZARDファンなら当たり前のことなのですか︖ 
 ん〜、難しいところですねぇ（笑）。

 ZARDのPVは、正⾯から⾄近距離で撮ったものは少ないですから、
 ベッドに寝ている状態で、泉⽔さんに上からのぞきこまれた感じを探すとすれば、

 このシーンになっちゃうかもしれませんね。
 それでも、この画像（カメラがやや下から撮っているので、泉⽔さんの⿐の⽳が丸⾒え）を

 ⾒せられて初めて気づく程度であって、xxxさんの感性が成せる業なんじゃないでしょうか。

皆さん、どうですか︖
 

xxxさん特集① ⼀挙公開 z板 ２００７．８．２０

3742 選択 アネ研◆uvPzH8.dvc 2008-01-11 00:29:15 返信 報告

こんばんは、sakiさん、使者さん、⼤変お待たせしました。みなさんの熱い要望でやっと⾒つける
ことができました。XXXさんとみなさんの熱いレスご覧下さい。（笑）

Re:xxxさん特集② ⼀挙公開 z板 ２００７．８．２０

3743 選択 アネ研◆uvPzH8.dvc 2008-01-11 00:30:06 返信 報告

本⽂なし
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Re:xxxさん特集③ ⼀挙公開 z板 ２００７．８．２０

3744 選択 アネ研◆uvPzH8.dvc 2008-01-11 00:30:55 返信 報告

本⽂なし

Re:xxxさん特集④ ⼀挙公開 z板 ２００７．８．２０

3745 選択 アネ研◆uvPzH8.dvc 2008-01-11 00:32:02 返信 報告

本⽂なし

Re:xxxさん特集⑤ ⼀挙公開 z板 ２００７．８．２０

3746 選択 アネ研◆uvPzH8.dvc 2008-01-11 00:33:05 返信 報告

本⽂なし
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Re:xxxさん特集⑥ ⼀挙公開 z板 ２００７．８．２０

3747 選択 アネ研◆uvPzH8.dvc 2008-01-11 00:34:48 返信 報告

本⽂なし

Re:xxxさん特集⑦ ⼀挙公開 z板 ２００７．８．２０

3748 選択 アネ研◆uvPzH8.dvc 2008-01-11 00:35:36 返信 報告

本⽂なし

Re:xxxさん特集⑧ ⼀挙公開 z板 ２００７．８．２０

3749 選択 アネ研◆uvPzH8.dvc 2008-01-11 00:36:14 返信 報告

本⽂なし
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Re:xxxさん特集⑨ ⼀挙公開 z板 ２００７．８．２０

3750 選択 アネ研◆uvPzH8.dvc 2008-01-11 00:36:56 返信 報告

本⽂なし

Re:xxxさん特集⑩ ⼀挙公開 z板 ２００７．８．２０

3751 選択 アネ研◆uvPzH8.dvc 2008-01-11 00:37:37 返信 報告

本⽂なし

Re:xxxさん特集⑪ ⼀挙公開 z板 ２００７．８．２０

3752 選択 アネ研◆uvPzH8.dvc 2008-01-11 00:38:16 返信 報告

本⽂なし
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Re:xxxさん特集⑫ ⼀挙公開 z板 ２００７．８．２０

3753 選択 アネ研◆uvPzH8.dvc 2008-01-11 00:39:09 返信 報告

本⽂なし

Re:xxxさん特集⑬ ⼀挙公開 z板 ２００７．８．２０

3754 選択 アネ研◆uvPzH8.dvc 2008-01-11 00:39:59 返信 報告

本⽂なし

Re:xxxさん特集⑭ ⼀挙公開 z板 ２００７．８．２０

3755 選択 アネ研◆uvPzH8.dvc 2008-01-11 00:41:14 返信 報告
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これでおしまいです。私としても⾒つかって本当によかったです。（笑）
それでは、sakiさん寒さも厳しくなると思いますが、元気な⾚ちゃんを産んでください
ね︕︕

Re:xxxさん特集① ⼀挙公開 z板 ２００７．８．２０

3757 選択 Folken 2008-01-11 00:48:18 返信 報告

アネ研さんへ 今晩は。
 掲⽰ありがとうございます。

 ⼀気に苦しく、懐かしく、xxxさん、みなさんとお話した
 ことがよみがえりました。多謝です。ああ、⾔葉には

 なりませんね・・・。

さすが⻲井刑事︕

3763 選択 stray 2008-01-11 13:04:02 返信 報告

アネ研さん、よくありましたね︕ さすが⻲井刑事です（笑）。
 なつかしいなあ、部⻑が「謹慎中」だったんだねぇ（笑）。

 アナログなので感慨が数段違います。
 SAKIさんが既婚者だったというオチのついたスレも、時間があるときでかまいませんので、

 是⾮探してみてください。⾒つかったら「警部補」に昇任しますので（笑）。

どうもありがとうございました︕

削除された記事
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3740 選択 DELETE 2008-01-10 23:31:10 返信 報告

※この記事は削除されましたが、コメントが付いているため残されています。

Re:MFM vol157

3761 選択 stray 2008-01-11 08:39:14 返信 報告

attiさん、おはようございます。

情報ありがとうございます。今⽉のMFMは、泉⽔さんが表紙ですか︕
 届くのが楽しみです（たぶん連休明けでしょう）。

 

くろいさんへ

3760 選択 stray 2008-01-11 08:37:04 返信 報告

おはようございます。

チケットの⾏き先が決まって何よりです︕
 神⼾公演どうぞ楽しんで来てくださいね。
 （記事は削除しました）が、MU-GEN の情報どうもありがとうございます︕

集計に関しては、MU-GEN #156 1/8放送分で訂正されたようです。
（以下、ZARD掲⽰板から引⽤）

 ＜訂正とお詫び＞
 ※今回放送のZARDコーナーで、今度リリースとなりますベストアルバムへの投票結果をお伝えしていますが、最終結果は正
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しくは[1位.あの微笑みを忘れないで、２位.少⼥の頃に戻ったみたいに]です（オフィシャルサイトにて発表されております)。
ここに訂正させていただき、ファン・関係者の皆様に深くお詫びいたします。

CMはまだそのままだということですが（笑）、
 Beeingグループは、

 「⾳楽原盤制作」(株式会社ビーエムエフ・クリエイティブ)
 「全番組の企画制作とPV制作」(株式会社シーファクトリー)
 「CDジャケットや広告のデザイン」(株式会社ビープランニング)

 「所属アーティストのマネージメント」(株式会社アディング)
 「雑誌編集」(株式会社エムアールエム)

 「CM／テレビ番組などとのタイアップ制作窓⼝」(株式会社ゼット)
 等々の集まりなので、横の連携がうまくいってないのでしょう。

かなりびっくり︕︕

3705 選択 KOH 2008-01-07 23:10:10 返信 報告

テレビオンエア情報

「愛は暗闇の中で」が、読売テレビ・⽇本テレビ系全国ネット⽉曜夜7時30分放送アニメ「名探偵コナン」オープニングテー
マとして、1⽉14⽇からオンエアされます。

どういうこと︖︖

Re:かなりびっくり︕︕

3706 選択 アネ研◆uvPzH8.dvc 2008-01-07 23:16:53 返信 報告

> 「愛は暗闇の中で」が、読売テレビ・⽇本テレビ系全国ネット⽉曜夜7時30分放送アニメ「名探偵コナン」オープ
ニングテーマとして、1⽉14⽇からオンエアされます。
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> どういうこと︖︖ 
今度の、アルバムに⼊る曲なら少しは解るけど、なぜなんですかね〜

Re:かなりびっくり︕︕

3707 選択 stray 2008-01-07 23:27:39 返信 報告

たしかに意味が分からないですねぇ。

タイアップがラストシングルまでいったので、
 元に戻って、1st.Sgからc/w曲を採⽤するつもりなのか︖（笑）

 

Re:かなりびっくり︕︕

3708 選択 KOH 2008-01-07 23:31:54 返信 報告

[3707]stray:
 > たしかに意味が分からないですねぇ。 

> 
> タイアップがラストシングルまでいったので、 

 > 元に戻って、1st.Sgからc/w曲を採⽤するつもりなのか︖（笑） 
 所⻑、アネ研さん、こんばんは︕︕ホントにどういう戦略なのか解らないですね〜。

 所⻑の意⾒、それ、凄い良いっ︕︕(笑)

Re:かなりびっくり︕︕

3709 選択 カーディガン 2008-01-07 23:38:43 返信 報告

こんばんは、皆様。

はじめに、所⻑様、私の誤送信を削除してくださったようですね、何も⾔わないのに、ありがとうございますm(__)
m

 めざわりでしたね^_^;
 

https://bbsee.info/straylove/id/3705.html?edt=on&rid=3707
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3707
https://bbsee.info/straylove/id/3705.html?edt=on&rid=3708
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3708
https://bbsee.info/straylove/id3707.html
https://bbsee.info/straylove/id/3705.html?edt=on&rid=3709
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3709


実は、夜中に、携帯でピコピコしたんですが、携帯だと、削除キーがないものですから、そのままにしていたわけ
で。画⾯を移動するだけで、勝⼿に送信されたりすることがあります。携帯からも、削除キーを⼊れられないでしょ
うか︖無理でしょうか︖

さて、コナン君ですが、またやってくれましたね。これは、ZARDの曲をもっと世に広めようという、そういうこと
でしょうか︖コナン君の作者の⻘⼭さんも、泉⽔さんのファンですから、理解はあるでしょうしね。

 そのうち、コナン君に泉⽔さんも特別ゲストで、出演でしょうか︖

Re:かなりびっくり︕︕

3710 選択 Ｔ２８◆HLV594mjiY 2008-01-07 23:41:39 返信 報告

KOHさん、みなさん、こんばんは。

Z板で第⼀報を⾒たので、スグにWEZARDで確認したのですが、︖︖︖でした（笑）。
 「グロリアスマインド」をまだ引っ張ってもいいように思うんだよね。

 本当に分からん・・・です。
 

Re:かなりびっくり︕︕

3711 選択 KOH 2008-01-07 23:53:59 返信 報告

カーディガンさんこんばんは︕︕
 > そのうち、コナン君に泉⽔さんも特別ゲストで、出演でしょうか︖ 

 それもやってみてほしいですよね︕︕
アニメになると泉⽔さん、どんな感じになるでしょね〜

 当然アニメでも美しいのは譲れませんよね︕︕
 あと、コナンのプロデューサー諏訪さんの⽇記にこう書かれていました。

「名探偵コナン」は放送13年⽬に突⼊︕14⽇からコナン史上初の⻑期シリーズがスタート。お待ちかね、⿊の組織シ
リーズ第４幕︖が怒涛の如く始まるので、とにかく毎週⾒逃さないで下さいね。とは⾔ってもだいたい２週ずつぐら
いで⽵の節⽬のごとき切れ⽬が存在する、ようなシリーズ構成にはなっています。

ということでそれに合わせてあのZARDのハード＆スピード感ある楽曲が選ばれたんですかね〜︖
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Re:かなりびっくり︕︕

3712 選択 カーディガン 2008-01-08 00:03:45 返信 報告

KOHさん、こんばんは。

> > そのうち、コナン君に泉⽔さんも特別ゲストで、出演でしょうか︖ 
> それもやってみてほしいですよね︕︕ 
> アニメになると泉⽔さん、どんな感じになるでしょね〜 

 > 当然アニメでも美しいのは譲れませんよね︕︕

泉⽔さん、ぜひ、出てほしいです。泉⽔さんが⼩五郎さんのファンだと⾔って、⼩五郎さんがデレっとしたところ
を、ヨーコさんが「鉄槌」をくだす、とか。それを泉⽔さんが、クスッと笑うんでしょうか^_^;

 泉⽔さんの美しさに、⼩五郎さんもヨーコさんから泉⽔さんに乗り換えちゃうんでしょうか(^_-)-☆
 泉⽔さん、今度はレギュラーですか(^O^)

 泉⽔さんの美しさは、当然アニメでも譲れませんね(^^♪

Re:かなりびっくり︕︕

3713 選択 GTO 2008-01-08 05:18:02 返信 報告

グロリアスマインドのセールスは⼀段落したし、⼿持ちの駒は限られてますから...。
 好評の"90年代ビーイング・ヒット作が1,000円廉価版で登場"

 の様な新しいファンの開拓、CD企画があるんじゃないでしょうか︖
 その為に敢えて、初期のカップリングから選んだのでは︖

Re:かなりびっくり︕︕

3714 選択 Hana 2008-01-08 10:55:52 返信 報告

>そのうち、コナン君に泉⽔さんも特別ゲストで、出演でしょうか︖ 
 >それもやってみてほしいですよね︕︕ 

 >アニメになると泉⽔さん、どんな感じになるでしょね〜
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そのコラボレーション⾯⽩そうですね。
是⾮、⾒てみたいものです。

>泉⽔さん、ぜひ、出てほしいです。泉⽔さんが⼩五郎さんのファン

コナンの原作者:⻘⽊さんはZARDファン。よって坂井さんは⼩五郎のファン。
 みんな繋がりありますね。

 温かいなー。

>泉⽔さんの美しさに、⼩五郎さんもヨーコさんから泉⽔さんに乗り換えちゃうんでしょうか

このセリフ聞いたときはクスッとなった(笑)
 ⼩五郎は、若くて美⼈な⼥性に弱いんでしょうか(笑)

ところで、ZARDのデビュー曲のカップリングが、コナンのOPになったなんて以外ですね。
 でも、その曲が選ばれたって、余程、運が良かったんでしょうね。

 曲のイメージが、（スタッフ側から聞いてみて）このアニメに相応しいのを理由に、
 カップリング曲が採⽤されたのではないかと。。

 タイトル的にも、コナンに相応しいようにも思いますが･･･

私も聞いたことがないので、14⽇から聞いてみたいです。
 

●● 2005コナン特番へのコメント ●●

3715 選択 stray 2008-01-08 13:02:43 返信 報告

皆さんこんにちは︕

泉⽔さんは、⼤の⼩五郎ファンで、ヨーコさんに嫉妬してました（笑）。

2005年の3⽉だったか4⽉だったか定かでありませんが、
 コナン特番への泉⽔さんのコメントです。

http://www.filebank.co.jp/wblink/d09b06e18d01950503695fb151a09ea1
 （12MのWMVファイル、期間限定︓1/20まで）
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Re:●● 2005コナン特番へのコメント ●●

3716 選択 Folken 2008-01-08 19:25:09 返信 報告

strayさんへ

これ、私も聴いて、本当にほのぼのとしますね。
 にしても突然のコナン主題歌変更、私もなんとコメントして

 良いやら、と⾔う感じです。

ところで、別件ですが、例の⼥性⾃⾝記事のご紹介
 のこと、この場をお借りして、⼼よりお礼申し上げたい

 と思います。正直気になってしかたありませんでした。
 うれしかったですし、安⼼しました。

 いつもながらstrayさんのご厚意に、感謝致します。
                    Folken

Re:●● 2005コナン特番へのコメント ●●

3718 選択 stray 2008-01-08 23:28:27 返信 報告

Folkenさん、こんばんは。

ご丁寧にありがとうございます。
 ベタ貼りしにくい雰囲気だったので（笑）、リンクにしました。

⼩五郎さんへのエールは、原稿棒読みっぽくもありますが（笑）、
泉⽔さんの楽しそうな雰囲気が伝わってきますね︕

 

Re:愛は暗闇の中で

3720 選択 ｍｆ 2008-01-08 23:59:17 返信 報告
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こんばんは
1⽉１４⽇からのオープニングテーマ聞いてみようと思います愛は暗闇の中でCD売ってないですよね

 秋吉契⾥と坂井さん似てますね
 容姿 歌い⽅・・・・すごく不思議だなと思いました

 upが⼤きくなりすぎなので⾃粛します

ttp://jp.youtube.com/watch?v=WavtUJi1wzE

Re:かなりびっくり︕︕

3721 選択 xs4ped 2008-01-09 00:01:01 返信 報告

KOHさん、皆さん、こんばんは。

> アニメになると泉⽔さん、どんな感じになるでしょね〜

こんな感じ︖
 ttp://jp.youtube.com/watch?v=Z7JjO0RoKm0

> 当然アニメでも美しいのは譲れませんよね︕︕

当然です。
 泉⽔ちゃんのアニメ版も⾒てみたいですね。

> 「名探偵コナン」は放送13年⽬に突⼊︕14⽇からコナン史上初の⻑期シリーズがスタート。お待ちかね、⿊の組織
シリーズ第４幕︖が怒涛の如く始まる 

 > ということでそれに合わせてあのZARDのハード＆スピード感ある楽曲が選ばれたんですかね〜︖

そんな感じもしますが、私的にはＺＡＲＤの曲が流れる機会が増えることは嬉しいですが、もう少しグロリアスマイ
ンドのままでオンエアして欲しかったです。

 まだ、発売されてから１ヶ⽉も経っていないのに変わるのが早過ぎる気がします。

Re:●● 2005コナン特番へのコメント ●●

3722 選択 Hana 2008-01-09 09:54:45 返信 報告
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私もFolkenさんと同じように礼が⾔いたいです。
⼥性⾃⾝の記事、ほんとに良かった。

 管理⼈さんには感謝してもしきれません。
 いつもいつも有り難うございます︕︕

私も試聴してみました。坂井さんの初期の声が、新鮮な感じがします。
 なんか良いですねー。

 

Re:かなりびっくり︕︕

3723 選択 ヒツキ 2008-01-09 10:19:27 返信 報告

みなさんこんにちは
 確かにびっくりですね。

 家でＰＣ⾒て絶叫しました（笑）
 夜中だったので家族が留守でよかったです。

 しかし、「愛は暗闇の中で」がアニメ・・・
 びっくりですね。

 泉⽔さんのイメージが変わりそうですね。
 同期に以前1ｓｔＡＬを貸したことがあるのですが物凄く驚いていました。

 「こういうのあるんだね・・・」
 「うん。泉⽔さん⾃⾝ロックが好きなんだって。」

 「何か以外。」
 こんな会話をしたことがあります。

 ⾊々なＺＡＲＤを皆さんにしって欲しいですね＾＾
 

愛は暗闇の中で

3725 選択 stray 2008-01-09 20:56:54 返信 報告

皆さんこんばんは︕
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「愛は暗闇の中で」……いくら考えてもこの選曲は理解できません（笑）。
そんなに良い曲ですか︖私は良さがわかりませんが…。

ｍｆさん、CDは売ってると思います。Sgも1st.ALも。
 Book Off で1st.ALを探すのが⼀番⼿っ取り早いかも知れません。

xs4pedさん
 > こんな感じ︖ 

 > ttp://jp.youtube.com/watch?v=Z7JjO0RoKm0 
 いやあ、違うと思いますけど…（笑）。

Hanaさん、ご丁寧にどうもありがとうございます。
 例の画像編集ソフトで、写真だけトリミングする練習してみてくださいね︕（笑）

ヒツキさん、”夜中に家族が留守”っていったい︖（汗）
 

Re:かなりびっくり︕︕

3731 選択 ヒツキ 2008-01-10 14:17:50 返信 報告

strayさん
 ＞”夜中に家族が留守”っていったい︖

 深い意味は無いですよ＾＾
 単に上京している弟を両親が迎えに⾏って帰りが深夜になっていた時にこの情報をしったので（笑）

コンビニの店内放送

3702 選択 ALIL.1967 2008-01-07 20:09:35 返信 報告

偶然流れてきましたよ。もちろん最後まで聴きました︕
 このコンビニの本部にもファンが．．．
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Re:コンビニの店内放送

3703 選択 カーディガン 2008-01-07 20:35:11 返信 報告

ALIL.1967さん、みなさんこんばんは。
 これは、もう、グロリアスマインドを筆頭に、テレビ局やラジオ局にZARDのリクエストをしまくるしかないですね

(^^♪
 情報、ありがとうございます(^_-)-☆

Re:コンビニの店内放送

3719 選択 yyy 2008-01-08 23:47:19 返信 報告

先ほどセイコーマートで買い物していましたが
 グロリアス マインドが流れていましたよ。

Re:コンビニの店内放送

3727 選択 ALIL.1967◆8yVig1iFGc 2008-01-09 21:58:38 返信 報告

カーディガンさん こんばんにちわ。
 yyyさん はじめまして

TVやラジオから流れてくるのがうれしいですね。
 今⽇もDJ⾚坂を聴いてたのですが．．．リクエスト読まれませんでした。しつこいくらいメールを送ろうかなと。携

帯から写メールで送られたリクエストが読まれてました。何か⼯夫しないと，です。
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2008の公演のお知らせ

3728 選択 カーディガン 2008-01-09 23:45:56 返信 報告

ALIL.1967さん、こんばんは。
 > 今⽇もDJ⾚坂を聴いてたのですが．．．リクエスト読まれませんでした。しつこいくらいメールを送ろうかなと。

携帯から写メールで送られたリクエストが読まれてました。何か⼯夫しないと，です。

⾚坂泰彦のディア・フレンズは全国ネットらしく、私の地⽅でも毎⽇放送されていますね。いつも聴けるわけではあ
りませんが、なかなか泉⽔さんの曲は聴けないですね。

 リクエストを⼯夫したほうがいいのでしょうね。私は、必ず、2008の追悼コンサートのことも書いています。
 そのコンサートですが、今⽇は、ZARDの公演ということで、電話予約のことが、放送されていました。短い間に３

回
 聴きました。全国的に、FM放送などでは、⼀般発売の放送がされているかもしれませんね。でも、今まで、ZARDの

⼀般発売の放送すら聴いたことがなかったので、少しびっくりしました。

Re:2008の公演のお知らせ 神⼾公演

3729 選択 ｍｆ 2008-01-10 00:06:06 返信 報告

 サウンドクリエイトに問い合わせたところチケットが取れないとの事でしたが ⼀般販売してるんですね
 １/19は仕事でいけないので⼤阪の公演にしようと思う

  
 少しでも坂井さんに近寄りたいそんな⼼理ですね
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. オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [3535]関⻄のみなさんへ(2) [3685]●●countdowntv20080106●●(4) [3384]未公開写真(27) [3690]お久しぶりです(3)
[3687]シングル⽉間ランキング(1) [3611]本年もどうぞよろしく︕(10) [3680]新機能「トリップキー」(0) [3679]NHK紅⽩「⼩
椋桂×美空ひばり」の演出(0) [3668]☆(1) [3642]●●mugen●●(5)

新しい話題を投稿する

« 43 42 41 40 39 38 37 36 35 »

関⻄のみなさんへ

3535 選択 アネ研 2007-12-30 23:01:39 返信 報告

キタル、１⽉６⽇深夜26:04~28:19
 読売テレビで映画「夏の庭」を放送します。

 この映画のエンディングテーマがsg「この愛に泳ぎ疲れても」のカップリング曲の「Boy」なのです。
 カットされるかもしれませんが、みんなで観ましょう。♪♪♪  （Z板より）

読売テレビ
 http://tvstation.jp/tvm/pass/movie/mout.cgi?ew=w&todo=viewlist&val=w

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧
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夏の庭
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E5%A4%8F%E3%81%AE%E5%BA%AD&btnG=Google+%E6%A
4%9C%E7%B4%A2&lr=

                       

Re:関⻄のみなさんへ

3699 選択 pine 2008-01-07 13:45:27 返信 報告

こんにちは
 ご挨拶が遅くなりましたが、本年もよろしくお願いします。

「夏の庭」⾒ました。といってもエンディングだけですが…。
 DVDデッキが故障して録画できないので、映画本編は別の機会に⾒ることにして（映画ファンの⽅ごめんなさい）4:

00に⽬覚ましセットしてエンディングのみ「⽣」で⾒ました。
 カットされるかもとドキドキしましたが、カットされることなくフルコーラス聴けました。(*^_^*)v

 夜明け前の静かな時間に、泉⽔さんの歌声を聴き、穏やかな清々しい気持ちになれました。

アネ研さん、情報ありがとうございました。m(^_^)m

Re:関⻄のみなさんへ

3704 選択 アネ研◆uvPzH8.dvc 2008-01-07 21:29:11 返信 報告

こんばんは、pineさん、関⻄のみなさんへ
♪「Boy」のエンディング、カットされずにかかったようでよかったですね。（笑）

 CDは持ってても、テレビやラジオで曲がかかるとなんだか嬉しいですよね。

pineさんには今年も協⼒の要請があると思いますので宜しくお願いします。（笑）

●●countdowntv20080106●●
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3685 選択 ALIL.1967 2008-01-06 21:37:59 返信 報告

wmvです。CDTVも予約録画してます。

http://www.filebank.co.jp/wblink/04d770e491214a409c36252d362d681b
 

Re:●●countdowntv20080106●●

3686 選択 ALIL.1967 2008-01-06 21:45:02 返信 報告

ファイル名の中で20080106となるところが2008 0106と8と0の間が空いてしまいました。

Re:●●countdowntv20080106●●

3688 選択 stray◆PpAVzVXpB6 2008-01-06 22:49:05 返信 報告

ALIL.1967さん、こんばんは︕

「幻のCM」どうもありがとうございます（笑）。
 今週流れるCMはきっと差し替えられると思います。

 

Re:●●countdowntv20080106●●

3692 選択 xs4ped 2008-01-07 00:51:29 返信 報告

ALIL.1967さん、皆さん、こんばんは。

Upありがとうございます。
 今週はどうなっているでしょうかねぇ〜。

 また、同じだったりして・・・(笑)

CS269ch

3701 選択 ALIL.1967◆8yVig1iFGc 2008-01-07 20:06:31 返信 報告
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きょうMEGA HITS REQUESTでながれたリクエストベストのCMは変更なしでした。

未公開写真

3384 選択 Hana 2007-12-26 00:32:52 返信 報告

どうしても欲しい写真があります。
 これは未公開の際の写真だったと思われますが、

 所有されている⽅おられますか︖
 以前に、確か海外のサイトから保存した記憶があるんですが、（再び⾶んでいくと⾒当たらなかった

ので･･･）
 事情があって消えてしまいました。

 確か、枚数は全部で5〜6枚あったと思います。

宜しく御願い致します。 
 

Re:未公開写真

3388 選択 stray 2007-12-26 07:38:05 返信 報告

Hanaさん、おはようございます。

これは「FRIDAY 2007 6/22号」です。
 カラー４Ｐ、泉⽔さんのスナップが７枚あります。

 原⼨⼤スキャンでよろしいですか︖
 

Re:未公開写真

3390 選択 Hana 2007-12-26 09:13:12 返信 報告
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原⼨⼤スキャンというのは、⾊付きのものですかね︖
はい。所有されているものであれば頂きたいと思います。

 よろしくお願いいたします。
 

FRIDAY 2007 6/22号①

3405 選択 stray 2007-12-26 19:28:54 返信 報告

Hanaさん、お待たせしました。

> 原⼨⼤スキャンというのは、⾊付きのものですかね︖ 
 原⼨⼤スキャンとは、⾊のことじゃなくて⼤きさのこと。
 元がカラーならカラーのままですよ（笑）。

この⼤きさでいいですか︖って質問だったのですが。
 

FRIDAY 2007 6/22号②

3406 選択 stray 2007-12-26 19:30:33 返信 報告

FRIDAY 2007 6/22号②

FRIDAY 2007 6/22号③

3407 選択 stray 2007-12-26 19:31:07 返信 報告
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FRIDAY 2007 6/22号③

FRIDAY 2007 6/22号④

3408 選択 stray 2007-12-26 19:31:44 返信 報告

FRIDAY 2007 6/22号④

オーマイさんへ

3409 選択 stray 2007-12-26 20:35:10 返信 報告

こんばんは︕
 この雑誌の本⽂記事は「負けないで」の制作秘話です。

 織⽥哲郎さんの談話ではありませんが、「どんなには なれてても」に関するエピソードも
 載ってますので、よろしかったらお読みになってみて下さい。

Re:FRIDAY 2007 6/22号
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3412 選択 xs4ped 2007-12-26 22:01:43 返信 報告

strayさん、こんばんは。

貴重は記事をありがとうございます。
 読んでいたら、思わず涙が溢れそうになりました。

私はPC関連以外ほとんど雑誌類を買わない(⾒ない)ので感動してしまいました。

最近、⽇経エンタ(2007.9)を買いましたが、こういった
 雑誌を買ったのは、20代以来です。(笑)

 稀に⽴ち読みする時はありますが・・・(笑)

今後も宜しくお願いします。

strayさんへ

3464 選択 Hana 2007-12-27 16:05:41 返信 報告

＞原⼨⼤
 あ。そう⾔う意味なんですね。

 また⼀つ勉強になりました(笑)。
 PCに関しては、ほんと⾃分はド素⼈なもので･･･。

添付して⾒せて下さって有り難いのですが･･･この⽂字の⼊った部分は、スキャンできるんでしょうか。
 やったことがないので分からなくて･･･。

 ⼀応、添付して下さった画像は頂戴いたします。
 どうもありがとうございます。

ちなみに･･･「負けないで」の秘話、私も読んでみたところ、⽬がウルウル、涙腺出ました。
 ⾳楽葬の、織⽥さんのコメントで、確か、「どんなには なれてても」

 の、「は」の⾳で、話題がありましたよね。

先週だったか、⽇曜のTBSの『モーニング』の番組で、今年亡くなった
 芸能⼈の映像を観ました。

 

https://bbsee.info/straylove/id/3384.html?edt=on&rid=3412
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そのときもウルっと来ました。

Re:strayさんへ

3466 選択 stray 2007-12-27 17:21:50 返信 報告

Hanaさん、こんばんは。

「原⼨⼤」はPC⽤語じゃありませんよ（笑）。

> 添付して⾒せて下さって有り難いのですが･･･この⽂字の⼊った部分は、スキャンできる
んでしょうか。 

 意味がよく分からないのですが…。
 ある部分だけスキャンできるか︖ってことですか︖

 たとえばこの画像のように。
 なんぼでも可能ですが、⾯倒くさいです（笑）。

> ⾳楽葬の、織⽥さんのコメントで、確か、「どんなには なれてても」 
 > の、「は」の⾳で、話題がありましたよね。 

 そうそう、私もＴＶ番組で⾒た覚えがあるので探しているのですが⾒つからないんです。

Hana様へ

3467 選択 ｍｅｇａｍｉ 2007-12-27 17:57:12 返信 報告

Hana様はじめまして megamiと申します。
Hanaさんのおかげで 私も素敵な泉⽔さんの画像を拝⾒させていただいております。いつもお礼を申し上げたいと思
っておりました。 これからもどうぞよろしくお願い致します。

 今回は画像だけでなく記事も読ませていただけて感動しました・・・（涙）とっても感謝しております。本当にあり
がとうございました☆

Re:strayさんへ

3475 選択 Hana 2007-12-27 22:14:15 返信 報告
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原⼨⼤･･･PC⽤語じゃないんですね。
ただ、原⼨⼤は⾊が付いてるものではなくて、strayさんの教えて下さった通りで良いんですよね。

⽂字がある部分のスキャンとは･･･「ZARD」などと⽂字が⼊っているものもあるので、
 ⽂字だけを取り除くように、編集できるのかとお聞きしたかったんですよ。

 （意味分かりますか︖）
 要は、♯3466のようなことだったんですが･･･

無理に探り出そうとしなくても･･･お時間のあるときに。

>>megamiさん 
 こちらこそ、初めまして。

 いえいえ、とんでもないです。お礼が⾔いたいのは私です。このサイトの管理⼈さんには、
 いつもいつもステキな画像を頂いてて、とても有り難く思っております。

 管理⼈さんに感謝です。
 

Re:strayさんへ

3477 選択 stray 2007-12-27 22:31:46 返信 報告

Hanaさん、こんばんは〜（テンション下がってるつもり）

原⼨⼤＝そのままの⼤きさ
 っていう普通の⽇本語なんですけど（笑）。

スキャンするときに解像度を上げれば、5cmの画像を20cmに⼤きくすることもできるので、
 原⼨⼤でいいの︖って聞いたんです。前にもそんなことあったような…（笑）。

> 要は、♯3466のようなことだったんですが･･･ 
 Hanaさんのパソコンに、画像編集ソフトが何かインストールされていませんか︖

 画像編集ソフトがあれば、画像のお好きな部分をいくらでも切り取ることができます。
 上の画像をDLして、画像編集ソフトで切り取っていただくのがもっとも簡単な⽅法です。

 と⾔っても無理そうなので、時間があるときにしてあげますから、少々お待ちを（笑）。

https://bbsee.info/straylove/id/3384.html?edt=on&rid=3477
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3477


Re:strayさんへ

3486 選択 Hana 2007-12-28 09:44:08 返信 報告

へぇ、そんな画像編集専⽤ソフトなんてあるんですか。
 初めて聞きました。

 私の使っているパソコンには、そのようなソフトはインストールされておりませんが･･･し
ていただけるのでしたら助かります。

原⼨⼤の画像は、確かにこの画像で依頼しました。
 前に投稿で頂いた画像はどこ⾏ったんだ･･･︖

 そう⾔う意味だったんですね。私の⽅が理解出来ていなかったみたいで･･･

個⼈のことですが・・・
 12⽉29⽇から留守にしますので、返信が遅くなりますが、

 宜しく御願い致します。
 

Hanaさんへ

3487 選択 stray 2007-12-28 10:27:08 返信 報告

こんにちは、カットした画像を連続投稿しますので、
 ⾵呂敷広げて受け取ってね（笑）。

> 前に投稿で頂いた画像はどこ⾏ったんだ･･･︖ 
 > そう⾔う意味だったんですね。私の⽅が理解出来ていなかったみたいで･･･ 

いえいえ、そうじゃなくって。⾯倒くさいいから説明しません（笑）。
 

cut-3

3488 選択 stray 2007-12-28 10:27:51 返信 報告

cut-3
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cut-4

3489 選択 stray 2007-12-28 10:28:16 返信 報告

cut-4

cut-5

3490 選択 stray 2007-12-28 10:28:45 返信 報告

cut-5
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cut-6

3491 選択 stray 2007-12-28 10:29:10 返信 報告

cut-6

cut-7

3492 選択 stray 2007-12-28 10:29:38 返信 報告

cut-7

cut-8

3493 選択 stray 2007-12-28 10:30:35 返信 報告

cut-8

これだけは⽂字が少し⼊ってしまいますので、
 はさみでちょんぎって下さい（笑）。
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Hanaさんへ

3494 選択 xs4ped 2007-12-28 18:43:35 返信 報告

Hanaさん、こんばんは。

> へぇ、そんな画像編集専⽤ソフトなんてあるんですか。 
 > 初めて聞きました。 

 > 私の使っているパソコンには、そのようなソフトはインストールされておりませんが･･･していただけるのでしたら
助かります。

こちらからダウンロードして下さい。(WinShot)
 http://www.forest.impress.co.jp/lib/pic/piccam/capture/winshot.html

strayさんも忙しいと思うので、今後ご⾃分で好きなように
 キャップチャして下さい。

 使い⽅が分からない場合は、BBSにカキコすれば誰か教えてくれると思います。(私も含め)

Re:Ｓｔｒａｙ様へ

3505 選択 オーマイ 2007-12-28 22:29:53 返信 報告

こんばんは〜です。
 ⼣⽅、記事保存したのですが読みにくいな思ってましたが

 画像編修ソフトで読み込んで拡⼤の基本的なこと忘れてましたｗ
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ＴＶで語られてた坂井さんの⼈柄が詳しく分かる記事ですね。
「そうなんだよな」「やっぱりだよ」なんて独り⾔が出たました。

 当然、ウルでした。

Hanaさんへ

3507 選択 stray 2007-12-28 22:42:50 返信 報告

#3494でxs4pedさんが紹介してくれたのは、動画をキャプチャするソフトです。
 #3505でオーマイが書かれているのは画像ビューワーのことだと思います。

私が⾔ってるのは、画像をカットしたり、サイズを変更したりする「Photoshop」のような
 ソフトのことです。

オーマイさん、こんばんは。
 病院でのエピソードは眉唾な点がありますが、飾らない⼈柄にジーンときますよね。

xs4pedさん、Hanaさんを混乱させないで下さい（笑）。
 取り込んでますので、メールの返事は後⽇に。

xs4pedさんへ

3697 選択 Hana 2008-01-07 09:42:51 返信 報告

折⾓ULRを貼って下さって申し訳ないですが、
 ⾃分には分かりません;

そりゃ、管理⼈さんもお忙しいこと承知ですが･･･
 ごめんなさいm(_ _)m

strayさんの仰るように、頭がパニックになりました(笑)

strayさん。お忙しいこととは思いますが、お任せします。
 返事は焦りませんのでm(_ _)m

 cut3〜8は、確かに、⾵呂敷に包んで持って帰らせて頂きました(笑)
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Hanaさんへ（オススメ無料ソフト）

3698 選択 stray 2008-01-07 12:26:59 返信 報告

Hanaさん、こんにちは、お久しぶりですね。

パニック状態に追い討ちかけちゃいますが（笑）、
 無料の画像編集ソフトを紹介します。

 「JTrim」といって、とっても軽いソフトです。
 http://www.woodybells.com/jtrim.html

真ん中ほどにある「DOWNLOAD セットアップ版」をクリックして、
 「実⾏」をクリックすると、ものの数秒でインストールされます。

 画像の切り取りは⾄って簡単ですので、試しにお使いになってみて下さい。
 ”もう編集してあげない”ということではありませんので（笑）。

 

strayさんへ

3700 選択 Hana 2008-01-07 15:04:51 返信 報告

お久し振りです。お元気でしたか︖

ご紹介いただきましたサイトをDLしてみました。
 確かに優しくて軽かったです。

 ⾃分で⼿軽に編集出来そうなので、試してみますです。
有り難うございます。

 

お久しぶりです

3690 選択 ヒツキ 2008-01-06 22:53:09 返信 報告
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ＺＡＲＤ研究所の皆様、お久しぶりです。
三が⽇があけ、仕事も落ち着いて来ました。

 遅くなりましたが、新年のご挨拶に来ました。
 今年もよろしくお願いします。

 先輩が少しずつですが「promised you」にはまっています＾＾

Re:お久しぶりです

3691 選択 xs4ped 2008-01-07 00:42:10 返信 報告

ヒツキさん、こんばんは。

> 先輩が少しずつですが「promised you」にはまっています＾＾

泉⽔ワールドにどっぷり嵌まらせて下さい。(笑)

今年も宜しくお願いします。
 

どうぞよろしく

3693 選択 カーディガン 2008-01-07 01:12:04 返信 報告

ヒツキさん、こんばんは。お久しぶりです。
 先輩もどんどんZARDにはまってほしいですね。また、先輩・後輩とのお話をお聞かせください。

 今年もどうぞよろしくお願いします。

Re:お久しぶりです

3696 選択 stray 2008-01-07 08:35:00 返信 報告

ヒツキさん、おはようございます。
 本年もどうぞよろしくお願いします︕

会話の中に歌詞の⼀部が出てくるようだとしめたものですが（笑）。
 ”先輩シリーズ”今年も期待してま〜す（笑）。
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シングル⽉間ランキング

3687 選択 atti 2008-01-06 22:00:30 返信 報告

皆さん、こんにちは。

カレンダーや、動画などを作成していますが・・。

そのような中で、ORICONの12⽉度のシングルランキングが
 更新されていることに、気がつきました。

http://www.oricon.co.jp/rank/js/m/
12⽉度 11位 推定売上枚数64134

http://atti.jugem.cc/
 PS.本⽇は

 19th SINGLE 「Don't you see!」1997/1/6発売
 の⽇ですね。

Re:シングル⽉間ランキング

3689 選択 stray 2008-01-06 22:52:43 返信 報告

attiさん、こんばんは。

ORICONシングルランキング、ありがとうございます。
 半⽉ちょっとで64,134枚、11位ですか。

 Totalで10万枚を越せば⽴派な数字でしょう。

発売⽇企画はあちこちのサイトでやってますので、ここではとくにやりません（笑）。
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本年もどうぞよろしく︕

3611 選択 Ｔ２８ 2008-01-02 12:01:09 返信 報告

皆さま、こんにちは。

旧年中はお世話になりました。
 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

⼤晦⽇、リアルタイムで紅⽩を⾒ていました。
 あんなにドキドキして紅⽩を⾒たのは初めてでした（汗）。

 時間の短さや扱いなどに、不満が無いわけではありませんが、
 それでも、ZARDを知らない⽅に⾒て頂けたのは良かったと思います。

 視聴率が落ちているとはいえ、⾒ている数は多いでしょうから、
 これをキッカケに興味を持ってくれる⼈が増えたら嬉しく思います。

 あの会場に、仲間の⽅々が居るというのも、感慨深いものがありました。

新年早々、Z研をサボってしまいまして・・・（汗）、ご挨拶が遅くなりました。
 所⻑、ごめんなさい。留守番のくせに申し訳ないです。

 どうかクビだけは・・・。<(_ _)>

皆さまにとって、幸せな⼀年でありますように、お祈り申し上げます。
 （繰り返しになりますが）これからもどうぞよろしくお願い致します。
 

Re:本年もどうぞよろしく︕

3628 選択 xs4ped 2008-01-02 19:20:12 返信 報告

Ｔ２８さん、こんばんは。

> それでも、ZARDを知らない⽅に⾒て頂けたのは良かったと思います。 
 > 視聴率が落ちているとはいえ、⾒ている数は多いでしょうから、

昨年⼤みそかに放送されたＮＨＫ「第５８回紅⽩歌合戦」の視聴率が、関東地区で第１部３２・８％、第２部３９・
５％となり、第２部は２００４年に次ぐワースト２位だったことが２⽇、ビデオリサーチの調べで分かった。
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前年⽐でも第２部は０・３ポイント減となったが、第１部では逆に２・２ポイント上回った。

第１部では逆に２・２ポイント上回った。のは、ＺＡＲＤの出場が⼤きかったのではないかと思います。

> これをキッカケに興味を持ってくれる⼈が増えたら嬉しく思います。

此れを機会にまた１⼈でも多くＺＡＲＤファンが増えてくれれば嬉しいですね。

> あの会場に、仲間の⽅々が居るというのも、感慨深いものがありました。

同感です。
 また、カーディガンさんから詳細レポートが頂けて良かったですね。

本年も宜しくお願い致します。
 

xs4pedさんへ

3651 選択 Ｔ２８ 2008-01-03 21:12:18 返信 報告

xs4pedさん、こんばんは。

紅⽩の視聴率の落ち込みは予想以上ですね。
 考えてみたら、私もZARDの部分しか⾒ていないです（汗）。

 ただ、逆にZARDファンじゃない⼈が⾒る番組とも⾔えるので、
 その⽅達がZARDの曲に触れて、⼀⼈でも多くファンになったら、

 今回の紅⽩初出演も、とても価値のあることだったと⾔えますね。

こちらこそ、本年もよろしくお願いいたします。

Ｐ.Ｓ. xs4pedさんが、動画編集なさる時に使⽤しているソフトなのですが、
  よろしければ、教えて頂けないでしょうか︖

 

Re:本年もどうぞよろしく︕

3652 選択 atti 2008-01-03 22:27:20 返信 報告

xs4pedさん、皆さん、こんにちは。

https://bbsee.info/straylove/id/3611.html?edt=on&rid=3651
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3651
https://bbsee.info/straylove/id/3611.html?edt=on&rid=3652
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3652


関⻄地区では、第１部が関⻄地区３３・２％、第２部が関⻄地区３９・５％であったので地域で少し異なるようです
ね。

 ⼤阪の第１部はZARD効果（昨年⽐上昇）かな。

ttp://www.videor.co.jp/data/ratedata/program/01kouhaku.htm

歌⼿別視聴率

3663 選択 atti 2008-01-05 09:50:26 返信 報告

皆さん、こんにちは。

> ⼤阪の第１部はZARD効果（昨年⽐上昇）かな。 
 歌⼿別視聴率が発表されましたが、詳細の書いているサイトを検索してみました。37.0%でしたね。

ttp://holiday22.keyblog.jp/blog/

ttp://holiday22.keyblog.jp/blog/10052938.html
 の話などのあるサイトです。

http://atti.jugem.cc/

Re:歌⼿別視聴率

3664 選択 アネ研 2008-01-05 11:08:22 返信 報告

おはようございます。
 これみると、ZARDの前より上がってるので嬉しいですね。

おおよその時間の発表があったので、その頃から⾒た⼈も多いのでしょうか。

歌⼿別視聴率（スポニチ）

3665 選択 stray 2008-01-05 13:18:50 返信 報告
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attiさん、こんにちは。
歌⼿別視聴率の情報ありがとうございます︕

スポニチをスキャンして貼ってみました。
 グラフだと⼀⽬瞭然ですね。

 32〜33%だったのが、坂本冬美で3%跳ね上がってますが、
 これは”そろそろZARDかな︖”とチャンネルを回したせいでしょうから（笑）、

 ZARD効果は4%程度あった︕とみてよいのではないでしょうか。

Re:歌⼿別視聴率（スポニチ）

3670 選択 atti 2008-01-05 21:07:58 返信 報告

strayさん、こんにちは

> スポニチをスキャンして貼ってみました。 
 > グラフだと⼀⽬瞭然ですね。

スポニチサイトに歌⼿別視聴率がUpされましたね。
 ↓同じものですね

ttp://www.sponichi.co.jp/entertainment/kouhaku/2007/shichou.html

Ｔ２８さんへ

3681 選択 xs4ped 2008-01-06 16:37:43 返信 報告

Ｔ２８さん、こんにちは。

> Ｐ.Ｓ. xs4pedさんが、動画編集なさる時に使⽤しているソフトなのですが、 
 >  よろしければ、教えて頂けないでしょうか︖

Ｐ.Ｓを⾒落としておりました。m(__)m
 ソフトはWindows ムービーメーカーです。

 Windowsパソコンであれば標準で⼊っているものです。 
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xs4pedさんへ

3682 選択 Ｔ２８◆HLV594mjiY 2008-01-06 16:46:08 返信 報告

xs4pedさん、こんにちは。

> ソフトはWindows ムービーメーカーです。 
 > Windowsパソコンであれば標準で⼊っているものです。

ありがとうございます。
 今、丁度⾒ていたもので、先にお礼だけ・・・。

所⻑︕ 「トリップキー」以外にも、新機能が追加されたの︖
 「話題の表⽰順序を上げない」てのがあるけど︖

 この話題も”上げない”⽅がいいね︖ ”上げない”でおきます（笑）。
 

新機能まとめ

3683 選択 stray◆PpAVzVXpB6 2008-01-06 18:50:17 返信 報告

最近、以下の新機能が続々と追加されています。
 YouTubeのURLを⾃動的に埋め込みコードに変換するβ版テストも実施されています。

(1)記事の再編集
 (2)携帯電話サポート

 (3)ID表⽰機能
 (4)トリップ表⽰機能

(5)話題タイトルリンク機能
 (6)投稿後遷移先設定

 (7)表⽰返信件数設定(省略表⽰機能)
 (8)ページの順序を反転させる設定

 (9)記事⼀覧に返信を表⽰するかどうかの設定

部⻑の問い合わせは(6)だと思いますが、「上げない」で投稿したのに「上がって」ますよね（笑）。
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新機能「トリップキー」

3680 選択 stray◆PpAVzVXpB6 2008-01-06 15:44:38 返信 報告

皆さんこんにちは。

またまた「新機能」が追加されました（笑）。
 『トリップキー』といって、個⼈を識別するコードのようなものです。

***********************************************
 名前の後ろに、"#"を⼊⼒し、続いて好きな⽂字列（パスワード、またはトリップキー）を

 ⼊⼒することで、表⽰名の後ろに「◆wYW6SiJDXE」などと暗号化された⽂字（トリップ）を
 付加する機能です。

このトリップを名前に付けることができるのは、トリップキーを知っている本⼈のみと
 なりますので、個⼈の証明として利⽤できます。

 ***********************************************

⾃分⾃⾝であることを証明でき、かつ、⾃分の名を騙った投稿を防げる機能です。

使いたい⼈はどうぞお使い下さい（笑）。

NHK紅⽩「⼩椋桂×美空ひばり」の演出

3679 選択 stray 2008-01-06 15:38:46 返信 報告

皆さんこんにちは。

NHK紅⽩歌合戦、ご覧になられた⽅も多かったと思います。
 ZARD出演のところだけですか︖（笑）

https://bbsee.info/straylove/id/3680.html
https://bbsee.info/straylove/id/3680.html?edt=on&rid=3680
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3680
https://bbsee.info/straylove/id/3679.html
https://bbsee.info/straylove/id/3679.html?edt=on&rid=3679
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3679
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/74791edf1f8e8b8289a5067737630874.jpg


終盤の企画「⼩椋桂×美空ひばり」で、ステージ上に、
⼩椋さんの横に、美空ひばりさんの⽴体映像が⼀瞬映りました。

 ttp://www.youtube.com/v/oM9zaARDuu4&rel=1（YouTube映像）

スキージャンプのＫ点ラインや、競泳でプール底⾯に映る着順表⽰等に使われる
バーチャル映像技術らしいのですが、私は3D映像であって欲しいと思っています。

 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3642786.html

⼩椋さんの前にある⿊い⼤きなボックスが怪しい（笑）。
 何が⾔いたいかというと、2008コンサートツアーでは、

 是⾮とも泉⽔さんを、ステージ中央に3D映像で再現して欲しい︕と切に願っているということ。
 何とかなりませんかね、Beeingさん（笑）。

☆

3668 選択 ミキティ 2008-01-05 13:56:30 返信 報告

新年 おめでとうございます☆

 ご挨拶が遅れ申し訳ございません。

ただ今 帰省先の地⽅の図書館にて投稿しています。

 昨年はみなさんに出逢うことができてとても嬉しく
 そして感謝の気持ちでいっぱいです。

 （慣れないPCで顔⽂字が出せませ〜ん（泣）
  今年もどうぞ宜しくお願いします。

 まだ雪が残る東北に居ますが またゆっくり遊びに来ますね
 ☆☆

ミキティさんへ
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3669 選択 stray 2008-01-05 19:44:18 返信 報告

あけましておめでとうございます

わざわざ帰省先の図書館からＺ研のために︕︕（笑）
 本年もＺ研をどうぞよろしくお願い申し上げます︕

東北地⽅は正⽉寒波に⾒舞われ、私のところは積雪50cmもありますが（笑）、
 今⽇は（明⽇も）好天で暖かな⼀⽇でした。

 明⽇はリターンで混雑するかも知れませんね。どうぞお気をつけてお帰り下さい。
 

●●mugen●●

3642 選択 匿名 2008-01-03 09:24:19 返信 報告

new CD
 onelife words by mai kuraki

http://www.filebank.co.jp/wblink/04cfeb553a860cdc29c5ab6db22e08f6

どういうこと︖

3656 選択 stray 2008-01-04 19:34:10 返信 報告

匿名さん、アップありがとうございます︕
 てっきり倉⽊⿇⾐の映像だと思い込んで、今までチェックを怠ってました。

皆さんこんばんは。
 MU-GEN 2008-01-03放送分で、リクメモ２のファン投票結果として、

 １位「負けないで」
 ２位「⼼を開いて」
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と報道されています。どういうことなんでしょうね。
事務所の発表はウソ（データ改ざん）なのか︖

 

ONE LIFEの歌詞

3658 選択 ALIL.1967 2008-01-04 21:52:31 返信 報告

を⾒て気になったので。倉⽊さん意識してるなって。あと，PVの作り⽅がDon't you see!を意識しているというか，
撮影する⼈たちがかぶっているんでしょうか。雰囲気が少し似ているような気がする。

  いままでは『お名前』の欄に⾃動的に記⼊されていたので前回（⼆つ上↑のは私です）はそのまま送信してしまった
のでした。

Re:ONE LIFEの歌詞

3659 選択 stray 2008-01-04 22:34:46 返信 報告

ALIL.1967さん（でしたか︕）こんばんは。

そういう意味で「ONE LIFE」の映像を張られたんですね。
 それじゃ私以上に端折り過ぎってもんです（笑）。

歌詞のほうは”負けないで”のところだけのようですが（笑）、
 PVは「Don't you see!」をかなり意識しているというか、

 もしかしたらZARDロケ映像のストックだったりして︕
 雰囲気が相当似ているような気がしました。

Re:ONE LIFEの歌詞

3661 選択 ALIL.1967 2008-01-05 09:27:41 返信 報告

strayさんへ
 > それじゃ私以上に端折り過ぎってもんです（笑）。 

 省略し過ぎでしたか。

https://bbsee.info/straylove/id/3642.html?edt=on&rid=3658
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3658
https://bbsee.info/straylove/id/3642.html?edt=on&rid=3659
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3659
https://bbsee.info/straylove/id/3642.html?edt=on&rid=3661
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3661


> 歌詞のほうは”負けないで”のところだけのようですが（笑）、 
ルーレット，cry，揺れる，君，とか意識してるのかなと。

> PVは「Don't you see!」をかなり意識しているというか、 
 > もしかしたらZARDロケ映像のストックだったりして︕ 

 それだったら本当に⾯⽩かったんですが．．．ツインタワーもないし，タクシーの⾞種は変わってるし，公衆電話の
会社も違ってるみたいだし９０年代のNYではないですね。

  アーチストの動画はほんの少しで，静⽌画に街の⾵景というPVは珍しい⽅なんでしょうね。

Re:ONE LIFEの歌詞

3666 選択 stray 2008-01-05 13:22:56 返信 報告

ALIL.1967さん、こんにちは。

> ルーレット，cry，揺れる，君，とか意識してるのかなと。 
 そう⾔われればそんな歌詞もありましたね。

 倉⽊⿇⾐もネタ切れなのか︖

>  アーチストの動画はほんの少しで，静⽌画に街の⾵景というPVは珍しい⽅なんでしょうね。 
 最近のNYの映像のようですね（笑）。

 ZARDの全盛期のPVは、”静⽌画に街の⾵景”が多かったです。
 わざわざ外国に⾵景だけ撮りに⾏く意味がわかりませんが…（笑）
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. オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [3616]●●無限20071226 mp4●●(3) [3617]NHK⼤阪ホール ⼤晦⽇スペシャル〜ZARDコンサートレポート〜(15) [3629]紅
⽩企画について(5) [3634]本年もどうぞよろしくお願い申し上げます︕(0) [3536]今年最後の作品(5) [3581]紅⽩レポ〜パンフレ
ット(3) [3577]●●紅⽩いろいろ●●(4) [3614]海外系・・・(0) [3613]●●紅⽩ wmv&mp4●●(0) [3585]♡A HAPPY NEW YEAR
♡(12)

新しい話題を投稿する

« 42 41 40 39 38 37 36 35 34 »

●●無限20071226 mp4●●

3616 選択 ALIL.1967 2008-01-02 14:21:13 返信 報告

これもすでにどなたかが．．．

無限20071226.mp4 99.5MB
 http://www.filebank.co.jp/wblink/f00d1e895aff4ce1cc7b6e7807d47c5d

 

●●無限20071226 wmv●●
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3623 選択 ALIL.1967 2008-01-02 15:47:50 返信 報告

wmvです。
 無限20071226.wmv 49.1MB

 （mp4はちょっとサイズ⼤きすぎでしたね︕︖）
 http://www.filebank.co.jp/wblink/eec08361c0454a5ac044a97e35ba70ac

１４⽇間ですよ。

Re:●●無限20071226 mp4●●

3650 選択 atti 2008-01-03 21:08:48 返信 報告

ALIL.1967さん、こんにちは。

2007年の全体を網羅している映像でしたね。

iTunesには登録できるのですが、touchへ同期時に
 認識できない形式ですの表⽰が。

WMVからの変換環境を構築します。

MPEG Streamclipで『動画の最⼤ビットレートを1400kbpsに』

3660 選択 ALIL.1967 2008-01-05 09:18:37 返信 報告

attiさんへ
> iTunesには登録できるのですが、touchへ同期時に 

 > 認識できない形式ですの表⽰が。

これまでのmp4をいろいろとチェックして⾒たのですが＞＞『動画の最⼤ビットレートを1400kbpsに』してないとi
Tuneからtouchへ転送されないようです。これまでupしたmp4はwmvに負けずに画質重視にしたので touchの上限
ビットレートを超えるものがほとんどです。 mp4&H264のままビットレートを下げる変換が必要です。（ついでに
画像サイズもQVGAなどにしてもよし）

  iTuneでも変換できるみたいですが，MPEG StreamclipのBatchListで複数wmvの⼀括変換でmp4化するのが便利
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ですよ。
 touchにすべてを転送しようとしてそういうmp4があるのに今頃気がつきました。転送できていたのもあるので。

 ipod派の皆様，お⼿数です。

NHK⼤阪ホール ⼤晦⽇スペシャル〜ZARDコンサートレポート〜

3617 選択 カーディガン 2008-01-02 14:40:36 返信 報告

NHK⼤阪ホール ⼤晦⽇スペシャル〜ZARDコンサートレポート〜

当⽇は、PM６時から、整理券で、⼊場のための座席指定席券を配布した。整理券に番号は振ってあったが、もともと決まって
いたわけではない。

 整理券によって配布する座席指定席券に席番号が振ってあった。
 並んでいた⼈々は、30代から60代といった感じでした。ZARDファンが多かったように思います。

 会場内はとてもきれいなコンサートホールでした。⾳響効果はとてもよかった。
 定員が1400名ほどなので、あまり⼤きくない分、ライブが近くに感じられて、とてもよかったです。

プロローグで負けないでのメロディが流れていました。
 バンドマンの「ワン・ツー・スリー」の掛け声でスタート。

01 揺れる想い
  ⽩い上着にシャツ・ジーンズ

 02 IN MY ARMS TONIGHT
  ジージャンとジーンズ

 03 遠い⽇のNostalgia
  ジージャンとジーンズ（02と同じ服装）

 04 もう少し あと少し・・・
  ⽩いセーターとジーンズ、⻘いダンガリーシャツで寝ている場⾯も出てくる。

 05 素直に⾔えなくて
  ⿊いトレーナーとジーンズ
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〜My Baby Grandの朗読（ナビゲーター野⽥幹⼦さんによる、録⾳のようです）
野⽥さんが2007年の追悼ライブに参加したことを話す。

 ⾚いトイピアノの意味についてお話がありました。My Baby Grandは⾚いトイピアノのことで、
 坂井さんが励まされたことを話しておりました。

  
 06 きっと忘れない

  ピンクのジャケットに⿊っぽいシャツ・ジーンズ
 07 ⼼を開いて

  ⾃転⾞に乗ってる映像
 08 Don't you see!

  NYのロケの映像、濃いメークが出てくるところ。

紅⽩オンエア前に10分ほど注意がありました。携帯電話の電源を必ず切るように、⼗分な説明がありました。
 本番で携帯が鳴ったり、⾳響機器に影響がないように、必ず電源を切るようにとのことでした。プラカードを
 持っている⼈は、カメラに映すために、場所の確認をしました。

……紅⽩中継オンエア……内容は、紅⽩の映像でご確認ください。各曲のショートバージョンのメドレーです。
 09 揺れる想い

 10 グロリアスマインド
 11 負けないで

 ……中継オンエア終了……

12 負けないで（⼤阪の会場の皆さんがまだ物⾜りないでしょう、ということで）

コンサート終了後、スクリーンには、「坂井泉⽔さん ありがとう」の⽂字が映し出されました（涙）

[Guitar] 葉⼭たけし 岡本仁志 SCHON
 [Acoustic Guitar] ⼤⽥紳⼀郎 岩井勇⼀郎

 [Keyboards］古井弘⼈
 [Bass］⿇井寛史

 [Drums］⿊瀬蛙⼀ ⼭⼝篤
 [Percussion］⾞⾕啓介

 



[Chorus］岡崎雪 荒神直規
※⼤藪拓さんもいましたね。

忘れてはいけませんね、「坂井泉⽔」さんも参加しておりました（TOT）~~

[Navigator] 野⽥幹⼦

今回もGARNET CROW（岡本さんと古井さん）が参加してくださりました。ほかのバンドメンバーの⽅も⼤晦⽇なのに、坂井
泉⽔さんのためにご協⼒くださいました。感謝ですm（_ _）m

 セットリストにつきましては、⼀部本家掲⽰板の2007さんのリストを借⽤しておりますm(_ _)m

基本的に、ＴＶ中継以外は、曲ごとの映像は、2007年のライブの映像です。⾏かれた⽅は、すぐに気づいたことと思います。
 重要なのは、2007年を締めくくるこのコンサートに参加できたことです。そして、全国のZARDを知らない⽅にZARDを知っ

てもらえるよい機会であったこと、坂井さんが紅⽩初出場を果たしたことです。
 このまま、来年のコンサートにつなげていければいいなと思います。

以上、NHK⼤阪ホールよりのZARDコンサートレポートでした。

NHK⼤阪ホール

3618 選択 カーディガン 2008-01-02 15:01:23 返信 報告

NHK⼤阪ホールの画像です。右の旗はNHKの旗です。真ん中の旗は⽇本、左が⼤阪の旗(澪つくし)
です。

Re:NHK⼤阪ホール ⼤晦⽇スペシャル〜ZARDコンサートレポート〜

3619 選択 atti 2008-01-02 15:03:02 返信 報告
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カーディガンさん、こんにちは。

会場での様⼦が分かりました〜。
 セットリストを参考にさせてもらい、iPodのプレイリスト作成して順番に聞いてみますね。

⼤賀好修さん、⼤楠雄蔵さんは、パシフィコ横浜CDLに参加していたようなので、2008コンサートでは登場してくれ
るのかと。

PS.野⽥さん、⿇井さんのブログに紅⽩関連の記述がありました。
 http://atti.jugem.cc/?eid=1461

Re:NHK⼤阪ホール ⼤晦⽇スペシャル〜ZARDコンサートレポート〜

3622 選択 Ｔ２８ 2008-01-02 15:45:09 返信 報告

カーディガンさん、こんにちは。

詳細レポートありがとうございます。
 会場の様⼦がよく伝わってきます。さすがカーディガンさんですね。

 紅⽩で放送された後も、ライブは続いていたと思っていたのですが、
 あの後は、⼀曲だけだったのですね。

バンドメンバーやスタッフの⽅々には本当に感謝しています。
 映像は既出のもののようですが、今年のライブには新たなものも出してくるのでしょうね。

 葉⼭たけしさんは、基本出ずっぱりだったのかな︖
 もちろん泉⽔さんも・・・（涙）。

ご参加なさったファンの皆さまにも感謝です。
 カーディガンさん、PANさん、ご苦労様でした。

 

Re:NHK⼤阪ホール ⼤晦⽇スペシャル〜ZARDコンサートレポート〜

3625 選択 xs4ped 2008-01-02 18:49:49 返信 報告

カーディガンさん、こんばんは。
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詳細なレポートありがとうございます。
会場の様⼦が伝わってきました。

ご苦労様でした。

Re:NHK⼤阪ホール ⼤晦⽇スペシャル〜ZARDコンサートレポート〜

3627 選択 皐 2008-01-02 19:08:58 返信 報告

カーディガンさん、こんばんは︕詳細レポートをありがとうございますね(o^∇^o)

詳しく書かれているので、コンサートの様⼦がとても伝わってきましたよ♪♪
 私も⾏きたかったです〜︕(笑)

 部⻑も仰っていますが、紅⽩で放送された3曲の後は、
 「負けないで」の1曲だけだったんですね。

 ちょっと意外でした＾＾

⼤晦⽇の夜にバンドメンバーやスタッフの⽅々が集まってくれて、感謝ですね☆ﾐ
 カーディガンさんもレポや写真のUP、ご苦労様でした(o^ω^o)

 泉⽔さんもお疲れさま︕︕

Re:NHK⼤阪ホール ⼤晦⽇スペシャル〜ZARDコンサートレポート〜

3631 選択 ｍｅｇａｍｉ 2008-01-02 20:14:27 返信 報告

カーディガンさんへ
とっても詳しいレポートをありがとうございました︕︕ 

 こんなに早く詳細レポートを拝⾒できるとは思っておりませんでしたので、とっても嬉しいです。
 > コンサート終了後、スクリーンには、「坂井泉⽔さん ありがとう」の⽂字が映し出されました（涙） 

 この部分を拝⾒しただけで涙が・・・
 > 忘れてはいけませんね、「坂井泉⽔」さんも参加しておりました（TOT）~~ 

 カーディガンさんとＰＡＮさんのおかげで 私も会場に参加させていただけた気分です・・・（嬉）
 期待してお待ちしていた通り“素晴らしいレポート”に感動致しました。本当にどうもありがとうございます︕︕
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Re:NHK⼤阪ホール ⼤晦⽇スペシャル〜ZARDコンサートレポート〜

3633 選択 アネ研 2008-01-02 21:29:10 返信 報告

こんばんは、カーディガンさん、
 年末の泉⽔さんへの応援と、レポートお疲れ様でした。

 コンサート会場周辺のたくさんの画像で、⾝近に感じました。
 盛り上がってよかったです。（笑）

 なんだか、携帯だけなんで、もどかしいようにも感じましたが〜。
 みなさんが⾔うように、この紅⽩初出場はあんまりZARDのことを知らなかった⼈のためにもよかったと思います。

 

Re:NHK⼤阪ホール ⼤晦⽇スペシャル〜ZARDコンサートレポート〜

3638 選択 kny 2008-01-02 22:31:05 返信 報告

カーディガンさん、別スレへコメントしたところ、ご挨拶いただき、ありがとうございました。
 当⽅からのごあいさつが遅れ、失礼しました。

 改めまして、はじめましてknyです。これからもよろしくお願いいたします。

私なりのフォローと感じたことを。

 紅⽩スタートからおしりかじり⾍までは紅⽩のライブを観覧、それからコンサートになりました。
  Ｄｏｎ’ｔ ｙｏｕ ｓｅｅ︕が終わった時点で、前説担当のアナが再登場。

  彼は、私たちを⽴たせて⼿拍⼦を強要（おおげさですが＾＾）しました。
  同時にステージの両脇にエキストラがわらわらと勢揃いしたので、紅⽩の演出ってこういうものかと思い知らされ

ました。
  私たちも開き直って、ZARDのために、坂井さんのために、やってやろうじゃないかという独特な雰囲気になりま

した。
  今思えばＮＨＫの思惑どおりになったんですね。

Re:NHK⼤阪ホール ⼤晦⽇スペシャル〜ZARDコンサートレポート〜

3639 選択 atti 2008-01-03 00:04:49 返信 報告
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カーディガンさん、皆さん、こんにちは。

葉⼭さんのブログが更新されました。
 12/31の写真を⾒ると、参考⾳源のCD('07.12.11)

 とあるので、発表(12/6)からまもなくになりますね。
 当然前準備しているのでしょうからあたりまえか。

※画像解析できる⽅は、CD盤⾯の⽂字解析をお願いいたします。
 上段︓????

 下段: ???? CD Ver ← Original?

Re:⾚い⽂字の部分

3644 選択 かず 2008-01-03 10:22:27 返信 報告

※９〜１１ＴｒａｃｋはＦｕｌｌ Ｓｉｚｅの物です。
  実際は、Ｌｉｖｅ ｖｅｒ．ＣＤに⼊っているサイズになりますのでご注意ください。

（⼀番下は⿊字で）Ｆｒｏｍ Ｏｒｉｇｉｎａｌ ＣＤ

Re:失礼しました

3645 選択 かず 2008-01-03 12:36:01 返信 報告

盤⾯のことですね。失礼しました。

Re:NHK⼤阪ホール ⼤晦⽇スペシャル〜ZARDコンサートレポート〜

3646 選択 カーディガン 2008-01-03 14:14:28 返信 報告

パンフレットをスキャンしたので載せておきます。
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Re:NHK⼤阪ホール ⼤晦⽇スペシャル〜ZARDコンサートレポート〜

3647 選択 カーディガン 2008-01-03 14:16:55 返信 報告

[3646]カーディガン:
 > パンフレットをスキャンしたので載せておきます。

Re:NHK⼤阪ホール ⼤晦⽇スペシャル〜ZARDコンサートレポート〜

3648 選択 カーディガン 2008-01-03 14:19:25 返信 報告

> パンフレットをスキャンしたので載せておきます。
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Re:NHK⼤阪ホール ⼤晦⽇スペシャル〜ZARDコンサートレポート〜

3649 選択 カーディガン 2008-01-03 14:20:00 返信 報告

> パンフレットをスキャンしたので載せておきます。

紅⽩企画について

3629 選択 stray 2008-01-02 19:20:50 返信 報告

カーディガンさん、PANさん、Ｚ研⼤阪⽀部︖ミニオフ会ご苦労さまでした︕
 カーディガンさんのレポート楽しく拝⾒しているところです︕

 ＴＶ画⾯で⾒た感想と、いくつか質問があるので書いてみますね。
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ステージに設置されたビジョンが、かなり⼩さ⽬に⾒えましたが、実際どんな感じでしたか︖
ステージ両脇に観客らしき集団が映りましたが、カーディガンさん、PANさんもあの中に︖

 前２列だけ隔離されて、しかも⼥性ばかりでしたが、あれは⼀体なんだったのですか︖

会場はえらく盛り上がってたようですが、紅⽩⽤の演出はＴＶで⾒る限り、今ひとつでした。
 ひと⾔で表すと「ZARDサウンド不発」といったところでしょうか。

 欲を⾔えば切りがないのですが（笑）、NHKさんはじめ関係各位に感謝、感謝です。

Re:紅⽩企画について

3632 選択 カーディガン 2008-01-02 20:31:11 返信 報告

こんばんは、所⻑様。
 お久しぶりです。今年もどうぞよろしくお願いします。携帯なので、⼿短に失礼します。

 会場は、思ったより⼩さかったので、後ろの席でもよく⾒えました。⾒やすかったです。
 両脇のギャラリーはよくわかりません。ゲストか何かではないでしょうか。

 2007年のライブの半分くらいの曲なのですが、会場の⼈たちは満⾜できたと思います。何といっても、メモリアルな
コンサートでしたので。テレビのZARDファンとしてはもの⾜りないでしょうね。でも、どの歌⼿も持ち時間は5分く
らいですから、まあまあでしょうか。10分くらいはやってほしいところでしょうが。

 泉⽔さんは、紅⽩出場ということで、歴史に名を刻むことができました。

Re:紅⽩企画について

3635 選択 atti 2008-01-02 21:51:07 返信 報告

strayさん、カーディガンさん、こんにちは。

> ステージに設置されたビジョンが、かなり⼩さ⽬に⾒えましたが、実際どんな感じでしたか︖

武道館では、378インチ 7.68m×5.76m
 ↓参考

 http://atti.jugem.cc/?eid=1279
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パシフィコ横浜には、設備として
LED250インチ︓画⾯サイズ5.04m×3.84m(W*H)

 があるようなので、NHK⼤阪のも250インチあたりですかね︖

LEDの⼤きさ

3640 選択 カーディガン 2008-01-03 00:29:32 返信 報告

こんばんは、attiさん。LEDの⼤きさですが、あまり⼤きくなかったです。縦4m×横5mくらいでしょうか。既存の設
備のようですが。attiさんのいうパシフィコ横浜クラスくらいでしょうか。

 会場は、坂になっていたし、私はやや後ろでしたが、バンドマンもよく⾒えました。坂井さんのセンターマイクも少
し⼩さくも、⾒えましたので。会場は収容⼈員が約1400名ですので、中規模のホールという感じですから、スクリー
ンの⼤きさのわりに⾒やすかったのだと思います。紅⽩の映像でスクリーンの⼤きさはわかるかと思います。

珍しい映像。

3641 選択 KOH 2008-01-03 09:05:43 返信 報告

2007.12.31の紅⽩直前のニュース7で流れました。
 こういうのが放送されるのは珍しいのでは・・?

 http://www.filebank.co.jp/wblink/3a553a6c8aa4e068955a2d1488aa308c

Re:珍しい映像。

3643 選択 atti 2008-01-03 09:27:11 返信 報告

KOHさん、こんにちは。

> 2007.12.31の紅⽩直前のニュース7で流れました。

DLさせてもらいました。
 事前の紅⽩フラッシュ等で紹介されるのかと思っていたのですが、この時間帯にあったのですね。
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本年もどうぞよろしくお願い申し上げます︕

3634 選択 stray 2008-01-02 21:30:22 返信 報告

皆様明けましておめでとうございます。
 （ご挨拶が遅くなって申し訳ございません）

年末年始は家族と共に、ネットも繋がらないひなびた温泉宿で過ごしてきました。
飲んでるか、⾵呂に⼊ってるか、ＴＶを⾒てるかのぐうたら⽣活でしたが、

 おかげさまで、のんびりと昨年の疲れを癒すことができました。
 ３⽇も留守にしたためすっかり浦島太郎状態で、ようやく巡回が済んだところです。

年末年始に多くの皆様から⼼温まるご挨拶を頂戴し、ありがとうございました。
 部⻑をはじめ所員がレスしてくれましたので、端折らせていただきますが、

 今年もZARD・坂井泉⽔さんについて、皆さんと共に楽しく語り合いたいと思いますので、
 ”ZARD情報発信基地 Ｚ研”を何卒よろしくお願い申し上げます。

新年早々、新コンテンツ企画が密かに進⾏中です（笑）。
 どうぞお楽しみに︕

今年最後の作品

3536 選択 xs4ped 2007-12-31 00:27:18 返信 報告

皆さん、こんばんは。

今年も、あと⼀⽇ですね。
 今年は、私にとって不幸(訃報)続きの連続でしたが、(泉⽔ちゃんの訃報も含め)泉⽔ちゃんを通じて

皆様に出逢え、パワーを頂けた事に⼤変感謝しております。
 そして、これからも宜しくお願い致します。
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今年最後の作品となります。
⼤阪に⾏けない⼈、NHK(紅⽩)に⾏けない⼈(私も⾏けませんが)は、これで盛り上がって下さい。

 涙で盛り下がらないで下さいね。(笑)

⼜、年明け(元旦)にはお年⽟として加⼯画を公開致しますのでお楽しみにお待ち下さい。(^.^)

それでは管理⼈のstrayさん、皆さん、どうぞ良いお年をお迎え下さい。

PS.
 私事でございますが、喪中につき年末年始のご挨拶をご遠慮申し上げます

 本年中に賜りましたご厚情を深謝いたします
 年明も変わらぬご交誼のほどお願い申し上げます

ttp://jp.youtube.com/watch?v=P88hW2wm-6M

Re:今年最後の作品

3539 選択 xs4ped 2007-12-31 00:56:56 返信 報告

すいません、解除するのを忘れてました。(笑)
 もう⼤丈夫です。m(__)m

 

Re:今年最後の作品

3540 選択 オーマイ 2007-12-31 07:51:28 返信 報告

皆さん、おはようございます。

xs4pedさん、いつもありがとうございます。
 これから出勤なのにウルットしてしまいました。

 今⽇は紅⽩始まるまで帰宅できなさそうですが会社のＰＣにワンセグチューナー仕込んで⾒るつもりです。

Ｚ研の皆様へ
  此処で知った貴重な情報を沢⼭ありがとうございました。

  新たな坂井さんを⾒ることができ、とても良い年でした。
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 みなさま良いお年をお迎えください。

  そして、来年もよろしくお願いします。

Re:今年最後の作品

3543 選択 3456789 2007-12-31 15:43:05 返信 報告

お楽しみのところ邪魔します。
 このシリーズって、隠し録⾳ってこと︖

 もしもそうだったら、ＣＤの⾳や写真集の写真をＵＰしてるのとは
 違法⾏為の次元が違う気がする。盗難品か海賊版だろ。

 他のZARDファンやYoutubeユーザーに迷惑が及ぶのじゃないのか︖

お宝なんだろうけれど、Privateモードであんた⽅だけで楽しめばいいでしょ。

xs4pedさんへ

3626 選択 stray 2008-01-02 18:57:59 返信 報告

こんばんは、年末年始にかけて多くの作品をアップして下さりありがとうございます。
 中でも#3572は新春らしくてとっても素敵な作品ですね︕

 本年もＺ研をどうぞよろしくお願いします。

私も次元が違うように思いますので、リンクのhを抜かせていただきました。
最近ここの仕様が変わって、URLを貼ると勝⼿に埋め込みタグに変換してしまうようです。

 YouTube映像は、以後h抜きでお願いできれば幸いです。

strayさんへ

3630 選択 xs4ped 2008-01-02 19:50:30 返信 報告

strayさん、こんばんは。
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> 中でも#3572は新春らしくてとっても素敵な作品ですね︕

お褒め頂き光栄です。

> 最近ここの仕様が変わって、URLを貼ると勝⼿に埋め込みタグに変換してしまうようです。

そうでしたか。
 私はてっきり仕様を変更した物と思っておりました。

 仕様変更後、最初投稿した時は、いきなり画⾯が出てビックリしましたから。(笑)

今年も宜しくお願い致します。
 

紅⽩レポ〜パンフレット

3581 選択 カーディガン 2008-01-01 11:53:36 返信 報告

こんにちは。喪中というお気持ちの⽅もあろうかと思いますので、新年の礼は省かせていただきます。
 紅⽩パンフレットはこういうものです。旅先ですので、携帯撮影のものです。

 セットリストは本家にもあったとおりです。
 基本的に内容は追悼ライブの短縮版です。

 でも、昨年の最後の⽇に泉⽔さんへエールを送る現場にいられたことの意義は⼤きいと思います。
 これを今年のコンサートにつなげられればと思います。

Re:紅⽩レポ〜パンフレット

3582 選択 xs4ped 2008-01-01 12:27:06 返信 報告

カーディガンさん、こんにちは。

> こんにちは。喪中というお気持ちの⽅もあろうかと思いますので、新年の礼は省かせていただきます。
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泉ちゃんの為に、喪に服してる⽅も多いようですね。
私は本当に喪中ですが、喪中の⽅が多いのでチョット複雑な気持ちです。

> でも、昨年の最後の⽇に泉⽔さんへエールを送る現場にいられたことの意義は⼤きいと思います。 
 > これを今年のコンサートにつなげられればと思います。

同感です。
 昨年の最後の⽇に泉⽔さんへエールを送れた意義は⼤きいですね。

昨⽇は、ご苦労様でした。
 今年も宜しくお願い致します。

Re:紅⽩レポ〜パンフレット

3584 選択 kny 2008-01-01 15:15:05 返信 報告

カーディガンさん、こんにちは。

私も会場におりました。

> でも、昨年の最後の⽇に泉⽔さんへエールを送る現場にいられたことの意義は⼤きいと思います。

まったく同感です。
 そのために、四国から家⼈とクルマで⽇帰りしました。

 もっとも、帰宅したのは午前１時前でしたが＾＾

Re:紅⽩レポ〜パンフレット

3620 選択 カーディガン 2008-01-02 15:15:42 返信 報告

xs4pedさん、こんにちは。
 レスありがとうございます。私はなんとか2007年を締めくくるコンサートに参加できたわけですが、

 遠くて参加できない⽅も多かったと思います。皆さんの分も、泉⽔さんへのエールを送ることができたと思います。
 今年のコンサートでも、泉⽔さんへの気持ちを送りたいですね。
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knyさん、はじめまして、こんにちは。
四国から参加ですか、お疲れ様でした。少し遠くても、やらないで後悔するよりは、やって後悔したほうがいいです
からね。

 私も、参加して本当によかったと思います。⾞の中での年越し、お疲れさまでしたm(_ _)m

●●紅⽩いろいろ●●

3577 選択 ALIL.1967 2008-01-01 03:59:59 返信 報告

研究所のみなさん，訪問者のみなさん
  ファイルのタイトルでえらんでみて。vobファイルからの変換です。

http://www.filebank.co.jp/wblink/de226b596d49597b851efc89470eb961

新年おめでとうございます

3578 選択 GTO 2008-01-01 04:47:53 返信 報告

ALIL.1967さん、明けましておめでとうございます。

早速、ダウンロードさせていただきました。
 2008年もよろしくお願いいたします。

2008年もALIL.1967さんにとって良い年でありますように...

Re:●●紅⽩いろいろ●●

3588 選択 皐 2008-01-01 16:11:09 返信 報告

ALIL.1967さん、GTOさん あけましておめでとうございます︕

データ早速いただきました(*^∇^*)いつも本当にありがとうございますね☆ﾐ
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お⼆⼈とも、今年もどうぞよろしくお願いいたします︕

Re:●●紅⽩いろいろ●●

3592 選択 atti 2008-01-01 16:32:16 返信 報告

ALIL.1967さん、こんにちは。

チェックできていないのを⾒れました。
 ありがとうございます。

PS.変換環境はWinな⼈なので、iPod対応は、今後構築します。
 

wmv -> mp4 (動画ファイルの話題で)

3615 選択 ALIL.1967 2008-01-02 14:14:54 返信 報告

GTOさん，皐さん よろしくおねがいします
  研究所はwmvが標準ということ...でしたよね。Windows使っている⽅が多いですから。

attiさんへ
  upしていただいた映像ファイルいただきました。mp4に変換させていただいております。特にリクエストがありま

したらファイルバンクへ送ります。
  私の場合は逆でmp4->wmvをいちおう解決したつもりです。FLIP4Mac WMV Studio，QuickTime ProにQuickT

ime MPEG-2でした。（あまり⾃信がないのですが，しらべたところ，とりあえず今こんなのとperianというOSXの
ソフトが⼊ってます）VLCでの変換がこちらではうまく動きません。

ipod videoや touchにいれて動画を⾒ている⽅々はどのようにされていますか︖wmv -> mp4はWindowsからOSX
なのでどうなんでしょうかね。

海外系・・・
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3614 選択 atti 2008-01-02 14:04:10 返信 報告

皆さん、こんにちは。情報提供ばかり(笑)ですが。

今回の紹介とは異なるサイトに、先⽇のpvtvがそのまま転載されているのです(爆)
 海外系の巡回サイトにて。

「時間の翼」のラジオ放送のものがありました。
 どこかで以前聞いたと思うのですが。

他にもひとまとめになっていますので、ご参考に。
 DLは2ページ⽬を参照すると⽅法は分かるかと思います。

ttp://www.tokyo-time.com/bbs/viewthread.php?tid=60650&extra=page%3D1
 直リンはしていません。

http://atti.jugem.cc/

●●紅⽩ wmv&mp4●●

3613 選択 ALIL.1967 2008-01-02 13:52:35 返信 報告

既にupされているようですが，mp4を作っておきました。

第58回紅⽩歌合戦.wmv 67.0MB
 http://www.filebank.co.jp/wblink/8a544a0ebefb833a7c04554d6b8bfa4c

第58回紅⽩歌合戦.mp4 73.8MB
 http://www.filebank.co.jp/wblink/796e2ea23bb9e17e079a0c4cdb1c3867

♡A HAPPY NEW YEAR♡
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3585 選択 皐 2008-01-01 15:47:50 返信 報告

皆さま、あけましておめでとうございます︕(o^∇^o)あっという間の2007年でしたね(私だけかな︖
(笑))

皆さま、昨年は⾊々とお世話になりました︕所⻑と部⻑を始め、所員の皆さん、
ゲストの皆さんにも優しく接して頂いて、私は幸せ者です(≧ω≦｡)

 そして去年はZARDという素晴らしいアーティストを改めて知った年でした。
 これからもずっとず〜っと、泉⽔さんの歌声は“かけがえのないもの”であります☆ﾐ

 今年もアルバム発売に、全国ツアーで⼤忙しでしょうね(>u<)

え〜、寒くなりましたが、皆さんも⾵邪とお正⽉太り(笑)には気を付けてくださいね♡(笑)
 今年もどうぞよろしくお願い致します︕(*^∇^*)ドルチェ副所⻑もよろしく☆ﾐ

【〜冬のひまわり〜】のレスです☆ﾐ

3586 選択 皐 2008-01-01 15:50:16 返信 報告

akiちゃんへ
 あけましておめでとう︕昨夜は⼀番乗りのレスをありがとね︕久々の1番だったね♡(笑)昨⽇の事がもう昨年になっち

ゃうのは
 変な気分(笑)だけど、2007年を締めくくる加⼯画がakiちゃんのお気に⼊りソングの1つであって良かったです(*^∇

^*)
 今年もどうぞ、よろしくね♪♪

T28部⻑へ
 あけましておめでとうございます︕いつも部⻑からのレス嬉しいです☆ﾐ 今年もぜひ“追っかけ1号”で居てくださいね

♡(笑)
 ギャラリー更新は落ち着いてからでいいので、気にしないで下さい(o^∇^o)今年もよろしくお願いします︕

megamiさんへ
 あけましておめでとうございます♪2007年最後の加⼯画は、たくさんの想いが詰まったこの曲にしました(*^u^*)

 泉⽔さんの作品から、私の気持ちを代弁して頂いて作ったような形ですね＾＾それがmegamiさんにとっても
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共感できる部分があるようで、“(この曲を)選んで良かったな”と、思います(*^u^*)今年もどうぞよろしくお願いし
ますね︕

xs4pedさんへ
 あけましておめでとうございます︕「新しいドア 〜冬のひまわり〜」は確かに予想外かもしれませんね(笑)

 ですが、歌詞からxs4pedさんに私の想いを酌み取ってもらえて嬉しいです(*^u^*)今年もよろしくお願いします
ね︕

 P.S.紅⽩の映像と、加⼯画をありがとうございました︕ これからも映像に画像にと、xs4pedさんの活躍を期待して
います☆ﾐ

アネ研さんへ
 あけましておめでとうございます☆ﾐ アネ研さんにそんな⾵に⾔ってもらえて、すごく嬉しいです(o≧ω≦o)

 私もアネ研さん独⾃のレスが楽しみの1つでありました(*^u^*)⾃分では気づかないようなところに気づいてくれた
ので、

 すごく嬉しかったですね☆ﾐ 今年もどうぞ、よろしくお願いします︕

Re:♡A HAPPY NEW YEAR♡

3591 選択 xs4ped 2008-01-01 16:30:04 返信 報告

皐ちゃん、こんにちは。

喪中の為、新年の挨拶は割愛させて頂きます。

> これからもずっとず〜っと、泉⽔さんの歌声は“かけがえのないもの”であります☆ﾐ

私にとっても泉⽔ちゃんの全てが“かけがえのないもの”です。(^.^)

今年の初作品頂きます。（*^_^*）
 お返しをお持ちしました。

Re:♡A HAPPY NEW YEAR♡

3593 選択 アネ研 2008-01-01 17:30:48 返信 報告
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こんにちは、皐ちゃん︕
連⽇の作品ありがとうございます。

 それにしても、「Seven Rainbow」ってぴったりの歌詞なんですね。（笑）
 泉⽔さんのモノクロで、⽂字の虹⾊が引き⽴ちますね︕

T28さんが追っかけ１号⽬指してるので、私は解説の第１⼈者⽬指してみますね。（笑）
 今年も宜しくお願いします。

xs４pedさん、連⽇の作品ありがとうございます。
 すごい腕の驚いてばかりです。

 今年も宜しくお願いします。

謹賀新年

3595 選択 かず 2008-01-01 18:06:59 返信 報告

みなさん、明けましておめでとうございます。
 所⻑さんのスレが無いのでこちらに・・・・。

これからも、宜しくお願いします︕︕︕

Re:♡A HAPPY NEW YEAR♡

3597 選択 DOMINGO 2008-01-01 19:10:16 返信 報告

皐さん、みなさん、こんばんは。ご無沙汰してます。
 先ほど仕事から戻りました＾＾︔昨年はお世話になりました。今年もよろしくお願いします＾＾ノ

Re:♡A HAPPY NEW YEAR♡

3598 選択 aki 2008-01-01 21:07:35 返信 報告
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*.ﾟ･｡:*:．ﾟ・☆A HAPPY NEW YEAR☆・ﾟ．:*:｡･ﾟ.*
さっちゃん、Z研のみなさま、改めまして今年もよろしくお願いいたします。

さっちゃん、年末年始で忙しいと思うのに、素晴らしい作品を２⽇連続でアップしてくれてありがとう(◎≧u≦)お疲
れ様＾＾さっちゃんの加⼯画を⾒ると、本当に元気が出ます︕

 いつ⾒ても素晴らしい〜〜〜( ≧∀≦)ノ（気のきいたコメントできなくてごめん↓笑)

泉⽔さんはもちろん、私にとってZARDFamilyのみなさんは本当にかけがえのない⽅達です。
 absolutely invaluable love again!!!

Re:♡A HAPPY NEW YEAR♡

3599 選択 ｍｅｇａｍｉ 2008-01-01 21:46:31 返信 報告

皐さんへ
 明けましておめでとうございま〜す︕

 昨⽇に引き続き またまた素敵な作品をありがとうございました︕
 ☆虹⾊の⽂字が明るい未来への掛け橋のように感じました・・・☆
 冬のひまわりのレスも感動です。わざわざ温かいお⾔葉をありがとうございました。

 本年もどうかよろしくお願い致しま〜す♡

akiさんへ
 “冬のひまわり”の⽅でレスいただき感激でした（涙）遅くなりまして申し訳ありません。 

 新年早々とっても良い年になりました♡どうもありがとうございます。
 akiさんにとっても良い年でありますように ⼼よりお祈り申し上げま〜す︕☆素敵な作品を期待しておりま〜す☆

xs4pedさんへ
 別スレの件でお礼です。

 お年⽟＆お年⽟２の素敵な作品をありがとうございました︕︕
 皐さんもおっしゃってましたが、キラキラがすご〜く印象的な作品でした。

 年末３１⽇の分は（私のＰＣ環境の問題だと思うのですが）残念ながら拝⾒できませんでした・・・とっても楽しみ
にしていたのに悲しかったです（涙）

 お願いなのですが、いつかＰＣを新調した時に 再度、あの作品を拝⾒させていただきたいのです。
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⽇本に帰る時期が未定なので かなり先のお願いになりますが、⼼の⽚隅にでも覚えておいていただいて ぜひ素敵
な作品を拝⾒させて下さい。新年早々お願いばかりで本当に申し訳ありません・・・

 いつも本当にありがとうございます。本年もどうかよろしくお願い致します。
 xs4pedさんの作品が楽しみなmegamiでした︕︕

Re:謹賀新年

3600 選択 mf 2008-01-01 21:56:09 返信 報告

新年明けまして おめでとう ございます

今年もよろしくお願いします

去年の12⽉には ヘミングウェイ原作の「武器よさらば」のような優しい気持になれましたそんな⼼境になれたこと
はなかったのですが・・・・・

今年もいい投稿ができるように頑張ります
  

 megamiさん今年もよろしく

ありがとうございます。

3601 選択 カーディガン 2008-01-01 21:59:14 返信 報告

皐さん、ありがとうございます。今年もどうぞよろしくお願いします。新年から素敵な画像をありがとうございま
す。家に帰ってゆっくりと拝⾒させていただきます。今年は全国ツアーがありますね。今年はいい年でありますよう
に。

ｍｅｇａｍｉさんへ

3606 選択 xs4ped 2008-01-02 00:25:26 返信 報告

ｍｅｇａｍｉさんへ
 こんばんは。
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喪中の為、新年の挨拶は割愛させて頂きます。

> xs4pedさんへ 
 > お年⽟＆お年⽟２の素敵な作品をありがとうございました︕︕ 

 > 皐さんもおっしゃってましたが、キラキラがすご〜く印象的な作品でした。

気に⼊って頂けたようで良かったです。

> 年末３１⽇の分は（私のＰＣ環境の問題だと思うのですが）残念ながら拝⾒できませんでし
た・・・とっても楽しみにしていたのに悲しかったです（涙） 

 > お願いなのですが、いつかＰＣを新調した時に 再度、あの作品を拝⾒させていただきたいのです。 
 > ⽇本に帰る時期が未定なので かなり先のお願いになりますが、⼼の⽚隅にでも覚えておいていただいて ぜひ素

敵な作品を拝⾒させて下さい。

年末３１⽇の分は解除するのを忘れていて、⾒れなかったのかも知れません。
 投稿３０分後位に解除した為。m(__)m

 YouTubeが⾒れる環境であればもう⼀度試してみて下さい。

もし、それでも⾒れない場合は、問い合わせ(strayさん)経由で連絡(メール)下さい。
 対応致しますので・・・

いつかまで覚えていないかも知れないのと、いつかまでこのサイトが存続しているかも分からないので・・・(笑)

それでは、今年も宜しくお願い致します。

PS.
 遅れましたが、特派員就任祝いです。

 キラキラVersion2です。
 所⻑も特派員じゃなく⽀部⻑位にすればいいのにねぇ〜(笑)

 

本年もよろしくお願い致します︕︕

3608 選択 ｍｅｇａｍｉ 2008-01-02 06:03:11 返信 報告

xs4pedさんへ
 特派員就任お祝いをいただきどうもありがとうございました︕︕
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 何⾯鏡︖と考えてしまったくらいたくさんの泉⽔さんと ⼀段と輝く☆キラキラ☆がとっても素敵でした〜〜︕
何より「皆さん」にではなく「私」のためにわざわざ作って下さったと考えると今まで以上に感激致しました︕︕

 本当にどうもありがとうございます。本年もよろしくお願い致します。 
 > 所⻑も特派員じゃなく⽀部⻑位にすればいいのにねぇ〜(笑) 

 おかしくて笑ってしまいました〜私は分相応の特派員で満⾜で〜す（笑）
 > もし、それでも⾒れない場合は、問い合わせ(strayさん)経由で連絡(メール)下さい。 

 > 対応致しますので・・・ 
 ご丁寧にすみません。もう⼀度挑戦してみます︕︕いろいろありがとうございます。

 今年が良い年になりますように⼼よりお祈り申し上げます♪

ｍｆさんへ
 昨年はお世話になりありがとうございました。

 こちらこそ本年もよろしくお願い致します︕︕

Re:♡A HAPPY NEW YEAR♡

3612 選択 皐 2008-01-02 13:06:50 返信 報告

皆さま、あけましておめでとうございます☆ﾐお正⽉いかがお過ごしですか︖

年賀状をテーマに、「Seven Rainbow」を2008年第1弾に作ってみました♪
 アネ研さんの仰るとおり、このフレーズはぴったりの歌詞ですよね（笑）

 akiちゃんやmegamiさん、カーディガンさんにも喜んで頂けて嬉しいです(o^∇^o)

そして、xs4pedさんからは“お返しに”と「promised you」の加⼯画を頂いて、ホントにありがとうございました︕
 かずさんからもお正⽉らしい⾵景写真を頂いて、気持ちが和みますね☆ﾐ

xs4pedさん、アネ研さん、かずさん、DOMINGOさん、
 そして、akiちゃんにmegamiさん、mfさん、カーディガンさん︕本年もよろしくお願いします︕(*^∇^*)
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新BBSに引っ越しました（2009/6/6）
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SPEED RANKING '08

3610 選択 atti 2008-01-02 10:26:46 返信 報告

皆さん、こんにちは。

⾳楽系は最近は、HDDレコするようにしていますが・・・

昨⽇のは観ましたか︖ Upしておきますね。

⼀箇所のみランキングしていました。

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧
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UPするたびに、ファイル形式が異なります。
mpg 72.8MB

 http://www.filebank.co.jp/wblink/0dc54fc43caed57dfc64585588d3809c

では、では。

削除された記事

3575 選択 DELETE 2008-01-01 01:08:06 返信 報告

※この記事は削除されましたが、コメントが付いているため残されています。

2008年も良い年でありますように

3576 選択 GTO 2008-01-01 02:30:32 返信 報告

attiさん、

昨年はいろいろダウンロードさせていただき、ありがとうございました。
 2008年もお世話になります。

いつもいただくだけで気が引けますが、紅⽩の部分録画がありましたらupしていただけませんか︖
 視聴環境に無いものですから、気になっております。

attiさん、皆さんにとって2008年も良い年でありますように...

Re:Upします

3594 選択 GTO 2008-01-01 17:40:38 返信 報告

attiさん、
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CDTVとCMファイルいただきました。
ありがとうございます。

NHK⼤阪ホールです

3551 選択 カーディガン 2007-12-31 18:37:08 返信 報告

皆様こんばんは。只今、私とPANさんは、NHK⼤阪ホールです。開始まであと⼀時間をきりました。ギャラリーはけっこう多
いです。のちほど、報告させていただきます。今はドキドキしています。。それでは、紅⽩をお待ちください。

Re:NHK⼤阪ホールです

3552 選択 Ｔ２８ 2007-12-31 18:51:47 返信 報告

こんばんは。
 ご報告ご苦労様です。

カーディガンさん、PANさん、レポートお待ちしていますね。
 テレビに映るか︖ ⾒張っておきます（笑）。

 

Re:NHK⼤阪ホールです

3562 選択 アネ研 2007-12-31 21:39:28 返信 報告

もしもし、⼤阪のPANさん、カーディガンさん聞こえますか〜紅⽩みましたよ〜
 短かったけど、ウルウルしちゃいました。

 ♪⾛りぬけて〜のところで泉⽔さんも⾛ってたので笑ってしまいました。
 また、⽬を凝らしてゼットン探したけど⾒つかりませんでしたけど、もしやお連れでないとか︖

 楽しんで来てくださいね。（笑）

泣けてウルウル、号泣です（TOT)
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3564 選択 カーディガン 2007-12-31 22:04:41 返信 報告

みなさん、こんばんは。先ほど、無事終了しました。私もPANさんも泣けました。
 泉⽔さんへの想いはきっと届いています。

 ⼤変盛り上がりました。今年最後の最⾼の瞬間でした。
 部⻑様、アネ研さん、レスありがとうございます。また、来年お会いしましょう。

Re:NHK⼤阪ホールです

3565 選択 Ｔ２８ 2007-12-31 22:06:45 返信 報告

アネ研さん、こんばんは。
 私も⽬を凝らして⾒ていましたけど、ゼットン⾒えなかったね（笑）。

 フランスパン振ってる⼈が居ないか探したけど、これも居なかったです（笑）。

⼆⼈はちゃんと報告上げてくれるのかな︖
 グデングデンに酔っぱらって、忘れちゃうんじゃない︖（笑）

 

Re:NHK⼤阪ホールです

3566 選択 Ｔ２８ 2007-12-31 22:10:12 返信 報告

あらっ︖ ⼊れ違いに報告上げてくれていましたね。

ごめん︕ カーディガンさん、疑って・・・（笑）。
 良い時間を過ごしたようで何よりでした。

来年の詳細報告をお待ちしております。
 ご苦労様でした。気を付けてお帰りを・・・。

 

Re:NHK⼤阪ホールです

3567 選択 xs4ped 2007-12-31 23:06:58 返信 報告
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紅⽩⾒ましたよ。(^_^)v
思わず涙が・・・

 少し短かすぎですねぇ〜
 ちょっと残念。

 でも、今年最後に⾒れて良かったです。（*^_^*）

カーディガンさん、PANさん、レポートお待ちしていますね。

http://jp.youtube.com/watch?v=BPjATCJv-EU

Re:そば屋は⾒た︕

3568 選択 かず 2007-12-31 23:32:52 返信 報告

こんばんは。会社は休みでしたが、親⽗さんの商売のそば屋の⼿伝いでした。
 紅⽩のＺＡＲＤの時間だけは確保して⾒ました︕

 司会の中居さんは「初出場」と⾔ってくれたことには感謝ですが、
 ９０年代⼥性ボーカルシングル売り上げ枚数第１位の⼈が今まで未出場だったのが信じられないです。

でも、良かった。
 みなさん、良いお年を︕

Re:NHK⼤阪ホールです

3569 選択 Folken 2007-12-31 23:37:05 返信 報告

⼤阪へ⾏かれた皆さん、お疲れ様でした。
 今⽇は寒かったのではないですか︖

 暖かくして休んでくださいね。

さて、紅⽩⾒ました。確かに、取り上げられた
 時間は短かかったですが、それでも、ＺＡＲＤ，

 坂井さんを、⼤晦⽇に応援することができ、
 そこは素直に、うれしく思いました。
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あとわずかで2007も終わりを告げますね。
2008年、皆様に、よき年でありますように。

Re:NHK⼤阪ホールです

3571 選択 mf 2007-12-31 23:53:32 返信 報告

これが今年最後の投稿です
 ⼤阪ホールに⾏かれた皆さんお疲れ様でした

 紅⽩の特集は少し残念かな。。。。
 ⼤阪ホールの投稿楽しみにしています

  

皆さんよいお年を迎えてください 来年もよろしく

Re:NHK⼤阪ホールです  新年のご挨拶

3573 選択 mf 2008-01-01 00:09:43 返信 報告

新しい年がきましたね 今年もよろしくお願いします

このサイトの皆様に幸運が巡ってくることを願います

Re:NHK⼤阪ホールです  新年のご挨拶

3596 選択 アネ研 2008-01-01 18:19:08 返信 報告

こんばんは、少し短かかったですが「名探偵コナン」で泉⽔さんを知った⼦供たちに、泉⽔さんの映像を⾒てもらえ
たと思えば嬉しいです。

リッツカールトン

3602 選択 カーディガン 2008-01-01 22:58:58 返信 報告
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皆様、レスありがとうございます。会場では12曲で、⼤いにもりあがりましたが、朗読のmbg〜ぬ
くもりがほしくてを含めて13曲なので、⼤いに盛り上がりました。リッツカールトンの画像です。
ドアマンのいるのもありますが。

 リッツカールトンは有名ホテルのホテルリッツと関係有りでしょうか︖

リッツカールトン

3603 選択 カーディガン 2008-01-01 23:00:18 返信 報告

皆様、レスありがとうございます。会場では12曲で、⼤いにもりあがりましたが、朗読のmbg〜ぬくもりがほしくて
を含めて13曲なので、⼤いに盛り上がりました。リッツカールトンの画像です。ドアマンのいるのもありますが。

 リッツカールトンは有名ホテルのホテルリッツと関係有りでしょうか︖

サービスショット︖

3604 選択 カーディガン 2008-01-01 23:36:32 返信 報告

さらにサービスショットです。リッツカールトンの夜景です。私の宿泊するホテルからもみえます
が。ねらったわけではありませんが、すぐ近くで驚いています。

 リッツカールトンの内装は豪華ですね。調度品も⾼級感があります。コンサート前の泉⽔さんは落
ち着けたでしょうね。

 余裕のある⽅は、ぜひリッツカールトンにお泊まりください。ホテルマンの対応もとても上品で
す。お出かけの際は、タクシーはよろしいですか︖ときかれますので、⾒栄を張って、是⾮利⽤し
てください(笑)
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Re:サービスショット︖

3605 選択 アネ研 2008-01-01 23:55:13 返信 報告

こんばんは、
 カーディガンさんは携帯電話かな︖

 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B6%E3%83%BB%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%84%E
3%83%BB%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%B3

 海外のリッッと、⼤阪も東京も関係ありみたいですよ。
 泉⽔さんは⼤阪では常宿だったらしいけど、当然でしょうがすごいですね。（笑）

こちらは

3607 選択 カーディガン 2008-01-02 00:31:24 返信 報告

アネ研さん、こんばんは。私は携帯です。電池の消耗もあるので、昨⽇は苦労しました。新しい携帯は性能がいいの
で、重宝しています。ただ、⻑⽂の⼊⼒や複数処理はできません。

 泉⽔さんは、リッツカールトンがお好きだったのでしょうか︖確かにいいホテルですね。クラシックの⽣演奏もあり
ました。⾷事もできますが、フルコースだと楽しめそうです。

 ホテルリッツはフランス料理の関係でよく⼀流ホテルと聞いていましたが。帰ってから、調べてみます。

ZARD紅⽩特集

3579 選択 匿名 2008-01-01 09:01:03 返信 報告

http://www.mediafire.com/?dxbjuyxyllr 
 5:37  640*480 WMV

YOUTUBE
http://jp.youtube.com/watch?v=EPeougOkI_I
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Re:ZARD紅⽩特集

3580 選択 匿名 2008-01-01 11:37:39 返信 報告

CDTV冬歌ベストコレクション

http://jp.youtube.com/watch?v=HvEPKG3fy1c

Re:ZARD紅⽩特集

3589 選択 皐 2008-01-01 16:14:16 返信 報告

あけましておめでとうございます＾＾
 匿名さん、紅⽩とCDTVの映像をありがとうございました︕

お年⽟第⼆弾

3583 選択 xs4ped 2008-01-01 13:07:15 返信 報告

皆さん、こんにちは。

良いお年をお迎えですか︖
 こちらは今⽇は吹雪です。寒ぅ〜

お年⽟(加⼯画)第⼆弾です。

⾵邪などひかないよう暖かくしてお過ごし下さい。
 今年も宜しくお願い致します。

Re:お年⽟第⼆弾

3587 選択 皐 2008-01-01 16:06:11 返信 報告
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あけましておめでとうございます︕
今⽇は本当に寒いですね(o≧ω≦o私の住んでいる地域でも、初雪が降りましたよ＾＾︔

お年⽟の第1弾と2弾の加⼯画をありがとうございますね︕(*^∇^*)
 どうやってこういうキラキラのデコレーションをするんですか!?すっごくうらやましい技術です(笑)

 私は評価出来るような⽴場の⼈間じゃないですよ〜︕(笑)
 “負けていられない︕”と、思わず負けず嫌いな⾎が騒いでしまいそうです(●＞ω＜●)(笑)

 きっとxxxさんもそう思っているかもしれませんね?!(笑)
 

〜冬のひまわり〜

3544 選択 皐 2007-12-31 17:24:05 返信 報告

とうとう2007年最後の⽇になりましたね(>u<)
 掲⽰板やBBSにお邪魔させて頂くようになってから約4ヶ⽉間、

 ⾊々な⽅との出会いがありました(*^_^*)“⼀期⼀会”は本当に⼤切ですね︕

今年最後の加⼯画は「新しいドア 〜冬のひまわり〜」です︕
 今は冬の季節ですが、私は主に“夏”に皆さんと出会えたので、
 この曲が(私の中で(笑))1番マッチしてると思って作りました☆ﾐ

 そして、⼤切な⼈を失った年でもありますので…

皆さま⾊々とお世話になりました︕︕来年もよろしくお願いしますね♡

あと、ちょっぴり遅れちゃいましたが、megamiさん特派員ご任命おめでとうございます☆ﾐ
 ⼥性の所員が増えて嬉しいですよ〜(*≧∇≦*)来年からは⾊々お話しましょう♪

それでは、皆さん良いお年を︕︕

Re:〜冬のひまわり〜

3554 選択 aki 2007-12-31 19:15:18 返信 報告
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さっちゃん、こんばんは︕
…もしかしたら、久々の⼀番乗り︖︕笑

２００７年最後を締めくくる作品は「新しいドア〜冬のひまわり〜」だね＾＾この曲⼤好き〜(◎≧u≦)
 今年は、⾊々とあった年だったけど、こうしてさっちゃんやみなさんと出会えて本当に良かったです。感謝っ︕

Z研のみなさん、来年もどうぞよろしくお願いします。

Re:〜冬のひまわり〜

3557 選択 Ｔ２８ 2007-12-31 19:33:34 返信 報告

皐ちゃん、akiちゃん、こんばんは。
 お邪魔してゴメンね︕（笑）

いや〜、しまったぁ︕︕ akiちゃんに⼀番取られちゃった︕（笑）
 追っかけ1号なのに・・・、失敗した。仕事なんてしてる場合じゃなかった︕（笑）

皐ちゃん、さわやかな作品ですね。
 皐ちゃんらしいですね。 ← 作⾵がね（笑）。

 ギャラリーの更新は、ちょっと時間頂戴ね。

akiちゃん、いらっしゃい︕（笑）
 私も、みなさんに⽀えられています。

 こちらこそ、来年もヨロシク︕
 もっと、ちょくちょく来てね♡（笑）

 

Re:〜冬のひまわり〜

3559 選択 ｍｅｇａｍｉ 2007-12-31 20:43:04 返信 報告

皐さんへ
 > ちょっぴり遅れちゃいましたが、megamiさん特派員ご任命おめでとうございます☆ﾐ 

 > ⼥性の所員が増えて嬉しいですよ〜(*≧∇≦*)来年からは⾊々お話しましょう♪ 
 どうもありがとうございます︕︕これからお世話になります。皐センパイ♡よろしくお願い致しま〜す☆（笑）
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 今回の作品“冬のひまわり”は寒さが吹き⾶んで 爽やかな気分になります。そして『まだひとりでやれそうだよ』の
⾔葉で⾃分と重ねてウルッ・・・ときました。またまた素敵な作品ありがとうございました︕どうかよいお年をお迎
え下さい。

akiさんへ
 はじめまして megamiと申します。皐さんとご⼀緒の素敵な作品の⼀ファンとしてずっとご挨拶させていただきた

かったです。
 年末最後にレスできて とても嬉しい気持ちでいっぱいです☆

 私の中で皐さんとakiさんは 泉⽔さんと同じく『聖域』に⼊っていらっしゃるので 緊張して簡単にメッセージを申
し上げることができませんでした。今も“緊張”して何を書いているか解りません・・・（笑）すみません。

 これからも素敵な作品を創作し続けて下さい。期待しております。くれぐれもお⾝体だけはご無理なさらないで下さ
いネ♡

 それではよいお年をお迎え下さい。来年もよろしくお願い致します。

Re:〜冬のひまわり〜

3560 選択 xs4ped 2007-12-31 21:05:16 返信 報告

皐ちゃん、皆さん、こんばんは。

> 今年最後の加⼯画は「新しいドア 〜冬のひまわり〜」です︕

予想外の展開できましたね。
 でも、歌詞を⾒ると皐ちゃんの想いが伝わってきましたよ。

 皆さんも、同じような想いかもしれませんね。

もうすぐ、泉⽔ちゃんの出番かな(紅⽩)︖
 カーディガンさんとPANさんが⼤阪の⽅に⾏っているようなのでレポートを期待しましょう︕

今年は⼤変お世話になりました。
 来年もヨロシク︕

 

Re:〜冬のひまわり〜
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3563 選択 アネ研 2007-12-31 21:58:48 返信 報告

こんばんは、皐ちゃん
 夏からは、皐ちゃんの加⼯画を楽しみに毎⽇Z板⾒てたようなものでした。

 来年は、マイペースでいいので楽しませてくださいね
 「冬のひまわり」を観てるとなんだか、すがすがしくなりますね。

 どうもありがとう。
 よいお年をお迎えください。

Re:〜冬のひまわり〜

3574 選択 aki 2008-01-01 00:30:14 返信 報告

２００８年になりました＾＾

さっちゃんより先にお返事書いて…良いのかな︖笑
 今⽇は珍しく⽬が冴えています笑。

T28さん
 こんばんは(これが新年の挨拶です笑)

 本当に⼀番だぁ♪やったぁー（＞v＜）笑
 ⾒にきてはいるんですけど、書き込むことがあまり出来なくて…笑。みなさんの活躍をそっと⾒守りつつ、たまーに

書き込む感じになりそうです笑。
 今年もよろしくおねがいします。

megumiさん
 こんばんは、はじめまして＾＾akiと申します。

 特派員ご任命おめでとうございます♪なんとイランからこちらに来られているそうで…︕ZARDは国境を越えますね︕
 私も１度お話してみたいなぁと思っていたので、こうしてお話しすることが出来てとっても嬉しいです(◎≧u≦) 

＞私の中で皐さんとakiさんは 泉⽔さんと同じく『聖域』に⼊っていらっしゃるので
 えぇ〜そんなそんな︕私は⼀般庶⺠です…笑。

 これからはもっと気軽な気持ちで⼤丈夫ですよ〜＾＾
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優しいお⾔葉、ありがとうございます。
これからもマイペースに頑張っていこうと思っているので(笑)どうぞ応援よろしくお願いいたします(≧∇≦).+:｡

 megumiさんにとって２００８年が昨年以上に素敵な１年になりますように…☆⼺

お年⽟

3572 選択 xs4ped 2008-01-01 00:07:00 返信 報告

皆さん、こんばんは。

年が明けましたね。
 喪中の為、新年の挨拶は割愛させて頂きます。

加⼯画の完成版が出来上がりましたので、ささやかではございますが、私からのお年⽟です。

皆さん、良いお年をお迎え下さい。
 今年も宜しくお願い致します。

PS.
 皐ちゃん、評価の⽅ヨロシク︕

FCサイト更新 12/26

3425 選択 atti 2007-12-26 23:59:29 返信 報告

皆さん、こんにちは。すでにご存知かと思いますが。
 ⼣⽅チェックでは更新されていませんでしたが、先ほど確認すると更新されていました。

内容は、Request Bestの収録曲決定
 ⼀般公開(明⽇︖)には、いろいろな予約サイトで紹介されますかね。
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また、いろいろな掲⽰板サイトで情報Upされていますが

紅⽩の曲⽬決定
 http://www3.nhk.or.jp/kouhaku/topics/20071226.html

 この3曲はメドレー形式でしょうかね︖

Re:FCサイト更新 12/26

3428 選択 カーディガン 2007-12-27 00:40:18 返信 報告

attiさん、こんばんは。
 12⽉下旬とあったので、今⽇頃かな、という感じでしたが、今回も夜中ですね。夜中に更新されるのが普通なのです

ね。

情報ありがとうございます。Ｆｏｒｅｖｅｒ ｙｏｕは、これに⼊ったんですね。どうりで、soffioに⼊らなかったわ
けですね。だから、私は、ＬＯＶＥ&ＰＯＷＥＲを⾃作したのですが。with you♡も⼊れてほしかったな^_^;

かけがえのない⼈ですから、かけがえのないもの、も⼊れないとならないですね。私はいったい何通リクエストした
かな。数え切れませんが。今回は２枚買おうかな、保存⽤を考えたほうがいいようですね。そうします。

 

Re:FCサイト更新 12/26

3429 選択 atti 2007-12-27 00:55:51 返信 報告

カーディガンさん、こんにちは。

帰宅後は、⼦供がネットゲームしていたので、23時30頃から、PC巡回を(爆)。その前に10分ほど、touchで巡回中
に、あれ⽇付が変わってのがあると・・・

巨⼤掲⽰板で⾒てみると、23時頃にUpされたとあるので
 このあたりの時間だったのでしょうかね︖

明⽇(今⽇)には、⼀般サイトに公開?されれば、1位のものなど、話題が展開できますね〜。

意外な結果
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3462 選択 stray 2007-12-27 14:20:09 返信 報告

attiさん、カーディガンさん、こんにちは。

意外な結果でしたね︕
 ⼈気投票なので、私はシングルばかりがずら〜っと並ぶもんだと思ってました。

 ⼀⾒さんでなくコアなZARDファンが⼀⼈で何通も応募したとしか考えられませんね。
 投票数を発表しないようなら、事務所が⼿を加えた可能性も…。

しかーも、promised you が落選︕︕︕ガーン（笑）
 シークレットトラックに⼟曜ワイドver.が⼊ってるのを祈るのみです。

「かけがえのないもの」は⼊ってました。
 私の⼤好きな「フォトグラフ」「Love is Gone」も︕

 p.y.⼟曜ワイドver.が⼊っていれば100%満⾜できる内容です︕

Re:意外な結果

3470 選択 Folken 2007-12-27 19:32:36 返信 報告

strayさん、皆さん今晩は。

Request Bestの収録曲が決まりましたね。
 わたくしも、⼀⾔コメントさせてください。

「抱きしめていて」が落選︕︕︕︕︕︕
 ガーーーン（泣）

これ、いわゆるかくれ名曲として、選びに選んで
 熱⼼にリクエストしたのですが、残念無念・・・。

 選ばれた曲は、まずまず順当な感もありますし、
 「Love is Gone」がここまで⼈気なのか、と思ったり。

 私も、確かにコアなファンの多数票が影響していると思
 いました。
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30曲あれば、30番⽬の当落線上︖に、「抱きしめていて」
が⼊っていればと思いましたが・・。やはり他と⽐べると

 知名度が低く、難しかったですね。
 ともあれ、’07 Live Ver.での収録曲も多く、期待して

 発売を待ちます。

ZARD Request BEST リクエスト集計結果上位30位発表

3472 選択 stray 2007-12-27 20:48:45 返信 報告

順位 曲名 
  1位 あの微笑みを忘れないで 

◎2位 少⼥の頃に戻ったみたいに 
  3位 かけがえのないもの 

  4位 永遠 
  5位 グロリアス マインド 

  6位 ⼼を開いて 
  7位 負けないで 
  8位 揺れる想い 
 ◎9位 君とのふれあい 

  10位 君がいない 
 ◎11位 ⾬に濡れて 
  12位 君に逢いたくなったら… 

  13位 マイ フレンド 
  14位 不思議ね… 

  15位 息もできない 
  16位 新しいドア〜冬のひまわり〜 

  17位 Don't you see! 
  18位 淡い雪がとけて 
  19位 hero 
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◎20位 フォトグラフ 
◎21位 Love is Gone 

 ◎22位 Ready，Go! 
  23位 Season 

  24位 ⼆⼈の夏 
  25位 ハイヒール脱ぎ捨てて 

  26位 Forever you 
  27位 突然 

 28位 時間（とき）の翼 
  29位 明⽇もし君が壊れても 

  30位 こんなに愛しても 
  次点︓31位 サヨナラは今もこの胸に居ます

◎印は、私のBEST15に⼊ってる曲。
 「かけがえのないもの」3位︕・・・ファンの想いがこもってるねぇ。

 個⼈的には、xxxさんが好きだった「突然」が⼊ってるのが嬉しいなあ。

Folkenさん、こんばんは。

「抱きしめていて」が落選、残念でしたねぇ。
 28〜30位は、どれが⼊ってもおかしくなかったでしょうに。

 気を落とさずに、楽しみに待ちましょう︕（笑）

Re:ZARD Request BEST リクエスト集計結果上位30位発表

3479 選択 アネ研 2007-12-27 22:51:47 返信 報告

こんばんは、ほんと以外な曲ですね。
 「⽌まったいた〜」と「Today is~」が落選が残念です。（涙）でも、思いつかなかった「グロリアス マインド」

当選（︖）は嬉しいです。（笑）

Re:ZARD Request BEST リクエスト集計結果上位30位発表
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3482 選択 atti 2007-12-28 00:20:34 返信 報告

皆さん、こんにちは。

⾊々な想いが曲にはありますね。
 早くアルバムを聞きたいな〜。

さて、先⽇の「グロリアス マインド」発売時の店頭POPは写真を撮ってしまいました。しかし、良く⾒えない〜。

ヤフオクにあるのかと検索すると、
 ttp://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/108921715

 最初CDの予約票!︖ →店頭告知ポスター

2008コンサート時には、CD販売店にてこのポスタープレゼントになりませんかね︖

Re:ZARD Request BEST リクエスト集計結果上位30位発表

3483 選択 xs4ped 2007-12-28 01:32:06 返信 報告

attiさん、皆さん、こんばんは。

I still remember が無い。ショック(T_T)

予想外でした。
 でも、これも有りかなと思います。

 グロリアスマインドとLive Versionが⼊っているので。

リクエストトップ３０

3495 選択 かず 2007-12-28 19:14:38 返信 報告

こんばんは〜
 ＞I still remember が無い。ショック(T_T)

  同感ですっ︕ちょっと信じられないって感じします。
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＞次点︓31位 サヨナラは今もこの胸に居ます 
 これもちょっと意外に下位な感じ。

想いをすべてぶつけてしまうと、⾃分のベスト３０になっちゃうのでこのくらい
に・・・・・・。

Re:予約票

3556 選択 Ｔ２８ 2007-12-31 19:21:04 返信 報告

attiさん、こんばんは。
 情報＆予約票の画像ありがとうございます。

> 予約票があったので、貰ってきました。 
 > 店頭ポスターはまだ⾒かけませんね・・・

あるんですね。
 そうだ︕ 私も予約せねば︕（笑）

紅⽩フラッシュ拡⼤版

3520 選択 KOH 2007-12-29 19:28:17 返信 報告

いよいよ紅⽩まであと2⽇︕紅⽩フラッシュ拡⼤版で紹介されていました!
 http://www.filebank.co.jp/wblink/dc6ac2803ca1b468df9382f82e3f330e

Re:紅⽩フラッシュ拡⼤版

3555 選択 Ｔ２８ 2007-12-31 19:17:26 返信 報告

KOHさん、こっちもサンキュー︕（笑）

https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/8485ae387a981d783f8764e508151cd9.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/3425.html?edt=on&rid=3556
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3556
https://bbsee.info/straylove/id/3520.html
https://bbsee.info/straylove/id/3520.html?edt=on&rid=3520
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3520
https://bbsee.info/straylove/id/3520.html?edt=on&rid=3555
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3555


もうすぐはじまりますね。

削除された記事

3473 選択 DELETE 2007-12-27 21:34:37 返信 報告

※この記事は削除されましたが、コメントが付いているため残されています。

Re:ズームイン

3485 選択 stray 2007-12-28 07:51:45 返信 報告

attiさん、おはようございます。

今出ましたね。６〜７分の番組でしたが良かったです。
 朝から涙が流れました。

⾒れなかった⼈のために・・。

3499 選択 KOH 2007-12-28 20:39:30 返信 報告

http://www.filebank.co.jp/wblink/15856576048f52e95cc1eec89da5f20d
 81Mです︕

 

Re:ズームイン

3503 選択 オーマイ 2007-12-28 22:13:02 返信 報告

みなさん、こんばんは〜
 ＫＯＨさん、ありがとうございます。

 いまジックリ⾒さして頂きました。
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めざまし派なので⾒逃してました。
(T-T) ウルウルでした。

 

Re:⾒れなかった⼈のために・・。

3553 選択 Ｔ２８ 2007-12-31 19:14:18 返信 報告

こんばんは。

KOHさん、毎度︕（笑）
 お礼が遅くてゴメンね。まぁいつもの事だね（笑）。
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. オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [1898]はじめまして新⼈です(35) [3549]NHK⼤阪ホールです(0) [3545]今年最後の投稿です(2) [3547]⽇本レコード⼤賞 
特別功労賞 受賞(0) [3542]年末のご挨拶、ありがとうございました。(0) [3496]Ｚ研も御⽤納め(13) [3508]辞令（ｍｅｇａｍｉ
研究員・中東特派員）(5) [3521]今年のご挨拶(3) [3524]ブロードキャスターランキング(1) [3502]削除された記事(2)

新しい話題を投稿する

« 40 39 38 37 36 35 34 33 32 »

はじめまして新⼈です

1898 選択 ｍｆ 2007-11-02 12:53:12 返信 報告

 
はじめまして新⼈です

 私は某ゼネコン退職しいま失業中です
 彼⼥の曲を聴きながら勇気を振いおこし頑張っています

 普段は派遣の施⼯監督をして⽣計を⽴てています
 いろいろな情報を教えてください

 よろしくお願いします

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧
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Re:はじめまして新⼈です  ⾃⼰紹介

1906 選択 ｍｆ 2007-11-02 15:17:17 返信 報告

趣味 ⿂釣り 射撃 狩猟 園芸 ドライブ

年齢 泉⽔さんと同世代

庭には⾳楽葬の時にあった花植えまくっているカラー アジサイ ⽩⻘系の花が多いい
  

 ZARDの曲を聴きながら晩酌している１１/１５からは狩猟解禁なので週末は⼭へ猟に⾏く

ｍｆさん、ようこそ︕

1909 選択 stray 2007-11-02 17:08:07 返信 報告

はじめまして、所⻑のstrayです。
 ここは２ヵ⽉前にオープンしたばかりの、コアな情報が⾶び交うサイトです。

 ｍｆさんがお持ちの情報も是⾮に︕
 どんどん書き込んで下さってかまいませんので、今後ともどうぞご贔屓に。

Re:ありがとうございます

1913 選択 ｍｆ 2007-11-02 17:27:48 返信 報告

ありがとうございます ここなら安⼼して投稿できます

書いてある内容について

1925 選択 ｍｆ 2007-11-02 21:42:51 返信 報告

書いてある内容がレベルが⾼くついつい⾒⼊ってしまう
 ファンサイトはこうあるべきですね 書き込みを⾒ると爽やかで⼼が透明になるようですこのサイトをとおしてzard

の研究してみたいと思います
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ｍｆさんへ

1937 選択 stray 2007-11-03 11:26:38 返信 報告

こんにちは︕ 
 過去の記事まで読んで下さってありがとうございます。

 いちおう「研究所」ですので（笑）、ZARDにまつわる数々謎の解明に取り組んでおります。
 推理の過程を楽しんでるほうが多いのですが…（笑）

Re:はじめまして新⼈です

1938 選択 ｍｆ 2007-11-03 12:04:24 返信 報告

坂井さんの曲を⾳楽⼤学卒業の⼥性が歌っても坂井さんのような魅⼒がありません あの曲は坂井さんでないとだめ
なんだな ２４時間tvで⿊⽊瞳がマイフレンド歌ったけど

 圧倒的歌唱⼒をもっているはずなんだけど坂井さんに勝てない zardの魅⼒は神秘的ですね
  今⽇はいい天気なので射撃の練習へいきますzardのの曲を聞きながらハイスコアーをマーク・・・・

Re:はじめまして新⼈です 写真の掲載⽅法について質問

1939 選択 ｍｆ 2007-11-03 12:40:29 返信 報告

初歩的な質問ですが このサイトに皆さんがしているように写真を掲載するにはどのように操作すればいいのでしょ
うか

ｍｆ さんはじめまして︕

1940 選択 PAN 2007-11-03 12:42:44 返信 報告

わたくしPANといいます、
 どうそ宜しくお願いいたします。

 簡単ですが⾃⼰紹介しますね。
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☆趣味
写真（⾵景とか花）

 妄想パン焼き（パンを焼いてみたいが技術がないので
 パン屋さんを⾷べ歩いて作った気分になること）

☆短所
 そそっかしくてカキコも誤字･脱字が多いのです（笑）

24時間テレビの件はわたくしも同感です。
 坂井さんのVoiceの「気」はホントに凄いですね︕︕

Re:写真の掲載⽅法について質問

1941 選択 PAN 2007-11-03 12:47:23 返信 報告

投稿フォームの下側に画像の「参照」ボタンが
 ありますので、ボタンをクリックしてアップしたい

 画像を選択後「開く」ボタンをクリックすればＯＫ
 ですよ︕

 

Re:はじめまして新⼈です

1942 選択 ｍｆ 2007-11-03 12:55:47 返信 報告

返信ありがとうございます まだ初⼼者ですのでよろしくお願いします 私も以前パンを焼いてみたことがあります
イースト菌で発酵させて膨らましたりするのに⼤変な労⼒を必要とします ケーキを焼くのは以外にスムーズにいき
ますけど⺟が以前焼いていたのでその影響があります

 美味しいお店で購⼊したほうが安いですよ
  

 写真の掲載もしてみたいのですがうまくいきません教えてください

Re:はじめまして新⼈です
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1944 選択 ｍｆ 2007-11-03 13:12:12 返信 報告

私の家の猫です

Re:はじめまして新⼈です

1945 選択 ｍｆ 2007-11-03 13:16:05 返信 報告

 
出来ました

デジカメより直接取り込んだ写真でないとだめなのですね
 スキャナーでと取り込んだものはエラーが出ます

Re:はじめまして新⼈です

1946 選択 ｍｆ 2007-11-03 13:18:27 返信 報告

庭に咲いた花です

写真の掲載について

1947 選択 PAN 2007-11-03 13:22:13 返信 報告
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こちらこそ宜しくお願いいたします︕
ｍｆさんはパンを焼いたことがお有りなのでしたか、

 またぜひ⾊々教えてください︕パンよりケーキのほう
 がまだスムーズなのですね。

画像添付の件なのですが、もしかしたらファイルサイズ
 に関係あるのかもしれませんね。わたくしの場合は

 フリーの縮⼩ソフトを使⽤し、オリジナルのファイルを
 縮⼩しています。（ソフトは"縮専"で検索したら出て

 きます）
 推測なので違うかもしれないのですが、もしサイズが

 ⼤きいようでしたら試してみてくださいね︕
 

解決ですね︕

1948 選択 PAN 2007-11-03 13:24:56 返信 報告

スキャナーから取り込んだものはＮＧなのですね。。

かわいいネコときれいな花の写真ありがとうござい
 ます︕︕

 

画像のUPに関して

1949 選択 stray 2007-11-03 13:47:52 返信 報告

ｍｆさん
 アップロード可能な画像は、JPEG、GIF、PNG で、最⼤ 1MB までです。

投稿直後は「×」印が出ますが失敗じゃありません。
 リロードすると画像が表⽰されます。

 スキャナーの設定で、dpiが⾼ければそれだけ容量が⼤きくなります。
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ウェブにUPするなら72dpiで⼗分です。
ZARDと無関係な画像の連続投稿はご遠慮下さいね（笑）。

Re:画像のUPに関して

1952 選択 ｍｆ 2007-11-03 14:13:22 返信 報告

解説ありがとうございます
 何とかできるようになりました ⾯⽩いですねここにはまりそうです

Re:はじめまして新⼈です この掲⽰板発⾒

1960 選択 ｍｆ 2007-11-03 23:24:13 返信 報告

ここを⾒つけたのはきわめて偶然でした よくない掲⽰板にここのアドレスが書いてあったのです 語句からの検索
でもここにはたどり着くことが出来ませんこのサイトとの出会いは奇跡でした ZARDの研究のためここにいたいと
思います

 もう少し解かりやすい所にあってもよかったかなと思いますもっと早くここに来ていました いろいろ楽しい話を
 聞かせてください 私も情報収集頑張ります

 

よくない掲⽰板って︖

1963 選択 stray 2007-11-03 23:32:04 返信 報告

ｍｆさん、こんばんは︕
 その「よくない掲⽰板」を紹介していただけますか︖

 ここも「よくない掲⽰板」として紹介されていたのでしょうか︖（笑）
 とくに宣伝はしていませんので、ZARD掲⽰板に集っていた⼈たち以外知らないとは思います。

 

Re:よくない掲⽰板って︖

1968 選択 ｍｆ 2007-11-04 01:38:13 返信 報告
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２ｃｈzard関係の掲⽰板です

Re:よくない掲⽰板って︖

1969 選択 GTO 2007-11-04 02:10:29 返信 報告

本家ZARD掲⽰板No.26238、当研究所No.1884の⽅が投稿されたんですね。
 こういう⽅に限って匿名、しかも、反論なし。

まるで⼩学⽣のようなNo.26238の記事を読んで、笑っちゃいました。

Re:おはようございます

1970 選択 ｍｆ 2007-11-04 09:06:00 返信 報告

おはようございます
 こちら様にたどり着いたのは偶然でした よくない掲⽰板に書き込むと精神的によくありません楽しくないとだめで

すね これから市よりの委託業務で空港へいってきます
 実際はボランティアなんですが 

 この掲⽰板は関東の⽅が多いいのですね 
  

 

２ｃｈですか︕

1971 選択 stray 2007-11-04 09:46:15 返信 報告

ｍｆさん、おはようございます。ボランティアご苦労さまです︕
 おっしゃるとおりで、誹謗中傷板は精神的に良くないですね。

 私は２ｃｈは⾒ませんので気づきませんでした。ありがとうございます。

GTOさん、おはようございます︕
 本家ZARD掲⽰板No.26238は、まだ続いてるようですよ（笑）。

 「粗品」の本来意味を知らない⽅々でどうぞ勝⼿にやって下さい。
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読む度に....

1973 選択 GTO 2007-11-04 11:09:42 返信 報告

何度読んでもおかしくて。

少しでも信じた⾃分がアホでした...って
 ああ「あんたアホや︕」って突っ込みたい︕

stray所⻑、この投稿、不謹慎でしたら削除してください。

Re:あのすいません

1976 選択 ｍｆ 2007-11-04 16:03:47 返信 報告

何か不適切ございましたでしょうか 
 いま帰ってきました あのサイトにおいてはかってことを投稿するし出鱈⽬する⼈が多いいです

 今後ともご指導ねがいます

Re:粗品の件 GTO様へ

1978 選択 ｍｆ 2007-11-04 16:14:58 返信 報告

いいものでもへりくだった⾔い⽅をするとき
 「つまらないものでございますが」

 「粗品でございますが」という⾔い⽅私もします
 ⾔葉尻を捕まえるような⾔い⽅ひどいですね

 

Re:投稿を読みふと感じたこと

1991 選択 ｍｆ 2007-11-04 23:19:06 返信 報告

ここに投稿されている⽅の中で⼥性のかたもおられるのですかZARDのファンというと男性ばかりというイメージ強
いのですが
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⼥性のかたも書き込みをされているのでしょうか
同じビーイングの⼥性歌⼿で ⼩松未歩さんは⼥性ファンが 多いらしいですね

mfさんへ

1993 選択 GTO 2007-11-05 07:36:49 返信 報告

mfさん、はじめまして、GTOです。

私のレスは、本家ZARD掲⽰板No.26238、当研究所No.1884に対してのものです。
 mfさんのレスに対してのものではありませんので、誤解があったとしたら訂正、お詫びいたします。

stray所⻑初め所員、ゲストの⽅々のディープでマニアックな話題に時には（いつも）唖然といたしますが...、勝⼿に
⾃由参加させていただいています。

これから度々此処でお逢いすることになると思いますが、よろしくお願いいたします。

ｍｆさんへ

1995 選択 stray 2007-11-05 11:28:40 返信 報告

こんにちは︕
 ZARDは⼥性ファンが多いですよ︕30〜40％は⼥性のファンです。

 武道館ライブでも⼥性の数は相当多かったです。
 ちなみにZARD研究所の所員は、9名中3名が⼥性です（笑）。

恥ずかしいので⼤きな声では⾔いませんが（笑）、⼩松未歩さんは私も好きです。
アルバムは全部持ってます（笑）。オススメは7thアルバムかな。

Re:はじめまして新⼈です

2008 選択 ｍｆ 2007-11-05 19:33:39 返信 報告

こんばんは こちらは⾬が降っています関東地⽅も降ってますでしょうかきのうはうろこ雲（巻積雲 けんせきう
ん）が広がっていたため8割の確⽴で⾬と予測してました 今は仕事場所が家から離れているため6時に家を出てzard
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の曲をカーステレオで聴きながら５０ｋはなれた現場に通っています年間３〜４万キロ⾞で⾛ることもあります 
zardファンは男性ばかりでなく⼥性の⽅もおられるんですね以外です⼥性のかたもおられるようなのでいい投稿をし
たいと思います ビーイングの⼥性アーティストの曲は⼤体好きです 

 週末ごとにBOOKOFFで中古CD漁りをします 
 ⼩松未歩 三枝⼣夏 の曲好きですね当地域ではWATERのCDは店で⾒かけません 三枝⼣夏さんは坂井さんとは対

照的に⻭切れよくしゃべるタイプの⼥性ですね しゃべりの上⼿でない坂井さんの様な⼥性に魅⼒を感じます⼩松未
歩さんの７th中古cdにないか探しています

Re:今⽇は⾬

2010 選択 ｍｆ 2007-11-05 20:04:11 返信 報告

坂井さんの曲でからっといこうという曲はあっても⾬のことを歌った曲はないですよね ⾬が嫌いだったのかなと
 思います 天気のいい曲が多いいですね

Re:よくない投稿

2065 選択 ｍｆ 2007-11-07 17:40:12 返信 報告

１９の項⽬によくない投稿が⾒うけられたのですけど削除したのですね

「⾬」といえば・・・

2070 選択 stray 2007-11-07 21:41:09 返信 報告

ｍｆさん、こんばんは。
 無関係な宣伝は削除しました。

「⾬」といえば、「⾬に濡れて」でしょう︕ 私はこの曲、⼤好きです。
 歌詞の⼀部では、♪哀しい⾬が⼼をぬらしてゆく（⽌まっていた時計が今動き出した）がありますね。

Re:2曲あったのですね
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2072 選択 ｍｆ 2007-11-07 22:34:02 返信 報告

こんばんは
 ⽌まっていた時計が今動き出した と⾬に濡れて・・・・2曲ありましたね zardの研究は⾮常におくが深い感じま

す
 不適切投稿の削除お疲れ様でした

Re:2曲あったのですね

3550 選択 ｍｆ 2007-12-31 18:34:29 返信 報告

2曲

NHK⼤阪ホールです

3549 選択 カーディガン 2007-12-31 18:33:21 返信 報告

皆様こんばんは。只今、私とPANさんは、NHK⼤阪ホールです。開始まであと⼀時間をきりました。ギャラリーはけっこう多
いです。のちほど、報告させていただきます。今はドキドキしています。。それでは、紅⽩をお待ちください。

今年最後の投稿です

3545 選択 ｍｆ 2007-12-31 17:49:17 返信 報告

みなさんこんばんは今年もあと6時間でおしましですね
 研究所のの皆様よいお年をお迎え下さい

Re:今年最後の投稿です
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3546 選択 ｍｆ 2007-12-31 17:58:05 返信 報告

仕事はおとついで おしまいだったのですが 今⽇は⼭の
 アルバイトにいっていました︖

私が⼭で獲ったイノシシです すぐ買い⼿がつき⼤晦⽇に
 臨時収⼊となりました 研究所のの皆さんと鍋にでも⾷べたら美味しいでしょうね

 

Re:今年最後の投稿です

3548 選択 ｍｆ 2007-12-31 18:06:34 返信 報告

[3546]ｍｆ:
 > 仕事はおとついで おしまいだったのですが 今⽇は⼭の 

 > アルバイトにいっていました︖ 
 > 

> 私が⼭で獲ったイノシシです すぐ買い⼿がつき⼤晦⽇に 
 > 臨時収⼊となりました 研究所の皆さんと鍋にでもして⾷べたら美味しいでしょうね 

 > 臨時収⼊は坂井さんの経費にしようと思います

私は12⽉前半映画「武器よさらば」的な⼼境になっていたのですが 離れることはできませんでした

⽇本レコード⼤賞 特別功労賞 受賞

3547 選択 アネ研 2007-12-31 18:00:13 返信 報告

こんばんは、今年も今⽇で終わりですね。
 今年は悲しいことがたくさんありましたが、それがきっかけでたくさんの⼈に出会えたのは、よかったと思っています。

 きのうの、⽇本レコード⼤賞の番組では、泉⽔さんのこと触れられなかったですね。残念ですが、歴史に刻印されただけでも
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嬉しいです。
http://www.tbs.co.jp/program/nihonrecordtaisyo_20071230.html

 今晩の紅⽩歌合戦に期待しましょう。

それでは、みなさま、よいお年をお迎えください。

年末のご挨拶、ありがとうございました。

3542 選択 Ｔ２８ 2007-12-31 13:18:55 返信 報告

皆さま、こんにちは。
 衝撃を受けた⼀年も、今⽇⼀⽇で終わりですね。

 あの⽇を境に、⼈⽣が変わったように感じています。
 皆さまに出会い、⽀えて頂きました。感謝の気持ちでいっぱいです。

 これからも、皆さまと変わらずお付き合い出来たらと願っています。

実は所⻑は留守でして・・・（汗）。温泉だそうです。うらやましいなぁ（笑）。

ご挨拶頂いた⽅々にお礼申し上げます。
 れおさん、奈良ZARDファンさん、GTOさん、かずさん、xs4pedさん、

 ミキティさん、pineさん、ｍｆさん、kazuさん、MIZUIさん、オーマイさん、アキラさん。

まとめてのレス、失礼極まりないですが、お許し下さい。
 本来は所⻑がご挨拶申し上げるところですが、代理で失礼致します。

皆さま、来年もどうぞZ研をよろしくお願い申し上げます。どうぞ良いお年をお迎え下さい。
 

Ｚ研も御⽤納め

3496 選択 stray 2007-12-28 19:29:22 返信 報告
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皆さんこんばんは。

今⽇は御⽤納め、明⽇から⻑い年末年始休暇ですね。
 Ｚ研もコンテンツの更新は今⽇で終わりです。

 「美術館」「映像資料館」「博物館（ロケ地マップ）」
 すべて更新しましたので、ご覧下さい。

http://bbsee.info/zl_musuem

当ＢＢＳは年中無休ですので（笑）。

Re:Ｚ研も御⽤納め

3497 選択 Ｔ２８ 2007-12-28 20:30:02 返信 報告

みなさん、こんばんは。

更新されたコンテンツは、こちらのトップページからどうぞ︕
 http://www7b.biglobe.ne.jp/~zard_labo/

所⻑、更新ご苦労様でした。
 

YouTubeのアカントが

3498 選択 stray 2007-12-28 20:35:08 返信 報告

削除されてしまいました（笑）。

「映像資料館」「PVロケ地マップ」は、YouTubeがないと成り⽴たないので、
ん〜、困った。来年考えよ（笑）。

ということで「映像資料館」「PVロケ地マップ」の映像は全部消えましたので。

ごあいさつ

3500 選択 かず 2007-12-28 21:08:42 返信 報告
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みなさん、こんばんは。
本年、たいへんお世話になりました。

 年末忙しくなって忘れるといけませんので、早めですが御礼申し上げます。

良いお年をお迎えください。
 

⼈事案件が残ってました

3504 選択 stray 2007-12-28 22:17:42 返信 報告

カミさんに４つ以上⽤事を頼まれると、必ず１つ忘れて帰ってきて怒られます（笑）。
 ⼤事な⼈事案件を処理するのを忘れてました。これからかかります。

 部⻑をクビにするのかって︖ 違います（笑）。

かずさん、こんばんは。
 いろいろお世話になりました。

 「ハート…」の謎が解明されたのですっきり気分で年を越せそうです。
 かずさんも、良いお年をお迎えください︕

 

Re:YouTubeのアカントが

3510 選択 xs4ped 2007-12-28 22:55:03 返信 報告

strayこんばんは。

> 削除されてしまいました（笑）。 
> 
> 「映像資料館」「PVロケ地マップ」は、YouTubeがないと成り⽴たないので、 

 > ん〜、困った。来年考えよ（笑）。 
> 
> ということで「映像資料館」「PVロケ地マップ」の映像は全部消えましたので。

⼤変なことになりましたね。
 どうしたんでしょうか︖
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カラっといこう︕ PVが原因でしょうか︖

私も危ないかな・・・(笑)

Re:YouTubeのアカントが

3511 選択 stray 2007-12-28 23:01:40 返信 報告

xs4pedさん、ちょうどよかった、ここで返事しますね（笑）。

カラっといこう︕が原因ではありません。Beeingは寛⼤です。
 前にフジＴＶと⽇テレの動画が削除され、今回は Music On! TV です。

 ３回累積するとアカウントが削除されてしまうのか︖その辺はわかりません。
 xs4pedさんが⼤丈夫なんだから、私は絶対⼤丈夫だと思っていたんですけどねぇ(笑)。

Re:Ｚ研も御⽤納め

3517 選択 ミキティ 2007-12-29 14:43:18 返信 報告

研究所所員様 みなさまこんにちは（＾－＾）
  まもなく新年を迎えますね☆

 みなさんとの出逢い 素敵な美術館 たくさんの想い
 あたたかいこころをありがとうございます。

 みなさん良いお年をお迎えくださいね(*^_^*)
 そして来年もどうぞ宜しくお願いします

 明⽇から帰省します。 帰省先から遊びに来まーす。

 ☆皐さん ハートの⽅法教えて下さってありがとうございます。これからも 皐さんに みなさんに♡♡♡♡♡♡
♡♡いっぱい

 お届けしますヽ(^o^)⼃

 いただいたお気に⼊り画像です☆
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「PVロケ地マップ」は復活

3518 選択 stray 2007-12-29 19:16:38 返信 報告

皆さんこんばんは。

１⽇業務延⻑して「PVロケ地マップ」は復活させました。
 部⻑︕休⽇出勤⼿当よろしく︕（笑）

ミキティさん、こんばんは。

懐かしい画像ですねぇ、Ｚ板画像担当の頃を思い出しました（笑）。
 こちらこそ、ゲストの皆様のあたたかいごしえんに、⼼より感謝しております。

 ミキティさんもどうぞ良いお年をお迎え下さい。
 来年もどうぞよろしくお願いします︕♡♡♡

 

ご挨拶

3533 選択 pine 2007-12-30 16:54:16 返信 報告

所⻑様 研究所の皆様 こんにちは

早いもので、今年も明⽇を残すのみとなりましたね。
 ZARD研究所、そして皆様と出会い、楽しい時間を過ごさせていただきありがとうございました。

 来年もどうぞよろしくお願いします。m(*^_^*)m

厳しい寒さになっていますので、お⾵邪など召されませんように。
 皆様、どうぞ良いお年をお迎えください。

Re:年末のご挨拶です

3534 選択 ｍｆ 2007-12-30 20:30:35 返信 報告

このサイトに来て楽しい事やうきうきいいことが沢⼭ありました 悲しいこともありましたが
  明⽇の紅⽩は必⾒ですねどんな画像が⾒られるかたのしみですね
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 研究所の皆さんよいお年を迎えてください 来年も頑張りましょう

Re:Ｚ研も御⽤納め

3537 選択 kazu 2007-12-31 00:31:06 返信 報告

strayさん皆さん こんばんは〜

⽇付も変わり⼤晦⽇ですね。
 皆さんと知り合うキッカケは⼤変悲しい出来事でしたが

 この出会いをこれからも⼤切にしていきたいと思ってます。

今年は⼤変お世話になり ありがとうございました。
 そして来年も、どうぞ宜しくお願い致しますm(_ _)m

Re:Ｚ研も御⽤納め

3538 選択 MIZUI 2007-12-31 00:34:27 返信 報告

stray様。ZARD研究所の皆様。今晩は。
 ZARD Party(れおさん)の所でお世話になっている

 MIZUIと申します。
 いつもZARD(泉⽔さん)の⾊々な情報を有難うございます。

 こちらへはいつもROM専なのですが⼀⾔、ご挨拶に
 伺いました。

ZARD研究所様のこれからの益々のご発展と皆様のご多幸を
 ⼼よりお祈りいたします。

 尚、私はP/C⾳痴の為、画像などをお持ちするスキルが有りませんので⼿ぶらで失礼します。皆様に⼼よりお礼を⾔い
たかったので。皆様、良いお年をお迎えください。

 stray様。失礼しました。

Re:Ｚ研も御⽤納め
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3541 選択 アキラ 2007-12-31 08:08:12 返信 報告

strayさん＆ZARD研究所の皆さんおはようございます(^_^)

いつもこちらは楽しくロムロム（本家での件で私はロム専と

⾔う⾔葉が嫌いです 笑）＆ファイルバンクの貴重な動画を

頂いてますm(__)m早いものでもう⼤晦⽇ですね、strayさん

を始めこちらの皆さんとはとても悲しい出来事で知り合いま

したが泉⽔さんが導いてくれた出会いをこれからも⼤切にし

て⾏きたいですね、来年も宜しくお願いしますね☆

辞令（ｍｅｇａｍｉ研究員・中東特派員）

3508 選択 stray 2007-12-28 22:49:54 返信 報告

 
       辞   令

 ｍｅｇａｍｉ 殿

   研究員 兼 中東特派員を命ずる

         2007年12⽉28⽇ 
         ZARD研究所所⻑ stray ♡←ハンコのつもり

中東諸国に「ザールド」の魅⼒を伝えてほしいのですが、
 撃たれないようにだけ気をつけて下さい（笑）。

今回の⼈事は、なしぼーさんの退所と、ドルチェ副所⻑の⻑期離脱により
 ⼥性所員が皐ちゃん⼀⼈となっているため、Ｚ研世界進出の⾜がかりも
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視野に⼊れ、たいへん研究熱⼼なイラン在住のｍｅｇａｍｉさんにお願い
したものです。研究員の募集は現在のところ⾏っておりません。

辞令をありがとうございました︕︕

3512 選択 ｍｅｇａｍｉ 2007-12-29 00:53:36 返信 報告

stray所⻑さん 研究員の皆さん そしてＺ研ご参加の皆様 発令後から かなり時間が経ってからのご挨拶申し訳あ
りませんでした︕︕

この度 研究員としてありがたい辞令を拝命致しましたmegamiでございます。
 皆さんと同じくＺＡＲＤが⼤好きなだけで 私は、ＰＣにも詳しくなく、またイラン在住ということもあり最新情報

が皆無の中 少しでも泉⽔さんに近づけた幸せを胸に『ＺＡＲＤ世界進出』の為 これから皆様と共に研究にいそし
んでまいる所存でございますので 何卒よろしくお願い申し上げます。

初投稿から ほんの１ヶ⽉という短い期間ではございますが、皆様の優しさ＆温かさをたくさん感じて 楽しい毎⽇
を過ごさせていただいております。この場をお借りしてお礼を申し上げます。本当にありがとうございます。これか
らもどうかよろしくお願い致します。

時差のため、リアルタイムで皆さんとたくさんお話できることが少ないかもしれません。ちょっとズレていてもどう
かお許し下さい☆ただいまは喜びで胸がいっぱいでございます♡ありがとうございました。

Re:特派員任命おめでとう︕︕

3513 選択 ｍｆ 2007-12-29 01:24:58 返信 報告

特派員任命おめでとうございます イランの情報をしっかり教えて下さい 応援しています

Re:辞令（ｍｅｇａｍｉ研究員・中東特派員）

3514 選択 ミキティ 2007-12-29 14:19:58 返信 報告

みなさん こんにちは
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 megamiさん（＾－＾）特派員ご任命おめでとうございます。(*^_^*)
 はじめましてです☆

 離れていてもいつでも⼼は繋がっていますものね(^o^)⼃
 これからも宜しくお願いします♪

 ＰＳ 所⻑さまのハンコがＧＯＯＤですね♪
  

お祝いのお⾔葉ありがとうございました。

3530 選択 ｍｅｇａｍｉ 2007-12-30 05:36:31 返信 報告

ｍｆ様 ミキティ様 わざわざお祝いのお⾔葉をありがとうございました。お返事が遅くなり申し訳ありませんでし
た。

 ミキティさん こちらこそ初めましてです︕これからもよろしくお願い致します。♡どうか良いお年をお迎え下さい
♡

 

Re:ｍｅｇａｍｉさんへ

3531 選択 ｍｆ 2007-12-30 08:13:53 返信 報告

ｍｅｇａｍｉさんもよいお年を迎えてください

すいませんでしたね・・・・

今年のご挨拶

3521 選択 れお 2007-12-29 19:57:12 返信 報告

ZARD研究所のstrayさん、皆さまこんばんは。
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少し早いですが年末のご挨拶に参りました。
泉⽔さんを通じて沢⼭の⽅に出逢え、エネルギーを頂けた事に⼼から感謝を申し上げます。

 どうぞ良いお年をお迎え下さい。

ZARD party 
 れお

追伸
 ⼿ぶらでは申し訳ないので画像をお持ちしました。

 【タイトル︓君とのふれあい】

れおさんへ

3523 選択 stray 2007-12-29 20:44:26 返信 報告

こんばんは、ご丁寧にありがとうございます。

お互い1年間どうもお疲れさまでした。
 それにしても⼀気に腕を上げましたね、xxxさんの後継者の⼀⼈との声もあります。

 れおさんもどうぞ良いお年をお迎え下さい。
 ZARD party に持っていく画像探さなきゃ︕（笑）

 

Re:今年のご挨拶

3528 選択 xs4ped 2007-12-30 00:53:29 返信 報告

れおさん、strayさん、皆さん、こんばんは。

> 少し早いですが年末のご挨拶に参りました。 
 > 泉⽔さんを通じて沢⼭の⽅に出逢え、エネルギーを頂けた事に⼼から感謝を申し上げま

す。 
 > どうぞ良いお年をお迎え下さい。

今年は、私にとって不幸(訃報)続きの連続でしたが、(泉⽔ちゃんの訃報も含め)泉⽔ちゃん
を通じてZ板、Z研、Zpの⽅々に出逢え、パワーを頂けた事に感謝しております。
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 そして、これからも宜しくお願い致します。

れおさん、strayさん、皆さん、どうぞ良いお年をお迎え下さい。

♡ご挨拶♡

3529 選択 GTO 2007-12-30 02:21:07 返信 報告

皆様、

今年は、初めて泉⽔さんを知った年でした。
 あの事故が無ければ、多分これからもZARD・泉⽔さんを知ることは無かったと思います。

 また、Z研での皆様との出逢いも無かったことでしょう。
 泉⽔さんを通じて、皆様と出逢えたことに感謝します。

皆様の益々のご活躍とご健康をお祈りいたします。
 どうぞ、良いお年をお迎えください。♡

GTO

ブロードキャスターランキング

3524 選択 カーディガン 2007-12-29 22:29:40 返信 報告

ブロードキャスターでランキングをやっています。
 泉⽔さんものるでしょうか︖

Re:ブロードキャスターランキング

3527 選択 カーディガン 2007-12-29 23:09:50 返信 報告

出ませんでした。
 ５０位まででしたが、１００位までならのっていたかもしれませんね。あの時期に、事件が重なったためかもしれま
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せん。

削除された記事

3502 選択 DELETE 2007-12-28 22:03:17 返信 報告

※この記事は削除されましたが、コメントが付いているため残されています。

Re:PVTV1228

3506 選択 stray 2007-12-28 22:30:22 返信 報告

attiさん、こんばんは。

配信どうもありがとございます︕
 mpgからWMVに変換しないで、Divxに変換する理由は何ですか︖

 

●●ＰＶＴＶ１２／２８.mp4●●Re:PVTV1228

3519 選択 ALIL.1967 2007-12-29 19:25:11 返信 報告

mp4でアップしておきましょう。for iPod︕ 14⽇間ですよ。

http://www.filebank.co.jp/wblink/b71b0ce3beaa41374a5bf2efdc206a1c
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. オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [3522]今年最後の御挨拶(0) [3427]⽉命⽇(4) [3252](無題)(11) [3455]カラっといこう︕PVロケ地検証①(6) [3465]（無
題）(2) [3469]紅⽩の時間帯が判明(0) [3468]【重要】 画像・映像の持込み、持ち出しに関して(0) [3413]探しにいこうよ(4)
[3326]ｓｔｒａｙさんへ(9) [3430]Zファイル ⽩⾦・横浜編(18)

新しい話題を投稿する

« 39 38 37 36 35 34 33 32 31 »

今年最後の御挨拶

3522 選択 奈良ZARDファン 2007-12-29 20:44:02 返信 報告

stray所⻑・研究所の皆さん

こんばんは。

⽇頃はなかなかお邪魔できず、すいません。

今年は⼤変な年になってしまいました。

でも坂井泉⽔さんはきっと、皆様⽅の⼼の中に住んでおられると思います。
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今しかない︕
今⽇⼀⽇を精⼀杯⽣きていくことこそが、坂井泉⽔さんへの

 最⼤の御供養と信じております。

では来年もよろしく御願いいたします。
 いいお年を︕

⽉命⽇

3427 選択 xs4ped 2007-12-27 00:18:20 返信 報告

皆さん、こんばんは。

今⽇は泉⽔ちゃんの⽉命⽇ですね。
 追悼作品をUpしましたので、ご覧下さい。

 http://www.youtube.com/watch?v=a6UIMyNKxkA

Re:⽉命⽇

3452 選択 皐 2007-12-27 10:54:48 返信 報告

今⽇は泉⽔さんの⽉命⽇ですね。今朝、めざましでもズームインでも
 泉⽔さんの姿を⽬にして、少し切ない気分になってしまいました。

今回の追悼作品も素晴らしい出来ですね︕︕
 きっと泉⽔さんも喜んでいると思います(*≧∇≦*)…そして、私も︕(笑)

 加⼯画を使⽤してくださってありがとうございました☆ﾐ

Re:⽉命⽇
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3480 選択 ｍｅｇａｍｉ 2007-12-27 23:10:39 返信 報告

xs4ped様 こんばんは︕
  

泉⽔さんの⽉命⽇が終わる前に拝⾒させていただきました。今年の⽉命⽇は今⽇で最後なのですね〜︕素晴らしい追
悼作品に涙です。ありがとうございました︕︕本年最後の３１⽇の作品も期待しております☆

Re:⽉命⽇

3481 選択 オーマイ 2007-12-27 23:58:45 返信 報告

こんばんは〜。
 いつも、ありがとうございます。

 リプレイさせて頂きました。

朝の「めざまし」は⾒ましたが取り上げて貰うのは
 うれしいですが微妙ですね。

⾃分は特別な才能が無いので「ｓｏｆｆｉｏ」聞いてました。

年末は帰宅時間未定で紅⽩も現場で⾒れたらラッキー状態ですが次回作を楽しみにしています。

Re:⽉命⽇

3484 選択 xs4ped 2007-12-28 02:11:33 返信 報告

皐ちゃん
 xxxさんと、皐ちゃん、ZARDファン皆様の画像があってこその作品なので感謝しております。

 普通の画像だけでは、このような作品は作れません。

ｍｅｇａｍｉさん
 感動して頂いて、⼤変恐縮です。

 31⽇はLive(武道館)完結編の予定です。
 イランでは年末年始は関係ないと思いますが、⽇本だと思って盛り上がって下さい。
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こちらから、全編⾒れますので・・・
http://www.youtube.com/user/izumiforever1967

オーマイさん
 気にって貰えて、光栄です。

＞年末は帰宅時間未定で

年末も仕事ですか︖⼤変ですね。
 私も１度だけ年越し仕事をしたことは有りますが・・・

(無題)

3252 選択 Hana 2007-12-21 16:07:36 返信 報告

某サイトにて検索したところから持ってきました。
 折⾓なので、こちらに貼ります。

 

Re:(無題)

3257 選択 stray 2007-12-21 17:08:53 返信 報告

Hanaさん、こんばんは︕

この場所を特定してほしいってことじゃないですよね︖（笑）
 

Re:(無題)

3281 選択 Hana 2007-12-22 14:11:29 返信 報告
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>>strayさんへ 
こんにちは。

 いえいえ。ただ単純に、サイトで⾒つけたものがあったので、貼らせて貰っただけですよ。
 ドキッとしましたか︖ゴメン遊ばせ〜(笑)

 

Re:(無題)

3291 選択 アネ研 2007-12-23 00:59:43 返信 報告

こんばんは
 和⺠が６階で、⻩⾦の蔵が７階なんですね︕

 それより、渋⾕整形で確定かな︖

アネ研さんへ

3381 選択 Hana 2007-12-26 00:17:59 返信 報告

こんばんは。渋⾕整形とは、この画像の、告知ポスターが貼られた場所のことでしょうか︖
 

Re:アネ研さんへ

3387 選択 アネ研 2007-12-26 00:47:49 返信 報告

こんばんは、
 いえいえ、ポスターが貼られたのは

 http://www.0101.co.jp/stores/guide/store140.html
 でしょう。

 根拠は右側のビルの渋⾕整形の看板より
 http://www.techno-graphica.com/kirei/shibuyaseikei/

 で皆川ビルとわかり
 海峡の看板より
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http://www.kaikyo.co.jp/
とこちらも皆川ビルにより、多分渋⾕ですね︕

 

さすが⼗津川警部︕（笑）

3389 選択 stray 2007-12-26 07:40:10 返信 報告

アネ研さん、おはようございます。
 この写真も捜査してたんですねぇ、ご苦労様です（笑）。

 ⼗津川警部︕の着ぐるみがあったらプレゼントしたいくらいです（笑）。

アネ研さんへ

3400 選択 Hana 2007-12-26 15:34:45 返信 報告

わざわざ検索して下さったんですね。
 気の毒に、ありがとうございます。

Re:(無題)

3431 選択 カーディガン 2007-12-27 00:59:32 返信 報告

ここですか。なんか⾒たことあると思いました。
 Ｈａｎａさんも、ぜひ⾏かれてください。

Re:(無題)

3437 選択 atti 2007-12-27 01:12:59 返信 報告

https://bbsee.info/straylove/id/3252.html?edt=on&rid=3389
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3389
https://bbsee.info/straylove/id/3252.html?edt=on&rid=3400
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3400
https://bbsee.info/straylove/id/3252.html?edt=on&rid=3431
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3431
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/84c2d4860a0fc27bcf854c444fb8b400.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/3252.html?edt=on&rid=3437
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3437


カーディガンさん、こんにちは。

ここですよね︕︖

下に記事にしたのですが、
 http://atti.jugem.cc/?eid=1413

 のリンクしているサイトで壁⾯が(12/8)

今は違うポスターなのかな︖
 渋⾕は通勤経路では無いので、⾏けない。

 ⼭の⼿線で、渋⾕を通る⽅は確認を〜

カーディガンさんへ

3463 選択 Hana 2007-12-27 15:46:32 返信 報告

カーディガンさん
 こんにちは。

わざわざ添付した下さったんですね。
 そう、そうですよ。そこだと思われます。

東京の渋⾕なんですよね。
 ちょっと遠征になってしまうので。。

 しかも情けないことに･･････⼀⼈で東京に⾏くことなんてこの歳になっても未だ出来なくて･･･
 出来ればカーディガンさんか誰かに連れて⾏って貰いたいほどです(笑)。

>>attiさん 
 初めまして。ご協⼒、どうもです。

 

渋⾕タワーレコードの写真

3478 選択 カーディガン 2007-12-27 22:41:38 返信 報告

こんばんは、attiさん、Hanaさん、皆様。
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＃3431の写真はですね、武道館の追悼ライブの朝に⾏って撮ったものです。なので、撮影⽇は2007/9/14です。
渋⾕のタワーレコードでは、懐かしの８センチCDなどもけっこうかりました。デビュー曲や揺れる想いなど、いろい
ろとありました。今度も発売されるのでしょうか。

カラっといこう︕PVロケ地検証①

3455 選択 stray 2007-12-27 12:43:52 返信 報告

ALIL.1967さん、アネ研さん、お寒い中の調査本当にご苦労様でした。
 おかげさまで「カラっといこう︕」PVロケ地の全容解明に成功しました。

 近いうちに「PVロケ地マップ」を更新しますので︕

ALIL.1967さんには申し訳ないのですが、アネ研さんが撮られた写真を使って、
 「カラっといこう︕」のPVキャプ画を⽐べて検証してみたいと思います。

まずは、⾚い⽮印が特徴的な「⽩⾦第⼀マンションズ前」です。
 ”いや、違う”という⼈はおりますまい（笑）。

カラっといこう︕PVロケ地検証②

3456 選択 stray 2007-12-27 12:49:12 返信 報告

「⽩⾦第⼀マンションズ前」から北⻄にすぐのところです。
 この⽩い道路は、Google地図では真っ⽩に写ってるので特定が容易でした。

プロが撮ると違うもんですね︕（笑）
 ⼿前が⽩い壁になってるのは、きっと後から⼿を加えたのだと思います。

カラっといこう︕PVロケ地検証③
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3457 選択 stray 2007-12-27 12:53:12 返信 報告

②と同じ場所です。
 季節が違うものの、PVでは「緑に囲まれた美術館の⼊り⼝」っぽく写ってます。

 そのへんがプロの技なんでしょうねぇ。

ここは地図で特定できず、アネ研さんの勘︖にすべてを託したのですが（笑）、
 ⾒事に突き⽌めてくれました。さすが⼗津川警部です（笑）。

カラっといこう︕PVロケ地検証④

3458 選択 stray 2007-12-27 12:57:38 返信 報告

フランスパンを抱えた泉⽔さんが歩いているシーンです。

私は失礼ながら「公衆トイレ」の前かと思ったのですが（笑）、
 次に出てくるバス停の後ろにあるマンションの⽞関だったとは︕

ここも地図では場所が特定できず、アネ研さん頼りでしたが、
 偶然にも突き⽌めてくれました（笑）。

 

カラっといこう︕PVロケ地検証⑤

3459 選択 stray 2007-12-27 13:03:17 返信 報告

ジャケ写でお馴染みの「バス停」です。

都バス「⽩⾦六丁⽬」とありますね。
 ⽩⾦マンションから外苑⻄通りを⻄に進んで、

 ⾸都⾼⽬⿊線の⾼架の少し⼿前です。
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PVでは⽊々がまだ⻘々としてますので、泉⽔さんの服装から考えて、
発売前年の初秋に撮ったのでは︖と思います。

カラっといこう︕PVロケ地検証⑥

3460 選択 stray 2007-12-27 13:06:55 返信 報告

唯⼀残った「謎」が、このフランスパンですね（笑）。

外苑⻄通りのパン屋さんで仕⼊れたとＺ研では睨んでいますが、
 今どき、紙の袋を使うパン屋さんはそうそうないので、

 あらかじめ⽤意しておいた紙袋に移し替えての撮影ではないかと。

PANさん︕
 パンの検証どうぞよろしく︕（笑）

以上、検証おわり

カラっといこう︕PVロケ地検証⑦

3476 選択 stray 2007-12-27 22:21:49 返信 報告

この写真ですが、私には何のことかわからなかったのですが、
 WEZARDのゲスト⽤ページに貼られてるんですね︕

 私はFC会員ページしか⾒ないので、今までまったく気づきませんでした︕（笑）

雑貨屋さんです。
 ⽩⾦が泉⽔さんの⽣活圏であることを暗⽰してるかのようですね。
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> 以上、ホントに検証おわり

（無題）

3465 選択 Hana 2007-12-27 16:23:52 返信 報告

以前に、このサイトに添付されていた画像を、また添付しましたが（PANさん提供）
 添付してもよろしいものか迷ったのですが･･･

こんな素敵な写真が⾳楽誌に載っていたのですね。
 「さわやかな君の気持ち」のインタビューですよね。

 

Hanaさんへ

3471 選択 stray 2007-12-27 19:46:11 返信 報告

これは以前ここで話題となったJ*GM 2002/6 で、
 「さわやかな君の気持ち」のインタビュー記事掲載です。

 で、それがなにか︖（笑）

私が画像をスキャンして差し上げるのは理由があるからなのです。
 普通の⼈は「下さい」と⾔われて、「はい、あげます」とは⾔いませんから（笑）。

 よそのサイトでは相⼿にされないと思って下さいね。
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その理由ですが、私は⾃分が所有している雑誌記事を、曲別に整理して、
泉⽔さんが、いつ、どんなお話をされたのか、簡単に探せるように整理したいのです。

 具体的には、「ZARD万年Webカレンダー」を作って、発売⽇に貼られたCDジャケをクリックすると、
 関連雑誌の画像が表⽰される、というものです。

 すでに制作に取り掛かっていますが、所有する雑誌類が膨⼤なため、
 スキャンするだけで１〜２年かかるんじゃないかと思います（笑）。

前フリが⻑くなりましたが、どっちみちいずれスキャンしなければならないので、
 Hanaさんからのリクエストに喜んで応えている、ということなのです。

おわかりいただけましたでしょうか︖

strayさんへ

3474 選択 Hana 2007-12-27 21:54:50 返信 報告

こんばんは。

>>よそのサイトでは相⼿にされないと思って下さいね 
 ⼗分承知です。笑

 何だか、私がよそのサイトで事件を起こした事を、まるで知っていたかのような感じですね。笑
 誤解なさらないように･･･

･･･いえいえ、そうじゃなくて。。
 この写真が掲載されている雑誌は何かなーと思いまして。やはり『J-groove magazine』

 のものだったんですね。
 有り難うございます。

なるほどー。そう⾔う意味でもあったんですね。別に私がこの画像についてレスしても
 良かった訳ですね。

 

紅⽩の時間帯が判明
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3469 選択 stray 2007-12-27 19:26:55 返信 報告

 
ZARD・坂井泉⽔さん追悼コーナーは、

 前半最後だそうです。（NMK７時のニュースより）

【重要】 画像・映像の持込み、持ち出しに関して

3468 選択 stray 2007-12-27 19:25:50 返信 報告

皆さんこんばんは︕

画像・映像の持込み、持ち出しに関して、皆さんにお願いがあります。

ここに持ち込まれた画像および映像は、すべて管理者である私の責任下に置かれます。
 また、これらは権利者の明⽰的な許可なく配布、加⼯することが禁じられております。

加⼯画に著作権が認められるとは思えませんが、加⼯された⽅の”想い”が⼊っていますので、
 当美術館の作品をDLして個⼈で楽しまれる分には何ら問題ありませんが、

 他のサイトに無断で持ち込むことはご遠慮下さい。他のサイトからの持込みも同様です。
 素敵な画像があっても、URLのご紹介だけに留めて下さい。

映像について、例えばYouTube映像は「マイ動画」であれば、
 埋め込みタグを貼っていただいてかまいませんが、

 それ以外は画像同様URLのご紹介に留めて下さい。

なお、当サイトはまがりなりにも「研究所」ですので、
 疑問・質問・考査（謎の解明）に絡んだ画像・映像の投稿は、差し⽀えないだろうと思っています。

ご理解の上、ご協⼒くださいますようよろしくお願い致します。
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探しにいこうよ

3413 選択 皐 2007-12-26 22:08:45 返信 報告

久しぶりのペーパーものです♪(笑)
 愛⽤カメラ“ペータックス”を失くしてしまったペーさん。彼の⽬に⾶び込んできたものとは…︖

ペー︓「もしや、あれは私の“ペータックス”じゃないですか?!」
 パー⼦︓「やぁ〜っだ〜︕ホントだわ〜あっはははは〜」

続く(!?)(笑)

Re:探しにいこうよ

3415 選択 ｍｅｇａｍｉ 2007-12-26 22:28:48 返信 報告

皐様 こんばんは︕はじめましてmegamiと申します。いつも作品を楽しみにしております。

楽しい作品をありがとうございました。たくさん笑わせていただきました〜︕
 ペーさんの⽬が光っているのがおかしくて どうしても笑いがとまりません・・・（ぺーさんとパー⼦さんの隠れキ

ャラも）（笑）

２⽇連続で素敵な作品を拝⾒できて とても嬉しかったです︕ありがとうございました。
 

Re:探しにいこうよ

3416 選択 stray 2007-12-26 22:38:03 返信 報告

皐ちゃん、こんばんは︕

ん〜、いまひとつかなあ〜

と思いきや、⼤きな吹き出しに気を取られて、道っ端の怪しい物体に気づいてないだけでした（笑）。
 気づくまでの間が楽しいですね（笑）。
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少し指導しますが（笑）、⼤きな吹き出しの中は、
”オ、オレんだよな、あれ︕”

 ”ほんと、ペータックスだわ︕〜あっはははは〜”
 のほうが良かったかも（苦笑）。

Re:探しにいこうよ

3450 選択 皐 2007-12-27 10:40:25 返信 報告

megamiさんへ
 こんにちは︕初めまして、皐です(o^∇^o)

 笑ってもらえてホントに嬉しいです︕(笑)お笑い芸⼈さんがネタを披露する時の⼼境が、ちょっぴり分かりますね
(笑)

 これからも加⼯画を楽しんでもらえると光栄です☆ﾐ よろしくお願いしますね︕

所⻑へ
 ちょっと、いまひとつでしたか︖(笑)吹き出しですが、フッと“ペーさんに⾔わせるのもマズいかな…”と思ったんです

よ(=^⽫^=)(笑)
 でも、⼤丈夫そうですね︕(笑)ちょっと神経質になっていました(笑)

------------------------------------------------------------
 私事ですが、2〜3⽇留守にします＾＾31⽇には帰ってこれると思うんですが…。

 ちょっと早すぎますが、皆さん良いお年を︕︕

Re:探しにいこうよ

3461 選択 stray 2007-12-27 14:11:26 返信 報告

皐ちゃん、休暇の件、了解です︕

> ちょっと、いまひとつでしたか︖ 
 いえいえ、私は画像を提供したのでほぼ想像できてたからねぇ（笑）。

 

https://bbsee.info/straylove/id/3413.html?edt=on&rid=3450
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3450
https://bbsee.info/straylove/id/3413.html?edt=on&rid=3461
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3461


泉⽔さんの吹き出しはまずいけど、ペーパーさんは実際にカメラを探してるんだからOKだよ（笑）。
続編楽しみに待ってま〜す︕

ｓｔｒａｙさんへ

3326 選択 saki 2007-12-24 13:48:37 返信 報告

ZARD研究所には初めて投稿します。 sakiといいます。
 以前strayさんと皐さんにAboutZARD掲⽰板でレスしたことはあるのですが、覚えておられますでしょうか︖

 私はZARDの事はあまり詳しくはありませんのでいつもROM専⾨です。
 ここのギャラリーはとても好きで度々拝⾒させて頂いています。

 xxxさんの事はとても哀しいです。もう少し早く病院に来られていたらと残念でしかたありません。

今⽇は、とても躊躇ったのですがstrayさんにお願いがあって投稿しました。
 私はギャラリーの中でstrayさんの画像解説の所が⼀番好きなのです。

 解説の中のxxxさんや皐さんがとても⾝近に感じられますし、投稿された時の状況や背景が⽬に浮かぶからかもしれません。
 もう「⽔瓶座」以降の解説をされる御予定はないのでしょうか︖

 そして、皐さんの画像に対する想いなどもお聞きしたいという気持ちがあります。
⾃分でその画像から作者の⽅のお気持ちを読み取る能⼒がないのと、

 投稿された時を⾒逃してしまってる私が悪いのですけど。。。。
 すみません、なんかギャラリーの批判をしているように聞こえましたらごめんなさい

ギャラリーの事とても感謝していていつでも⾒ていたい気持ちで⼀杯なのです。
 年末のお忙しい所におまけにイブの⽇にへんな投稿して御気分を悪くなさらないで下さい。

xxxさんと皐さんの⼀ファンより。

P.S
 xxxさんは御⾃⾝の事「スリーエックス」と⾔っておられました。別に意味はないと、ただカッコイイだろって（笑）

PP.S
 誤解されると困りますので⾔っておきますね、私は、坂井さんにあまり似ていませんよ、光栄ですけど、、、、 xxxさんの
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妄想だと思います（笑）

sakiさんへ

3329 選択 stray 2007-12-24 17:39:29 返信 報告

こんばんは、strayです。

sakiさんでしたか︕︕てっきりここに投稿された⽅だとばかり思っていて、
 xxxさんからの宿題の答えが⾒つからないまま年を越すところでした。

 よく投稿して下さいましたね、気分を悪くするどころか、感謝の気持ちでいっぱいです。

スリーエックス（だったとは︕）さんのことは、私も残念で残念でなりませんが、
 せめて彼の作品を後世に伝えられればと、xxxギャラリーを作った次第です。

 いつもご覧下さってるとのこと、とても嬉しく思います。

ZARD掲⽰板はスレが時間とともに消えるため、作品解説といっても、
 投稿の経緯を思い出せる限りで簡単に書いてるだけなのです。

 ここやZARD partyさんに投稿されたものは、スレがそのまま残っていますので、
 私が何をか書くよりも直接xxxさんの投稿をご覧いただいたほうが、

 私や皐ちゃんをはじめ、レスされた⽅々の気持ちも含めてよく分かるのではないかと思い、
 「⽔瓶座」以降の解説は付けずにおりました。

当時のスレを整理して、簡単にご覧になれるようにしますので、少々お時間を下さい。
 

Re:sakiさんへ

3331 選択 stray 2007-12-24 18:14:59 返信 報告

関連するスレをまとめましたので、とりあえずご覧いただいて、
 何か質問等があれば遠慮なくおっしゃって下さい。

「promised you」（画像は著作権に触れるため削除）
 http://bbsee.info/straylove/id1320.html
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「感謝︕感謝︕感謝︕」
http://bbsee.info/straylove/id1589.html

 http://bbsee.info/zl_musuem/id2.html

「宅急便で〜す」「想い・・・」「願いを叶えよう」
 http://bbsee.info/zl_musuem/id6.html

 http://bbsee.info/straylove/id1802.html
 http://bbsee.info/straylove/id1803.html

「カラーのブーケ」
 http://bbsee.info/straylove/id1854.html#a1903

 http://bbsee.info/zl_musuem/id12.html

「☆メリークリスマス☆」
 「Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ︕︕」

 「ｗｉｔｈ ｙｏｕ ♡」
 http://bbsee.info/straylove/id2379.html

Re:sakiさんへ

3340 選択 皐 2007-12-25 10:42:04 返信 報告

sakiさんこんにちは︕ｓｔｒａｙ所⻑宛のスレですが、お礼を書きたくてレスしてしまいました＾＾
以前、AboutZARD掲⽰板でレスを頂いたの、憶えていますよ︕☆ﾐ

 “xxxさんのファン”だと仰っていましたよね(o^∇^o)その時はまさかsakiさんが、噂の泉⽔さん似の⽅だとは
 思ってもいなかったので、びっくりしました︕

xxxさんの読みは「スリーエックス」だったんですね︕確かにカッコイイ(笑)
 これからも、ギャラリーを⾒て頂けると嬉しいです♪xxxさんもきっとsakiさんに⾒ていてもらいたいはず♡

sakiさんのお話が聞けて、本当に良かったです︕ありがとうございました(o^∇^o)

ｓａｋｉ様へ
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3397 選択 ｍｅｇａｍｉ 2007-12-26 12:49:43 返信 報告

saki様 はじめましてmegamiと申します。stray所⻑さん宛のスレですが 私も同じ気持ちだったので どうしても
お礼を申し上げたくてレスさせていただきました。

> 私はギャラリーの中でstrayさんの画像解説の所が⼀番好きなのです。 
 > 解説の中のxxxさんや皐さんがとても⾝近に感じられますし、投稿された時の状況や背景が⽬に浮かぶからかもし

れません。 
 > もう「⽔瓶座」以降の解説をされる御予定はないのでしょうか︖ 

 > そして、皐さんの画像に対する想いなどもお聞きしたいという気持ちがあります。

私も全く同じ気持ちでおりましたが、いつもご覧になられていらっしゃる⽅々には「暗黙の了解」なのかな︖と思っ
ていて 今まで申し上げられずにおりました。sakiさんがstray所⻑さんへお願いして下さって とっても感謝してお
ります☆ 本当にありがとうございました。これからもよろしくお願い致します︕尊いお仕事をされていらっしゃる
のですね。これからもお仕事頑張って下さい。

stray所⻑様
 ご無沙汰しておりました。イランの通信事情が悪いのはご承知いただいてると思いますが、しばらく全く繋がらなく

て泣きそうでした・・・今⽇やっと投稿できました︕︕
 繋がらない間に中東⽀局特派員へ任命していただいていたのですね︕ありがとうございました。お仕事内容も教えて

下さい。まさか今までと変わらず名前だけ（︖）なんてことはないですよね〜︖︖︖（笑）

Ｔ２８部⻑様
 別スレの中で 格下げの件 わざわざご丁寧に謝って下さり かえって申し訳ありません。⼤変遅くなりましたが、

これから特派員として何かお役に⽴てればと思いますので どうかよろしくお願い申し上げます。

作品解説②を執筆中︕

3398 選択 stray 2007-12-26 14:41:43 返信 報告

ｍｅｇａｍｉさん、こんにちは︕

イランの通信事情が悪いとは伺ってましたが、クリスマスは異教徒のお祭りなので、
 政府が外国⼈にいやがらせしてるんじゃないですよね（笑）。
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とても⼼配されてる⽅がおりましたが、繋がって何よりです。
⽀局⻑からすぐに特派員へ降格してしまい申し訳ありませんでした（笑）。

 今後の処遇は鋭意検討中でのすのでお待ち下さい。

さて、まさか私の解説が好きだと⾔ってくれる⽅が2⼈も現れるとは︕光栄です。
 sakiさんからご指摘を受けた後、私なりに考えてみました。

 美術館オープン後の作品を整理するということは、私にとってはxxxさん追悼そのものです。
 私は私なりに「メモリアルギャラリー」でその務めを果たしたつもりでいました。

 が、新たにＺ研へおいでになられた⽅や、これから訪れるであろう⽅々に、
 過去スレを⾃⼒で掘り返して⾒ろというのは酷な話です。

 xxxさんの作品を後世に伝えたいのであれば、美術館オープン後の作品を整理して当然、
 xxxさんもきっとそのことを望まれてると思います。

はたして書けるかどうか、昨⽇から「作品解説②」の執筆に取り掛かりました。
 過去スレを読み返しながらの作業なので、とても⾟いものがあって、

 泣きながら執筆しておりますが（笑）、近⽇中に完成させたいと思っています。

sakiさん、ｍｅｇａｍｉさん、もう少々お待ち下さい。

ｍｅｇａｍｉさんへ

3401 選択 xs4ped 2007-12-26 16:10:24 返信 報告

ｍｅｇａｍｉさん、こんにちは。
 お久しぶりです。

何とか繋がって良かったですね。(^.^)
 イランはクリスマスは無しですか︖

ささやかですが私からのクリスマスプレゼントです。
 もうご覧になりましたか︖

 http://www.youtube.com/watch?v=czkTrUt8Fko
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27⽇(⽉命⽇)と31⽇もUpする予定ですのでお楽しみに︕
また、繋がらなくなったりして・・・(笑)

 

xs4ped様 感激致しました︕︕

3414 選択 ｍｅｇａｍｉ 2007-12-26 22:19:00 返信 報告

xs4pedさん ご無沙汰しておりました︕︕
 やっとネットに繋がって まとめてたくさんの記事を拝⾒させていただきました。

 特別に⾃分に向けてクリスマスプレゼントがいただけるとは 考えてもいませんでしたので 感激でいっぱいです♡ 
本当にありがとうございました︕︕

> イランはクリスマスは無しですか︖ 
 イスラム教の国なのでクリスマスが無い上に イラン暦という特別のカレンダーなので お正⽉も⽇本の３⽉２１⽇

からなのです。皆さんがお正⽉の間もいつもどおりの毎⽇を送ります・・・（泣）

> 27⽇(⽉命⽇)と31⽇もUpする予定ですのでお楽しみに︕ 
 いつも本当にありがとうございます。泉⽔さんに会えるのを楽しみにお待ちしておりま〜す♪

 

Re:ｓｔｒａｙさんへ

3453 選択 saki 2007-12-27 12:00:21 返信 報告

strayさん、皐さん、megamiさん、xs4pedさん、返信ありがとうございます。

strayさん、私の我が儘の為に申し訳なく思っています。
過去のレスを読ませて頂きました、本当にありがとうございました。

 PC⾳痴で何処に何があるのか良く解らなかったのです。お⼿数かけました。
 私が、strayさんの解説が好きなのはボキャブラリーが豊富な事と、本⼈さんの⾔葉では⾔いにくいであろう画像の素

晴らしさやお気持ちをstrayさんの⾔葉で伝えて下さる所なのです。
 勝⼿なことばかり⾔ってすみませんでした。

皐さん、ありがとうございます。
 皐さんやみなさんの事をxxxさんからよく聞いていました。
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私は、xxxさんに「ZARDファンなの︖掲⽰板ファンなの︖」と聞いた事があります。
ZARDを知らない私に、ZARDの事よりも掲⽰板の⼈達の事をたくさん教えてくれました（笑）

megamiさん、xs4pedさん、書き込みの少ない私ですが宜しくお願いします。

今、夜勤あけで書いています、xxxさんから頂いたAL[Today is Anthe day」を聞きながら
 眠りにつきます。

 おやすみなさい。。。

ドキっ︕

3454 選択 stray 2007-12-27 12:18:37 返信 報告

sakiさん、こんにちは、お仕事ご苦労さまです︕

なんとか「解説②」を書き上げました。
 http://zardlabo.nobody.jp/kaisetu/kaisetu-2.html

> 私が、strayさんの解説が好きなのはボキャブラリーが豊富な事と、本⼈さんの⾔葉では⾔いにくいであろう画像の
素晴らしさやお気持ちをstrayさんの⾔葉で伝えて下さる所なのです。

ドキっ︕（笑）
 というのは、今回は画像の素晴らしさについてはあまり触れていないからです。

 過去スレを読みながらだったため、どしてもxxxさんへの感情移⼊中⼼となってしまいした。
 お⽬覚めになられたら、ご⼀読いただければ幸いです。

解説者冥利に尽きるお⾔葉、本当にありがとうございます︕

> ZARDの事よりも掲⽰板の⼈達の事をたくさん教えてくれました（笑） 
 そうでしたか、やはり⼈恋しかったのでしょうね。

 「こ〜んな感じの看護師さん」投稿時のスレが残ってるとよいのですが、
 xxxさんも掲⽰板ではsakiさんのことばかりでしたよ（笑）。

 感謝してもしきれませんが、xxxさんのこと、どうもありがとうございました︕
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Zファイル ⽩⾦・横浜編

3430 選択 アネ研 2007-12-27 00:58:11 返信 報告

こんばんは、みなさん、ALIL.1967さんも捜査なさったんですね（笑）、投稿⽇が同じですが報告
します。

 先⽇２４⽇、WEZARDの⼀連の画像と、sg「カラッといこう︕」のジャケットロケ地の捜査に⾏
ってきました。

 Z研BBSですでに下調べしてあったので、ここはすぐにわかりました。
 ⽩⾦第⼀マンションズ

Zファイル ⽩⾦・横浜編２

3432 選択 アネ研 2007-12-27 01:01:06 返信 報告

マンションの⻄側の道がこうなってます。
 

Zファイル ⽩⾦・横浜編3

3433 選択 アネ研 2007-12-27 01:02:56 返信 報告

そして、WEZARDの⼀連の画像がここです。

https://bbsee.info/straylove/id/3430.html
https://bbsee.info/straylove/id/3430.html?edt=on&rid=3430
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3430
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/2d2c8394e31101a261abf1784302bf75.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/3430.html?edt=on&rid=3432
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3432
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/72007983849f4fcb0ad565439834756b.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/3430.html?edt=on&rid=3433
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3433
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/a91af177d3016ca20e5fc949836a894a.jpg


Zファイル ⽩⾦・横浜編４

3434 選択 アネ研 2007-12-27 01:04:11 返信 報告

そして、WEZARDの⼀連の画像がここです。

Zファイル ⽩⾦・横浜編5

3435 選択 アネ研 2007-12-27 01:06:42 返信 報告

そして、WEZARDの⼀連の画像がここです。
ただ、街頭の画像と同じものは⾒つけられませんでした。

 ⼀番似ている画像がこれです。

Zファイル ⽩⾦・横浜編６

3436 選択 アネ研 2007-12-27 01:12:10 返信 報告

そして、泉⽔さんがパンをもって、⽊の壁の前にいる所をしばらく探しましたが、ありませんでした。
 そこで、あきらめて、「カラッといこう︕」のバス停にむかいました。

Zファイル ⽩⾦・横浜編７

3438 選択 アネ研 2007-12-27 01:14:31 返信 報告

sg「カラッといこう︕」のジャケットの⽩⾦６丁⽬のバス停です。
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Zファイル ⽩⾦・横浜編８

3439 選択 アネ研 2007-12-27 01:17:46 返信 報告

なんと︕︕︕、驚いたことにさきほど探したところは、なんと、バス停の後ろのマンショ
ンの⽞関だったのです。︕︕︕

Zファイル ⽩⾦・横浜編９

3440 選択 アネ研 2007-12-27 01:20:55 返信 報告

これで、下調べ済みの現場は終わりなので、パン屋を探しながら駅へ向かうことにしました。

Zファイル ⽩⾦・横浜編１０

3441 選択 アネ研 2007-12-27 01:24:37 返信 報告

⽩⾦第⼀マンションズ側の歩道を歩いていたおかげで、ここをゲットできました。皆さん
も覚えありますよね︖泉⽔さんがかよってたのでしょうか︖
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Zファイル ⽩⾦・横浜編１1

3442 選択 アネ研 2007-12-27 01:29:23 返信 報告

⽝を連れた⼈はよく⾒かけましたが、パン屋はあまりありませんでした。
 ⼀軒、フランスパンを売ってる店がありましたが、形も違いますが、わずかな期待（同じ

紙袋）で買ってもましたが、違いました。

Zファイル ⽩⾦・横浜編１２

3443 選択 アネ研 2007-12-27 01:31:12 返信 報告

違うパン屋さんですが、ここです。

Zファイル ⽩⾦・横浜編１３

3444 選択 アネ研 2007-12-27 01:33:55 返信 報告

⽩⾦をあとにして、横浜元町の向かいました。

Zファイル ⽩⾦・横浜編１４

3445 選択 アネ研 2007-12-27 01:37:49 返信 報告

桜⽊町で降りて、レンガの建物なども散策してため、暗くなってきてしまいました。⼭⼿２３４番館は外⼈墓地の近
くです。例の電話ボックスもありました。
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Zファイル ⽩⾦・横浜編１5

3446 選択 アネ研 2007-12-27 01:47:57 返信 報告

後⽇、国際客船ターミナルの件は改めて報告しますが、この⽇はネオンはとっても綺麗
で、取材したところ、カレンダー⽤の写真のため、プロカメラマンもたくさん来ていると
のことです。カメラマニアは３００⼈くらいたのでは︖

 最後に、遅れたクリスマスプレゼントですが１枚貼ってみます。最後までありがとうござ
いました。

Zファイル ⽩⾦・銀

3447 選択 GTO 2007-12-27 05:51:07 返信 報告

アネ研さん、ALIL.1967さん捜査お疲れ様でした。

すごいですね。
 ⾜で固めた地道な捜査で、全容解明ですね。

⼀連の写真はWEZARDにも使われていますが、
ここは泉⽔さんに関わりの深い場所でしょうか︖

ベテランの⼗津川警部も⽩⾦・銀の落とし⽳にはまりましたね。

Zファイル ⽩⾦・横浜編

3448 選択 アネ研 2007-12-27 06:15:12 返信 報告
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おはようございます。GTOさん、はやいですね。（笑）
布団の中で、確認してきずきまして、いま訂正したところです。（寒）題の間違いはすべてになるので、たいへんで
した。bbseeさん、訂正できるようになって、感謝、感謝です。

> ベテランの⼗津川警部も⽩⾦・銀の落とし⽳にはまりましたね。

問題はこれからですね。（笑）

Re:Zファイル ⽩⾦・横浜編

3449 選択 stray 2007-12-27 07:39:21 返信 報告

アネ研さん、どうもご苦労さまでした︕

タッチの差でしたねぇ（笑）。
 でも、アネ研さんの写真アングルのほうが実写に近いです。

 あとでいろいろ質問攻めしますので、よろしく︕（笑）

Re:アネ研さん、ALIL.1967さんお疲れさまです☆

3451 選択 皐 2007-12-27 10:47:13 返信 報告

こんにちは︕ゼットン可愛いですね〜♡…じゃなくて、お⼆⼈とも調査お疲れさまでした︕(笑)

調査報告を⾒ていると、いつも無性に⾏きたくなってしまいますね♪♪
 いつかゼットンと⼀緒に⾏こうかな(笑)

P.S.アネ研さんクリスマスプレゼントの綺麗な景⾊をありがとうございますね(o^∇^o)

« 39 38 37 36 35 34 33 32 31 »

https://bbsee.info/straylove/id/3430.html?edt=on&rid=3449
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3449
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/86a1793f65aeef4aeef4b479fc9b2bca.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/3430.html?edt=on&rid=3451
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3451
https://bbsee.info/straylove/140.html
https://bbsee.info/straylove/39.html
https://bbsee.info/straylove/38.html
https://bbsee.info/straylove/37.html
https://bbsee.info/straylove/36.html
https://bbsee.info/straylove/34.html
https://bbsee.info/straylove/33.html
https://bbsee.info/straylove/32.html
https://bbsee.info/straylove/31.html
https://bbsee.info/straylove/1.html


パスワード︓  編集  削除

Powered by bbsee.info. Copyright © 2005-2022
HTML generated at 2022-09-22 08:17:52 (0.038 sec).

https://bbsee.info/


. オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [3417]港区⽩⾦6丁⽬(8) [3345]♡Christmas time♡(22) [3372]坂をあがって左折すると(9) [3339]メリークリスマス
(7) [3395]【重要】編集機能追加(0) [3003]雑誌記事&FCサイト更新(4) [3024]MU-GENほか(15) [3254]坂井さん愛⽤のヘッ
ドホン(4) [3317]Merry Chｒistmas（＾－＾）(10) [3325]皐さんへ(1)

新しい話題を投稿する

« 38 37 36 35 34 33 32 31 30 »

港区⽩⾦6丁⽬

3417 選択 ALIL.1967 2007-12-26 22:51:21 返信 報告

『地下鉄の駅⼀つ乗り過ごし ⾒慣れた街をよこぎったら』
 歌詞ちょっとちがってるかな︖

 というわけで，午後，⻭医者に⾏く途中電⾞を回り道していってきました。外苑⻄通り。表通りはとっても広く中央分離帯あ
りの⽚側２⾞線でおしゃれなお店や⾼級マンションがたくさん。⼀つ路地に⼊れば邸宅と昭和⾵住宅が混在の東京らしいとこ
ろですよ︕

外苑⻄通りへ出る地下鉄

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧
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3418 選択 ALIL.1967 2007-12-26 22:56:32 返信 報告

東京メトロ南北線，⽩⾦台駅が⼀番近いです。
 ⽩⾦台交差点⽅⾯の出⼝を利⽤しましょう。 

 そのまま東京三菱銀⾏を通りを挟んだ右⼿に⾒ながら左⼿に東急ストアと１００円ショップ
のある⽅へ歩いていきます。T字路についたらそこから外苑⻄通りの始まりです。

⾚い⽮印の⾨

3419 選択 ALIL.1967 2007-12-26 22:58:36 返信 報告

泉⽔さんのショットは中央分離帯からかな︖
電柱やら⾃動⾞やらがじゃま（失礼︕）で．．．

⽩⾦6丁⽬バス停

3420 選択 ALIL.1967 2007-12-26 23:02:50 返信 報告

⽬⿊駅⾏きの都営バスの停留所です。カラッといこうはここでバスを待つ写真ですね。お⽶
屋さんのまえかな

  実は，都バスのバス停は簡便な⼩型のものに置き換えられていってるので同じものがある
か⼼配だったのです。

⽩⾦6丁⽬バス停その２
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3421 選択 ALIL.1967 2007-12-26 23:05:25 返信 報告

周りの⾵景も。これだけ⾒るとごく普通の東京の街ですね。

茶⾊の壁に⿊い柵の敷地

3422 選択 ALIL.1967 2007-12-26 23:09:58 返信 報告

これは簡単でした。⾚い⽮印のある⾨の所から少し歩いたところの⼤きなマンションなので
した。（医科学研究所がこんなしゃれた外構しているはずないですね。国⽴⼤学ですから）

⾏ってみて

3423 選択 ALIL.1967 2007-12-26 23:18:14 返信 報告

⽩⾦は⾼級なものと庶⺠的なものと混じってるところですね。
 研究所あり，１００円ショップや路地に⼊るとモルタル⼀軒家がありますが，⾼級ブティックやレストラン，まさに

マンションといったものが混在してました。
  以上なのですが，なかなか写真がうまくとれなくて．．．

 アネ研さん，よかったら現地調査してみてください。今回は予備調査ということで。

Re:⾏ってみて

3424 選択 stray 2007-12-26 23:42:59 返信 報告
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ALIL.1967さん、調査どうもご苦労さまです︕

⾞で移動されたようなので、反対⾞線からの撮影もあったりで、
 さぞかし⼤変だったと思いますが、私の地図上での捜査とピタリと⼀致しています。

#3421は、⾼速道路に向かって右側⾞線から撮ったもの。
 #3422は、⽩⾦第⼀マンションズのすぐ北から斜めに⼊る道路

 で合ってますか︖

Re:⾏ってみて

3426 選択 ALIL.1967 2007-12-27 00:13:33 返信 報告

いえいえ，地下鉄ですよ。最初の写真は駅のホームです。
 もう少し準備していかないと良いショットがとれませんです。

 道の両側歩き周りです︕

＞#3421は、⾼速道路に向かって右側⾞線から撮ったもの。
 ＞#3422は、⽩⾦第⼀マンションズのすぐ北から斜めに⼊る道路

 で合ってますか︖
 はい，あってます。

♡Christmas time♡

3345 選択 皐 2007-12-25 12:35:10 返信 報告

今⽇はクリスマスですね︕なぜかイヴの⽅が盛り上がるのは気のせいかな…︖(笑)

私は今まで、クリスマスが近づくとKelly Clarksonの歌を良く聴いていたんですが、
 今年はZARDのWinter Songばかりです(笑)

ではでは、皆さまもクリスマスを楽しく過ごしてくださいね♡
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Re:♡Christmas time♡

3347 選択 stray 2007-12-25 12:55:58 返信 報告

皐ちゃん、こんにちは︕

新作は「Christmas time」でしたか、てっきりpaperものでくるのかと思ってました（笑）。
 いいですねぇ、今までにない構図で、とても新鮮です。休養中に何かあった︖（笑）

 真ん中の光の線が、地上と天上の境⽬なのでしょうか。
 メロディも泉⽔さんのボーカルも明るめなのに、詞はとっても切ないですよね。

 そのギャップが何とも⾔えない曲です。

皐ちゃんへ

3348 選択 stray 2007-12-25 13:08:56 返信 報告

部⻑が年賀状書きで忙しいので（私もだけど）（笑）、
 更新は少し遅れるかもしれません。

 ⾳楽だけ準備しておいて下さいね︕

Re:皐ちゃんへ

3351 選択 Ｔ２８ 2007-12-25 14:35:28 返信 報告

こんにちは、冬休みですか︖
 皐ギャラリー更新マニュアル通りにお願いします（笑）。

 

https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/38a77aa456fc813af07bb428f2363c8d.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/3345.html?edt=on&rid=3347
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3347
https://bbsee.info/straylove/id/3345.html?edt=on&rid=3348
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3348
https://bbsee.info/straylove/id/3345.html?edt=on&rid=3351
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3351


だから、サイズダウンした画像もお願い♡

Re:♡Christmas time♡

3352 選択 aki 2007-12-25 16:44:26 返信 報告

さっちゃん、Z研のみなさん、初めまして(で良いのでしょうか…笑︖)akiです。
 直接こちらに書き込むのは今⽇が初めてなので、とっても緊張しています…(^-^;ちゃんと投稿出来るかな︖笑

さて、さっちゃんクリスマスだね〜☆★☆確かにイブのほうが盛り上がる気が…笑。
 strayさんが仰るように、今回の画像は今までとは構図が違って新鮮＾＾クリスマスイルミネーションの中に泉⽔さん

が綺麗に溶け込んでいて、すごいね〜︕︕本当に綺麗☆.。.:*・°さっちゃんに拍⼿〜(/^-^ (^ ^*)/

strayさん(stray所⻑とお呼びしてよろしいのでしょうか︖)T28さん、年賀状書き頑張ってください＾＾

これからもこちらに遊びに来たいなぁ…と思っているので、みなさんどうそよろしくお願いします<(_ _)>

Re:♡Christmas time♡

3353 選択 皐 2007-12-25 17:07:20 返信 報告

＞所⻑へ
 ペーパーものをUPする予定だったんですが、クリスマスver.の⽅を優先しちゃいました(=^⽫^=)(笑)

 ペーさんが「私たちを優先してくださいよぉ〜」って、⽬で訴えていたんですけどね…(笑)
 今回の加⼯画は、今までとちょっと違いますか︖⾃分では気づきませんでした(’o’)

 客観的に⾒ると、違いがすぐに分かるのかもしれませんね。
「クリスマスタイム」はギャップが何とも⾔えない素敵な曲ですよね☆ﾐ

＞部⻑へ
 更新マニュアル通りに、⾳楽とサイズダウンした画像を⽤意しましたよ♡(笑)

 あと、渡しそびれていたakiちゃんとの共作の⾳源も⼀緒にUPしています(o^ω^o)
 会議室にURL貼っておきますね︕

＞akiちゃんへ
 akiちゃんようこそ︕Z研デビューだね(*^∇^*)(笑)
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 私もZ.p.に書き込む時、すごく緊張したよ(*^v^*)Hiroさんもそう仰っていたから、みんな共通みたいだね(笑)
今回の加⼯画はクリスマスをテーマに作ってみました☆ﾐ 拍⼿ありがとう︕(●＞∀＜●)(笑)

 イルミネーションと上⼿く同化できるようにするのは、時間がかかったんだよね(>u<;)
 xxxさんの教え通りにやってみたんだけど、「まだまだ詰めが⽢いぞっ︕(笑)」という声が聞こえてきそうです(笑)

 ではでは、akiちゃんいつでも遊びに来てね︕こちらこそ、よろしく♪♪

Re:♡Christmas time♡

3356 選択 ミキティ 2007-12-25 19:08:51 返信 報告

皐さん みなさん
  Merry Christmas☆

 皐さん クリスマスは美味しいものに囲まれて(^o^)でしたか(^o^)
  とっても素敵な作品をありがとうございます。

 泉⽔さんにもイルネーションにも⼼が奪われて ⽬が離せませないくらい素敵な作品です。
  例えると⼀⽬惚︕(*^_^*)のような感じです。

 さつきさん みなさん 寒い⽇が続きますので
 あたたかくしてお過ごしくださいね(^o^)⼃

Re:ミキティさんへ

3357 選択 皐 2007-12-25 19:44:18 返信 報告

こんばんは︕ミキティさんもイヴは楽しく過ごされましたか︖
 私は美味しいものに囲まれて(^o^)でしたよ♡(笑)

加⼯画ではクリスマスと⾔う事で、イルミネーションをバックでメインに使いました☆ﾐ
 “⼀⽬惚れ”というように思って頂けて嬉しいです︕

 キラキラしている物にはつい⽬が離せなくなってしまいますね(o^∇^o)
 泉⽔さんもイルミネーションに負けないぐらい輝いています♪♪

では、この辺で︕Merry Christmas☆ﾐ
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Re:♡Christmas time♡

3358 選択 stray 2007-12-25 19:47:45 返信 報告

（部⻑が混じってるけど）⼥性ばかりの華やかなスレに割り込ませてもらいます（笑）。
 ｍｆさんじゃないけど、男ばっかだとＢＢＳも暗くなりますね（笑）。

 ｍｆさん悪酔い治りましたか︖

akiちゃん、いらっしゃい︕︕（笑）
 私はぜんぜん初めてじゃないので気づきませんでしたが、今⽇がＺ研デビューでしたか︕

 ビスタを新調されたそうで、合わせておめでとうございます︕（笑）
 Ｚ．ｐ．と違って少々お堅い雰囲気があるかも知れませんが、

 どんどん書きまくって、どうかここも華やかにして下さいね。今後ともどうぞよろしく︕

皐ちゃん、xxxさんも合格点出してくれると思いますよ、良い出来です︕
 Ｚ研とＺ．ｐ．の間には、垣根も敷居もないのに（笑）、なんで皆さん緊張するのかな︖

 れおさんに聞いてみなくちゃ︕（笑）

ミキティさんが登場してくれたおかげで、急に華やかになりました（笑）。
 感謝申し上げます。ケーキの⾷べすぎにご注意を（笑）。

Re:♡Christmas time♡

3360 選択 ミキティ 2007-12-25 20:33:40 返信 報告

更にクリスマス気分を。。。（＾－＾）

 クリスマスタイムを聴きながら
 泉⽔さんと⼀緒にクリスマスなひとときを。。。

 stray所⻑様さま みなさん どうぞお召し上がりくださいませ(*^_^*)

akiちゃんへ︕
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3361 選択 stray 2007-12-25 20:45:48 返信 報告

肝⼼の質問に答えるの忘れてしまいました（笑）。

strayさんでも、stray所⻑でも、単に所⻑でもいいですよ︕
 ちなみに、皐ちゃんはたま〜に「所⻑パパ」と呼んでくれてます（笑）。

ミキティさん、美味しそう（笑）。
 深読み体質なので、ロウソクの数が気になります（笑）。

 

パーティー会場におっさん乱⼊︖（笑）

3362 選択 Ｔ２８ 2007-12-25 20:50:17 返信 報告

ホントに華やかなスレですねぇ〜、ちょっと⼊るのに勇気いるなぁ（笑）。
 何でかな︖ このスレだけ眩しいほど輝いてるし、パーティーのようですね（笑）。

>akiちゃん、こんばんは。 
 直レスは本家以来ですね。ご無沙汰してました。

 お陰様で年賀状は仕上がりまして、今投函してきました。
 どうしよう︕ 元旦に届いちゃうなぁ。受け取った⼈驚くだろうな。いつもは29⽇頃出すから・・・（笑）。

 って、そんなくだらない話は置いといてっと。

akiちゃんがZ研に書き込んでくれて、涙出そうなほど嬉しいです。
 昨⽇︖だったか、皐ちゃんもZpに書き込んでるの⾒て嬉しかったぁ〜。

 いつでも、じゃなく、毎⽇遊びに来て下さいよ︕
 また、名コンビ（皐＆aki）の次回作を期待して待っていますね。

>皐ちゃん、改めて加⼯画ありがとう︕ 
 paperものを優先して、これが今⽇発表できないと、来年まで出せなくなっちゃうもんね（笑）。

 こっち優先で正解でしょうね（笑）。
 イルミネーションがまるで雪のようで・・・。ため息出ちゃいますよ︕

 あっ、akiちゃんへのレスに、次回作のこと書いちゃいましたけど、体調に配慮してゆっくりね♡
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>ミキティさん、こんばんは。 
いつも温かい書き込み感謝しています。

 所⻑の⾔うとおり、華やかになりました。パーティーのようです（笑）。もっと頻繁に書き込んで下さいね。
 さっきケーキ屋の前、通ったんだけど混んでて買いませんでした。なので今年はケーキ無しです（涙）。

おぉ〜、書き込む前に確認して良かったぁ（笑）。
 ミキティさ〜ん、ケーキご馳⾛様です。でも、さすがに1ホールは無理だなぁ（笑）。

（何故かまじっている）所⻑︕ 切り分けておくれぇ〜（笑）。
 

Re:♡Christmas time♡ミキティ様へ

3363 選択 ｍｆ 2007-12-25 20:58:22 返信 報告

すごく美味しそうなケーキですね 私は⼀番安いやつ勝ったからあまりよくないんですね 
次は写真のようなやつを

 買いたいです 先⽇はフライドチキンの⾷べすぎで
 少し胃が重い感じです 

クリスマスの次はいいお正⽉を・ ・ ・ ・
 

Re:strayさん、T28さんへ

3364 選択 aki 2007-12-25 21:29:17 返信 報告

strayさん
 こんばんは︕私はやはりこの呼び⽅が１番安⼼します…笑。

 ご丁寧なお返事、ありがとうございます＾＾
 「所⻑パパ」かわいぃ〜笑(◎≧u≦)私にもパパが居ます♪笑

 (ちなみにお兄ちゃんもおじさんも居ます笑)

ダブルでありがとうございます︕
はい、今後ともよろしくお願いします(=^^=)
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T28さん
こんばんは︕T28さんも「部⻑」とお呼びするよりも、こちらの呼び⽅の⽅が私は安⼼します…笑。

 年賀状投函おめでとうございます笑︕

ありがとうございます♪そう⾔って頂けると本当に嬉しいです(*＾＾*)実はちょっと前から、さっちゃんと「いつ書き
込もうか︖」って話し合っていたんです笑。

 出来る限り毎⽇、こちらにも遊びに来ますね♪
 次回作、の〜んびり待っていて下さいね笑(⌒0⌒)／

それでは"( ^ - ^ )ノ~~
 

Re:♡Christmas time♡

3365 選択 ミキティ 2007-12-25 21:41:51 返信 報告

泉⽔さんと⼀緒に みなさん 乾杯しましょう(^o^)

 ホールケーキをみんなで取り分けていただきましょうね
 ヽ(^o^)⼃

 乾杯〜(^o^)⼃

 パーティを楽しみましょうねヽ(^o^)⼃

 mfさん（＾－＾） ケーキお値段ではなく笑顔で⾷べる事が出来たら⼤満⾜(^_-)-☆
  お⾝体お⼤事になさってくださいね

  
 

Re:♡Christmas time♡

3367 選択 xs4ped 2007-12-25 22:37:56 返信 報告

皐ちゃん、皆さん、こんばんは。

Beautifulですね︕
 また⼀段と腕を上げたようで・・・
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早速頂いて、次作に使わせて頂きます。
また編集しなくちゃ(^_^;)

akiちゃん、こちらのレスは初めてですか︖
 こちらもいい⼈ばかりですのでどんどん遊びに来て

 下さいね。(^.^)

Re:♡Christmas time♡

3368 選択 stray 2007-12-25 22:45:17 返信 報告

我が家はショートケーキ派です。
 なぜって、クリスマス⽤のホールケーキは、何⽇も前から⼤量に作ってるので

美味しくないに決まってる︕という強い信念を持ってるからです（笑）。
 値段もホールケーキの半額で済むし（笑）。

Re:♡Christmas time♡ ミキティ様へ

3371 選択 ｍｆ 2007-12-25 23:00:06 返信 報告

こんばんは

⼼配してくださりありがとうございます 焼酎のシャンパン割りこれはやばかった今⽇は朝⽅⼆⽇酔いでした あの
ケーキは⼿作りですか︖

ミキティさんも体に気おつけてください お休みなさい
 

Re:♡Christmas time♡

3373 選択 アネ研 2007-12-25 23:38:50 返信 報告
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こんばんは、皐ちゃん、皆様
今⽇の泉⽔さんは輝いてて、⼀段と綺麗ですね。

 ほんと溶け込んでるし、ありがとうございます。
 また、みなさんからのケーキやシャンパンを⾒てるだけですが、こんばんも前夜祭みたいですね。（笑）

 それと、akiちゃん、直接は、はじめましてこんばんは︕
 そうですね、デビューはちょっと気合いがいりますよね。（笑）私は緊張して報告みたいでしたが・・・

 これからは、皐ちゃんとのコラボの顛末記も期待してます。（笑）
 みなさまも楽しいクリスマスを︕

 

Re:♡Christmas time♡

3402 選択 皐 2007-12-26 16:34:05 返信 報告

クリスマスも終わってしまいましたね〜(*^_^*)
 ですが、ミキティさんからのケーキとシャンパンの写真を⾒ていると、まだクリスマスの余韻に浸っていられます♪あ

りがとうございますね︕

今回の加⼯画でもxxxさんのレッスンを活かしたつもりですが、所⻑の⾔うようにxxxさんも合格点出してくれると嬉
しいですね(*^u^*)

そして、部⻑の仰るようにクリスマスver.を優先しないと来年までこの加⼯画が出せなくなっちゃうので、
 次回作こそは、ペーパーもの載せようと思っています︕(笑)

クリスマスケーキも、⼈それぞれなんですね☆ﾐ ショートケーキだったり、ホールケーキだったり、部⻑は買わなか
ったり(笑)

 我が家は、⾒た⽬はシックだけど味は激⽢のミニホールケーキでした♡(笑)
 ----------------------------------------------------

 xs4pedさんへ
 またまたxs4pedさんの次作に⼊選(笑)したようで嬉しいです︕ありがとうございますね(o^∇^o)

 xs4pedさんの作る映像の中に、⾃分の加⼯画を⾒ると、すごく感動してしまいます☆ﾐ
 akiちゃんと⼀緒に作り上げた完成品を⾒る時と同じような気持ちになるんですよね♪楽しみにして待っています︕
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アネ研さんへ
今回の加⼯画はクリスマスの雰囲気と歌詞の世界を⼤切にして作りました(*^u^*)泉⽔さんも輝いて⾒えれば、すご
く嬉しいですね♪

 昨夜はケーキやシャンパンの差し⼊れがあったみたいですね︕私は⾒逃して(苦笑)しまいましたが、今余韻に浸りな
がら頂いています(笑)

 来年もアネ研さんや皆さまにとって、楽しいクリスマスでありますように☆ﾐ

Re:♡Christmas time♡

3403 選択 ミキティ 2007-12-26 18:43:03 返信 報告

みなさん こんばんはヽ(^o^)⼃
 皐さんと⼀緒に 昨⽇の余韻に浸っている私です。

  
  皐さんがおっしゃる通り お好みのケーキはそれぞれですね。

  ⼿作りしてご披露出来る⽇は まだ程遠いですが(゜o゜)
 写真は みんなで⾷べたら美味しいそうだなと思ったケーキをサンタさんにお願いして研究所さまに届けてもらった

ケーキです(^o^)
  私はチョコと苺ショートケーキが選べず カットケーキを

 両⽅楽しみました(^^ゞ

 みなさま 昨⽇はありがとうございました☆

 ＰＳ ハートの絵⽂字は どうやって出すのですか︖
  殿⽅ヽ(^o^)⼃（何時代︕︕）男性陣が使っていると増し てとても可愛いく感じます(*^_^*)

1⽇遅れだけれど、ささやかなChristmas time

3404 選択 Folken 2007-12-26 19:12:51 返信 報告

皐さん、akiさん、この間のご返事ありがとう。とても
 うれしかったですよ。ときに、xxxさんはスリーエックスさんとお呼びするのが正しかったのですね。
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私は、案の定というか、予定どおりこの時期はお仕事に
巻き込まれて、何のクリスマスの実感もないまま、気がつけば「26⽇ってあれ、まちがってません︖」と、こういっ
た

 状況です。皆様の楽しい記事、まとめて読ませていただきましたよ。※しかし、アネ研さんの現地調査⼒︖凄いです
ね。

夏ごろから、あんなに、クリスマスイブは坂井さんの「クリスマスタイム」を気持ちよく聴きたい︕なんて思ってい
ながら、この現実って・・・。なかなかうまくいきませんね。

1⽇遅れだけれど、わたしから、みなさまへ、
 ささやかな気持ちを込めて、Merry Christmas・・・。

Re:♡Christmas time♡

3411 選択 皐 2007-12-26 21:59:23 返信 報告

ミキティさんへ
 昨⽇は美味しそうなケーキの差し⼊れをありがとうございますね︕(o^∇^o)

 すごく華やぎました♡
 そして、(↑)の“ハート絵⽂字”ですが、私は“貼り付け”しています(笑)

 “ハート”と打っても出ないので、“コピー→貼り付け”の⽅法で使⽤しているんですよね☆ﾐ

Folkenさんへ
 レスのお返事を読んでくださってありがとうございました︕akiちゃんも嬉しいと思いますよ☆ﾐ

 Folkenさんはクリスマスをあまり楽しめなかったようですね(>。<)
 ＞クリスマスイブは坂井さんの「クリスマスタイム」を気持ちよく聴きたい︕

 この願いが来年こそ実現するように祈っています☆ﾐ 1⽇遅れですが、Merry Christmas♪

坂をあがって左折すると

3372 選択 ALIL.1967 2007-12-25 23:35:30 返信 報告
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外苑東通りです。でも，バリケードで左折できません。

外苑⻄通り⽩⾦六丁⽬の調査に⾏ってみたいですね。

Tokyo FM

3376 選択 ALIL.1967 2007-12-25 23:53:45 返信 報告

本⽇１２／２５のお昼のTokyo FMにてDJ⾚坂泰彦⽒の番組中のCMでやっていたんですが，２⽉の横浜公演はTokyo
FM主催だそうです。グロリアスマインドリクエストしましょう。

↓イントロに⾚坂さんのコメント⼊ですね
 http://jp.youtube.com/watch?v=RchGuxPJqYg

 

邦楽チャート[VMC TOP20]20071224

3377 選択 ALIL.1967 2007-12-25 23:55:04 返信 報告

ここでは9位です

邦楽SUPER HITS 20 20071224 SSTV

3378 選択 ALIL.1967 2007-12-25 23:56:30 返信 報告

ここでは3位です Space Shower TV

https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/37d0b499fb84a552c17fcbb1442d7895.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/3372.html?edt=on&rid=3376
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3376
https://bbsee.info/straylove/id/3372.html?edt=on&rid=3377
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3377
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/a9b4ec2eb4ab7b1b9c3392bb5388119d.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/3372.html?edt=on&rid=3378
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3378
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/2e2c080d5490760af59d0baf5acbb84e.jpg


邦楽カウントダウン TOP20 20071223 MU-ON TV

3379 選択 ALIL.1967 2007-12-25 23:57:39 返信 報告

ここでは2位です

Re:Tokyo FM

3383 選択 カーディガン 2007-12-26 00:25:57 返信 報告

こんばんは、ALIL.1967さん。

東京FMやニッポン放送、⽂化放送、TBSラジオ、etc.といろいろとリクエストしてみました。グロリアス マインド
は流れた局もありますが、まだまだですね。本家でも、スレ⽴てたりしましたが、TVでの紹介などないとなかな
か・・・

リクエストするときは、グロリアス マインドや泉⽔さんのことはもちろん、来年のコンサートのことも書いてメー
ルしています。

紅⽩も、ON AIRはあまり時間が⻑くないようなので、もっと⻑い時間放送してほしいものです。後⽇、スカパーあ
たりで放映してほしいですね。もちろん、ビデオにとりたいです。
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どんどんe-mailでリクエストしましょう。

3385 選択 ALIL.1967 2007-12-26 00:32:58 返信 報告

いま，その⾚坂泰彦⽒のA'll that RADIOにグロリアスマインドをリクエストしてきました。

みなさん，どんどんe-mailでリクエストしましょう。

ZARD制作チームに直接ではなく，ラジオなどのリクエストを経由して制作チームにメッセージをおくりましょう。

FLASH⼊りのYouTubeって︖

3392 選択 stray 2007-12-26 09:25:12 返信 報告

ALIL.1967さん、おはようございます。

各種ランキングありがとうございます。
 オリコンでも残念ながら１位が獲れなかったみたいですね。

 3枚も買ったのに…（笑）。

ご紹介してくださったYouTubeですが、Macで⾒ると、下にFLASHが表⽰されるんです︕
 皐ギャラリー（4thMG）で使ってるような横にスクロールするタイプの。

 FLASHが組み込まれたYouTubeって初めて⾒ました︕
 こんなことができるんですねぇ。FLASH⼤好き⼈間なので気になってしょうがないです（笑）。

P.S. 外苑⻄通り⽩⾦六丁⽬の調査は、私は当分無理です。
 

Re:坂をあがって左折すると

3396 選択 アネ研 2007-12-26 12:26:54 返信 報告

こんにちは、ALIL.1967さん
 「Zファイル ⽩⾦、横浜編」、乞う、ご期待です︕︕︕

 

無題
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3410 選択 ALIL.1967 2007-12-26 21:22:39 返信 報告

strayさんへ
  リンクのURLは変換されるようになっていたんですね。まず，それに気がつきませんでし

た。FLASHは YouTubeが付加したのでしょう（だたURLをhttpから書いただけだったんで
す）

アネ研さんへ
   外苑⻄通り，今⽇の午後⾏ってしまいましたが，写真に収めるにはいろんな障害

が．．．

メリークリスマス

3339 選択 xs4ped 2007-12-25 00:15:16 返信 報告

皆さん、こんばんは。

私からのクリスマスプレゼントです。
 良い⼀⽇をお過ごし下さい。

 http://jp.youtube.com/watch?v=XtteSsAvMlE

Re:メリークリスマス

3341 選択 皐 2007-12-25 10:49:29 返信 報告

xs4pedさんこんにちは(o^∇^o)
追悼作品へのレスを読んでくださってありがとうございますね︕
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そして、クリスマスプレゼントの動画(追悼作品)と、加⼯画をありがとうございます︕☆ﾐ
早速拝⾒させて頂きましたよ︕本当に素晴らしい作品に仕上がっていますね︕︕

 また⼀段と腕を上げたのでは︖☆ﾐ

27⽇と31⽇のUPも楽しみにして待っています♪♪

Re:メリークリスマス

3355 選択 ミキティ 2007-12-25 19:01:02 返信 報告

xs4pedさん みなさんこんばんは

 クリスマスプレゼントありがとうございます。
 私にもサンタさんがやってきました（＾－＾）

  素敵な作品をありがとうございます。

 
 

Re:メリークリスマス

3359 選択 xs4ped 2007-12-25 20:00:15 返信 報告

皐ちゃん、ミキティさん、こんばんは。

皐ちゃん
 > クリスマスプレゼントの動画と、加⼯画をありがとうございます︕☆ﾐ 

 > 早速拝⾒させて頂きましたよ︕本当に素晴らしい作品に仕上がっていますね︕︕ 
> また⼀段と腕を上げたのでは︖☆ﾐ

お褒め頂き光栄です。(^.^)
 腕は上がっていないと思います。(笑)

 皆さんの、投稿画像(加⼯画)が素敵な物が多かった為、
 良い作品に仕上がったのではないかと思います。
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加⼯画は、試作品(オマケ)ですのであしからず・・・(笑)
このショットの画像が好きなので、何とか完成品を

 作りたいと思っていますが、英語版のフリーソフトの為、
 悪戦苦闘中です。(笑)

> 27⽇と31⽇のUPも楽しみにして待っています♪♪

31⽇はLive Version(武道館は)完結編の予定です。
 ⼤阪、NHKに⾏けない⼈は、これで盛り上がって頂ければと

 思います。(私も⾏けないので・・・)
 ZARDはファン必⾒です︖

 お楽しみに︕

ミキティさん
 クリスマスプレゼント気に⼊って貰えて良かったです。

 今後も宜しくお願いします。

Re:メリークリスマス

3369 選択 カーディガン 2007-12-25 22:47:15 返信 報告

こんばんは、xs4pedさん、みなさん。

素晴らしい動画をありがとうございます︕︕

本家掲⽰板でもご活躍ですね。クリスマスに泉⽔さんの想いをこめた曲で感無量です。

本家の掲⽰板でお読みしましたが、携帯にグロリアス マインドの着メロがDLできなかったのですか︖私は、ふる〜
い、携帯を最近変えたばかりです。グロリアス マインドのアンケートがQRコードになっていたので、それにアクセ
スするためです。もちろん、そろそろ変えようかと思っていたというのもありましたが。今は、F904iです。

 グロリアス マインドの着メロは、オルゴールで、テンポが遅い感じですね。
 私も、WEZARDにメールをしてみますね。

 ①旧タイプの携帯対応
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②期間を延⻑してほしいこと
③パソコンでもDLして保存できるように

会員さん、限定なのはともかく、会員さんがDLできないのは残念ですよね。①と②だけでも対応してほしいですね。
 

Re:メリークリスマス

3386 選択 xs4ped 2007-12-26 00:37:07 返信 報告

カーディガンさん、こんばんは。

> 素晴らしい動画をありがとうございます︕︕ 
 > 本家掲⽰板でもご活躍ですね。クリスマスに泉⽔さんの想いをこめた曲で感無量です。

気に⼊って頂けて、光栄です。

> グロリアス マインドの着メロは、オルゴールで、テンポが遅い感じですね。 
 > 私も、WEZARDにメールをしてみますね。 

 > ①旧タイプの携帯対応 
 > ②期間を延⻑してほしいこと 

 > ③パソコンでもDLして保存できるように 
 > 会員さん、限定なのはともかく、会員さんがDLできないのは残念ですよね。①と②だけでも対応してほしいです

ね。

⾊々、試してみましたがダウンロードできず残念です。(涙)
 WEZARDへのメール宜しくお願い致します。

 できれば、パソコンでDLして保存できるようにして欲しいのですが・・・
 携帯は機種変更したら移植出来なくなるのでは︖

Re:メリークリスマス

3394 選択 stray 2007-12-26 09:39:05 返信 報告

xs4pedさん、おはようございます。
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拝⾒しました︕今回も素敵な動画ですね。
⾒たことない作品がたくさんあって、ん︖ん︖の連続でした（笑）。

 27⽇と31⽇も楽しみにしておりますので︕

QRコードの件、本家でも解決しませんでしたか…。
 直接WEZARDに尋ねてみるのも⼿かも知れませんね。

Re:メリークリスマス

3399 選択 xs4ped 2007-12-26 15:33:54 返信 報告

strayさん、こんにちは。

> 拝⾒しました︕今回も素敵な動画ですね。 
 > ⾒たことない作品がたくさんあって、ん︖ん︖の連続でした（笑）。

クリスマスプレゼント気に⼊って頂き光栄です。

> QRコードの件、本家でも解決しませんでしたか…。 
 > 直接WEZARDに尋ねてみるのも⼿かも知れませんね。

いろいろと試みましたが、結局ダウンロード出来ませんでした。(涙)
 WEZARDにもパソコンでダウンロード出来るようにと要望メールは出しましたが、難しいかも・・・

【重要】編集機能追加

3395 選択 stray 2007-12-26 09:42:52 返信 報告

皆さんおはようございます。

当ＢＢＳは⽇夜進歩しておりまして、新たに「編集」機能が追加されました。

今までは間違えたら削除して投稿し直さなければんりませんでしたが、
 削除と同様の⽅法で、⾃分が書いた記事を「編集」することができます。
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私がよくやる画像貼り忘れ、誤字脱字の修正などにお使い下さい。

雑誌記事&FCサイト更新

3003 選択 atti 2007-12-12 00:06:11 返信 報告

皆さん、こんにちは。
 グロリアス マインドが発売されましたね。

■MFM 今回のオケの事などが書かれています

■⼥性⾃⾝ 「グロリス マインド」秘話
 ⽴ち読みしましたが。購⼊しようかどうかは・・

 もう⼀度読んでみてからかなと。

■FCサイト 更新を確認。
 また楽しみが増えましたね。

http://atti.jugem.cc/

Re:雑誌記事&FCサイト更新

3006 選択 xs4ped 2007-12-12 01:05:17 返信 報告

attiさん、こんばんは。

＞⼥性⾃⾝ 「グロリス マインド」秘話 
 ⽴ち読みしましたが。購⼊しようかどうかは・・ 

 もう⼀度読んでみてからかなと。

ZARD partyにUpされています。
 4376、4377 

 http://www2.ezbbs.net/03/thomasandleo/
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Re:雑誌記事&FCサイト更新

3328 選択 atti 2007-12-24 17:21:12 返信 報告

xs4pedさん、皆さん、こんにちは。

> ZARD partyにUpされています。 
 ⾒せていただきました。

さて、雑誌掲載の情報を得るのに便利なサイトを発⾒。

雑誌の新聞http://zasshi.com/index.html
 発売前に情報が掲載されるようですね。

 明⽇発売のはゴシップ的ではありますが・・

http://atti.jugem.cc/
 PS.カレンダー作りをしているが、結構⼤変ですね。

Re:雑誌記事&FCサイト更新

3382 選択 atti 2007-12-26 00:20:02 返信 報告

⾃⼰レスです。

ひっそりと、WEZARDにて更新されていたCD店の
 フリーペーパー系

 12/25 HMV the music&movie master
 12/25 すみやGroovin' 

を⼊⼿してきました。

共に、「グロリアス マインド」の記事ですが、
 HMV側は、1Pの記事になっています。

この2店には、リクメモの記述のある、⼩型の店頭PoPは
 ありませんでしたね。
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他にも雑誌掲載があります。
週刊現代のは・・・。

 http://atti.jugem.cc/

Re:雑誌記事&FCサイト更新

3393 選択 stray 2007-12-26 09:32:49 返信 報告

attiさん、おはようございます。

ずいぶん古いスレを引っ張り出してこられましたねぇ（笑）。
 雑誌の新聞http://zasshi.com/index.htmlは、私もよく使っています。

 半⾓の「ZARD」で検索しても引っかかりませんので、全⾓の「ＺＡＲＤ］か「坂井泉⽔」で。

カレンダー作り、ご苦労さまです︕
 Ｚ研でも密かに進⾏中なんですよ（笑）。

 まだまだ時間かかりそうですが、どうぞお楽しみに︕

週刊現代、私は買います︕（笑）

MU-GENほか

3024 選択 カーディガン 2007-12-12 21:02:16 返信 報告

こんばんは、皆様。先週12/5深夜のＭＵ-ＧＥＮは⾒ましたか︖私の地⽅では、昨⽇だったのですが、ＺＡＲＤの話題がずい
ぶん⻑くありました。グロリアスマインドの秘話についても話しておりました。時間もけっこう⻑かったですね。⽇テレの19
時からのスペシャルは、ＺＡＲＤのファンは、知っている⽅も多いでしょうが（ＺＡＲＤを知らない⽅には必要だと思いま
す）、ＭＵ-ＧＥＮのほうは、ずいぶん新鮮な話題だと思いました。

あと、ＭＦＭですが、グロリアスマインドのアレンジについて書いておりました。⼤野愛果さんとＧＡＲＮＥＴ ＣＲＯＷの
中村由利さんもコーラスで参加だそうですね。
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今⽇、ついでに、ＧＡＲＮＥＴ ＣＲＯＷのＳｇ.とＡｌ.も買いました。浮気ではないですよ、感謝ですよ。「⽌まっていた
〜」の研究には、聴いてみるべきですね。

Re:MU-GENほか

3027 選択 アネ研 2007-12-12 22:12:17 返信 報告

こんばんは、カーディガンさん
 私も最近、「⽌まっていた〜」からＧＡＲＮＥＴ ＣＲＯＷの中村由利さんに興味を持ち始めています。こんな素晴

らしい曲を作るひとですからねー。
 ただなんとなく、お顔からするともっと低いキーのような気がするのですが、けっこう⾼いですよね。（笑）

中村由利さん〜ＧＡＲＮＥＴＣＲＯＷ〜

3030 選択 カーディガン 2007-12-12 22:51:46 返信 報告

アネ研さん、こんばんは。
 http://ja.wikipedia.org/wiki/GARNET_CROW

 ＧＡＲＮＥＴ ＣＲＯＷのウィキです。
 中村由利さんのウィキです。

 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%9D%91%E7%94%B1%E5%88%A9_%28%E6%AD%8
C%E6%89%8B%29

中村由利さんの声はファルセットというようです。

「⽌まっていた〜」はＺＡＲＤ⾵にアレンジしているのでしょうが、曲を提供していただいて、とても感謝しており
ますm(__)m

武道館に引き続き、グロリアスマインドでもご協⼒していただいて、またまた感謝しておりますm(__)m

Re:中村由利さん〜ＧＡＲＮＥＴＣＲＯＷ〜

3039 選択 stray 2007-12-13 09:27:00 返信 報告
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アネ研さん
映画「時計じかけのオレンジ」と関係があるのは、「運命のルーレット廻して」です
（笑）。

カーディガンさん、ガネのCD買われたんですね。
 じつは私はガネのファンでもありまして（笑）、ベストアルバムも出てますが、

 オススメは4th AL「I'm waiting 4 you」です。
 コナンのエンディングに使われた「忘れ咲き」は名曲ですので是⾮聴いてみて下さい。

 

Re:MU-GENほか

3040 選択 ヒツキ 2007-12-13 10:07:26 返信 報告

こんにちは
 ガーネットクロウのCDは持っていませんがコナンなどで何曲か聞いたことがあり、「⽌まっていた時計が今動きだし

た」を始めて聴いたときには「誰だろう︖このコーラスの⼥性︖」と思っていました。あとで中村さんだとわかった
とき「え︖中村さん︖すごい︕︕普段の歌声と違う︕︕」と思ったことがあります。

 ちなみに友⼈が以前
 「ガーネットクロウは時々メロディーがZARDっぽい。」と⾔っていた事があります。曲名は聴いていませんが⼀曲

聴いたとき
 「ZARD……じゃないよね︖声が違う。」

 と思ったこともあるそうです。メンバーのうち三⼈が楽曲に関わっていることもあるのでしょうか︖

●● MU-GEN 12-5●●

3042 選択 ALIL.1967 2007-12-13 11:24:59 返信 報告

http://www.filebank.co.jp/wblink/c61974a768e011e2de36adf79479f3a3

アネ研さんへ
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3044 選択 stray 2007-12-13 15:58:01 返信 報告

こんにちは︕
 私のライブラリーに三枝⼣夏ちゃんは⼊ってないです（笑）。

 Beeing では、⼩松未歩さんとガネですが、スタッフにはまったく興味がないので、
 残念ながら、今後楽曲の研究にはまったく⼒を発揮しないと思います（笑）。

Re:中村由利さん〜ＧＡＲＮＥＴＣＲＯＷ〜

3045 選択 stray 2007-12-13 16:44:47 返信 報告

ALIL.1967さん、こんにちは。いつもありがとうございます︕
 内容は「グロリアス マインド」制作秘話で、ヒロミさんがCDでピアノ参加したことは、

 この番組が出展だったのですね。たいへん助かりました。
 またよろしく︕（ちゃっかり）

ヒツキさん、こんにちは。
 ガーネットクロウでメロディーがZARDっぽい曲ですか。

 ん〜、私はすぐに思いつきませんが、イントロがZARDっぽいのはあるかも知れません。
 でも、由利さんの声は泉⽔さんとぜんぜん違うので間違えることはないかと（笑）。

 三⼈ともそれぞれ独⾃の世界観をお持ちなので、ZARDの影響はないと思いますが…。

Re:MU-GENほか

3052 選択 カーディガン 2007-12-13 23:42:15 返信 報告

こんばんは、皆様。ＧＡＲＮＥＴＣＲＯＷもＺＡＲＤにとっては縁が深いですね。みなさん、けっこう詳しく、ファ
ンでもあるのですね。

アネ研さん、
 私は、GARNET CROWは、好きですが、あまり研究したことがなかったのです。なかなか、ＣＤを買うまでにいたり

ませんでした。でも、⼥性ボーカルは好きなので、少しずつ聴いてみてもいいかな、と思っています。
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所⻑様、
GARNET CROWのＣＤは初めて買いました。コナンのＣＤには、⼊っていましたが、彼らだけのＣＤを買うのは初め
てです。昨⽇買ったのは、「世界はまわるというけれど」と「GARNET CROW Best2000 to 2005」です。２枚
組でとても聴きごたえがありますね。お薦めの「忘れ咲き」も⼊っておりますね。とてもいい曲ですね。中村由利さ
んの声は独特ですね。また、なかなかいい曲が多くていいですね。

 初回12/5分は、GARNET CROWの時間がかなり⻑かったですよ。なかなか⾒応えがありました。すぐにアップでき
ませんが。

ヒツキさん、
 はじめまして。、中村由利さんは、「⽌まっていた時計が今動きだした」で、歌詞カードにお名前があり、誰かな︖

と思い、それで知っておりました。追悼ライブなどでもいろいろとZARDにご協⼒をしてくれたので、好印象です(^
^♪これからも、ご活躍してほしい⽅です。

 泉⽔さんとは、声質が違うでしょうか。＃3030とそのウィキをご覧ください。

ALIL.1967、
 いつもありがとうございます。MU-GENはとてもいろいろな情報がありますね。こちらは１週間ほど遅いです。ZAR

Dがけっこうありましたね。これからもMU-GENは要チェックのようですね。

P.S.三枝⼣夏さん、よくMU-GENに出てきますね。倉⽊さんもよく出ますね。いろいろな⽅が出て、MU-GENはけっ
こう⾯⽩いと知りました。

 

●● MU-GEN 12-12●●

3059 選択 ALIL.1967 2007-12-14 10:11:28 返信 報告

http://www.filebank.co.jp/wblink/c2c85b46f078da4b7dc0469f450e92f6

Re:●● MU-GEN 12-12●●

3063 選択 なしぼー 2007-12-14 18:42:52 返信 報告
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皆さん、こんばんは。
今⽇もホント寒い⼀⽇でしたね。

ALIL.1967さんへ
 MU-GEN の映像、昨⽇、今⽇とＵＰして下さってありがとうございます。拝⾒させて頂きました。

ちょっぴり感想です。

映像の中で、グロリアスマインドの歌詞が、すごく前向きな歌詞というお話もありましたね。
 私は、⾟い恋をしている主⼈公のことを考えると、「いつまでも〜届けたい」というフレーズに主⼈公のとても素直

な気持ちが表れているような気がして、どちらかというと切なく感じさせる詞だと思っています。

「おもいきり〜忘れよう」やTomorrow〜のフレーズにもっと⽬を向けるとすごく前向きな詞と感じられるのでしょ
うね。同じ曲も少し違った⾵に楽しめますね。

いつも画像や映像をＵＰして下さる皆さん、ありがとうございます。なかなか書き込めないので、ここで御礼を⾔わ
せて下さいね。感謝しています。また良かったらＵＰして下さいね♪

Re:●● MU-GEN 12-12●●

3066 選択 stray 2007-12-14 20:22:58 返信 報告

ALIL.1967さん、こんばんは。
 昨⽇に続いてどうもありがとうございました︕

 なしぼーさん同様、前向きな歌詞という解釈もあるんだなあと、有意義な映像でした。

 
なしぼーさん、こんばんは︕

 私も”どうにもならない”切ない想いをひしひし感じます。
 ⼀⾒恋愛ソングですが、英語の１⾏⽬と最後の⾏に（別スレに和訳あり）、

 死を覚悟した⼈の気持ちが滲み出てるように思えてなりません。

*********************************************
 「未完成の曲だった作品はそれぞれのリスナーの胸の中に何かを宿した時、
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初めて完成形となるのだと思う」（MFM Vol.156より）
ということなので、議論する気はありませんので。

Re:●● MU-GEN 12-12●●

3071 選択 ALIL.1967 2007-12-14 22:45:54 返信 報告

なしぼーさんへ 喜んでいただけて，upしてよかったです。またupできることがあるかなと思います。
  12−12は早送りしてみたところ新しい情報とまでは⾏かないようだったのでどうしようかなとまよったのですが4

分程度と⻑いのであえてアップしました。コメントがあるとは．．．

英語の歌詞は議論してもしょうがないですが、
 the reason why っていうのは英⽶⼈の⼝癖みたいなものと思っておりました．些細なことでも，なぜ，どうしてを

頻繁にいいますね。⽇本⼈は思っても⼝にしないことが多いですね。それで，⼤きな意味を感じていなかったんです
が。解釈はいろいろ合った⽅が広がりが合っていいですよ。

Re:MU-GENほか

3310 選択 Hana 2007-12-23 15:45:57 返信 報告

>>カーディガンさん 
初めまして。

 レスお借りします。

カーディガンさんの書き込んで下さった、GARNET CROWのウィキによるサイトに、「DEEN」と載っていたので、
嬉しくなり、横レスさせて貰いました。

GARNET CROWの、アーティストのイメージですが、
 通りでそんなイメージが沸くと思いました。

 GARNET CROWの、私が持つイメージは、
 ⼤きい屋敷に、曇り空に雷が鳴り、その上をカラスが⾶んでいるイメージを浮かんだんですよ。

 アーティストには、申し訳ないイメージを⾔ってしまって、古井さん、お許しを(笑)
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Re:MU-GENほか

3312 選択 カーディガン 2007-12-23 20:03:57 返信 報告

Ｈａｎａさん、こんばんは。はじめまして。

ＤＥＥＮがお好きなんですか︖それはそれは。ぜひ、研究してみてください。９０年代のビーイングの⾳楽の１コマ
ですから、たのしいでしょうね。

GARNET CROWの私のイメージですが、CROWは確かにカラスですが、GARNETという宝⽯のイメージですね。ZA
RDに曲を提供してくださった中村さんもですが、古井さんも、岡本さんも、ZARDにとっては、いろいろな⾯で協⼒
してくださっています。感謝ですm(__)m

 なので、とても、好意的ですので、宝⽯のように輝いたイメージです(^_-)-☆
 

カーディガンさんへ

3380 選択 Hana 2007-12-26 00:08:06 返信 報告

＞DEENがお好きなんですか︖
 はい、⼤好きなアーティストの⼀⼈です。

 なので今は、ZARDと並⾏して聴いてます。

仰るとおり、ビーイングの⼀員でもあったアーティストですから楽しいです︕（DEENはビーイングを離脱されまし
たが･･･）

なるほどー。カーディガンさんが持つこのアーティストのイメージは、
 “宝⽯のように輝いたアーティスト”ですか。確かにそう⾔われてみればそうかもしれない。

ZARDとゆかりのある⼀⼈のアーティストとしては、良い意味で輝いていた気がします。
 多くのファンに、⾃分たちの⾳楽を聴いてくれているときの彼等は、

 まさに、宝⽯のように輝いていますよね。（意味が違うと思われますが･･･）
 GARNET CROWのAZUKI七さんは、（ご存じだとは思いますが）DEENにも作詞提供されていた⽅なんですね。

 なので彼⼥はたまに注⽬しております(笑)
 個⼈的には、“第2の坂井泉⽔”と思っています。
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それから、DEENは、リーダーの古井さんともゆかりがありますし。
個⼈的に、DEENの曲の中のアレンジは、古井さんのアレンジがすごく好きなんです。

関係ない話までしたために、⻑⽂になってしまいましたm(_ _)m
 

坂井さん愛⽤のヘッドホン

3254 選択 Hana 2007-12-21 16:39:56 返信 報告

皆さん、こんにちは。
 レコーディングの際に、坂井さんがいつも愛⽤されていたヘッドホンですが、

 どこに売っているんでしょうかね。
 ⼤⼿デパートなどに売っているのではないかとも思うのですが･･･

 （画像︓アネ研さん提供）

Hanaさんへ

3260 選択 アネ研 2007-12-21 18:10:42 返信 報告

私は、このサウンドエリアに予約して7⽉頃に⼿にいれました。それほど売れるものではなく、いつはいってくるかわ
からないといわれましたが、2週間くらいできました。最近、急に発注がきたけど、理由解りますか︖と聞かれたの
で、泉⽔さんのマイヘッドフォーンだからでしょうと教えてあげました。(笑)売切れみたいだけど、ここが確実と思
いますよ︕

Re:坂井さん愛⽤のヘッドホン

3344 選択 Hana 2007-12-25 10:57:21 返信 報告

>>アネ研さん 
こんにちは。
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『サウンドエリア』から、通販で購⼊されたんですね。

こういうヘッドフォンを使ってるアーティストは、坂井さん他、
 誰も所有していない気がします。

＞坂井さんのマイヘッドフォーン

確かにそう⾔っても間違いないでしょう。
 （すみません、以前の投稿したレスを書き直しました）

 

Hanaさんへ

3346 選択 stray 2007-12-25 12:37:17 返信 報告

こんにちは、Lunaさんに「約束のない恋」の画像を提供してもらえてよかったですね︕

泉⽔さんのヘッドホーンですが、ヤフオクに１つ出ていますね。
 http://page8.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/h53027548

少し待てば、メーカーも増産（需要はあるので）するんじゃないかと思いますが。

strayさんへ

3374 選択 Hana 2007-12-25 23:44:28 返信 報告

こんばんは。

ヤフーサイトにてチェックしてみました。
 坂井さんの愛⽤されていたヘッドホーンですからね。

増産されれば、購⼊者も増えることでしょうね。

ちょっと検討してみることにします。
 わざわざLRUを貼って下さって感謝です。
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Merry Chｒistmas（＾－＾）

3317 選択 ミキティ 2007-12-24 00:19:11 返信 報告

Merry Christmas☆☆☆☆

 研究所所員さま☆ みなさま☆へ

Happyがたくさん舞い降りますように。。。（＾－＾）
  素敵なクリスマスをお過ごしくださいね(*^_^*)

 みなさん こんばんは
  ご無沙汰してしまいました〜

  
  寒い毎⽇で お忙しいことと思いますが どうぞ

 お⾝体に気をつけてお過ごし下さいね(^o^)⼃

  

Re:Merry Chｒistmas（＾－＾）

3320 選択 stray 2007-12-24 09:15:59 返信 報告

ミキティさん、こんにちは︕お久しぶりです。

素敵な写真とメッセージどうもありがとうございます。
 お若いカップルには年に⼀度の⼤イベントですが、

 私くらいになると、いつもと変らぬ1⽇なんですよね（笑）。
歳取るのってやあねぇ（笑）。

皆さん、私にかまわず、素敵なクリスマスをお過ごしくださいね︕（笑）

Re:Merry Chｒistmas（＾－＾）

3323 選択 皐 2007-12-24 11:27:50 返信 報告
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ミキティさんこんにちは︕お久しぶりですね☆ﾐ

またまた綺麗な写真をありがとうございます︕(o^∇^o)
 前回の紅葉も素敵でしたが、今回のツリーも⾒とれてしまいますね｡｡｡☆ﾐ

ミキティさんも素敵なクリスマスをお過ごしください♪♪

Re:Merry Chｒistmas（＾－＾）

3327 選択 ミキティ 2007-12-24 14:16:50 返信 報告

stray所⻑さま 皐さん みさなんこんにちは（＾－＾）
  ご返信ありがとうございます。

 私はイルミネーションに 美味しそうなケーキに。。。
 とそちら専⾨のようです(^_^;)

 しばらく訪問出来なかったので投稿をゆっくり拝⾒させていただこうと思います。
  どうぞこれからも宜しくお願いします。

 また投稿します

Re:Merry Chｒistmas（＾－＾）

3330 選択 Ｔ２８ 2007-12-24 17:45:53 返信 報告

ミキティさん、こんばんは。ご無沙汰です〜。

綺麗な画像ありがとうございます。
昨⽇今⽇と、年賀状作りでテンパっています（笑）。

 そんなわけで、クリスマスとは無縁な状況で過ごしています（苦笑）。
 さっき、やっと宛名以外が仕上がりました。

 印刷中インク切れで⽌まったので、電源落としてもう⼀度実⾏したら、全部印刷してくれました。
 上⼿くプリンタを騙せました（笑）。

Ｐ.Ｓ. せめて美味しいケーキ位、⾷べたいなぁ（笑）。
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Re:Merry Chｒistmas（＾－＾）

3332 選択 xs4ped 2007-12-24 18:40:32 返信 報告

ミキティさん、はじめまして︖

素敵なクリスマスをお過ごし下さい。
 今後も宜しくお願いします。

昨⽇から、胃の調⼦が・・・
 クリスマスではなく、クルシミマスになりそう。(笑)

Re:Merry Chｒistmas（＾－＾）

3334 選択 stray 2007-12-24 21:15:14 返信 報告

xxxさんからのプレゼント

クリスマスといえば、

3335 選択 stray 2007-12-24 21:35:41 返信 報告

イブ（12/24）にリリースされた「あなたを感じていたい」ですね︕

私はメチャ好きで、マイベスト10に⼊ってます。
 94年は、TVはもちろん雑誌にも⼀切登場せず、ただひたすら楽曲作りをしていた年。

 いずれも完成度がとても⾼く、中でも「あなたを感じていたい」のボーカルは完璧ですね︕
 イントロもいいし、間奏のサックスが抜群です（笑）。

この曲がお好きな⽅は、思い⼊れをどしどし書き込んで下さいね︕
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Re:stray様 研究所の皆様

3337 選択 ｍｆ 2007-12-24 22:36:35 返信 報告

 
クリスマスは 野郎⼀⼈で過ごしたため悪酔いのクリスマスです 焼酎のシャンパン割
り︖︖︖そんなもの飲むから

 ⼀発悪酔いです 研究所の皆様いいクリスマスを送ってください 

 megamiさんの書き込みが途絶えているのが⼼配です
 イランはネットがつながりにくくなっているのかな︖

 私が買ったケーキです

Re:クリスマスといえば、

3338 選択 xs4ped 2007-12-24 23:10:13 返信 報告

皆さん、こんばんは。

strayさん
 > イブ（12/24）にリリースされた「あなたを感じていたい」ですね︕ 

 > 
> 私はメチャ好きで、マイベスト10に⼊ってます。
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私も、⼤好きな⼀曲でマイベスト10に⼊ってます。
〜あなたを感じていたい たとえ遠く離れていても〜

 イブにピッタリな曲ですね。

Re:Merry Chｒistmas（＾－＾）

3354 選択 ミキティ 2007-12-25 18:49:32 返信 報告

みなさん こんばんは（＾－＾）
  Merry Christmas☆

 ご返信ありがとうございます

☆T28部⻑さま（＾－＾）

 ご無沙汰してしまいすみません(^_^;)
 年賀状を毎年 今年こそは前もってと思いますが、

 今年も慌しくまだ⼿元にあります(＠_＠;)
  クリスマスケーキ 冷蔵庫に発⾒︕ 今すぐお届けに⾏きます︕(^o^)⼃

☆xs4pedさん
  

  こんばんは
  体調はどうですか

  クルシミマスではなく クリスマス＆タノシミマスになりましたかヽ(^o^)⼃
  お⼤事になさってくださいね

  今後とも宜しくお願いします。

☆Stray所⻑様 
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 こんばんは 
 XXXさんの悲しい出来事に とてもこころが痛みます。

  こちらに訪問出来なかった１１⽉中旬から 投稿内容と
 こころがついて⾏かなくて お話が⾶んでいるところがあり申し訳ございません。

  XXXさん こころからご冥福をお祈りいたします。
  XXXさんからのクリスマスプレゼント とてもあたたかく素敵です。永遠にXXXさんの作品を⼤切に思います。

「あなたを感じていたい」
  私のおもい⼊れは ポケベルです。

  当時ドコモもポケベルを持っていて まさしく
 CMから流れてくる「あなたを〜感じていた〜い」
 何度も何度も聴いていました。

  年代層がバレますね(^_^;)

 ☆mfさん

 美味しそうなケーキです。
  T28部⻑様はきっと ケーキに⽬が( ^^) _旦~~いってます。

 

皐さんへ

3325 選択 GTO 2007-12-24 13:06:54 返信 報告

皐さんへのレスが遅れ、このスレが浮いてしまいますが、お元気になられたようで安⼼しました。

暫くあなたの投稿を⾒なかったので⼼配していましたが、ほっとしました。
 これからの作品にも⼤いに期待しています。

Have a Happy Holidays and Peace and Happiness.
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Re:GTOさんへ♪

3343 選択 皐 2007-12-25 10:54:58 返信 報告

GTOさん こんにちは︕ありがとうございますね(*^u^*)もう、すっかり元気になりました☆ﾐ
 これからも、のんびりと加⼯画を作っていこうと思ってますので、

 楽しみに待っていて下さいね♪♪

GTOさんも、お体にはくれぐれも気を付けてください＾＾
 メリークリスマス☆ﾐ
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. オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [3287](無題)(2) [3321]【xxxさん追悼作品】レスのお返事(3) [3153]質問です︕(39) [3280]レッドホワイト歌合戦関連
(4) [3297]TV放送(2) [3270]部⻑へ︕(5) [3295]かけがえのないもの(0) [3255]ケーブルカー(6) [3198]すっぴん証⾔（Han
aさんへ）(10) [3251]strayさんへ(2)

新しい話題を投稿する
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(無題)

3287 選択 Hana 2007-12-22 15:22:46 返信 報告

この画像の⼤きいサイズ、何⽅か所有されていますでしょうか︖
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Re:(無題)

3311 選択 LUNA 2007-12-23 16:14:29 返信 報告

[3287]Hana:
 > この画像の⼤きいサイズ、何⽅か所有されていますでしょうか︖ 

 > 
>Is this picture okay? 

Re:(無題)

3342 選択 Hana 2007-12-25 10:50:53 返信 報告

>>Mr. LUNA 
 Nice to meet you. 

 Yes. It is excellent in this. 
 Thank you.

The future, it wishes well.

【xxxさん追悼作品】レスのお返事

3321 選択 皐 2007-12-24 11:02:49 返信 報告

xxxさんへの追悼作品スレに多くのレスを本当にありがとうございました︕
 皆さまからの温かい⾔葉が、⼼から嬉しかったです(o≧ω≦o)

 すぐに皆さんのレスへお返事を書こうと思っていたんですが、私(皐)
 の都合で、なかなか2⼈で書く事が出来ませんでした｡｡｡

 あれから時間が経ってしまったので、掲⽰板のスペースも考慮して、
 ⼀⾔ずつ皆さんへお返事を書かせて頂きたいと思います(o^ω^o)
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-------------------------------
皐︓xs4pedさんへ＞

   私たち2⼈の共同追悼作品を、xs4pedさんの次回作に使って頂けるのを楽しみにしていますね☆ありがとうございまし
た︕(*≧∇≦*)

 aki︓xs4pedさんへ
   改めまして、初めまして︕…ではですよ〜笑。こんばんは。ありがとうございます。さっちゃんの画像あってこそ出来た

作品です︕

皐︓アネ研さんへ＞
   私担当の画像の⽅は、淡い雰囲気を出したかったので そんな⾵に感じてもらえて嬉しいです＾＾優しいレスをありがとう

ございました(o^ω^o)
 aki︓アネ研さんへ

   ありがとうございます。私はどんなに悲しくても、出来る限り前向きな詩を書いていきたいと思っています。
   その想いが現れたのがこの詩なのかもしれません。

皐︓インディゴさんへ＞
   私もxxxさんの逝去を知って本当に⾟かったのですが、インディゴさんの仰るとおり、前を向き続ける事が⼤切だと思っ

ていました。
   これからもxxxさんの事を忘れずに、前に進んでいきましょう︕

 aki︓インディゴさんへ
   インディゴさん、⾮常に丁寧なお返事ありがとうございます。本当にその通りですね。インディゴさんのお⾔葉が胸に染

みます。

皐︓T28部⻑へ＞
   共同作品の⽅は部⻑にも暖かい気持ちになってもらえて、本当に嬉しかったです︕あの時、部⻑からの優しいレスを読ん

で
   私の⽅も嬉し泣きしてしまいました…(>u<｡)

 aki︓T28さんヘ
   朝は⼀番にレスして下さり、ありがとうございます。「絆」すごく良い⾔葉ですね…。絆がなければ、この作品は出来な

かったと思います。



皐︓Folkenさんへ＞
  私もFolkenさんの仰るように「あの⼈の分まで頑張らなくちゃ」と良く思う事がありますね。これからもxxxさんの事を
ずっと忘れずに、

   でも留まるんじゃなくて前に進めるようにしていきたいですね＾＾
 aki︓Folkenさんへ

   私もあの⽇以来、毎⽇をもっと⼤切に⽣きなくては︕と強く思っています。⾃分に与えられた時を精⼀杯⽣きなくては、
   xxxさんに怒られてしまいます笑。

皐︓ヒツキさんへ＞
   「⽣きる」という事は本当に重たいですね。皆さんのメッセージも、xxxさんに届いていると、そう信じています☆ﾐ

 aki︓ヒツキさんへ
   ありがとうございます。私も、そう信じています☆そうですね、今年はいろんなことがありましたが…私⾃⾝少し成⻑出

来たかもしれません。

皐︓stray所⻑へ＞
   xxxさんと接する事が出来た4ヶ⽉の時間は、私の中でも皆さんの中でも⼤切な時間だったと思っています。

   xxxさんと語り合う事はもう出来ないけど、これからも語りかけていきたいですね。
 aki︓strayさんへ

   私もstrayさんのお返事、何度読んでもジーンとしてしまいます。xxxさんの⼤好きだったさっちゃんと⼀緒に作品が作れ
て、本当に良かったです。

Re:【xxxさん追悼作品】レスのお返事

3322 選択 皐 2007-12-24 11:03:21 返信 報告

皐︓PANさんへ＞
   私たちも訃報を知った時はxxxさんへ本当の気持ちを伝える事ができませんでした。でも、こうして素直に気持

ちを伝えられた今は、
   ⼀歩前へ進めたような気がしますね。＾＾

 aki︓PANさんへ
   PANさん、こんばんは(もしかしたら初めましてでしょうか︖)xxxさんが教えてくれた、伝えてくれた、たくさん

https://bbsee.info/straylove/id/3321.html?edt=on&rid=3322
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のかけがえのないもの。
  この先もずっと胸の中に⽣き続けます。

皐︓SSSさんへ＞
   SSSさんの仰る“別れる⾟さ、この世の儚さ”、「神様なんているのかしら」と、つい物思いに耽ってしまいま

す。
   でも、xxxさんや泉⽔さんはきっと天国から⾒守っていてくれていますよね＾＾

 aki︓SSSさんへ
   お兄ちゃん、お元気ですか︖私も負けないで頑張るので、お兄ちゃんも頑張って下さいね︕応援してます︕

   「微笑みも 忘れたくなるこの都会で つまずくことさえも 明⽇への希望へと変えてゆこう」

皐︓S424さんへ＞
   S424さんの仰るとおり、akiちゃんの詩と私の加⼯、そして2⼈のxxxさんへのメッセージで⼀つの作品という⾵

に受けてもらえると嬉しいです(*^u^*)
   ありがとうございました︕

 aki︓S424さんへ
   ありがとうございます。この作品に対する私達の気持ちがS424さんに伝わり、⼤変嬉しく思います。

皐︓ｘｘｘよりの使者さんへ＞
   xxxさんの奥様に⾒て頂けると思っていなかったので、本当に嬉しいです︕使者さんには⾊々とお世話になっ

て、⼼から感謝しています。
   ありがとうございました︕これからも、⾒ていてもらえると嬉しいです＾＾

 aki︓xxxよりの使者さんへ
   お返事ありがとうございます。⼤変感激しています。

   昨⽇より今⽇、今⽇より明⽇…1⽇1⽇を⼤切に、私なりに頑張って⽣きて⾏こうと思います︕

皐︓xxxさんの奥様へ
   ご⼼配をかけてしまいすみませんでした(> <)でも、私たちはこの通りもう⼤丈夫ですよ︕やはりお優しい⽅な

んですね＾＾
   良かったら“元気です”と、xxxさんにも伝えてくださいね︕お体をお⼤事にしてください。それでは︕︕

 aki︓xxxさんの奥様へ
   初めまして、akiと申します。ご挨拶が遅れてしまい申し訳ありません。私の詩に感激して下さったなんて…

 



  xxxさんの奥様にそう感じてもらえたことが、何よりも嬉しいです。そして、この詩を書いて良かった…と⼼から
思います。ありがとうございました。

akiちゃん、皐ちゃん、ありがとう︕

3324 選択 stray 2007-12-24 12:10:06 返信 報告

こんにちは、strayです。

お⼀⼈お⼀⼈に丁寧なレスをしていただき、ありがとうございます。
 いつもお⼆⼈の作品に感動し、勇気づけられております。

 これからも”⼆⼈仲良く ⼀緒に”歩んで下さいね。

皆さん、お⼆⼈の作品はすでにスライドショー化してメモリアルギャラリーに収めてあります。
 ⾒逃してしまった⽅は是⾮どうぞ︕

 http://www7b.biglobe.ne.jp/~zard_labo/xxxMG/info.html
 

皐ちゃん、akiちゃんへ

3333 選択 xs4ped 2007-12-24 19:13:07 返信 報告

わざわざ、丁寧なレスをありがとうございます。
 お⼆⼈の作品を今後も楽しみにしております。

> 私たち2⼈の共同追悼作品を、xs4pedさんの次回作に使って頂けるのを楽しみにしてい
ますね☆

25⽇(午前0:00)になったら、追悼作品(動画)をUpしますのでお楽しみに︕(^.^)
 Upしたらお知らせ致します。

 午前0:00にはもう寝てるかな︖

PS.
 27⽇、31⽇(午前0:00)にもUpしますのでお楽しみに︕
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質問です︕

3153 選択 ｍｅｇａｍｉ 2007-12-17 15:09:51 返信 報告

みなさん こんにちは︕
 アネ研さんの聖地の巡礼の調査 とても素晴らしかったです。何度も笑わせていただきながら楽しく拝⾒させていただきまし

た。

⼩さな疑問なのですが、質問させていただきます。
 album「君とのDistance」と single「悲しいほど貴⽅が好き」の⼀⽅のジャケット写真の服装が同じように⾒えるのですが 

これは同じ時に撮影されたものなのでしょうか︖
 

Re:質問です︕

3158 選択 Ｔ２８ 2007-12-17 17:18:31 返信 報告

ｍｅｇａｍｉさん、（直レスは）はじめまして。Ｔ２８と申します。
 私は研究員ではないのですが、⼀応、Z研に⾟うじて所属しています（苦笑）。

 役職は、”なんでも”部⻑です。以後お⾒知りおきを・・・。

ご質問ですが、残念ながら私には分かりません（汗）。
 ですので、stray所⻑、後はヨロシク〜︕（笑）

 

ドキっ︕

3160 選択 stray 2007-12-17 17:32:48 返信 報告

ｍｅｇａｍｉさん、こんにちは︕

⼗津川警部「聖地の巡礼」調査、お楽しみいただけたようで何よりです︕（笑）

質問に思わずドキっ︕としました。
 なぜなら、次なる調査が「悲しいほど貴⽅が好き」のロケ地だからです（笑）。
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single「悲しいほど貴⽅が好き」は、album「君とのDistance」の半年後に発売です。
私も、ジャケ左側は、君Disのジャケ写を使い回したのだと思いますが、

 新しい写真を撮ってる（右側）のになぜそんなことをしたのか、分からないですねぇ。
 今後の調査にご期待下さい︕（笑）

Ｔ２８様

3161 選択 ｍｅｇａｍｉ 2007-12-17 17:41:53 返信 報告

Ｔ２８”なんでも”部⻑様 はじめまして
 ＨＮがおもしろいと思いまして 存じ上げておりました。

 こちらこそ 今後ともよろしくお願い申し上げます。

画像の資料などが添付できなくてすみません。
 アネ研さんの『巡礼』を拝⾒していて どこかで⾒たことがある服装のような感じがして『所⻑賞をねらいたい』訳

ではないのですが（笑）解決できれば良いなと思って質問させていただきました。
 所⻑さんのご回答をお待ちしております。

ｓｔｒａｙ所⻑様

3162 選択 ｍｅｇａｍｉ 2007-12-17 17:48:22 返信 報告

私が⼊⼒している間に もうご回答をいただいてましたね︕どうもありがとうございました。今後の調査を期待して
おります。

たくさんの『謎』がある限り Ｚ研は安泰ですね︕︕

みなさんへ

3169 選択 ALIL.1967 2007-12-17 22:54:03 返信 報告
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#3160 の41TH SG ジャケットの
右側のカラッといこうのパンを持った泉⽔さんですが，「バス停（︖）で後ろに⾸都⾼速のようなものが映ってい
る」でいいんですよね。

 あと，左側は「君とのDISTANCEとマフラーが同じ」なのでしょうか。

ALIL.1967さんへ

3173 選択 stray 2007-12-17 23:21:08 返信 報告

> 右側のカラッといこうのパンを持った泉⽔さんですが，「バス停（︖）で後ろに⾸都⾼速のようなものが映ってい
る」でいいんですよね。

別スレにも書いたように。私も同様に考えています。

> あと，左側は「君とのDISTANCEとマフラーが同じ」なのでしょうか。

これが難問でして、この画像から”同じもの”とは断定できませんよねぇ。

panさんへ

3175 選択 アネ研 2007-12-18 00:29:02 返信 報告

sg「カラットいこう︕」の泉⽔さんの持ってる（たぶん）フランスパンの形と、「パン⼯場」のパンとの固体識別の
調査願います。（笑）

 しかし、この泉⽔さんの写真は珍しいですよね。
 

Re:研究員のみなさんへ

3216 選択 アネ研 2007-12-20 01:07:00 返信 報告

こんばんは、ALIL.1967さん
 ありがとうございます。

 表紙みたいな所に貼ってるくらいだから、泉⽔さんと関係が深そうですね。(笑）
 泉⽔さんのマンションはスタジオバードマンの隣という説もありますが・・・︖︖︖
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Re:研究員のみなさんへ

3219 選択 ALIL.1967 2007-12-20 01:37:48 返信 報告

そうですね，外苑東通りと⻄通りの付近が⽣活のエリアだったのでは。ジャケ写で泉⽔さんの⽇常の⼀部が伺えるの
かもしれません。

⽩⾦ーゼっていうんですか。泉⽔さん，お気に⼊りのお店でパンを買って帰りのバスをお待ちです︕︖あの写真の泉
⽔さん素敵ですね。

代官⼭は⼭⼿線を挟んでいますが，すぐ近くですし，ずいぶん昔から⼤⼈のファッションで有名な街ですよね。PVの
ロビンズクラブや1999museumなども．．．

 

Re:研究員のみなさんへ

3220 選択 アネ研 2007-12-20 02:03:42 返信 報告

そうですね、この写真の泉⽔さんの髪型は⼀本結びではなさそうですね。
 すべてではないけど、泉⽔さんは⼀本結びすることで、坂井泉⽔(さん）になり、ZARDモードになるんだと思いま

す。つまり、ALIL,1976さんが⾔うように、プライベートモードの可能性⼤ですね。(笑）

ALIL.1967さんへ

3222 選択 stray 2007-12-20 08:37:47 返信 報告

この写真、ならびに会員サイト中の2枚は、もちろん押さえてあります。
 だいたいの絞り込みも出来ていますのでお楽しみに︕（笑）

アネ研さんへ

3223 選択 stray 2007-12-20 08:46:19 返信 報告

おはようございます。
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> すべてではないけど、泉⽔さんは⼀本結びすることで、坂井泉⽔(さん）になり、ZARD
モードになるんだと思います。つまり、ALIL,1976さんが⾔うように、プライベートモー
ドの可能性⼤ですね。(笑）

ん〜、どうでしょう（笑）。
 私は泉⽔さんのプライベートに興味がないので、六本⽊でも⽩⾦でもいいのですが、

 徒歩圏内としては少し広すぎるような気もします。

プライベートモードのPV︖
 たしかに⼀本結びじゃない写真は少ないですね。

 この写真もマンション近くなのでしょうか︖

フランスパンのアップ

3224 選択 stray 2007-12-20 08:50:47 返信 報告

PANさんへ

フランスパンのアップ写真です（笑）。

Re:フランスパンのアップ

3231 選択 PAN 2007-12-20 23:01:00 返信 報告

ありがとうございます、やっぱりパンはいいですね〜♪
 ちなみに⼤阪パン⼯場はフランスパンを作っていないので、

 パン⼯場以外で買ってきたパンということになりますね︕

Re:フランスパンのアップ
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3233 選択 カーディガン 2007-12-20 23:30:12 返信 報告

こんばんは。
 おいしそうなフランスパンですね。

 私は、この画像を⾒て、泉⽔さんの真似をして、昨⽇フランスパンを買ってしまいました。フランスパンは少し⾷べ
にくいですが、それよりも、⾷べたい気持ちが勝ってしまいました。

 でも、なぜ、この画像はパンを持っているのでしょうか︖泉⽔さんは、パンが好きだったでしょうか︖⽢いものが好
きだったと思いますが。でも、普通のぱんよりもフランスパンは絵になりますね(^^♪

みなさんへ

3234 選択 アネ研 2007-12-21 00:25:04 返信 報告

こんばんは、♯3223がどこか、解りませんね。
 所⻑の答えになりませんが、右上の建物は電話ボックスではないでしょうか︖

 それを尋ねようと、いくつかブログ探してみましたが、電話ボックスオタクなんてみつかりませんでした。(汗）
 やはり靴底をすり減らすしかないですかね。(笑）

PS、panさんへ
   情報ありがとうございます。わずかな期待があったの  ですが・・・

   カーディガンさんへ
   袋から出たフランスパンは朝⾷のイメージなんでしょ  うね。⻑ネギだったら⼣⾷かな︖⽣活観ありすぎ︕︕

 

#3223の写真

3236 選択 ALIL.1967 2007-12-21 01:32:53 返信 報告

この#3223写真は2003年のものなんですね。
 横浜市中区⼭⼿町付近です。

泉⽔さんは柄の⼊っていない（⼀⾊という意味）服が多いですね．

皆さん、おはようございます。

https://bbsee.info/straylove/id/3153.html?edt=on&rid=3233
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3233
https://bbsee.info/straylove/id/3153.html?edt=on&rid=3234
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3234
https://bbsee.info/straylove/id/3153.html?edt=on&rid=3236
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3236


3237 選択 stray 2007-12-21 08:37:19 返信 報告

夜な夜な謎解きご苦労さまです（笑）。

ALIL.1967さん、またまた貴重な情報ありがとうございます。
 「明⽇を夢⾒て」発売時に雑誌社に提供されたショットですが、

 ジャケ写やPVはこのシーンとまったく無関係なので、謎の多いショットです。
 これも私⽣活と何らかのかかわりがあるのか︖

> 泉⽔さんは柄の⼊っていない（⼀⾊という意味）服が多いですね． 
 シンプルな⼥性は、洋服もモノトーンや無地ものを選ぶ傾向にあるのでは︖

アネ研さん、いくらなんでも⻑ネギはないでしょう（笑）。
 「電話ボックスオタク」には笑っちゃいました（笑）。

 左側のレストラン︖がはっきり写ってるショットもあるので、
 場所の特定はそう難しくないと思います。

カーディガンさん、逆で、フランスパンじゃないと絵にならないんだと思いますが、
 あえて⽣活感を丸出しにした⼀連のショットには、とても興味深いものがありますね。

 ⼗津川警部に期待しましょう︕（笑）

たぶん、これ

3238 選択 stray 2007-12-21 08:53:01 返信 報告

アネ研さん、⼤当たりです︕（笑）
 元町公園前の公衆電話ですね。

 

⼭⼿234番館
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3239 選択 stray 2007-12-21 09:11:48 返信 報告

判明しました︕
 元町公園前の「⼭⼿234番館」です。

 横浜にお住まいの⽅なら簡単にお分かりになるのでは。

もしかして、「明⽇を夢⾒て」PV（室内映像）は、ここで撮影されたの︖
 検証してみます（笑）

別ショット

3240 選択 stray 2007-12-21 09:13:34 返信 報告

⼭⼿234番館がはっきり写っている別ショットです。

「明⽇を夢⾒て」PVキャプ

3242 選択 stray 2007-12-21 09:43:25 返信 報告

泉⽔さんは髪を下ろしてますね。

室内も造りはよく似ていますが、壁の⾊や調度品が⼭⼿234館とは違うようです。

Re:⼭⼿234番館
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3247 選択 ALIL.1967 2007-12-21 13:27:09 返信 報告

> 横浜にお住まいの⽅なら簡単にお分かりになるのでは。 
 そうですね︕

Re:⼭⼿234番館

3249 選択 ALIL.1967 2007-12-21 13:51:11 返信 報告

２３４番館のまえにはガードレールのようなものはないですね。東京なら舗道についたガードレールはグリーンで⻑
⽅形のパイプ枠の中にイチョウをかたどっています。横浜のガードレールはどんなのか今度チェックしておきます。

  具体的に建物の名前を書いていいものかと思っていましたが。泉⽔さん，横浜のみなとみらいを背景にした夜景の
写真もありますね。

 

Re:ドキっ︕

3276 選択 atti 2007-12-22 00:36:30 返信 報告

strayさん、こんにちは。
 > single「悲しいほど貴⽅が好き」は、album「君とのDistance」の半年後に発売です。

MFMの記述も参考になりますね。
 2006/2号

 http://www.mfmagazine.com/Neo_top_page2/other_contents/backnumber/previous_year/2006/06_02/
0602_tokushu1.html

なお、MFMの過去に掲載⼀覧にしていました。
 http://atti.jugem.cc/?eid=1100

Re:ドキっ︕

3277 選択 stray 2007-12-22 09:48:32 返信 報告

attiさん、おはようございます。
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ご紹介いただいたMFMの記事はもちろんチェック済みです。
記者さんの思い違いですね（笑）。

 Sg「もう探さない」のジャケ写も、聖徳記念絵画館ではないと私は思っています。
 （Tandoさんが正解でしょう）

Re:ドキっ︕

3279 選択 atti 2007-12-22 11:17:29 返信 報告

strayさん、こんにちは。

> 記者さんの思い違いですね（笑）。 
 やはり、そうでしたか(爆)。

横浜パシフィコの際には、横浜を散策してみようかと。

⼭⼿234番館は、moonさんのサイトの「トリビアなizumi」内の「不思議ね･･･」にて⾒かけていました。

疑問なことがあるのです。
 http://atti.jugem.cc/?eid=1429

 に記事にしたのですが、
 ポリドール版と、B-Gram版の相違は「負けないで」以外のCDでもあるのでしょうか︖ > 研究員の⽅、お教えてく

ださい〜

ポリドール版と、B-Gram版の相違

3298 選択 stray 2007-12-23 10:21:47 返信 報告

attiさん、おはようございます。

ポリドール版とB-Gram版の相違も、moonさんの「トリビアなizumi」にありませんでしたっけ︖

Sgは「負けないで」まで（PODH-）、ALは「HOLD ME」まで（POCH-）ポリドール版があります。
 それらも再プレス分はB-Gram表記に変っているはずです。
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Re:ポリドール版と、B-Gram版の相違

3299 選択 atti 2007-12-23 10:48:54 返信 報告

strayさん、こんにちは。

> Sgは「負けないで」まで（PODH-）、ALは「HOLD ME」まで（POCH-）ポリドール版があります。 
 > それらも再プレス分はB-Gram表記に変っているはずです。

負けないでの場合、ジャケ相違があるようなので
 （両⽅の版を⽐較できる⽅はいませんかね︖)

PO版︓ジャケ上部（タイアップの明記）
       ジャケ裏⾯(ロゴ以外も⼀部表記違い︖だったような)

PO版はロゴ以外のジャケ相違があるのかを知りたいなと。

Re:ポリドール版と、B-Gram版の相違

3300 選択 stray 2007-12-23 11:05:13 返信 報告

attiさん、こんにちは。

仰るとおり、「負けないで」はジャケの表記が異なります。
 （タイアップ）

BGDH-1031版
 http://joshinweb.jp/dp/4940132000423.html

PODH-1137
http://www.amazon.co.jp/%E8%B2%A0%E3%81%91%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%A7-ZARD/
dp/B00005F59G

裏⾯は何が違うのでしょうか︖
 私はPODH-1137しか持っていないので不明です。

「負けないで」だけは、カセットも存在するのですがご存知でした︖
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Re:ポリドール版と、B-Gram版の相違

3301 選択 PAN 2007-12-23 11:37:54 返信 報告

こんにちは︕ 
 > 「負けないで」だけは、カセットも存在するのですがご存知でした︖ 

 わぁ、カ、カセット版じゃあないですか︕︕
 そのカセット、欲しいです、欲しいです〜

 ぜひクリスマスプレゼントしてください。（←冗談ですからね）
 

Re:ポリドール版と、B-Gram版の相違

3303 選択 KOH 2007-12-23 12:45:42 返信 報告

みなさん、こんにちは︕
 負けないで ⽐較です。
 解るかなぁ〜(^_^;)

 前。

Re:ポリドール版と、B-Gram版の相違

3304 選択 KOH 2007-12-23 12:46:47 返信 報告

後ろです。

Re:ポリドール版と、B-Gram版の相違
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3305 選択 KOH 2007-12-23 13:01:21 返信 報告

背表紙です〜。

Re:ポリドール版と、B-Gram版の相違

3306 選択 atti 2007-12-23 13:06:46 返信 報告

strayさん、KOHさん、こんにちは。

カセットも存在するのですね。

KOHさん、画像⽐較でみると、
 b-gramのbが⾚⾊のロゴのものなのですね。

ありがとうございます。

1st AL カタカナ版

3315 選択 stray 2007-12-23 22:11:11 返信 報告

KOHさん、PANさん、こんばんは。

なるほど、タイトル⽂字が泉⽔さんの頭にかかっているか、いないか、ですね。
 これはこだわる⼈には⼤きな違いかも知れません（笑）。

カセットって、何だか演歌歌⼿っぽいですよね（笑）。

レーベルの⾊違い（「果てしない夢を」）や、カモメの⾊違い（AL「TODAY IS…」）な
ど、

 いろんなトリビアが存在しますが、他所で明らかになってるものは興味ありません（笑）。

https://bbsee.info/straylove/id/3153.html?edt=on&rid=3305
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3305
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/b848edae25876384476f8970b8491160.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/3153.html?edt=on&rid=3306
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3306
https://bbsee.info/straylove/id/3153.html?edt=on&rid=3315
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3315
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/62dad6e273d32235ae02b7d321578ee8.jpg


1st.ALの帯に、カタカナ版があるのはご存知ですか︖

Re:1st AL カタカナ版

3316 選択 atti 2007-12-24 00:03:04 返信 報告

strayさん、こんにちは。

>カセットって、何だか演歌歌⼿っぽいですよね（笑）。 
 カセット世代の⼈ですが、販売しているものは、

 中島みゆきのを購⼊?(パチ屋で交換)したものしか持っていません。

>1st.ALの帯に、カタカナ版があるのはご存知ですか︖ 
 こういうものもあるのですね。

実は、もうひとつ気のなるのことが・・
 http://www.shinkong-being.com.tw/ (B-ingの台湾公式サイト)

 にある、
 http://www.shinkong-being.com.tw/artist/zard/index.html

例えば、グロリアス マインド
 台壓版︓SBCS-7008/SK-Being  ←現地版

 進⼝版︓JBCJ-4003/B-Gram  ←⽇本の輸⼊版
 の相違などは、CD番号の違いだけで、中の冊⼦は⽇本語で、台湾語の紙が⼊っているのでしょうかね︖ご存知の⽅は

いますか。

※台湾出張が無いので、確認できず。来年こそは・・。

Re:1st AL カタカナ版

3318 選択 xs4ped 2007-12-24 00:42:29 返信 報告

strayさん、attiさん、こんばんは。

strayさん
 >1st.ALの帯に、カタカナ版があるのはご存知ですか︖ 
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 全然知りませんでした。
何処で⼊⼿したんでしょうか︖

attiさん 
 > (B-ingの台湾公式サイト)にある 

 > http://www.shinkong-being.com.tw/artist/zard/index.html 
 初めて⾒ました。

 B-ingの台湾公式サイトが有ったんですね〜
 情報ありがとうございます。

PS.
 strayさん着メロの件、Ｚ板で相談してみます。

 誰か、分かる⼈がいればいいのですが・・・

海賊盤

3319 選択 stray 2007-12-24 09:12:05 返信 報告

xs4pedさん、attiさん、こんにちは。

B-ingの台湾公式サイトがあったんですね︕知りませんでした。
 私は4枚ほど海外盤を持っていますが、B-ing盤は1枚もありません。みな海賊盤です

（笑）。
 中国語なので、台湾なのか、⾹港なのかも⾒分けがつきません。

1st.ALのカタカナ版ですが、枚数は定かでありませんが、初回プレス盤だと思われます。
 私はBook-Offで⼊⼿しました。⽬⽴つのですぐに分かります（笑）。

 

レッドホワイト歌合戦関連

3280 選択 atti 2007-12-22 12:13:31 返信 報告
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皆さん、こんにちは。attiです。

12/15の⼟スタの紹介映像です。

http://www.filebank.co.jp/wblink/e951e0e2253a0adbdab4c06c687e263e
 案内のみですが、参考まで。

⼤阪のホールの準備は28⽇頃からかな。(26⽇までは催しあり）
 PS.中間サイズにしています。

Re:レッドホワイト歌合戦関連

3292 選択 アネ研 2007-12-23 01:51:49 返信 報告

こんばんは、
 携帯で⾒たとき、てっきりルー⼤柴さんの⽩組応援団の確定かと思ちゃいました。(笑）

Re:レッドホワイト歌合戦関連

3296 選択 atti 2007-12-23 10:06:33 返信 報告

アネ研さん、こんにちは。

あの写真に、コメント紹介でおしましでした。
 次回の、

 紅⽩フラッシュ前⽇スペシャル
 12/30 PM6:05-6:50

紅⽩フラッシュ当⽇スペシャル
 12/31 PM0:15(30分) PM2:53/PM3:58/PM4:58/PM5:58(各2分)

 のどこかでは、⼤阪の様⼦など中継されまかね。

Re:レッドホワイト歌合戦関連

3313 選択 ALIL.1967 2007-12-23 20:59:41 返信 報告
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attiさんへ
 TBSモーニングとは気がつきませんでした。年末にかけて，特ダネとか２時っちゃおを予約しておいた⽅がいいで
しょうか︖

みなさんへ
  ZARDが取り上げられそうな具体的なテレビ番組があったら教えてください（すべて録画できるかわからないです

が．．．）テレビに疎いもので

Re:レッドホワイト歌合戦関連

3314 選択 stray 2007-12-23 21:56:31 返信 報告

ALIL.1967さん、attiさん、こんばんは。

年末にかけてのＴＶ番組で取り上げられるとしたら、「今年逝った⼈」コーナーで、
 既出の映像になると思いますので、とくに網をかける必要はないと思いますが。

attiさんが書かれている、NHKの番組が要チェックかなと。

紅⽩フラッシュ前⽇スペシャル
 12/30 PM6:05-6:50

 紅⽩フラッシュ当⽇スペシャル
 12/31 PM0:15(30分) PM2:53/PM3:58/PM4:58/PM5:58(各2分)

どうぞよろしく︕（笑）

TV放送

3297 選択 atti 2007-12-23 10:14:38 返信 報告

皆さん、こんにちは。
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年末になりますので、今年を振り返っての話題が多くなってきましたね。
先ほど、TV放送されていました。あたらめて、泉⽔さんの映像を⾒て、当⽇および偲ぶ会のことがよみがえってきました。

⽇テレ︓サンデー ←捕獲しました
 TBS︓モーニング  ←失敗〜

他に取り上げられるとすると、どの番組ですかね︖

http://atti.jugem.cc/
 

Re:TV放送

3307 選択 atti 2007-12-23 13:43:39 返信 報告

皆さん、こんにちは。

> ⽇テレ︓サンデー ←捕獲しました 
 タイトル︓追悼「時代を飾ったスター」

開放作業をしています。
 さて、⾬もあがったので散歩に・・・

 ご要望があればUpいたします。

> TBS︓モーニング  ←失敗〜 
 タイトル︓墓碑銘追悼2007

Re:TV放送

3308 選択 atti 2007-12-23 15:14:15 返信 報告

要望はありませんが(爆)、
 クリスマスプレゼントとして、Upしておきますね(笑)

> 開放作業をしています。 
 > さて、⾬もあがったので散歩に・・・ 
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> ご要望があればUpいたします。 
寒いので、散歩も30分ほどで終了。

>タイトル︓追悼「時代を飾ったスター」 
 2種類Upします。

 元MPG350MB(720*480:29fps)
 ■wma:6.6MB

 これは画像が悪いです。 エンコ時間問題から簡易に

Divx:ドラック＆ドロップにて作成。
 ■51.4MB(676*496:29fps)

 divxは実験君をかねています。プラグインは有料なのか、あと少しで期限切れ。
 http://www.filebank.co.jp/wblink/42e55a4f4699dd57edb46749fd3dcbfd

>TBS︓モーニング  ←失敗〜 
 誰か録画していないかな︖

PS.過去の2つは削除しました。

部⻑へ︕

3270 選択 stray 2007-12-21 22:16:11 返信 報告

ｍｅｇａｍｉさんを中東⽀局⻑に任命してから思ったのですが、
 「所⻑」より「⽀局⻑」のほうが２つも３つも格上に感じるのは、気のせいかな（笑）。

私の肩書きを「総局⻑」か「⻑官」に変更できませんかね︖（笑）

無題

3275 選択 かず 2007-12-21 23:35:56 返信 報告
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こんばんは〜♪
> 「所⻑」より「⽀局⻑」のほうが２つも３つも格上に感じるのは、気のせいかな（笑）。 

  ⾃分もそう思います︕︕

というわけで、ｓｔｒａｙ所⻑を総裁に推挙いたします

って部外者が⾔う資格あるのかな︖

Re:部⻑へ︕

3290 選択 Ｔ２８ 2007-12-22 23:28:11 返信 報告

こんばんは。
 昨夜サボったので、あやうく⾒落とすところでした（笑）。

 今更レスしても⾯⽩いこと書けないよ︕

> 「所⻑」より「⽀局⻑」のほうが２つも３つも格上に感じるのは、気のせいかな（笑）。 
 気のせいでは無いね︕（笑）

 思いつきでやるから、こうなっちゃうんだなぁ（笑）。

> 私の肩書きを「総局⻑」か「⻑官」に変更できませんかね︖（笑） 
 お好きにどうぞ︕（笑）

 ただ、よーく考えてね（笑）。 バランスとか・・・。

そもそも、研究所って、⾒習いスタッフ→研究員→主任研究員、室⻑→部⻑→副所⻑→所⻑、らしいね。
 研究所がいいのか︖、研究会の⽅が適当なのか︖ 難しいけどね。

 って、真⾯⽬に答えても仕⽅ないんでしょ︖（笑）
 部⻑って結構偉いんでビックリした︕（笑）

 でもこの部⻑と私の部⻑は違うんだろうな・・・。呼び名が部⻑で、実は⾒習いスタッフでしょ︖（笑）
 う〜ん、じゃあ、やっぱり私は社⻑を⽬指すぞ︕（笑）

かずさんの提案、総裁ですが・・・。
 どうも総裁って、「⼤川総裁」を思い浮かべるのは私だけ︖
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考えることは・・・

3293 選択 Folken 2007-12-23 02:33:05 返信 報告

> どうも総裁って、「⼤川総裁」を思い浮かべるのは私だけ︖

Ｔ２８さん、今晩は。

いや、実は私もまったく同じことを考えていました・・・。
 こんなことを⾔うと、いささか不謹慎な気も致しまして

 じっと⾒ておりました。（笑）

ZARDファンの思考回路にはけっこう共通の配線
 がはいっていたりして。意外と同じようなことを、考えているのかもしれませんね。

 

あはは

3294 選択 stray 2007-12-23 09:17:19 返信 報告

Folkenさん、おはようございます。

> ZARDファンの思考回路にはけっこう共通の配線がはいっていたりして。 
 たしかに共通性ありますね（笑）。しかし、「⼤川総裁」って過去の⼈なんじゃ…（笑）。

部⻑︕おはようございます。

ご指摘のとおり、ただの”思いつき”です（笑）。
 今さら「研究会」じゃ研究成果がないみたいだし（笑）、

 私の肩書きもサイト名もこのままとし、
ｍｅｇａｍｉさんを「中東特派員」に格下げすることにします（笑）。

 ｍｅｇａｍｉさん、ごめんね︕（笑）

所⻑がいい︕（笑）

3302 選択 Ｔ２８ 2007-12-23 12:13:18 返信 報告
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Folkenさん、こんにちは。
おちゃらけ担当としては、どうしても⾒過ごせませんでした（笑）。

 こんな事書く時は、反応が無いと思うと怖くて書き込みできませんね。
 かずさんにも失礼（ごめんなさい）ですし、結構ビクビクしています。（⼩⼼者だからね）

 最悪、コレが最後の書き込みかも・・・。とか考えてしまいます。

はじめ皐ちゃんの、「こんばんは☆ﾐ」も、ビビる⼤⽊の「こんばんみ︕︕」 のマネかと思いました（笑）。
 アッ︕ きっと、こっちは同じ思考回路の⼈、居ないんでしょうね（苦笑）。

所⻑、こんにちは。
 やっぱ所⻑がいいよ︕（笑）

 局⻑や⻑官だと、かしこば（ま）っちゃって、気楽に呼べないし、それにキャラに合わないでしょ︖（笑）
 ｍｅｇａｍｉさんには、私からも謝まっておきましょう︕（笑）

 

かけがえのないもの

3295 選択 stray 2007-12-23 09:54:21 返信 報告

昨⽇は友⼈の結婚披露宴に出かけておりました。
 残念ながらロビンズクラブではありませんが（笑）、⼤都市郊外のリゾートホテルで、

 クリスマスシーズンにちなんで庭園がイルミネートされ、
 とても幻想的でした。

来賓スピーチで、「かけがえのないもの」を取り上げた⽅がいて、
 「かけがえのないもの」とは、他にかわりがないもの、唯⼀無⼆の存在という意味ですが、

 もともとは、床の間の掛け軸からきている⾔葉で、「掛け替えのない」貴重なものという意味なのだとか。

我が家は、安物の掛け軸しかないので、気分によってころころ「掛け替え」てます（笑）。
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ケーブルカー

3255 選択 pine 2007-12-21 16:41:39 返信 報告

みなさま こんにちは

グロリアスマインドのPVで、泉⽔さんが⾶び乗ったケーブルカーの模型です。
 ロスに住んでいる姉から届いた荷物に⼊っていました。

 サンフランシスコへ⾏ったときのおみやげで、
 中にはぎっしりチョコレートが詰まっていましたが、

 既に私のお腹の中へ消えました。(笑)

せっかくなので、泉⽔さんに乗っていただこうと思ったのですが、
 上⼿くできなかったので断念しました。(;_;)

pineさんへ

3256 選択 アネ研 2007-12-21 17:02:02 返信 報告

こんにちは、たのしい記事ありがとうございます。最近のことなんですかね︖また、お姉さんはグロリアスマインド
のプロモの事を知ってるんですか︖しらないんだとしたらpineさんの驚きもすごかったのでは︖⼆度あることは三度
あるので、またなにかZARDつながりがありますよ︕

pineさんへ

3259 選択 stray 2007-12-21 17:22:15 返信 報告

こんばんは︕

初めて⾒ました︕ ⼤きさはどのくらいなのですか︖
 pineさんのお腹に消えたチョコの量を知りたいわけじゃありませんので（笑）。

泉⽔さんが乗ったケーブルカーは「１６」なんですよね。
 お姉さんに「１６」をお願いして下さい（笑）。
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Re:ケーブルカー

3274 選択 pine 2007-12-21 23:02:36 返信 報告

アネ研さんへ

こんばんは。
 ＞最近のことなんですかね︖

 これが届いたのは今⽇です。サンフランシスコへは11⽉23⽇のアメリカでのサンクスギビングデイに⾏くと⾔ってい
たので、丁度１ヶ⽉前に購⼊したと思います。

 ＞お姉さんはグロリアスマインドのプロモの事を知ってるんですか︖
 知らないと思います。最近びっくり︕が多すぎて、興奮気味です。姉はこの前、「Golden Best と追悼アルバムが欲

しい」とリクエストしてきたので、オマケ(ZARDのCD)をいっぱいつけて送ったところです。今度グロリアスマイン
ドのPVも送ろうかな…

strayさんへ
 こんばんは

 ＞⼤きさはどのくらいなのですか︖
 測ってみました。縦６センチ、横４センチ、奥⾏き１１センチ プラレール(ご存知でしょうか︖)くらいの⼤きさで

す。
 ちなみに、ハートの形をしたチョコが８個⼊ってました。すべて私のお腹に…

 姉には１６番を探してくるように連絡しましょう。(笑)

pineさんへ

3278 選択 stray 2007-12-22 09:54:14 返信 報告

おはようございます︕

サプライズが⽴て続けに起こってるんですね︕羨ましい（笑）
 採⼨ありがとうございます。

 プラレールは⼦供が⼩さい時遊んだのが、まだ残っていますよ（笑）。
 お姉さんはメールアドレスお持ちですよね︖
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グロリアスマインドのPVがDLできるように、もう⼀度ウェブリンク張りますので、
是⾮とも送って下さい（笑）。「１６」もどうぞよろしく︕（笑）。

strayさんへ

3288 選択 pine 2007-12-22 16:48:06 返信 報告

こんにちは︕
 ウェブリンクの件、ありがとうございます。が、既に姉にはyoutubeで⾒るようにと連絡しましたので、⼤丈夫です

よ。
 このケーブルカー、３歳の息⼦がいるので、息⼦のオモチャにと思って送ってくれたそうです。⺟親が取り上げちゃ

いましたけど…。破壊星⼈なので触らせません︕(笑)（この息⼦も泉⽔さんのことが⼤好きです）

pineさんへ

3289 選択 アネ研 2007-12-22 18:02:44 返信 報告

破壊星⼈ちゃんに、怪獣はたくさんいるけどゼットンはウルトラマンをやつけたけど、じつはいい怪獣なんだよと教
えてあげてくださいね。(笑)⽭盾してるけど(汗)

すっぴん証⾔（Hanaさんへ）

3198 選択 stray 2007-12-18 22:50:23 返信 報告

「いつも、すっぴんでした。変な話ですが、お棺の中で始めて、
 きちんとお化粧した顔を⾒ました。」

 という関係者関係者の証⾔が載った記事です。
 （週間⽂春2007/6/14号）

Hanaさん︕ いつも”すっぴん”だったそうですよ︕
 納得いただけたでしょうか︖（笑）
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Re:すっぴん証⾔（Hanaさんへ）

3204 選択 Hana 2007-12-19 14:44:01 返信 報告

>>strayさん 
こんにちは。

 インタビューの雑誌ですか。

やっぱりいつも“素顔”だったんですね。
 よく分かりました。

 わざわざ雑誌を探り出してこられたんですか︖
 お⼿数掛けますm(_ _)m

序でに、この画像は戴きました。
 ありがとうございます。

PS.前回投稿した、画像付きのスレッドですが、削除させていただきました。
 御報告が遅れ、申し訳ないです。

 

Re:すっぴん証⾔（Hanaさんへ）

3206 選択 stray 2007-12-19 17:10:21 返信 報告
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Hanaさん、こんにちは。
織⽥さんの「負けないで」に対するコメントを探していたのですが⾒つからず、

 かわりにこれが出てきたのでアップしました（笑）。
 ちょっと”おばさん”っぽく写ってますね。

> PS.前回投稿した、画像付きのスレッドですが、削除させていただきました。 
 > 御報告が遅れ、申し訳ないです。 

 そのスレに返信しようと思って探したのですが、無いので、私の幻想かと思っちゃいましたよ︕（笑）
 

反例も・・・・

3207 選択 かず 2007-12-19 17:59:07 返信 報告

こんばんは、かずです。
 「君との〜」ジャケではルージュしてますね︕

 

Re:すっぴん証⾔（Hanaさんへ）

3210 選択 カーディガン 2007-12-19 22:51:15 返信 報告

こんばんは、皆様。
 そうですか、このような記事があったんですね。

 泉⽔さんも、お化粧しないでは、彼に会いに⾏くのに、やっぱりキマリがわるいから、キメて⾏きたいでしょうし
ね。
最後は⼥性らしく⾏きたかったんでしょうね。

 

Re:すっぴん証⾔（Hanaさんへ）

3215 選択 オーマイ 2007-12-20 00:31:14 返信 報告

こんばんは〜です、みなさま。
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葬儀時の化粧に少し書かせていただきます。
⽗の時⺟の時と弟（喪主してきまし）と経験しましたが

 ⾃分の場合（地⽅で違うかもしれません）は死に化粧は
 親兄弟がします（できない場合は葬儀屋さんがするようです）。

 今回は、お⺟様か妹さんがされたのではないかと思います。
 ⾝近にいたからこそ最⾼の姿で（⾃分も含めて皆さん素顔が最⾼と感じていると思いますが）送れるようにされたと

思います。

所⻑さんへ
   右⼿はピースサインを出す直前なのですかね︖

   何気に気になります。

Re:すっぴん証⾔（Hanaさんへ）

3225 選択 Hana 2007-12-20 17:07:44 返信 報告

>>strayさん 
 そうだったんですかー。

 “おばさん”だなんてそんな･･･
 坂井さんが⽣きていたら怒られますよ(笑)。

画像付きのスレッドですが、
 ごめんなさいm(_ _)m

>>かずさん 
 初めまして(︖)だったかな･･･

 『君とのDistans』。確かにメークされてるように思いますね。
 坂井さんにしては珍しい･･･。

 

Re ベージュのルージュ

3226 選択 かず 2007-12-20 19:33:45 返信 報告
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こんばんは、かずです。
イヴサンローランやシュウ ウエムラなどから出ているようです。

 ちょっとシビれる値段みたいです。

Re:すっぴん証⾔（Hanaさんへ）

3227 選択 Hana 2007-12-20 20:50:32 返信 報告

>>かずさん 
 こんばんは。

わざわざ会社名を教えてくださって、感謝です。
 『forever』のジャケット写真の、坂井さんの唇の⾊が、その会社から使われているんでしょうかね。

 

Re:すっぴん証⾔（Hanaさんへ）

3230 選択 かず 2007-12-20 21:54:39 返信 報告

 
> 坂井さんの唇の⾊が、その会社から使われているんでしょうかね。 

  それは全くわかりませんです。

Re:すっぴん証⾔（Hanaさんへ）

3285 選択 Hana 2007-12-22 14:33:27 返信 報告

返事が遅くなりました。
 分かりました。分からないことをお聞きしまして失礼しましたm(_ _)m

 

strayさんへ
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3251 選択 Hana 2007-12-21 15:54:26 返信 報告

この間、画像の依頼をした話ですが、
 某サイトを検索していきますと、

 こういう動画からとったもの(︖)のみられる画像を⾒つけました。
 折⾓なので、こちらに貼らせていただきます。

 

Hanaさんへ

3258 選択 stray 2007-12-21 17:17:41 返信 報告

こんばんは。
 こういうのを「キャプ画」と⾔います。簡単に取れるんですよ。

> 折⾓なので、こちらに貼らせていただきます。 
 折⾓ですが、貼らなくてけっこうですから（汗）。
 なにか質問・疑問がある画像なら⼤いにかまいませんので（笑）。

Re:strayさんへ

3282 選択 Hana 2007-12-22 14:15:16 返信 報告

こう⾔うのをキャップ画と⾔うんですか。
 ⼀つ勉強になりました。

貼った画像は余計でしたね。。
 これは失敬。
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退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [3265]公式サイト 更新(4) [3218]●● 無限12-19 ●●(8) [3075]"What a beautiful memory 2008"(8) [3213]●● New Si
ngle CM "In Store Now" wmv ●●(0) [3185]久々の…(12) [3183]ペーさんデジカメ紛失(5) [3170]41TH SG CM(6) [3108]
朝のヒットスタジオ(5) [3148]グロリアス マインド 着うたフル(1) [3116]⼗津川警部「巡礼」(33)

新しい話題を投稿する

« 36 35 34 33 32 31 30 29 28 »

公式サイト 更新

3265 選択 atti 2007-12-21 21:16:15 返信 報告

皆さん、こんにちは。

公式サイトが、What's newの記載無く更新されています。

また、本⽇Goldden Bestの写真の⼤きくあり、
 グロリアス マインドや1⽉のアルバムを含めた、中型サイズの店頭Popもありました。

■アルバム特典
 DVD付 ZARD Memorial medley from 2007 LIVE “What a beautiful memory”

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧
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 全ディスコグラフィー付豪華ライナーノーツ
ZARD 17 th Anniversary カレンダー【初回⽣産分封⼊】

 DVDの収録内容や時間は︖
 今回は、アルバムのチラシは配布されるのかな︖

■雑誌情報
 12/25

 HMV the music&movie master 
 すみやGroovin'

以上、情報まで。

Re:公式サイト 更新

3266 選択 stray 2007-12-21 21:28:06 返信 報告

attiさん、こんばんは。

Ｚ板で紹介されてるのを⾒ました。
 DVDは「ZARD Memorial medley」となっているので、

 紅⽩の映像をそのままDVDにするのかなあ、と予想してます。たぶん5〜6分。
 

Re:公式サイト 更新

3271 選択 atti 2007-12-21 22:17:04 返信 報告

strayさん、こんちは。

DVDは、それくらいの⻑さになるのでしょうね。
 来週には収録曲が公開されるのを期待。

POPを携帯で撮影したかったが断念。

POP関連をヤフオク検索すると、
 ttp://search.auctions.yahoo.co.jp/search/auc?p=ZARD+%C5%B9%C6%AC+POP&auccat=0
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過去のは出品されていますね。
THE BESTのARTIST FILEはこのようなものがあったのですね。

 さて、ARTIST FILE vol.IIの発売時期は・・

Re:公式サイト 更新

3272 選択 stray 2007-12-21 22:35:20 返信 報告

attiさん、こんばんは。

Ｚ板に新情報が載ってますね︕７分だそうです。
 BESTにこんなポップがあったとは︕知りませんでした。

 ARTIST FILE 関連のところ、ずいぶん雑な切り抜きに⾒えますが（笑）。

Re:公式サイト 更新

3273 選択 xs4ped 2007-12-21 23:00:01 返信 報告

attiさん、皆さん、こんばんは。

私も、Ｚ板で⾒ました。

> ■アルバム特典 
 > DVD付 ZARD Memorial medley from 2007 LIVE “What a beautiful memory”

２００７年ＬＩＶＥ ”Ｗｈａｔ ａ ｂｅａｕｔｉｆｕｌｍｅｍｏｒｙ”で使⽤された秘蔵映像からのセレクト映像
 （メドレーで約７分収録予定）との事です。

●● 無限12-19 ●●

3218 選択 ALIL.1967 2007-12-20 01:29:08 返信 報告

今⽇は千葉テレビの無限きれいに録画できていると良いですが．．．
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今回の映像の⼀番終わりで，REQUEST BEST が２枚組２９曲となっていますね︕３０曲ということだったとおもいますが

http://www.filebank.co.jp/wblink/aac3e6fe7160cc1bef453cf61963ccd4
 今⽇から１０⽇間

 

Re:●● 無限12-19 ●●

3221 選択 stray 2007-12-20 08:35:42 返信 報告

ALIL.1967さん、おはようございます。
 MU-GENのきれいな映像、ありがとうございました︕

29曲となってますね︕（笑）
 千葉ＴＶの単純ミスとは考えにくいので、3つほど推論してみます。

 1．公式発表前の、検討段階の情報をそのまま使った
 2．公式発表後、1曲削られた

 3．30曲のうち1曲はsecret trackなので除外してカウントした。

secret trackに⼊るのは、もちろん「promised you」⼟曜ワイドver.です︕︕（笑）

Re:●● 無限12-19 ●●

3243 選択 ｍｅｇａｍｉ 2007-12-21 09:48:12 返信 報告

stray様 ALIL.1967様 おはようございます。（イラン時間は ただいま午前４時２０分です）
 昨⽇ 眠る前に拝⾒したstray所⻑の『＞secret trackに⼊るのは、もちろん「promised you」⼟曜ワイドver.で

す︕︕（笑）』
 この⼀⾔がおもしろくて つい笑ってしまって 投稿せずには眠っていられないと 思わず起きてしまいました︕︕

（笑）

私は もうひとつ推論を考えたのですが、4として「promised you」と「promised you」⼟曜ワイドver.が⼊って
いるので 曲名としては２９曲となっている・・・というのはいかがでしょうか︖

『どうか推論が当たっていますように・・・』とお祈り申し上げております。それでは もう少しだけ眠らせていた
だきます。
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 鋭いですね。

3244 選択 アネ研 2007-12-21 10:37:12 返信 報告

ライブDVDも同じ曲が２パターンあるし、ZARDスタッフならありえますね。(笑)しかし、眠れないで起きだしての
メールなんて、こちらは寒いからとくにですが、お疲れ様です。所⻑が泣いて喜びそうです。(笑)

訂正

3245 選択 アネ研 2007-12-21 10:42:05 返信 報告

メールではなく投稿でした。

ｍｅｇａｍｉさんをＺ研中東⽀局⻑にしたい︕

3246 選択 stray 2007-12-21 11:07:36 返信 報告

ｍｅｇａｍｉさん、おはようございます︕

わざわざ朝4時に起き出しての夢が膨らむ推論に、泣いて喜んでおります（笑）。
 Ｚ研の研究員にお招きしたいくらい読みが深いですね〜。

 すぐに中東⽀局⻑に任命します（笑）。
 是⾮ともｍｅｇａｍｉさんの推論が当たりであってほしいですね。

アネ研さんへ
 アネ研さんを「千葉⽀部⻑」に任命するのをすっかり忘れてました（笑）。

 でも、⼀⼈だけなので⽌めておきます（笑）。
 

ZARD CIA をめざして︕

3250 選択 アネ研 2007-12-21 14:00:28 返信 報告

こんにちは
 > アネ研さんを「千葉⽀部⻑」に任命するのをすっかり忘れてました（笑）。 
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> でも、⼀⼈だけなので⽌めておきます（笑）。

そうですね。今後、東京⽀部、神奈川⽀部ができたりしたら、かえって捜査しずらくなると困るので、ZARD CIAを
⽬指すことにします。(笑）

きっと忘れた︕

3262 選択 かず 2007-12-21 20:55:12 返信 報告

＞でも、⼀⼈だけなので⽌めておきます（笑）。
  かずも千葉なんですけど・・・・・

かずさんへ

3267 選択 stray 2007-12-21 21:30:12 返信 報告

こんばんは︕

「⼀⼈」というのは、所員の話です（笑）。
 千葉在住の所員はアネ研さんだけなので。

"What a beautiful memory 2008"

3075 選択 ｘｓ４ｐｅｄ 2007-12-14 23:10:04 返信 報告

皆さん、こんばんは。

"What a beautiful memory 2008"ファンクラブチケット優先予約に締切⽇までにお申し込み頂
いた皆様へは、本⽇12/14に当選ハガキの発送を完了致しました。

 1/19〜5/25までの公演に関しましては第1希望の公演・希望枚数を、5/27公演をお申込頂きまし
た⽅はご希望枚数にてチケットのご⽤意ができました。
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（1/19〜5/25公演と5/27公演の両⽅にお申し込み頂いた皆様へは、当選ハガキが2枚届きます。）

おハガキの未着問い合わせ期間は12⽉19⽇〜12⽉21⽇とさせて頂きます。

お席につきましては後⽇抽選を⾏いますので、チケット券⾯にてご確認を頂けますようお願い致します。
 チケットは各公演⽇の2週間前の発送を予定しております。

 万⼀、各公演⽇の1週間前になりましてもチケットがお⼿元に届かない場合は、速やかにWEZARDまでご連絡ください。（ご
連絡のない場合、チケットは届いているものとみなしますのでご注意ください。）

http://www.wezard.net/fanclub/news.html

どうか、当選していますように︕

Re:"What a beautiful memory 2008"

3089 選択 atti 2007-12-15 12:44:25 返信 報告

皆さん、こんにちは。
 > "What a beautiful memory 2008"ファンクラブチケット優先予約に締切⽇までにお申し込み頂いた皆様へは、

本⽇12/14に当選ハガキの発送を完了致しました。

第⼀希望（パシフィク横浜:第1希望しか明記せず）および5/27公演の当選はがきが届きました。

FC枠は⼀体各会場何名程あるのでしょうかね。

http://atti.jugem.cc/

Re:"What a beautiful memory 2008"

3154 選択 xs4ped 2007-12-17 15:45:41 返信 報告

皆さん、こんにちは。

> "What a beautiful memory 2008"ファンクラブチケット優先予約に締切⽇までにお申し込み頂いた皆様へは、
本⽇12/14に当選ハガキの発送を完了致しました。
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今⽇、当選ハガキが届きました。（*^_^*）
新潟⼀点買いだったので、届くまでちょっと⼼配してましたが、これで⼀安⼼です。

コンサートは本⽥美奈⼦以来(20年以上前)なので(笑)
 何かワクワクします。

Re:"What a beautiful memory 2008"

3167 選択 カーディガン 2007-12-17 22:11:03 返信 報告

皆さん、こんばんは。

xs4pedさん、こんばんは。当選おめでとうございます。⾸⻑⻯でお待ちしていたことと思います。どうぞ、当⽇は泉
⽔さんへの気持ちを届けてきてください。

attiさん、こんばんは。当選おめでとうございます。パシフィコ横浜当選とはよかったですね。キャパは⼤きいです
が、⼈気の会場ですから、けっこう厳しいのかと思っておりました。前回の2004ツアーと同じ会場は、来年は、ここ
だけですから、どうぞ、余韻にひたってください。

私は、当選の葉書が今⽇届きました。⼤阪にファンクラブがあるからか、だいたい今⽇かな、と思っておりました
が、当選を確認するまでは、ドキドキでした。ファンクラブのＮＥＷＳでは、全員当選のような書きぶりでしたが、
うーむ、第１希望当選者と代々⽊に申し込んだ⼈に届いたようですね。

 私は、地元と、代々⽊に申し込みましたが、めでたく両⽅とも当選でした(^^♪
 両⽇とも、泉⽔さんにとって、⼤切な⽇ですから、とても感慨深いです(T_T)

 くれぐれも、⾏けないことのないように、明⽇からまた、頑張らねばなりません<(｀^´)>
 さてと、ツアーの準備を始めましょうか。みなさんも、当⽇まで、くれぐれも体調管理と予定の確保にお努めくださ

い。

そういえば、今年、私の尊敬するパントマイムの第⼀⼈者が、亡くなられました。どうしてもその⽅の公演が⾒たか
ったのですが、なかなかその機会に恵まれませんでした。なんと、７０歳近い年で、最後の公演と銘打って、わざわ
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ざ⽇本まで来てくれました。今度⾏く会場に⾏くのはその⽅を⾒て以来です。パントマイムの神様と⾔われた⽅でし
たが、きっと泉⽔さんもその⽅にお会いしているのでしょう。そういう意味でも、思い出深い会場です。

Re:"What a beautiful memory 2008"

3199 選択 LARGO19 2007-12-18 22:56:01 返信 報告

皆さん、はじめまして。

いつも、拝⾒させていただいております。

xs4pedさんの、「新潟⼀点買い」にうれしくなって、初めて投稿してしまいました。

私も、新潟⼀点買いでしたので、当選ハガキが届くまでは不安でした。

前回の2004ツアー以来のコンサートなので、今から緊張しています。

Re:"What a beautiful memory 2008"

3201 選択 xs4ped 2007-12-19 00:09:54 返信 報告

LARGO19さん、はじめまして。

＞前回の2004ツアー以来のコンサートなので、今から緊張しています。

LARGO19さんは2004ツアーに⾏かれたんですね。
 羨ましいです。

 私は、チケットが取れず結局⾏けませんでした。(涙)
 ⽣で泉⽔ちゃんを⾒たかったのですが、もう叶わぬ夢となってしまいました。(涙)

2004ツアー以来との事ですが、私なんか本⽥美奈⼦以来(20年以上前)ですよ。(笑)
 もうワクワク、ドキドキですよ。(笑)

PS.
 此処の⽅は皆さん、いい⼈ばかりなのでちょくちょく遊びに来て下さいね。

LARGO19さん、ようこそ︕
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3202 選択 stray 2007-12-19 12:33:46 返信 報告

はじめまして、strayです。

今年の武道館公演では、ダフ屋が１枚３千円でチケットを投売りしたそうなので、
 ⽣のコンサートと違って、いま⼀つ⼈気がないようです。

 「全員第⼀希望で当選」が嬉しくもあり、嬉しくない⾯もあったり…（笑）。

今後ともＺ研をどうぞご贔屓に︕

Re︓温かいお⾔葉ありがとうごさいます。

3212 選択 LARGO19 2007-12-19 23:58:04 返信 報告

皆さんのように、気の利いたことは書けませんが、こちらこそよろしくお願い致します。実は、引っ込み思案なの
で、なかなか投稿しないかと思いますが、ちょくちょく遊びに来ます。

 恥ずかしい話なのですが･･･
前回投稿時、何度も何度も書き直して、「投稿」ボタンをクリックするのに、時間＆勇気がすごく必要でした。実
は、今回もそうなんです（笑）。情けない私ですが、⻑い⽬で⾒守ってください。

Re:"What a beautiful memory 2008"

3232 選択 カーディガン 2007-12-20 23:12:20 返信 報告

所⻑様、皆様、こんばんは。

LARGO19さん、こんばんは。

はじめまして。これからも、こちらで楽しいお話を聞かせてください。2004年の時以来のコンサートですか。もし、
観覧したならば、いろいろと感想をお聞かせください。各会場でのお話などで、いろいろとお話できたらと思いま
す。

 今後ともよろしくお願いします。

所⻑様へ
 ＞今年の武道館公演では、ダフ屋が１枚３千円でチケットを 投売りしたそうなので、
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  ⽣のコンサートと違って、いま⼀つ⼈気がないようです。
 「全員第⼀希望で当選」が嬉しくもあり、嬉しくない⾯も あったり…（笑）。

そうですね。公演回数が多い分、チケットが売り切れればいいのですけど、全員当選ということは、余っている会場
も多いのかと思います。各プロモで各会場分を売り切らないといけないですよね。今後の活動をうらなうものです
ね。

 グロリアスマインドのオリコンチャートも、２位ですね。
 もっと多くの⼈に買ってもらえないと、今後のＺＡＲＤの活動にも影響するでしょうね。

 もっとラジオ局なりにリクエストメールをするなりしてほしいですね。
 コンサートの希望のメールを事務所に送った⼈は、リクエストメールくらいしてほしいですね。ラジオ局に、ＺＡＲ

Ｄのコンサートがあることや新曲のことなど、少しはアピールをしてほしいものです。
 

●● New Single CM "In Store Now" wmv ●●

3213 選択 ALIL.1967 2007-12-20 00:17:07 返信 報告

MEGA HITS REQUEST#268のCMです。もちろんIn Store Nowになってます。

http://www.filebank.co.jp/wblink/87014fa356c3ffba8a6de66b92112f7b

きょうから10⽇間

久々の…

3185 選択 皐 2007-12-18 18:37:12 返信 報告

所⻑に部⻑、そして皆さまこんばんは︕体調の⽅がやっと元に戻ってきたので遊びに来ました︕(o^∇^o)
 ⾊々な話題がたくさんあって語りきれませんが、マイペースにこれからの話題に参加させていただこうかと思っています(笑)
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そして︕久々のスレ⽴てということで、久しぶりに加⼯画も作ってみましたよ(o^∇^o)
2パターン作って、結局シンプルな⽅に…(笑)他にも作り始めているのがあるので、

 楽しみにして待っていてもらえると嬉しいです♪では、この辺で…☆ﾐ

Re:久々の…

3187 選択 Ｔ２８ 2007-12-18 19:42:35 返信 報告

皐ちゃん、こんばんは。
 加⼯画ありがとう︕ 復帰、⾸を⻑くして待ってました（笑）。

 しかも皐家ペーパーの復活も宣⾔しちゃって、⼤丈夫︖（笑）

次の作品も作り始めているのですね。
 期待しちゃいます。・・・が、マイペースであせらずゆっくりやって下さいね。

 体調が万全になるまでは、くれぐれも無理しないようにね〜♡ ←久しぶりに使った（笑）。
 

Re:久々の…

3188 選択 LUNA 2007-12-18 19:50:15 返信 報告

皐さん、こんばんは!
  

Long time no see!!

Thank you for your beautiful picture,and 泉⽔さん is always so beautiful too!

Take care of yourself!
 

皐ちゃん、お帰り︕♡

3189 選択 stray 2007-12-18 19:52:13 返信 報告
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久しぶりにこのセリフが⾔えた︕（笑）

相⽅がいなくて淋しかったよ〜︕（笑）
 ２週間でいろんなことがあったので、過去スレ読むだけでも⼤変ですね。

 体調が戻って何よりですが、疲れないよう適当に遊びに来てください。

復帰第⼀作、いい出来ですねぇ。
 ４部作の頃を思い出させる仕上がりですね。早速館⻑に頼んでアップしてもらいますので︕

 久しぶりにpaperものが⾒たいんですけど（paper１作⽬のロケ地判明︕）、
 「探しに⾏こうよ」をテーマにして、⾯⽩いやつをドカーンといって下さいな︕（笑）

お帰りなさい(^_-)-☆

3190 選択 カーディガン 2007-12-18 20:39:22 返信 報告

皐さん、お帰りなさい。
 体調も回復したようで、とても安⼼しました。

 だいぶ悪いのかと思いました。その間がとても⻑く感じました。
 加⼯画のほうも冴えていますね(^^♪リフレッシュして、さらに冴えわたっているようです。

 今後、マイペースでまた来てください。今はあまり無理をしないでください。特にレス不要です。

Re:久々の…

3192 選択 xs4ped 2007-12-18 21:05:28 返信 報告

皐ちゃん、皆さん、こんばんは。

皐ちゃん、復帰待ってましたよ〜

復帰作品頂きました。
 今後の作品も楽しみにしています。

 但し、余り無理をしないように・・・

私も、加⼯画にチビチビと挑戦しております。
 ちょっと悪戦苦闘中です。(笑)
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 いつか公開したいと思いますが、公開できるレベルの物が出来るか分かりませんので期待しないで待っていて
下さい。(笑)

PS.
 12⽉25⽇、27⽇、31⽇にYouTubeに追悼作品(動画)をUpする予定ですのでお楽しみに︕

 最低でも⼀周忌迄(毎⽉27⽇)続けたいと思っておりますが、素材が続かないかも・・・(涙)
 という事なので皐ちゃん、どんどん加⼯画Upしてね。(笑)

お帰りなさい!!

3193 選択 KOH 2007-12-18 21:24:55 返信 報告

こんばんはです〜︕
 復帰第⼀弾、頂きましたっ!いい出来ですね〜︕︕

 でも無理しないで下さいね〜。
 のんびりいきましょうやぁ〜︕(笑)

 

Re:久々の…

3194 選択 ヒツキ 2007-12-18 21:34:05 返信 報告

皐さんお久しぶりです。
 体調あまり無理しないで下さいね。

 ゆっくりマイペースな皐さんの画像を待っていますから。

祝 出勤︕︕︕

3196 選択 アネ研 2007-12-18 22:16:09 返信 報告

皐ちゃん、こんばんは、元気になってきたようでよかったですね︕
 どちらが本業か、わからない⼈たちばかりいるけど、皐ちゃんは、体調と本業を中⼼にして活躍してくださいね︕

 写楽のギャグがDANDAN気になってたところだったので、特に嬉しいです。（笑）マイペースでやっていってくださ
いね︕
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Re:久々の…

3200 選択 PAN 2007-12-18 23:17:40 返信 報告

皐ちゃんお帰りなさい!!
 この半⽉間、とっても⻑く感じましたよ〜（涙）

 なにより、元気になって本当に良かったです!!
 当⾯は無理しないでくださいね（笑）

 

皐ちゃんへ

3205 選択 stry 2007-12-19 17:05:31 返信 報告

4thMG、部⻑が更新してくれましたので確認してね。
 次作はpaperものですか︖（笑）

⼀⼈⼀⼈に丁寧なレスすると⼤変なので、適当に︕（笑）
 （私をはじめ所員には不要ですので）

 

Re:皆さんありがとうございます︕

3208 選択 皐 2007-12-19 18:53:32 返信 報告

部⻑へ
 こんばんは︕所⻑が気遣ってくれて“所員にレスは不要”って仰ってますが、久しぶりなので、書いちゃいました♪(笑)

 加⼯画を美術館にUPしてくださってみたいで、助かりましたよ(o^∇^o)ありがとうございますね︕皐家ペーパーは2
007年の内に、

 もう1度くらい復活しておきたいので宣⾔しちゃいました(笑)他にも2､3枚の加⼯画を思いついて作り始めているの
で、

 期待していてください♡(←私も久しぶりに使いました(笑))

LUNAさんへ
 Long time no see☆ﾐ
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Thank you for taking gentle words. 
(優しい⾔葉をかけてくれて、ありがとうございます︕)

 LUNA please be careful not to get out of shape. 
 (LUNAさんも体調を崩さないように気を付けてくださいね)

 I am glad to have you like a picture. 
 (加⼯画を気に⼊ってもらえて嬉しいです(o^∇^o))

 Please look forward to the next picture.
 (次の作品も、楽しみにしていて下さいね☆ﾐ)

所⻑へ
 皆さんとはお久しぶりになっちゃったので、レス書いちゃいました♡(笑)⼀⾔ずつ書くつもりだったんですが、たく

さん話してしまいますね(笑)
 美術館の⽅は、チェックしましたよ☆ﾐ UPしてくださってありがとうございますね︕曲の⽅も⽤意してくれたみたい

で、助かりました(*^∇^*)
 Z研の過去スレを読んでいくと、ホント⾊々な事があったみたいですね︕中でも「ハートに⽕をつけて」のPV地判明

おめでとうございます!!
 私も結婚式は「ロビンズクラブ」で挙げたいですね♪♪(笑)

 P.S. 復帰第⼀作(︖)の加⼯画はシンプル系のおとなしい感じなので、第⼆作⽬は久々のpaperもの(お笑い系)にしま
す(笑)

    (テーマはもちろん「探しに⾏こうよ」で︕(笑))

カーディガンさんへ
 お久しぶりです(o^∇^o)やっと帰ってこれました︕体調の⽅はもう⼤丈夫ですよ☆

 ⾊々と気遣ってくださってありがとうございますね＾＾カーディガンさんの優しい気持ちが嬉しいです(o^ω^o)
 これからはマイペースに遊びに来たり、加⼯画を作っていこうと思っています＾＾何事も、無理せず楽しむ事が1番で

すよね︕

xs4pedさんへ
 こんばんは︕お久しぶりですね(o^∇^o)加⼯画をもらっていただけて嬉しいです︕

 その加⼯画にxs4pedさんも挑戦しているようですね︕(◎’∀’◎)かなり期待して待ってしまいますよ︕☆ﾐ
 YouTubeにUPしている映像を⾒るだけで、xs4pedさんのセンスが輝いてるので、加⼯画もきっと素晴らしい出来に



なると思います︕
P.S.YouTubeにUpする追悼作品(動画)を楽しみにして待っていますね︕

KOHさんへ
 お久しぶりですね︕第⼀弾の「瞳閉じて」ver、もらってくれてありがとうございます︕(o^∇^o)これからも無理せ

ず のんび〜りやっていきますね♪(笑)

ヒツキさんへ
 お久しぶりです(o^∇^o)体調を気遣ってくださってありがとうございますね(*^u^*)嬉しいです＾＾

 もう⼤丈夫ですが、加⼯画はマイペースに作っていこうと思います。次回作もお楽しみに︕︕

アネ研さんへ
 こんばんは︕やっと出勤できるようになりました♪(笑)加⼯画はこれからもマイペースにやっていこうと思っています

(*^u^*)
 今はpaper物がどんな情景がいいか思案してる所ですよ〜(笑)

 P.S.「君Dis」のロケ地調査お疲れさまでした︕私も⾏ってみたいですね(o≧∇≦o)それにしても、ちゃっかり写って
るゼットンが可愛いです(笑)

PANさんへ
 こんばんは︕そして、ただいま☆ﾐ 私も半⽉間がとっても⻑かったですね(>_<)TVでZARDの新曲発売や紅⽩出場の

ニュースを聞くたびに、
 ここが恋しかったです。やっと戻って来れたので、しばらくは体調管理を気を付けないといけませんね︕(笑)

皐ちゃんらしい

3209 選択 stray 2007-12-19 19:45:15 返信 報告

皐ちゃん、こんばんは︕
 最近私は、３⼈以上にレスするときは、”皆さん……”で済ませてますので、⾒習うように

（笑）。

皐ちゃんの結婚式は、是⾮「ロビンズクラブ」のスカイガーデンで︕
 所員⼀同、隣のビルに登って双眼鏡で覗いてますので（笑）。

 もちろんゼットンも連れて⾏きます（笑）。
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会議室に、paperネタに使えそうな画像を数枚ageておきますね。

ペーさんデジカメ紛失

3183 選択 stray 2007-12-18 15:15:51 返信 報告

ちょっと古い情報ですが、林家ペーさんが愛⽤の「ペータックス」を紛失したんだとか（笑）。
 10/25、荒川の⼟⼿で愛⽝とじゃれ合ってて、帰ろうとしたらデジカメがないのに気づいた。

 探し回ったけど⾒つからず、トリビアが100万円の懸賞⾦をかけて探したそうですが
 それでも⾒つかっていないとか。カメラ本体はどうでもいいとして、

 有名⼈の写真を取り捲ってますので、個⼈情報の流出が⼼配なのでしょう。

この記事を読んで、急に、皐ちゃんの”ペーパーもの”が恋しくなりました（笑）。

Re:ペーさんデジカメ紛失

3184 選択 Ｔ２８ 2007-12-18 17:30:33 返信 報告

こんばんは。

タイトル⾒た瞬間、ペーさんて、所⻑かと思った（笑）。
 100万円の懸賞⾦でも⾒つからないとは、タイミングが遅かったのですかね。

俺も「ペータックス」欲しいな︕（笑）
 ちょっと紛失場所をGoogleマップに貼ってよ︕ 今から探しに⾏くから︕（笑）

私は、皐家ペーパーの復活が待ち遠しいです（笑）。
 

Re:ペーさんデジカメ紛失

3186 選択 皐 2007-12-18 18:39:48 返信 報告
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ペーさん災難ですね(苦笑)その「ペータックス」、私も欲しい︕(笑)
⾒つけて写真をこっそり覗いてみたいですね(=^⽫^=)(笑)

 もしかしたら泉⽔さんを激写したものがあるかも??!(笑)

P.S.所⻑、皐家ペーパー復活です︕(o≧∇≦o)(笑)

Re:ペーさんデジカメ紛失

3191 選択 stray 2007-12-18 20:42:42 返信 報告

よ〜く読んだら、失くしたのは「去年の10⽉」で、１年以上経ってから、
 ⾚⽻駅周辺で⼤掛かりな捜索をしたみたいです（笑）。

 トリビアの泉がお⾦を出したと書いてあるので、1年前の紛失物が⾒つかるかどうか試してみたのか。
 ペーさん⽈く「5万円くらいの謝礼は⾃腹で出す」そうです（笑）。

 部⻑︕ 旧岩淵⽔⾨（⾚⽔⾨）って書いてあります。⾚⽻の荒川⼟⼿に急げ︕︕（笑）
 

Re:ペーさんデジカメ紛失

3195 選択 Ｔ２８ 2007-12-18 21:54:15 返信 報告

なんだぁ、⼀年前なのか︕
 じゃあ、去年⼟⼿で拾ったデジカメがそうかなぁ︖（笑）

 あれぇ︖ でも「ペータックス」じゃなかったような︖（爆）。
 

Re:ペーさんデジカメ紛失

3197 選択 アネ研 2007-12-18 22:22:04 返信 報告

こんばんは、ペーさんが、拾った⼈にカメラはいいから中⾝をくださいと、悲痛な訴えてるのをテレビで⾒ました。
 あれ⾒て、特に毎⽇でもデジカメの画像はパソコンに取り込もうと思いました。
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41TH SG CM

3170 選択 ALIL.1967 2007-12-17 22:58:26 返信 報告

あるファンサイトにあった写真です。

Re:41TH SG CM

3171 選択 ALIL.1967 2007-12-17 23:01:56 返信 報告

これもそうですが，⾐装がほぼ同じです。

（そして，どのサイトで頂いたのか忘れたのですが，この⾚い⽮印のついたマンションの⾨
の写真で場所は特定されてます）

Re:41TH SG CM

3172 選択 stray 2007-12-17 23:17:30 返信 報告

ALIL.1967さん、こんばんは。

2枚ともPVにも出てくる場所です。
 Ｚ研の特定の定義は、住所を抑えて地図上に書き込むということなのですが、

 すでに特定されてるんですか︕（笑）
 思い出したら教えて下さい。
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別スレの回答もついでに。私も同様に考えています。
バス停の場所も特定されているのでしょうか︖

Re:41TH SG CM

3177 選択 ALIL.1967 2007-12-18 00:44:57 返信 報告

 
> 思い出したら教えて下さい。 

 ⾚い⽮印のところは⽩⾦6丁⽬です。
 港区⽩⾦台の東⼤医科学研究所の北側ですよ。

 外苑⻄通りで東向きのショットですね 。⻄通りも泉⽔さんストリートだったんですね。東通りがお好きだと思ってい
たんですが。

> バス停の場所も特定されているのでしょうか︖ 
 バス停の写真があったはずなんですが⾒つからないんです。

 でもこの⻄通りですよ。後ろは⾸都⾼で天現寺付近ですから。
 実際いってみればすぐ⾒つかるかも。都バスの路線多いですけど。

Re:41TH SG CM

3179 選択 アネ研 2007-12-18 01:01:18 返信 報告

こんばんは、ALIL.1967さん
どうもありがとうございます。

 明⽇、所⻑が⽬覚めたらすごく喜ぶと思います。（感謝）

panさんへ
 パンの捜査願い取り消しです。（笑）

Re:41TH SG CM

3180 選択 ALIL.1967 2007-12-18 01:14:54 返信 報告
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> panさんへ 

 > パンの捜査願い取り消しです。（笑）

すいません，⾚い⽮印はダウンロードした写真からわかっているんですが，実際に⾏ってバス停と⿊い柵に茶⾊い壁
の敷地（医科学研か⼥⼦⼤でしょうか︖）を確認したわけではないのです。

Re:41TH SG CM

3181 選択 stray 2007-12-18 12:24:46 返信 報告

ALIL.1967さん、こんにちは︕

詳細情報（＆メール）どうもありがとうございます︕
 ”すでに探し出して写真に収めた⽅がいるが、地図上で場所を特定しているわけじゃない”

 と理解して、Ｚ研の調査を先に進めたいと思います。

バス停は⽬星がつきました。
 ⿊い柵に茶⾊い壁の敷地は、まだわかりません。

 現地に⾏って実況⾒分しないとだめでしょう。
 ⼗津川警部の出番のようです（笑）。

 

朝のヒットスタジオ

3108 選択 atti 2007-12-16 11:52:03 返信 報告

皆さん、こんにちは。

ZARD関連として、初めてUpします。

12/13:とくダネ! 「朝のヒットスタジオ」
 出演︓織⽥哲郎
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「いつまでも変わらぬ愛を」を歌う姿がありました
ZARDの話題は少しだけ・・・

http://www.filebank.co.jp/wblink/26d8a3f57516206a21977779c2c1f573

50MBあります。
 

Re:朝のヒットスタジオ

3138 選択 カーディガン 2007-12-16 21:50:05 返信 報告

attiさん、こんばんは。
 さっそく⾒せていただきました。ありがとうございます。織⽥さんがあの曲を歌っていたんですね。いろいろと名曲

をつくっていらっしゃるんですね。
 朝のヒットスタジオというのがあったんですね。私は仕事中の時間ですから、知りませんでした。

 ＺＡＲＤについて、もっと語ってほしいですね。
 来年は、追悼ライブにもきてくれて、トークなどしてくれるといいのですが。

Re:朝のヒットスタジオ

3145 選択 オーマイ 2007-12-16 23:24:18 返信 報告

attiさん、こんばんは〜。
 ＵＰして頂いて感謝です。
 先ほど娘と⼀緒に⾒ました。

⾃分は初期ＺＡＲＤに好きな曲が多いので⽇頃から
 織⽥哲郎は天才だと娘に⾔ってますｗ

まだまだ洗脳が⾜りないようで番組中の作曲した曲名聞いて驚いてました。

カーディガンへ
   そうですね、でも曲提供はしたけど実際に会ったことないと

   ドッカデ⾒たですけど、やり取りの中でのエピソード聞きた
   いですね。

https://bbsee.info/straylove/id/3108.html?edt=on&rid=3138
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Re:朝のヒットスタジオ

3146 選択 atti 2007-12-17 00:10:52 返信 報告

カーディガンさん、オーマイさん、こんにちは。

放送があると知り、PC録画していました。
 しかし、破損していたので時間がかかってしまいました。

ZARD関連のもので、現在、裏でmpg化しているものもありますので,出来次第upしますお楽しみに。

Re:朝のヒットスタジオ

3151 選択 stray 2007-12-17 11:34:08 返信 報告

attiさん、こんにちは。 

他の映像・情報ともにどうもありがとうございました︕
 とくダネ! にこんなコーナーがあったとは、知りませんでした（笑）。

オーマイさん、こんにちは︕
 たしか⾳楽葬のとき、「負けないで」について語っていた映像を⾒ました。

 泉⽔さんに会ったことはないことと、
 「どんなには なれてても」と切るのは、作曲者として納得いかないが、

 「は」にアクセントを付けた歌い⽅も（結果的に）悪くないと思う…
というニュアンスで話されていました。

 映像or記事を探してみますので。

Re:朝のヒットスタジオ

3178 選択 アネ研 2007-12-18 00:52:42 返信 報告

こんばんは、attiさん、オーマイさん、みなさん
 みなさんも知ってるでしょうが、
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> 「どんなには なれてても」と切った理由は、泉⽔さんが「どんなにはなれてても」と、⼀息で唄えなかったから
というのを読んだことがあります。 

 しかし、そうだとしても、「どんなに、はなれてても」ではなく、
 「どんなには、なれてても」と唄うことにより、スピード感、アンバランス感、悲痛なまでの応援の叫びに「がんば

らねば」と私はクラットしてしまいます。（笑）
 

グロリアス マインド 着うたフル

3148 選択 atti 2007-12-17 00:47:40 返信 報告

皆さん、こんにちは。連続投稿にて失礼いたします。

先ほど、巡回にて発⾒。

■BEING GIZA STUDIO
 グロリアス マインド「着うたフル」配信開始

倉⽊⿇⾐さんの「ONE LIFE」はいきなり全ての配信をしていますね。

グロリアス マインドの「着ムービー」の公開はあるのかな︖

以上、情報まで。
 http://atti.jugem.cc/

Re:グロリアス マインド 着うたフル

3176 選択 atti 2007-12-18 00:31:11 返信 報告

⾃⼰レスにて、失礼します。
 > グロリアス マインド「着うたフル」配信開始 

 フル=(4分40秒)なので、1742kあり。歌詞表⽰あり。
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以前の着うたは、
TV版(200K 39秒),CD(191K 38秒)でした。

携帯画⾯のUPした記事にしましたので、ご参考に・・・
 http://atti.jugem.cc/?eid=1421

⼗津川警部「巡礼」

3116 選択 アネ研 2007-12-16 17:09:35 返信 報告

みなさん、こんにちは
 やっと時間ができたので、何ヶ所か泉⽔さんの聖地の旅に⾏って来ましたので、ご報告いたしま

す。

先⽇のレスで、れおさんに「君Dis」は、ハックネット代官⼭店との情報がありました。
 ハックネット代官⼭店

 http://media.excite.co.jp/book/shop/shop16.html
 Z研BBS

 http://bbsee.info/straylove/id706.html#a734

アルバムの歌詞カードの写真参考

⼗津川警部「巡礼」２

3117 選択 アネ研 2007-12-16 17:12:11 返信 報告

アルバムの歌詞カードの写真参考
 着いてみて驚いたのですが、この写真はなんとハックネットの正⾯でした。
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Re:⼗津川警部「巡礼」３

3118 選択 アネ研 2007-12-16 17:16:15 返信 報告

そして、この写真は、所⻑により捜査済みでしたが、ハックネットを正⾯に左へ100mく
らいのところです。

Re:⼗津川警部「巡礼」４

3119 選択 アネ研 2007-12-16 17:19:25 返信 報告

ちなみに営業時間は、こうなっていますので注意してください。私は中に⼊れませんでし
た。（悲笑）

Re:⼗津川警部「巡礼」５
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3121 選択 アネ研 2007-12-16 17:24:02 返信 報告

また、所⻑による調査済みの1枚のロケ地も確認してきました。

⼗津川警部「巡礼」６

3122 選択 アネ研 2007-12-16 17:32:08 返信 報告

本⽂なし

Re:⼗津川警部「巡礼」７

3123 選択 アネ研 2007-12-16 17:41:50 返信 報告

そしてpv「ハートに⽕をつけて」、のロケ地です。所⻑による所⻑賞か︖噂された。ロビ
ンズクラブです。今⽇は結婚式で1階と地下1階しか⾒学できませんでした。プロモの撮影
は2階のガーデンのようです。私が⾏った時間は式のリハーサル中でした。（残念）

⼗津川警部へ

3124 選択 stray 2007-12-16 17:42:28 返信 報告
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⼆⽇酔いにもかかわらず、どうもご苦労様です︕（笑）

私は昨⽇、仕事で東京に居ましたが、調査する時間がなく⽇帰りしました。
 今⽇もよく晴れてるようですねぇ。

#3117がハックネット前とは驚きです（笑）。
 #3118、#3122とも、私の推理が⼤当たりだったようですね︕

 嬉しいなあ（笑）。
 Ｚ研（ゼットン＋剣を）が少々⼤きすぎるような（邪魔）気もしますが（笑）、

 これで「君ディス」もＺ研が全容解明ですね︕
 ありがとうございました︕︕

Re:⼗津川警部「巡礼」８

3125 選択 アネ研 2007-12-16 17:43:56 返信 報告

うえの画像の⿊服の⼈が親切に案内してくれました。（感謝）

Re:⼗津川警部「巡礼」９

3126 選択 アネ研 2007-12-16 17:48:39 返信 報告

しかし、どうしてもガーデンが⾒たいので北側のある９階位建てのマンションの屋上へよ
じ登りより、わずかに⾒えるガーデンを拝むことができました。合掌。
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Re:⼗津川警部「巡礼」１０

3127 選択 アネ研 2007-12-16 17:56:28 返信 報告

そして次は、我われｚ研も総⼒をあげて調査中のal「君Dis〜」のジャケットのロケ地です。ここ
を突き⽌めれば所⻑賞はもちろん、年間MVPもかたいでしょう。（笑）

 次はあなたが、⼗津川警部です︕︕

⻑いお付き合いありがとうございました。
 

⼗津川警部、ありがとうございます。

3128 選択 PAN 2007-12-16 18:05:38 返信 報告

アネ研さん、いや⼗津川警部、こんにちは︕

たくさんの写真とレポートありがとうございます。
 写真を⾒るとすごく⾏きたくなります〜。

 東京は"坂井さんの聖地"がいっぱいありますね︕
 ロビンズクラブも素敵な建物です。オフ会は⼗津川村かと思っていましたが

 ロビンズクラブに傾いてきました（笑）

P.S
 ゼットンいいですね〜!!!

 

Re:⼗津川警部、ありがとうございます。

3129 選択 カーディガン 2007-12-16 18:37:59 返信 報告

おおぉ〜、︕︕
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アネ研さん、お疲れ様でした＆詳細レポートありがとうございます(^_-)-☆

ゼットンがこころなしか、勝利の笑みを浮かべているようですね(^^)Ｖ

聖地巡礼を無事してのご帰還ですね。今度⾏くときは、ハックネットとロビンズガーデンに⼊れるといいですね。
 

panさんへ

3130 選択 アネ研 2007-12-16 18:39:35 返信 報告

レスどうもです。しかし、ロビンスクラブでゼットン⽚⼿にカメラぶら下げて、式を待ってる⼈の中での案内はZ研の
看板しょってるとはいえ恥ずかしかったです。（恥）

 だから、建物の正⾯の写真はゼットンなしです。（笑）

カーディガンさんへ

3131 選択 アネ研 2007-12-16 18:45:47 返信 報告

レスどうもです。
 そうですね、特にロビンスクラブに⾏く時は電話して確認して⾏ったほうが、確実ですね。（笑）

 

さすが⼗津川警部︕

3132 選択 stray 2007-12-16 18:54:30 返信 報告

#3126の写真は、さすがですねぇ。ただで帰ってこないところが（笑）。

怪しいなんてもんじゃないですよ︕ゼットン⽚⼿にしたおじさんが、
 スカイガーデンを⾒せてくれって訪ねてきたら、私なら追い返すもの（笑）。

ロビンズクラブの丸い建物は、ウェディングケーキをイメージしてるらしいです。
 写真では⼩さくてわかりづらいですが、⾁眼ではちゃんと⾒えたんですか︖

ジャケットのロケ地は難しいですね。
 ⾊は後から染めたものでしょう。代官⼭は最近再開発されたようなので、
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すでに取り壊された可能性もありますので。
お⼼当たりある⽅は、是⾮写真をご掲載下さい。

 所⻑賞、確実ですので（笑）。

PANさん、⼗津川村でオフ会︕ 聞いてないよ〜︕（笑）

⼗津川警部と所⻑さんへ

3133 選択 PAN 2007-12-16 19:16:25 返信 報告

⼗津川警部（アネ研さん）へ
 > だから、建物の正⾯の写真はゼットンなしです。（笑） 

 重要な"公務"ですからゼットンも堂々と連れて⼊ってあげてください（笑）

所⻑さんへ
 >PANさん、⼗津川村でオフ会︕ 聞いてないよ〜︕（笑） 

 ここでしたら⺠家が少なそうなので、みんなで"負けないで"を合唱しても
 苦情が来ないと思います（笑）

アネ研様、 お疲れさまでした︕︕︕

3136 選択 かず 2007-12-16 20:04:16 返信 報告

スバラシイ成果ですね︕
 この執念をかずも⾒習わなくては︕︕︕

タネ明かし①

3137 選択 stray 2007-12-16 21:47:12 返信 報告

今回の⼗津川警部の捜査に関して、若⼲タネ明かしを。

コンクリート打ちっぱなしの壁が特徴的な洋書店「ハックネット代官⼭」に関しては、
 以前、Ｚ板で話題になったこともあり、れおさんの情報もあって、100%確信がありました。
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皐ちゃんが secret paper で使ったこの写真は、正直どこなのか全然検討がつきませんでしたが、
アネ研さんが、ハックネットの正⾯であることを⾒つけてくれました。

 

タネ明かし②

3139 選択 stray 2007-12-16 21:51:35 返信 報告

#3118は、別のZARD関連サイトに、電信柱に書かれた住所が判別できる写真が掲載され
ていて、

 それを元に地図上で⽬星をつけて、アネ研さんが確認してくれました。

ブックレットの写真で気づいたのですが、
 泉⽔さんの脇の下にある、楕円形の物体は何でしょうね︖

 カメラに向かって何かを放り投げたのでしょうか︖
 投げ終えたポーズを捕らえたと⾔えば、そう⾒えなくもありません。

タネ明かし③

3140 選択 stray 2007-12-16 22:05:53 返信 報告

#3122の写真は、ハックネットから直線距離で5,600m北に⾏った、公⽴学校前です。
 アルバムジャケには載っていません。PVでのみ確認できます。

 校⾨前にある掲⽰板（ガラスケース⼊り）に⾒えたので、学校であるとヤマをかけて、
 筋交い付きの⽩い校舎に絞り、渋⾕区の⼩中学校のホームページを⽚っ端から探して、
 案外簡単に⾒つけることができました。
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なぜ、ここで撮ったのか…。

みなさんへ

3141 選択 アネ研 2007-12-16 22:16:24 返信 報告

かずさんへ
 レスどうもです。

 泉⽔さんと千葉との関係の究明など、千葉在住のものとして、がんばりましょう。

panさんへ
 Z研のオフ会の開催地は、予算では⼗津川村で確定でしょう。（笑）

所⻑へ
 ガーデンの奥の２mくらいのところは⾁眼でも⾒えました。新郎新婦らしき⼈が⽴っていました。70－200㎜のズー

ムを持っていかなかったのが、今⽇の「しゅつぱい︕」でした。（笑）

別もの︖

3142 選択 stray 2007-12-16 23:03:57 返信 報告

#3140で書いた「5,600m」は、5千6百mではなく、500〜600mの意味ですので
（笑）。

ブックレットのロケはハックネット周辺で⾏って、
 PVのロケは別所に移動したのかもしれません。

このマネキンがあるブティックといい、ジャケ写の建物といい、
 まだまだ謎が残るPVですね。

 

Re:別もの︖

3143 選択 stray 2007-12-16 23:06:40 返信 報告

ジャケ写のヘアスタイルも意味不明です（笑）。
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建物を探す際は、このキャプが役⽴つかもしれません。
窓の中の様⼦が映ってますので。

画像解析結果報告です

3144 選択 かず 2007-12-16 23:08:09 返信 報告

こんばんは、かずです。写真の解析はおまかせください。
 ＃３１３９の泉⽔さんの右脇下付近の茶⾊いものですね。
 アルバムの歌詞カードの⽅がわかりやすかったです。

これは２つのゴーストです。って幽霊じゃありません。
 逆光での撮影でレンズの表⾯で反射がおきてしまい、写るものです。

 カメラのレンズは筒の中に何枚ものレンズが⼊っていまして、反射しないようにコーティングが施されていますが
 逆光の場合は防ぎにくいのです。

 今回の場合、２個のゴーストがたまたま重なって
 まるで何かの物体のように⾒えています。

濃い茶⾊のだ円は、すこし透けていて⼆の腕の下が⾒えます。

以上、わきの下の物体︖は、２個の内⾯反射映像でしたっ︕︕

Re:⼗津川警部「巡礼」

3149 選択 ヒツキ 2007-12-17 11:15:21 返信 報告

こんにちは
 またまた撮影地発⾒ですか︕︕

すごいですね。
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僕は、６⽉に少し代官⼭を散策したのですが、ぜんぜん解らなかったです…（涙）
本当に脱帽します。

場所を⾒つけたゼットンがウルトラマンに勝った時以上に喜んでいますね（笑）
 

Re:画像解析結果報告です

3150 選択 stray 2007-12-17 11:25:07 返信 報告

かずさん、こんにちは。

こんなにくっきりした物体がゴーストですか︕
 泉⽔さんがにやけ顔で⾝をよじっているこの写真、好きなんです（笑）。

 余計に、どういう意味があるのか気になり出しました（笑）。
 

Re:⼗津川警部「巡礼」

3152 選択 stray 2007-12-17 12:18:12 返信 報告

ヒツキさん、こんにちは。

またまた撮影地発⾒しました︕（笑）
 代官⼭周辺には違いませんが、正式な住所は「恵⽐寿⻄」なのです。

 泉⽔さんが体調を崩されてから、近場でのロケになってしまったのでしょうかねぇ。
 まだ謎が残ってますので、是⾮挑戦して下さい︕

 

⼗津川警部さん 所⻑さんへ

3155 選択 pine 2007-12-17 15:55:00 返信 報告

アネ研さんへ
 聖地巡り、ワクワクしながら楽しく拝⾒させていただきました。家にいながらいろんな場所を共有でき、嬉しいで

す。 (^O^)
 誇らしげなゼットンも素敵ですね。
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所⻑さんへ
＞ジャケ写のヘアスタイルも意味不明です（笑）。 

 ナゼ、後ろに膨れ上がっていて裾がハネているのか︖っていうことですか︖もしそうなら答えは簡単です。
 …後ろで束ねていた髪をほどくとこうなるのです。でもナゼ直さなかったのか…また謎ですね（笑）

 違う意味ならご笑納ください。

Re:⼗津川警部「巡礼」

3156 選択 なしぼー 2007-12-17 16:36:33 返信 報告

みなさん、こんにちは。

アネ研さん、お疲れ様でした。ＰＣと⾜を使った捜査が好きです。アネ研さん、着ぐるみ着て案内してるかと思いま
したよ。だったらＭＶＰ。今⽇、おもちゃ売り場にいったら、ウルトラ怪獣シリーズのところに、この怪獣ぶら下が
ってました。あぁ、これ持って代官⼭で写真撮ったんだって思うと笑いそうになりました。スミマセン︕今後も頑張
って下さいね︕

 

Re:⼗津川警部「巡礼」

3157 選択 Ｔ２８ 2007-12-17 17:06:03 返信 報告

アネ研さん、こんばんは。
 ロケ地巡りのご報告、ありがとうございます。

 さすが⼗津川警部ですね（笑）。近隣マンションの屋上に進⼊しての撮影、ご苦労様です。
ただもし不審者で捕まっても、⾝元引き受けはできませんので、気を付けてね（笑）。

 いつも⾒ているだけで、お⼿伝い出来なくて申し訳ないです。

かずさん、こんばんは。（もしかしたら直レスは、はじめてかな︖）
 写真解析ありがとうございます。

 私は、さすがに物を投げたとは思わなかったですが、あのポーズ︖は、ハテナですね（笑）。

ヒツキさん、こんばんは。
 ヒツキさんも代官⼭調査してたんですね。やっぱり事前に⽬星を付けないと難しいのでしょうね。
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たぶんアネ研さんも、今回が2度⽬か3度⽬ですよ︕（笑）

pineさん、（直レスは、はじめてですかね︖）こんばんは。
 ZARD研究に多⼤なご尽⼒、ありがとうございます。←⼤袈裟ですかね（笑）。

 これからもどうぞよろしくお願いします。

なしぼーさん、お久しぶりです。
 このゼットンは、アネ研さんがトイザらスで買った物です。

 私（経理部⻑︖）の所に領収書が回ってきていますが、経費で落とせるか思案中です（笑）。
 

Re:⼗津川警部「巡礼」

3163 選択 なしぼー 2007-12-17 18:26:41 返信 報告

部⻑へ 
 お久しぶりです︕

 私はジャスコで⾒ました。アネ研さんの買った⽅が精巧な感じだったので、お値段がいいかも。
 > 私（経理部⻑︖）の所に領収書が回ってきていますが、経費で落とせるか思案中です（笑）。 
 努⼒に免じて、なんとかしてあげて下さいね︕

pineさんへ

3166 選択 stray 2007-12-17 20:50:26 返信 報告

こんばんは︕

合ってますよ、後頭部が膨れ上がってて重そうというか（笑）。
 エクステンションなのかなぁと思ってました。

> …後ろで束ねていた髪をほどくとこうなるのです。でもナゼ直さなかったのか…また謎ですね（笑） 
 そうなんですか︕男には気づきない点ですね、ありがとうございます。

 ”なぜ直さなかったのか”よりも、なぜ髪を解いたのか…謎です（笑）。
 

みなさんへ、
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3174 選択 アネ研 2007-12-18 00:16:47 返信 報告

こんばんは、レスありがとうございます。
 pineさんへ

 楽しんでいただけたようで、、なによりです。
 思うに、泉⽔さんは、歌詞カードよりハックネットではいつもより強く髪を束ねてるような気がします。そして、al

「君Dis~」のジャケット撮影時では髪をほどいたとすれば、こっちのほうが、時間的の後であると推察します。
（笑）ただそれだけですが、貴重な情報です。（笑）

なしぼーさんへ
 コンビニがあなたの冷蔵庫なら、「Z研はZARD電⼦辞書」（所⻑談）ですが、「Z研はZARD捜索⽝でもありますの

で、なんなりと調査依頼してくださいね。（笑）ネタは吟味しますが・・・
 しかし、きぐるみかと、思ったは笑えましたよ。

 また、なしぼーさんの推察どうり、Z研のマスコットは裸で展⽰してるものではなく、箱⼊りの精密なゼットンなんで
す。（笑）

T28さんへ
 むちゃな捜査は危険ですね。あのときは♪「無我夢中」でした。（笑）（使えた）

ヒツキさんへ
 ヒツキさんも代官⼭の捜査をしてましたか。ハックネットに泉⽔さんは通ってたと推察しますが、代官⼭は泉⽔さん

にようにオシャレな街ですよね︕

megamiさんへ
 泉⽔さんの聖地の巡礼のレポート楽しんでいただけたようで、嬉しいです。

 しかし、聖地や巡礼って⾔えばそちらが本場ですよね。（笑）
 近くにも巡礼の⼈って⾒かけるんですか︖

それでは、次の捜査に向けて資料集めに⼊りたいと思います。（笑）

« 36 35 34 33 32 31 30 29 28 »
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. オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [3113]●●● Sg「もう探さない」PV ●●●(2) [3134]●●● AL「君とのディスタンス」PV ●●●(1) [3087]カラオケ映像(5) [297
0]いよいよ・・・(5) [3105]●●PVTV12-14●●(2) [3065]グロリアス マインド ⽇本語訳(13) [3021]アルバム『forever you』の
ジャケット写真です(12) [3064]MFM Vol.156(1) [3055]撮影地︖(3) [2904]グロリアスマインド(24)

新しい話題を投稿する

« 35 34 33 32 31 30 29 28 27 »

●●● Sg「もう探さない」PV ●●●

3113 選択 stray 2007-12-16 15:00:29 返信 報告

皆さんこんにちは。

リクメモ２のジャケ写ですが、「運命のルーレット廻して」の別ショットが有⼒のようです。
 では、この写真はいつ頃のものなのか︖

 Sg「もう探さない」のPV映像を⾒て下さい。
 ビルの屋上で、⿊ジャケット着て歌っていますが、髪型がよく似ています。
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この頃（あるいはこのPV撮影時）に撮影された可能性もありそうな…。
ご検分よろしくお願いします。

なお、Sg「もう探さない」PVは、Le Port DVD に未収録です。

http://www.filebank.co.jp/wblink/05d857c3288312f36e28e8ed084c204e
 （53MのWMV、期間限定︓12/24まで）

Re:●●● Sg「もう探さない」PV ●●●

3159 選択 なしぼー 2007-12-17 17:28:38 返信 報告

皆さん、こんばんは。
 所⻑、ＵＰして下さって有り難うございます。何回か拝⾒

 しました。リクメモ２のジャケットの髪型ですが、普通に髪を⽿にかけているようですね。このＰＶではサイドの髪
をねじって⽿にかけて、後ろで三つ編みしているみたいです。違うかな〜。

 > リクメモ２のジャケ写ですが、「運命のルーレット廻して」の別ショットが有⼒のようです。 
 こっちの⽅が似ているような・・。何の根拠もありませんけど。

 （ルートは、はずしてますが、必要ならキーの変更を検討して下さいね♪）

Re:●●● Sg「もう探さない」PV ●●●

3165 選択 stray 2007-12-17 20:44:31 返信 報告

なしぼーさん、こんばんは。
キーの変更は考えていませんので、どうぞ遠慮なく。復帰も⼤歓迎ですので（笑）。

> サイドの髪をねじって⽿にかけて、後ろで三つ編みしているみたいです。違うかな〜。 
 そのとおりです︕サイドの髪の⼀部を⽿の前に垂らした写真は、

 「眠れない夜を抱いて」の頃なんですよねぇ。「揺れる想い」のジャケもこの頃のものかと…。

> こっちの⽅が似ているような・・。何の根拠もありませんけど。 
 おそらく「運命の…」ジャケの別ショットでしょう。

 「運命の…」ジャケが古い写真の使い回しなので、いつの頃の写真なのか推理しているのですが…。（汗）
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●●● AL「君とのディスタンス」PV ●●●

3134 選択 stray 2007-12-16 19:33:32 返信 報告

⼗津川警部に感謝の意を込めて。
 AL「君とのディスタンス」店頭⽤PV（全曲紹介）です。

泉⽔さんは静⽌画でしか登場しません。

http://www.filebank.co.jp/wblink/ba6cf2a010d4af4f54d9b86da8399958
 （80MのWMVファイル、期間限定︓12/24まで）

博物館「PVロケ地マップ」更新してます

3135 選択 stray 2007-12-16 20:00:19 返信 報告

博物館「PVロケ地マップ」に、「ハートに⽕をつけて」を追加してますので、
 アナウンスがなくても、たま〜に覗いてみて下さいね（笑）。

カラオケ映像

3087 選択 xs4ped 2007-12-15 11:45:11 返信 報告

皆さん、こんにちは。

これはグロリアスマインドのカラオケ映像でしょうか︖
 もう、カラオケも出回っているの︖

 ここはカラオケバーに⾒えますが何処でしょうか︖

http://jp.youtube.com/watch?v=LkmIB631NLk
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Re:カラオケ映像

3107 選択 stray 2007-12-16 09:21:12 返信 報告

xs4pedさん、おはようございます。

私はカラオケに詳しくないので、素直に分かりません（笑）。
 ただ、モニタの映像はカラオケのものではなさそう。

 かなり⼤勢でオフ会やってるような雰囲気ですよね。
 ZARD専⾨のカラオケクラブを熱烈なファンが経営してるのかな︖

 

Re:カラオケ映像

3110 選択 カーディガン 2007-12-16 13:32:00 返信 報告

xs4pedさん、みなさん、こんにちは。

はぁ、楽しそうですね。ノリノリですね。「ＺＡＲＤ ＯＦＦ」と書いてありますから、ＺＡＲＤのファンがみんな
で会を開いているのでしょうね。

 カラオケの映像ではなく、ＰＶやビジュアル映像などを加⼯して、つくった画像をプロジェクターで投影（東映(^_
-)-☆）するなどして、⾃主製作した映像でしょうね。

私が学⽣の頃以降、ＺＡＲＤを歌う⼥性にお⽬にかかったことはありませんので、たぶん、歌うのが難しいなどかも
しれませんが、グロリアス マインドは歌うのが難しそうですね。

初めてあの詩を「きっと忘れない」で読んだとき、「これがとても評判も良かった曲︖」と思いました。最初は歌詞
からは、伝えたい気持ちはよくわかるのですが、どうもいい曲には思えませんでしたが。
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追悼ライブでの初披露を聴いた時、ものすごくいい曲なのでびっくりしたものでした。やはり、泉⽔さんの歌い⽅と
声、リズムの取り⽅、息継ぎ、全てが絶妙なのですね。

Re:カラオケ映像

3111 選択 ALIL.1967 2007-12-16 13:38:44 返信 報告

渋⾕にLIKE ITっていうライブパーティーハウスっていうのかな，そういうのがあるみたいです。

ttp://likeit.biz/index.htm

Re:カラオケ映像

3114 選択 xs4ped 2007-12-16 15:31:28 返信 報告

strayさん、カーディガンさん、ALIL.1967さん、こんにちは。

どうやらALIL.1967さんが⾔っていた渋⾕のLIKE IT
 みたいですね。

 ミラーボール、⼤型プロジェクター、床などを⾒⽐べると
 同じようですね。

こちらの映像です。
 http://jp.youtube.com/hiro08095

LIKE IT
 http://likeit.biz/sub1.html

みんな楽しそうですね。
 私にも、こういう時が有ったのを思い出します。

 20年以上前の事ですが・・・(笑)
 泉⽔ちゃんとは(私も含め)世代が違うのに若いファンも多い

 のは嬉しいですね。
 それだけ泉⽔ちゃんに魅かれるものが有るという事でしょうから・・・
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Z研でもオフ会やりたいですね。(^.^)

Re:カラオケ映像

3115 選択 stray 2007-12-16 16:14:22 返信 報告

皆さんこんにちは︕
 私のところは朝から吹雪です（笑）。

かなりよく似ていますが、渋⾕のLIKE IT だと断定するのは難しいかもしれません。
 床の模様が確認できればいいのですが…。

若いファンと同じようにはいきませんので、
 Ｚ研オフ会は「ロビンズクラブのスカイガーデン」で優雅にやりましょう︕（笑）

 誰か結婚式しないかな（笑）。

いよいよ・・・

2970 選択 xs4ped 2007-12-11 13:33:05 返信 報告

皆さん、こんにちは。

いよいよグロリアスマインドが明⽇発売ですね。
今⽇あたり発送かな︖

 到着が楽しみです。

あと、オルゴール集も14⽇発売ですね。
 グロリアスマインドのオルゴール試聴出来ます。

 http://www.rakuten.co.jp/nadja/433342/684916/959586/

12⽉はグロリアスマインド、オルゴール集、紅⽩と
 ZARDオンパレードですね。(^.^)

https://bbsee.info/straylove/id/3087.html?edt=on&rid=3115
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3115
https://bbsee.info/straylove/id/2970.html
https://bbsee.info/straylove/id/2970.html?edt=on&rid=2970
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2970
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/6db291ac9963003618ca6aa15063c4d6.jpg


今年は不幸続きの連続だったので、ZARDで締めくくって
泉⽔ちゃんパワーを貰って、来年は良い年になればと

 願っています。

１⽉からはツアーもあるし、リクメモも発売と幸先
 良さそうだし・・・

 

Re:いよいよ・・・

2971 選択 stray 2007-12-11 14:33:07 返信 報告

xs4pedさん、こんにちは。
情報ありがとうございます︕

↑いやぁ、美しいですねぇ。
 モノクロで、しかもアップなのでいつのものか特定しにくいですけど、

 この眉⽑は、かなりお若い頃かと思われます。この写真の別ショットかな︖

Re:いよいよ・・・

2972 選択 xs4ped 2007-12-11 15:30:31 返信 報告

strayさん、こんにちは。

「ZARD Request Best 〜beautiful memory〜」の
 ジャケ写もいいですね。

 「負けないで」(93.1.27発売 オリコン最⾼位1位)、
 「揺れる想い」（93.5.19発売 オリコン最⾼位1位）などリクエストの多かった⼈気の⾼い楽

曲は9⽉の追悼ライブで披露され好評だったライブバージョンで収録されます。
 さらに、2008年版として新たな魅⼒を加えた
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リアレンジバージョンでの収録が進められている楽曲も
あります。との事なので期待できそうですね。(^.^)

⼟曜Ver.も有ったりして・・・(笑)
 

ZARD Request Best 〜beautiful memory〜のジャケ写は、

3046 選択 stray 2007-12-13 17:11:15 返信 報告

グロリアスマインドPVの1シーンですね。
 イヤホンのようなコードが⾒えないので、キャプって⽔平反転したのではなく、

 反対側から撮ったスティルだと思いますが、皆さんいかがでしょ︖
 

Re:ZARD Request Best 〜beautiful memory〜のジャケ写は、

3048 選択 stray 2007-12-13 19:51:16 返信 報告

「運命のルーレット廻して」ジャケ写の別ショットかも︖

Re:いよいよ・・・

3050 選択 xs4ped 2007-12-13 20:19:57 返信 報告

strayさん、こんばんは。

https://bbsee.info/straylove/id/2970.html?edt=on&rid=3046
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3046
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/975e6107778ce7a40b9878bfb96a16a7.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/2970.html?edt=on&rid=3048
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3048
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/5da713a690c067105aeb2fae32403405.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/2970.html?edt=on&rid=3050
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3050


本家でもレスされていましたが、
私も「運命のルーレット廻して」ジャケ写の別ショットではないかと思いました。

●●PVTV12-14●●

3105 選択 ALIL.1967 2007-12-16 00:35:19 返信 報告

ナレーターのコメントも資料の⼀つということですね。
 それと前回，無限のmp4忘れてました。

http://www.filebank.co.jp/wblink/5617bf24cec199a8d01585b180d774cf
 

Re:●●PVTV12-14●●

3106 選択 stray 2007-12-16 08:28:43 返信 報告

ALIL.1967さん、おはようございます︕

ナレーターのコメントというより、番組独⾃の曲解釈といいましょうか。
 MU-GENは千葉テレビ制作なので、100%Beeingの意向で作られていると思われます。

 PVTVに関して詳しいことは知りませんが、
 泉⽔さん亡き後の「⼤本営の発表」を疑ってかかるのが、私の性分なのです（笑）。

今回も貴重な映像どうもありがとうございました。

Re:●●PVTV12-14●●

3109 選択 ALIL.1967 2007-12-16 13:29:22 返信 報告

Strayさんこんにちは

> PVTVに関して詳しいことは知りませんが、 
 PVTVの提供は BeingGIZAとソニーとBMGだったかと思います。その中の⼀番で⼤きくBeingGizaと提供が出たとお
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もいます。

> 泉⽔さん亡き後の「⼤本営の発表」を疑ってかかるのが、私の性分なのです（笑）。 
 MU-GENは⼤阪のhills cafeとgrandcafe+というところで撮影してますのでBeingの広報活動ですよね。そんなに疑

っていなかったのですが，他のチャンネルのコメントと⽐較してみるのもいいですね。いろんな⾒⽅ができそうで
す。

またZARD研究所のぞかせてもらいます。

グロリアス マインド ⽇本語訳

3065 選択 stray 2007-12-14 20:03:37 返信 報告

以前配信した、コナンＯＰ映像に、グロリアス マインドの⽇本語訳があります。
 YouTubeにアップしていたのですが、著作権違反で削除されたため（笑）、

 元映像から⽇本語訳を拾ってみました。
 コナンＯＰの時は2つ⽬のセンテンスがカットされていたので訳がありませんが、

 「Give me the rhythm-time」をどう訳すかが、この曲の理解に不可⽋かと思います。
 泉⽔さんのボーカルも、♪リズムタ〜イム にココロが⼊ってるように感じます。

 
So give me the reason why（なぜだか教えて）

 Leave me here alone（私を⼀⼈にするなんて…）
 The reason why（なぜなのか…）

 I don't know how I feel（私にも分からない）

How I feel 
 Give me the rhythm-time 

 Leave me here alone
 The reason why

 I don't know how I feel
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So must be the true baby（だからこそ 真実なのね）
Shall we end then it's up to me（この恋終わりにするのは わたし次第）

 Tomorrow is a different day yeah（明⽇には明⽇の⾵が吹く…）
 And I know when I'm ready（ココロの準備は出来ているわ）

Re:グロリアス マインド ⽇本語訳

3069 選択 なしぼー 2007-12-14 21:29:05 返信 報告

こんばんは。
 所⻑、お久しぶりです。

 ちょっとショックです。
 Give me the rhythm-timeのところ、そのままリズムタイムとして深く考えていませんでした。私の中では、ココ

ロは、⼼の中の相⼿を好きだという気持ちを他の感情と区別していると思っていました。（ココロは「世界はきっと
未来の中」にもあったからです）そのココロが泉⽔さんの曲を順にみると⼤きな愛（慈愛）を意味するのかなと思っ
ていました。ですから、when I'm readyでココロを使うのはどうかなと勝⼿に考えていました。

 Give me 〜とI know when I'm readyのフレーズに⽬を向けると、切ないを通り越して⾟すぎです。今⽇はちょっ
と聴けないかも。

 でも、教えて頂いてありがとうございます。⾒⽅が⼤きく変わりました。⾃分では気づかなかったと思います。

Re:グロリアス マインド ⽇本語訳

3073 選択 ｍｅｇａｍｉ 2007-12-14 23:05:30 返信 報告

＞「Give me the rhythm-time」をどう訳すかが、この曲の理解に不可⽋かと思います。

この部分を私がもし英訳するとすると
 「リズムを刻む（唄う）時間を与えて・・・」という感じです。

ご⾃⾝の時間があとほんの少ししかないと解っているのだと
 考えると涙が⽌まりません・・・

 

Re:グロリアス マインド ⽇本語訳
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3076 選択 stray 2007-12-14 23:16:28 返信 報告

ｍｅｇａｍｉさん、こんばんは︕

イランはペルシャ語だと思いますが、英語も通⽤するのでしょうか︖

> この部分を私がもし英訳するとすると 
> 「リズムを刻む（唄う）時間を与えて・・・」という感じです。

私もまったく同じように考えました。
 泉⽔さんは⾳楽家ですから、rhythm-time は泉⽔さん⾃⾝の時間そのものかなぁと。

間奏のあとのコーラスも「rhythm-time」を２度繰り返してますし、
 私には「rhythm-time」はキーワードのように思えるのです。

 「快⽅に向かっていた」という事務所発表をまったく信⽤しない⼈間の曲解釈ですので、
 なしぼーさんもですが、深刻に受け⽌めないようにして下さいね。

Re:グロリアス マインド ⽇本語訳

3077 選択 ヒツキ 2007-12-14 23:56:02 返信 報告

こんばんは
 Give me the rhythm-time

 皆さんの⾔うように
 「リズムを刻む時間を与えて…」

 なら切なすぎます…
 『きっと忘れない』を読んでからずっと

 【どうして、あと⼀曲完成させる時間を神様はくれなかったの︖】と考えてしまうことが何度もあります……

Re:グロリアス マインド ⽇本語訳

3078 選択 カーディガン 2007-12-15 00:07:40 返信 報告
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こんばんは、皆様。
グロリアス マインドの歌詞の解釈はむずかしいですね。

 英語の仮歌とは、いいながら、なぜか、この曲は、仮歌が早くできていたということですね。やはり、思い⼊れがあ
ったのは間違いないので、素直な気持ちが表れているのでしょうが、すべて、抽象的で、具体的なことは・・・泉⽔
さんに聴くのが⼀番なのでしょうね。でも、それは、ずいぶん先のことですから、「Give me the rhythm-time」
のところだけ、解釈をしてみます。私の解釈ですので、皆さん、ご⾃由にお受け取りください。

さて、「the rhythm-time 」は「the reason why 」と合わせて、韻を踏んでいるのだと思います。ＣＤのコーラス
をよく聴いてください。これらが、コーラスで歌われていると思います。あとづけでしょうが、泉⽔さんも、特に意
味はないとしても、曲としての響きを重視して、このような韻を踏んでいるのではないかと思います。

「the rhythm-time 」は、「刻々と刻み続ける、規則的な時間」といった感じかと思います。
 なんとなく、以前、本家の情報通のzardさんの載せてくださった画像を思いました。

 この画像ですね。「⽇々を無駄にせず、精⼀杯の美しい⼈⽣の時間を刻め...」という思いで、この⽂を書いたのでし
ょうか︖

ただ、⼈⽣の時間が残り少ない、と解釈は必ずしもできないかと思います。「君」との時間がほしい、とただ思った
ことを素直に書いただけかもしれないと思います。

 

＃3078の画像♡

3079 選択 カーディガン 2007-12-15 00:13:00 返信 報告

 
Beautiful moment of life

Izumi Sakai♡

時よ刻め...
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Re:グロリアス マインド ⽇本語訳

3081 選択 アネ研 2007-12-15 01:32:25 返信 報告

こんばんは、みなさん、
 なにかで⼀連の詩や⽂章のなかで、「動詞」のある⽂こそ中核をなすと読んだことがあります。

 それからすれば「the rhythm-time 」が、なになのかは重要な気がします。
 もうしばらく、聴きまくろうと思います。

Re:グロリアス マインド ⽇本語訳

3085 選択 GTO 2007-12-15 05:42:44 返信 報告

皆さんそれぞれの解釈を、興味深く読ませていただきました。
 私はもっとストレートに解釈していましたが。

 ⼀部、私の解釈で和訳してみました。

So give me the reason why（なぜだか教えて）
 Leave me here alone the reason why（だから私を⼀⼈にしておいて）

 I don't know how I feel（私にも私の気持ちが分からない）

How I feel 
 Give me the rhythm-time （時間をください）

 Leave me here alone the reason why（だから私を⼀⼈にしておいて）
 I don't know how I feel（私にも私の気持ちが分からない）

So must be the true baby（もし、嘘だったら）
 Shall we end then it's up to me（終わりにしようか︖ 私たち）

 Tomorrow is a different day yeah（明⽇には明⽇の⾵が吹く…）
 And I know when I'm ready（ココロの準備は出来ているわ）

rhythm-timeとは、揺れ動く⾃分の気持ちを時間に置き換えたものでは...。
 だから、How I feelではないのでしょうか。
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この作詞の時点で、ご⾃分の⼈⽣の時間が残り少ないとの解釈は、深読みし過ぎと思いますが...。

⾔葉の意味と⾔うことで・・。

3086 選択 KOH 2007-12-15 11:39:03 返信 報告

研究所のみなさんこんにちは︕
 こんな⼿作りＰＯＰを作っているＣＤショップがありました!

 皆さんの詞の解釈とこのPOPに書かれていることとかを⾒ていてふと「グロリアスマイン
ド」の意味を考えてしまいました。

 やっぱり「輝くココロ」かなぁと。どんなことにも負けない、⾃分の強い想いを持ったココ
ロが輝くんだと。

 そんな想いをみんなに持って欲しいからこその「グロリアスマインド」なのかなって思いました・・。

Re:グロリアス マインド ⽇本語訳

3088 選択 ｍｅｇａｍｉ 2007-12-15 11:47:56 返信 報告

みなさん こんにちは︕
 昨⽇は ご挨拶もせず なしぼーさんの⾔葉を拝⾒したら ⼼に詰まるものがあって思わず投稿してしまいました。

“なしぼー”さん“ヒツキ”さん“カーディガン”さん はじめまして megamiと申します。よろしくお願い致します。

ｓｔｒａｙ様
 イランでもペルシア語だけでなく英語も使う時があるのですが、拙い英語⼒ですみません。でもｓｔｒａｙさんと同

じ気持ちなのはとても嬉しいです。

ＧＴＯ様 
> この作詞の時点で、ご⾃分の⼈⽣の時間が残り少ないとの解釈は、深読みし過ぎと思いますが...。

確かにおっしゃるとおりかもしれません。でも ご⾃分の病気の状態をなんとなく⾝体で解る時があるのではと推測
すると 私は⼈⽣の残り時間としてでなく 泉⽔さんは『唄うことが⼈⽣のすべて』と考えていたしたと解釈して“歌
を唄える時間”が残り少ないと思ってそのフレーズを書かれたのかな︖と考えておりました。
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megamiさんへ

3100 選択 GTO 2007-12-15 16:19:20 返信 報告

こんにちはmegamiさん、皆様、

私は、この曲はpositiveな前向きな曲だと思います。

このrhythm-timeを“ココロの律動”と訳しました。
 だから、“いつまでも変わらぬココロをもう⼀度君に届けたい”...と。

私の解釈は、I don't know how I feel（私にも私の気持ちが分からない）だから、
 Leave me here alone the reason why（今は私を⼀⼈にしておいて）、

 Give me the rhythm-time（私の気持ちが分かるまで）。

私は、以下の英語詩にあまり意味はないと思っています。
 下記の和訳の部分だけ⾒ると、⼀⾒意味が繋がってみえますが、⽇本語歌詞を繋げるとおかしくないですか︖

So give me the reason why（なぜだか教えて）
 Leave me here alone（私を⼀⼈にするなんて…）
 The reason why（なぜなのか…）

 I don't know how I feel（私にも分からない）

So must be the true baby（だからこそ 真実なのね）
 Shall we end then it's up to me（この恋終わりにするのは わたし次第）

 Tomorrow is a different day yeah（明⽇には明⽇の⾵が吹く…）
 And I know when I'm ready（ココロの準備は出来ているわ）

なぜだか教えて、私を⼀⼈にするなんて…、なぜなのか…、私にも分からない、だからこそ 真実なのね、
 この恋終わりにするのは わたし次第、明⽇には明⽇の⾵が吹く…、ココロの準備は出来ているわ。

結果的にこの曲が最後のシングルになりましたが、泉⽔さんはこの曲が最後と思ったわけではないでしょうから、
 “歌を唄える時間が残り少ない”とは思ってなかったんだと思います。

 だって、glorious mindですよ。
 英詩はあまり考えずに付けたのでは︖
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ＧＴＯ様

3102 選択 ｍｅｇａｍｉ 2007-12-15 17:12:25 返信 報告

> このrhythm-timeを“ココロの律動”と訳しました。 
 だから、“いつまでも変わらぬココロをもう⼀度君に届けたい”...と。

こんにちは︕とても良い訳で解釈も素晴らしいと思います。
 ⽇本語ではなく英語で作詞された泉⽔さんのことを考えると 皆さんへのメッセージの他に込められている意味があ

ったのではないかと思い描いておりました・・・
 でもＧＴＯさんのおかげで 素直にメッセージを受けとめようと思いました。ご丁寧にありがとうございました。 

 

Re:グロリアス マインド ⽇本語訳

3104 選択 stray 2007-12-15 22:27:19 返信 報告

皆さんこんばんは︕

100%恋愛ソングとしてみれば、カーディガンさんやGTOさんの解釈でよいのでしょう。
 「promised you」以降の作品に、リスナーへの、泉⽔さん⾃⾝へのメセージ性を

 強く感じる私は、ついつい深読みしてみたくなるんです。
 ⼈それぞれですので、この話題はこの辺で切り上げましょう︕

今⽇、「坂井泉⽔追悼オルゴール集」が届きました。
 まだDisc1を聴いただけですが、オルゴールに合う曲とそうでない曲がありますね。

 「Good-bye My Loneliness」と「マイ フレンド」バッチリ合います。
ちなみに、アマゾンだと送料込みで¥2,035円です。

アルバム『forever you』のジャケット写真です

3021 選択 Hana 2007-12-12 17:17:33 返信 報告
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この写真、美しいです。
坂井さんは、確か撮影の際は、⼀切メークはしてなくて、ノーメークだと仰っていましたが…

 でも薄化粧くらいはしているのではないかと思うんです。

これは、アルバム『forever you』のジャケット写真なんですが、
 この写真は、メークされているような感じを受けますが、ルージュは付けていると思いますか︖

 わからないので教えて欲しいのですが…。

P.S
 この写真、⾳楽葬に飾られた写真と同⼀だと思うんですが…

 確か坂井さん⾃⾝も気に⼊っているんでしたよね。
 

Re:アルバム『forever you』のジャケット写真です

3023 選択 ＭＲＣＰ 2007-12-12 20:21:59 返信 報告

答えでなくてすみませんがこの画像はどこで⼊⼿できるのでしょうか。ポスターとか出ているのですか。     
私はこの泉⽔さんが好きでアルバム発売当時３枚買ってしまいました。

写真のことは・・・・

3025 選択 かず 2007-12-12 21:57:49 返信 報告

Ｈａｎａさん、はじめまして、かずと申します。
 ⾃分は写真撮影が趣味なので、若⼲申し上げます。

残念ながら、ノーメイクと薄化粧は⾒分けつかないです。
 この写真の髪の⽑⼀本⼀本の写りから⾔ってフィルムはリバーサルのようです。

 このリバーサルフィルムというのは、⾊の再現が良いのですが、⾊かぶりといって回りの⾊を少し取り込んで
 しまうクセも持っています。この写真も少しですが部屋の周囲の⽊の⾊が出てますので、

 本当の坂井さんの⾊とも違ってます。こんな状況だと、薄化粧とノーメイクの区別は難しいです

ルージュも、薄くひくとほとんどわからなくなってしまいます。
 ただ、男性にはわかりませんがひょっとするとこんな⾊のルージュもあるかも。
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普通の写真のメイクだと鎖⾻のすぐ上の⾸の⾊と
顔の⾊が若⼲違うのに気づくの簡単なんですけど。

あ、でもこの画像はＣＤジャケットと⾊合いが違いますね

Re:写真のことは・・・・

3049 選択 stray 2007-12-13 20:04:02 返信 報告

Hanaさん、ＭＲＣＰさん、こんばんは。

この写真はアルバムのジャケ写ではありませんね。
 （泉⽔さんの右肩がしっかり写ってますので）

 ポスターはもちろん存在しますが、⼤きすぎて普通のスキャナーでは取り込めません。
 アーティストファイルも同様です。

 すみませんが、宿題とさせて下さい（笑）。

かずさん、こんばんは。
 たいへん詳しいご解説どうもありがとうございます。

 仰るとおりで、ノーメイクと薄化粧は⾒分けつかないですよね（笑）。
 ノーメイクでもおかしくないし、薄く⼝紅だけ引いていたのかもしれないし。

 

Re:写真のことは・・・・

3053 選択 ＭＲＣＰ 2007-12-13 23:53:15 返信 報告

strayさん、こんばんは。５⽉までＰＣは部屋の飾りになっていたので詳しいことを知りません。変なお願いをして申
し訳ないです。

返事が遅くなりましてすみませんm(_ _)m

3060 選択 Hana 2007-12-14 13:41:46 返信 報告
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>>かずさん 
こちらこそ初めまして。 

 この写真のメークについて･･･ 
 やはりそうですか。わかりました。 

 実は、この写真に写ってるルージュの⾊と、同じ⾊を探し回っていました(笑)
 まともにルージュを塗っていた訳ではなかったんですね。この写真から⾒て、⾃分的にはかなり気に⼊った⾊だった

のですが･･･

ルージュで、グロスではない、ベージュの⾊のマット（肌の⾊に近い感じ） 
 ではないかと、店員も⾔ってました。 

 ご丁寧な説明、どうも有り難うございました。

>>strayさん 
こんばんは。いつも画像ではお世話になってて有り難うございます。 

 宿題とは･･･この画像のスキャンの仕⽅のことでしょうか︖︖
 上⼿にスキャンされてますよね。関⼼です︕

 そのときの気分に合わせて、PCの壁紙にしています♪
 ちなみに･･･この写真は、アルバムのシャケ写ではないんですか︖

＞薄く⼝紅だけを引いていただけ

かずさんの話にもありましたが、ノーメークと薄化粧ではほんと⾒分けが付かないですよね。
 殆ど素顔に近いくらいで。

 なので坂井さんみたいな感じに（気が変わって･･･）、途中からメークしなくなりました(笑)
 そもそも薄化粧程度ですが。。。

⻑⽂で失礼しました。 
 

Hanaさんへ

3061 選択 stray 2007-12-14 18:10:25 返信 報告

こんばんは︕
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こんなこと書くと怒られるかも知れませんが、⾼校⽣までは皆さんスッピンなのですから、
なぜそのままズッピンで通せないのでしょうかねぇ（笑）。

 ⽯油製品を塗るのですから、肌に良いわけがないのです。

余談はさておき、宿題とは、この画像の出所のことです。
 差し⽀えなければ、どこで⼊⼿されたのか教えていただけませんでしょうか。

 アルバムジャケ写は、この画像をトリミングしたものです。
 ポスターは私が知ってる限りで４種ありますが、縦型３種は最初からトリミングされてますし、

 横型１種はアルバムタイトルが泉⽔さんの肩の上にかかってますので、
 たとえ⼤型スキャナーを所有していても、この画像のように切り出すことは不可能なのです。

かなり⾼解像度な画像で、ひじょうに興味深い画像ですね。
 

わかった︕（かも）

3067 選択 stray 2007-12-14 20:34:46 返信 報告

今⽇MFMが届いたおかげで、解決できたかも知れません（笑）。
 たぶんMFM Vol.4 の表紙だと思います。

 これから引っ張り出してスキャンしますので、少々お待ちを。

補⾜です

3070 選択 かず 2007-12-14 22:28:42 返信 報告

Ｈａｎａさん、こんばんは。
 同じ⾊のルージュでしたか︕
 でも、どこかで肌⾊に近いものをみたことあります。

 たくさんの⾊を⽤意してある店なら、あるかも。

所⻑さん︕︕︕
 ＞⽯油製品を塗るのですから、肌に良いわけがないのです。 

 ってそこまで⾔わなくても・・・・・。
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Re:アルバム『forever you』のジャケット写真です

3072 選択 アネ研 2007-12-14 22:46:53 返信 報告

こんばんは、
 この画像といえば、たぶんXXXさんが使ってますよね。

 ただ、それだけですが。（汗）
 ⼗津川警部出番です︕（panさんのセリフお借りします。）

Re:アルバム『forever you』のジャケット写真です

3074 選択 stray 2007-12-14 23:08:36 返信 報告

アネ研さん、こんばんは。
 ⼗津川警部はあなたです︕（笑）

xxxさんが使われたのはジャケ写だと思います。
 横を引き伸ばすために、右側の背景を細⼯したようですが。

 ミニポスターのようなものが存在したでしょうか︖
 分かりませんなあ（笑）。

 

strayさんへ

3096 選択 Hana 2007-12-15 16:00:45 返信 報告

>>strayさん 
こんにちは。

以前、attiさんからも教えて下さったULRからでも⾶んでいったサイトがあるんですが、 
 忘れてしまったので、海外のサイトでもよろしいでしょうか︖

http://www.zardnet.com/gallery/displayimage.php?album=11&pos=6
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なんだか焦っておられる様⼦だったので、早めに書き込みたかったのですが･･･
画像は、イメージが若⼲違うかもしれません。  

 お役に⽴てず、申し訳ありませんでした。 
 

Hanaさんへ

3103 選択 stray 2007-12-15 22:10:16 返信 報告

こんばんは︕

漁ってるわけじゃないのですが、分からないままだと癪なので（笑）。
 zardnet.comさんでしたか。

 本家にたま〜に作品を掲載して下さるzzzさんです。
 何でもお持ちで、私は到底かなわないお⽅ですので、
 これ以上調べるのは⽌めますね（笑）。

 

MFM Vol.156

3064 選択 stray 2007-12-14 19:52:26 返信 報告

Music Freak Magazine Vol.156 です。

私は定期購読なので、いつも２〜３⽇出遅れてしまいます。
 今⽉の表紙はB'zなのですが、MFMはたまにダブル表紙があって、

 表紙裏ページを折り返すと、このようにZARDが表紙になります。
 創刊以来、ZARDが表紙を飾った号は20冊くらいになるでしょうか。

 不定期に、表紙だけでもご紹介したいと思っています。

Re:MFM Vol.04
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3068 選択 stray 2007-12-14 20:46:11 返信 報告

Music Freak Magazine Vol.04（1995/3⽉号）です。

この写真がHanaさんが投稿された画像の元版じゃないかと思ったのですが、
 紙質が違うので滑らかさがないのと、胸元がもう少し上まで⽂字がかかっているので、

 違いますねぇ、残念（笑）。

初めてZARDがMFMの表紙を飾った号で、８ページ⼤特集です。

撮影地︖

3055 選択 かず 2007-12-14 00:22:35 返信 報告

所⻑さんにお尋ねしたいのですが、
 ＤＶＤ”Ｌｅ Ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ”の中で”Ｇｏｏｄｂｙｅ ｍｙ Ｌｏｎｌｙｎｅｓｓ”で出てくる

 球形ガスホルダー（ガスタンク）の場所って特定されてますか︖
 

Re:撮影地︖

3057 選択 GTO 2007-12-14 01:31:58 返信 報告

かずさん、こんにちは。

参考までに。
 http://www.zard.in/pv/gml/gml.html

Re:撮影地︖

3058 選択 stray 2007-12-14 08:15:18 返信 報告

https://bbsee.info/straylove/id/3064.html?edt=on&rid=3068
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3068
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/f5496252609c43eb8a3d147ab9b9c006.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/3055.html
https://bbsee.info/straylove/id/3055.html?edt=on&rid=3055
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3055
https://bbsee.info/straylove/id/3055.html?edt=on&rid=3057
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3057
https://bbsee.info/straylove/id/3055.html?edt=on&rid=3058
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3058


かずさん、おはようございます。
「横浜の⼯業地帯」というのはわかっていますが、

 当時とは⾵景も⼤部違っているでしょうから、⾞で丸１⽇付近を⾛り回るとかしないかぎり、
 特定するのはなかなか難しいでしょうねぇ。

GTOさん、ZARD IN の調査、拝⾒しました。
 プロセスが素晴らしいですね、あと⼀歩、頑張って下さい︕

感謝、感謝です

3062 選択 かず 2007-12-14 18:23:17 返信 報告

こんばんは、ＧＴＯさん、所⻑さん、ありがとうございます︕︕
 ⾃分もアプローチがんばってみます︕

グロリアスマインド

2904 選択 カーディガン 2007-12-09 17:59:27 返信 報告

こんばんは、皆様。
 もうじき、１２⽇はグロリアスマインドの発売⽇ですね。うーん、とても待ち遠しいです。２枚予約

（１枚は保存⽤です）しましたが、ちゃんと⼿に⼊るかまだ不安です（笑）
 以前、泉⽔さんの特集で、グロリアスマインドのことと思われるような情報がありましたので、確認

のため、画像をアップしておきます。読みにくいのですが、下のように書いています。

「実はもう⼀曲、⾃分で作りました。そちらは、ある種、ＺＡＲＤらしい曲で、⼿前味噌になります
が...、評判も良かったので次作になると思います（笑）」

⾳楽ライターの伊藤⽒とのメールのやりとり上でのこの内容は、グロリアスマインドのことなのでしょうか︖
 ますます、待ち遠しくなってきました(^^♪
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Re:グロリアスマインド

2926 選択 stray 2007-12-10 12:38:46 返信 報告

カーディガンさん、こんにちは。
 いよいよ明⽇発売（フラゲ）ですね︕

 私もこの映像持っていますが、泉⽔さんが”次作になると思います”と⾔っていたのは、
 「グロリアスマインド」のことだと理解しました。そうじゃなくてもう１曲あると

 理解していた⼈もいたようですね。ないより有ったほうが嬉しいですけど（笑）。

Re:グロリアスマインド

2928 選択 Ｔ２８ 2007-12-10 12:58:00 返信 報告

カーディガンさん、みなさん、こんにちは。
 私はFMで伊藤さんが話しているのを聞いたのですが、

 その時の印象は、作品が出来上がっているように取れました。
 希望的観測を込めて、もう⼀曲あるのじゃないかと・・・。

 ただ私の予想はすごくあてになりません。(苦笑)

> 実はもう⼀曲、⾃分で作りました。そちらは、ある種、ＺＡＲＤらしい曲で、⼿前味噌になりますが...、 
 「⾃分で」と「⼿前味噌」という⾔葉が気になります。

 御⾃⾝で作詞・作曲をなさらないと、⼿前味噌にはならないんじゃないかな︖
 

Re:グロリアスマインド

2929 選択 stray 2007-12-10 13:53:33 返信 報告

やはり、２通りの解釈があるようです（笑）。
 件の映像をアップしますので、ご⾃分で確かめてみて下さい。

http://www.filebank.co.jp/wblink/1fa72e415dd5197b821b88db4278e679
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伊藤⽒とのやり取りは「ハート…」発売直前のことで、
同時期に「グロリアス…」の歌⼊れを⾏っています。

 泉⽔さんはZARDのプロデューサーでもあるので、「⾃分で作った」といってもおかしくないし、
 雑誌インタビューで「⼿前味噌」はよく使っておられましたから、

 私は違和感なく「グロリアス…」のことだと理解したのですが。
 ストックが7〜8曲あるとも⾔ってます。

Re:グロリアスマインド

2934 選択 Ｔ２８ 2007-12-10 19:11:58 返信 報告

こんばんは。映像ありがとうございます。拝⾒しました。

私が聞いたラジオでの伊藤⽒の発⾔と、ちょっとニュアンスが違いますね。
 これを⾒ると「グロリアスマインド」の事と思えます。

 それでも「⾃分で」が気になってしょうがないなぁ。(笑)
 普通なら、「実はもう⼀曲、作りました。」で通じると思うんですよね。

 しかし、ストック曲が気になります。(笑)
 

Re:グロリアスマインド

2941 選択 カーディガン 2007-12-10 22:38:22 返信 報告

こんばんは、皆様。
グロリアスマインド発売はいよいよ明⽇（フラゲで）ですね。

 ＴＶなどでも、何度も流れていますが、ＴＶ⽤にカットしている部分があるため、ＣＤで聴くのとはちがうので、ぜ
ひ、ＣＤで、完成された作品を味わいたいです。

 明⽇から、発売でしょうが、私は、⽇にちと数字にこだわる⼈なので、発売⽇の12/12に購⼊します。予約している
ので、売り切れというのはないとおもいますので、ゆっくりと取りに⾏きます。でも、売り切れが⼼配な⼈は、早く
買いに⾏ったほうがいいかもしれないですね。

伊藤⽒とのメールでのやりとりの件は、「きっと忘れない」での状況などを考えても、この曲だと思います。泉⽔さ
んの気持ちが素直に出ているようなので、どうしても歌っておきたかった、というのも納得できます。

https://bbsee.info/straylove/id/2904.html?edt=on&rid=2934
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2934
https://bbsee.info/straylove/id/2904.html?edt=on&rid=2941
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2941


 ＺＡＲＤらしい、というのは、どういう意味かよくわからないですが、2000年以降の作⾵を指しているのでしょう
か。励ましソングとかいうのではなく、アレンジなどをきちんとして、完成度の⾼い作品だ、という意味かと思いま
す。

ストックがあるそうですが、あまり早く出さないほうが、いいかと思います。
 まだ、これからも、延期になった作品がありますし、期待しているのと、⼼配なのと、両⽅ですね。

Ｐ.Ｓ.最近、バルビエをゲットしました。お陰様で、聴いておりましたが、あらためて聴いて、歌詞を読んで、グロリ
アスマインドが英語で書いてあるのを理解しました。なるほど、泉⽔さんは、英語で考えていたんですね。英⽂科を
出たんでしたっけ︖洋楽ファンでも、英語で歌詞を書くのでしょうか。私は、邦楽ばかり聴いているので、ふ・し・
ぎ、です。

 

Re:グロリアスマインド

2947 選択 stray 2007-12-10 23:40:30 返信 報告

カーディガンさんへ

> ＺＡＲＤらしい、というのは、どういう意味かよくわからないですが、

ＺＡＲＤらしい＝ミディアムチューン（ZARDの王道）
 と雑誌インタビューで泉⽔さんが語っておられたような…。

Re:グロリアスマインド

2949 選択 カーディガン 2007-12-11 00:17:10 返信 報告

所⻑様、こんばんは。
 ＞ＺＡＲＤらしい＝ミディアムチューン（ZARDの王道）

なるほど、といってもよくわかりません^_^;

ミディアムチューン＝中⽴的な⾳楽︖
 幅広く⽀持される曲作り︖でしょうか︖ますます、わからなくなってきました。幅広く⽀持されたからこそ、⻑く続
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けることができたのでしょうけど。
ぜひ、解説をしてくださいm(__)m

 

Re:グロリアスマインド

2954 選択 アネ研 2007-12-11 01:45:21 返信 報告

遅ればせながら、まだ♯2929⾒れてませんが⼀⾔、
 私も「＞⾃分で作りました」を、⾃分で作曲しましたと希望観測的に解釈しますね。

 「君へのブルース」の次にということですかね。（笑）
 それはさておき、明⽇は聞けるだけラジオを聴こうと思います。

 ♪「グロリアス マインド」ジャンジャンかかりますように︕

Re:グロリアスマインド

2956 選択 Straw*Berry 2007-12-11 02:32:21 返信 報告

こんばんわ。
 初めて書き込みさせてもらいます。

ハートに⽕をつけて発売当時、雑誌のインタビューで
 久しぶりに作曲した君へのブルースについてふれられたときに、実はもう1曲⼿前味噌になりますが作りましたっと

 ⾳楽ライターとのメールと同じようなことを⾔ってたので、ご⾃分で作曲された作品がもう1つあるようです。
 ちなみに王道ミディアムテンポの楽曲だそうです。

インタビュー掲載の雑誌はWhat's In と CDでーただったと思います。

Re:グロリアスマインド

2992 選択 カーディガン 2007-12-11 22:21:25 返信 報告

アネ研さん、こんばんは。
 最近は、また、調査でお忙しいようですね。私は、今⽇、お店で全曲視聴してきました。プレイヤーがいいせいか、
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とてもクリアーなサウンドです(^^♪
ぜひ、明⽇、存分にお聴きください。

 私は、聴いただけです。買うのは、明⽇です。ＭＦＭが待っていたように、ＣＤの横に置いてありました。しかも、
泉⽔さんのページが開いていました。それで、つい買ってしまいたくなりましたが、発売⽇は明⽇なので、明⽇にし
ます。

Straw*Berryさん、はじめまして。
 いろいろと教えていただいて、ありがとうございます。

 ミディアムチューン＝ミディアムテンポということでしょうか。

＞インタビュー掲載の雑誌はWhat's In と CDでーただったと思います。

⾳楽⽤語などは、普段から⾳楽誌を読んでいないとだめですね^_^;

Ｐ.Ｓ. ＨＮが所⻑に似てますね。所⻑のご親戚でしょうか︖また、どうぞよろしくお願いします(^^♪

Re:グロリアスマインド

2999 選択 stray 2007-12-11 22:57:37 返信 報告

カーディガンさん、こんばんは。

Straw*Berryさんが解説してくれた通りです（笑）。
 話をややこしくしてしまって申し訳ないです。

 
Straw*Berryさん、はじめまして︕

 私のＨＮに少し似てますね（笑）。解説どうもありがとうございました。
 以前は「ザッピィ」「CD HITS」「J*GM」などがありましたが、

 今では「What's In」と「CDでーた」しかなくなってしまいましたね。淋しいです。
 今後ともどうぞご贔屓に︕

 

Re:グロリアスマインド

3020 選択 なしぼー 2007-12-12 17:07:26 返信 報告
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皆さん、こんばんは。
カーディガンさん、こんばんは。お久しぶりです。

昨⽇ＣＤショップで買いたいのをぐっとこらえているカーディガンさんを想像してしまいました︕（我慢強いかも）

私も今⽇⼿に⼊れることが出来ました。（売り切れていなくて良かったです︕）「探しに⾏こうよ」「愛を信じてい
たい」は初めて聴く曲です。楽しみ♪２枚も買えないので、今からipodにいれてCDは汚れないようにしておきます
ね。

今⽇はご⾃宅でゆっくり楽しんで下さい︕
 

Re:グロリアスマインド

3022 選択 カーディガン 2007-12-12 19:22:57 返信 報告

皆さん、こんばんは。今⽇は、さっそくグロリアスマインドを取りに⾏ってまいりました。すでに、皆さんも⼿にし
て、お聴きになっていることと思います。とても、待ったような気がしました。

所⻑様、もう⼿にしたでしょうか︖もうすでに、テレビなどでも紹介されておりますので、何度もお聴きしたでしょ
うが、実物を⼿にするのはまた違ったものがあると思います。

なしぼーさん、お久しぶりです。昨⽇は早く家でゆっくり聴きたかったです。でも、⽇にちにこだわって、今⽇購⼊
しました。ＣＤショップでは、わざわざ⼤きくコーナーを設けてくれていました。ぜひ、最後のレコーディング曲
を、多くの⼈に聴いてもらえるといいです。

 

Re:グロリアスマインド

3026 選択 xs4ped 2007-12-12 22:06:51 返信 報告

カーディガンさん、皆さん、こんばんは。

グロリアスマインド届きました。(２枚購⼊)
 ラストシングル︖なので、実際に⼿にすると、また感慨深い

 ものが有りますね。
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オリコンデイリーランキング２位ですね。
ちょっと残念です。

 週間ランキングで１位になって欲しいけど厳しいか︖
 V6強すぎ︖

 まだ、購⼊してない⼈はお早めに︕

http://www.oricon.co.jp/rank/js/d/

Re:グロリアスマインド

3028 選択 アネ研 2007-12-12 22:29:00 返信 報告

こんばんは、
 予約は1枚でしたが、2枚ゲットしました。

 とってもいいですね。ほんとZARDらしいと感じます。
 ♪間奏後の畳み掛けるピアノの⾳⾊にホロットしちゃいます。（涙）

 なしぼーさん、おひさしぶりです。（笑）
 ipod下げて公園に⾏くときは寒いので暖かくしていきましょうね。（笑）

Re:グロリアスマインド

3029 選択 カーディガン 2007-12-12 22:32:05 返信 報告

xs4pedさん、こんばんは。
> グロリアスマインド届きました。(２枚購⼊) 

 > ラストシングル︖なので、実際に⼿にすると、また感慨深いものが有りますね。

やっぱり、本物のＣＤは⾳質がいいですね(^^♪コナンバージョンは、短くなっているので、⻑いバージョンが聴けて
よかったです。さっそく、パソコンにも取り込んで、パソコンしながら聴けるようにしました。

> オリコンデイリーランキング２位ですね。ちょっと残念です。 
 > http://www.oricon.co.jp/rank/js/d/

https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/0cdf61037d7053ca59347ab230818335.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/2904.html?edt=on&rid=3028
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3028
https://bbsee.info/straylove/id/2904.html?edt=on&rid=3029
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3029


ほんとに残念です。私が仮に100枚買ったくらいではどうにもなりません。幅広い⽀持があってこそ、⾳楽も⻑続き
するのでしょう。いい悪いはともかく、そういう意味でも、紅⽩などについても賛否両論あったとしても、ＰＲは必
要だと考えております。あと、xs4pedさん、紅⽩へのリウエストありがとうございましたm(__)m今⽇は、グロリア
スマインドをじっくりと聴いてお過ごしください。またどうぞよろしくお願いいたします。

Re:グロリアスマインド

3031 選択 xs4ped 2007-12-12 23:01:05 返信 報告

カーディガンさん、こんばんは。

>やっぱり、本物のＣＤは⾳質がいいですね(^^♪コナンバージョンは、短くなっているので、⻑いバージョンが聴け
てよかったです。さっそく、パソコンにも取り込んで、パソコンしながら聴けるようにしました。

カーディガンさん、フルバージョンは初めてですか︖
 ずいぶん前に(10⽉27⽇の⽉命⽇)Upしたのですが、
 聴いてなかったのかな︖(笑)

 ちょっと⾳質は悪いですが・・・

http://jp.youtube.com/watch?v=AzQMbXJ9vyw
 

Re:グロリアスマインド

3032 選択 なしぼー 2007-12-12 23:16:23 返信 報告

こんばんは。
皆さん、２枚買われてますね。すごい︕

アネ研さんへ
 お久しぶりです。所⻑賞おめでとうございます♪パチパチ。拍⼿

 > ipod下げて公園に⾏くときは寒いので暖かくしていきましょうね。（笑） 
 はい。そうしますね︕操作が適当なので、なかなかグロリアスマインドがでてこない。悲し〜。

Re:グロリアスマインド
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3034 選択 カーディガン 2007-12-12 23:58:14 返信 報告

アネ研さん、こんばんは。
 ＞予約は1枚でしたが、2枚ゲットしました。

 私も、今までは、１枚でした。でも、今回は、特別な曲ですから、２枚予約しました。もう１枚、保存⽤に買おうか
と思っているくらいです（笑）

＞♪間奏後の畳み掛けるピアノの⾳⾊にホロットしちゃいます。（涙）
 追悼コンサートでも出演された、ＭＵ-ＧＥＮでおなじみの⽻⽥裕美さんが、ピアノを弾いているそうですね。いろい

ろとつながっていますね。

xs4pedさん、こんばんは。
 ＞フルバージョンは初めてですか︖

 このイントロがシャンシャンシャンシャン、というのは、聴いたことがありました。武道館でしたでしょうか︖xs4p
edさんがアップしてくださったのも、聴いたことがあったかもしれません。どうもありがとうございました。

 ＣＤを⼿にして、泉⽔さんの作品を⼿にしたことが喜びです。⾳楽配信など考えられません。

なしぼーさん、こんばんは。
 今回は、２枚買う⼈も多いでしょうね。やはり思い⼊れは特別だと思います(ToT)/~~~

 

Re:グロリアスマインド

3035 選択 アネ研 2007-12-13 01:27:17 返信 報告

> 追悼コンサートでも出演された、ＭＵ-ＧＥＮでおなじみの⽻⽥裕美さんが、ピアノを弾いているそうですね。いろ
いろとつながっていますね。 

 そうでしたか︕
 それならぜひとも来年の追悼ライブでは「来年の夏も」を、特に終わり頃の「激しく♪、叩きつけ♪、⾶び散る♪」よう

な、あのピアノを弾いてほしいです。︕⼤好きなんです。そして、DVD化しますように︕

Re:グロリアスマインド

3036 選択 ALIL.1967 2007-12-13 02:04:34 返信 報告
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みなさんこんばんは
 わたしは銀座4丁⽬でフライングゲットしました。コーナーができていてMFMがならべてありました。やはりCDは
いいですね。ジャケ写を眺めながらきいてます。そして，きょうはもう⼀枚予約していた別のCDショップで。

  そこで全SGでただ⼀枚所有していなかった『こんなにそばに居るのに』も偶然ゲットしました。

カーディガンさんへ
  MU-GENは１２／５の５分くらい取り上げている回ですよね。あとでfilenankにwmvで送信します。

  

Re:グロリアスマインド

3037 選択 GTO 2007-12-13 05:57:49 返信 報告

みなさん⼿に⼊れられたようですね。

ALIL.1967さんのおかげで、フラゲの意味がやっと分かりました。
 私は、偶然お店で⾒つけて、フラッとゲットするんかなと思ってました。

失礼しました。

Re:グロリアスマインド

3038 選択 stray 2007-12-13 08:53:26 返信 報告

皆さんおはようございます。
 昨晩は忘年会第⼀弾で午前さまでした（笑）。

私はいつも2枚買うのですが、最後に1位を取ってほしくて今回は3枚買いました。
 シングルCDとは思えない⾼級感あるジャケですね。

 c/wの「探しにいこうよ」は⼤好きな曲ですが、泉⽔さんのボーカルがクリアになってますね。
 アレンジが変わったせいか、やたら悲しく聞こえます。

 でも、ピアノ前奏のこのver.いいです︕

「グロリアス」、間奏後のピアノは⽻⽥さんでしたか︕
 間奏後のコーラス（岡崎さん︖）が⼀段とキレイで、魂が⼊ってる感じがします。
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ほんとに、これでラストなのか、もう１曲あるのか気になります。

Re:グロリアスマインド

3054 選択 カーディガン 2007-12-14 00:18:56 返信 報告

こんばんは、皆様。

アネ研さん、
 来年のライブでもピアノの演奏があるといいですね。DVD化もされるといいですね。どこを中⼼にするのでしょう

ね。

ALIL.1967さん、
 フラゲですか。私はこだわり派なもので、当⽇でした。また、MU-GENのアップありがとうございます。⼀応、私は

録画はしておりますが、放送が遅いのです。

GTOさん、
 フラゲ、すぐにわかりました。泉⽔さん、もと陸上部だから、スタブロ＝スターティング・ブロック、４Ｋ＝400ｍ

継⾛、８Ｋ＝800ｍ継⾛、などと⾔っていたかもしれませんね。

所⻑様、
 さすがです︕︕いつも２枚ですか。当然今回は３枚なのですね(^^♪アルバムの予約ついでにまた買ってこよっと。

 ＭＦＭですが、グロリアスマインドのアレンジについて書いておりました。⼤野愛果さんとＧＡＲＮＥＴ ＣＲＯＷ
の中村由利さんもコーラスで参加だそうですね。

 グロリアスマインドは、ＣＤの⾳質はとてもいいです。泉⽔さんのココロは、われわれに届きましたね。最後の思い
は、どうしても届けたかったのだと思います。
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退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [3047]携帯対応完了しました(0) [2973]「ハート…」PV 撮影地⾒つけました︕︕(19) [3012]１０代が選んだ気になるニュー
ス︖(1) [3009]永遠のBest Artist(2) [2955]#2775 ALIL.1967さん(1) [2927]10周年のキャラクターデザイン(4) [2969]無題
(1) [2980]アイドルマスター(1) [2986]削除された記事(1) [2982]ウィディング姿(0)

新しい話題を投稿する

« 34 33 32 31 30 29 28 27 26 »

携帯対応完了しました

3047 選択 stray 2007-12-13 17:39:09 返信 報告

ご不便をおかけしておりましたが、携帯各社への対応が完了したようです。
 以下、管理者サイドの情報です。

**********************************************
 DoCoMo, au, SoftBank 3社の携帯表⽰に対応しました。 

 今回の変更内容は以下の通りです。

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧
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* 絵⽂字投稿に対応 
* リストの冒頭表⽰を20⽂字から40⽂字に変更 

 * ページ表⽰を追加 
 * 退室メニューを追加
 **********************************************

 

「ハート…」PV 撮影地⾒つけました︕︕

2973 選択 stray 2007-12-11 16:07:05 返信 報告

恵⽐寿の「ロビンズガーデン」です。

http://www.robbinsclub.com/r_restaurant/r_intro.html

Re:「ハート…」PV 撮影地⾒つけました︕︕

2974 選択 stray 2007-12-11 16:09:12 返信 報告

 
「所⻑賞」もらえるかな（笑）。

すごい︕やりましたね︕

2975 選択 アネ研 2007-12-11 16:27:48 返信 報告
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プロモの最後に閉まる⾨ですよね。おめでとうございます。はやくPCで⾒たいです。

Re:「ハート…」PV 撮影地⾒つけました︕︕

2976 選択 stray 2007-12-11 16:49:51 返信 報告

これもアネ研さん、pineさん、GTOさんのおかげです。
 皆さんどうもありがとうございました︕

ちょうど「グロリアス…」ＣＤが届いて、聴きながら書いてるところです。

いつか、このガーデンで、Ｚ研オフ会やりたいですね︕
 ⾼そうだけど（笑）。

素晴らしいです︕

2978 選択 Hana 2007-12-11 17:00:13 返信 報告

＞strayさん 
 こんばんは。 
 ♯2973の動画、すごい組み合わせと⾔いますか、素晴らしいです。 

 編集お疲れ様です。 
 この動画が、「ハート〜」のPV撮影地だったんですね。 

 すごい…︕ 
 外国⼈と、そのパーティーの様⼦がPVとなって映っていたので、 

私はまた、海外にて撮影されたPVだと思ってました。国内で撮影された場所だったのですね。 
 プチ情報ゲット︕笑 

 

Re:「ハート…」PV 撮影地⾒つけました︕︕

2979 選択 xs4ped 2007-12-11 17:13:07 返信 報告
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strayさん、よく⾒つけたもんですね〜
すごい!!! としか⾔いようが有りません。

 ご苦労様でした。

お⾒事︕︕︕

2981 選択 かず 2007-12-11 18:13:24 返信 報告

スバラシイ︕︕︕

Re:「ハート…」PV 撮影地⾒つけました︕︕

2985 選択 ｍｅｇａｍｉ 2007-12-11 20:15:53 返信 報告

stray様
 こんばんは︕皆さんの名探偵ぶりが素晴らしくて 推理⼩説を読むように真剣に拝⾒させていただいております。写

真のことも勉強になります。

恵⽐寿の「ロビンズガーデン」ですが、友⼈が昨年のゴールデンウィーク中に結婚式をしました。（私は遠くて残念
ながら⽋席しましたが、）午後からの貸切でも⾦額は相当⾼かったそうです・・・ゴールデンウィーク期間というの
もあるかもしれません。

先⽇メッセージをいただいてありがとうございました。あの後ネットに繋がらなくて投稿できませんでした。すみま
せんでした︕

 ＨＤＤ100ＧＢが１万円程度と伺ってビックリでした。イランではもっと容量が少ないもので１０倍から２０倍の値
段します。 

 

Re:「ハート…」PV 撮影地⾒つけました︕︕

2988 選択 ヒツキ 2007-12-11 20:27:43 返信 報告

こんばんは
 strayさんすごいですね︕︕
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アネ研さんや、カーディガンさんもですが本当にこちらの皆さんは研究熱⼼ですね。
それに⽐べて⾃分は……

 お恥ずかしい限りです。
 いつもありがとうございます。

 

Re:「ハート…」PV 撮影地⾒つけました︕︕

2989 選択 ＊ 2007-12-11 20:42:21 返信 報告

[2973]stray:
 > 恵⽐寿の「ロビンズガーデン」です。 

できれば、このような場所で坂井泉⽔さんが素敵な男性と結婚式を挙げて欲しかったとおもいます。
 そして幸せな家庭を築いてほしかったです。

Re:「ハート…」PV 撮影地の話題とは…

2991 選択 Hana 2007-12-11 21:56:58 返信 報告

この話題とは関係ありませんが、別のスレッドで、似たような話題の書き込みを⾒掛けましたので…。 
 中川晃教さんの、「終らないクリスマス」と⾔うのが、今、先程、CMスポットでしょうか、流れていました。 

 松坂屋によるCMのようですね。 
 

Re:「ハート…」PV 撮影地⾒つけました︕︕

2997 選択 カーディガン 2007-12-11 22:41:35 返信 報告

所⻑様、皆様、こんばんは。
 さて、所⻑様、おめでとうございます︕︕素晴しいです!(^^)!ここなら、ＰＶを撮る場所にふさわしいですね。

 ホテルか結婚式場っぽい感じでしたが、ここでしたか。
 撮影地をいくつも分けた理由がよくわかりませんが、ほんとに、ふ・し・ぎ、です。

Re:「ハート…」PV 撮影地⾒つけました︕︕
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3000 選択 アネ研 2007-12-11 23:09:09 返信 報告

こんばんは、みなさん
 所⻑おめでとうございます。

 しかし、中⽬⿊だったんですね。東京のど真ん中とは︖よく話題にでる代官⼭の近くなんですね。
 いい感じのところで安⼼しました。しかし、megamiさんの知り合いがここを使ったというのも、何かの縁みたいな

感じですね。（笑）
 あらためて、おめでとうございます。

Re:「ハート…」PV 撮影地⾒つけました︕︕

3002 選択 stray 2007-12-11 23:45:04 返信 報告

皆さん、どうもありがとうございます︕

⾜で稼いだアネ研さんと違って、パソコンの前に座ってググってただけなのですが（笑）。

⽊更津の写真は、Le Port 写真集のクレジットに「2006,May」とあります。
 PVの撮影は4/9 or 4/10ですので、最低でも10⽇以上空いていたことになりますね。

カーディガンさんが指摘されているように、⽊更津での撮影、ジャケ写、PVと、
 3つに分けた理由が気になります。しかもジャケ写で着ている⽔⾊のシャツは

 普段着だと思われますので（ジーンズから⿊パンツに履き替えただけ︖）、
 撮影がプロかスタッフなのかの議論と含めて、なおさら︖︖です。

アネ研さん、なんとか越年ぜずに全貌解明といきたいですね︕（笑）

⾒つかってよかった

3004 選択 GTO 2007-12-12 00:26:46 返信 報告

やりましたね。
 ⾒つかってほっとしました。
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PVを⾒る限り、泉⽔さんの出番はもっと多かったでしょうに。

 泉⽔さんがもっと絡むであろう、チャペルでのvideoが⾒てみたい。

Re:「ハート…」PV 撮影地⾒つけました︕︕

3005 選択 ALIL.1967 2007-12-12 00:58:21 返信 報告

所⻑さんへ ⾒つかりましたね。
 東京だったんですね。⾼級感がありますね。会員制ということもないようなので⾏ってみたいですね。代官⼭近辺はZ

ARD関連の注⽬ポイントなんですね。良い情報ありがとうございます。

Re:「ハート…」PV 撮影地⾒つけました︕︕

3008 選択 DOMINGO 2007-12-12 03:01:55 返信 報告

所⻑、皆さん、こんばんは。
 ＰＶ撮影地特定おめでとうございます。

 執念の捜査という感じですね。情報ありがとうございました。

Re:「ハート…」PV 撮影地⾒つけました︕︕

3013 選択 pine 2007-12-12 11:06:26 返信 報告

おはようございます︕

ロケ地の特定、おめでとうございます︕
 ホントにすごい捜査に驚きです。

 Z研で探偵事務所開いたら、すごいことになりそうですね。(笑)

まだ捜査が続くようですが、今後の展開も楽しみにしています。

Hanaさんへ
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3016 選択 pine 2007-12-12 15:58:46 返信 報告

Hanaさん はじめまして
 別スレで投稿していましたpineと申します。

終わらないクリスマスのCM⾒られたそうですね。
 Hanaさんがご覧になられたのは、松坂屋だったということですが、⼤丸と松坂屋は経営統合したので、同じCMを⼤

丸と松坂屋で流しているみたいですね。
 私が⾒たのは「⼤丸」のCMだったのですが、私が住む関⻄は松坂屋より⼤丸の店舗が多いので⼤丸だったみたいで

す。
 地域によって異なるとは知らずにすみませんでした。

pineさんへ

3019 選択 Hana 2007-12-12 17:04:19 返信 報告

>>pineさん 
 こちらこそ初めまして。

中川晃教さんの「終らないクリスマス」について。
 私は現在、名古屋在住でありまして、東海地⽅では、「松坂屋」

 のCMスポットが流れている様です。
 関⻄では「⼤丸」のCMなんですか。

松坂屋と⼤丸が統合ですか。なるほど〜。
 そう⾔えば以前、松坂屋と⼤丸が合併したとのニュースありましたね。⾒た記憶があります。確か⼤⼿デパートです

よね︖

いえいえ、とんでもないです。

このサイトを通して、今後とも、
 宜しく御願い致します。
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１０代が選んだ気になるニュース︖

3012 選択 オーマイ 2007-12-12 07:59:46 返信 報告

みなさん、おはようございます。
 今、めざまし⾒てたら

 ４位 ＺＡＲＤの坂井泉⽔さん転落死
 １０代の⼈の⼼にも残ってますね。

 あと、グロリアスのＣＭも流れてました。

ダッシュで⾏かんと遅刻しそうｗ

嬉しいですね。

3015 選択 アネ研 2007-12-12 13:38:41 返信 報告

オーマイさん、こんにちは。10代で４位とは嬉しいですね。たぶんコナン影響もあるんでしょうね。

永遠のBest Artist

3009 選択 xs4ped 2007-12-12 03:05:12 返信 報告

皆さん、こんばんは。

「ベストアーティスト2007」観ました︖
 未公開映像でも流れるかと思ったのですが、ちょっと期待外れでしたね。

http://jp.youtube.com/watch?v=dMO8bIFeE8I

Re:永遠のBest Artist

3010 選択 アネ研 2007-12-12 06:26:02 返信 報告
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おはようございます。みなさん。
xs4pedさんありがとうございます。

 昨⽇は帰宅が遅く⾒れませんでした。
 でも、こんなに早くみれるとは︕嬉しいです。

 しかし、新しい映像がないのは残念ですね。

永遠のBest Artist ⾼画質版

3011 選択 KOH 2007-12-12 06:52:42 返信 報告

xs4pedさん、研究所の皆さんおはようございます。
 便乗させて下さいね〜︕ベストアーティスト2007⾼画質版です。

 http://www.filebank.co.jp/wblink/386a40ab220c59cec1cb88225832cfdb
 53.5Ｍです。xs4pedさんの⾔うとおり既出の映像ばかりですが、資料としてどうぞ〜。

#2775 ALIL.1967さん

2955 選択 MOON 2007-12-11 02:12:59 返信 報告

ALIL.1967さん

はじめまして,MOONです。

＞⼤鶴義丹と共演したドラマで看護婦さん（当時）の役で遠距離恋愛するという，その頃のありがちなドラマでしたね。

フジテレビで放送していた「逢いたい時にあなたはいない・・・」ではないでしょうか。
 東京と北海道の遠距離恋愛のドラマでしたね。

＞主題歌は美穂さん⾃⾝で歌っていうたような気がする。
 「遠い街のどこかで」ではなでしょうか。

 この時期に聴くにはピッタリの楽曲です。
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ZARDとは関係ない話ですいません。

 

Re:#2775 ALIL.1967さん

3007 選択 ALIL.1967 2007-12-12 01:16:26 返信 報告

MOONさんはじめまして
  ありがとうございます。そういうタイトルでしたね︕

  そのころがつい先⽇の様な感じで．．．
  ZARDもドラマのOPとかEDの曲が多くて，そんな感じで何となく⽿にしていたなあ，ってことが多いです。

10周年のキャラクターデザイン

2927 選択 stray 2007-12-10 12:52:07 返信 報告

皆さんこんにちは。
 代官⼭のことを調べていたら、このホームページに⾏き着きました。

 10周年のキャラクターデザインを担当したのが、このデザイン事務所のようです。
 好きか嫌いかと聞かれれば、あまり好きじゃないデザインでしたが（笑）。

http://www.shirtsbakka.com/artists/kayoaiba/

仮説「シャツバッカと泉⽔さんの関係」

2952 選択 アネ研 2007-12-11 00:39:40 返信 報告

泉⽔さんが絵画を習ってた時期がいつかわかりませんが、少し空論を書いてみます。
 泉⽔さんがシャガールやモディリアーニが好きなのは有名ですが、モディリアーニっぽい画家に習いに⾏くことはあ

りえると思います。
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そして、その画家の教え⼦であるイラストレーターを紹介されたというのは、どうでしょうか。︖
歌い⼿泉⽔さんと⾔うより、プロデューサー泉⽔さんとしてです。

 しからば、「接点はなにか︖」それは、体の部分の類似です。しかとごらんあれ。

モディリアーニ
 http://art.pro.tok2.com/M/Modigliani/Modigliani.htm

 

Re:仮説「シャツバッカと泉⽔さんの関係」

2996 選択 stray 2007-12-11 22:32:26 返信 報告

アネ研さん、こんばんは。

なるほど、モディリアーニが共通項でしたか︕気づきませんでした。
 すでにセルフプロデューサーになってましたから、

 泉⽔さん⾃⾝が気に⼊って依頼したということなのでしょうね。
 泉⽔さんが描かれた絵が、追悼ライブでちらっと映ってましたが、モディリアーニ⾵ではなかったような…。

 

Re:10周年のキャラクターデザイン

2998 選択 カーディガン 2007-12-11 22:51:53 返信 報告

こんばんは。
 このデザインは、１０周年で時間の翼を買ったときに初めて⾒ました。似たようなところでは、CAN'T TAKE MY EY

E OFF OF YOUのジャケ写もなんとなく似ていますね。
⼀般的に、泉⽔さんに限らず、⼥性は、このような絵が好きなようですね。特にモディリアーニなどは、好きなよう
ですね。男の場合は萌え系か⼥神系でしょうか^_^;

 

Re:10周年のキャラクターデザイン

3001 選択 アネ研 2007-12-11 23:40:12 返信 報告
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こんばんは、
所⻑へ

 そうですね、なにかのコメントでも「お花の絵が描きたい」と⾔ってました。カラーもだし、フラワーアレンジメン
トもだし泉⽔さんは、花が好きそうですよね。

 しかし、花を持つ泉⽔さんの写真はすくないような・・・
 カーディガンさんへ

 ⼥性には、痩せてて細くて、さびしそうねところが、ココロをくすぐるのでしょうか︖

無題

2969 選択 ヒツキ 2007-12-11 12:10:08 返信 報告

みなさんこんにちは
 職場で嬉しいことがありました。先⽇も書き込みましたが、「⼟曜ワイド劇場」の再放送を⾒て、「いい曲だなって思っ

た。」と⾔ってくれた先輩。
 今⽇はなんと「promised you」を⼝ずさんでいました。

 ちなみに先輩は聴いたのはその⼀回だけだということです。凄い︕︕
 本家に書こうか迷いましたがやはり曲が「promised you」なのでこちらに書かせていただきました。

promised you といえばＺ研

2995 選択 stray 2007-12-11 22:27:44 返信 報告

ヒツキさん、こんばんは︕

「promised you」は覚えやすいほうだと思いますが、
 ⼀回だけ聴いて⼝ずさめるというのはすごい才能ですね︕

 「promised you」の話題は是⾮ともＺ研へお願いします︕（笑）
 ありがとうございました。
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アイドルマスター

2980 選択 xs4ped 2007-12-11 18:04:58 返信 報告

皆さん、こんばんは。

アイドルマスター(如⽉千早)かわいいですね。
 ぜひ、映像資料館に追加して欲しいです。

http://jp.youtube.com/watch?v=Z7JjO0RoKm0

Re:アイドルマスター

2994 選択 stray 2007-12-11 22:25:12 返信 報告

xs4pedさん、こんばんは。

> ぜひ、映像資料館に追加して欲しいです。 
 勘弁して下さい（笑）。

 これを載せたら、ZARDの曲を使った動画を全部載せなきゃならなくなりますので。

削除された記事

2986 選択 DELETE 2007-12-11 20:16:17 返信 報告

※この記事は削除されましたが、コメントが付いているため残されています。
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Re:この画像を…

2993 選択 stray 2007-12-11 22:21:31 返信 報告

Hanaさん、こんばんは。

#2986はファンクラブ会報です。会報の画像をバラまくと、ＦＣ会員の利益を損ねますの
で封印しています。あしからず。

#2987は、J*GM 2005/9です。
 もともとソフトフォーカス（悪く⾔えばピンボケ）の写真なので、

 ⼤きくするとなおさら⾒にくくなりますが、それでもよければどうぞ。

ウィディング姿

2982 選択 匿名 2007-12-11 18:33:31 返信 報告

こんばんは、かずです。先のスレッドが⻑くなったので新規作りました。
  

＞２、素⼈ならあの逆光では撮らないだろう。 
 ＞３、それでも撮るならせめて⽇中シンクロだろう。たぶん、そうとう露出補正してると思うんです。 

あの写真では、カメラの右からレフ板で光を起こしてますね。泉⽔さんの顔の右側に影がちょっと出ています。
 アマチュアでも、⼈物撮影を逆光というのはセオリーになってましてプロだけの技術的選択ではないのですよ
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＞その程度でプロか︖と⾔われそうですが、
ですが、プロの可能性も否定できない考え⽅がありました︕

 たしかに今回の写真は、ゴーストがバッチリ︕しかも泉⽔さんにしっかりとかかっています。普通のプロな
らボツ︕

 ですが、写真というものは技術がいいからいい写真とはなりません。
 技術よりも芸術性が⾼い⽅が優先されます。⾃分はこの写真の芸術性の⾼さを⾮常に重く感じます。

 すなわち、仮にプロが撮ったと仮定しましょう。プロができた写真を持ってスタッフに⾒せた。
 プロ⾃⾝はボツにしたいけど、スタッフが芸術性を重視して公開（商品化）した。というのもアリでしょう

か。
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. オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [2838]「ハート…」PVの海辺は、、、(24) [2940]PVロケ地マップ 更新しました(3) [2935]⼭野楽器。(7) [2886]●●12⽉
7⽇テレビ各社 報道●●(7) [2923]お宝映像︖(2) [2897]CMタイアップ(9) [2900]⽊更津のスタジオ(7) [2913]10代が選ぶ重⼤
ニュース(0) [2906]PVロケ地マップ 更新しました(0) [2891]●● 「マイフレンド another ver.」 ●●(0)

新しい話題を投稿する

« 33 32 31 30 29 28 27 26 25 »

「ハート…」PVの海辺は、、、

2838 選択 stray 2007-12-07 17:53:25 返信 報告

「ハートに⽕をつけて」PVに出てくる海辺の映像は、
 「瞳閉じて」PVの映像の使い回しでした。

 どこかで⾒たことあるなと思っていたのですが、
 「瞳閉じて」PV映像は、シドニーの海岸線じゃないかと思われます。

上２枚︓「瞳閉じて」PVのキャプ

下２枚︓「ハートに⽕をつけて」PVのキャプ
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「ハート…」PVの泉⽔さん

2848 選択 stray 2007-12-07 20:39:52 返信 報告

「ハートに⽕をつけて」PVにちらっと映る泉⽔さんのお顔です。
 眉⽑が細くて、瞼も⼀重でキツイお顔に映っています。

 ウェディングドレス姿のお顔とはぜんぜん違う印象なのですが、
 ウェディングドレスとネックレスを⾝に付けているのです。（キャプ画左）

ということは、あのスタジオで撮った写真がPVに挿⼊されているのか︖
 でも、前髪の⻑さがぜんぜん違いますよね。

ん〜、わからん（笑）。
 

ウェディングドレス写真（超拡⼤版）

2849 選択 stray 2007-12-07 20:59:11 返信 報告

ウェディングドレス写真を超拡⼤してみました。
 穏やかなお顔なんですよねぇ。

PVの泉⽔さんは⼤きなダイヤ︖のイヤリングをしています。
 本物なら超⾼そうですが、せっかくこんな素敵なイヤリングを付けてるんだから、

 ベッド上の写真でもイヤリングを⾒せるんじゃないかと思うのですが…。
 ⼥性⼼理に超疎いので、どなたかフォローお願いします（笑）。

Re:「ハート…」PVの泉⽔さん

2855 選択 ALIL.1967 2007-12-07 22:44:41 返信 報告

所⻑さんへ

海辺のシーンの⽐較ありがとうございます。『瞳閉じて』のPVも繰り返し⾒てみたいと思います。
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＞瞼も⼀重でキツイお顔に映っています。
ハートに⽕をつけてのPV撮影のときに体調をくずされたとどこかで読んだと思います。

  ただ，動画１秒を３０ショットの静⽌画に分割すると静⽌画として撮影したのとは違う雰囲気に移っていることが
有るのではないでしょうか。映像の専⾨家でないのでよくわからないですが。。。

Re:「ハート…」PVの海辺は、、、

2859 選択 アネ研 2007-12-07 23:58:46 返信 報告

こんばんは、下記は残念ながら、ここではないでしょうという告知です。⼀⾒似てますが、地⾯の⽯がぜんぜんちが
います。

 ⽊更津スタジオ
 http://www.planear.co.jp/stadio2/index_kisarazu.html

Re:「ハート…」PVの海辺は、、、

2861 選択 GTO 2007-12-08 00:31:16 返信 報告

こんにちは、

>「ハートに⽕をつけて」PVにちらっと映る泉⽔さんのお顔です。

私も気になってPVを何回か⾒直してみたのですが、泉⽔さんの背景に映っている縦状の壁︖カーテン︖様のものが、
このスタジオの中には⾒当たりません。

 このシーンは別の場所で撮ったんではないでしょうか︖

下記url、不適切でしたら削除してください。
 ttp://studiodiv.pilots.co.jp/zero/outside.html

「ハート…」PV静⽌画ver.２本

2877 選択 stray 2007-12-08 20:33:52 返信 報告

ALIL.1967さん、こんばんは︕
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「ハート…」PVには、静⽌画ver.が２本存在します。
１本⽬の終わりのほう、ブルーのシャツ着た泉⽔さんのお顔が、

 ウェディングドレス写真のお顔と同じです。
 ２本⽬には、私が#2848でキャプした、少し怖いお顔をした泉⽔さんが出てきます。

 こちらは元から静⽌画ですから、動画キャプの問題じゃなさそうですね。
 この２本が同じ⽇に撮られたと考えるべきや否や…。

http://www.filebank.co.jp/wblink/bc52624f22233299f7df6e746e4f2c46

Re:「ハート…」PVの海辺は、、、

2879 選択 ALIL.1967 2007-12-08 21:22:31 返信 報告

所⻑さんへ
 ver-2のPVみせていただきました。パーティーが始まるまえの会場ですね。これは初めて⾒ました。ありがとうござ

います。ナレーションに有るようにウエディングソングなんですね。

仮説 pv ｢ハートに⽕をつけて」顛末記

2883 選択 アネ研 2007-12-09 00:06:47 返信 報告

こんばんは、なんとなくみなさんも思ってるような事かもしれませんがあえて書いてみます。

sg「ハートに⽕をつけて」ウェディングソングとは⾔われてますが、それも、マレッジブルーのアンニュイ気持ちを
ふるいたたそうともがいてるような曲ともいわれています。それが泉⽔さんの⽔⾊のワンピースと⾔えましょうか︖
ここからは私の「狂⾔劇場」ですが、最初はpv[ハートに⽕をつけて」はもっと泉⽔さんの出番も多く、それもウェデ
ィングドレス姿の予定だった。ところが、いざ撮影に⼊ると、泉⽔さんの体調がおもわしくなく、披露宴のようなパ
ーティの映像を撮れる状態でないため、しかたなくただのパーティの映像に泉⽔さんの映像を⼊れることになった。

 いっぽう、スチール写真はすでに何枚も別スタジオで撮っていたので、この状態の記録として、「ベットの上のウェ
ディングドレスの泉⽔さん」の写真を発表することとなった。どうでしょうか︖

 PS.しかし、それでも、ベットとウェディングドレスはミスマッチですよね。
 PS2.泉⽔さんは初期の頃｢ミスマッチ」が好きだったんですよね・・・

 未完
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 pv｢ハートに⽕をつけて」
http://jp.youtube.com/watch?v=OyZwuqNtI8Q

 

Re:「ハート…」PVの海辺は、、、

2884 選択 stray 2007-12-09 00:30:27 返信 報告

アネ研さん、こんばんは。
 発⾒者のお⾔葉は重みがありますねぇ。

マリッジブルーになるくらいなら結婚などするな︕と⾔いたくなりますが（笑）、
 それはさておき、アネ研さんの推論たいへんごもっともです。

 さも体調が悪そうなお顔をしていますから。
 ならば、すでに⽊更津のスタジオで撮っていたスチール写真をPVに挿⼊しませんか︖

 ⽊更津の写真のほうが数倍美しいと思いますが…。
 そこが解せないですねぇ。

Re:「ハート…」PVの海辺は、、、

2885 選択 アネ研 2007-12-09 01:17:35 返信 報告

レスどうもです。⼩⽣の説は根拠もないので、論争するつもりはありませんが、
 写真集｢Le Porotfolio」って、撮影地が記⼊されてるだけ⼤変ありがたいけど、まだ、カメラマンは誰かは特定できま

せんね。
ほかのプロモはどうかわかりませんが、ｐｖのカメラマンと対⽴する、スチーカメラマンの図式ならあの写真は使い
ませんよね。これも、とってつけた考えでが・・・

 もうしばらく、⽬を⽫のようにpv⾒ようと思います。(笑）
 PS.♯2848の左の画像の泉⽔さんの後ろのは階段の⼿すりの⼀部のような気がします。

Re:「ハート…」PVの海辺は、、、

2889 選択 stray 2007-12-09 10:20:43 返信 報告
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アネ研さん、（まだ寝てると思いますが）おはようございます︕
なるほど、⽊更津の写真はプロが撮ったものですか、納得です。

 普段はスタッフが撮るようですが、特別な写真ですからね。
 しかし、泉⽔さんというより錆びたベッドが中⼼にあるように思えてなりません。

 このベッドがあるから例のスタジオなのかも…。
 PV静⽌画ver-1にも、しつこいくらい錆びたベッドが挿⼊されてますし。

「ハート…」の店頭⽤PVです。YouTubeじゃ⽬が悪くなりますよ（笑）。
 http://www.filebank.co.jp/wblink/6c0b96308da6638d0933e9f588da3b26

> .♯2848の左の画像の泉⽔さんの後ろのは階段の⼿すりの⼀部のような気がします。 
 どこの階段︖（笑）

Re:「ハート…」PVの海辺は、、、

2894 選択 GTO 2007-12-09 12:41:01 返信 報告

strayさん、「ハート…」の店頭⽤PVダウンロードさせて頂きました。
 ありがとうございます。

これを⾒ると、アネ研さんの推測のようなストーリーがあったように思います。
 私の推測ですが、教会のバルコニー（背景はバルコニー（︖）の⼿摺りでは︖）で、⻩⾊い背もたれの椅⼦に座っ

た、
 ウエディングドレス姿の泉⽔さんの⽬線が上に向かうところなんて、冒頭のシャボン⽟でも追ってるんじゃないでし

ょうか。

Re:「ハート…」PVの海辺は、、、

2911 選択 アネ研 2007-12-09 18:55:32 返信 報告

所⻑へ
 そうですね（笑）これでもか︕と⾔うくらい、錆びたベットですよね。ほんとこっちが主役かい︖と突っ込みたくな

りますね。（笑）
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♯2848の左の画像の後ろの下の丸いのが、⼿すり⼦⼿すりの親のような感じなのですよ。なんとなくですが。
GTOさんへ

 ＞冒頭のシャボン⽟でも追ってるんじゃないでしょうか。
 さすがですね。私もそんな気がします。（笑）

 推論でもいいので宜しくお願いします。

Re:「ハート…」PVの海辺は、、、

2916 選択 stray 2007-12-09 20:23:42 返信 報告

アネ研さん、GTOさんの説、とっても説得⼒あります︕
 この線で先に進めようと思います。

 命題はいくつかありますが、

１．ジャケ写真の撮影場所の特定
  （ある画家のアトリエを借りたとの説あり）

２．PVの撮影地の特定
  （教会とは限らない。泉⽔さんのバックの⼿摺︖がヒントとなる）

の２つが最優先でしょう。情報をお持ちの⽅は、是⾮Ｚ研へお願いします。

Re:「ハート…」PVの海辺は、、、

2932 選択 Hana 2007-12-10 17:20:59 返信 報告

皆さんの投稿を読ませていただきました。

話題は違うと思われますが…私も、PVに数秒位映る坂井さんの映像、 
 ♯2849の画像と同⼀の画だとばかり思っていました。しかし、違うんでしょうか。 

 このPVの坂井さんも、ウエディングドレスを着ているんでしょうか︖ 
 だけど、strayさんも仰っておられますが、♯2849の画像で⾝につけているネックレスと、 

 PVのネックレスは異なっているようにも思いますね。
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また、前髪の⻑さが違うと⾔う話。 
謎です(笑)。

正しい回答は、皆さんの投稿される書き込みで待つことにします(笑)。 
 

⽊更津の写真

2933 選択 かず 2007-12-10 18:55:52 返信 報告

こんばんは、かずです。
 ウェディングドレスの写真なんですが、よく⾒るとハレーションやゴーストがばっちり出てまして

 プロカメラマンが撮ったとは⾔えないシロモノです。ってあまり⾔いたくなかったけど・・・・・・。

イヤリングを⾒せる⾒せない︖
 たぶん、雰囲気重視で動きは泉⽔さんに任せて撮影していたのではないでしょうか。

 はたまた、イヤリング⾒せたカットもあったけど、こっちの⽅が良くて採⽤になったとか。
 その場にいたわけではありませんので、詳細に申し上げるのはどうかとも思いました。

Re:⽊更津の写真

2939 選択 stray 2007-12-10 22:25:47 返信 報告

かずさん、こんばんは︕
 私は写真に関してはド素⼈なのでさっぱりですが、そうですか、

 これもスタッフが撮った可能性が⾼そうですね。

Hanaさん、こんばんは。
 メール拝受しましたが、私はそのスレ未⾒でした。わざわざありとうございます。

 ♯2849の画像とジャケ写真は同じ⽇に、PVはその後何⽇か経ってから撮ったのでしょう。
 ということは「マイウェディングドレス」なんですかね︕

 謎が多いPVです（笑）。

Re:「ハート…」PVの海辺は、、、
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2953 選択 アネ研 2007-12-11 01:20:29 返信 報告

かずさん、こんばんは、⾒事な解析ですね。
 そういう考えもあるんですね。

 ⼀応私も書いてみます。残念ながら、私はプロ説です。理由は
 １、わざわざ⾐装を着て、（いまとなっては）スタジオに⾏って撮るんだからプロだろう。

 ２、素⼈ならあの逆光では撮らないだろう。
 ３、それでも撮るならせめて⽇中シンクロだろう。たぶん、そうとう露出補正してると思うんです。

 その程度でプロか︖と⾔われそうですが、お互いさらに調査しあいましょう。（笑）

「ハート…」PVの泉⽔さんを検証してみました

2958 選択 GTO 2007-12-11 03:00:23 返信 報告

皆さんこんばんは。

私なりに検証してみました。

>また、前髪の⻑さが違うと⾔う話。 
 髪の⻑い部分を⽿で留めてるので、単に前髪の短い部分が⾒えただけで、⻑さは同じ。（他のPV、写真を⾒ると分か

ると思います）

>♯2849の画像とジャケ写真は同じ⽇に、PVはその後何⽇か経ってから撮ったのでしょう。 
 まだ、ジャケ写真の撮影場所の特定はできていませんが、♯2849の画像撮影のスタジオの場所、

 使⽤条件等を考慮するとここでの撮影は⼀⽇、ジャケ写真も⽇中の撮影ですので、同じ⽇ではないでしょう。
 PVの撮影⽇は判別しました。別レスで書き込みますね。

>１、わざわざ⾐装を着て、（いまとなっては）スタジオに⾏って撮るんだからプロだろう。 
 私もアネ研さんと同意⾒です。

 スナップ写真であればスタッフの可能性もあるでしょうが、Photo Book、
 ジャケット⽤であれば当然プロのフォトグラファーではないですか。

（参考︓http://studiodiv.pilots.co.jp/zero/price.html）
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ジャケット撮影場所について

2959 選択 アネ研 2007-12-11 03:31:44 返信 報告

GTOさん、こんばんは
 Z研では、リッツカールトンホテルでは︖と⾔う説もあるんですよ。ホテルのHPの部屋とも類似点もあるんです。と

いったところで、おやすみなさいzzz

「ハート…」PVの撮影はここだ

2961 選択 GTO 2007-12-11 06:35:36 返信 報告

おはようございます。

PVの撮影地の特定は出来ませんでしたが、撮影⽇と教会であるということが判明しました。

撮影スタッフ、出演者等から調べたところ、PVのペットモデルの名前は、今年６歳になる雑種⽝アイラ（Islay) 
 http://islay.exblog.jp/3590832/と分かりました。

 さらに、2006年4⽉のアイラの⽇記を読むと、タイトルが「撮影のお仕事 Video shoot」となっているではないで
すか。

 記事中では場所の記述は避けてありますが、PVの状況と⼀致することが分かると思います。
 撮影期⽇は⽇記の⽇付から、2006-04-10 13:16となっていますが、時間的におかしいので、

 この前⽇2006-04-09が妥当かと思います。
 そしてさらに、http://islay.exblog.jp/3462697/の写真をよーく⾒てください。

写真中央の右、壁の下部分の形状。
そうです、#2848の泉⽔さんの背景のパターンじゃないですか。

 ここにだったら、#2848の花瓶があっても⾃然です。

ひょっとしたら泉⽔さんは、チャペルのステンドグラスを⾒上げているんでは︖

ただし、泉さんの撮影⽇とパーティーの撮影⽇は同じかどうかは不明です。

アネ研さんへ
 >Z研では、リッツカールトンホテルでは︖と⾔う説もあるんですよ。 
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私も同じ思いでチェックしてみたんですが、確かジャケット写真ではバルコニーがありませんでしたか︖
リッツカールトンホテルには（⾏ったことも、泊まったこともありませんが）バルコニーはないのでは。

おそるべし捜査ですね。

2962 選択 アネ研 2007-12-11 07:21:26 返信 報告

GTOさん、おはようございます。
 携帯からなんで、サイトはみれませんが、ペットの件鋭いですね︕早くみたいです。また、バルコニーの件はたしか

にそうですね、もう少し、あとすこしですね。(笑)

朝から嬉しいなあ

2963 選択 stray 2007-12-11 08:35:03 返信 報告

GTOさん、おはようございます。
 情報ありがとうございます︕素晴らしい捜査⼒ですね︕

じつは以前、Z板に、このワンちゃんの飼い主さんから投稿があったのです。
 ブログに書いてあるような内容で、場所は書いてなかったように思います。

 PV撮影場所は、この教会で間違いないでしょう。

直接、ブログに書き込んで場所を聞いてみようかな（笑）。

Re:「ハート…」PVの海辺は、、、

2968 選択 Hana 2007-12-11 11:49:34 返信 報告

＞strayさん  
 こんにちは。
   

 削除させていただきましたスレッドへの書き込みですが、strayさんはなされていませんでしたか︖
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私の勘違いでしょうか…strayさんにお返事いただいていたのだとばかり思っておりました。
いえいえ。管理⼈さんのご確認もないまま削除しまして申し訳ありませんでした。

 
『ハート〜』の話題に戻りまして…

 坂井さんの死も謎ですし、（未だ解明されていない）このPVも謎ですね。
 もうZARDには謎だらけで適わない︕笑

『謎』。この⾔葉は最初、同じビーイングアーティスの⼩松未歩に対する⾔葉だとか思ってましたが、
 ZARDに対された⾔葉みたいですね。（どーでもいいか/笑） 

 

PVロケ地マップ 更新しました

2940 選択 stray 2007-12-10 22:28:56 返信 報告

珍しく連⽇の更新です（笑）。

今回は初のヨーロッパ編です。博物館へどうぞ︕

トップページも少し⼿直しして、ＭＥＮＵに「更新情報（Updates）」を加えました。

Re:PVロケ地マップ 更新しました

2946 選択 Ｔ２８ 2007-12-10 23:39:50 返信 報告

お疲れ様です。
 Map-9は拡⼤すると、ハッキリイメージ通りの画像が⾒れますね。

 逆にMap-10は・・・。（苦笑）
 ダンボール箱が重なっているように⾒えた。（笑）ゴメン︕<(_ _)>

 あれ以上拡⼤できないんですね。
 

Re:PVロケ地マップ 更新しました
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2948 選択 stray 2007-12-10 23:43:02 返信 報告

部⻑、こんばんは。
 衛星写真は場所によって解像度が違うようです。

 東京都⼼などは⼀軒⼀軒くっきり⾒えますが、
 私の家はダンボール状態です（笑）。

 これはしょうがないですね、我慢してちょ︕（笑）

Re:PVロケ地マップ 更新しました

2951 選択 ＊ 2007-12-11 00:36:40 返信 報告

> 衛星写真は場所によって解像度が違うようです。 
> 東京都⼼などは⼀軒⼀軒くっきり⾒えますが、 

 衛星写真は測量にも使⽤することできるらしいですから、測量する場所で解像度も違うとおもいます。
 都⼼とか⼈⼝の多い都市は、頻繁に建物を取り壊して建築するので、測量も頻繁にするから、解像度も⾼くなると

か。
 （たしか地形図に利⽤するとかいっていたような。）

建設関係の仕事をしている⼈たちが、本家とこちらの掲⽰板にも数名いるので、その⼈たちが詳しいかもしれません
ね。

⼭野楽器。

2935 選択 KOH 2007-12-10 20:55:42 返信 報告

みなさんこんばんはです︕
 ⼀つ質問なんですが、GoldenBestが発売になったときに⼭野楽器オリジナル特典としてGoldenBest・Le Portfolio DVD・Le

Portfolio 写真集を買った⼈に三点収納BOXなるものがもらえたらしいのですが⼀体どんなものだったのでしょうか︖詳細を知
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ってる⽅、またはそのものを所有してらっしゃる⽅、教えて＆画像アップしていただけませんでしょうか〜︖
今まで気になっていたのですが思い切って質問します!どうかよろしくお願いしますです!!

Re:⼭野楽器。

2936 選択 stray 2007-12-10 21:03:33 返信 報告

KOHさん、こんばんは︕
 上の⾯はベルベット調仕上げになってますが、⼤したものじゃないです、紙製ですから。

 

Re:⼭野楽器。

2937 選択 stray 2007-12-10 21:05:15 返信 報告

カヴァーをスライドさせると、下の段にDVDとCDを、
 上の段に写真集を収納することができます。

所⻑!お持ちなんですね!!

2938 選択 KOH 2007-12-10 21:23:36 返信 報告

さすがです︕
 ⼤したものじゃないことないですよ〜︕︕やはり記念の物ですしね。

 近くに⼭野楽器がなかったものであきらめてしまったんですよ・・。
 いやぁ良い物拝⾒しました!!所⻑、ありがとうございます︕︕
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Re:⼭野楽器。

2942 選択 PAN 2007-12-10 22:48:29 返信 報告

所⻑さん、KOHさんこんばんは。
 さすがですね（笑）

 ⼭野楽器は坂井さんも時々訪れていたみたいですよ︕

Re:⼭野楽器。

2943 選択 stray 2007-12-10 23:13:19 返信 報告

PANさん、こんばんは︕

お持ちでしたか、しかも未開封︖さすがです︕（笑）
 開けないほうがいいですよ。

 ベルベット調の⽣地にゴミが付いて、始末に負えませんから（笑）。

ＰＡＮさんも︕

2944 選択 KOH 2007-12-10 23:23:40 返信 報告

ＰＡＮさんこんばんは︕
 持ってらっしゃるんですねっ︕

 ⼆⼈ともすごいっ︕!
 ちなみに来年発売のZARD Request Best 〜beautiful memory〜には今のところ⼭野楽器オリジナル特典の予定は

ないそうです〜(;_;)
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Re:⼭野楽器。

2950 選択 PAN 2007-12-11 00:18:00 返信 報告

所⻑さん、KOHさんこんばんは。
 東京に住んでいた頃は⼭野楽器には時々遊びに⾏って

 いまして、収納ボックスは本店で貰ったものです。
 「時の翼」発売の時は写真展のイベントもありました。

 今となっては良い想い出となりました（笑）

●●12⽉7⽇テレビ各社 報道●●

2886 選択 ALIL.1967 2007-12-09 01:29:54 返信 報告

今回は研究所の標準規格，wmvファイルです。

⺠放各社，新聞を引⽤しつつ放送しています。
 ちょっと遅れましたが，時間ができたので，ようやく該当部分を切り出せました。

Re:●●12⽉7⽇テレビ各社 報道●●

2887 選択 ALIL.1967 2007-12-09 01:30:40 返信 報告

すべて１２⽉１９⽇まで

http://www.filebank.co.jp/wblink/e500ef75b93aac48c6eaf10f63a64549

Re:●●12⽉7⽇テレビ各社 報道●●

2888 選択 stray 2007-12-09 10:14:06 返信 報告
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ALIL.1967さん、おはようございます︕
いつもありがとうございます。根こそぎ…助かります。

 全部拝⾒しましたが、各社とも”天国からの出演””今年の紅⽩の⽬⽟”と報じてますね。
 

Re:●●12⽉7⽇テレビ各社 報道●● 追加

2892 選択 ALIL.1967 2007-12-09 12:29:15 返信 報告

アップし忘れてました

http://www.filebank.co.jp/wblink/f82035ca0b117b4a9a82c85716af1d22

Re:●●12⽉7⽇テレビ各社 報道●●

2895 選択 ｍｅｇａｍｉ 2007-12-09 13:11:41 返信 報告

ALIL.1967様はじめましてmagamiと申します。
 何度聞いても嬉しいニュースですね︕拝⾒させていただきました。ありがとうございました。

stray様
 今⽇やっと“あなたのアンコールサタデースペシャル”を観れました。必⾒の映像とおっしゃっていたのと 皆さんの

感想を拝⾒すると どうしても観たいと思っておりました。期限ぎりぎりで何とか間に合いました。（容量が⾜りな
かっただけでした。）これで紅⽩の映像を配信していただいた時も観られると思うと 安⼼して眠れます。（ｓｔｒ
ａｙさんのような泉⽔さんの夢がみられたらもっと最⾼です♪）という訳で ご報告だけさせていただきます。

Re:●●12⽉7⽇テレビ各社 報道●●

2896 選択 atti 2007-12-09 13:40:36 返信 報告

ALIL.1967さん、こんにちは。

全て観させていただきました。
 ズームインの後半しか、録画していないあったので、ありがとうございます。

 はやり、新聞記事紹介の形でのニュースですね。
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⽇刊スポーツしか買わなかったが、他にも各紙に掲載されていたのですね〜。

次回の新聞掲載の記事はどの内容になりますかね。

PS.明⽇は、MFMをgetしなくては・・・

ｍｅｇａｍｉさんへ

2914 選択 stray 2007-12-09 20:17:07 返信 報告

こんばんは、strayです。
 ⾒れましたか︕それはよかったです。

容量不⾜がHDDのことだとしてですが、⽇本では、
 ハガキの半分くらいの⼤きさの「ポータブルHDD」というのが普及してまして、

 USB外付けで、100GBが1万円程度で買えるんです。
 イランではきっと⾼いでしょうね（笑）。

泉⽔さんの夢が⾒れますようお祈りしております。まだ昼かな︖（笑）

Restray:さんへ

2945 選択 ｍｆ 2007-12-10 23:35:55 返信 報告

ダウンロードしたのですが私のpcでも⾒られませんでした容量を増やさないとだめなのですね

お宝映像︖

2923 選択 xs4ped 2007-12-10 12:03:17 返信 報告

皆さん、こんにちは。
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本家で紹介されていましたが、初めて⾒ました。
これは、カラオケの映像でしょうか︖

http://jp.youtube.com/watch?v=ipha6ziXWrg

Re:お宝映像︖

2925 選択 stray 2007-12-10 12:27:37 返信 報告

xs4pedさん、こんにちは。

あはは、これは私がYouTubeに上げてるものです（笑）。
 以前WMVで配信したもので、「映像資料館」にもYouTubeで収蔵してあります。

 東映カラオケの１つです、画質が悪くてすみません。
 

Re:お宝映像︖

2930 選択 xs4ped 2007-12-10 15:58:16 返信 報告

strayさん、こんにちは。

あっ、そうでしたね、思い出しました。(笑)
 その時は、23才永井真理⼦と映像が出たので
 永井真理⼦のカラオケ映像かと思って

 スルーしてしまいました。
 ⼤変失礼しました。m(__)m

 

CMタイアップ
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2897 選択 ALIL.1967 2007-12-09 13:41:40 返信 報告

研究所の皆さんと研究所を訪問されている⽅々へ

⼀つ質問させてください。
  ポカリスエットのcmでZARDの曲がタイアップだったと思いますが，海の⾒える坂道のシーンが出てくるCMを覚えていら

っしゃいませんか︖
 （もしかしたら思い違い，ZARDと無関連かもしれませんのでそのときはこの記事は削除します。）

Re:CMタイアップ

2898 選択 ALIL.1967 2007-12-09 13:43:14 返信 報告

こんな感じのシーンだったんですが．．．

Re:CMタイアップ

2899 選択 stray 2007-12-09 14:10:55 返信 報告

ALIL.1967さん、こんにちは。

ポカリのCMは4パターンあるようです。
 ・FRIENDS夏篇（⼼を開いて）

 ・FRIENDS春篇（⼼を開いて）
 ・あいしてるの国第２話篇（揺れる想い）

 ・アツアツの国篇（揺れる想い）

FRIENDS夏篇しか所有してません。これとは別︖
 http://www.filebank.co.jp/wblink/1ba8ae519ea5af4dff5f873857a9bcdb
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Re:CMタイアップ

2905 選択 ALIL.1967 2007-12-09 18:03:47 返信 報告

#2898の写真をクリックしてみてください。海上の船の上に橋が架かっているのがわかると思います。形状からアク
アラインブリッジで右の⽅に⾏くと話題の『⽊更津』ですね。アクアライン開通前年の１９９６年，横須賀か横浜の
⾼台の住宅地とおもいます。

 

Re:CMタイアップ

2907 選択 ALIL.1967 2007-12-09 18:16:37 返信 報告

このシーンは動画からのワンショットで，続いて，明⽯家さんまさんが後ろ姿で現れてこの坂を下っていきます。さ
らに，東海道線にで東京駅までいく，というドラマ『その気になるまで』のオープニングでした。BGMはイーグルス
／ホテルカリホルニアでした。

  こんな坂道を⾃転⾞で下っていく明るい感じのCMがあったと思うんですが。所⻑さんのアップしてくれた（ありが
とうございます）のではないです。

  ZARD以前からの友⼈⼭下さんの横浜の部屋によく泊まっていた︖幸⼦さんがきっと⾒たのとほぼ同じと思う横浜
ー東京の⾞窓⾵景がそのオープニングに有ります。youtubeにのせましたので参考に。

http://jp.youtube.com/watch?v=EaZAbUfJk68
 

Re:CMタイアップ

2908 選択 アネ研 2007-12-09 18:24:04 返信 報告

関連の中⼭エミリ版です。
 http://www.youtube.com/watch?v=bpFFn_CihTQ

Re:CMタイアップ

2909 選択 アネ研 2007-12-09 18:34:46 返信 報告
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このシーズンなので最後の追記です。
広末涼⼦版です。

 http://www.youtube.com/watch?v=zXxOpPURoVk&feature=related

Re:CMタイアップ

2920 選択 KOH 2007-12-09 22:28:36 返信 報告

みなさんこんばんはです︕︕
 ポカリのＣＭで、こんなのがありました。

 http://www.filebank.co.jp/wblink/ac76800e05385bea3b985caec8cfd292
 揺れる想いのＣＭ付き♡

思違いの様でもあり

2921 選択 ALIL.1967 2007-12-10 00:28:18 返信 報告

⾃分の思い込みで記憶違いのようであるというのが結論ですが，同じような印象を持っている⼈がいるんですね。海
のイメージ，⻘のイメージということだろうと思います。

このブログの筆者も同じことを思ったみたい．．．
 ttp://legoyokoha.exblog.jp/1719617/

 所⻑さん，アネ研さん，KOHさん，映像の紹介ありがとうございました。

なつかしいCMですね。

2922 選択 Folken 2007-12-10 00:54:50 返信 報告

皆様今晩は。
 あまりの懐かしさに、少し頭がくらくらしてきましたよ。

 確かにこれらのCM、⾒ていましたね。
 頭の⽚隅からよみがえってきましたよ。
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私は、いつもCMでZARDの新曲を知り、CDを購⼊する、
ずっとこのパターンでした・・・。

 ああ、やはりいろいろなことを思い出しますね。

皆様データのアップ、ありがとうございます。とても
 ダウンロードしやすく、画像もきれいですね。ざすが
 ZARD研です︕ それでは。

⽊更津のスタジオ

2900 選択 かず 2007-12-09 15:16:16 返信 報告

みなさん、こんにちは。
 また、懲りもなくスタジオへ⾏ってきました。

 今⽇は⾨前の路上でなんと警察の交通取り締まりがありまして（たぶん、シートベルト）、⾨も閉まっていたので侵⼊は不可
でした。

アネ研様
 ⽊製看板ありました。写メ撮って所⻑様にメールしました

 英語でしたが社名が書いてあったので、先⽅と思われる会社へメールしてみました。
 「⼀個⼈ですが、撮影にスタジオ借りれますか︖」ってヌケヌケと

 こういうとき、趣味を場所が⼀致すると便利ですね。

訂正です

2901 選択 かず 2007-12-09 15:17:34 返信 報告

最後の⾏
 こういうとき、趣味と場所が⼀致すると便利ですね。

失礼しました。
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Re:⽊更津のスタジオ

2902 選択 stray 2007-12-09 15:51:51 返信 報告

かずさん、こんにちは。連⽇ご苦労さまです。
 メール拝受しましたが、写メールが添付されておりませんでした。

 上の問い合せからだと、添付できないかと思いますので、
 先⽇私が差し上げたメールに返信する形で送って下さい。
 よろしくお願いします。

正攻法で内部潜⼊ですね︕

所有者判明しました

2912 選択 かず 2007-12-09 19:21:03 返信 報告

看板から解析したところ、わかりました。
 その会社はＨＰを作って内部と外部の写真が載ってました

 アドレスは所⻑様に送りました。
 ⻑井さんじゃないけど、”間違いない︕”

 

Re:⽊更津のスタジオ

2915 選択 stray 2007-12-09 20:18:57 返信 報告

かずさん、こんばんは。
 写真、確かに拝受しました。ありがとうございました。

 Ｗじゃなくて、Ｅが90度傾いているんですね。
 これで謎が解けました。

そうか︕

2917 選択 stray 2007-12-09 20:26:32 返信 報告
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かずさん、ＺＥＲＯは「ゼロ戦」のゼロですね︕

Re:⽊更津のスタジオ

2918 選択 かず 2007-12-09 20:43:02 返信 報告

＞ＺＥＲＯは「ゼロ戦」のゼロですね︕
 たぶん、そうだと思います。

なんだか、やっとお役に⽴てたなって思いました。
 でも、正攻法の⽴ち⼊りはいつになるやら。

クルマで１０分、直線距離４キロです。（笑
 途中、安いガソリンスタンドみつけました︕
 普段はあの近辺に⾏かないのでラッキーでした。

Re:⽊更津のスタジオ

2919 選択 アネ研 2007-12-09 22:15:55 返信 報告

かずさんこんばんは、お疲れ様です。
 しかし、表札からして秘密っぽいですね。（笑）

 どうもありがとう。
 いつの⽇か内部潜⼊ルポ期待してます。

10代が選ぶ重⼤ニュース

2913 選択 atti 2007-12-09 20:07:28 返信 報告

皆さん、こんにちは。
 今年も残り少なくなってきましたので、このようなニュース記事が増えてくるのかと。
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■10代が選ぶ重⼤ニュース
ttp://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071205-00000932-san-soci

10代500名のアンケートですが、はやり坂井泉⽔さんのニュスはショックを受けたのですね。
 改めて、あの⽇のYahoo!ニュースを⽬にした瞬間を思い出してしまいました。

セーラー万年筆(http://www.sailor.co.jp/)
 12/6更新欄にあり。

PS.明⽇はMFMをゲットしましょう〜。

PVロケ地マップ 更新しました

2906 選択 stray 2007-12-09 18:16:13 返信 報告

博物館「PVロケ地マップ」を更新しました。

簡単なものから取り掛かってます（笑）。

●● 「マイフレンド another ver.」 ●●

2891 選択 stray 2007-12-09 11:59:30 返信 報告

皆さんこんにちは︕
 今⽇は泉⽔さんは夢に出てきてくれませんでした。残念。

 代わりに、30kmオーバーでネズミ捕りに引っかかる夢を⾒ました（笑）。

「マイフレンド」の別verです。提供︓KOHさん
 http://www.filebank.co.jp/wblink/ba789fb399b36e8f02bf97021d970164

（23.9MBのwmvファイル、期間限定︓12/16まで）
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ｍｆさん︕
神⼾公演⼀般販売のプレオーダーの情報が、ZARD掲⽰板に出ています。
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. オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [2864]泉⽔さんとデート(9) [2828]「ZARD Request Best 〜beautiful memory〜」発売決定︕(9) [2878]●●● Don't you
see Another ver. ●●●(0) [2844]⾏ってきました︕︕︕(8) [2867]ZARD Request Best 〜beautiful memory〜 続報(0) [281
1]ｍｆ様(7) [2841]２５２５動画に(1) [2843]最近のＺＡＲＤのアレンジに想う(0) [2794]第５８回ＮＨＫ紅⽩歌合戦 ＺＡＲＤス
ペシャル企画(17) [2829]【所⻑賞】 pine 殿(2)

新しい話題を投稿する
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泉⽔さんとデート

2864 選択 stray 2007-12-08 11:58:42 返信 報告

な、なんと、泉⽔さんとデートする夢を⾒ちゃいました︕（笑）
 シチュエーションがすごいんです。

午後３時に新装オープンするデパートの⽞関前で待ち合わせして、
 （すでにあり得ないシチュですが、たぶん「⼤丸」が脳に焼き付いてるのでしょう）

 泉⽔さんはなんとラベンダー⾊の和服で、時間どおりにやってきました。

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧
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デパ店員さんがずら〜っと並んでおじぎする列の前を２⼈で通るのですが、
誰⼀⼈、泉⽔さんだと気づきません。

 泉⽔さんは迷わずエスカレーで地下の⾷品売り場に。
 その後をついていく私。

泉⽔さんが”ここのシュークリーム、美味しいって評判なの︕”と⾔って、
 私の分も買ってくれるのかと思いきや１個だけ購⼊。

 そのまま２⼈はエレベーターで最上階へ。
 ベンチに腰掛けて、１つのシュークリームを２⼈で分け合って⾷べたのでした。

しばらくの間おしゃべりしたのですが、何を話したか、泉⽔さんとどうやって別れたか、
 まったく覚えていません。泉⽔さんの夢を⾒るのは初めてです。

ＳＳＳさんの「妄想劇場」（ZARD party）の読みすぎかな（笑）。

以下、別スレのレスです。

GTOさん、こんにちは。
 Ｚ研はご、紹介いただいたＨＰの存在は掴めていませんでした。

 ですので「NOIR」︖「BLANC」︖だったのですが、
 ようやくGTOさんの前の投稿が理解できました（笑）。

>泉⽔さんの背景に映っている縦状の壁︖カーテン︖様のものが、このスタジオの中には⾒当たりません。 
 そうなんです、私も背景が気になっていますが、

 ネックレス、ウェディングドレスともに写真と同じものなので、
 訳が分からないでいます（笑）。

xs4pedさん、ヒツキさん、こんにちは。
 リクメモ２、私のリクエストはもちろん「p.y.⼟曜ワイドver.」です︕（笑）

 私が把握してるだけで（たった）８票もあるはずです︕（笑）
 secret trackとして、1コーラスでいいから収録してくれないかと

 期待してるんですけどねぇ、無理っぽいなぁ（苦笑）。
 

Re:泉⽔さんとデート



2866 選択 ヒツキ 2007-12-08 12:12:26 返信 報告

strayさんこんにちは
 なんてうらやましい夢を⾒ているんですか︕︕

 きっと泉⽔さんは最初から⼆⼈で分けるために⼀個だけシュークリームを買ったんですね＾＾

ところで今⽇は⼟曜ワイドの再放送
 最近なぜか⼟曜⽇は昼の仕事や午後の早番でエンディングを⾒れないです……かくいう今⽇も……⼀時間後に会社に出

発です（涙）（上層部よ、何の嫌がらせだ︖）

先週先輩が偶然⾒ていて
 「ＺＡＲＤ流れてたよ。借りたベストアルバムには⼊ってなかった曲で初めて聴いたけど『いい曲』だなって思っ

た。」
 ⼼の中でガッツポーズでした（笑）

Re:泉⽔さんとデート

2869 選択 Ｔ２８ 2007-12-08 12:42:58 返信 報告

こんにちは。
 ほほう・・・、そりゃうらやましいですなぁ。夢とはいえ︕(笑)

 いや〜、泉⽔さんの和服姿⾒てみてぇ︕ 髪型はどうだったの︖

> その後をついていく私。 
トボトボと後をついて⾏く所⻑、なんとな〜く想像出来た︕(笑)

 屋上のベンチって所が泣かせますなぁ。
 シュークリームは上の蓋の部分が所⻑かな。(笑)

 クリームちょっとだけ・・・、「少なっ（⼼の声）」。 でも上の粉砂糖︖が美味いんだよね。

> ＳＳＳさんの「妄想劇場」（ZARD party）の読みすぎかな（笑）。 
間違いなく︕（キッパリ）

 おしゃべりの内容覚えてなくても、夢⾒たの忘れないんだから⼤したものです。(笑)

でっ、「エスカレー」って美味いの︖(笑)
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ヒツキさん、ご無沙汰しています。
所⻑は「promised you ⼟曜ワイドVer.CD化実⾏委員⻑」ですから、

 それにリクエストするのは当たり前なんですよ。
 かくいう私も発起⼈の⼀⼈としてリクエストしました。(笑)

 何故そのタイミングで仕事が⼊るんだ︕って事、私もしょっちゅうです。
 でも、めげずに頑張りましょう︕(笑)

 

Re:泉⽔さんとデート

2870 選択 stray 2007-12-08 13:50:06 返信 報告

部⻑︕こんにちは。厳しいツッコミありがとう︕（笑）

羨ましいでしょ︖（笑）
 xxxさんが「これがＺ研の所⻑だよ」って、引き合わせてくれたのかも。

髪型は、こ〜んな感じでした。
 着物の⾊もこんな感じ（ラベンダー⾊で合ってる︖）。

 ⾊っぽかったです（笑）。
 寝る前にこの写真を⾒たので、たぶんそのまま夢に出てきたのでしょう。

シュークリームは、粉のまぶしてないタイプでした（笑）。

「エスカレー」はエスカレーターなので⾷べられません（笑）。
 

:泉⽔さんとデート

2871 選択 ＳＳＳ 2007-12-08 14:43:51 返信 報告

 
 
ｓｔｒａｙさん＆皆様こんにちは

おおっ、泉⽔さんと夢の中でデートとは羨ましい、良かったですね︕︕妄想劇場が広がり、⾝近に泉⽔さんを感じら
れる事は⾮常に素晴らしい事・・・こうしちゃいられない、⾃分も★妄想数値★をＭＡＸに上げなきゃ︕︕←もう⼗
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分だよって（笑）

 妄想パワーを発揮して、⾊んなパターンで泉⽔さんと⼀緒に素敵な時間を過ごせるよう、お互いに頑張りましょ
う。

 

Re:泉⽔さんとデート

2873 選択 インディゴ 2007-12-08 16:23:43 返信 報告

strayさん、皆さん、こんにちは。
 デートの夢なんて羨ましい限りです。

 妄想派のＳＳＳさんに対して、strayさんは夢想派ですねー♪
 私もだいぶ前に、⼩さなライブハウスで歌う泉⽔さんの夢を⾒たのですが、

 その夢では、泉⽔さんの顔が⾒えなくて、少し残念な夢でした。
 それにしても、シュークリームを２⼈で分け合うなんて、

 キュンとするようなシチュエーションですね。
 しばらくはシュークリームを⾷べるたびに、このエピソードを思い出してしまいそうです。(^-^)

Re:泉⽔さんとデート

2874 選択 AQUA 2007-12-08 16:45:51 返信 報告

strayさん、みなさん、こんにちは。
久しぶりに書くので、忘れられていなければいいなと・・(^_^;)

ヒツキさんは、本家のほうで１度だけお話させていただきました(^^)

SSSさんと、インディゴさんは、初めましてですよね︖
 よろしくお願いします。

strayさん、とっても羨ましいです。
 私も夢でいいから、泉⽔さんと⼀緒にシュークリーム⾷べたい︕
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泉⽔さんの夢、私は１度、とても印象的な夢を⾒たことがあります。内容は、泉⽔さんの体温を感じられる夢でし
た。

 とっても優しいぬくもりでした。

寂しくて泣いてばかりいた頃に⾒たので、泉⽔さんが
 「⼤丈夫。私はそばにいるよ」って⾔ってくれたのかなぁって

 思っています・・(^^)

Re:泉⽔さんとデート

2880 選択 カーディガン 2007-12-08 21:36:33 返信 報告

こんばんは、皆様。
 夢想劇場ですか︖所⻑も路線変更ですか︖夢想劇場、楽しみ︖にしております。和服の泉⽔さんは、想像しずらいで

すね。スカート姿すら、ほとんどないのですから、和服姿とは、驚きですね。泉⽔さんも、演歌系に路線変更︖です
か︖歌詞の内容は、演歌的なのに、それを感じさせないのが、泉⽔さんのすごいところですね。

P.S.「p.y.⼟曜ワイドver.」、私も⼀度、リクエストをしました。15曲ずつの２ディスクかという感じですので、期
待はできそうですね。

Re:泉⽔さんとデート

2882 選択 stray 2007-12-08 22:08:17 返信 報告

ＳＳＳさん、こんばんは︕
インディゴさんが「夢想劇場」と名付けて下さったので、妄想劇場に対抗して、

 泉⽔さんの夢を⾒たときに書こうと思いますのでお楽しみに〜（笑）。
 「デパ地下」「和服」「シュークリーム」は、妄想では出てこないシチュエーションかと（笑）。

インディゴさん、私もシュークリームを⾷べるたびに思い出すことになりそうです（笑）。

AQUAさん、お久しぶりです︕
 私も今晩、泉⽔さんの体温を感じられる夢が⾒れるように念じて寝ます︕（笑）
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カーディガンさん、なるほど、和服＝演歌ですか、気づきませんでした。
路線変更したわけじゃないのでご⼼配なく（笑）。

ヒツキさん、泉⽔さんはたしか、”カロリー⾼いから半分ずつね︕”と仰ったような…（笑）。

Re:泉⽔さんとデート

2890 選択 ヒツキ 2007-12-09 11:25:15 返信 報告

こんにちは
 strayさん

 ＞カロリー⾼いから半分ずつね︕”と仰ったような
 泉⽔さん気にしなくても＾＾

 などと考えているから⾃分は……なんですよね（笑）
 Ｔ２８さんお久しぶりです

 ＞所⻑は「promised you ⼟曜ワイドVer.CD化実⾏委員⻑」ですから
 そうでした。思い出しました。以前本家でstrayさんが「少し留守にします」と⾔ったら皆で「promised you ⼟曜

ワイドVer.CD化実現ビーイングの前で座り込みしているのでは︖（笑）」と話していましたね＾＾
 ＞かくいう私も発起⼈の⼀⼈としてリクエストしました。(笑) 

 ２票⽬発⾒です＾＾
 AQUAさんお久しぶりですね

 こちらでもよろしくお願いします。

「ZARD Request Best 〜beautiful memory〜」発売決定︕

2828 選択 xs4ped 2007-12-07 11:22:38 返信 報告

皆さん、こんにちは。
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昨⽇に続き、嬉しいニュースです。
「ZARD Request Best 〜beautiful memory〜」

 2008年1⽉23⽇発売決定しました!!

50万通を超えるリクエストにより選曲された究極のリクエストベストアルバム︕

2007年6⽉27⽇に⻘⼭で⾏われた「ZARD / 坂井泉⽔さんを偲ぶ会」で発表された後、ファンの皆様
からのリクエストを、ZARDオフィシャルサイト、また8⽉にリリースされた追悼アルバム「Soffio di

vento 〜Best of IZUMI SAKAI〜」(オリコン2位)、「Brezza di mare 〜dedicated to IZUMI SAKAI〜」(オリコン3位)
に封⼊されたリクエスト応募ハガキで募集、約50万通の応募をいただいた究極のリクエスト ベストアルバムの発売が決定致し
ました。

 予想を超える応募数に集計に時間が掛かったため、当初のリリース予定より⼤幅に遅れましたが、この度CD2枚組、上位から
順に30曲を収録予定で決定致しました。「負けないで」(93.1.27発売 オリコン最⾼位1位)、「揺れる想い」（93.5.19発売
オリコン最⾼位1位）などリクエストの多かった⼈気の⾼い楽曲は9⽉の追悼ライブで披露され好評だったライブバージョンで
収録されます。さらに、2008年版として新たな魅⼒を加えたリアレンジバージョンでの収録が進められている楽曲もありま
す。

 デビューから16年の⻑きに渡りZARDを愛して⽀えて下さったファンの皆様が選んで下さった、永遠のスタンダードナンバー
の数々。坂井泉⽔の“歌声”、“詞”の魅⼒が凝縮された普遍的かつ究極のベストアルバムです。

なお、詳しい収録曲は、12⽉下旬にオフィシャルサイトにて正式発表されます。

上位から順に30曲を収録予定で決定との事ですので、
 定番曲がメインになりそうでカップリング曲とかが

 少なくなりそうなのがちょっと
 気掛かりですが・・・

Re:「ZARD Request Best 〜beautiful memory〜」発売決定︕

2830 選択 stray 2007-12-07 12:01:08 返信 報告

xs4pedさん、こんにちは︕
 情報ありがとうございます。50万通とはすごいですね︕

 2⽉6⽇まで引き延ばすつもりかなと思っていましたが、1⽉中に出ますか。
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> 2008年版として新たな魅⼒を加えたリアレンジバージョンでの収録が進められている楽曲もあります。

この中に「promised you ⼟曜ワイドver.」も⼊ってることを願うのみです（笑）。

Re:「ZARD Request Best 〜beautiful memory〜」発売決定︕

2834 選択 MOON 2007-12-07 13:46:00 返信 報告

xs4pedさん

はじめましてMOONです。
 情報ありがとうございます。

50万通ですか驚きの数ですね。
 発売⽇を楽しみに待ちたいと思います。

Re:「ZARD Request Best 〜beautiful memory〜」発売決定︕

2836 選択 xs4ped 2007-12-07 14:40:23 返信 報告

strayさん、こんにちは。
 MOONさん、はじめまして。

strayさんは「promised you ⼟曜ワイドver.」を
 リクエストしたんでしょうか︖

 promised you ⼊ると思いますが⼟曜ワイドver.は
 おそらく無理でしょう。(笑)

上位から順に30曲ですから・・・

MOONさんは何をリクエストしたんでしょうか︖
 これからも宜しくお願いします。

私は、I still rememberをリクエストしたので、
 多分⼤丈夫だとは思うが・・・
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PS.
２時っチャオでZARD紅⽩出場のニュースが流れました︕

Re:「ZARD Request Best 〜beautiful memory〜」発売決定︕

2845 選択 MOON 2007-12-07 19:29:39 返信 報告

xs4pedさん

私は「あの微笑を忘れないで」をリクエストしました。
 収録されていれば嬉しいです。

Re:「ZARD Request Best 〜beautiful memory〜」発売決定︕

2850 選択 Folken 2007-12-07 21:11:04 返信 報告

xs4pedさん、皆さん、今晩は。

とうとう、来ましたね︕
 情報ありがとうございます。連⽇のビッグニュース、

 嬉しいことです。
 ２枚組みで、30曲ということで、聴きごたえもありそう。

>2008年版として新たな魅⼒を加えたリアレンジバージョンでの収録が進められている楽曲もあります 
 とありまして、個⼈的にはここが⼀番の楽しみかな。

 「世界はきっと未来の中 de mare version」の
アレンジ、とても良かったです。今回も期待⼤ですね。

ところで、わたしのリクエストは「抱きしめていて」ですが、どうなるかな︖ かくれ名曲で出してみたのですが、
 願わくばこの30曲のなかに、⼊っていることを祈っています。

Re:「ZARD Request Best 〜beautiful memory〜」発売決定︕

2854 選択 xs4ped 2007-12-07 22:21:04 返信 報告
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MOONさん、Folkenさん、こんばんは。

MOONさんは「あの微笑を忘れないで」ですか。
 この曲は⼈気がありますからまず⼤丈夫でしょう。

 私も⼤好きな曲です。

Folkenさんは「抱きしめていて」ですか。
 ZARDファンでないと余り聴かないような曲なので

 ちょっと厳しそうですね。
 ⼊っていることを祈っています。

Re:「ZARD Request Best 〜beautiful memory〜」発売決定︕

2856 選択 ヒツキ 2007-12-07 23:28:48 返信 報告

xs4pedさん、皆さんこんばんは
 僕は「Just believe in love」をリクエストしました。

 この曲がはじめて聴いたＺＡＲＤの曲だからです。

strayさん
 もしかしてリクエストに「promised you」⼟曜ワイドver.を︖

何が⼊っているか楽しみに待っています。
 新しいアレンジも楽しみですね＾＾

 

Re:「ZARD Request Best 〜beautiful memory〜」発売決定︕

2862 選択 atti 2007-12-08 09:31:57 返信 報告

皆さん、こんにちは。
 先⽇は、以前のリクメモ(ビデオ付き)を新品、発⾒しましたが、購⼊をやめました(VHSビデオデッキが調⼦悪い)。

 永遠8CM付きはGet〜。

さて、本題です。海外系のサイトを巡回していて・・・
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■新星堂
http://www.shinseido.co.jp/cgi-bin/WebObjects/Catalog.woa/wa/detail?r=JBCJ-9027/8

 仕様 封⼊特典︓
 ・全ディスコグラフィー付豪華ライナーノーツ付

 ・ＺＡＲＤ １７ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙカレンダー封⼊

特典つきですね〜︕︕

http://atti.jugem.cc/
  

Re:「ZARD Request Best 〜beautiful memory〜」発売決定︕

2881 選択 stray 2007-12-08 21:42:14 返信 報告

attiさん、こんばんは。
 情報ありがとうございます︕

新星堂 ⾒てきましたが、”１枚[組] 3,200円”って書いてありますね。
 わけがわかりません（笑）。30曲だから当然2枚組ですよね︖

・ＺＡＲＤ １７ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙカレンダー封⼊

ん〜、ベストの１次特典を思い出しますねぇ。
 ２次、３次と、特典が出るんじゃないでしょうねぇ（笑）。

●●● Don't you see Another ver. ●●●

2878 選択 stray 2007-12-08 20:42:24 返信 報告

「Don't you see」の別ver.です。
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http://www.filebank.co.jp/wblink/85ebd52e1934d6ca3210989404c6fefd
（8.7MのWMV、期間限定︓12/15まで）

ｍｅｇａｍｉさんへ︕

こんばんは、映像資料館のYouTube映像もご覧になれませんか︖
 http://d.hatena.ne.jp/ZARD_LAB/

WMVファイルは、Windows Media Player のver.7.1をインストルールすれば⾒れると思いますが、
 なお詳しい⼈にご相談なさって下さい。

 http://www.microsoft.com/japan/windows/windowsmedia/software/playerV7.aspx

⾏ってきました︕︕︕

2844 選択 かず 2007-12-07 19:01:14 返信 報告

こんばんは。
 所⻑様、ｐｉｎｅ様、アネ研様、

 ウィディング姿の撮影場所の件、ありがとうございました

今⽇、会社から帰ってきて⼀休みの後
 さっそく⾏ってきました。

 すでに陽は落ちていましたが、街灯のうす明かりの中に
 浮かび上がるスタジオがありました。

 感激でいっぱいでした。

Re:⾏ってきました︕︕︕

2847 選択 stray 2007-12-07 20:22:59 返信 報告

かずさん、こんばんは︕
 待ちきれずに早速⾏って来られましたか︕（お気持ちよくわかります）
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毎⽇のように撮ってるそうですので、明⽇・明後⽇、思わぬスターに会えたりするかも…。
明るい時にじっくり検分なさって下さいね。

 わざわざのご報告ありがとうございました︕

かずさんへ

2857 選択 アネ研 2007-12-07 23:42:09 返信 報告

こんばんは、アネ研です。こうやって会うのは初めてかもしれませんね。（笑）ほんと⼟⽇を待ちきれず、⾏ってし
まう気持ちわかります。(笑）

 私も建物を前にしたときは、ガッツポーズで「やったぜ︕ケ、ケ、ケ︕」と喜びと笑いが湧き上がったものでした。
 しかし、Z研に戻って調査室︖の検証の結果。限りなく臭いが、いまいち決定⼒不⾜でした。その後はごらんの通りで

す。
 かずさんはお住まいが近そうですので、いつの⽇か建物の中に⼊れる時があれば、是⾮、建物内の撮影、検証もお願

いします。
 私が思うには、あの錆びたベットは、倉庫以前の軍隊の頃のベットでは︖と睨んでいます。

 どんなことでも、かずさんからの続報期待いたします。
 

クルマで１０分︕

2858 選択 かず 2007-12-07 23:57:10 返信 報告

アネ研様、はじめまして。
所⻑さんより教えていただき、「クルマですぐじゃん︕」って思ってアタマの中はスタジオ
⼀⾊♪

 ⾃分の趣味は写真で、超望遠レンズなどもありますので、機会があったら⾏ってきます。
 明⽇＆明後⽇はちょっと⽤事あって⽇中はムズカシイです

報告できるよう頑張りますね︕︕
 

今⽇のスタジオ
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2865 選択 かず 2007-12-08 11:59:10 返信 報告

今⽇、さきほど時間ができたのでまた⾏ってきました。
 表から⾒たら、⼊り⼝の事務所に管理会社の社員らしき⼈がいて⼊れませんでした。

 ですが、建物の中はライトがついているではありませんか。
 そこでウラに回ってみると、撮影⽤の⼤きなボックスライトを発⾒︕（ライトボックスとは別ものです）

 どうやら撮影をしている様⼦。

というわけで、内部の偵察は後⽇に。

余談ですが・・・・
 スタジオの管理会社の親会社の社⻑と⽊更津出⾝のベテラン俳優Ａ．Ｎさんが⼤の親友なんだそうです。

親⽗さんもお世話になった︕︕︕
 今朝になってウチの親⽗さんが、終戦直後に零戦修理⼯場だった今のスタジオに⾏って座席修理⽤の⽪やスポンジを

 ⽬当て拾ってきたとか。野球のミット作るのだそうです。
 またまたビックリ︕︕

かずさんへ

2868 選択 アネ研 2007-12-08 12:32:37 返信 報告

こんにちは、かずさんの親⽗殿があそこに⼊ったことがあるなんて、すごいですね。(笑)いつの⽇にか、侵⼊できる
ことを祈ってます。PS、次回でもいいですが、⾨の左側に付いてる⽊製の看板に書いてる内容を所⻑へメールしても
らえませんか︖よろしくお願いします。

 

かず様へ

2872 選択 ｍｅｇａｍｉ 2007-12-08 16:17:15 返信 報告

かずさん はじめましてmegamiと申します。
 撮影場所の調査のご報告を楽しみ拝⾒させていただいております。
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突然で本当に申し訳ありませんが、お願いがあります。
“ご⾃宅から⾞でたった１０分の所に現実に泉⽔さんが来られていた”ということが判った瞬間のご⼼境などを ぜひ
詳しくお聞かせいただけませんでしょうか︖

 ほんの少しでもその幸運にあやからせていただきたいので どうかよろしくお願い致します。

次の調査のご様⼦も楽しみに待っております。
 

了解しました︕

2875 選択 かず 2007-12-08 18:18:45 返信 報告

アネ研様
 ＞⾨の左側に付いてる⽊製の看板に書いてる内容

 ・・・って気がつきませんでした︕看板って︕
 現場で⾃分はまだワクワクしているんですね︕ハズカシイ︕

 でも了解しました。後⽇必ず︕お待ちくださいね︕

ｍｅｇａｍｉ様、はじめまして。
 ＞“ご⾃宅から⾞でたった１０分の所に現実に泉⽔さんが来られていた”ということが判った瞬間のご⼼境

 やはり、（２００６年３⽉でしたっけ︖）泉⽔さんがここで撮影したことはいっそうの親近感を覚えました。
 しかも、ファンが熱望する写真を撮影した場所。そう考えるとドキドキですね。

 ⾃分もあの写真はとても気に⼊ってますし。

でも⾃分にとっては３番⽬の重⼤さでしょうか。
 １番⽬は、献花で”本拠地”ビーイングへ⾏ったこと。２番⽬は⻘⼭葬儀所。

それにしても、ファンの⽅々がスタジオのこと聞きたいという声をこの掲⽰板で知れることも感激です。
 スタジオの地元の⼈間として”誇り”です。

泉⽔さんはすでにこの世にいませんが、多くの⼈の⼼の中で”⽣きている”ことは肌で感じています。

かず様 ありがとうございました︕

2876 選択 ｍｅｇａｍｉ 2007-12-08 19:32:34 返信 報告
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ご⼼境をうまく⾔葉に表現して下さって 私も味あわせていただけたような気持ちになれました。ありがとうござい
ます。

私は“本拠地ビーイング”へも“⻘⼭葬儀所”にも⾏かれなかったので かずさんのように⾏かれた⽅の⽣のお声を伺う
と ほんの少しだけ泉⽔さんに近づけたような気がして嬉しくなります。

おっしゃるとおり多くの⼈の⼼の中に確実に“⽣きています”よね︕本当にありがとうございました。

次回の調査も とっても楽しみにしております。
 

ZARD Request Best 〜beautiful memory〜 続報

2867 選択 KOH 2007-12-08 12:28:47 返信 報告

新星堂ＨＰより

封⼊特典︓
 ・全ディスコグラフィー付豪華ライナーノーツ付

 ・ZARD１７ｔｈ Ａｎｎｉｖｅｒｓａｒｙカレンダー封⼊

らしいですよ〜︕︕ 
  

ｍｆ様

2811 選択 ｍｅｇａｍｉ 2007-12-06 23:14:59 返信 報告

megamiです。電気の問題か回線の問題か分かりませんが 全くネットに繋がらなくて せっかくコメントをいただいたのに
遅くなり申し訳ありません。（返信にしてしまうとせっかくの⼤ニュースが後になってしまうと思いましたので 別スレにさ
せていただきました）
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今 こちらを拝⾒したら「ウエディング姿の泉⽔さん」「紅⽩出場」の⼤ニュースでワクワク致しました。約１⽇半繋がらな
かった間にこんなに変化があるなんて︕という感じです。私は、まるで事件解決後にやっと現場にたどり着いた捜査員のよう
な⼼境です。

 さすがＺＡＲＤ研究所ですね︕私も謎解きのおもしろさをしっかり味あわせていただいております。

ｍｆさんもお忙しそうですね 毎⽇お仕事お疲れ様です。
 どうかお⾝体に気をつけて頑張って下さい︕

 ご質問についてですが、イランにもお⾒せしたいような素敵な景⾊がたくさんあります。でも私はカメラを持ってきていない
のですぐにはお届けできないと思います。次に⽇本に⾏けるのは数年後になると思いますが、その時は⽤意したいと思いま
す。

物価についてですが、⾃分の国で作っている⾷料品や光熱費は⽇本に⽐べてかなり安いと思います。（インフレ率が毎年１
０％程度ありまして どんどん値段はあがっております。）

 ただ⻑年の経済制裁の影響で物資が少なく ⽇本より⾼いものも多いです。例えば ⽇本で１５０万円の⾞は（⽇本円に直し
て）３００万円になります。それも信⽤取引がないので 家でも⾞でもすべて現⾦⼀括払いのみです。

 外国⼈が住む家は広いですが、１ヶ⽉２０００ドル〜３０００ドルするので 物価が安いとは⼀⾔では⾔えない現状です。
 こちらに来ると特に⽇本が“よく考えられていて⽣活しやすい国”だと実感致します。

お仕事につきましてですが 私は⼤企業ではないのです。企業の⽅はだいたい３年間位で⽇本に戻られているようです。『誰
かのお役に⽴ちたい』という気持ちでお仕事をさせていただいております。

 このような感じですが ご質問の回答になってますでしょうか︖

ｍｅｇａｍｉさんへ

2812 選択 stray 2007-12-06 23:31:14 返信 報告

こんばんは、strayです。
 なんとなくですが、医療関係の半ボランティア的なお仕事かなあと思っておりました。

 政治的なこと、個⼈的なことは、私は聞かないようにしてますのでご安⼼を（笑）。

中東はオイルマネーで潤ってるんじゃないかと思いますが、
 ⽇本はガソリンが１Ｌ１５０円を越え、灯油も１００円に迫ろうとしています。

 私は北国なので、まったく困ったものです。なんとかして下さいな（笑）。
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きのう今⽇と⼤ニュース続きで、私もてんやわんや状態です（笑）。
Ｚ研で配信している映像（wmvファイル）はご覧になれますか︖

 紅⽩の映像も配信しますので、どうぞお楽しみに︕︕

Re:ｍｅｇａｍｉ様へ

2818 選択 ｍｆ 2007-12-07 00:44:53 返信 報告

こんばんはお仕事のことなど個⼈的な情報を聞いてごめんなさいそちらはいまどんな情況ですか

返信がないのですごく⼼配していました 新しいスレッドを⾒て安⼼しました 返信ありがとうございますこまって
いる⼈々の為に頑張っておられるのですねくれぐれも体に気おつけてください 優しい⾔葉をこのサイトで掛けてい
ただき仕事を頑張っています そろそろ寝ますお休みなさい

ｓｔｒａｙ様 ｍｆ様

2822 選択 ｍｅｇａｍｉ 2007-12-07 03:11:35 返信 報告

ｓｔｒａｙ様 megamiです。
 ⼤ニュースの対応 本当にお疲れ様でした︕︕⼤興奮されていらっしゃる様⼦が⽬に浮かぶようでした。結論が出る

までの皆さんの裏付け捜査が 本当におもしろくて惹きこまれます。

暖房が必需品の北国で寒い季節の灯油の値上がりは 本当にきついですね︕おすそわけできるのなら お届けしたい
気分です（笑）

私は泉⽔さんの訃報を知ってから ⼼にぽっかりと⽳が空いて⼈恋しくなり インターネットに⽬覚めたばかりで
す。ずっとメールにしか使っていなかったので あまり不⾃由を感じていませんでしたが、今は不⾃由だらけのパソ
コンです。でもどうしても映像を⾒たいので 詳しい⼈に相談して「近いうちに必ず︕」と考えております。

⼀⼈⼀⼈に適切なお声かけをなさるｓｔｒａｙさんのお⼈柄 ⼤変 尊敬致します。これからもよろしくお願いいた
します。

ｍｆ様
 ご⼼配をお掛けしてすみませんでした。
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今までネットに繋がらなかった最⾼記録は２週間です。こんな状態の国なので どうかお許しください。
こちらこそお優しい⾔葉をありがとうございました︕︕お互いお仕事頑張りましょう♪

Re:ｍｅｇａｍｉ様

2842 選択 ｍｆ 2007-12-07 18:48:08 返信 報告

こんばんは私の名前でスレ⽴てされているのを⾒るとうれしくて寝付く事ができなくて今⽇は少し眠たかったです
 今⽇は仕事が早く終わったので少し早めに帰りました

 明⽇も朝の６時から仕事です 
 質問ですが イランの⾔葉は何語になるのですかｍｅｇａｍｉさんはイランの⾔葉もよくわかるのですね このサイ

トを通じてイランの⾔葉を教えて下さい

ｍｆ様 名無し様

2851 選択 ｍｅｇａｍｉ 2007-12-07 21:28:09 返信 報告

毎⽇のように嬉しいニュースが続いてますね︕こちらのサイトを開くのがとっても楽しみです。

ｍｆ様
 今⽇は早く帰れて良かったですね︕明⽇もお仕事とのことですので 今⽇は早くお休みですか︖

 ご質問のイランの⾔語ですが、ペルシア語になります。
 イランではお正⽉の時期も違うので（⽇本の３⽉２１⽇がイランの１⽉１⽇になります） 皆さんがクリスマスやお

正⽉を過ごされている間 こちらではいつもどおりの⽣活を送ることになります。この時期になると毎年少し寂しい
気持ちになります・・・ 

名無し様
 先⽇ せっかく温かいコメントをいただいておきながら 難しい質問のことを考えていて すっかりお礼が遅くなっ

てしまいました。本当に申し訳ありませんでした。

Re:ｍｅｇａｍｉ様

2852 選択 ｍｆ 2007-12-07 21:36:23 返信 報告
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ｍｅｇａｍｉさんもこのBBSに掲⽰板を開いたらイランのお話を聞きたいですね

この掲⽰板⾃由につかって下さい私が管理⼈しますほかの皆さん⾃由に使ってください
 http://bbsee.info/m9324#a1

Reｍｅｇａｍｉさん

2853 選択 ｍｆ 2007-12-07 21:51:45 返信 報告

掲⽰板を開いたらいいと思います 前のレスは私が練習で作った掲⽰板です使ってくださいもう寝ますお休みなさい

２５２５動画に

2841 選択 ＊ 2007-12-07 18:38:57 返信 報告

＊ですけど、
 この掲⽰板に初書き込みします。

 いま、２５２５動画で調べてみましたら。
 ＣＷ曲集なるものが、数本でています。

 まだ⾒てはいませんが、⾯⽩いものかもしれません。
 ２５２５動画に登録されている⽅は、⾒る価値あるかも。

（なお、名称とリンクはふせておきます。）

Re:２５２５動画に

2846 選択 stray 2007-12-07 20:20:46 返信 報告

＊さん、はじめまして（ですよね）。

２５２５⾒てきましたが、映像ではなく、アルバム未収録のC/W曲を集めたものでした。
 SgCDをお持ちでない⽅には嬉しいかもしれません。
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情報ありがとうございました。

最近のＺＡＲＤのアレンジに想う

2843 選択 ひげおやじ 2007-12-07 18:52:00 返信 報告

「楽しい話題」ではないので、内容が不適切であれば、お⼿数ですが削除して下さい。また、おかしな論争に発展するのも望
むところではありませんので、万⼀不穏な状況にでもなったならば本当に申し訳ありません。

ここからが本題です。
 『グロリアスマインド』の、レコーディング済みの部分を切った貼ったして完成品⾵に仕上げたやりかたにしても（若しもＣ

Ｄに「未完だった」等の注釈が付いているならば⽌むを得ないかしら）、「beautiful memory」でのリアレンジにしても、
泉⽔さんの意思とは関係ないところで作品をいじる最近のやりかたには、少し悲しみを感じてしまいます。（「Brezza di Ma
re」の選曲と並べ⽅も気に⼊らないのですが、これは単に個⼈的な好みの問題かもしれません。）

 「ＺＡＲＤ作品の参加者全てがＺＡＲＤメンバなのだ」とかなんとかの理屈はあるかもしれませんが、やはり泉⽔さんのセル
フ・プロディース、彼⼥の意⾒を最⼤限尊重するのが真のＺＡＲＤ作品だと想うのですが、如何でしょうか︖

 皆さんの御意⾒は︖ 確かめようも無いけれど、泉⽔さんならば何と⾔うかしら︖

それでもＣＤが出るとフラゲしてまで買ってしまうのは、ＺＡＲＤに⼼底惚れ込んだ者の性（サガ）でしょう︕︕ ⽭盾しい
てる樣だけれど、１１⽇が待ち遠しい。

第５８回ＮＨＫ紅⽩歌合戦 ＺＡＲＤスペシャル企画

2794 選択 ＫＯＨ 2007-12-06 18:24:16 返信 報告

坂井泉⽔さんがＮＨＫ⼤阪ホールから映像出演

２００７年、第５８回紅⽩歌合戦のテーマは、「歌の⼒、歌の絆」です。歌によってつながる⼈々の物語を掘り起こし、歌が
作り出す絆をメッセージしたいと考えています。そこで、ＺＡＲＤスペシャル企画として、今年５⽉に亡くなった坂井泉⽔さ
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んのフィルム＆ライブコンサートを中継し、坂井泉⽔さんの歌声を紅⽩歌合戦で紹介します。

ＺＡＲＤの坂井泉⽔さんは、「負けないで」をはじめ、「揺れる想い」「マイフレンド」など、数々のミリオンヒットをとば
し、９０年代を象徴するアーティストとして不動の地位を築き、今も幅広い世代に⽀持されています。

今回紅⽩では、時代を駆け抜けたアーティストＺＡＲＤ坂井泉⽔さんのスペシャル・トリビュート・ライブを放送します。坂
井泉⽔さんが⼤阪を拠点に⾳楽活動していたということもあり、ＮＨＫ⼤阪ホールから⽣中継でお送りします。ＮＨＫ⼤阪ホ
ールではコンサートのほか、紅⽩歌合戦を５００インチの⼤画⾯でお楽しみいただきます。多くの⼈を励まし続けたＺＡＲＤ
坂井泉⽔さんの素晴らしい歌の⼒を全国の⼈たちにお届けします。

紅⽩歌合戦関連イベント「ＮＨＫ⼤阪ホール⼤晦⽇スペシャル」
 平成１９年１２⽉３１⽇（⽉）開場／午後６時５０分 開演／午後７時２０分

 ＮＨＫ⼤阪ホール（住所︓〒540-8501 ⼤阪市中央区⼤⼿前4丁⽬1番20号）

⼊場申込⽅法 ⼊場無料。

往復はがきで応募形式やって︕

Re:第５８回ＮＨＫ紅⽩歌合戦 ＺＡＲＤスペシャル企画

2795 選択 stray 2007-12-06 18:48:11 返信 報告

これはすごい︕︕︕
 NHKさん、やってくれますね︕

 東スポの記事は何だったんだ︕︕（笑）

KOHさん、ありがと︕

Re:第５８回ＮＨＫ紅⽩歌合戦 ＺＡＲＤスペシャル企画

2796 選択 アネ研 2007-12-06 19:36:53 返信 報告

こんばんは、KOHさんありがとうございます。
 嬉しいですね〜︕

 しかし、「⼤阪を拠点」って、録⾳とパン⼯場ライブのことでしょうか、（笑）
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しかし、中島みゆきさんが紅⽩に出た時に⾔われてましたが、NHKでオリンピック関連の唄をZARDが唄ったのは、
最終的には紅⽩に出るという「⼤いなる企画」があったのでしょうか︖

 PS.所⻑へ 千葉の「東京中⽇スポーツ」に特に記事はありませんでした。

Re:第５８回ＮＨＫ紅⽩歌合戦 ＺＡＲＤスペシャル企画

2797 選択 ＫＯＨ 2007-12-06 19:42:44 返信 報告

 フィルムコンサートは坂井さんが⾳楽活動の拠点として活動していたゆかりの地、⼤阪のＮＨＫ⼤阪ホールで、紅
⽩の⽣中継に合わせて３１⽇午後７時２０分から開催。ＺＡＲＤのバックバンドを務めていたメンバーらが出演、坂
井さんの歌声に合わせて⽣演奏する。⼤型スクリーンには坂井さんの⽣前の未公開映像を流すという。この様⼦を紅
⽩の中継で放送するが、放送時間などは未定。

ということは追悼コンサートと同じ形式で進⾏するんでしょうね〜︕トリビュートって書いてあったんで少し不安が
あったんですけどこれならね︕

 

Re:第５８回ＮＨＫ紅⽩歌合戦 ＺＡＲＤスペシャル企画

2798 選択 stray 2007-12-06 19:51:03 返信 報告

KOHさん、こんばんは。
 Ｚ研が情報発信⼀番乗りみたいですね︕（笑）

元記事をNHKのサイトで確認しました。
 追悼ライブと同じ形式でしょう。BS2で流した「揺れる想い」映像と、

もう１曲何か流れるんじゃないでしょうか、2008ツアーで予定している映像が。
 いやぁ、⼤晦⽇が楽しみですね︕

明朝のワイドショー番組の録画を忘れないように（笑）。
 ⽚っ端から予約しておいて下さいね。

アネ研さん、こんばんは︕
 明⽇の東京中⽇、私の分も買っておいて下さいね︕（笑）
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紅⽩スペシャル・トリビュート・ライブ決定を祝して︕

2799 選択 stray 2007-12-06 19:55:08 返信 報告

Hanaさんへ

すごく嬉しいニュースが⾶び込んできたので、お祝いでアップします（笑）。
ツアパンからのスキャンはこれにて打ち⽌めですからね（笑）。

 とっても素敵な写真集ですので、是⾮お買い求め下さい。

私はこの写真を”へそ出し⼨前ショット”と呼んでいますので、
 Hanaさんの説明がすぐに分かりました。

Re:第５８回ＮＨＫ紅⽩歌合戦 ＺＡＲＤスペシャル企画

2800 選択 Folken 2007-12-06 20:06:42 返信 報告

ＫＯＨさん、ZARD研の皆さん、今晩は。

紅⽩、決まったようですね。私はとてもうれしいです。
 紅⽩に関しては、いろいろ賛否両論あるようですが、いずれにせよ、こうして、TVで取り上げられることは、悪くは

ありますまい︖ZARDを今後も末永く、幅広いかたに知っていただくためにも、私は良いことだと思います。

また、NHKさんの好意、それこそ「ご厚意」に、私は感謝したい気持ちです。６⽉、NHKがクローズアップ現代を３
０分まるまる使って、いち早く特番を組んでくれたこと、私は

 NHKさんの姿勢に、好意を感じたのです。

Re:第５８回ＮＨＫ紅⽩歌合戦 ＺＡＲＤスペシャル企画

2809 選択 stray 2007-12-06 23:09:09 返信 報告

時事通信によると、「ヒット曲メドレー」になるようです。
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ＮＨＫは６⽇、⼤みそかの第５８回紅⽩歌合戦に、今年５⽉に亡くなったＺＡＲＤの坂井泉⽔さんがフィルム出演す
るスペシャル企画を⾏うと発表した。

  ＮＨＫは数年前からＺＡＲＤの紅⽩出場をオファーしており、「チャンスがあれば」と本⼈も前向きだったが、実
現しないままになってしまったという。

  坂井さんが⼤阪を活動の拠点としていたことから、当⽇はＮＨＫ⼤阪ホール（⼤阪市中央区）でフィルム＆ライブ
コンサートを⾏い、⼀部を中継する。未公開映像や、⽣前の歌声をゆかりのミュージシャンによる⽣演奏に乗せるな
どしてヒット曲をメドレーするという。

Folkenさんへ

2810 選択 stray 2007-12-06 23:14:04 返信 報告

こんばんは、嬉しいニュースですね︕

フィルムコンサートに否定的な⼈は、泉⽔さんが⽣き返らないかぎり納得しないでしょう。
 私は、追悼ライブの形式が、今出来る「最善最良」の⽅法だろうと思います。

NHKさんの「ご厚意」と、事務所（少なからず販売戦略もあるとは思うけど）の努⼒に、
 私もとても感謝している⼀⼈です。が、

 ZARD＝「負けないで」は勘弁してほしいのです。

Re:第５８回ＮＨＫ紅⽩歌合戦 ＺＡＲＤスペシャル企画

2814 選択 カーディガン 2007-12-06 23:43:03 返信 報告

ＫＯＨさん、みなさん、こんばんは。
 ＮＨＫでＺＡＲＤが取り上げられるということは、それだけ、ＮＨＫもＺＡＲＤを認めているということだと思いま

す。ただ、過去の経緯があるので、すんなりと、出場決定といかなかったのだと思います。
 遅まきではありましたが、前例を破るべく、努⼒した事務所サイドも評価すべきと考えております。紅⽩での正式な

出場歌⼿とはなりませんでしたが、⼤晦⽇スペシャルとしての特別枠での出場ですが、ファンの拡⼤のためには、プ
ラスになると思います。既存のファンも、喜ぶべき企画であると思います。

 ＺＡＲＤの追悼ライブでは、既存のファン（特にコアなファン）以外は、あまり来ないでしょうが、ＺＡＲＤを知ら
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ない⼈々にＺＡＲＤを知ってもらうためには、このような機会がない限り、なかなか、認知度を上げることは難しい
ですから、貴重な機会となることと思います。

フィルムコンサート以外にほかにできることはないと思います。フィルムコンサートが最善でしょうね。ほかの歌⼿
の⽅で、泉⽔さんほどのものを引き出せれば、ありえるかもしれませんが、現時点で、今後も、ありえないかもしれ
ないですね。ファンは、そんな気持にはなっていないと思います。

Re:第５８回ＮＨＫ紅⽩歌合戦 ＺＡＲＤスペシャル企画

2815 選択 ALIL.1967 2007-12-06 23:47:15 返信 報告

郵便往復はがき（私製のぞく）で抽選となるようですね。
 ⾏ってみたいような。

 ttp://www.nhk.or.jp/osaka/hall/event/zard1231.html
 この↑webにある問い合わせ先ってどういう意味なんでしょうかね。

Re:第５８回ＮＨＫ紅⽩歌合戦 ＺＡＲＤスペシャル企画

2817 選択 xs4ped 2007-12-07 00:06:59 返信 報告

ＫＯＨさん、皆さん、こんばんは。

発表されましたね︕
 NHKに要望メールを送った甲裴があって

 良かったです。（*^_^*）

Re:第５８回ＮＨＫ紅⽩歌合戦 ＺＡＲＤスペシャル企画

2819 選択 GTO 2007-12-07 01:02:39 返信 報告

皆さんこんばんは、
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NHKやってくれるじゃないですか。
もう何年も紅⽩歌合戦を⾒ませんが、今年は⾒てみたいですね。

 でも、紅⽩より当⽇の⼤阪ホールへ⾏ってみたいですね。

明朝のワイドショー番組を期待してます。

Re:第５８回ＮＨＫ紅⽩歌合戦 ＺＡＲＤスペシャル企画

2820 選択 Folken 2007-12-07 01:37:18 返信 報告

strayさんへ

そうですね。ZARD＝「負けないで」というのは、
 まあ、紹介しやすい公式︖ということで⾒ておりましたが、私（私達でよろしい︖）のように、明けても暮れても

 （昼の休憩も︕）聴いておりますと、ZARD楽曲の中の、
 励まし系の曲というのは、魅⼒的な1つの側⾯ではあり、
 ⼤きなカテゴリーなのですが、他にも、聴かせてくれる

 名曲は、⽬⽩押しなのですね。ZARD楽曲のいろいろな
 魅⼒、strayさんの素敵な掲⽰板で、わたしなりにお話できれば、と思います。

と、いうわけで、また紅⽩のニュースに興奮して眠れなくなっています・・・困ったものです。では、また。
 

Re:第５８回ＮＨＫ紅⽩歌合戦 ＺＡＲＤスペシャル企画

2826 選択 ヒツキ 2007-12-07 10:14:10 返信 報告

こんにちは
 昨⽇は先⾛りすぎました（苦笑）

 決定しましたね。
 良かったです。

 最近はＢＩＧニュースが多いですね。

Re:第５８回ＮＨＫ紅⽩歌合戦 ＺＡＲＤスペシャル企画
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2832 選択 Hana 2007-12-07 12:17:01 返信 報告

＞strayさんへ

NHK紅⽩歌合戦ZARDスペシャル企画として編集してくださって有り難うございました。

ツアーパンフレットによる画像以来は、今回を持って⽌めさせて頂くことにしました。あまりツアーによる写真の依
頼すると、アーティストの事務所を及び、著作権も含まれていることですしね(汗)

ほんとにほんとに感謝してます。
 坂井さんの写真は素敵な写真がいっぱいあって⽬移りします(笑)。

今年はテレビや発売が続々あって楽しみがまた増えましたね︕
 ZARD、紅⽩初出場、おめでとうございます︕

 天国でご⾃分の反映されるところをご覧になっているのではないでしょうか。
 

Re:第５８回ＮＨＫ紅⽩歌合戦 ＺＡＲＤスペシャル企画

2835 選択 MOON 2007-12-07 13:52:22 返信 報告

KOHさん

はじめましてMOONです。
 紅⽩出場に本当にうれしく思います。

NHKからも正当な評価をして貰いましたね。
 NHKホールですので⾳響にはフェス程ではないですが⾳響設備は整っているので良い⾳、きれいな画像で届けてくれ

ることでしょう。

⼤晦⽇を静かに待ちたいと思います。
 良いニュースを続けて⽬にする事が出来てよかったです。

Re:第５８回ＮＨＫ紅⽩歌合戦 ＺＡＲＤスペシャル企画

2839 選択 ｍｆ 2007-12-07 18:37:59 返信 報告
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紅⽩出場今から胸がわくわくしますどんな映像が⾒られるたのしみです ⾮公開の映像を楽しみにしています
普通は紅⽩は⾒ないのですが今年は⾒ようと思います

【所⻑賞】 pine 殿

2829 選択 stray 2007-12-07 11:26:34 返信 報告

         所 ⻑ 賞

pine 殿 

貴殿は「⼤丸CM」を⾒逃すことなく
 ZARD最⼤の“謎”のひとつであるウェディングドレス 

 写真の撮影場所特定に多⼤な貢献をなされました

よってその功績にたいして所⻑賞を贈り、 
 ここに深く敬意と感謝の意を表します

               2007年12⽉7⽇ 
                ZARD研究所 

                所⻑ stray 

おめでとうございます︕ 
 副賞として、100M以下の映像・⾳楽ファイルを差し上げます。

 上の「問い合せ」から、ご希望の映像・⾳楽ファイルをお知らせ下さい。
 何でも持ってるわけでありませんので（笑）、第３希望までお書きいただければ幸いです。

この度のご貢献に、改めて感謝申し上げます。
 どうもありがとうございました︕︕

祝受賞

2831 選択 アネ研 2007-12-07 12:02:21 返信 報告
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発⾒も⽇夜ZARD研究にいそしんでいらした賜物と思いますし、発表も本研究所に投稿してくださったことに、わた
くしからも改めて感謝いたします。おめでとうございます。

Re:【所⻑賞】 pine 殿

2837 選択 pine 2007-12-07 15:05:05 返信 報告

＞stray所⻑様
 ただの偶然で、何の努⼒もせず、おいしいところを横から「ひょいっ」と持って⾏ってしまった私に、このような賞

を贈って下さり、恐縮です。
 ⽴派な賞状まで作っていただいて…本当にありがとうございます。印刷して宝物にします（笑）

 賞状を頂くなんて何⼗年ぶり︕︖のことなので、⼤感激です︕︕

副賞の件、あつかましいですが遠慮なく頂戴したいと思います。
 こんな機会⼆度とないでしょうから…(笑)

 熟考して、後程メールさせていただきます。

ありがとうございました。m(_ _)m

＞アネ研様
 ⼤捜索が実を結び、おめでとうございます。アネ研さんのご苦労を考えると、頭が下がります。

 私はまだ「研究」の域には達しておりませんが、今後もZARD学の勉強にいそしんでいきたいと思います。
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. オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [2827]【所⻑賞】 アネ研 殿(1) [2801]アネ研さんへ︕(2) [2740]ウェディング姿の泉⽔さん(24) [2687]イランで拝⾒さ
せていただいております(18) [2784]紅⽩情報（東スポ記事）(6) [2788](無題)(2) [2756]「世界中の誰よりきっと」って(6) [2
700]クローズアップ現代再放送(7) [2734]WEZARD更新12/4 ⽇本テレビ 1億3000万⼈が選ぶ︕ベスト アーティスト2007(2) [27
69]携帯からも閲覧できるようになりました。(0)

新しい話題を投稿する

« 31 30 29 28 27 26 25 24 23 »

【所⻑賞】 アネ研 殿

2827 選択 stray 2007-12-07 11:18:21 返信 報告

         所 ⻑ 賞

アネ研 殿

貴殿は⼗津川警部ばりの執念ある聞き込み捜査によって
 ZARD最⼤の“謎”のひとつであるウェディングドレス

 写真の撮影場所を⾒事に突きとめました

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧
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よってその功績にたいして所⻑賞を贈り、
ここに深く敬意と感謝の意を表します

               2007年12⽉7⽇
                ZARD研究所

                所⻑ stray

おめでとうございます︕
 所員なので副賞はありません（笑）。

この記念すべき⽇に感謝︕

2833 選択 アネ研 2007-12-07 12:21:58 返信 報告

あらためて協⼒の素晴らしさをひしひし、感じております。(涙)今後もさらにZARD研究に励みたいと思います。どう
もありがとうございます。

アネ研さんへ︕

2801 選択 stray 2007-12-06 20:12:50 返信 報告

Gackt、知ってます︖NHKの上杉謙信です（笑）。

そのGacktさんも、PVなのかジャケ写なのか知りませんが、
 例のスタジオで撮影していました。

「CDでーた」2005/5⽉号ですが、なんと、隣のページがZARDなんです（笑）。

Re:アネ研さんへ︕
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2821 選択 アネ研 2007-12-07 02:47:40 返信 報告

こんばんは、凄い︕
 泉⽔さんと中川晃教さんとGactさんはなにかが共通なのかもしれませんね︖取材した近所の⼈も平⽇はほぼ毎⽇撮影

してるって⾔ってましたから、探せばたくさんありそうですね。調査しましょう︕
 しかし、隣がZARDとはですねっ︕

Re:アネ研さんへ︕

2825 選択 GTO 2007-12-07 04:30:56 返信 報告

strayさん、アネ研さん、こんばんは。

調査ご苦労様でした。

Gacktさんの写真はNOIRの外壁ですよね。

BLANCの室内からそれらしい⽊が⾒えたので、「ハートに⽕をつけて」のスティルの撮影はBLANCで⾏い、
 パーティーの撮影はここの中庭で⾏ったんじゃないかな、なんて思いましたが、ここには中庭はないんですね。

 それに、窓は室内に作ったセット⽤ではなく、また例のベッドは常設ですね。

場所を明かすことになるので詳細は書きませんが、お⼆⽅でしたらこの記事内容は分かりますよね。

ウェディング姿の泉⽔さん

2740 選択 pine 2007-12-05 09:31:14 返信 報告

strayさん、zard研究所の皆様 はじめまして。
 素晴しいGalleryと楽しい掲⽰板を拝⾒しに、ちょくちょく訪問させていただいています。

 今回初めて投稿させていただくのですが、以前こちらの掲⽰板で話題になっていた「ウェディング姿の泉⽔さん」の撮影場所
のことで、参考になればと思い投稿させていただきます。

 昨⽇何気なくTVを⾒ていると流れていた「⼤丸」のCM。あの写真の場所︕︖ それから、「⼤丸」のHPから探していくと⾒
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つかりました。⼤丸・松坂屋のキャンペーンソングになっている、中川晃教さんの「終わらないクリスマス」のPVの撮影場所
が、間違いなくウエディング姿の泉⽔さんの写真と同じ場所です︕︕ 逆アングルですが、ベット・窓・電灯まさしくそのも
のです。

 屋外で撮影されたものも映っていますが、以前アネ研さんが#2484でアップされている写真とよく似ているような気がしま
す。

 撮影場所がどこか︖ということまではわかりませんが、参考になればと思い書き込みさせていただきました。

http://www.owakuri.com/

Re:ウェディング姿の泉⽔さん

2743 選択 ALIL.1967 2007-12-05 10:59:44 返信 報告

pineさん初めまして
 中川晃教【終らないクリスマス】OFFICIA L PV

 情報ありがとうございます。youtubeの⽅で⾒ました。この中川さんのPVの4:18にある窓枠のかたちが『ハートに⽕
をつけて』の、港をバックに窓と左を向いている坂井泉⽔さんのシーンの窓枠と同じかたちをしていますね。それに
さびかかった⽩いベットも同じような感じです。

研究所の皆さんその他の点はどうでしょう︖

⼤・⼤・⼤スクープです︕︕︕

2745 選択 stray 2007-12-05 11:54:11 返信 報告

pineさん、はじめまして︕
 素晴らしい情報ありがとうございます、⼤・⼤・⼤スクープですよ︕︕︕

あのベッドがそのまんまあるじゃないですか︕
 アネ研さんが特定した例の建物に間違いありません。

 外のアール窓と形状が違うため、保留にしていましたが、
 スタジオの中に別のアール窓があって、隣の部屋から疑似太陽光を当てて撮影してるので

しょう。
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100%ここで間違いありません︕︕︕

場所は判っています。（⽊更津市内）
 公開するかどうかは、Z研緊急会議を開いて決めますので、少々お待ち下さい。

いやぁ、興奮が収まりません（笑）。

Re:ウェディング姿の泉⽔さん

2748 選択 ヒツキ 2007-12-05 12:52:00 返信 報告

ｐｉｎｅさん、皆さんこんにちは
 ｐｉｎｅさん貴重な情報ありがとうございます。

 youtubeを⾒ました。
 窓の形と格⼦。

 ベッドの形。
 窓とベッドの位置。

 恐ろしいほど⼀致していますね。
 外観も同じ建物なら以前アネ研さんが⾒つけた場所ですね。

 もう⼀つ、⼀致するものとして置き場所は違いますがベンチも同じデザインです。
 きっとこの場所でしょうね。

 

ALIL.1967さんへ

2749 選択 stray 2007-12-05 12:56:22 返信 報告

こんにちは、ついに判明しましたね︕ 
 Z研を開設してよかったと、⼼の底から喜びが湧いてきて、 

 少々興奮しております（笑）。 
  

ALIL.1967さんからのご指摘で気づいたのですが、 
 「ハート…」PVに、建物の外窓が映ってますね︕ 
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> 港をバックに窓と左を向いている坂井泉⽔さんのシーンの窓枠と同じかたちをしていますね。 
この部分だと分かりづらいので、別シーンをキャプしました。 

 PVをじっくり⾒ていれば、アネ研さんの写真で、”ここだ︕”と  
 断定できたんです。

アネ研さん、保留扱いにしてごめんなさい。
 でも、私は”プンプン匂う”と⾔いましたよね（笑）。

Re:ウェディング姿の泉⽔さん

2750 選択 Ｔ２８ 2007-12-05 13:18:20 返信 報告

pineさん、はじめまして。みなさん、こんにちは。

pineさん、すごい情報をありがとうございます。
 なかなか進展がみられなかったので、ものすこく助かります。

中川晃教さんの「終わらないクリスマス」のPVを撮影した製作会社関係者のブログに、
 アネ研さんが調査した場所と合致する情報がありましたので、⼀応ご報告します。

http://www.microdream.jp/blog/2007/10/post_99.html
 10/4に次の撮影のロケハンに⽊更津に⾏ったようです。

http://www.microdream.jp/blog/2007/10/post_110.html
 10/29に中川晃教さんの「終らないクリスマス」のＰＶが完成。

http://blog.owakuri.com/?eid=19263
 11/27の中川晃教さんのブログです。「終らないクリスマス」PVの1シーンがあります。

 

ウェディング姿の泉⽔さんって素敵

2754 選択 GTO 2007-12-05 14:35:07 返信 報告

よく⾒つけましたね。
 ご指摘の映像を⾒ると、これはスタジオの中のセットですね。
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スケールで騙されちゃったんですね。
私は写真と関係者の話でしか知りませんが、

 うちの近所にもこんな施設があります。
 そこは全天候、全地域型といいますか、
 そこの写真を⾒ると完全にヴァーチャルですよ、

 広い倉庫の中に張りぼてが並んでます。

でも、今回この施設が⽊更津にあったことと、
 千葉テレビとビーイング絡みの話は別物ではないでしょうか︖

 仮にあったとしても、参考程度では︖

しかし、疑惑発覚前に⽊更津を「最重要疑惑都市」に指定していたとは、Z研恐るべし︕

また雪の予報です。
 私の腰はどうなるんでしょう...︖

Re:ウェディング姿の泉⽔さん

2755 選択 xs4ped 2007-12-05 15:38:24 返信 報告

pineさん、はじめまして。

終らないクリスマスのPV⾒ました。
 よく⾒つけましたね。ほぼ間違いなさそうですね︖

これからも宜しくお願いします。

神様、仏様、pine様

2757 選択 アネ研 2007-12-05 17:47:23 返信 報告

はじめまして、アネ研です。（嬉）
 ありがとうございます。超嬉しいです。（笑）

 しかし、あの上部が半円のサッシは建物内のサッシだったんですね。あれでは永遠の謎になりそうでした。
 例のベットが写っててよかったです。pineさんのおかげて迷宮⼊りにならずにすみました。本当にありがとうござい
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ました。
pvを載せときます。

 http://jp.youtube.com/watch?v=7B0HbeawieA

Re:ウェディング姿の泉⽔さん

2758 選択 DOMINGO 2007-12-05 18:57:10 返信 報告

pineさん、はじめまして。皆さん、こんばんは。
 映像チェックしてみました。これは確定ですね〜＾＾／

 pineさん、情報ありがとうございました＾＾

場所は⾮公開とします

2760 選択 stray 2007-12-05 19:40:14 返信 報告

皆さん、こんばんは。
 私のパソコンも⼤興奮しちゃったたしく、#2745投稿後にフリーズして、

 うんともすんとも⾔わなくなり、OSがぶっ⾶んでしまいました（笑）。
 ようやくリカバリー復旧したところです。

まず、このスレの話が⾒えない⽅は、こちらをお読み下さい。
 http://bbsee.info/straylove/id2484.html

アネ研さんの⼤⼿柄に思えたのですが、外窓がウェディングドレス写真の窓と形状が違っていました。
燦燦と⽇差しが差し込んでいるので、てっきり外窓だと思い込んでしまったのです。

 スタジオ内のセットの⼀部だったとは…。

で、このスタジオの場所ですが、Ｚ研は番地まで把握していますが、
 ⼤勢のファンが押しかけるような事態を招くのは、Ｚ研の本意でありませんので、

 公開しないことにします。決定的なヒントがスレの中に記されていますので、
 どうしても⾒たい⽅は、ご⾃分で調査なさって下さい。

 現地に赴く際は、スタジオをはじめ近隣へのご迷惑にならぬような⾏動をお願いするものです。
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Re:ウェディング姿の泉⽔さん

2761 選択 Folken 2007-12-05 19:49:57 返信 報告

pineさん、ZARD研の皆さん今晩は。

これはこれは、私も驚きです。

じっとPVを⾒ておりますと・・・
 ここでしたか。ベッドの錆つき具合、窓、

 まさに、「この場所」ではないでしょうか。
 いやはや、皆さんの研究恐るべしですね。

 pineさんへ、
 よく気がつきましたね。私は中川さんのこと、

 まったく存じ上げないのですが、「⼤丸」のCMですか︖
 そこから派⽣して気がつくとは、凄いですね。

 アネ研さんへ、
 先⽇の調査、私も拝⾒しましたよ。お疲れ様でした。

Re:ウェディング姿の泉⽔さん

2762 選択 stray 2007-12-05 19:51:49 返信 報告

ALIL.1967さんへ
 興奮してキャプ画をアップするのを忘れてしまいました（笑）。

このシーンのほうが分かり易いかと思います。

GTOさん、こんばんは。
千葉テレビおよびビーイングとの関連は、まだ判明しておりません。

 分かり次第発表しますので。
 Le Port 写真集のクレジットに、撮影地は「Kisaradu」と書いてあるのです。

 いくらＺ研でも、⽇本中から⽊更津に絞り込むのは無理です（笑）。

なお、PVの撮影地は別所で、泉⽔さんはそのロケに参加していない、と考えています。
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Re:ウェディング姿の泉⽔さん

2772 選択 stray 2007-12-05 22:42:22 返信 報告

中川晃教「終らないクリスマス」のYouTube映像を、
 Ｚ研「映像資料館」に収蔵しました。

 同じページに「ハートに⽕をつけて」PVの映像も貼る予定です。

Re:ウェディング姿の泉⽔さん

2774 選択 ALIL.1967 2007-12-05 23:36:34 返信 報告

午前中書いたシーンです。

#2487 の写真をクリックして拡⼤すると，左側のまどの外にツタのようなものが，右の
まどのそとに樹が何本か⾒えてしかも光が差し込んでますね。この窓の外がすぐに庭にな
っているような印象が有ります（外窓という構造になっているとは）。 実際は樹は植⽊鉢
に植えてある，といったところなんでしょうか。

Re:ウェディング姿の泉⽔さん

2776 選択 pine 2007-12-05 23:50:35 返信 報告

こんばんは

皆さんの書き込みを拝⾒していて、昨⽇CMを⾒たときの興奮がまた蘇ってきました。こんなに喜んでいただけるなん
て(涙…)。皆様のお⼒になれて嬉しいですっ︕

今⽇もまた同じ時間に、例のCMを⾒ようと思って同時刻にスタンバイしていたのですが、今⽇は流れませんでした。
おそらく…。本当にラッキーでした。

 とはいえ、やはりアネ研さんの⼤調査の賜物です。ご苦労が報われて良かったです。

泉⽔さんがいらっしゃった場所の空気に触れてみたいですが、私は関⻄在住で⽊更津へは⾏けないので、Googleで探
索に出かけたいと思います。(笑)
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Re:ウェディング姿の泉⽔さん

2777 選択 ALIL.1967 2007-12-06 00:00:08 返信 報告

所⻑さんへ
  所⻑さんのアップしてくれた#2762の写真のイヤリングと#2774のイヤリング同じみたいですね。

pineさんへ
  今⽇も、『直進品川⽇本橋，右アクアライン』という道路標識を眺めながら帰宅してきちゃいました（何度も出て

くるんです）。なかなか⾏けないんですよ。アクアラインという東京湾のトンネルをくぐると⽊更津はすぐそこなん
ですが．．．ちなみに通勤時間帯etc割引で通⾏料1500円になってます。

Re:ウェディング姿の泉⽔さん

2778 選択 カーディガン 2007-12-06 00:17:50 返信 報告

pineさん、こんばんは。
 貴重な情報をありがとうございました。

 私も⽊更津で調査した⼀⼈です。でも、みごとに、空振りに終わりました。その後、アネ研さんが、再調査をしてく
れました。私は、ここ︖という感じでしたが、まったく、外と中では全然違いますね。なんか、意外でした。もっと
素敵なところだと思っていたものですから。

 なにはともあれ、ご協⼒ありがとうございましたm(__)m
 また、こちらの掲⽰板でお話してください。

 それでは(^_-)-☆(^.^)/~~~!(^^)!

ALIL.1967さんへ

2779 選択 pine 2007-12-06 00:20:43 返信 報告

⽊更津といえば、昔、明⽯家さんまさん主演の「男⼥７⼈夏物語」でさんまさんが⽊更津と川崎︖のフェリーで通勤
していたという記憶がありますが、今は東京湾をくぐるそんなすごいトンネルがあるのですね。でも通勤割で1500円
は⾼い…
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話がそれてすみません m(_ _)m

Re:ウェディング姿の泉⽔さん

2782 選択 pine 2007-12-06 00:57:03 返信 報告

カーディガンさんへ こんばんは
 カーディガンさんが⽊更津調査第1弾だったのですね。以前のスレをちゃんと読んでなかったみたいですみません。

 ZARDのファンの⽅は⾏動⼒がありますね。それだけ泉⽔さんを愛しているってことでしょうね。

泉⽔さんの写真は、錆びたベットだし、ちょっと淋しいイメージを持っていたのですが、「終わらないクリスマス」
のPVで⾒た感じでは清潔感もあり、部屋も広そうで、⾔葉が変ですが、少しほっとした気持ちです。

＞また、こちらの掲⽰板でお話してください。 
 私、ZARD初⼼者で、掲⽰板を読ませていただくだけで楽しいのですが、機会があればまた参加させていただきたい

と思いますので、よろしくお願いします。(^0^)/
 

Re:ウェディング姿の泉⽔さん

2802 選択 かず 2007-12-06 20:36:30 返信 報告

みなさん、はじめまして︕＆こんばんは
 ⽊更津⼈のかずと申します

ハートに⽕をつけてのＰＶとかいろいろ話は
 聞いていましたが、このスレ⾒て実感わいてきました。

ドレス姿の泉⽔さんの撮影の場所は
 今度の⼟⽇に探してきます。

かずさんへ

2805 選択 stray 2007-12-06 21:10:37 返信 報告
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こんばんは、お久しぶりです︕
前々から捜索しておられたかずさんを差し置いて、Ｚ研が先に突き⽌めてしまいました。

 かずさんにはどうにかしてお知らせしたかったのですが、Ｚ板に書くのも気が引け、
 ここをご覧になっていればいいなあ、と思っておりました。

かずさんには場所の詳細をお知らせしますので、上の「問い合せ」からご連絡下さい。

ウェディングドレス写真と、PVの撮影地は、たぶん別なのだと思います。
 芸能界の隠れ家的なスタジオみたいですね。

 

随喜の涙が・・・

2806 選択 かず 2007-12-06 21:52:10 返信 報告

ｓｔｒａｙさん、ありがとうございます
 先ほど、送信しました。

ハートに⽕をつけてのＰＶに関しては
 ヤフーの地図から航空写真でも探しましたが

 それらしき中庭の教会って⾒つかりませんでした。
 残念です。

Re:話が変わりますがすいませんが表⽰が変わりましたね

2807 選択 ｍｆ 2007-12-06 22:59:51 返信 報告

表⽰のされ⽅がかわったようですが何かありましたか
 今の表⽰のほうがインパクトが強いですね ⾒やすいですね

かずさんへ

2808 選択 stray 2007-12-06 23:07:58 返信 報告
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メールが届きません。
お⼿数ですが、もう⼀度「問い合せ」から送信願えませんでしょうか。

イランで拝⾒させていただいております

2687 選択 ｍｅｇａｍｉ 2007-12-02 23:19:07 返信 報告

はじめまして megamiと申します。

私は ⼥性の歌が禁⽌されているイランで ＺＡＲＤの曲を毎⽇聴いております。
⾒つかると没収されてしまうので 通報されないよう⾳量には細⼼の注意を払っております。

⼊国する時 万が⼀ 荷物検査で⾒つかっても没収されるものが⼀つだけで済むように 何ヶ所かに分けて持ってきたものな
ので

 ⼀つ⼀つをとても⼤切にしております。
 突然の停電がありますので ずっと聴いていたくても なかなか思うようにはいきませんが・・・

イランの公⽤語のペルシア語ではＺＡＲＤは⻩⾊を表します。
 （最初の「ザ」だけを強く発⾳して『ザールド』と読みます）

こちらのサイトを拝⾒させていただくと 私の知らなかった泉⽔さんに出会えて嬉しいことと お集まりの皆様のお⼼遣いが
素晴らしくて 私の⼼も温かくなります。

 悲しみも苦しみも ご⼀緒に乗り越えていらっしゃるのですね︕

⼀⾔も⽇本語を話さない⽇々が続いた時 どうしても⽇本語の優しい響きに触れたいという気持ちになり こちらを拝⾒して
元気をいただいております。

これからどうかよろしくお願い致します。

追伸 stray様 この度の投稿の不具合に関しまして 何度もご丁寧に対応していただき本当にありがとうございました。⼤変
お世話になりました︕︕

megamiさん、イランからようこそ︕

https://bbsee.info/straylove/id/2687.html
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2690 選択 stray 2007-12-03 07:38:29 返信 報告

おはようございます（⽇本は朝7:30です）。
 ようやく投稿できましたね︕おめでとうございます（笑）。

 「Mozilla Firefox 2」で解決ですか︖

そうですか、イランでは⼥性の歌が禁⽌なのですか。すると、
 外に出るときは、外国⼈もベールを被らなきゃいけないんでしょうか。

ネット時代（イランでも）ですから、各種ホームページでZARDを聴くこともできますし、
 ここで配信しているPV等も、パソコンにイヤホンを差し込んで、

 こっそり視聴していただければ幸いです（笑）。

ご丁寧なご挨拶どうもありがとうございました。
 今後ともＺ研をどうぞご贔屓に︕

ありがとうございます︕

2693 選択 ｍｅｇａｍｉ 2007-12-03 12:40:57 返信 報告

ｓｔｒａｙ様 （イランは現在 朝の７︓００です）
 おすすめの⽅でやっと解決できました。いろいろお⼿数をお掛け致しました・・・最初から優しく対応して下さり 

感激しておりました。本当にありがとうございます。

⼥性は顔と⼿の先だけしか出してはいけないので おっしゃるとおり 外出する時はベールを被っております。

これからもどうぞよろしくお願い致します。

Z研はworldwideですね

2695 選択 GTO 2007-12-03 14:58:38 返信 報告

strayさん、所員の皆様こんにちは。
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先ずは遅ればせながら、博物館開館おめでとうございます。
いやー、いろいろやってくれますね、益々⽬が離せなくなるじゃないですか︕...。

megamiさんのコメントのように、Z研は今やworldwideですね。

どうでもいい事なんですが、megamiさんのコメントを読んで、私⾃⾝に発⾒した事がありました。
 ５⽉に泉⽔さんが亡くなるまで、永遠のサビ部分は聞いたことはありましたが、不覚にもzardを知らかったことは前

にも書いたと思います。
 ２、３回しか聞いたことはないのに、その時の永遠のサビの部分の歌詞は頭の⽚隅にずっと残ってました。

 それから現在まで、泉⽔さんの曲を聴いてる⾃分がいるとは...、⾃分で⾃分に驚いています。
 なぜって、いまでも⽇本の⼥性ボーカルって好きじゃないんです。

 J popsは皆⼦供だし、歌詞が解るだけに、聞いててつらいものがあります。
 でも、泉⽔さんの場合、⾃分でもなぜなんだろうって、⾃問⾃答してましたが...。

 megamiさんの「⽇本語の優しい響きに触れたい」...、そうなんですよね。（megamiさんはZ研BBSに対してです
が）

 私にとって泉⽔さん、zardって「⽇本語の優しい響き、そして、⽇本語である⽇本語」なんですよ。
だから、泉⽔さんの詩は、他のmusicianでは感じない、私に解る⽇本語なんですね。

stray所⻑、⾃分ではこんな事⼤発⾒だったんですが、そろそろワインが⼀本空になったようです。
 明⽇⾒直して、⾃分で⾃分の⽂が解らないようでしたら削除します。

 その時は所⻑ゴメンね。

私はカラオケは不得意ですが、忘年会をやりたいですね

Re:megamiさんへ

2702 選択 ｍｆ 2007-12-03 21:28:16 返信 報告

はじめましてよろしくお願いします イランからですか遠くにおられるんですね ⾯⽩い話をいろいろ教えて下さい

megamiさんへ

2704 選択 アネ研 2007-12-03 22:43:31 返信 報告
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はじめまして、こんばんは、アネ研といいます。
⼤変な環境の中お疲れさまです。しらなっかたお話ありがとうございます。

 もしもですが、現地の⼈と親しくなって、地下でZARDの曲を聴く機会があったら、つかみで松本さんとの｢異邦⼈」
をお勧めします。そして、どっぷり泉⽔さんファンにしてくださいね。

 またの登場お待ちしています。

GTOさんへ

2705 選択 stray 2007-12-03 22:51:02 返信 報告

こんばんは、８割⽅理解できました（笑）。
 泉⽔さんの歌は＝「⽇本語の優しい響き」わかります、わかります。

 加えて、⾃⼰主張がないところがいいんだと思います。
 尾崎豊、⻑渕剛、椎名林檎などの対極に在るというか…。

私は「詞」を理解できない早⼝な歌や洋楽は、よほどメロディに惚れない限り聴きません。
 やはり、詞が⼤事ですね。琴線に触れるものがないと共感できませんから。

明⽇読み直して削除しないで下さいよ、私のレスが浮いちゃいますから（笑）。
 

Re:megami様へ

2706 選択 ｍｆ 2007-12-03 23:28:22 返信 報告

megamiさんはこのサイトヒロイン誕⽣ですね楽しく過ごせたらうれしいです ２ｃｈ２などのよくない掲⽰板には
書かないようにこの掲⽰板にいてください

 ⼥性の⽅ですよね 坂井さんに似ているのでは そんなきがしたのです少し遠くから写した写真みたいです    

strayさんへ

2707 選択 GTO 2007-12-04 00:48:32 返信 報告

strayさん、所員の皆様、こんばんは。
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横っちょに逸れたレス、失礼しました。
megamiさんのスレを、泉⽔さんの曲を聴きながら拝⾒してましたら、⿐の奥がツンッとしてしまい、⻑々と取り留
めの無いことを書いてしまいました。

strayさんの「８割⽅理解できました」に恐縮です。
 私には９割理解できましたので、板汚しですが、置かせていただきます。

宗教、国、習慣等によって様々な決め事があるんですね。

外は雪が降っています・・・

2708 選択 ｍｅｇａｍｉ 2007-12-04 02:33:29 返信 報告

こんばんは（イランは ただいま３⽇ＰＭ９︓００です。）
 思いがけず 歓迎のお⾔葉をいただき 感激しております。
 どうもありがとうございました︕

ＧＴＯ様 私もＺＡＲＤの歌を聴き続けて飽きないのは 優しい⽇本語の響きが魅⼒的だからと思います。⽇本に住
んでいた時は 洋楽も聴いておりましたが、離れてからはＺＡＲＤ⼀筋です︕

アネ研様 ⽇本語に興味のある⽅を⾒つけましたら 必ずお勧めの「異邦⼈」で泉⽔さんファンを⼀⼈ずつ増やして
いきたいと思います。ありがとうございます。

ｍｆ様 蒲池幸⼦さんに似ていると⾔っていただくことはありますが、残念ながら泉⽔さんに似ていると⾔われたこ
とはありません。すみません。

こんにちはmegamiさん

2710 選択 GTO 2007-12-04 04:43:04 返信 報告

こんにちはmegamiさん、

私の「横っちょに逸れたレス」にコメントをいただき、ありがとうございます。
 イラン＝ペルシャ湾＝冬は穏やか、と思ってたのが私の浅学。

 「外は雪が降っています・・・」のタイトルにwikipediaを⾒たら、
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イラン⻄部の⾼地では冬には豪雪の厳しい季節となるとあり、
場所により気候はかなり違うんですね。

私の地⽅も昨⽇は雪でした。
 雪掻きで腰が...。

イランといえば松本清張

2717 選択 stray 2007-12-04 12:24:06 返信 報告

ｍｅｇａｍｉさん、こんにちは。
 私のところも今⽇は雪模様です。今年は⼤雪の予感がします（笑）。

 イランでもNHK紅⽩歌合戦は放送されるのでしょうか︖
 今年の紅⽩は（ZARDに関して）何かありそうな気配が漂ってます。

私の中で、イランといえば”松本清張”です。
 ⽇本の古代史にも造詣が深かった清張先⽣は、

 ⾶⿃時代の⽇本にペルシャ⼈が渡来していたとする説を提唱し、
 「猿⽯」「酒船⽯」「益⽥岩船」などの建造物と、ゾロアスター教との関連性を実証すべく、

 何度かイランを訪れています。

私も古代史（とくに天智〜⻫明にかけて）に興味があって、その関連で清張先⽣の説を知りました。

「推理⼩説」「古代史」「ZARD」・・・”謎解きの⾯⽩さ”という意味で、私の中では共通項なのです。

松本清張⽒のイラン関連本
 『⽕の路』（⽂春⽂庫）

 『ペルセポリスから⾶⿃へ』（NHK出版教会）
 『古代史私注』（講談社⽂庫）

ｓｔｒａｙ様 ＧＴＯ様

2723 選択 ｍｅｇａｍｉ 2007-12-04 17:21:58 返信 報告
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ｓｔｒａｙ様
松本清張のお話をありがとうございました。数年後になると思いますが、帰国した時必ずチェックさせていただきま
す。楽しみになりました。

 いつも泉⽔さんの画像をご覧になって いつのものかすぐに判ってコンピューターのように素晴らしいと思っており
ましたが、イランというキーワードだけで⽂学や歴史の⽅にもご興味があると伺って さらにその思いが強くなりま
した︕︕

紅⽩歌合戦ですが、こちらでは残念ながら観られません。
 でも泉⽔さんからの⼀⾔⼀⾔のメッセージが多くの⽅達の⼼に届くようにイランから祈っております。

毎⽇お忙しいと思いますが どうぞお⾝体には⼗分お気をつけ下さい。

ＧＴＯ様
 勝⼿にコメントさせていただいたことに対して わざわざメッセージをいただきありがとうございました。

雪掻きは想像以上に⼤変と聞きますので どうかお⾝体を労わってあげて下さい。

⼈はあまりにも偉⼤な⽅に対して お元気なうちは正しい評価ができないものなのでしょうね。泉⽔さんは本当に素
晴らしい芸術家だったのだと思います。

 ＧＴＯさんは 泉⽔さんが亡くなられてからＺＡＲＤの曲を聴かれているそうですね。私は⽇本語から隔離されてか
ら特にです。

 特別なきっかけがあって ⼼の奥に届くのでしょう。

ワインを飲みながら書かれたメッセージに 私はとても共感致しました。 
 

Re:こんばんはｍｅｇａｍｉさんへ

2724 選択 名無し 2007-12-04 19:20:34 返信 報告

すごくいい投稿ですね⽂章より知性と上品さを感じます
 この掲⽰板に誘導したものです体の具合がよくないと書かれてましたがよくなりましたか今後ともよろしく

名無し様

2736 選択 ｍｅｇａｍｉ 2007-12-05 00:24:04 返信 報告
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いろいろ教えていただき ありがとうございました。
これからもよろしくお願い致します。

こちらでは 本当にたくさんの泉⽔さんと出会えて 最新の情報が分かるので 夢のような気分です。

⾵邪の⽅ですが おかげさまで治りました。

寒い時期ですので 名無しさんもどうぞお⾝体には⼗分お気をつけ下さい。
 

Re:イランで拝⾒させていただいております

2738 選択 xs4ped 2007-12-05 03:02:51 返信 報告

ｍｅｇａｍｉさん、はじめまして。

イランの季節は今なんですか︖
 アフガニスタンとイラクに挟まれて治安のほうは、

 ⼤丈夫ですか︖

⼜、⼤統領がアメリカ敵視の発⾔をしましたが、
 国内情勢はどうでしょうか︖

これからもよろしくお願い致します。

はじめましてｘｓ４ｐｅｄ様

2739 選択 ｍｅｇａｍｉ 2007-12-05 05:44:37 返信 報告

難しいご質問をありがとうございます。
これからよろしくお願い致します。

季節ですが イランにも四季があり⽇本と同じ冬です。湿度が年中１５％程度で乾燥している事が違うだけです。

国内情勢についてですが、⽣活する上で問題は起きておりません。イラク アフガニスタン パキスタンの国境付近
には 現地の⽅も近寄らない危険地域に指定されてます。
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こちらは⽇本と違い 禁⽌されているものが多いです。（例えば お酒 豚⾁ ⼥性の服装や歌 衛星放送など）
普通の警察と秘密警察と徴兵されている兵隊で街を常に巡回して⾒張られているような感じです。

イランの国⺠は『強いものに対しては強く』『弱いものに対しては優しく』という特徴があります。その点が⽇本⼈
と⼤きく違う所ではないでしょうか︖⾎液型はＯ型の⽅が多いようです。話してみると気さくでおもしろいです。少
し⻑い休⽇があると、⾶⾏機で１時間かけて「ドバイ」で息抜きをする⼈が多いようです。

このような感じですが「住めば都」で慣れてくると意外と快適なのです。⼈間って不思議ですね︕
 

Reｍｅｇａｍｉ様へ

2767 選択 ｍｆ 2007-12-05 20:55:51 返信 報告

こんばんは mfです先ほど仕事が終わって帰って来ました⽇本とイランでは6時間ほど時差があるのでそちらはまだ
明るいですね イランは暑いというイメージがあるのですが

 寒いのですね︖ １２/２からの投稿がづうっと気になっています イランの物価は⽇本と⽐べてどうですか︖聞きた
いことは沢⼭あります イランの⾵景でも写真で⾒たいなと思います投稿期待しています 蒲池幸⼦さんに似ている
のならすごく美しいかたと思います

  明⽇も早いので今⽇は寝ますお休みなさい 

Re: Reｍｅｇａｍｉ様へ

2804 選択 ｍｆ 2007-12-06 20:53:48 返信 報告

お正⽉は ⽇本に帰ってこられるのですか︖
イランで⼀⼈で暮らしているとホームシックなんか起きませんか イランにいっているとしたら⼤企業のキャリアウ
ーマンというイメージがありますどんなお仕事をしているのかさしさわりがないぐらいに教えて欲しいですね 

紅⽩情報（東スポ記事）

2784 選択 stray 2007-12-06 12:04:54 返信 報告
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１⾯の⾒出しに釣られて、東スポを買ってしまいました（笑）。

Re:紅⽩情報（東スポ記事）

2785 選択 stray 2007-12-06 12:07:05 返信 報告

記事を読むかぎり、ZARD追悼コーナーはぽしゃったようです。
 東スポですので（笑）、信憑性については各⾃ご判断ください。

Re:紅⽩情報（東スポ記事）

2786 選択 Ｔ２８ 2007-12-06 12:54:33 返信 報告

こんにちは。
 こんな記事（12/5東京新聞）も出てますね。

http://www.tokyo-np.co.jp/article/entertainment/news/CK2007120502069793.html

まだ検討中らしい・・・。
 信憑性は︖︖︖（笑）

 

産経新聞
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2787 選択 Ｔ２８ 2007-12-06 13:10:30 返信 報告

もう⼀つ新聞ネタです。
 この記事の写真、⾒覚えありませんか︖

http://sankei.jp.msn.com/life/trend/071205/trd0712052205014-n1.htm

今朝、新聞⾒た瞬間に気づきました。
 詳しくは、Z研/附属博物館の「ZARD PV ロケ地マップのMap-03」をご覧下さい。

 

Re:紅⽩情報（東スポ記事）

2790 選択 ヒツキ 2007-12-06 16:42:10 返信 報告

こんにちは
 紅⽩は無しなのでしょうか︖

 出場者に他のビーイングアーティストもいなかったですね。ちょっと残念です。
 Ｔ２８さん

 この記事ＡＬ「揺れる思い」の撮影場所ですね＾＾
 「Season」のＰＶで使われているんですよね。

 ありがとうございます。

Re:紅⽩情報（東スポ記事）

2792 選択 stray 2007-12-06 17:49:47 返信 報告

ヒツキさん、こんばんは。
 私は、東スポ抜きにしても（笑）、信憑性が低いと思っています。

 部⻑が紹介してくれた「産経新聞」の記事のほうがもっともらしく思えます。
 追悼ライブのときも、「B'zや倉⽊さんがゲストボーカルで出演する」という噂が流れましたが、

 あの時とパターンがまったく同じですから（笑）。

事務所が、ZARDの曲を他の誰かに歌わせることは無いと、私は信じたいです。
 Z研の調査で、ビーイングと東京中⽇スポーツのつながりが明らかになっており、
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 東京中⽇スポーツの記事であれば、信憑性が相当⾼いんじゃないでしょうか。
⽥舎では東京中⽇スポーツは売っていないので、⾸都圏の⽅でチェックしていただけると助かります。

Re:紅⽩情報（東スポ記事）

2793 選択 ユウ 2007-12-06 18:02:27 返信 報告

ZARD特集が正式に決定していますよ。

(無題)

2788 選択 Hana 2007-12-06 15:12:40 返信 報告

この坂井さんの写真も素敵です。
 いつ頃の写真でしょうか。

 この写真と同⼀の、坂井さんの右⼿が、頭にある写真を⾒たことがあるんですが、お持ちの⽅いますか︖

Re:(無題)

2789 選択 stray 2007-12-06 16:38:36 返信 報告

Hanaさん、こんにちは。

この写真は、2004年発売の『すぽると︕感動ファクトリーテーマ曲集』の裏ジャケに
 使われたものです。たしかWEZARDホームページのトップを飾っていた時期もありました。
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ttp://page18.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/w9809652
（頭にhを⾜して下さい）

右⼿が頭にある写真は、2004ツアーパンフにあったと思います。

Re:(無題)

2791 選択 Hana 2007-12-06 17:19:27 返信 報告

＞strayさんへ

この画像について、教えてくださり
 有り難うございました。

 お世話になります。
 

「世界中の誰よりきっと」って

2756 選択 GTO 2007-12-05 16:03:38 返信 報告

今更、ここでこんなことを書くと、stray所⻑に殴られるかも知れません。

実は今⽇、Zard & Wandsの曲として「世界中の誰よりきっと」を初めて聞く機会がありました。
 でも、曲はZardなんだけど、ボーカル変だな︖ って思ったんで調べましたら、当然、皆さんお怒りの様にZardではありませ

ん。
 中⼭美穂さんでした。（Zard & Wandsとしてもらったんですが、皆さんお怒りのように⼤違い。私は⽥舎もんなので、中⼭

美穂さんも存知上げませんでした）
 そういえば、泉⽔さんの親友、⼭下さんが「泉⽔さんの⼗⼋番は中⼭美穂さんの"CATCH ME"」とおっしゃていたのを思い出

し...、どちらかが真似をしたのか︖

でも、中⼭美穂さんのこの曲は1992年10⽉28⽇、Zardとの接点は偶然︖、作曲: 織⽥哲郎、編曲: 葉⼭たけし、だけでし
た。

 

https://bbsee.info/straylove/id/2788.html?edt=on&rid=2791
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2791
https://bbsee.info/straylove/id/2756.html
https://bbsee.info/straylove/id/2756.html?edt=on&rid=2756
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2756


ということは、偶然この曲が、中⼭美穂さんによるzardサウンドに聞こえただけなんですかね︖
それにこの⽅、作詞もなさってますしね。

しかし、織⽥、葉⼭だけに、この曲「世界中の誰よりきっと」も、しっかりzardサウンドですね。

Re:「世界中の誰よりきっと」って

2763 選択 stray 2007-12-05 20:08:59 返信 報告

GTOさん、Zard & Wands「世界中の誰よりきっと」って何︖（笑）

> Zard & Wandsとしてもらったんですが 
 単なる勘違いだと思います。

 Zardとの接点は何もありませんが、織⽥哲郎さん作曲ですので、
 ZARDサウンドに似てなくもない、としか⾔えないでしょう。

なお、Ａ⾯は中⼭美穂さんメインで、Ｂ⾯はWands（上杉さん）メインの
 「世界中の誰よりきっと（part II）」となっているんです。

 私は飲み屋のお姉ちゃんに、無理⽮理カラオケを迫る曲の１つです（笑）。

Re:「世界中の誰よりきっと」って

2764 選択 stray 2007-12-05 20:18:04 返信 報告

ついでに表ジャケも（笑）。

Re:「世界中の誰よりきっと」って

2775 選択 ALIL.1967 2007-12-05 23:49:17 返信 報告
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中⼭美穂さんは多分１４、5歳の中学⽣の頃からテレビドラマなどによく出ていとおもいます。最初はボーイッシュだ
ったんです。

  ⼤鶴義丹と共演したドラマで看護婦さん（当時）の役で遠距離恋愛するという，その頃のありがちなドラマでした
ね。そのあたりから⼥性っぽく変わっていった。もっともこのドラマは（すいませんタイトル忘れました）主題歌は
美穂さん⾃⾝で歌っていうたような気がする。そんな訳で、中⼭美穂さんはZARDがデビューする前から歌うアイド
ルとして有名だった。

  皆さんよくご存知のことですいません。記憶違いが有るかも。

Re:「世界中の誰よりきっと」って

2780 選択 atti 2007-12-06 00:43:35 返信 報告

GTOさん、こんにちは。
 本⽇のFNSでも映像が映っていましたね。（表題の曲ではありませんでした）

「毎度おさわがせします」主題歌CCB「Romanticが⽌まらない」 がデビュードラマでしたね。
 織⽥哲郎さんのアルバムmelodiesでは、織⽥さんの歌声が聴けます。最近は、酒井法⼦さんもカバーしていました

ね。
 ttp://atti.jugem.cc/?eid=1257 ←該当関連

 

ありがとうございます

2781 選択 GTO 2007-12-06 00:50:26 返信 報告

strayさん、ALIL.1967さん、詳しいご説明ありがとうございます。
 stray所⻑に”そんな事も知らんのか︕”って怒られそうです。

知り合いからZARDの曲だよって、頂いたんです。
 しかも、ご丁寧にタイトルをZard & Wandsとして。

 早速、Tandoさんのサイトで調べたんですが、当然ありません。
 Wezardにもないし、とりあえず聞いてみると”ボーカル変だな︖”って思ったんです。

 さらに調べると、作詞︓中⼭美穂、作曲: 織⽥哲郎、編曲: 葉⼭たけしと出たので、ZARDと何か接点があるのかなと
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思いました。
でも、ぜんぜん関係なかったんですね。

stray所⻑は「なんでもポケット」をお持ちなんですね。

attiさんへ

2783 選択 GTO 2007-12-06 02:14:36 返信 報告

attiさん、こんばんは。

早速、ttp://atti.jugem.cc/?eid=1257へお邪魔させていただきました。
 ⼤変参考になりました。

話題満載ですね。チョコチョコ寄らせていただきます。
 ありがとうございました。

クローズアップ現代再放送

2700 選択 xs4ped 2007-12-03 20:53:25 返信 報告

皆さん、今晩は。

NHK BS２ 「あなたのアンコール サタデースペシャル」
12⽉1⽇(⼟)午後1:30〜午後5:00

クローズアップ現代再放送で
 追悼ライブの映像（「揺れる想い」⼀曲分）が流れましたし、「グロリアス・マインド」の事にも⾔

及がありました。

この箇所を録画された⼈がいれば、Upして頂けないで
 しょうか︖
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Ｚ研で捕獲してます

2703 選択 stray 2007-12-03 22:27:18 返信 報告

xs4pedさん、こんばんは。
 Hanaさんの別スレへのレスも兼ねております。

NHK BS２ 「あなたのアンコール サタデースペシャル」は、Ｚ研で捕獲済みです。

追悼ライブで「揺れる想い」は２度流れてました。１曲⽬とアンコールです。
 NHKの映像は、アンコールの「揺れる想い」で、”今⽇のライブ総まとめ的”な映像に、

 カメラが客席を捕らえた映像が組み込まれています。
 追悼ライブに⾏った⼈も、いけなかった⼈も必⾒の映像です︕

ちなみに、私の姿も映っております（笑）。
 そんなもん⾒たくなでしょうけど、ここで配信してよいかどうか、

 捕獲者に確認中ですので、少々お待ち下さい。

Re:クローズアップ現代再放送

2711 選択 stray 2007-12-04 08:41:13 返信 報告

xs4pedさん
 配信許可が出ましたので、後で、別スレで配信します。

Re:クローズアップ現代再放送

2713 選択 xs4ped 2007-12-04 11:16:58 返信 報告

strayさん、皆さん、こんにちは。

strayさんありがとうございます。
 楽しみにして待っております。

Re:クローズアップ現代再放送
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2742 選択 Hana 2007-12-05 10:53:50 返信 報告

strayさん、こんにちは。

私も⼀応、保存させて頂きました。 

余談ですが、NHKBS視聴者センターへ、「あなたのアンコール サタデースペシャル」
 （クローズアップ現代）の再放送への番組を再放送して欲しいように、

 試しにリクエストしてみました。 
  

これからも宜しくお願い致します。 
 

Re:クローズアップ現代再放送

2744 選択 ALIL.1967 2007-12-05 11:29:31 返信 報告

strayさん ありがとうございます。拝⾒させていただきました。
 様々の⾐装の坂井泉⽔さんをみれました。初公開のシーンが多いんでしょうか︖

ALIL.1967さんへ

2765 選択 stray 2007-12-05 20:22:07 返信 報告

追悼ライブは、初公開シーンだらけです。
 私は6割は⾒たことない映像でした。⾃慢するわけじゃないですが、

 普通の⼈は8割⽅⾒たことないと思います。
 2008ツアーは絶対に⾏ったほうがいいですよ︕

 FCの申込み〆切は12/7ですのでお忘れなく︕

所⻑さんへ

2771 選択 ALIL.1967 2007-12-05 22:37:24 返信 報告
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もちろん申し込みましたよ。WEZARD会員に間に合いました。抽選の結果を待つのみです。

WEZARD更新12/4 ⽇本テレビ 1億3000万⼈が選ぶ︕ベスト アーティスト2007

2734 選択 atti 2007-12-04 23:58:50 返信 報告

皆さん、こんにちは。

TV情報がUpされました。

紹介コーナーとはどのようになるでしょうかね。

⽇本テレビ
 1億3000万⼈が選ぶ︕ベスト アーティスト2007

コンサートのチケット発売⽇も更新されていますね。

PS.
 本⽇、振り込みしてきました。

 先⽇は、BookOffにて、軌跡のARTIST FILE付きを発⾒したのでGet。袋、ポストカードとシールも⼊っていました。

Re:WEZARD更新12/4 ⽇本テレビ 1億3000万⼈が選ぶ︕ベスト アーティスト2007

2735 選択 カーディガン 2007-12-05 00:10:28 返信 報告

attiさん、こんばんは。
 WEZARD更新されていましたね。私も楽しみにして待っています。グロリアスマインドの発売⽇ですので、ランクイ

ン、よければ、１位になってもらいたいものです。

コンサートの申し込みをされたのですね、私も、先⽇振り込みましたが、希望の場所であるといいです。attiさんも希
望の場所をとれるといいですね。

 私も、またいろいろとまわってみようと思います。
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12/4 ⽇本テレビ 1億3000万⼈が選ぶ︕ベスト アーティスト2007

2770 選択 stray 2007-12-05 22:28:45 返信 報告

attiさん、こんばんは。

私はあまりＴＶを⾒ないのですが、この番組は、以前は「⽇本テレビ⾳楽祭」、
 1991年から2000年までは「⽇本テレビ⾳楽の祭典」として放送されていた番組でしょうか︖

というのは、2000年の「⽇本テレビ⾳楽の祭典」で、ZARDの船上ライブから
 「負けないで」の映像が流れているのです。CL CD 発売前のことです。

先⽇NHK BS2 で流れた映像を、事務所が⽇テレにも配信している可能性もなくはないので、
 この番組、要チェックかと思われます。

携帯からも閲覧できるようになりました。

2769 選択 stray 2007-12-05 22:17:01 返信 報告

本⽇より、本BBSは「携帯電話」からも閲覧できるようになりました︕

以下、bbsee管理サイトからのお知らせです。
 ***********************************************************

 au携帯のezweb向けサイトを開発中ですが、本⽇より機能テストを開始しました。

現在のところ、以下の機能開発が不⾜しておりますが、掲⽰板の閲覧についてはほぼ完了しております。

* 携帯からの記事投稿はできません 
* ⼊室制限掲⽰板の対応はしていません 

 * WAP2.0対応機のみのサポートです

DoCoMo, SoftBank については、現在au向けと同じサイトが表⽰されます。機種によっては表⽰可能かと思われます。順次
対応予定です。
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. オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [2768]YAHOO動画 ビデオクリップ公開(0) [2712]●●●●● あなたのアンコール サタデースペシャル ●●●●●(6) [2716](無
題)(2) [2688]こんばんは(5) [2696]「Memorial Slide Show part-2」完成しました(0) [2692]坂井泉⽔さんの永逝から・・・
(0) [2675]stray様、こんばんは<(_ _)>(2) [2683]負けないで・揺れる想い~坂井泉⽔ 追悼オルゴール集(2) [2678]『ごめんな
さい・・』の出展(4) [2642]●●  NO. 「愛が⾒えない another ver.」 ●●(2)

新しい話題を投稿する

« 30 29 28 27 26 25 24 23 22 »

YAHOO動画 ビデオクリップ公開

2768 選択 atti 2007-12-05 21:33:19 返信 報告

昨⽇、⾃ブログで記事にしていたのですが、
 本⽇やっと公開されたようです。

■Yahoo!動画 ZARD スペシャル
 グロリアス マインド (2:41)

 公開⽇︓2007/12/5
 

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧
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配信終了⽇︓2008/1/4
ttp://streaming.yahoo.co.jp/p/t/00102/v02369/

PS.本⽇、V.A.を⼊⼿してきました。
     その際に、あるCDを発⾒〜。 

 

●●●●● あなたのアンコール サタデースペシャル ●●●●●

2712 選択 stray 2007-12-04 10:41:48 返信 報告

ZARDの「NHK紅⽩」出場に関しては、様様なご意⾒があるところです。
 私個⼈的には、2〜3分のコーナーで、”出演者全員が「負けないで」を熱唱”

 という企画だけは避けていただきたい、と思っていました。

そんな⽮先、NHK BS2 「あなたのアンコール サタデースペシャル」で、
 6⽉に放送した「クローズアップ現代」再放送にプラスして、驚くべき映像が流れました。 

 追悼ライブ「揺れる想い」（アンコールのほう）の映像です。
 この映像を事務所がNHKに提供したということは、かなり⼤きな意味を持つと思われます。

ZARD15周年の昨年、紅⽩出場が内定していましたが、泉⽔さんの体調不良で辞退と相成りました。
 今年の紅⽩で、ZARD追悼コーナーが設けられるのではないかと噂されていますが、

 ”もし昨年、ZARDが紅⽩に出場していたら、きっとこんなステージになっていたはず”
 というコンセプトで、事務所側がNHKと今年の紅⽩について交渉しているのではないか…。

 そんな期待を抱かせる映像です。
 もしかしたら、この映像が紅⽩でそのまま流れるのかも知れません。

 ⼀般⼤衆よりも、ZARDファンを意識した企画が進⾏してるように思えます。

追悼ライブに⾏った⼈も、⾏けなかった⼈も、必⾒の映像ですよ︕︕

http://www.filebank.co.jp/wblink/aa337266a5465d46a0bc22e847df0055
 （77.4MのWMV、期間限定︓12/10まで）
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https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2712


Re:●●●●● あなたのアンコール サタデースペシャル ●●●●●

2720 選択 kaz2313 2007-12-04 16:03:23 返信 報告

strayさん、こんにちは。
 過⽇はお疲れ様でした。

> 私個⼈的には、2〜3分のコーナーで、”出演者全員が「負けないで」を熱唱” 
> という企画だけは避けていただきたい、と思っていました。

私もまったくの同意⾒です。
 それだけはやめて〜という感じです。＾＾）

映像、ありがたくいただきました。
 久しぶりに涙腺が・・・

Re:●●●●● あなたのアンコール サタデースペシャル ●●●●●

2721 選択 Ｔ２８ 2007-12-04 17:17:05 返信 報告

みなさん、こんばんは。

⼤変貴重な映像を拝⾒しました。
 この映像を⾒ると、ZARDが紅⽩で取り上げられる可能性が⾼いと思わせますね。

 是⾮この⽅向性で、初出場となればうれしい限りです。

> 追悼ライブに⾏った⼈も、⾏けなかった⼈も、必⾒の映像ですよ︕︕

いやっマジで、必⾒ですね︕ 泉⽔さんに釘付けになりました。（笑）

Re:●●●●● あなたのアンコール サタデースペシャル ●●●●●

2730 選択 xs4ped 2007-12-04 23:06:50 返信 報告

strayさん、こんばんは。
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⼤変貴重な映像ありがとうございます。
感動しました。

思わず⼼の中で泉⽔ちゃん〜と叫んでしまいました。(笑) 
 

Re:●●●●● あなたのアンコール サタデースペシャル ●●●●●

2732 選択 オーマイ 2007-12-04 23:10:51 返信 報告

こんばんは〜、みなさん。

所⻑ありがとうございます。
 今、娘（洗脳中）と⼀緒に⾒ました。

追悼ライブは⾏けませんでした（娘に「パパは絶対⾏くと思った」⾔われました）が、再追加は愛知の１点買いで２
⼈分で申し込みしました。

 「２⼈で負けないで絶叫しようね」と⾔いつつ鑑賞させてもらいました。
 これから１⼈で、もう⼀度⾒ますね。

ところで所⻑はドコに︖・・・。

Re:●●●●● あなたのアンコール サタデースペシャル ●●●●●

2733 選択 Folken 2007-12-04 23:47:27 返信 報告

strayさん、みなさん、今晩は。
 先⽇は削除の件、お⼿数おかけしました。

 さて、NHKのサタデースペシャル、わたしも今、⾒ました。
 驚きです。やはり、NHKさんからはなにかZARDへの好意

 を感じるのですが、勝⼿読みかな︖
NHKのアナウンサーのかたが「ZARDの坂井泉⽔さん」と
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 発⾳してもらえるだけで、なにか嬉しいですよ。
では。

Re:●●●●● あなたのアンコール サタデースペシャル ●●●●●

2766 選択 stray 2007-12-05 20:27:35 返信 報告

オーマイさん、こんばんは︕
 ⽗娘の微笑ましい光景が浮かんできますね︕（笑）

 当選をお祈りしてますので。

> 愛知の１点買いで 
 競⾺じゃないんだから…（笑）

Folkenさん、こんばんは。
 私も、NHKさんにはZARDへの好意を感じます。

 紅⽩に期待しましょう︕

(無題)

2716 選択 Hana 2007-12-04 11:57:35 返信 報告

この写真は、「かけがえのないもの」と同⼀写真だと⾒られますが、
 これもファンクラブ会報によるもの︖︖

 ⼤きめのサイズ…どなたかお持ちでしょうか︖
 よろしくお願い致します。

 

2004ツアーパンフレット（写真集）です。
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2729 選択 stray 2007-12-04 22:54:52 返信 報告

Hanaさん、こんばんは。

これはずいぶん⼩さく（しかもトリミングも）してありますが、
 2004ツアーパンフレット（写真集、Ｂ４版）の１枚です。

strayさんへ

2741 選択 Hana 2007-12-05 10:44:41 返信 報告

こんにちは。

この写真は、ツアーパンフレットによるものだったんですねー。あまりにもステキな写真だったので、書き込ませて
頂きました。

 このサイトならこそです︕素敵な坂井さんの写真を、
 ありがとうございました。

 ⼤切に保存させて頂きます︕
 これからも宜しくお願い致します。

こんばんは

2688 選択 ヒツキ 2007-12-02 23:43:54 返信 報告

ついに付属博物館オープンですね
 解りやすい紹介ぶんと地図が着いていますね。

 秦野は地図で⾒ると意外と近いことが解りました。
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いずれ⾞でドライブに⾏こうかと思います。
どうもありがとうございます

ありがとうござます︕

2722 選択 stray 2007-12-04 17:19:49 返信 報告

ヒツキさん、こんにちは。
 秦野は、私も⼩⽥急で何度か素通りしたことがあります。

 ⼀度ゆっくり１⽇がかりで訪れてみたい場所ですね。
 参考にしていただければ幸いです。

xs4pedさん、DOMINGOさん
 別スレで、しかも返事がたいへん遅くなって申し訳ないですが、お祝いありがとうございます︕

 これからどんどん︖増えますので、ご期待下さい︕（笑）

Re:こんばんは

2726 選択 ひげおやじ 2007-12-04 19:24:39 返信 報告

初めて書き込みます（今まではＲＯＭでした）。 
 あちこちに顔を出している「ひげおやじ」と申します。 

 （泉⽔さんより２０歳も年上です。）

⺟が秦野の⽼⼈ホームに⼊所しているので、毎週東名を⾶ばして通っています。東京から
は約１時間程度です。 

 泉⽔さんの住んでいた（らしい）堀⻄や、⻄⼩、⻄中は、電⾞ならば秦野よりも渋沢の⽅
がずっと近いです。 

 ⻄中は駅の直ぐそば、国道２４６号線沿いで、⽴派なグラウントやテニスコートがある広々とした敷地です。⻄⼩
は、２４６を越えて北へ向かったところで、駅からは⾞ならばほんのひと⾛り、徒歩ならば１０分弱といったところ
でしょうか。こちらも、広々した敷地が印象的でした。 

 機会があれば⼀度訪れて、そっと外から眺めてみて下さい。（くれぐれも不振な⾏動や校庭への不法侵⼊は謹んで下
さいね。）
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Re:こんばんは

2727 選択 ひげおやじ 2007-12-04 20:21:25 返信 報告

貼り付ける画像を間違えました。こちらが秦野市⽴⻄中のグラウンドです。

Re:こんばんは

2728 選択 ひげおやじ 2007-12-04 20:28:57 返信 報告

そして、こちらが⻄⼩です。

更に、愛甲⽯⽥駅近くには、県⽴伊志⽥⾼校が、駅からは⼤分遠いけれど、松蔭⼤学（当時
は松蔭⼥⼦短⼤）もある樣です。

 

ひげおやじさん、ようこそ︕

2731 選択 stray 2007-12-04 23:10:02 返信 報告

はじめまして、strayです。
 お名前は本家で拝⾒しております。覚え易いＨＮですね。

⻄⼩、⻄中はじめ、秦野の情報ありがとうございます。
 たしかに学校は警戒⼼が強く、すぐ不審者扱いされますので近づかないほうが無難ですね。

 今後ともどうぞよろしくお願いします。
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「Memorial Slide Show part-2」完成しました

2696 選択 stray & Ｔ２８ 2007-12-03 15:55:32 返信 報告

皆さんこんにちは。

皐＆akiコンビによる、xxxさん追悼作品（akiさんの詞、皐ちゃんの加⼯画、お⼆⼈の⼿紙）が、
 多くのxxxさんファンに感動を与えました。私も涙した⼀⼈です。

詞・加⼯画・⼿紙、それぞれを切り離して Memorial Gallery に収めるのは忍びなく、
 なんとかセットで Slide Show を作れないものか、部⻑と⼆⼈で考えました。

できましたよ。何とかしました（笑）。
 「Memorial Slide Show part-2」完成です︕

 http://zardlabo.nobody.jp/MSS2/mss2.html

天国のxxxさん＆泉⽔さんに、皐ちゃんとakiさんの想いが届きますように︕︕

皐ちゃん＆akiさんへ
 感動の涙を流した中年コンビ（stray＆Ｔ２８）からの、とっても早いX'masプレゼントです（笑）。

 

坂井泉⽔さんの永逝から・・・

2692 選択 Hana 2007-12-03 12:04:00 返信 報告

みなさん、こんにちは。

坂井泉⽔さんが亡くなられてから、今⽉に⼊って、約7ヶ⽉が経ったと観られます。
 早いですねー。 

 27⽇の⽉命⽇には、⼀⼈黙祷を捧げております。 後は、坂井さんが遺してくださった名曲のPV
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を振り返るなどしています。それを坂井さんが、天国（上から）⾒ていることだと思いますが……

こちらのBBSにも書き込みしてくださった⽅がおられましたけど、
 この間、NHKのBSで、ZARDの坂井泉⽔さんが遺していったもの、と題した映像、

 追悼コンサートの映像などの、観たことがなかった映像が流れていましたね。
 皆さんもきっとご覧になった⽅いると思いますが……

 その映像を、HDDに捕獲すれば良かったと後悔してます(苦笑)

坂井さんがこの世にいないなんて、なんだか未だに信じられなくて…。
 「負けないで」を聴く度に涙が出てきます。

 こんな⾵に思うのは私だけでしょうか。

⻑⽂で申し訳ありませんでした。 
 

stray様、こんばんは<(_ _)>

2675 選択 Hiro 2007-12-02 00:55:16 返信 報告

strayさん、こんばんは。
 お久しぶりですHiroです。
 追悼詩のコメントありがとうございます。

 そのコメントの件でお邪魔いたしました。
 strayさんのご判断にお任せいたします。

 どうぞよろしくお取りはからい下さい。
 それからXXXさんのこと、strayさんが⼀番お⾟かったのだと、Z研を拝⾒いたしまして分かりましたよ。

 ⼤変でしたね。お疲れさまでした。

Hiroさんへ

2676 選択 stray 2007-12-02 09:54:10 返信 報告
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こんにちは、strayです。
こちらにお返事いただき恐縮です。

 早速「Memorial Gallery」更新しましたのでご確認ください。
 とても感動的な詞ですので、今頃Hiroさんの詞を挿⼊した作品を制作されてることでしょう。

私は、残された時間の中で、彼のためにしてやれる（xxxギャラリー）ことをしてやれましたが、
 kazuさんやHiroさんはじめ、皆さんの落ち込みぶりを拝⾒して、

 快⽅に向かってると信じていた⼈の⾟さ・ショックの⼤きさ・悔しさが、ここ数⽇⾝に沁みています。
 が、xxxさんは「与えられること」より「与えること」を由とされた⽅ですので、

 それを重々承知の上で、私にだけ真実を知らせてくれたのだと思っています。
 そう考えないことには、私⾃⾝つぶれてしまいそうで…。何卒ご容赦下さい。

stray様、こんばんは

2689 選択 Hiro 2007-12-03 01:37:12 返信 報告

stray様、ご案内の「Memorial Gallery」を拝⾒させて戴きました。XXXさん、喜んでいらっしゃいますよ︕Z研でな
ければ出来ませんよ︕ strayさん、ご⾃分を責めないで下さいね。僕はstrayさんに感謝しているのですから。

 まだ、まだ、冷静には拝⾒できませんが・・・・
 詩を載せて戴いてありがとうございます。ご厚意に感謝いたします。

 PS.あの状況では、あのご対応しかなかったんですよ。strayさんじゃなければ出来なかったんですよ。

負けないで・揺れる想い~坂井泉⽔ 追悼オルゴール集

2683 選択 xs4ped 2007-12-02 20:07:11 返信 報告

strayさん、皆さん、こんばんは。

strayさん
 負けないで・揺れる想い~坂井泉⽔ 追悼オルゴール集

 

https://bbsee.info/straylove/id/2675.html?edt=on&rid=2689
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2689
https://bbsee.info/straylove/id/2683.html
https://bbsee.info/straylove/id/2683.html?edt=on&rid=2683
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2683


Amazonで予約できます。(送料無料です)

♯2246
 >私も早速予約しようと思って、カートに⼊れて購⼊⼿続きを進めたのですが、 送料が少々お⾼いの

で、途中で引き返してしまいました（笑）。

私は、他で予約してましたが、送料が無料なので
 Amazonに変更しました。

 

Re:負けないで・揺れる想い~坂井泉⽔ 追悼オルゴール集

2684 選択 xs4ped 2007-12-02 20:22:34 返信 報告

URL書き忘れました。
 分かるとは思いますが、⼀応、記載しておきます。

https://www.amazon.co.jp/s/ref=nb_ss_?__mk_ja_JP=%83J%83%5E%83J%83i&url=search-alias%3D
aps&field-keywords=ZARD++%83O%83%8D%83%8A%83A%83X%83%7D%83C%83%93%83h&Go.x
=8&Go.y=11

Re:負けないで・揺れる想い~坂井泉⽔ 追悼オルゴール集

2686 選択 stray 2007-12-02 22:03:17 返信 報告

xs4pedさん、こんばんは。
 よくそんな古い記事を覚えておいでで…（笑）。

教えて下さってありがとうございます、すっかり忘れてました。
 早速注⽂しました、送料無料は嬉しいです〜。

『ごめんなさい・・』の出展
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2678 選択 stray 2007-12-02 14:11:31 返信 報告

xxxさん最期に作品に使われた画像『ごめんなさい・・』の出展が判明しました。

ZARD BLEND II のPV（全曲紹介）でした。

Re:『ごめんなさい・・』の出展

2679 選択 Ｔ２８ 2007-12-02 14:17:27 返信 報告

こんにちは。
 さすがZARD研究所︕ さすがstray所⻑︕︕

 これで悔しさが晴れたでしょ。（笑）
 今晩ゆっくり眠れますね︕（笑）

Re:『ごめんなさい・・』の出展

2680 選択 stray 2007-12-02 15:04:31 返信 報告

あはは、部⻑︕その通り。
 ず〜っと気になって夜も眠れなかったでやんすよ（笑）。

 

Re:『ごめんなさい・・』の出展

2681 選択 アネ研 2007-12-02 17:51:37 返信 報告

所⻑おめでとうございます。さすがですね。
 AL[ZARD BLENDO Ⅱ」の歌詞カードの写真も同じですか︖

 

Re:『ごめんなさい・・』の出展
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2685 選択 stray 2007-12-02 21:33:15 返信 報告

アネ研さん、こんばんは。
 なんだ、ジャケにあったんですか、早く教えて下さいよ（笑）。

 この眉⽑は相当若い時だと思って、古いのばかり探してました（笑）。
 ⼤きさからして、xxxさんが使われたのはジャケのスキャンのようですね。

●●  NO. 「愛が⾒えない another ver.」 ●●

2642 選択 stray 2007-11-30 23:33:43 返信 報告

久しぶりにNO.の映像です。
 前に皐ちゃんに約束していた「愛が⾒えない another ver.」。

 ごめんね、すっかり忘れてました。これ⾒て元気になってちょ︕（笑）

http://www.filebank.co.jp/wblink/e24f487e79b4ea29f12bf6f62c20f7cd

Re:●●  NO. 「愛が⾒えない another ver.」 ●●

2674 選択 皐 2007-12-01 21:22:49 返信 報告

「愛が⾒えない another ver.」ありがとうございます︕
 違うvev.って本当にあるんですね('o')これで元気になれます♪♪(笑)

P.S.博物館OPENおめでとうございます︕ロゴは⼤⼈な雰囲気があって
    いいと思いますよ☆ﾐ お疲れさまでした(*^u^*)

Re:●●  NO. 「愛が⾒えない another ver.」 ●●

2682 選択 アネ研 2007-12-02 18:06:56 返信 報告
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こんにちは
00:25秒くらいの、泉⽔さんの軽妙なハンドルさばきにいたく感動します。そうとう、⾞の運転なれしてるような気
がしますが、マイカーは謎ですね。
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. オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [2609]こんにちは(8) [2626]削除された記事(1) [2514]⼼より御礼申し上げます   (9) [2640]xxxさん追悼作品(12)
[2666]「あなたのアンコール サタデースペシャル」(2) [2664]★★ 投稿フォームが出ない場合の対処法 ★★(0) [2635]MJTV 

(6) [2620]初投稿です(4) [2627]☆☆☆ 博物館オープンしました ☆☆☆(2) [2615]レコード⼤賞 ＜特別功労賞＞(1)

新しい話題を投稿する

« 29 28 27 26 25 24 23 22 21 »

こんにちは

2609 選択 皐 2007-11-30 11:38:59 返信 報告

少しお久しぶりです(苦笑)さっきピンポンっていうニュース番組やっていたんですが、
 レコード⼤賞の“特別功労賞”っていうのにZARDが選ばれたみたいですよ︕

 これって最新情報じゃない?!(笑)

以上、ご報告でした〜(笑)

Re:こんにちは

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧

javascript://
javascript://
https://bbsee.info/straylove/rss_messages.rdf
https://bbsee.info/roomlock.php?leaving=straylove
http://bbsee.info/newbbs/
javascript://%E6%8A%95%E7%A8%BF%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%92%E9%96%8B%E3%81%8F
https://bbsee.info/straylove/140.html
https://bbsee.info/straylove/29.html
https://bbsee.info/straylove/28.html
https://bbsee.info/straylove/27.html
https://bbsee.info/straylove/26.html
https://bbsee.info/straylove/24.html
https://bbsee.info/straylove/23.html
https://bbsee.info/straylove/22.html
https://bbsee.info/straylove/21.html
https://bbsee.info/straylove/1.html
https://bbsee.info/straylove/id/2609.html
https://bbsee.info/straylove/id/2609.html?edt=on&rid=2609
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2609
https://bbsee.info/straylove/manage/
https://bbsee.info/straylove/rules/
https://bbsee.info/straylove/slideshow/
https://bbsee.info/straylove/album/
https://bbsee.info/straylove/list/
https://bbsee.info/straylove/


2610 選択 ヒツキ 2007-11-30 12:06:04 返信 報告

皐さんお久しぶりです＾＾
 僕はＹＡＨＯＯニュースで⾒ました。

 特別功労賞。歌⼿として、作詞家としての泉⽔さんの今までの努⼒の結果でしょうね。

追伸
 先⽇付属美術館拝⾒させていただきました。

 素敵な画像ありがとうございます

こんにちは

2611 選択 ＳＳＳ 2007-11-30 12:20:07 返信 報告

 
皐さん＆皆様こんにちは

皐さん、同じく速報をネットで⾒ました〜嬉しいですね、今頃は泉⽔さんも照れながら、喜んで
いる事でしょう（笑）

 今⽇の晩御飯にお⾚飯を炊かなきゃ︕︕ みんなでグラス⽚⼿に乾杯、ついでに泉⽔さん胴上
げもして、驚かせてあげたいなー、さて明⽇から早いようで１２⽉〜今年最後の１ヶ⽉ですね、
お互い寒さに負けずに１⽇１⽇を悔いなく過ごしましょう〜たくさん⾷べて脂肪を蓄え冬眠した

いですね。

スポニチで⾒ました

2614 選択 stray 2007-11-30 17:15:15 返信 報告

皐ちゃん、こんにちは︕
 ⾵邪で⾃宅療養︖元気になったの︖どっち︖（笑）

私は昼間、そば屋さんに置いてあったスポニチで知りました。
 ZARDとしてではなく「坂井泉⽔」として受賞されたようですね。
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投稿しようと思ったら、皐ちゃんに先越されてしまってました（笑）。

Re:こんにちは

2616 選択 xs4ped 2007-11-30 17:47:45 返信 報告

皐さん、皆さん、こんにちは。

皐さん、お久しぶりです。
 昼にスレ⾒たのですが、忘れてて、

 新しく⽴ててしまいました。m(__)m
 strayさん、削除願います。

皐さん、追悼作品ご覧になりましたか︖
 かなり好評のようでしたがどうでしょうか︖

by
 ss(xs4ped)

こんばんは

2632 選択 アネ研 2007-11-30 23:01:18 返信 報告

皐ちゃん、元気になってよかったですね。（笑）
 元気になったから、泉⽔さんの受賞が決まったのか︖受賞が決まったから元気になったのか︖

 どちらにしても、よかった、よかった︕

Re:こんにちは

2639 選択 DOMINGO 2007-11-30 23:30:18 返信 報告

皐さん、こんばんは。
 情報ありがとうございます。うれしい知らせに残業疲れもどこかへ⾏ってしまいました〜＾＾／今夜は祝杯ですね。

 泉⽔さんの”特別功労賞”受賞に乾杯︕︕
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Re:こんにちは

2644 選択 カーディガン 2007-12-01 00:06:51 返信 報告

こんばんは、皐さん。
 これを読んだときには、もう「おはようございます」かもしれませんね（笑）。

 具合が悪かったのですか、ゆっくりと休養をとって、無理をせずに、また、素敵な研究所になるように、お顔を⾒せ
てください。

 さて、泉⽔さんが、特別功労賞ですか。レコード⼤賞って、近年は⾒ていませんでした。ＴＢＳ系だったかどうか
も、興味がなくて^_^;

 でも、今年は必⾒ですね。忘れないように⼿のひらに書いておこう（笑）

Re:皆さんこんばんは︕

2673 選択 皐 2007-12-01 21:17:40 返信 報告

ヒツキさんへ＞
 お久しぶりです＾＾本当に嬉しいですよね︕ピンポンという番組では「グロリアス マインド」のPVを流しながら

 報道していたんですよ︕それも嬉しかったですね〜♪
 ところで、附属美術館を⾒てくださったようで、ありがとうございます︕(o^∇^o)是⾮また⾒に来てくださいね︕

SSSさんへ＞
 受賞には泉⽔さんもすごく喜んでいるでしょうね︕私、⾵邪でダウン中なんですが、このニュースを聞いた時は

 ここ何⽇かで1番元気な声を上げてしまいました(笑)本当に嬉しい事ですよね(o^ω^o)
今年も残りわずか。2007年最後の1⽇まで、“味わい深い⽇々”で過ごしましょうね︕

所⻑へ＞
 こんにちは︕⾵邪の⽅はだいぶ良くなりましたよ＾＾⼀昨⽇ぐらいがピークでした(苦笑)

 “特別功労賞”の受賞欄では、「ZARD」ではなく「坂井泉⽔」として受賞されたようですね。
 私もそこがすごく嬉しくて、印象深かったです☆ﾐ

ssさん改め、xs4pedさんへ＞
 お久しぶりになりました＾＾受賞のニュースは嬉しかったですね︕私も⾵邪なんて忘れて、思わずスレを⽴てちゃっ
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たんですよ(笑)
忘れてしまうぐらい嬉しい出来事だったって事ですよね!!あと、xs4pedさんの追悼作品を拝⾒させて頂きました︕

 本当に素晴らしいです︕︕☆ﾐ私にとって動画作成は未知の世界なので、尊敬しますね︕
 xxxさんもきっと喜んで⾒ているでしょう(*^v^*)

アネ研さんへ＞
 こんにちは︕だいぶ元気になりましたよ＾＾“受賞が決まったから元気になった”のかもしれませんね〜♪(笑)

 でも、なぜか今⽇は咳が⽌まらないので、もう少し安静にしておきます(笑)

DOMINGOさんへ＞
 こんにちは♪すごく嬉しいですよね〜︕DOMINGOさんは昨夜祝杯しましたか︖☆

 私もお祝いの何か、をしたかったですね(>u<)

カーディガンさんへ＞
 はい、レスを⾒た時は「おはようございます」でした(笑)⾵邪をひいているんですが、もう結構経つので、

 すぐに良くなるだろうと思います＾＾ご⼼配ありがとうございますね☆
 カーディガンさんはレコード⼤賞を近年⾒ていなかったんですね(笑)

 私は“⼀応チャンネル付けていた”という感じです(TBSさんごめんなさい︕(笑))今年はお互い“必⾒”の番組になっちゃ
いましたね☆ﾐ

削除された記事

2626 選択 DELETE 2007-11-30 20:12:19 返信 報告

※この記事は削除されましたが、コメントが付いているため残されています。
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Re:アルバム『時間の翼』

2662 選択 stray 2007-12-01 12:15:59 返信 報告

Hanaさん、こんにちは。
 AL『時間の翼』のブックレットに、この画像は載っていませんね。

 出展がすぐには思いつきません。FC会報かな︖
 

⼼より御礼申し上げます   

2514 選択 ｘｘｘの家族⼀同 2007-11-26 21:39:19 返信 報告

ｓｔｒａｙ様、並びにＺＡＲＤ研究所の皆様

初めに、ｘｘｘの為に多⼤なる御迷惑をおかけした事をお詫び致します。

そして、ギャラリーの展⽰や、追悼企画等、ｘｘｘ個⼈の為に御尽⼒された事に対し⼼より感謝申し上げます。
 皆様の暖かさに触れ、⼜ギャラリーの素晴らしさに⾔葉を失う程感激しています。

旨く表現出来ませんが、私どもの感謝の気持ちをお汲み取り頂けないでしょうか

ｓｔｒａｙ様や、皐様を初め沢⼭の⽅々のお話をｘｘｘより伺っていました。
 ｘｘｘの少年期は、早くに両親を亡くし、とても荒んだものだったと聞いていますが、

 ⼈⽣の終焉に皆様⽅のような暖かい⼈達に囲まれて、安らかな眠りにつけたのではないかと感謝の気持ちで⼀杯です。

特に、ｓｔｒａｙ様には、⾃⾝の恩⼈である、空⼿の先⽣のような⼈だと伺っていました。
 ⼦供達には常々、⾔葉を聞くのではなくて、その⼈のココロを聞きなさいと⾔っていたので、

 ｓｔｒａｙ様に叱られた時、ｓｔｒａｙ様の持っておられるココロの優しさが聞こえたのだと思います。
 携帯メールをしても、TELでしか返事を返さない⼈が、掲⽰板に投稿していると聞いた時は驚きました。

私は、掲⽰板は誹謗中傷の多い所という先⼊観があって、こんなに素敵な所が存在する事じたいが信じられませんでした。
 今⽇ここに来て考えを改めます、本当に素晴らしい⼈達ばかりなんですね。

 こんなにもやさしい皆様に御世話になっていたようで、とても嬉しい気持ちです、⼼から御礼申し上げます。
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皆様に感謝の気持ちを⼀杯書きたいのですが、⼿も震えていて、コンピューターを扱った事もなくて精⼀杯の気持ちで書いて
います。

 これだけの事をして頂いていながら短い御礼⽂で、⼤変失礼と存じますがお許し下さいませ。

後になりましたが、沢⼭の皆様からお悔やみのお⾔葉を頂戴し、お⼀⼈お⼀⼈様に感謝の気持ちで⼀杯です。

ありがとうございました。
 

Re:⼼より御礼申し上げます   

2515 選択 xxxよりの使者 2007-11-26 21:43:08 返信 報告

私の軽はずみな⼀⽯が、このように⼤きな波紋になるとは考えも及びませんでした。
 改めて皆様の暖かさを感じたと同時に、そんな皆様を悲しませ傷つけてしまった事をお詫びいたします。

 そして、stray様には、⾟いお役⽬をして頂いたようで、⼤変申し訳なく思っています、

本⽇御家族を、Ｚ研、Ｚ,p、Ｚ板、kazu様のH,P とご案内いたしました。
 追悼ギャラリーでは、皆様からのメッセージを⼀⾔もらさず⾒ておられました。

 ⼀通り⾒るのに約3時間程かかりましたが、とても感激して全員⽬が⾚く腫れてしまっています。

御礼⽂は、私や、⼦供達が代筆すると⾔っても、御⾃⾝で⼀⽂字⼀⽂字⼀⽣懸命に打っておられました。
 こんな律儀な所は、xxxさんも奥さんも⼀緒です（笑） そのお気持ちだけでも汲んで頂けたらと思います。

私も含め、xxxの家族⼀同は、皆様のお⼼遣いにとても感謝しています。
 淋しさは残りますが、⼦供達もそれぞれ成⼈し、それぞれの道で頑張っています。

 息⼦は、容姿も考え⽅もxxxさんの若い時にそっくりです（笑）、御⼼配されませぬように。

御⼿数をかけますが、れお様の所へも宜しくお伝えして頂ければと思います。

皆様本当に、ありがとうございました。
 

xxxさんのご家族の皆様へ  

2520 選択 stray 2007-11-26 22:44:55 返信 報告
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はじめまして、strayと申します。
この度は本当にご愁傷様でした。⼼よりお悔やみ申し上げます。

たいへんご丁寧な御礼と、私に対するもったいないお⾔葉の数々を頂戴し、恐縮⾄極です。
 本⽇、使者様のご案内で、xxxさんのギャラリーをご覧下さったとのこと。

 xxxさんの分もしっかり⽬に焼き付けていただき、たいへん嬉しく存じます。

ZARDファンは⼼温かい⼈ばかりで、xxxさんもとても⽣き⽣きと、我々の輪（和）に加わっておりました。
 ご家族の悲しみを前にして、こんなことを⾔って叱れるかもしれませんが、

 とても幸せな最期だったのではないでしょうか。
 そう信じないことにはやりきれなくて申し上げるのですが…。

xxxさん追悼作品は、今後も増え続けると思います。
 随時「Memorial Gallery」を更新しますので、

 ⽉命⽇に覗いていただければ幸いです。

xxxさんのご冥福を⼼よりお祈りし、御礼とさせていただきます。

xxxさんの御家族の皆様へ

2521 選択 Ｔ２８ 2007-11-26 22:57:21 返信 報告

はじめまして、Ｔ２８と申します。
 御礼⽂ありがたく拝⾒いたしました。

 わざわざお越し頂き恐縮です。こちらこそ御礼申し上げます。

xxxさんと出会えた事をとても感謝しています。
 余計な事をしているのではないかと、不安もありましたが、

 温かいお⾔葉を頂戴して、今胸が⼀杯で上⼿く⾔葉が出てきません。

少しでもxxxさんを勇気づけたいと始めたギャラリーでしたが、
 楽しみにされていた、皐さんのギャラリーをお⾒せすることが出来ませんでした。

 もう少し早くオープン出来たらと、後悔の念も残ります・・・。
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ですが、御家族の皆様にご覧頂けて、これで良かったんだと思っております。
使者様、御家族をご案内下さってありがとうございました。

最後になりましたが、xxxさんの御冥福を⼼よりお祈り申し上げます。
 

xxxさんの使者様へ 

2522 選択 stray 2007-11-26 23:11:35 返信 報告

こんばんは、strayです。
 使者様には、xxxさん以上の律儀さを以ってご対応いただきましたこと、感謝してもしきれません。

 改めて厚く御礼申し上げます。
 「悲しませ傷つけてしまった」などと仰らないで下さい。

 ⼈⽣には乗り越えなければならないことがたくさんあるのですから。
 どうぞお気になさらぬよう（といっても無理かもしれませんが）私からもお願いします。

本⽇はご家族を「Gallery of ⾵⼩僧xxx」「Memorial Gallery」にご案内下さり、
 ありがとうございました。ご家族の皆様に感激していただき、

 私もこれで無事に役⽬が果たせて、ホッとしています。
 毎⽇⾒ている私でさえ、１時間はかかりますので、さぞかしたいへんだったと思います。

 Ｚ.p.とＺ板には、ご家族から御礼を頂戴したことを早速伝えましたのでご安⼼下さい。

私はもとより、皆さんのxxxさんへの想いが、ご家族に伝わったということは、
 xxxさんにも伝わったということですね。今頃、天国でにっこり微笑んで下さってることでしょう。

使者様にはときどきでけっこうですので、Ｚ研はじめxxxさんゆかりのサイトをご訪問いただき、
 「Ｚ研では、こんな話題で盛り上がってるよ〜」と、xxxさんに報告していただけないでしょうか。

 それが何よりの供養になるんじゃないかと…。
 勝⼿なお願いで申し訳ありません。

⾟いお役廻り、ほんとうにご苦労さまでした。
 ⼀段落されましたら、ゆっくり疲れを癒して下さいませ。

Re:⼼より御礼申し上げます   
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2523 選択 ヒツキ 2007-11-26 23:28:05 返信 報告

×××さんのご家族の皆さん、使者さん
 こんばんは

 はじめまして。
 ×××さんには沢⼭の画像をいただきました。

 ⾃分の知らない沢⼭の泉⽔さん、新しい泉⽔さんを知ることができ、全てが宝物です。
 ⼀⼈の⼈を好きになったことですばらしい⼈達と出逢うことができました。×××さんもその⼀⼈です。

 僕からももう⼀度お礼を⾔います。
 本当にありがとうございます。

xxxさんのご家族のみな様、使者様へ   

2530 選択 アネ研 2007-11-27 00:30:38 返信 報告

はじめまして、アネ研と申します。
 御⾟い中、挨拶いただき恐縮いたします。

 ご家族みな様
 xxxさんにはたくさんの癒しのいただき感謝しています。

 今回も、「⾔葉を聞くのではなく、その⼈のココロを聞きなさい」と、素晴らしいお⾔葉、肝に銘じたいと思いま
す。

 使者様
 あなたがいなければ、私たちはxxxさんの今回のことを何も知る事ができませんでした。つらい任務ではあったでし

ょうが投稿してくださった事本当に感謝いたします。

最後に、xxxさんのご冥福⼼よりお祈り申すあげます。

Re:⼼より御礼申し上げます   

2534 選択 Hana 2007-11-27 09:05:45 返信 報告

初めまして、Hanaと申します。
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xxxさんとお会いしたことはありませんが、
xxxさんの追悼作品は、拝⾒をさせて頂きましたらとても素敵でした。

xxxさんのご家族、使者様⽅、xxxさんの永逝されたことの悲しみは、
 絶えることのないものと思われますが、どうか気を落とされぬよう、

 これからも頑張って頂きたいと思います。

xxxさんのご冥福を、⼼からお祈り申し上げます。
 

xxx様のご家族の皆様へ。  

2536 選択 MIZUI 2007-11-27 09:33:06 返信 報告

xxx様のご家族の皆様へ。
 初めましてMIZUIと申します。

 この度は本当にご愁傷様でした。
 いつもXXXさんには素晴らしい画像を頂いてばかりいました。XXXさんが⼤好きだった坂井泉⽔さんの

 ⽉命⽇にこの様なお礼⽂を読ませて頂き⼜涙が溢れて
 きてしまいました。

 XXX様のご家族の皆様におかれましてはくれぐれも
 お体、⼤切にされます様お気をつけて下さい。

 最期にxxxさんのご冥福を⼼よりお祈りします。

Re:遅ればせながら… 

2671 選択 皐 2007-12-01 18:11:21 返信 報告

xxxさんのご家族の皆様、初めまして皐と申します。
 この度は本当にご愁傷様でした。⼼よりお悔やみ申し上げます。

xxxさんのギャラリーに関しては、ご家族の皆さまにも
 ご覧になって頂けたようで、とても嬉しく思います。

 そして、奥様の⾔葉の⼀つ⼀つが、⼼に響いてきて胸がいっぱいです。
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私事になりますが、掲⽰板ではxxxさんに本当に優しく接して頂いていたので、
突然の訃報を聞いた時はショックでなりませんでした。

 11⽉には私にとっても命⽇にあたる⼤切な⽇がありますので、
 そんな思いも重なってしまい、他⼈事とは思えない⼼情でした。

 今年はxxxさんという素晴らしい⼈を失い、⼼から残念に思います。
 ご家族の皆さまの事を思うと本当に⼼が痛いです。

 くれぐれも、お体にお気を付け下さいね。
 そして、使者さん。私は使者さんにとても感謝しています。

 なので、謝らないで下さいね＾＾xxxさんとのコンタクトが取れなくなった時、
 使者さんにどれだけ助けられたかと思うと、いくらお礼の⾔葉を述べても⾜りません。

 本当に感謝しています︕

ご家族の皆さま、使者さん。丁寧な挨拶をどうもありがとうございました。
 最後に、xxxさんのご冥福を⼼よりお祈り致します。

xxxさん追悼作品

2640 選択 皐＆aki 2007-11-30 23:32:08 返信 報告

ZARD研究所のみなさん、こんばんは。皐＆akiです。
 xxxさんへ追悼の意を込めて、再びコラボ作品を制作しました。

 今回は、私(aki)が詩を書いてから、さっちゃん(皐さん)に画像加⼯をしてもらいました。

さっちゃんはこの作品について「akiちゃんの詩から感じるインスピレーションと、⾃分の想いを加
⼯に表現した」

 とコメントしています。
 名前を⼊れてみたり、xxxさんの加⼯画も組み合わせたり…今までにない⼯夫をした1枚だそうです。

 追悼画はゆっくり時間をかけて作るつもりだったそうなのですが、気が付いたら完成していたようで、
 「作るのに時間がかかる私に、xxxさんが⼿助けしてくれたのかな＾＾」なんて⾔っていました。

 (私のこの詩に対する想いは、Z.pの#3318のスレに書いてありますので、よろしければそちらもご覧下さい)
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この作品は、さっちゃんと私、xxxさんと泉⽔さんの4⼈で作った作品だと思っています。
私は作品が出来た瞬間、胸がいっぱいになりました。

 この胸の中の気持ちは、1⼈では味わえない、さっちゃんとでなければ味わえない、感動なのだと思います。
 そして、このメンバーで作品が作れたことを、誇りに思っています。

 -------------------------------------------------
 また、この機会に2⼈でxxxさんへ向けての⼿紙を書きました。

 xxxさんの訃報を知った時は、お悔やみの⾔葉しか浮かばず、書きたいことが上⼿く書けなかったのです…。
 今なら2⼈ともきちんとxxxさんへの想いが書ける。そう思い、ストレートな⾔葉で⼿紙を書かせて頂きました。

天国でxxxさんと泉⽔さんが⾒てくれていることを信じて…☆⼺

2007.11.30 皐＆aki

xxxさんへの⼿紙

2643 選択 皐＆aki 2007-11-30 23:36:31 返信 報告

xxxさんへ
 xxxさんからの最期のメッセージを、ようやく冷静に読む事が出来ました。

 あの時は素っ気ない挨拶をしてしまって、ごめんなさい。
 明るくお別れするために、⾃分の気持ちをすべて書く事が出来なかったんです。

 皐ギャラリーを⾒る事が出来なかったんですね。でも、今はもう⾒て頂けましたか︖
 xxxさんが楽しみにしてくれていたペーパーのコーナーは、きっと笑ってくれましたよね︕(笑)

 そして今回、追悼作品として、akiちゃんともう⼀度共同作品を作ったんですよ＾＾
 私もakiちゃんも、xxxさんや泉⽔さんと4⼈で作ったような、そんな気がしています。

 加⼯に時間がかかる私が、あんなに早く作れたのはxxxさんが⼿助けしてくれたんですよね︖
 …その前に、xxxさんの作品を勝⼿に加⼯しちゃって、すみません︕怒らないでくださいね(苦笑)

 でも“xxxさんなら多めに⾒てくれる”って信じていますよ;(笑)
         * * * * * * * * * * *

 私が加⼯画を作る時は、いつもxxxさんが胸にいます。
 私にとってxxxさんは師匠のような、憧れの先輩のような、そんな存在でした。

 そして、たくさんいるファンの中の⼀⼈でもあります。
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xxxさんから教わった技術を⼼から⼤切にしていきますね︕
ずっとずっと忘れません。

xxxさん、本当にありがとうございました︕安らかにお眠り下さい…

皐より
 ----------------------------

 xxxさんへ

xxxさんがお亡くなりになられたことを知った時、顔も名前も知らない⼈なのに、なんでこんなに涙が溢れてくるの
か…。胸が苦しくて、痛いのか…。⾃分⾃⾝にびっくりしました。

 そして「⼈を亡くすことは、こんなにも⾟いんだ…」と初めて知りました。

こんなにもすぐにお別れの時が来るとは思ってもいなかったけど「いつかは来る」…と⼼の中で分かっていたような
気がします。

 「悲しい・・・」という⾔葉が、本当に悲しくて。
 「⽣きてます」の⼀⾔が、すんごく重たかった。

 今、やらなくちゃいけない。今、伝えなくちゃいけない。
 そんな想いが、xxxさんの⼀⾔⼀⾔から感じられたからです。

私は「死なないで︕」の⼀⾔がどうしても⾔えませんでした。
 多分、xxxさんの病のことを知っていたら余計⾔えなかった…。
 こんなにも頑張っている⼈に、もっと頑張れ︕というのは私⾃⾝のワガママなのではないか…と思ったんです。

 それに、xxxさんは⾃分の想い、みなさんへの感謝の気持ち。
 そして書ききれないほどの素晴らしいものを与えてくれたし、残してくれた。

 だからもう、⼗分です…。
 そんなにみんなのために頑張らなくて、⼤丈夫ですよ。

 天国では、どうか元気でゆっくり過ごして欲しい…。
 それ以上何もお願いしないから、どうかこの願いだけ…叶いますように。

最後に、みんなxxxさんのこと絶対忘れません。
 だからこれからは、安⼼して泉⽔さんと⼀緒に、天国でゆっくり過ごして下さいね。

 ありがとうございました。



akiより

Re:xxxさん追悼作品

2645 選択 xs4ped 2007-12-01 00:15:26 返信 報告

皐さん、お久しぶりです。
 akiさん、はじめまして。

追悼(コラボ)作品頂きます。
 ⼤変素敵な詩と画像の組合せですね。（*^_^*）

私の次回作にも使わせて頂きます。
 もう、ご覧になりましたか︖

Re:xxxさん追悼作品

2651 選択 アネ研 2007-12-01 00:59:08 返信 報告

こんばんは、皐＆aki コラボ第2作できて、よかったですね。（笑）
 akiさんへ

 悲しいことだけれど、出会ったことに感謝して、明⽇へ希望をもって⾏こうというような、前向きな感じがしていい
ですね。

 皐ちゃんへ
 全⾯の淡いピンク⾊が４⼈のやさしい感じと、おだやかでゆったりした時間を感じました。xxxさんの作品の⾃然な

置き⽅もいいですね。

Re:xxxさん追悼作品

2652 選択 インディゴ 2007-12-01 01:26:52 返信 報告

こんばんは、皐＆akiさん。
素晴らしい追悼作品に⼼洗われる想いです。
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研究所の最強コンビ復活ですね♪
xxxさんの作品には沢⼭の⽅が⼼打たれていたと思います。

 私もその⼀⼈で、⼈に影響されやすい性格もあり、加⼯画を始めてみたのですが、
 xxxさんの魂ある作品にはとても及ぶ事が出来ませんでした。

 私も訃報後は、繰り返される悲しみにやる気の起きない⽇々が続きましたが、
 過去のxxxさんのコメントを読むうちに、こんな情けない事ではいけない、

 悲しみ続ける事は、亡くなった⼈を天国に⾏っても悲しませる事だと気付き、
 前を向き続ける事を決めました。

 xxxさんの⽣前の作品とコメントは、最後までしっかりと⾃分の⼈⽣を⽣き抜いた証であると思います。
 これからの⼈⽣で挫折しそうになった時に読みかえし、⾃分を⿎舞したいと思っています。

 皐＆akiコンビの作品はxxxさんも楽しみにしていると思いますので、
 今後も活躍期待していますよ。

Re:xxxさん追悼作品

2655 選択 Ｔ２８ 2007-12-01 09:11:05 返信 報告

皐＆akiちゃんへ

おはようございます。朝っぱらから感動して涙が出てます。
 まず、お⼆⼈のメッセージに⼼打たれました。途中からよく⾒えなくて困りました。（泣）

 xxxさんは読んで、私以上に⼤泣きしているでしょうね。うれしくてね。

コラボ作品ですが、これも素晴らしいです︕
 詞からは、ファンの絆を深めたxxxさんの優しさ・強さ・温かさ、そんな⼤きな愛を感じますし、

 画からは、xxxさんの加⼯画がプリントされた絵葉書が届いて、うれしそうに読む泉⽔さんが⾒えます。

4⼈のコラボ作品、とても暖かい気持ちになりました。
 皐＆akiちゃん、ありがとうございます。（嬉泣）

 

Re:xxxさん追悼作品

2656 選択 Folken 2007-12-01 10:09:39 返信 報告
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皐さん、akiさん、みなさんおはようございます。
朝から、これを読んでぐっときています。

 途中から私もあんまり読めなくなりました・・・。
 責務、というと⼤げさですが、最近本当に、

 xxxさんの分まで、がんばらなくては、
 と思いながら仕事しています。私たちはまだピッチ

 に⽴っていられるから。だから頑張ろう、と思います。
 坂井さんの時といい、このことは深く教えられました。
 xxxさんのこと、忘れないです。

Re:xxxさん追悼作品

2659 選択 ヒツキ 2007-12-01 11:42:28 返信 報告

皐さん、ａｋｉさんこんにちは
 ×××さんにきっと届いていますよ

 「⽣きる」って重たいですね。
 今年は特にそう思いました。

皐ちゃん＆akiさん、ありがとう︕

2660 選択 stray 2007-12-01 11:51:27 返信 報告

昨夜から何回読み直したかわかりません。
 何度読み返してもジーンとくる、お⼆⼈からのメッセージですね。

 ⼆⼈の想い、天国にいる２⼈のスターに、伝わりますよ、伝わりますとも︕
 皐ちゃん＆akiさん、どうもありがとう︕

akiさんへ
 私は知っていただけに、その後のご来訪の度に「無理するな、少しでも⻑く⽣きろ︕」と

 ⼼の中で叫んでました。けど、「無理しても来たい︕」という彼の想いがひしひし伝わってきて、
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それが彼の選んだ道であるならば、好きなようにさせるしかないかなと…。
最期の３作品に込められたxxxさんの想いを、⽣涯⼤事にしていくつもりです。

皐ちゃんへ
 ほかの皆さんにはたいへん失礼になるけど、xxxさんが⼀番喜んでくれるのは、

 ⼤好きだった皐ちゃんの作品だと思います。

皐ちゃんが４部作をつぎつぎ発表し、そこにxxxさんがＺ板にデビューした、
 ８⽉初めの、暑かった頃が脳裏に浮かんできて、しみじみしています。

 この作品は、当時の皐ちゃんの作⾵そのままですね。
 xxxさんに捧げる作品としてこれ以上のものはないでしょう。

 右側中央、xxxさん最期の３作品は、まるでプリントアウトしてそこに置いてあるかのようです。
 優しいピンクの⾊使いが、⼼を落ちつかせてくれます。

 だから余計に泣けてくるのかな。

あれからたった４ヶ⽉なのに、xxxさんはもういない。
 皐ちゃんとxxxさんの競演を、いつまでも⾒つづけていたかった…。

 季節の移ろいとともに、華やかな瞬間はあっという間に過ぎ去ってしまいましたね。

さて、お⼆⼈のコラボ作品を、どのようにMemorial Galleryに収めたらよいものやら。
 （画像と⼿紙はセットにしたほうがよいでしょう）

 部⻑︕なにか良い⽅法ないですか︖
 

Re:xxxさん追悼作品

2663 選択 PAN 2007-12-01 12:52:25 返信 報告

皐さん、akiさんこんにちは︕
 お⼆⼈の暖かい気持ちが込められたxxxさんへのお⼿紙と

 ⼼をひとつに制作された素敵な作品を拝⾒させていただ
 きました。

 xxxさんの訃報を知った時、お別れの⾔葉や⾃分の気持ち
 を上⼿く表現することが出来ず、そのことで悩んだりも
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しましたが、xxxさんには、常に思いやりと感謝の気持ち
を持って⽣きることの⼤切さを教えていただいたようで、

 それは⾃分にとってかけがえのない財産になりました。
 お⼆⼈のメッセージは天国のxxxさんにきっと伝わって
 いるはずですし、きっとこれからも、お⼆⼈とわたくし
 たちを暖かく⾒守ってくれているものと思います。

また、お⼆⼈のコラボ作品も⼤変素敵なものでした。
 皐さんが加⼯した坂井さんのナチュラルなイメージに、

 akiさんの暖かい詩が素敵なまでに溶け込んでいるかの
 ようです。

 作品は⼤切に保存させていただきますので、ほんとうに
 ありがとうございました。

 

:xxxさん追悼作品

2665 選択 ＳＳＳ 2007-12-01 14:31:31 返信 報告

 
皐さん＆ａｋｉちゃん、こんにちは

素晴らしい追悼作品、２⼈の優しい想いは天に届き、喜んでいる事でしょう、コラボ作品〜本当お疲れ様でした︕︕

◆皐さんへ◆

⽣きる事の重み、別れる⾟さ、この世の儚さ、⾃分も１番、涙や苦しみが多すぎる１年でした〜今は泉⽔さんも、ｘ
ｘｘさんも痛みも苦しみも無い、神々が⾒守る世界で穏やかに過ごしている事でしょう〜 皐さんは素晴らしい加⼯
画センスがあり、⾃分も楽しみかつ元気を毎回頂いています〜ｘｘｘさんや、他の皆様も同じ気持ちです、 ⼤⼈に
なるにつれ〜多くの試練が訪れるけど、いつまでも応援しているので、焦らず⾃分らしく作品を作り続け、皆を驚か
せて下さいね、 たまにはＺ．Ｐに遊びに息抜きに来て下さい〜美味しいお菓⼦で待っていますよ（笑）

◆ａｋｉちゃんへ◆
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時に無⼒で〜⼤切な⼈を失うのは本当に悲しく、⾟くて、お兄ちゃんもボロボロ、ちょうど⼤殺界と合わせ全てを失
った１年でした〜 でも、⼈の瞳が背中についてないのは〜前に向かい⽣きて⾏く使命があるからだと思う・・我々
には多くの仕事＆役⽬が残っている、これから先、多くの壁が訪れるけど、過去が証明してくれる（何があっても必
ず乗り越えられる） ⾃分も⼈⽣の先輩として、涙を明⽇の⼒に変えて前を歩き続けるから〜ａｋｉちゃんも負けな
いように、 どうしても苦しく＆⾟い時は、『⽢えたいカード』を使い遠慮しないで愚痴ってね（笑）

Re:xxxさん追悼作品

2669 選択 S424 2007-12-01 15:43:19 返信 報告

皐さんakiさん。こんにちは。
 ２作⽬もすばらしいできですね︕

 お⼆⼈のxxxさんへの追悼の気持ちを⼗分感じ取ることができました。
 akiさんの詩と,その詩が埋込まれた画像そしてakiさん皐さんのxxxさんへのお⼿紙・・・これらすべてで⼀つの作品

となってるんですね。

Re:xxxさん追悼作品

2670 選択 ｘｘｘよりの使者 2007-12-01 16:00:33 返信 報告

私が書き込みをすると、皆様に動揺を与えると思い、しないつもりでしたが、
 ｘｘｘの奥さんも喜ばれると思い、この作品とお⼿紙を報告したいと思います。

奥さんは、先⽇案内した時にａｋｉさんの詩に感激し、⼜、皐さんの姿が⾒えなかったことに御若い御⼆⼈のことを
とても⼼配していました。

私も、お⼆⼈が元気を取り戻しておられることがとても嬉しいです。

これからも書き込みはしないつもりですが、いつも御⼆⼈の御活躍を⾒ています。

「あなたのアンコール サタデースペシャル」
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2666 選択 カーディガン 2007-12-01 14:51:44 返信 報告

こんにちは、皆様。
 ６⽉でしたっけ、NHKで放送された、クローズアップ現代での泉⽔さんの特集を今⽇こそ⾒るために、朝から、ビデオと格闘

しておりました。まだ、地上波なので、ビデオのコードをBSも録画できるように試⾏錯誤しながら、設定しておりました。な
んとか録画できそうです。

 WEZARDの情報で、

NHK BS２ 「あなたのアンコール サタデースペシャル」
 12⽉1⽇(⼟)午後1:30〜午後5:00

※今年放送された「クローズアップ現代」の『時代を励ました歌〜ＺＡＲＤ坂井泉⽔さんが遺したもの〜』が再放送されま
す。

 とありましたから、また、⾒逃さなくてよかったです。まだ、放送されてないですね。今は、「千の⾵になって」が流れてい
ます。最後のほうのようですね。

Re:「あなたのアンコール サタデースペシャル」

2667 選択 カーディガン 2007-12-01 14:55:21 返信 報告

始まりました。
 

Re:「あなたのアンコール サタデースペシャル」

2668 選択 カーディガン 2007-12-01 15:28:25 返信 報告

今、泉⽔さんの分の放送が終了しました。武道館の様⼦を映した、素晴らしい映像も同時に特別に流れました。NHK
さん、事務所さん、どうもありがとうございましたm(__)m

 感動しました(ToT)/~~~
 紅⽩でも、どうぞ、よろしくお願いしますm(__)m

 うーむ、期待を裏切って、期待以上でした(^_-)-☆
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★★ 投稿フォームが出ない場合の対処法 ★★

2664 選択 stray 2007-12-01 13:03:47 返信 報告

「新しい話題を投稿する」をクリックしても、投稿フォームが出てこない
 という問い合わせをいただきました。

 ＢＢＳ管理者に問い合わせたところ、以下のような返事でした。

*******************************************************
 １．JavaScriptが動作可能になっていない可能性があります。

 お使いのブラウザの設定で、JavaScriptをオンにしてください。

２．また、まれにブラウザのキャッシュが壊れて動作がおかしくなることもありますので、
 キャッシュクリアをお試しください。

 *******************************************************

１．については、下記をご参考にして下さい。
 https://kokei.shokokai.or.jp/contents/iesettei.asp

２．については、下記をご参考にして下さい。
 http://www.higaitaisaku.com/icsakujyo.html

なお、本ＢＢＳは「携帯」には未対応です。

MJTV

2635 選択 ALIL.1967 2007-11-30 23:27:17 返信 報告

オンエアー連続です

Music Japan TV（スカパー︕Ch.269, スカパー︕110 Ch.321他）
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Re:MJTV

2636 選択 ALIL.1967 2007-11-30 23:27:49 返信 報告

Music Japan TV（スカパー︕Ch.269, スカパー︕110 Ch.321他）
 ■オンエア予定（12/1〜12/15 Artist Request ＃59）

 ☆X'mas Song SELECTION

ZARD「My Baby Gran〜ぬくもりが欲しくて〜」

◇初回放送⽇ 12⽉1⽇（⼟）18:30〜
 リピート放送 12/2 24:30〜、12/3 26:30〜、12/7 23:30〜、12/8 18:30〜、12/10 26:30〜、12/14 

24:30〜、12/15 18:30〜、
 ◇次回更新⽇ 12⽉17⽇（⽉）26:30〜

Re:MJTV

2637 選択 ALIL.1967 2007-11-30 23:28:24 返信 報告

Music Japan TV（スカパー︕Ch.269,スカパー︕110 Ch.321他）
 ■Line Up（Megahits Request ＃267 12/1〜12/13）

☆ ZARD New Sg「グロリアス マインド」

◇初回放送⽇: 12⽉1⽇（⼟）25:00〜
リピート放送 12/3 09:30〜、12/4 13:30〜、12/5 22:30〜、12/8 15:30〜、12/10 09:30〜、12/11 
13:30〜、12/12 15:30〜、12/13 22:00〜、
◇次回更新⽇: 12⽉15⽇（⼟）15:30〜

Re:MJTV (これは既出ですね)

2638 選択 ALIL.1967 2007-11-30 23:29:19 返信 報告
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Music Japan TV（スカパー︕Ch.269 スカパー︕110 Ch.321他）
■オンエア予定(11/29〜12/5 MU-GEN ＃151）

 【MU-GEN FOCUS】

◇ZARD/Sg「グロリアス マインド」

◇初回放送⽇ 11⽉29⽇（⽊）25:00〜
 リピート放送11/30 16:30〜、12/2 21:00〜、12/5 23:00〜、

 ◇次回更新⽇:12⽉6⽇（⽊）25:00〜
 ■全国30局ネットでも放送中!

Re:MJTV

2641 選択 ALIL.1967 2007-11-30 23:32:50 返信 報告

これは検索で出てきたんですが，時間とか正確じゃありませんよね。THINK LOUD 2007をしている⽅がいらっしゃ
ったら教えてください。

2007/12/01 05:00-05:00 [MJTV] MTV THINK LOUD 2007 世界エイズデー・スペシャル (164曲⽬)
 ZARD 「My Baby Grand ` �����~ ���` iDVD.Le Portfolio 1991-2006 ��j」

Re:MJTV

2653 選択 ALIL.1967 2007-12-01 03:56:07 返信 報告

これが正しいようです。やっと⾒つけ出しました。THINK LOUD 2007ではないようです。

2007/12/01 18:30:00 ARTIST REQUEST 
 ZARD My Baby Grand〜ぬくもりが欲しくて〜（DVD.Le Portfolio 1991-2006より） B-Gram RECORDS

 

Re:MJTV

2654 選択 ALIL.1967 2007-12-01 04:17:58 返信 報告
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MEGA HITS REQUEST#267
12⽉1⽇15:30-16:00（スカパーのチャンネル別webより）

  
これが正しいとして予約してみます。前のレスはMEGA HITS REQUESTのwebにあったんだけど。

  

初投稿です

2620 選択 MOON 2007-11-30 19:04:11 返信 報告

皆さんはじめましてMOONといいます。
 いつも拝⾒させて頂いています。

レコード⼤賞特別功労賞を坂井泉⽔さんが受賞しました。
 12/2にはクローズアップ現代の再放送が(BS-2)あります。

 12/12には「グロリアスマインド」が発売になります。
 久しぶりに良いニュースを聞けてうれしく思います。

MOONさん、ようこそ︕

2630 選択 stray 2007-11-30 22:07:55 返信 報告

はじめまして、strayと申します。
 Respect ZARDのmoonさんじゃありませんよね︖

 12⽉は、芸能ニュースをはじめ、ZARDの話題が多くなりそうですね。
 今後ともＺ研をどうぞよろしくお願いします︕

 

Re:初投稿です

2631 選択 Ｔ２８ 2007-11-30 22:23:58 返信 報告
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MOONさん、はじめまして、Ｔ２８と申します。
stray所⻑が確認していますが、moonさんでしょうか︖

 もしRespect ZARDのmoonさんでしたら、ご無沙汰しております。
 また、偶然同じHNをお使いなだけでしたら、勘違いをお許し下さい。

今⽇は良いニュースが聞けてうれしいです。
 「グロリアスマインド」発売も、もう少しですね。待ち遠しいです。

 これからもどうぞよろしくお願いします。
 

Re:初投稿です

2649 選択 MOON 2007-12-01 00:41:10 返信 報告

strayさん

はじめまして、MOONです。
 私は別⼈のMOONです。

レコード⼤賞特別功労賞の受賞はとても良いニュースでした。
 きっと天上の泉⽔さんも喜んでいることと思います。

 こちらこそ、よろしくお願いします。

Re:初投稿です

2650 選択 MOON 2007-12-01 00:45:15 返信 報告

T28さん

はじめまして、MOONです。
 私は別⼈のMOONです。

今⽇はとても良いニュースを⽬にする事が出来てうれしいです。

紅⽩のZARDの特集の話本当だったらうれしいです。
 NHKの[SONGS]で特集をOAしてくれたらと願っています。
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これからもよろしくお願いします。

☆☆☆ 博物館オープンしました ☆☆☆

2627 選択 stray 2007-11-30 20:33:00 返信 報告

皆様こんばんは︕
 附属博物館をオープンしました。

今のところコンテンツは「ZARD PV ロケ地マップ」１つだけです。
 そのうち増やしますので（笑）。

「ZARD PV ロケ地マップ」は、PVと無関係なものも⼊っていますし、
 まだまだ数も少ないので、これも少しずつ増やしていく予定です。

Google Map を使っていますので、パソコンのスペックによってはフリーズする場合があります。
 Mac OSX では、サファリ、IE、NNともに動作しませんでした。なんでかな︖

 Windows限定ということでお願いします。

右上の「ＨＯＭＥ」からお⼊り下さい。

Re:☆☆☆ 博物館オープンしました ☆☆☆

2628 選択 xs4ped 2007-11-30 21:48:21 返信 報告

strayさん、こんばんは。

博物館オープンおめでとうございます。

博物館、拝⾒しましたよ。
 凄いですね︕

 Google Mapsを使うとは驚きました。
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⼤変感動しました。
ありがとうございます。

 

Re:☆☆☆ 博物館オープンしました ☆☆☆

2634 選択 DOMINGO 2007-11-30 23:22:45 返信 報告

stray所⻑、こんばんは。
 博物館オープンおめでとうございます。

 早速拝⾒させていただきました。⾒たことのない映像もあり、感動しました〜。ありがとうございます＾＾ノ

レコード⼤賞 ＜特別功労賞＞

2615 選択 xs4ped 2007-11-30 17:17:44 返信 報告

＜レコード⼤賞＞部⾨賞決まる
 11⽉30⽇0時2分配信 毎⽇新聞

第４９回⽇本レコード⼤賞（⽇本作曲家協会など主催）の
 各部⾨賞が２９⽇決まった。今回発表された曲、

 歌⼿から⼤賞・最優秀歌唱賞や最優秀新⼈賞を選ぶ
最終審査は１２⽉３０⽇午後６時半から、ＴＢＳ系で⽣放送される。

＜功労賞＞池多孝春▽⼤沢浄⼆▽五⽉みどり
 ＜特別功労賞＞阿久悠▽井沢⼋郎▽植⽊等▽掛昇⼀

 ▽坂井泉⽔▽⽻⽥健太郎

泉⽔ちゃん特別功労賞おめでとうございます。
 良かったですね。

 今頃、天国でxxxさんと祝杯挙げているかな︖
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Re:レコード⼤賞 ＜特別功労賞＞

2633 選択 stray 2007-11-30 23:06:05 返信 報告

xs4pedさん、こんばんは︕
 皐ちゃんのスレはダイジェスト版ですので、このスレは是⾮とも残しておきたいです。

 削除しませんのでご了承を（笑）。

特別功労賞の授賞式は１２⽉６⽇、と新聞には書いてありました。
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. オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [2574]これは・・・(9) [2573]⾳楽葬の時の写真です(9) [2598]また×3画像依頼(4) [2537]ｍｆさんへ(5) [2587]★ZAR
D グロリアスマインドPV 準完全版(笑)★(5) [2584]strayさんへ(1) [2576]先ほど拝⾒させていただきました(2) [2549]情報求
む︕︕(7) [2504]KOHさん、研究員のみなさんへ(19) [2550]エンターテイメントニュース11／25(1)

新しい話題を投稿する

« 28 27 26 25 24 23 22 21 20 »

これは・・・

2574 選択 Hana 2007-11-28 20:48:48 返信 報告

この写真は、「さわやかな君の気持ち」のPVと関係ある写真ですよね︖おそらく、J-Groove magazine
のインタビュー時に撮影された写真ではないかと思いますが…。 

 この写真の⼤きいサイズをお持ちの⽅おられますか︖
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あります。

2578 選択 stray 2007-11-29 12:06:41 返信 報告

Hanaさん、こんにちは。
 「問い合せ」の件、了解しました。

この画像はＪ＊ＧＭです。雑誌の原⼨⼤でよろしいでしょうか︖
 それとももっと⼤き⽬にしますか︖

J*GM 2002/JUNE

2585 選択 stray 2007-11-29 20:18:03 返信 報告

Hanaさん、お待たせしました。
 J*GM 2002/JUNE、記事は「さわやかな君の気持ち」です。

 これ以上⼤きくしても意味がないと思いますので、とりあえず。

Re:これは・・・

2592 選択 Hana 2007-11-29 20:52:01 返信 報告

strayさん

やはりJ-Groove提供のものでしたか。
 これ以上⼤きいサイズにしなくても結構です。

 この⼤きさならもう上等です。
 助かりました。⾳楽葬の時の写真と併せて、

 有り難うございます。
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また、よろしくお願い致します。

strayさんへ

2603 選択 れお 2007-11-29 22:21:53 返信 報告

こんばんは。

⾒た事のない画像が盛り沢⼭で、頂いて⾏こうと…
 黙ってでは申し訳ないので、急遽頂いたのを加⼯して置いて⾏きますので、宜しくお願いし

ます。

れおさんへ

2604 選択 stray 2007-11-29 22:32:11 返信 報告

こんばんは︕
 れおさんはxxxさん以上に律儀な⽅で、わざわざありがとうございます。

 Ｚ．ｐ．に後で御礼の品を持って参上しますね（笑）。
 栗林さんの「君がいない」mp3、さっきから探してるんだけど⾒つからない（冷汗）。

最近始められたばかりなのに、アっという間に相当の腕前になられましたね︕
 れおさんの作品がある程度溜まったら、Ｚ研美術館で「個展」いかがですか︖^^

Re:strayさんへ

2619 選択 Hana 2007-11-30 18:30:11 返信 報告

＜れおさん
 初めまして。

 画像は編集されたものでしょうか︖素敵な画像ですねー。
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この画像も保存させて頂きました。
ありがとうございます。

これからもよろしくお願い致します。
 

Hanaさんへ

2621 選択 れお 2007-11-30 19:06:38 返信 報告

はじめまして。
 Hanaさんのお陰で新しい泉⽔さんを⾒る事ができました。

 お褒め頂いたついでに、今⽇急いで仕上げた作品を置いていきますので、よかったら持って
いってください。

追伸
 strayさんには内緒でお願いします。

 何故︖って…確か、"ZARD Family"という⾔葉を好きではないと仰っていた様な…(^^ゞ

れおさんへ

2625 選択 Hana 2007-11-30 20:06:15 返信 報告

この画像も保存させて頂きました。 
 この画像もステキ☆ 

 即、削除されても結構ですよ。

"ZARD Family"この⾔葉好きです。 
 並⾏して応援しているアーティストのファン同⼠で、 

 こういう呼び⽅しています(笑)。 
 

れおさんへ

2629 選択 stray 2007-11-30 22:04:43 返信 報告
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こんばんは、またまた素敵な作品ありがとうございます︕
「"ZARD Family"は好きじゃない」って、たしかにどこかで⾔ってます（笑）。

 ZARDファン全員が同じ⽅向を向いてるわけじゃないし、
 私は盲⽬的なZARD教信者じゃありませんから、という意味ですので。

 ”みんな仲良く”という意味では⼤賛成なので、勘違いしないで下さいね（笑）。

⾳楽葬の時の写真です

2573 選択 Hana 2007-11-28 20:40:11 返信 報告

前回、投稿したマグカップとヘッドホンの話ですが、 
 もう少しはっきり⾒える写真ってあるんでしょうか︖ 
 

Re:⾳楽葬の時の写真です

2579 選択 stray 2007-11-29 12:10:09 返信 報告

これはトリミングされてますね。
 元画像ありますので、マグカップとヘッドホン部分を、⾼解像度でスキャンしてみます。

 夜までお待ち下さい（笑）。

Re:⾳楽葬の時の写真です

2586 選択 stray 2007-11-29 20:19:38 返信 報告
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私が持ってる画像は、別ショットでした。
これ以上⼤きくすると、モアレ除去が効かなくなります。

 

Re:⾳楽葬の時の写真です

2591 選択 Hana 2007-11-29 20:47:57 返信 報告

strayさん、こんばんは。
 この画像は、“画像”→「ZARD」で検索してみて、後からこういう画像を⾒掛けたので、マウスでクイックして保存し

てあったものなんです。

そうですか。わかりました。前回の⾒せていただいたテレビによる画像では、もう少し⼤きめのサイズを求めている
なら、要望を聞いていただけるみたいなことだったので、それで⾔ったんですが…。

これでもいいですよ。有り難うございました。
 

Re:⾳楽葬の時の写真です

2599 選択 stray 2007-11-29 21:18:08 返信 報告

Hanaさん、マグカップの詳細をお知りになりたいのであれば、
 ↓この古いスレをご覧下さい。

 http://bbsee.info/straylove/id32.html

Re:⾳楽葬の時の写真です

2607 選択 アネ研 2007-11-30 00:04:25 返信 報告

こんばんは、アネ研と⾔います。
 関連アイテムですが載せてみます。
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ヘッドホーン
http://soundarea.net/ASHIDA.html

 ピアノ
 http://www.kawai.co.jp/toy/sound/1107.html

Re:⾳楽葬の時の写真です

2608 選択 atti 2007-11-30 02:09:21 返信 報告

Hanaさん、こんにちは。

ニュース記事などにある写真画像は保存しているのですが、該当のものは無かったです。
 偲ぶ会にも⾏きましたが、結構離れた場所であったので・・、あまり⾒えない位置でした。

PS.
 ttp://image.ritlweb.com/search/ZARD

 にて、検索すると、各種サイトの画像関連がヒットするので便利ですよ。

Re:⾳楽葬の時の写真です

2612 選択 xs4ped 2007-11-30 12:21:16 返信 報告

Hanaさん、はじめまして。

これでもよければ・・・

Re:⾳楽葬の時の写真です

2613 選択 xs4ped 2007-11-30 12:25:26 返信 報告

Hanaへ
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⾳楽葬の時の写真では有りませんが、
ヘッドホンの画像です。(スタジオで撮ったものです)

Re:⾳楽葬の時の写真です

2618 選択 Hana 2007-11-30 18:25:13 返信 報告

＞strayさん

2599のULRによる画像は、即保存させて頂いておりますよ。ありがとうございます。

＞アネ研さん
 初めまして。
 ULRに⾶んでみました。

 参考にさせて頂きました。
 ありがとうございます。

＞attiさん
 初めまして。

 アドレスに⾶んでみました。素敵な画像が沢⼭あって⽬移りします(笑)。わざわざULRを載せてくださって
 ありがとうございます。

＞xs4pedさん
 初めまして。この画像も即に保存させて頂きました。

 また、この画像は、追悼番組からスキャンされたものでしょうか。私、この映像は、HDDに録画して、⽉命⽇には観
ております。

皆さん、いろいろ載せてくださって有り難うございました︕助かりましたよ。
 また宜しくお願い致します。
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また×3画像依頼

2598 選択 Hana 2007-11-29 21:11:11 返信 報告

この写真はいつ頃の写真なんでしょうか。
 かなりロングの頃ですよね︖

 やっぱり坂井さんは、ロングの髪を、後ろで束ねる、と
 ⾔ったスタイルが、⼀番ZARDらしさが出てて、魅⼒の⼀つだと思います。

 これの、坂井さんが後ろに向いて、両⼿が微妙に広がった感じの写真なんですが、持っている⽅おられま
すか︖

 

Re:また×3画像依頼

2600 選択 stray 2007-11-29 21:21:55 返信 報告

これはアルバム『永遠』PVのロケのときのもので、
 「運命のルーレット廻して」PVの最初のver.にも使われています。

> 坂井さんが後ろに向いて、両⼿が微妙に広がった感じの写真︖︖ 
 よくわからないのですが、泉⽔さんの顔は写ってなくて、背中から撮ったショットってこと︖

これですか︖

2601 選択 stray 2007-11-29 22:09:53 返信 報告

Hanaさんがお探しなのは、この画像ですか︖
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「運命のルーレット廻して」PVキャプ

2605 選択 stray 2007-11-29 22:40:22 返信 報告

 
左︓ver.2

 クレーンの上から、#2598画像のサッカー場を撮ったものに、ルーレットをか
ぶせたもの。

右︓ver.3
 ver.2に、泉⽔さんのお顔をかぶせた正式ver.

ver.1は、ヘリから街全体を空撮した映像。
 いずれ、３本まとめて配信しますので。

Re:また×3画像依頼

2617 選択 Hana 2007-11-30 18:16:08 返信 報告

strayさん

この画像の、両⼿を微妙に浮かせた写真は、そうです。
 これでよろしいですよ。
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有り難うございます。
ちなみに…この写真は、「運命のルーレット廻して」関係の写真だったんですね。

PV撮影の、また貴重なお話を、ありがとうございました。
 あの映像は、ヘリから撮影されたものだったんですねー。
 初⽿です。曲と⼀緒にあの映像を観る度に、何故か⿃肌が⽴つんです。

 フロッピーなどで保存しておきます。
 助かりました︕

 

ｍｆさんへ

2537 選択 stray 2007-11-27 16:32:35 返信 報告

「What a beautiful memory 2008」神⼾公演（1/19）、⼀般販売の問い合わせ先です。

サウンドクリエーター︓06-6357-4400
 

Re:strayさまへ

2538 選択 ｍｆ 2007-11-27 17:19:55 返信 報告

ありがとうございます早速問い合わせてみます

Re:ｍｆさんへ

2589 選択 アキラ 2007-11-29 20:46:53 返信 報告

こんばんわstrayさん、研究所の皆さん。Z.pメンバーで⼤阪在住の⽅がいまして⼤阪公演の⼀般販売の詳しいことを
聞かれましたので昼間にmfさん宛てのスレの情報を拝借させていただきました、その時携帯でこちらに来たのでお礼
のレス出来なくてすみませんでした（⼤汗）strayさん貴重な情報ありがとうございました︕
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アキラさんへ

2594 選択 stray 2007-11-29 20:52:38 返信 報告

こんばんは︕
 今、この件でクロスフレンドさんにレスしたばかりです（笑）。

 どうぞこちらをご覧になって下さい。
 http://bbsee.info/straylove/id2584.html

ここの情報でよければ、いくらでもお使い下さいませ。

Re:アキラさんへ

2602 選択 アキラ 2007-11-29 22:12:54 返信 報告

了解しました︕ありがたいお⾔葉に⼤感謝︕です＾＾では失礼しました〜

Re:こんばんは

2606 選択 ｍｆ 2007-11-29 23:02:36 返信 報告

早速問い合わせてみたのですが⼀回⽬の公演ということもあり競争率が⾼いように担当の⽅が⾔っていました
 今回だめなら次の⼤阪の堂島の公演を考えています

  情報ありがとうございます おやすみなさい

★ZARD グロリアスマインドPV 準完全版(笑)★

2587 選択 KOH 2007-11-29 20:25:15 返信 報告

以前配信した物はお気付きの⽅もいると思いますが、⼀部画像が乱れてその場所でノイズも少し⼊っていました。
 今回それを修正した物を配信します。
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http://www.filebank.co.jp/wblink/e8e5b57555eebb9072a087927b12626c
⼀度⾒⽐べてみてくださいね!

 真完全版はちゃんと録画できたときに・・・(^_^;)
 

Re:★ZARD グロリアスマインドPV 準完全版(笑)★

2588 選択 stray 2007-11-29 20:44:47 返信 報告

KOHさん、こんばんは。
 これって前のver.じゃない︖（笑）

私も⾃⼒でVHSをgetしてますが（笑）、⼀部映像が乱れてますよ。もとからなんじゃないの︖

えっとね〜

2593 選択 KOH 2007-11-29 20:52:09 返信 報告

最初に配信した物は泉⽔さんが路⾯電⾞に⾛って乗るところの場⾯で少し乱れてたんです。わかりますかね〜︖
 ⾳声的にもノイズが⼊ってしまっていたので今回修正しました!

 

この部分

2595 選択 stray 2007-11-29 20:57:30 返信 報告

> 路⾯電⾞に⾛って乗るところの場⾯で少し乱れてたんです。

そんな細かいところ気にならないから気づかなかった（笑）。

この画像の部分の乱れは、元映像がこういう仕様なんですよね︖

その場⾯は

2596 選択 KOH 2007-11-29 20:59:43 返信 報告
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そういう効果にした映像ですね〜!!
なんか8mmフィルムみたいな感じですよね!!

了解（笑）。

2597 選択 stray 2007-11-29 21:02:04 返信 報告

いや、途中で１ヶ所だけだから、私には違和感しかないです（笑）。
 なんで乱す必要あるんだろ（笑）。

strayさんへ

2584 選択 匿名 2007-11-29 18:40:54 返信 報告

私は、ZARD partyでお世話になっている
 クロスフレンドと申しますはじめまして

 このたびアキラさんからWhat a beautiful memory

2008"の⼀般発売の情報を教えていただきました
 情報源のＺＡＲＤ研究所とstrayさんには熱くお礼を申し上げます、初めての書き込みで読みにくい場合もあると思います、こ

れからよろしくおねがいします

クロスフレンドさんへ

2590 選択 stray 2007-11-29 20:47:35 返信 報告

はじめまして、strayです。Ｚ研へようこそ︕

Ｚ．ｐ．でお名前は拝⾒しておりました。
 アキラさんのスレで紹介されてましたね、⾒ました（笑）。

 

https://bbsee.info/straylove/id/2587.html?edt=on&rid=2597
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2597
https://bbsee.info/straylove/id/2584.html
https://bbsee.info/straylove/id/2584.html?edt=on&rid=2584
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2584
https://bbsee.info/straylove/id/2584.html?edt=on&rid=2590
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2590


あの問い合わせ先は「神⼾・⼤阪」公演のみですので、ご注意下さいね。
アキラさんによろしく︕

先ほど拝⾒させていただきました

2576 選択 ヒツキ 2007-11-28 22:57:50 返信 報告

ＺＡＲＤ研究所の皆さんこんばんは
 先ほど付属美術館を拝⾒させていただきました

 シークレット画像はまだ⾒つかっておりませんが、気⻑に探していきます。
 皐さんの画像も全部⾒させていただきました。

 ＰＣ不調時のものも沢⼭ありました。
 素敵な画像ありがとうございます。

 strayさんこういった場所の提供どうもありがとうございます

ヒツキさんへ

2581 選択 stray 2007-11-29 12:36:48 返信 報告

こんにちは、昨晩はxxxを偲んで、ひとりで飲み明かしてました（笑）。

付属美術館をご覧いただきありがとうございます。
 シークレット画像は、”⼀つ上のフォルダ”がヒントです。

 簡単ですので是⾮探し当ててくださいね。

もうじき「附属博物館」もオープンしますので、ご期待下さい︕

発⾒しました

2582 選択 ヒツキ 2007-11-29 12:46:45 返信 報告
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こんにちは
シークレット画像発⾒しました。

 ヒントありがとうございます。
 博物館も楽しみにしていますよ。

情報求む︕︕

2549 選択 stray 2007-11-27 20:27:00 返信 報告

xxxさん最期のこの作品、xxxさんが、

画像は、初投稿の思い出画像『今⽇はゆっくり話そうPart1〜3』『ごめんなさい・・』 
 そしてstrayさまからの『xxxさんへエール』 をまとめてみました。

と書かれているのですが、『ごめんなさい・・』という作品はxxxギャラリーに未収蔵です。
 私は記憶にないのですが、どなたか画像を保存されている⽅は、おられませんでしょうか。

もしお持ちの⽅があれば、是⾮ともＺ研にご寄贈願いたくお願いします。

Re:情報求む︕︕（別件）

2552 選択 stray 2007-11-27 20:38:25 返信 報告

xxxさんが、

坂井さん似の看護師さん情報・・・ 
 strayさまと、皐さまに1度だけレスしたそうですよ、HNと内容は教えてくれませんが、 

 とても優しくして頂いたと⾔ってました・・・・⼼当たりありますか︖

と仰っていたのですが、⼥性っぽいＨＮで、１回きりのご登場で、
 私と皐ちゃんがレスしたとなると、このスレしか思い浮かびませんが…。

http://bbsee.info/straylove/id1998.html
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杏さん、もし私の勘違いでしたら、「私じゃありません」とだけレスお願いします︕

１件、落着しました

2562 選択 stray 2007-11-28 12:03:51 返信 報告

『ごめんなさい・・』のほうは落着しました。

アネ研さんとＴ２８部⻑が保管してました。
 出展がすぐに思い浮かびませんが、キャプ画か、画像スキャンのようです。

サイズも⼩さいので、美術館には収蔵しないことにします。
 

xxxさんのハンドルネーム

2565 選択 stray 2007-11-28 12:17:54 返信 報告

xxxさん、XXXさん、ＸＸＸさん…、皆さんいろいろのようです。

ご本⼈は、半⾓英字で「xxx」「XXX」と2種類使っておられたようです。
 どっちなんですか︖と聞いたことがあるのですが、とくにこだわってないとのお返事でした（笑）。

ＨＮの読み⽅ですが、
 「エックスエックスエックスさん」「トリプルエックスさん」「ばつばつばつさん」…

 こちらも皆さんいろいろではないかと思いますが、
 私はいつも「エックスエックスエックスさん」と叫んでます。（⻑っ︕）

 正しい読み⽅は、私も知りません。

xxxさんのハンドルネーム

2566 選択 Ｔ２８ 2007-11-28 13:24:24 返信 報告

私はいつも略して「エックスエックスさん」と呼んでます。（笑）
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xxxさんのハンドルネーム

2568 選択 GTO 2007-11-28 15:31:04 返信 報告

「エックスエックスエックスさん」は⻑いので、私は適当に「ふんふんさん」と読んでます。

私の地⽅では「トリプルエックスさん」は禁句なので使いません。
 でも、初めにxxxって⾒た時は、え︕って思いました。

泉⽔さんもxxxさんも、⾃然界は不条理ですよね。

Re:情報求む︕︕

2575 選択 杏 2007-11-28 22:03:33 返信 報告

ZARD Familyの皆様、研究所staffの皆様こんばんは︕
 ここは毎⽇のようにのぞかせてもらっています☆

 2回⽬の書き込み、失礼致します。

〜stray様〜
 ごめんなさい︕私はその看護師さんではないのですよ。

 なんだか期待を裏切るようなことをしてしまって、申し訳ないです･･･。
 「レスした」ということなので、stray様か皐様が⽴てたスレに書き込みをされたのやもしれませ

ん。

ただ共通することがひとつ･･･私も看護師をしています。
 泉⽔さんは私の理想の⼥性ですが、外⾒はとてもとても･･･（苦笑）

せめて内⾯はと願いながら（おこがましい限りですが）、今は⽯川啄⽊歌集を読んでいます。
 坂井さん似の看護師さん･･･うらやましいわ☆

 きっとxxx様がよんだ出会いですね(*^-^*)
 私も⾒つかることを願っています。

 そしてまたお話してくださったら嬉しいですね。
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あと、少し個⼈的なことになりますが･･･。
私は直接XXX様とお話したことはありませんでした。

 でもZARD Familyの中でもとても⼤きな存在というのは感じていて･･･。
 XXX様・御家族の⽅・XXX様の使者様の書き込み読ませて頂き、私なりに・私の⾔葉で想いを伝えたいと思っていた

のですが、なかなか書き込みができずにいます。
 今まで看護師としてたくさんの患者さんをみてきて、何⼈かの⽅の最期もみとらせて頂きました。

 働いている中で、「⽣と死」「⼈間が⼈の⽣命を操作するとはどういうことなのか」、ずっと考え続けていることで
す。

 今回XXX様の訃報をうけて、ますますその考えが頭でグルグルめぐっています。
 今はそんな⾃分の勝⼿な想いでいっぱいで、このような状態で書き込みをするのは失礼だと思って･･･申し訳ありませ

ん。

XXX様・御家族の⽅・XXX様の使者様の書き込み、追悼Galleryと、何度も拝⾒しています。
 これからも、繰り返し拝⾒させてもらおうと思います。

まとまりのない⻑⽂・乱⽂ですみません。
 ありがとうございました。

 

杏さんへ

2580 選択 stray 2007-11-29 12:33:26 返信 報告

こんにちは。
 私の勘違いに、かくもご丁寧に返信していただき、感謝します。

 たいへんご迷惑をおかけして、申し訳ないです。
 追悼ギャラリーをはじめ、毎⽇ZARD研究所をご覧下さってるとのこと、嬉しいかぎりです。

杏さんも看護師さんでしたか…不思議な縁を感じますね。
 私は⼤病したこともなく、両親も健在なので、今まで「⼈の死」を深く考えたことはないのですが、

 泉⽔さんの死と、xxxさんの死に直⾯して、毎⽇毎⽇を悔いが残らぬよう過ごすことの
 ⼤事さを改めて感じました。泉⽔さんは、♪なんでそんなに早く歩くのかな〜 と歌ってますが、

 ⼈⽣っていうのは、早く歩かなければならないときのほうが多いような…（笑）。

https://bbsee.info/straylove/id/2549.html?edt=on&rid=2580
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xxxさんからの宿題なので、何とかして突き⽌めたいと思っております。
今後ともＺ研をどうぞご贔屓に︕

 

KOHさん、研究員のみなさんへ

2504 選択 ALIL.1967 2007-11-26 16:57:08 返信 報告

こんにちは 
  KOHさん、新曲PVありがとうございます。２２⽇のZ掲⽰板を⾒過ごしていたもので．．．iPodで観るためのぴったりVGA

サイズmp4を作ることができたのでfilebankにアップしたのをここにおしらせしていいですか︖ 
   

  研究員のみなさんへ PVTVのCHASE3などyoutubeにアップされていますが、⾼画質VGA版をゲストフォルダにいれてあ
ります。ちょっと遅れましたがCHASE１、２、３そろえてあります。資料にしておいてください。youtubeはQVGAで⾯積1/
4です。 

  

Re:KOHさん、研究員のみなさんへ

2506 選択 KOH 2007-11-26 18:27:06 返信 報告

ALIL.1967さん、研究所の皆さんこんばんは︕
 変換作業ご苦労様です!恐らくお知らせ良いと思いますが所⻑に聞いてみましょ。

 所⻑〜︕しょちょう〜︕︕（笑）

ALIL.1967さん、KOHさん、こんばんは

2507 選択 stray 2007-11-26 18:42:18 返信 報告

私、意味をよく理解してないかもしれませんが（笑）、
 「グロリアス マインド」PVのVGAサイズmp4を、ALIL.1967さんのFBからＺ研がDLして、
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皆さんに配信（ウェブリンクで）してもいいですよ〜、って意味ですよね︖
それとも、ALIL.1967さんが、ご⾃分のFBを皆さんに公開してもいいかってことですか︖

 後者であれば、ALIL.1967さんのご判断にお任せしますし、
 前者なら喜んで配信させていただきますが…。

 

●● ZARD グロリアスマインド VGA.mp4 ●● for iPod Video

2531 選択 ALIL.1967 2007-11-27 04:40:11 返信 報告

所⻑さん，KOHさんへ

ありがとうございます。もちろん⾃分でやります。

iPodで少しでも⼤きく坂井泉⽔さんが映るようにwmvの画⾯の左右40ドットづつカットさせてもらっています。元に
なったwmvファイルを提供していただいたKOHさんに感謝します。

  
ZARD グロリアスマインド VGA.mp4 47.1MB

 http://www.filebank.co.jp/wblink/02fadc8cd0b545d129470381f4657318

until 6 DEC

ALIL.1967さんへ

2532 選択 stray 2007-11-27 08:44:50 返信 報告

おはようございます。
そういう意味でしたか。深読みしすぎました（笑）。

 画像も動画も配信⾃由ですので、これからも遠慮なくどんどんお願いします。
 （不適切と判断した場合は削除する場合がありますが）

私はiPodを持っていないので、変換がどれほど難しいのか存じ上げませんが、
 作業ご苦労さまでした。ずいぶんサイズが⼤きくなってしまうんですね。

chase3、有り難く頂戴しました。YouTubeではすでに出回ってるようですが、
 ⼤画⾯・⾼画質は⼀味どころか三味くらい違いますね。
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 どうもありがとうございました︕

そうそう、昨⽇のコナンで、グロマイの動画Ver.CMが流れていました。
 息⼦が「なんでZARDが新曲出せるわけ︖」と不思議がってたので、

 「ZARDには未発表曲がまだまだいっぱいあるんだよ」と教えてあげました（笑）。

11-26コナン

2544 選択 ALIL.1967 2007-11-27 19:13:47 返信 報告

ありがとうございます。４０ドット勝⼿にカットしてしまったものですから。

予約録画してありますからコナンの該当部分をwmv変換します。
 今朝早出だったので今からコナンを再⽣です。

mp4サイズが⼤きいですか︖wmvと同じくらいのサイズになるように設定して変換しています。設定してワンクリッ
クですからあとは⾃動です。iMacG5ががんばってくれます。(iPodはdiskが⼤きいのでファイルサイズはあまり制約
にならないんですよ)

Re:11-26コナン

2547 選択 Ｔ２８ 2007-11-27 19:57:51 返信 報告

みなさん、こんばんは、お邪魔します。

所⻑︕ 昨⽇のコナンで流れたCMですけど、よそのサイトで最初のワンショットがドキッとするって、
 書いてあったのですが、どうなの︖

KOHさんが上げてくれたPVのシーンとは別なのでしょうか︖
 

ドキッとするって︖

2548 選択 stray 2007-11-27 20:01:56 返信 報告

部⻑、こんばんは。
 KOHさんが上げてくれたのと同じだったと思いますが、
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よく覚えてないです（笑）。

ALIL.1967さん、もしKOHさん版と違っていたら、よろしくお願いします︕

> iPodはdiskが⼤きいので 
 そうですか、40Mはかなりシビアかと思って書いたのですが、忘れてください（笑）。

CM 11-26コナン

2551 選択 ALIL.1967 2007-11-27 20:31:21 返信 報告

冒頭の後ろ向きの状態から振り向いて前⾯を向くまでの間がはっきり写っているのが他のと違うようです。<--わかり
にくいですか︖

 いま切り出し終わりましたので変換したら今回もfilebankで。

CM 11-26コナン

2554 選択 ALIL.1967 2007-11-27 20:41:27 返信 報告

再⽣して確かめましたがこれと同じです。

http://jp.youtube.com/watch?v=VQfhjXe6qK4

他所の掲⽰板では振り向くシーンのなかったcoming soon, 2007.12.12版のCMと⽐べているのではないでしょう
か。

それでもupします。VGAなのでwith_you.zipの時のようにコマ送り連写ショットをつくればよい画像がたくさん得ら
れるでしょう。

ALIL.1967さんへ

2555 選択 Ｔ２８ 2007-11-27 20:49:32 返信 報告

こんばんは。
 早速のupありがとうございます。
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たぶん、よそのサイトのファンの⽅、まだPVをご覧になっていないんですね。
だからドキッとしたのでしょう。

 私も初⾒ならドキッとするはずです。（笑）

いつもすみません。感謝しております。<(_ _)>
 

部⻑へ

2558 選択 stray 2007-11-27 21:30:20 返信 報告

動画に関しては、ここの情報が「最新」かつ「⾼画質」。

【情報発信基地 ZARD研究所】を信じなさい︕（笑）

ALIL.1967さん、いつもありがとうございます。
 【情報発信基地 ZARD研究所】は、ALIL.1967さんのおかげです（笑）。

なるほど、VGAはキャプ向きということですね。
 前に外国の⽅からいただいたのもそういう意味だったのか…。

所⻑へ

2559 選択 Ｔ２８ 2007-11-27 21:43:32 返信 報告

> 動画に関しては、ここの情報が「最新」かつ「⾼画質」。 
> 【情報発信基地 ZARD研究所】を信じなさい︕（笑）

そんなことは承知してますよ︕
が・・・、まだまだZ研もメジャーじゃないなって思ったんです。

 もっと宣伝しなきゃダメかな・・・︖ 宣伝部⻑として。（笑）

部⻑へ

2560 選択 stray 2007-11-27 21:47:13 返信 報告
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いやいや、”知る⼈ぞ知る”でいいんじゃない。
レアものがレアでなくなったらつまんないと思うよ（笑）。

所⻑︕了解︕

2561 選択 Ｔ２８ 2007-11-27 22:17:09 返信 報告

そういう考えもありますね。了解です。

いえいえ、

2567 選択 Lc 2007-11-28 14:11:52 返信 報告

レアであろうがなかろうが、私はいつも陰ながら感謝しながら映像を⾒させていただいています。私のようなもの
は、Internet 経由でないとそれら貴重な映像を⾒ることができませんから。

 いつも、本当にありがとうございます。♡
 

ありがとうございます

2569 選択 GTO 2007-11-28 15:46:54 返信 報告

ALIL.1967さん、

いつも頂くだけで申し訳ありませんが、ダウンロードさせていただきました。
 これは、⾼画質でいいですね。

 ありがとうございます。

この曲は確かにlatestなんでしょうが、未発表曲っていっぱいあるんでしょうね。

未発表曲

2570 選択 stray 2007-11-28 17:45:27 返信 報告

GTOさん、こんばんは。
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シングルはグロマイがlastでしょうけど、アルバム発売はあり得るんじゃないでしょうか。

アルバム⽤に歌⼊れしたものの、泉⽔さんがクオリティに納得できずに
 お蔵⼊りしてる未発表曲が10曲くらいはあると睨んでます。

 グロマイ＋未発表曲でアルバム出ないかなぁ。
 

アルバム

2571 選択 xs4ped 2007-11-28 20:30:16 返信 報告

strayさん、皆さん、こんばんは。

strayさん昨⽇は、⾊々と有難うございました。
 昨⽇の夜から今迄の疲れがどっと出てまだ体がだるいです。

泉⽔ちゃんの⽉命⽇には、次作を考えておりますので
 その際は、宜しくお願いします。

ただ、今回の合体作(ライブ)は初めてで、⾃分で⾔うのも
 変ですが、ZARDfamily版(いつかは・・・)も

 傑作(好評)だった為、これ以上の作品が作れるか
 判りませんが・・・

＞グロマイ＋未発表曲でアルバム出ないかなぁ。

memory2008ツアー終了後、秋以降にmemory DVDと
 グロマイ＋未発表曲のアルバムが出る可能性は

 有ると思います。
 みんなでWEZARDに依頼(メール、⼿紙)すれば、

 必ず実現すると思いますよ。

PS.
 YouTobeのアクセスも順調に伸びております。

 ZARDfamily版(いつかは・・・)の⽅が今のところ
 少し好評のようです。
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もし、YouTobeにアクセスした時、評価(☆５つの所を
ポチッと押して)もして頂ければ幸いです。

 

未発表曲はいつ

2577 選択 GTO 2007-11-29 01:01:06 返信 報告

strayさん、皆様こんにちは。

私も「お蔵⼊りしてる未発表曲」は多数存在すると思います。
 でも、⼩出しにするんでしょうね...。

 来年のライブのサプライズかな︖

グロリアスマインドのカップリングに「お蔵⼊りしてる未発表曲」を⼊れて欲しかったな。
 

エンターテイメントニュース11／25

2550 選択 KOH 2007-11-27 20:30:08 返信 報告

グロリアスマインドPV＆What a beautiful memory 2008
 のお知らせでした︕

 http://www.filebank.co.jp/wblink/2ac15d3187ffa00f28cec03c588003e8

Re:エンターテイメントニュース11／25

2563 選択 stray 2007-11-28 12:11:05 返信 報告

KOHさん、どうもありがとう︕
 内容はCMと同じですが、ああいうナレーションが⼊ると、感情が⼊ってしまいますね。
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. オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [2557]●● 11-26 コナンOP & CM wmv&mp4 ●●(0) [2512]追悼の意を込めて・・・(9) [2453]「Memorial Gallery」オー
プンしました︕(22) [2472]Hanaさんへ(11) [2442]追悼xxxさん①「慈愛のココロ」(6) [2484]⽊更津(6) [2483]喪が明けまし
た(2) [2468]xxxさんへ捧げます。(2) [2379]stray様へ(44) [2450]akiさんから、xxxさんへ捧げる詞が届きました(0)

新しい話題を投稿する

« 27 26 25 24 23 22 21 20 19 »

●● 11-26 コナンOP & CM wmv&mp4 ●●

2557 選択 ALIL.1967 2007-11-27 21:22:29 返信 報告

640x480サイズです。

20071126New_Single_CM.wmv 3.1MB 
 http://www.filebank.co.jp/wblink/431c728b68e9e6e91575b1bf08021bc1

20071126New_Single_CM.mp4 4.1MB 
 http://www.filebank.co.jp/wblink/b49fef4b9435723c53cd8a2cfd198d0a
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以下はもういいかもしれませんが，コレクション⽤に念のため。 
20071126コナンOP.wmv 12.2MB 

 http://www.filebank.co.jp/wblink/e5a890550fff97f466056194dcf0a939

20071126コナンOP.mp4 17.2MB 
 http://www.filebank.co.jp/wblink/4d7dd86e39a822352de8d4eb1d1d795b

追悼の意を込めて・・・

2512 選択 xs4ped 2007-11-26 21:20:06 返信 報告

strayさん、皆さん、こんばんは。

明⽇は泉⽔ちゃんの⽉命⽇です。
 早いもので、もう６ヵ⽉になりますね・・・

 ⼜、先⽇他界されましたxxxさんへの追悼の意も込めて、
 27⽇(AM 0:00)に成りましたら、追悼作品をUp致します。

Up完了したらお知らせ致します。
 パソコンのスペック不⾜の為か、編集時、何度も

 フリーズして困りました。(^_^;)

strayさんリンクの⽅､宜しくお願いします。
 もう寝ている時間かな︖(時間が有る時で良いです)

 駄作の為、却下になったりして・・・(笑)
 あと、提案ですがHOMEのアイコンを泉⽔ちゃんのアイコンに

 変更できませんでしょうか︖(出来れば他のアイコンも)

PS.
 私事ですが、今⽇は⽗の３ヶ⽉⽬の命⽇です。

 ⼜、⺟が今⽇⼿術しました。
 １時間位の予定でしたが、２時間位掛かり⼼配しましたが、
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 無事何事もなく終了しました。
それでは。

by
 ss(xs4ped)

Re:追悼の意を込めて・・・

2519 選択 stray 2007-11-26 22:32:21 返信 報告

xs4pedさん、こんばんは。
 Ｚ板の記事拝⾒しました。xs4pedもお⾟いことが重なってご⼼痛のところ、

 xxxさん追悼のためにご尽⼒いただき、感謝申し上げます。
 没になるはずがありません。

 が、本⽇、xxxさんの使者様がご家族をギャラリーに案内されたとのこと。
 １⽇早ければ…という思いは残りますが、明⽇「Memorial Gallery」に加えさせていただきます。

 お⺟様の⼿術、無事に終わって何よりでした。

> HOMEのアイコンを泉⽔ちゃんのアイコンに

それは名案ですね。早速検討します。

strayさんへ

2526 選択 xs4ped 2007-11-26 23:54:49 返信 報告

> HOMEのアイコンを泉⽔ちゃんのアイコンに 
それは名案ですね。早速検討します。

参考までに私のIEのお気に⼊り(ZARD関連)アイコンです。
 こんな感じで出来ればと思いますが・・・

そろそろ時間になりますので、Upの準備をします。
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xs4pedさんへ

2528 選択 stray 2007-11-27 00:03:54 返信 報告

おぅ︕Ｚ研のメニューが３つも︕︕（笑） 
 四⾓アイコンでは（Ｚ研としては）芸がないので、皐ちゃんに頼んでカッコいいのを作りますね。 

 少々お待ち下さい。

そろそろアップの時間ですね。 
 拝⾒してから、寝ますね（笑）。
 レスは明⽇になりますのでご了承ください。

Re:追悼の意を込めて・・・

2529 選択 xs4ped 2007-11-27 00:30:06 返信 報告

皆さんお待たせしました。
 追悼作品Up致しました。

http://jp.youtube.com/watch?v=2ej79mwkom8

http://jp.youtube.com/watch?v=vru_TI0p9YY

xs4pedさんへ

2535 選択 stray 2007-11-27 09:14:14 返信 報告

おはようございます。
 ごめんなさい、昨夜は待ちくたびれて寝てしまいました。

 いやぁ、素晴らしい出来栄えです︕
 １本⽬のコンセプトは「ZARDファミリー」でしょうか。

 皐ちゃんをはじめ、皆さんの作品がxxxさんの作品とコラボして、
 曲はとても悲しいのに、すごく暖かい雰囲気を作り出してますね。
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２本⽬は、2K4ライブと泉⽔さんのTV出演集が合体されてますが、
こんなことが可能なんですね︕ビックリです。

 その中に効果的にxxxさん作品が挿⼊されていて、⾒ごたえあります。
 xxxさんも⼿拍⼦しながら、のりのりでご覧になってると思いますよ（笑）。

 ｢眠れない夜を抱いて」のPVは、Ｚ研で配信したものでしょうか︖
 だとしたら使っていただいて、嬉しい限りです。

両⽅とも是⾮とも⼤画⾯で拝⾒したいですねぇ︕

早速「Memorial Gallery」のラインアップに加えさせていただきます。
 「捧詞」や「追悼メッセージ」と同様に、HTNL形式で作成したいと考えていますが、

 YouTubeのタグ埋め込みができない設定になってるようです。
 上の「問い合せ」から、２本の埋め込みタグをお知らせいただけませんでしょうか。

 それができない場合は、YouTubeのURLを「映像資料館」に貼る形になります。
 よろしくご検討下さい。

⼤作どうもご苦労さまでした︕

strayさんへ

2543 選択 xs4ped 2007-11-27 18:41:56 返信 報告

設定を有効にしました。
 再⽣できますので、宜しくお願いします。

Memorial Galleryに、「追悼動画」を追加しました。

2545 選択 stray 2007-11-27 19:45:58 返信 報告
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xs4pedさん、こんばんは。
「追悼動画」を追加しましたのでご確認ください。

今⽇は泉⽔さんの⽉命⽇（半年経ったのですね）でもあり、
 動画②は、xxxさん＆泉⽔さんのご供養となっています。（ですよね︖）

Re:追悼の意を込めて・・・

2546 選択 インディゴ 2007-11-27 19:50:36 返信 報告

xs4pedさん、こんばんは。
 追悼作品、素晴らしい仕上がりですね。

 ⼼の奥底と⽬頭が熱くなってしまいました。
 あの⽇から今⽇までは、あっという間でしたが、

 今年は、本当に出逢いと別れの多い⼀年でした。
 年初は、こんなに⼈⽣の重みを知る⼀年になるとは思ってもみませんでしたが、

 もうこんな⾟い年は無いと信じたいです。
 xs4pedさん御⾃⾝も、お⺟様の⼿術で⼼労⽌まぬ⽇々かと思いますが、

 くれぐれも御無理なさらぬよう御願い致します。

Re:追悼の意を込めて・・・

2553 選択 xs4ped 2007-11-27 20:41:14 返信 報告

strayさん、こんばんは。

「追悼動画」の追加有難うございます。
 YouTubeでも世界中に配信されているので、

 泉⽔ちゃんもxxxさんも天国で喜んでいると思います。

しかし、Upして直ぐにリンクされていたのには、
 驚きました。

http://jp.youtube.com/user/nyocok
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PS.
インディゴさん気に⼊って貰えて良かったです。

 ⼜、お⼼遣い頂き有難うございます。

「Memorial Gallery」オープンしました︕

2453 選択 stray 2007-11-24 21:35:46 返信 報告

皆さんこんばんは。
 お待たせしましたが、xxxさん追悼コーナー「Memorial Gallery」をオープンしました。

Ｚ研ＨＰトップＭＥＮＵの「Memorial Gallery」からお⼊り下さい。

xxxさんも、泉⽔さんと⼀緒に⾒てくださいね︕

Re:「Memorial Gallery」オープンしました︕

2454 選択 れお 2007-11-24 22:37:02 返信 報告

strayさん、こんばんは。
 Memorial Galleryオープンおめでとうございます。

早速拝⾒させていただきました。
訃報の知らせから、xxxさんがpartyへ残していったメッセージ”明るく送って欲しい”という⾔葉を尊重して、なるべ
くそう努めて参りました。

 今回このような素晴らしいメモリアルギャラリーを拝⾒していると、つい悲しみが込み上げて来てしまいます。
 このギャラリーは常時観れるのでしょうか︖

 何か⾃分に迷いが出来たり、不安な気持ちが襲ってきたらこちらに来て、泉⽔さんそしてxxxさんに聞いてもらおう
と思います。忘れない事、思い出す事が私なりの供養だと信じておりますので、これからも度々お邪魔するかと思い
ますが、宜しくお願いします。
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追伸
strayさんの⾏動⼒には脱帽です。xxxさんも素晴らしい出来ばえに、喜んでくれているでしょう。

 泉⽔さんと⼀緒に観ていたりして。。
 では。

Re:「Memorial Gallery」オープンしました︕

2455 選択 ss(xs4ped) 2007-11-24 23:00:00 返信 報告

strayさん、皆さんこんばんは。

Memorial Gallery拝⾒しました。
 スライドショー、メッセージを⾒ていて途中で

 涙が溢れてきました。

皆さんの想いをこのような形で表現して頂き
 ありがとうございます。

xxxさんも、泉⽔さんと⼀緒に天国で微笑んで
 いることでしょう。

あと、About ZARD、ZARD partyとリンクされているようなので今後、xs4pedで投稿させて頂きます。
 About ZARDにはxs4pedで投稿しておりましたが、

 ここに最初投稿する際、本家(About ZARD)とリンク
 されているのが分からなかったのと、ここに投稿されている

 ⼈が3⽂字以内の⼈が多かったことと、YouTubeに
 ss●●●●●●でUpしていた為、ssで投稿しておりました。

今後、ZARD partyの⽅にも顔を出したいと思います。
 ご迷惑お掛けしましたが、今後も宜しくお願い致します。

by 
 xs4ped
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Re:「Memorial Gallery」オープンしました︕

2456 選択 匿名 2007-11-24 23:01:40 返信 報告

ｓｔｒａｙさんこんばんは
 こちらでははじめましてですね

 ようやくＰＣで⾊々な場所にいけるようになりました。
 ×××さんの追悼ギャラリーどうもありがとうございます
 ゆっくり拝⾒をさせていただきます。

 こちらでもよろしくお願いします。

Re:「Memorial Gallery」オープンしました︕

2457 選択 ヒツキ 2007-11-24 23:03:42 返信 報告

２４５６の記事
 すいません名前⼊れてなかったですね。

 改めてよろしくお願いします。

Re:「Memorial Gallery」オープンしました︕

2458 選択 アキラ 2007-11-24 23:08:47 返信 報告

strayさん、研究所の皆さんこんばんわ︕
 「Memorial Gallery」⼤変素晴らしく感動しました、スライドショー⾒てて昨晩同様涙が⽌まらなくて困りました

が。
 xxxさんも天国から絶対この作品ごらんになってますよ︕

 このような素晴らしい作品を拝⾒させていただきありがとうございました

Re:「Memorial Gallery」オープンしました︕

2459 選択 DOMINGO 2007-11-24 23:13:44 返信 報告
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所⻑、皆さん、こんばんは。
早速拝⾒させていただきました。

 途中、涙が溢れてしまいました…。
 きっと、XXXさんもご覧になって喜んで下さっていると思います。

Re:「Memorial Gallery」オープンしました︕

2460 選択 オーマイ 2007-11-24 23:24:27 返信 報告

こんばんは。
 追悼コーナー拝⾒させていただきました。

 ２週⽬の始めの曲はｘｘｘさんへの追悼曲に聞こえました。

私も曲（坂井さん）を聴くこと、絵（ｘｘｘさん）を⾒ることが
 忘れないことになり供養になると思います。

Ｚ研の皆様へ
   突貫⼯事での製作ごくろうさまです。

Re:「Memorial Gallery」オープンしました︕

2461 選択 S424 2007-11-24 23:56:08 返信 報告

strayさん。Ｚ研の皆さんこんばんは。「Memorial Gallery」拝⾒しました。⼤変すばらしく圧倒されてしまいま
す。坂井さんとxxxさん,きっと天国で喜んでおられると思います。
また,別スレ（#2442）で「慈愛のココロ」の記事読ませていただきました。本当に⼼にしみますね。私も⾏動や⾔動
など⼼がけねば・・と思っています。失礼しました。

ありがとうございます①

2462 選択 stray 2007-11-24 23:59:17 返信 報告
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皆様こんばんは、先⽇はレスも出来ずにたいへん失礼しました。
今⽇も早速に労いのお⾔葉を頂戴し、こちらこそ感謝申し上げます。

 xxxさんの作品は⾒飽きるということがありません。
 それだけクオリティが⾼いってことですね。

 作り甲斐があるというものです。

れおさん、追悼作品どうもありがとうございました。
 「Memorial Gallery」は常設です。

 （後⽇、xxxギャラリーからリンクを張り直しますが）
 毎⽇ご覧になって、xxxさんを思い出して下さい。

 アキラさんとも⼿打ち︖が済みましたので、これからはちょくちょくZ.p.にお邪魔しますね。
 今後ともよろしくお願いします。

ss(xs4ped)さん、こんばんは。
 About ZARD、ZARD partyとリンクしているわけではありません。

 私は（れおさんも）もともとＺ板出⾝ですし、xxxさんもＺ板デビューなのです。
 HNの研、了解しました。ただ、私は物忘れがひどいので、しばらくは

 （ss）と書いていただけると有難いです（笑）。
 この画像ですが、Get U're Dreamのジャケに、泉⽔さんがサインされたものですか︖

（つづく）

ありがとうございます②

2463 選択 stray 2007-11-25 00:03:52 返信 報告

ヒツキさん、（ここでは）初めまして。
 素敵な詞をどうもありがとうございました。

 詞と⾳楽はなかなか組み合わせづらいのですが、画像との組み合わせはいけます。
 れおさんも腕を磨かれているようなので、是⾮コラボ作品を拝⾒したいですね。

アキラさん、Ｚ板へもご丁寧な挨拶を頂戴し、ありがとうございます。
 xxxさんも、泉⽔さんと⼀緒に、天国から「Memorial Gallery」を⾒て下さってると思います。
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いずれ、xxxさんから泉⽔さんを紹介してもらわないとね。^^
ZARD partyにもお邪魔しますので、どうぞよろしく︕

DOMINGOさん、こんばんは。
 私も制作過程で何度も涙しました。

 それだけxxxさんの作品が⼼に残る作品であるということなのでしょう。

オーマイさん、こんばんは。
 IE ver.6をお使いでしょうか︖

 是⾮ともver.7にアップしてご覧下さい。
 「スーさん＆れおさん」合作のところで「♪君とのふれあい」にチェンジし、

 「the end」字幕でちょうど１サイクル終わるように作ってありますので。

S424さん、こんばんは。
 天国で泉⽔さんに会えるなら、私も逝ってしまいたいくらいですが、

 xxxさんほどの才能はないので、無理でしょうねぇ。
 「慈愛のココロ」読んでいただきありがとうございます。

 難しいですね、⾒えない相⼿と会話するのは。
 現実よりもずっと気をつけなきゃならないので、けっこう疲れます。

 が、xxx作品を拝⾒すると、疲れが吹き⾶んでしまうから不思議です…。

Re:「Memorial Gallery」オープンしました︕

2464 選択 雫 2007-11-25 00:15:06 返信 報告

Ｍｅｍｏｒｉａｌ Ｇａｌｌｅｙオープン、おめでとうございます︕
 素晴らしいギャラリーに感動いたしました。

xxxさまも天国で泉⽔さんと⾒ていると思いますよ︕

最後にこのような素晴らしい場を設けてくださったstrayさま、本当にありがとうございます。

Re:「Memorial Gallery」オープンしました︕
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2465 選択 atu-zardizm 2007-11-25 01:07:41 返信 報告

stray様、Ｚ研の皆様、こんばんは♪

xxxさん追悼コーナー「Memorial Gallery」のオープンおめでとうございます。

先程、拝⾒させて頂きましたが改めてXXXさんのクオリティの⾼い作品群にただ感嘆するばかりです。ＢＧＭもとて
も合っていて．．．。

短期間でこれだけの物を造り上げた、stray様、Ｚ研の皆様にＰＣの前で頭が下がっております。きっとXXXさんも笑
顔でこちらのギャラリーをご覧になっていると思います。ありがとうございました。

strayさんへ

2466 選択 ss(xs4ped) 2007-11-25 01:27:04 返信 報告

こんばんは。

画像ですが、Get U're Dreamのジャケに、泉⽔さんがサインされたものですか︖ との事ですが、

これは、B-Gramから発⾏された物の⼀部に掲載されていた
 画像なので泉⽔さんがサインされたものと思われます。

 探してみましたが、現在⾒当たりません。
 捨てた記憶は無いので、何処かに眠っていると思われますが

 探せたらお知らせ致します。
 確か、2000年頃に発⾏された物で、B-Gramの他の

 アーティストも紹介されていたと思います。
 また、オークションでも⾒かけた事が有ります。

strayさんへ②

2467 選択 ss(xs4ped) 2007-11-25 02:24:50 返信 報告

申し訳有りません。
 私の記憶違いでした。
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B-TOWN №27かと思いましたが、それには、掲載されて
おりませんでした。

パソコンの履歴を確認した所、2001年1⽉23⽇に
 画像を取得しておりましたので、何⽅かのＨＰに

 Upされていた物を取得(保存)した物と思われます。

現在は、当時に⽐べてＺＡＲＤ関連のＨＰが激減して
 おりますので、探すのは不可能でしょう。

また、携帯サイトでもサインの待ちうけ画像が
 あったのですが、今は無くなっておりました。
 この携帯待ち受けサイン画像は私の宝物で、

 そろそろ携帯を交換したいとは思っているのですが、
 ドコモに待ちうけ画像は移植(移し変え)出来ないと

 ⾔われた為、携帯の交換が出来ないでいます。

もし、パソコンにでも保存する⽅法を知っていたら
 教えて頂けないでしょうか。

 機種は未だにドコモN503isを使⽤しております。

「Memorial Gallery」オープンしました︕

2469 選択 ＳＳＳ 2007-11-25 03:38:16 返信 報告

 
ｓｔｒａｙさん＆皆様こんばんは

Ｇａｌｌｅｒｙ早速に拝⾒させて頂きました〜ｘｘｘさんも、泉⽔さんと⼀緒に喜んでいると思います、ここ数ヶ⽉
は、ギャラリー作成の連続にて、⾒えない疲労も溜まっていると思います、無理はしないで⾃愛下さいね・・・

 まだ気持ちの整理には、時間かかりそうですが、思い出に酔いしれたいと思います、⾃分の想いがｘｘｘさんの元
に届きますように。
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Re:「Memorial Gallery」オープンしました︕

2471 選択 MIZUI 2007-11-25 10:18:15 返信 報告

stray様。皆さん、今⽇は。
 早速「Memorial Gallery」拝⾒させて頂きました。

 スライドショー素晴らしかったです。
 メッセージを読んでいる途中で涙を⽌める事が

 出来なくなってしまいました。
 xxxさんに必ず届いたと確信しております。

今頃XXXさん、向こうで泉⽔さんのファンクラブの
 ⽴ち上げ中かも知れませんね。

ありがとうございます③

2478 選択 stray 2007-11-25 11:16:40 返信 報告

雫さん、こんにちは。
 xxxさん追悼作品どうもありがとうございました。

 xxxさんは”遠い旅をしているにすぎない”と思いたいですね。
 またいつか必ず会える⽇が来るでしょう︕

atu-zardizmさん、ありがとうございます。
 「Memorial Gallery」制作中は気が張ってましたので、

 それで何とか悲しみを紛らわすことができました。
 私⾃⾝、毎⽇、xxxさんの作品を⾒ていたいんです。

ss(xs4ped)さん、ご説明ありがとうございます。
 巷に出回っている泉⽔さんのサインは、99%にせものという

 話もありますし、真贋を確かめようがないので、私は
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サインには⼿を出さないことにしています（笑）。
待ちうけ画像の移植は、ちんぷんかんぷんです。

 皐ちゃんなら詳しいかも知れないので、聞いてみますね。

ＳＳＳさん、Ｚ．ｐ．の捧詞、拝⾒しました。
 「Memorial Gallery」に収蔵させていただきますので、

 あとでＺ．ｐ．に伺いますね。労いのお⾔葉ありがとう︕

MIZUIさん、こんにちは。
 選曲にもよりますが、⾳楽スライドショーは胸に滲みますね。

 皆さんを泣かせるつもりで作ったわけではないのですが…。
 xxxさんは、天国のWEZARD会員番号001ですか、いいなあ。

Re:「Memorial Gallery」オープンしました︕

2486 選択 kiyomin 2007-11-25 17:20:54 返信 報告

stray様
 「Memorial Gallery」おめでとうございます。というより、ありがとうございます。

 XXX様の訃報は、明るく︕と⾔われてもやはり悲しく、しばらく途⽅に暮れていました。泉⽔さんの時と少し似てい
るような。

 しかし「悲しい現実を嘆くより今・・・」ですね。天国で安からに泉⽔さんの隣でギターを弾いている事を想った
り、「Memorial Gallery」を拝⾒して、少し気持ちが変わりました。

 お⾟い⼼中察する中、緊急作成お疲れさまでした。
 再度宣⾔します︕「ZARDの作品とXXX様の作品をセットで、これからも宝物にして⽣きていきます。」時々涙が溢

れますが。
 きっと今頃、XXX様はニコニコしながら、泉⽔さんに画像作成テクニックの説明をしているでしょうね。

 stray様、素敵な研究所をありがとう︕これからもよろしくね。

Re:「Memorial Gallery」オープンしました︕

2489 選択 ALIL.1967 2007-11-25 20:05:16 返信 報告
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ギャラリー，オープンですね。xxxさんと皆様の作品拝⾒させていただきました。折に触れてありがたく訪問させて
いただきます。

ありがとうございます④

2492 選択 stray 2007-11-25 21:39:07 返信 報告

kiyominさん、こんばんは。
 毎⽇xxxさんの作品に触れていただきたい、というのが私の願いです。

 もう新作は⾒れませんが、短期間でよくぞあれだけの数を残されたものです。
 これからもちょくちょく覗いて下さいね、ありがとうございました︕

ALIL.1967さん、こんばんは。
 別スレ（カレンダー2000）の件と合わせて、どうもありがとうございます。

 今後ともどうぞよろしくお願いします。

Re:「Memorial Gallery」オープンしました︕

2498 選択 「ロム」 2007-11-26 01:46:19 返信 報告

strayさん、研究所の皆さんお疲れ様です。
 またまた素敵なギャラリーありがとうございます︕

 xxxさんの想い＆皆さんのxxxさんへの想いが伝わってきました（泣）
 訃報の翌⽇は、仕事中に思い出してしまって、涙と⿐が・・・。

涙は「疲れ⽬かな︖」と苦しい⾔い訳でごまかし、⿐は⾵邪ぎみだったので、周りも⾵邪のせいだと思ってくれたよ
うです。

 直接お会いした事もお話した事もないのに、こんなに悲しい気持ちになるなんて不思議な感覚です・・・。

strayさん、お２⼈の友情を感じます（泣）
 xxxさんにココロ届いてると思います︕

 

「ロム」さんへ

https://bbsee.info/straylove/id/2453.html?edt=on&rid=2492
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2492
https://bbsee.info/straylove/id/2453.html?edt=on&rid=2498
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2498


2525 選択 stray 2007-11-26 23:52:30 返信 報告

こんばんは、ごめんなさい、いろいろあってレスが遅くなりました。
 本⽇、ご家族から御礼がありまして、私も肩の荷が下りました。

 xxxさんのこと、忘れないで下さいね。
 もうすぐxs4pedさんの追悼作もアップされますので、

 ひきつづき「Memorial Gallery」をご覧下さい。
 どうもありがとうございました︕

Hanaさんへ

2472 選択 stray 2007-11-25 10:33:10 返信 報告

お待たせしました。
 ご依頼の画像各種です。

まずは「Don't…」の⼤きい画像です。

Re:Hanaさんへ

2473 選択 stray 2007-11-25 10:35:18 返信 報告

music freak Vol.101(2003/4)ですが、
 モノクロの画像しかありませんでした。

原⼨⼤ですが、裏ページが透けてしまうため、明るさを増してスキャンしています。
 

https://bbsee.info/straylove/id/2453.html?edt=on&rid=2525
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2525
https://bbsee.info/straylove/id/2472.html
https://bbsee.info/straylove/id/2472.html?edt=on&rid=2472
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2472
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/73f490f3f868edbcd80b5d3f7cedc403.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/2472.html?edt=on&rid=2473
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2473
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/5e6bd7a6970cd4325e587f02667f7f73.jpg


Re:Hanaさんへ

2474 選択 stray 2007-11-25 10:37:59 返信 報告

外国のおばあちゃんが映っていない画像です。
 原⼨⼤ですが、もっと⼤きくスキャンすることも可能です。

Re:Hanaさんへ

2475 選択 stray 2007-11-25 10:39:53 返信 報告

ZARDカレンダー2000は、巷にたくさん出回ってますので、
 私は（あえて）所有しておりません。

 

Don't ⽂字なしver.

2476 選択 stray 2007-11-25 10:51:54 返信 報告

https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/5e6bd7a6970cd4325e587f02667f7f73.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/2472.html?edt=on&rid=2474
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2474
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/0bf727e907c5fc9d5356f11e4c45d613.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/2472.html?edt=on&rid=2475
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2475
https://bbsee.info/straylove/id/2472.html?edt=on&rid=2476
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2476


Don't の⽂字なしは、縦⻑の画像しかありませんので、
トリミングしてお使い下さい。

#2474のラージサイズ

2477 選択 stray 2007-11-25 10:58:59 返信 報告

出展は「CDでーた」1997/3.20号です。
 「君に逢いたくなったら…」の記事。

ZARD OFFICIAL CALENDAR 2000

2490 選択 ALIL.1967 2007-11-25 20:11:40 返信 報告

所⻑様，解像度は低めなのですがほばVGAサイズのJPEGでネットから以前拾ってきたものがあります。以下のリンク
から

 CALENDAR_2000.zip 543.6KB
 をDLして⾃分のhome directoryで展開してください。9枚のJPEGが現れます。資料に加えておいてください。もち

ろんHanaさん（はじめまして）もDLしてみてくださいね。

https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/c8067ad1937f728f51288b3eb986afaa.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/2472.html?edt=on&rid=2477
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2477
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/4c8c76b39d294759a9000cbda3a6571a.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/2472.html?edt=on&rid=2490
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2490


http://www.filebank.co.jp/wblink/c46ffd097cae67b1521aaf7388a9add7

until 5 DEC

私のゲストフォルダにも⼊ってます。

Re:Hanaさんへ

2499 選択 Hana 2007-11-26 11:39:23 返信 報告

レスが⼤変遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。

3連休で留守にしておりました。

この間、依頼した画像について・・・
 「Dont' you see︕」etc...

 上等です︕これで⼗分です。
 どうも有り難うございました。

 感謝致します。
 

Re:ZARD OFFICIAL CALENDAR 2000

2501 選択 Hana 2007-11-26 12:21:59 返信 報告

＞ALIL.1967さん 
 返事が遅くなってしまいまして申し訳ありませんでした。

すべて画像はダウンロード、保存しておきました。 
これらはフロッピなどにも保存できますよね︖ 

 とても助かりました。9種類の画像をありがとうございます︕︕

あと、 私も（初めまして）でダウンロードを試してみて欲しいと⾔うことですが、こういうのはわからないので出来
ないです…。

これからもよろしくお願い致します。 
 

https://bbsee.info/straylove/id/2472.html?edt=on&rid=2499
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2499
https://bbsee.info/straylove/id/2472.html?edt=on&rid=2501
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2501


Re:Hanaさんへ

2502 選択 ALIL.1967 2007-11-26 16:28:34 返信 報告

>もちろんHanaさん（はじめまして）もDLしてみてくださいね。 
 というのは

 >すべて画像はダウンロード、保存しておきました。 
   ↑こうしてくださいってことで ちょと私の表現がよくなかったですかね

>とても助かりました。9種類の画像をありがとうございます︕︕ 
ネットからの拾い物でス 

これからもよろしく︕

Hanaさんへ（問い合わせの件）

2505 選択 stray 2007-11-26 18:26:59 返信 報告

Hanaさん、こんばんは。
 お役に⽴てたようで何よりです。

「問い合せ」の件ですが、ほかの記事をお読みいただければ分かることです。
 Ｚ研の「喪は明けました」ので、昨⽇から通常の書き込みを再開しております。

今後ともよろしくどうぞ。

Re:Hanaさんへ

2518 選択 Hana 2007-11-26 22:11:48 返信 報告

＞ALIL.1967さん

こんばんは。

そういう意味でしたか。私はまた、違う意味のことかとばかり思っていましたので。。

https://bbsee.info/straylove/id/2472.html?edt=on&rid=2502
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2502
https://bbsee.info/straylove/id/2472.html?edt=on&rid=2505
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2505
https://bbsee.info/straylove/id/2472.html?edt=on&rid=2518
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2518


いえいえ。私⾃⾝、理解⼒が⾜りなかったんです。

こちらこそ、よろしくお願い致します。

＞strayさん 
 xxxさんのことについてですが、他の記事を拝⾒して、ようやくxxxさんのことがわかりました。 

 いろいろとありがとうございます。

P.S.「×××」さんではなく「xxx」さんなんですね。
 ⽂字に勘違いをしておりました。

 失礼しました。訂正致します。
  

これからも宜しくお願い致します。 
 

追悼xxxさん①「慈愛のココロ」

2442 選択 stray 2007-11-23 17:21:35 返信 報告

”⼤きな慈愛に満ちた”最期の作品「グロリアス マインド」で泉⽔さんは、
 「⼼」をカタカナで「ココロ」と書いています。

 この響きが妙に⼼に沁みるのは、私だけでしょうか。

xxxさんの”宇宙もの”作品にも、”⼤きな慈愛”が感じられます。
 むろん泉⽔さんが亡くなったことも影響しているのでしょうが、
 xxxさんの作品を眺めていると、⼼がとっても癒されます

 。

泉⽔さんの愛情に包まれる・⾒守られている、という安⼼感から⽣まれる感情なのか、
 ⾒るものが宇宙の⼤海原に吸い込まれてしまう、xxxさんの技量によるものなのか…。

たぶん両⽅なのでしょう。
 xxxさんの「慈愛のココロ」が、すでに泉⽔さんの境地に達していたのだと思います。

https://bbsee.info/straylove/id/2442.html
https://bbsee.info/straylove/id/2442.html?edt=on&rid=2442
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2442
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/6048ff4e8cb07aa60b6777b6f7384d52.jpg


やさしい⼈でした。
律儀な⼈でした。

 諍いを嫌う⼈でした。
 争いを放っておけない⼈でした。

 ⼈と癒せる作品を作れるって、なんて素敵なことなんでしょうね。
 何の才能もない私には羨ましいかぎり…。

xxxさん、待ってて下さいね。もうじき、追悼ギャラリーをお⾒せしますので。
 毎⽇泉⽔さんと楽しく過ごしてるから、そんなもんいらないって︖（笑）

 まあまあ、そう⾔わずに、⾒て下さいな。
 

追悼xxxさん②「Ｚ研追悼作品」

2446 選択 Ｚ研⼀同 2007-11-23 23:02:03 返信 報告

xxxさんへ

遅くなってごめんなさい。Ｚ研の追悼作品が出来ました。
 加⼯はもちろんxxxさんが⼤好きな皐ちゃんの⼿によるものです。

 どうです︖腕を上げたでしょ︖xxxさんのご指導の賜物ですね。

天上の聖⺟・泉⽔さんは、xxxさん、あなた⾃⾝です。
 地上でじっと⽬を閉じ、xxxさんの冥福を祈っているのが、われわれ。

⼆⼈もう会えないけれど、気持ちはいつまでも繋がっていますからね。
                    ZARD研究所⼀同

追悼xxxさん③「美術館建設秘話」（その１）

2480 選択 stray 2007-11-25 12:56:01 返信 報告

私がxxxさんから病状を打ち明けられたのが9⽉17⽇のこと。
 内容は、#2413に書いたとおりです。

https://bbsee.info/straylove/id/2442.html?edt=on&rid=2446
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2446
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/2f4fe03d77724a7217006e5d16728874.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/2442.html?edt=on&rid=2480
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2480


その10⽇後、xxxさんが「お別れ」を⾔いに来られたのです。
Ｚ板に「祈り・・・」を投稿された⽇です。

 http://bbsee.info/straylove/id877.html

この⽇がいちばん⾟かったです。この中に、
 「本当につまらない荷物を背負わせちゃったみたいで・・・すみません、 

 もう肩の荷を降ろされてもいいですよ」
 とあるのが、10⽇前に交わした私との会話のこと。

xxxさんは、私に重い荷物を背負わせたことを気遣って、
 Ｚ研ＢＢＳでご⾃分の命が⻑くないことを暗に告⽩されたのです。

 微妙な書き⽅でしたので、ピーンときた⼈もいれば、こなかった⼈もいたと思います。
 この夜、Ｚ研の所員には、「快⽅に向かっての退院ではない」ことを告げました。

ですから、私の苦悩はわずか10⽇程度のものであり、
 「附属美術館」の建設で気が紛れたこともあって、

 私⾃⾝それほど⾟い思いはしておりませんでした。
 皆様から多くの労いのお⾔葉を頂戴しましたが、

 私は、xxxさんの優しさに救われ、Ｚ研所員も私と苦悩を共にしていたのです。

その美術館ですが、当初私の中では「xxxさん追悼」の想い
 でしかなく、

 xxxさんが１ヶ⽉以上姿を現さなかったら、9⽉17⽇の会話とともに、
 公開しようと考えていたのです。

ところが所員の皆さんから、”xxxさんを元気づけるために１⽇でも早く公開しましょう︕”
 と励まされ、急ピッチで作業を始めました。

 xxxギャラリーTopページの私の挨拶⽂も、初めはもっと追悼⾊が強かったのですが、
 10⽉6⽇に、別れを告げたはずのxxxさんがひょっこり現れてからというもの、

 ”奇跡が起きるかもしれない”と思うようになりました。

（つづく）



追悼xxxさん④「美術館建設秘話」（その２）

2481 選択 stray 2007-11-25 13:23:18 返信 報告

10⽉6⽇、xxxさんが、逗留先の南紀⽩浜の知⼈宅から、
 ひょっこりＺ研を訪問されたのです。とても元気そうでした。

「Memorial Slide Show」１枚⽬の作品は、そのときに頂戴した作品で、
 「promised you」の歌詞を、ある書道家の先⽣が墨で書かれたものです。
 著作権に触れるのですぐに削除し、今まで封印していた、Ｚ研の”家宝”です。

 http://bbsee.info/straylove/id1320.html

皐ちゃんの作品が好きで、皐ちゃんの作品がきっかけでＺ板デビューした
 ことを明かされたのもこの⽇です。それを聞いて、xxxギャラリーの隣に、

 皐ギャラリーを、という構想が⽣まれた次第です。

xxxさんに、作りかけの⾳楽スライドショーをお⾒せし、”絶対⾒に来て
 くださいね︕”とお願いして、この⽇はお別れしました。

 美術館建設にも俄然熱が⼊り、10⽉13⽇、予定より２週間早くオープンできました。

その2⽇後、早速xxxさんが⾒に来て下さって、「感謝︕感謝︕感謝︕」と
 題するご⾃⾝直筆の作品を寄贈して下さいました。

 http://bbsee.info/straylove/id1589.html#a1590

結果的に、xxxさんとお話できたのは、この⽇が最後となりました…。

なんとかお元気なうちに、皐ギャラリーをお⾒せしたい︕
 その願いを込めて、皐ギャラリー建設が急ピッチで進められました。

 いちばん苦労したのは、Special Galleryを担当したＴ２８部⻑です。
 なにせ、オープン当⽇もまだ調整作業をつづけていましたから。

皐ギャラリーのオープンが10⽉31⽇。
 その6⽇前に、xxxさんがまたひょっこり現れています。

 皐ギャラリーが⾒たくて、無理して来て下さったのでしょう。
 

https://bbsee.info/straylove/id/2442.html?edt=on&rid=2481
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2481


⼣⽅の時間帯で、私は来訪に気づきませんでした。（無念）
http://bbsee.info/straylove/id1802.html

あと１週間早ければ……
 xxxさんも無念だったでしょうけど、私も無念でなりません。

使者様から、xxxさんのお祝いメッセージが届けられたのが、3⽇後の11⽉2⽇でした。
 http://bbsee.info/straylove/id1854.html#a1903

（つづく）

追悼xxxさん⑤ 使者様へ

2488 選択 stray 2007-11-25 17:34:08 返信 報告

私とxxxさんの出会いと、xxxさん作品に対する想いは、「Galler of ⾵⼩僧xxx」 
 の解説ページに書いたとおりです。たいしたことをしたわけではないのに、 

 私のことを慕って下さり、最後まで律儀に接して下さいました。

xxxさんのために私がしてあげられることは、ZARDファンのあいだで、 
 ”xxxさんの作品を永遠に語り継ぐこと”、それだけです。

昨⽇、xxxさん追悼の想いを込めて、「Memorial Gallery」を開設しました。 
 こんなことしかできませんが、xxxさんもきっと喜んで下さってることでしょう。

あまりにも多くて正確に数えていませんが、130筆もの追悼メッセージと、 
 2編の捧詞（本⽇もう1編加える予定）を合わせて捧げさせていただきました。

追悼画像をはじめ、こんなにたくさんのメッセージが集まったのは、 
 xxxさんの作品の素晴らしさもさることながら、そのお⼈柄によるところが 

⼤きいと思います。ヴァーチャルの世界でありながら、現実社会以上の礼節 
 をもってお付き合いしていただいたこと、決して忘れはしません。

使者様、お⾟いお役回りどうもご苦労さまでした。 
 xxxさんのお⼈柄が偲ばれるエピソードの数々を、終⽣⼤事にさせていただきます。 

 

https://bbsee.info/straylove/id/2442.html?edt=on&rid=2488
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2488


私たちの宝である「Galler of ⾵⼩僧xxx」と「Memorial Gallery」を、 
ご家族の皆様に捧げて下さいますようお願いします。

http://www7b.biglobe.ne.jp/~zard_labo/

xxxさんのご冥福を⼼よりお祈り申し上げます。

            2007/11/14 xxxさんを愛する者を代表して stray

追悼xxxさん⑥ 使者様へ（その２）

2508 選択 stray 2007-11-26 20:35:19 返信 報告

⼤事なことを書き忘れていました。

上のURLは、11⽉15⽇にオープンしたＺ研の⽞関ページです。
 Ｚ研には、ＢＢＳ、美術館、映像資料館がありますが、つい最近まで、

 顔となる⽞関ページ（ホームページ）がなかったのです。

11⽉15⽇は、われわれが愛してやまない「promised you」という曲の発売⽇で、
 とても賑やかに「promised you」談義に花を咲かせておりました。

 ちょうどその⽇に、xxxさんはお亡くなりになったのですね…。

⽞関ページで使っている画像は、皐ちゃんの作品をxxxさんが⼿直ししてくれたものです。
 皐ちゃんも私も、どうしてもこの作品をＺ研の顔として使いたかったのですが、

 MENUのFLASHが泉⽔さんのお顔にかかってしまい、暗礁に乗り上げていました。
 ところが11⽉15⽇の朝、画像を⼤きくして、FLASHを⼩さくすればよいと、ピーンと閃きまして、

 われわれにとっては⼤事な⽇である”11⽉15⽇”にオープン出来たのです。

私が閃いたのは、ちょうど、xxxさんが息を引き取られた時間帯だったようで…。

11⽉15⽇は、私のなかで、もっとも⼤切な⽇となりました。
 xxxさん、どうもありがとう︕︕

P.S. xxxさんの使者様へ

https://bbsee.info/straylove/id/2442.html?edt=on&rid=2508
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2508


2513 選択 stray 2007-11-26 21:31:03 返信 報告

追悼xxxさん⑤の最後の⾏ですが、

 2007/11/14 xxxさんを愛する者を代表して stray

となっておりました。正しくは、

 2007/11/24

です。訂正してお詫び申し上げます。申し訳ありませんでした。

⽊更津

2484 選択 アネ研 2007-11-25 16:03:39 返信 報告

xxxさんへの（仮称）追悼ギャラリーの製作の総仕上げの中、これもひとつの供養と考え準
備不⼗分でしたが、写真「ウェディングドレスの泉⽔さん」のロケ地調査第２アタック決⾏
しました。

先⽇のカーディガンさんの調査レポートを参考に、図書館で、⽊更津の教会、病院、写真
館、写真家の電話帳をコピーして、地図に転記してマイカーで⽊更津をめざしました。こう

いうときしかナビは役に⽴たないですね。（笑）
 教会は

 イヌマエル⽊更津キリスト教会
 SDA⽊更津キリスト教会

 ⽊更津宣教会
 キリスト兄弟団⽊更津教会

 セブンデー・アドベンチスト岩根キリスト教会
 房総中央キリスト教会

 末⽇聖徒イエス・キリスト教会⽊更津⽀部
 を調査しましたが、類似さえありませんでした。
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カトリック⽊更津教会
⽇本基督教団⽊更津教会

 畑沢福⾳キリスト教会
 は、カーディガンさん検証済です。

次に病院は
 ⽯井病院

 上総記念病院
 加藤病院、ここは新築なので以前は不明

 ⽊更津病院
 君津郡市夜間急病診療所

 ⽞々堂⽊更津クリニック
 はぎわら病院

 薬丸病院
 を調査しましたが、こちらも類似さえありませんでした。

もうこの頃にはあきらめモードでしたが、どうにか気分を取り直して⽊更津駅前へ⾏き、写真館を調べつつ聞き込みもはじめ
ました。

 「スタジオJ」では写真を⾒せてたずねてみましたが、わからないな〜ということで、私の⽿には「港のヨーコヨコハマヨコス
カ」が鳴りはじめました。

 「写真⼯房」は２坪ほどで、デパートの中の⼀部なのでパス
 カーディガンさんも⾏った写真家、野⼝義信⽒の「写楽館」も通りましたが、四⾓い窓ですね。

 写真家、⼭⽥⼀平⽒の「スタジオ101]も建物も違い、訪ねた⼥性店員の⽅は「スタジオのしてはベットが汚くて変ですね〜、
このへんでスタジオがあるのは「写楽館」さんと「ササキスタジオ」さんくらいかな︖」とコメントされました。

そのあと、ある⼈から、気になる情報を得たのです。
 あまり知られてないけど、⾃衛隊の近くに倉庫だけど撮影スタジオに使っている所があるとのことなのです。

 私はわらをもつかむ思いで、現地へ向かいました。
 それらしき建物をいったん通り過ぎてから、⾨より⾒るなり「これだー」と思いました。

 ⾨の詰所に誰もいない事をいいことに、建物の中を調査しました。やはり撮影スタジオらしく、内部は全⾯⽩系で、家具や椅
⼦が少しだけありました。そんな時、誰か詰所に戻ってきたのです。私は⾆打ちして、詰所に戻り説明しました。しかし、そ



のひとは「違いますね、倉庫です」のいってんばりでした。あまりしつこいとまずいと思い、⾨から出て外周を調査しまし
た。

 写真は⻄南⾯です。近くの道路沿いの植⽊に⽔をやってる⼈に建物のことを尋ねると、「２年くらい前まではたんなる倉庫だ
ったけど、違う所に⼤きな倉庫を作りいらなくなり、ちょうどその頃芸能の⼈に知られて、珍しがられて撮影スタジオになっ
た」とのことです。その昔は海軍の⾶⾏機のエンジンの試験場だったそうです。また、いまは平⽇はほぼ毎⽇撮影してるとの
ことです。

 もう⼀度、⾨に戻ったらさっきの⼈が出てきそうだったので、退散しました。

浮かれて戻ってZ研調査室（︖）に検証してもらった結果、窓の放射上の格⼦などが違うなど判明しました。

しかし、類似な建物ということで⼀応、みなさまに報告します。

Re:⽊更津

2487 選択 stray 2007-11-25 17:25:16 返信 報告

アネ研さん、調査ご苦労さまでした。
 まさに”しらみつぶし”とはこのことですね。

窓の格⼦が、形も本数も違いますが、⽊更津で撮影したとされるこの写真の窓⾃体、
 不⾃然なところが多々あって、場所を特定されないよう合成している可能性もあると思います。

中に⼊られたとのことですが、どんな感じだったのでしょうか︖
 写真集も⽩っぽい内装で、ランプが印象的ですね。

 奥に奥に写ってる写ってる椅⼦は、いかにも写真館っぽいです。

秘密めいた写真館というのが、かなり匂いますね…。

Re:⽊更津

2491 選択 カーディガン 2007-11-25 20:35:57 返信 報告

アネ研さん、皆様、こんばんは。 
 アネ研さん、ずいぶんとたくさん調査をされたようで、お疲れ様でした。興味深いレポートですね。 

 私が⽊更津に調査に⾏った時なのですが、私は、そのとき、デジカメを持っていませんでした。携帯の写メしかなか
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ったのと、⾒つかる可能性も少ないかな、と思ったので、あまり検証のための写真を撮るまでもないかな、と思った
ので、写真は携帯でちょこっとしか撮っていませんでした。秦野などの写真は、東京国際フォーラムを撮るために、
となりの電気屋さんでデジカメを買って撮ったものです。 

 さて、⽊更津の教会や病院をたくさんまわったところ、最後にそれらしい倉庫を発⾒したのですね。私も、その写真
を⾒たところ、これかな︖とも思いましたが、窓枠がずいぶん違うようですね。似てるし、写真合成したのかも、と
いう考えもありそうですね。確かに、場所を特定されないように窓枠を合成したというのもあるかと思います。 

 さて、私の考えですが、たぶん、あの建物ではないのではないかと思います。なぜかというと、普通の⼥性があのよ
うなドレスで写真を撮ろうというときに、⾃分の気持ちとして、建物がそれにふさわしいものでないと⾃分⾃⾝に納
得ができないのではないかと思うからです。それからすると、違うのではないかと思います。泉⽔さんの気持ちから
考えても、⾃分の記念すべき写真の場所を特定されたくはないと、考えていたのではないかと思います。 

 君ディスの写真も、「代官⼭」ではなく、代官⼭周辺の恵⽐寿などであるため、ドレスの写真も、⽊更津ではない可
能性もあると推測できます。なので、あのドレスの写真も、⽊更津でなく、⽊更津周辺と考えるべきかと思うのです
が。つまり、館⼭や鴨川などもあり得るのではないかと思うのです。なので、先⽇、私は、⽊更津の調査は簡単では
ないと思い、秦野などをまわったほうが、有益と考えて、東京国際フォーラムなどをまわりました（記念すべき⽇で
あり、かえって思い出の地を巡ったほうがいいと思ったのも⼤いにあります。）。 

 このことについても書こうと思っていましたが、研修期間は⾃分のパソコンがなく、忙しい時期でもあったため、時
期を逸してしまい、申し訳ありませんでした。 

 あのドレスの場所の写真なのですが、⽊更津にアカデミアパークという豪華ホテルがありますが、あそこは、私は⾒
ていませんでしたので、もしくはあそこかな、とは思っています。たぶん、違うと思いますが。もしくは、その系列
の施設でしょうか。いずれにしろ、範囲は広いと覚悟すべきところで、すぐには⾒つからないのかな、とは思ってい
ます。あまり、無理をしないほうがいいかとは思いますので、今度⾏く時もお気をつけて⾏ってきてください。

Re:⽊更津

2494 選択 ALIL.1967 2007-11-25 21:45:22 返信 報告

アネ研様へ 調査報告興味深く読ませていただきました。
 窓枠は『ハートに⽕をつけて』のPVの中にも泉⽔さんとともに出てきているようですね。このPVで外国⼈がパーティ

ーをしているところがこの⽊更津の写真の場所ということで，泉⽔さんはこのPVの撮影に部分的にでも参加していた
とかってに解釈しています。
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なにぶんハートに⽕をつけて』のPVのなかで泉⽔さんは静⽌画だし，海岸の映像など以前のPV（Get your drea
m?）でも⾒かけたようなきがして．．．︖︖︖となりますが。

カーディガン様へ そうですね。周辺ということなのかもしれません。（代官⼭と恵⽐寿ほぼ隣り合ってますから，
⼤きな間違いではないです。 Beingの制作チームは⼤筋で正しいことを記載しているような印象です）それと，アカ
デミアパークは宿泊施設以外にもかなり広い範囲にわたっているようですね。⼀度，CS265ch.朝⽇ニュースターの
新⾞情報番組でその付近を⾞で⾛り回っているのを⾒ました。

わたしもこの⽊更津とされるこの写真に興味あるので，何かできることがありましたら＆これからも何かわかりまし
たら教えてください。

 

PVとウェディングＤ写真は別物では︖

2495 選択 stray 2007-11-25 22:12:53 返信 報告

カーディガンさん、こんばんは。
 ⼥性⼼理はよくわかりませんが、ウェディングドレスは⽣涯１回ものでしょうから、

 たしかに、このような場所で着る気にはなれないかもしれませんね。
 だとすると、錆びたベッドに座っての撮影も同じことが⾔えるかも。
 ZARDの謎のなかで、「ハートに…」PVは最⼤の謎かもｓきれません。

 Ｚ研は果敢に挑戦しましょうね︕（笑）

ALIL.1967さん、こんばんは。
 私は、PV撮影地とウェディングＤ写真撮影は別物ではないかと考えています。

 PVにちらっと出てくる泉⽔さんのお顔が、ウェディング写真とはぜんぜん雰囲気が違います。
 海辺の⾵景も、さんざん撮ってますので特定しづらいですが、外国のような…。

PVは、泉⽔さん無しで撮影、
 ウェディングＤ写真は⽊更津のどこかで。かなぁ…

実は現在、「ZARD PV ロケ地マップ」なるものを制作中です。
 何でもけっこうですので、情報をお持ちの⽅は提供をよろしくお願いします。

Re:⽊更津

https://bbsee.info/straylove/id/2484.html?edt=on&rid=2495
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2495


2496 選択 ヒツキ 2007-11-25 23:20:50 返信 報告

アネ研さんこんばんは
 お久しぶりです

 場所探しお疲れ様です
 写真の場所が気になります

 泉⽔さんはどんな気持ちであのドレスを着て、どんな思いでいたのか……
 やはりウェディングドレスは特別な⾐装です。

 幸せの象徴とも⾔ってもいいのに……
 本来なら哀愁感というのでしょうか。こんなに悲しくは⾒えないものだと思っていますので。

 無理をせず、ゆっくり探してください。
 簡単に⽊更津にいけないので、お願いすることをお許しください。

Re:⽊更津

2497 選択 アネ研 2007-11-26 00:43:39 返信 報告

皆さんレスありがとうございます。

所⻑へ
 そうですね、sgのジャケットもよくデジタル加⼯してることだし、この写真もありえますね。

 カーディガンさんへ
 ホテルも⼗分ありえますね、それに、al「君とにDistance」のジャケットは正確には代官⼭ではないですもんね、お

おざっぱなのか作為的なのか、⼀筋縄ではいかないのでしょう。
 ALIL.1967さんへ

 レスありがとうございます。そうですね、pv「ハートに⽕をつけて」の泉⽔さんは他の⼈とからみがないですもん
ね、私も別ものと考えます。

 ヒツキさんへ
 レスありがとうございます。

 ＞やはりウエディングドレスは特別な⾐装です
 ＞幸せの象徴とも⾔ってもいいのに・・・
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⼥性の⼼理はいまいちわかりませんが、ベットの上でそれも汚いですからね〜「⼀度着てみたかった⾐装を着てみ
た」でこの写真は撮りませんよね。こちらこそ、なにかきずいたら教えてください。調査の参考にします。

 また、⼀度書きましたが、写真集「Le Porfolit」のなかでこの写真が⼀番新しい写真のようだし、また、初出で撮り
下ろしのようだし、まるでこの写真のための写真集では︖と思えてきます。

 そして、錆びたベットの上というのは泉⽔さんからの暗⽰だったのでしょうか︖さらに調査いたします。
 

喪が明けました

2483 選択 stray 2007-11-25 14:32:26 返信 報告

Memorial Galleryのオープンをもって、
 xxxさん追悼モードを終了します。

 ご協⼒どうもありがとうございました。
 ただいまより通常の投稿モードに戻します。

Re:喪が明けました

2485 選択 インディゴ 2007-11-25 16:30:10 返信 報告

こんにちは、stray様。
御⾃⾝も私達以上にお⾟い思いをされている中、⼼のこもった「Memorial Gallery」を作成して頂き、ありがとうご
ざいました。

 皆さんの想いはxxxさんへ⼗分に伝わったと思います。
 このところxxxさんのひたむきな姿勢や、闘病中でありながら、

 周りの⼈を気遣っていた優しい⼈柄が、泉⽔さんと重なってしまい、
 涙流してばかりいましたが、今⽇を期にしっかり前を向きたいと思います。

 未熟な⽂章や作品しか作れない私ですが、これからもZARDとXXX作品を愛する⼀⼈として、
 宜しく御願い致します。
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PS.XXXさん・XXXよりの使者さん・strayさんの投稿は⼤切に保存させて頂きましたので、
これからの⼈⽣で挫けそうになった時に読み返し、⼼の⽀えにさせて頂きたいと思います。

インディゴさんへ

2493 選択 stray 2007-11-25 21:44:13 返信 報告

こんばんは、xxxさんへの追悼作品どうもありがとうございました。
 おかげさまで、Memorial Slide Show は皆さんにご満⾜いただけたようです。

 泉⽔さんのお⼈柄と、xxxさんのお⼈柄、確かに似ていると思います。
 追悼メッセージを読ませていただいて、ZARD愛＝xxx愛を感じましたね。

 こちらこそ今後ともどうぞよろしくお願いします。

xxxさんへ捧げます。

2468 選択 KOH 2007-11-25 03:19:12 返信 報告

グロリアスマインドPVです。
 http://www.filebank.co.jp/wblink/93e4efb767fb93c25b156bdfda8e2e45

 xxxさんも喜んでくれると良いんですが・・。

KOHさん、どうもありがとう︕

2470 選択 stray 2007-11-25 09:15:31 返信 報告

wmvでの配信ありがとうございます。
 xxxさんもさることながら、泉⽔さんご⾃⾝もまだ、このPVはご覧になってないはず。
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サンフランシスコの景⾊もキレイだし、
カメラ⽬線が２度も⼊っていて、素晴らしいPVですね。

 天国でxxxさんと⼀緒に⾒てくれてるといいですが…。

KOHさん、どうもありがとう︕

2479 選択 Ｔ２８ 2007-11-25 11:31:39 返信 報告

⾼画質での配信、感謝します。
 所⻑が仰るとおり、泉⽔さんもまだ⾒たこと無いんですね。

 このPVをxxxさんと⼀緒に⾒てくれたら、うれしいですね。
 ただ個⼈的には、ちと悔しい・・・。

そっか、所⻑とは2度しか⽬が合わないんですね。
 細かい所も⼊れると、私は6度⽬が合いました。（笑）

 

stray様へ

2379 選択 匿名 2007-11-21 07:46:52 返信 報告

 
楽しい御集まりのなかに、訃報を御知らせする事を御許し下さい。

 御知らせするべきか、何⽇も悩みました。
 xxxの病状を御承知だと伺っているstray様だけにでも御知らせした⽅が良いと思い、勝⼿ながら御報告申し上げます。

xxxは、11⽉ 15⽇（⽊）午前7時16分
 御親族に⾒送られながら坂井泉⽔さんのもとへと旅⽴ちました。享年44歳という早すぎる旅⽴ちでした。

 ⽣前xxxへの御温情を多くの皆様から賜り御遺族に代わり厚く御礼申し上げます。
 御報告が遅れたことを⼼中より御詫び致します。
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xxxは、覚悟していたようで、stray様の所と、れお様の所宛へお別れの画像とメッセージを残していました。
⼀⽅で、クリスマスは、⽂⾯からZARD掲⽰板に⾃⾝で投稿するという希望を持っていたのかも知れません。

 皆様の御気持ちを考えた時どのようにすれば良いのか⼜、掲⽰板でこのような投稿をして良いのかも解らず、
 stray様の御判断を仰ぎたいと思い、全てこちらに投稿させて頂きたいと考えました。

 削除なさっても当然の事項と思っていますので、当⽅にはお気遣い無⽤にて取り扱って頂ければと思います。
 部外者である私が、出過ぎた真似をしていると思っています。どうか失礼を御許し下さい。

P.S… xxxの⼈柄や思い出等を綴った⽂章を私なりに書いてみました。
 とても⻑くなってしまい御迷惑だとは思いますが、xxxの事を皆様にお話したくて堪らず、

 こちらに拙い⽂章を投稿する事を重ねてお許し下さい。

☆メリークリスマス☆

2380 選択 匿名 2007-11-21 07:48:24 返信 報告

私から、”Merry Christmas”

坂井さん、そんなに⾒つめると
 サンタさんが⾚くなって固まっちゃってますよ︕

皆さんの所にもサンタさんが来るといいですね・・・

                 ⾵⼩僧 xxx

Ｔｈａｎｋ ｙｏｕ︕︕

2381 選択 xxx 2007-11-21 07:49:49 返信 報告

れおさま、アキラさま、ライダーさま、NAOさま、Hiroさま、kazuさま、SSSさま、
 DOMINGOさま、akiさま、エドさま、MIZUIさま、スマイルさま、ぢうんさま、

 そして、愉快なZARD、partyにお集まりのみなさま・・・
 みなさまと楽しい時を過ごせてとても幸せでした。（party会場では⼀瞬でしたが・・笑）

 xxxの事忘れないで下さいね︕ 
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このメッセージが届く頃は、坂井さんと⼀緒に歌っているかも・・・ 
xxxは、加⼯画よりも、歌とギターの⽅が旨いんですよ ♪♪（笑）

 坂井さんの傍でみなさんのお越しを待ってま〜〜す。 
 急がずにゆっ〜〜〜〜くりでいいですからね 

 みなさんが来るまで、坂井さんは⾵⼩僧が独り占めだよ〜〜〜︕︕

みんなから「お前みたいな奴は、坂井さんの所へなんか⾏けないよ︕」って
 キツ〜イ突っ込みが⼊りそうなのでこの辺で・・・・((笑))

 いままで本当にありがとうございました。  いつまでもお元気でいて下さいね︕︕︕                     

                            ⾵⼩僧 xxx
 追伸︓

 お悔やみの⾔葉は暗くなるので嫌いです、そのまま暗〜い所へ⾏きそうで・・・明るくお別れしましょう︕︕ 
 みなさんが坂井さんを想うとき隣にxxx がいたら嬉しいです。（笑）

ｗｉｔｈ ｙｏｕ ♡

2382 選択 xxx 2007-11-21 07:50:57 返信 報告

strayさま、ドルチェさま、Ｔ２８さま、皐さま、あね研さま、KOHさま、
 PANさま、なしぼーさま、miyaさま、カーディガンさま、スーさま、GTOさま

 そして、貴重な情報満載のZARD研究所にお集まりのみなさま、
 いままで本当に、ありがとうございました。

私のような者に、美術館まで設けていただき、とても感謝しています。
 それも⼤好きな皐さまと⼀緒なんて♪♯   感激です︕︕

 ⼆⼈だけでなく新たな⼈も続くといいですね・・・・
 もう⼆度とこちらではお逢いする事が出来なくなりました。 でも悲しまないで下さい、

 みなさまより⼀⾜先に坂井さんの所へ⾏くだけですから・・・
 坂井さんのもとで⼜、お逢いしましょう〜・・・って縁起でもないですね（笑）

 いつまでもお元気でいて下さい・・・・
 皆様の記憶のほんの⽚隅に置いていただければ嬉しいです。    

 

https://bbsee.info/straylove/id/2379.html?edt=on&rid=2382
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2382
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/ee8fe9093fbbb687bef15a38facc44d2.jpg


突然、いたずらな⾵が吹き抜けたら⾵⼩僧だと思って下さいね（笑）
                                                                 

 画像は、初投稿の思い出画像『今⽇はゆっくり話そうPart1〜3』『ごめんなさい・・』
 そしてstrayさまからの『xxxさんへエール』 をまとめてみました。

 まだ半年も経ってないのになんか遠い昔のようで、懐かしいですね（笑）
 strayさまには、御世話になりっぱなしで最後まで恩知らずの⾵⼩僧でしたね、ほんと『ごめんなさい・・』です。

短い期間でしたが、みなさまにお逢い出来てとても幸せで楽しい⽇々を過ごせました。
 みんなのアイドル皐さまにもファンだと⾔ってもらえて、夢⼼地ですよ〜〜〜  まだ⾔ってなかったけど、

 皐さまの作品で⼀番のお気に⼊りは「カナリヤ」です。遠くから⾃分を⾒つめているような感じがとても好きで
す・・

 でも、aki＆皐のコラボも捨てがたいし、グロリアスマインドも・・ん〜〜結局全部好きなんですよね〜☆ミ︕︕
 とても楽しみにしていた皐ギャラリーを拝⾒出来なかった事が唯⼀の⼼残りです・・・（涙︔）

 約束してたのに・・・皐ちゃんごめんね︕︕  坂井さんと⼀緒に空から⾒るね︕︕

                           ⾵⼩僧 xxx
 追伸︓

 坂井さん似の看護師さん情報・・・
 strayさまと、皐さまに1度だけレスしたそうですよ、HNと内容は教えてくれませんが、

 とても優しくして頂いたと⾔ってました・・・・⼼当たりありますか︖

ZARD掲⽰板で御世話になった⼈にも御礼を⾔いたいのですが・・こちらの⽅で気持ちだけでも書きます。
 Folkenさま、seさま、chiiさま、K２さま、ヒツキさま、にしまるさま、奈良ZARDファンさま、アルビレオさま、

 毎回のように御⽀援して頂いていたのに、挨拶もなく消える事をお許し下さい。
 「いつも、いつも暖かいレスに感謝していました、とても嬉しかったです、本当にありがとうございました。」

追 憶

2383 選択 ｘｘｘよりの使者 2007-11-21 07:53:43 返信 報告

出過ぎた事と理解していますが、少しxxxの事を書かせて下さい
 呼び捨てにするのは抵抗があるのでxxxさんと呼ばせてもらいます

https://bbsee.info/straylove/id/2379.html?edt=on&rid=2383
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2383


私が、xxxさんと知り合いになってもう２０年以上経ちます。
⼗代の頃付き合っていた彼⼥がxxxさんの奥さんの妹で、彼⼥の家で紹介されました、

 当時の私は、〇⾛族の頭をやっていて、⼈を上⽬使いで睨みつけるような⼈間でしたが、
 xxxさんに逢った瞬間に⼩さくなってしまった事を覚えています。

 うまく表現出来ませんが、容姿は、私より少し⼩柄で、格好よくてやさしい兄さんって感じだったのですが、
 器の⼤きさと⾔うか多くの修羅場をくぐってきたような、そんな感じで底知れぬ怖さを感じてしまったのです。

妹さんと別れてからも半年程、当時新婚のxxxさんの狭いアパートに居候状態で御世話になっていました。
 私のような者が付き合える⼈ではないのですけど、家族のように本当に良くして下さり、

 今の職場もxxxさんの紹介で勤めることが出来、仕事も⼀から⾺⿅な私に根気よく教えてくれました、
 私にとって、兄のようであり、職場の上司であり、⾊んな⾯でどうしょうもない私を、⼈並みにしてくれた恩⼈なの

です。
 「恩は⽯に刻み、仇は⽔に流せ」これは、xxxさんの祖⽗、⽗と受け継いで来た⾔霊だと⾔っていました。

 私は、xxxさんから受けた恩が⼭盛りあるのに⼀つも返すことが出来ていません。
 私もこの⾔葉を⼼に刻み、残された家族に少しずつでも恩返しが出来ればと思っています。

若い頃のxxxさんは、思い出は出来るものではなく、作るものだと⾔っては無茶をやっていました。
 それに、⾃⾝の労⼒も惜しまず、⼈をビックリさせて喜ばす事が⼤好きなのです。いつもサプライズだらけで、

 よくそんな事思いつくなと、⼜そんな無茶が出来るなと、xxxさんの発想の豊かさと⾏動⼒には感⼼させられる事ば
かりでした。

 おかげで多くの⼈が体験出来ないような楽しい思い出をいっぱい残してくれました。
 今でも、茶⽬っ気たっぷりに笑顔で現れてビックリさせられそうで・・・・

⼀番印象に残っている思い出は、私のオヤジが亡くなった時のことです。
 その⽇は、平成2年9⽉の⼤型台⾵19号が直撃していて、通夜も出来ないような状態でした、私の実家は⼭奥にあり、

 林道は、落⽯や鉄砲⽔、⼟砂崩れが⾄るところで発⽣している暴⾵⾬の中をxxxさんは駆けつけてくれました。
 ⼟砂崩れで道が埋まっていたり、倒⽊も⾞で体当たりして⾶ばして来たと聞きました、⼤きな落⽯がゴロゴロしてい

て
 「もうこれ以上無理だよ」と奥さんが⾔ったのに、xxxさんが「こんな状態だから誰も来なくて〇〇が可愛そうだ

ろ︕」って、
 奥さんは死を覚悟し⼦供の顔がうかんだよと苦笑いしていました。

 



その後、道が崩れてしまい５⽇程⾜⽌め状態で、通夜から、葬儀から、台⾵被害の後⽚付けまで、やってくれて、
帰る時、傷だらけでボロボロになった愛⾞に⼤笑いしながら乗って帰っていかれました。

 その時の笑顔と情景は、17年経った今でも鮮明に覚えています。

追 憶 2

2384 選択 ｘｘｘよりの使者 2007-11-21 07:54:52 返信 報告

負けず嫌いのエピソードとしてxxxさんの同僚の⽅から聞いた話ですが、
 空⼿試合の団体戦、決勝の⼤将戦で、開始早々相⼿の反則で顎の⾻が完全に折れたそうです、

 ドクターストップでチームが負けになるのがいやで、審判に折れているのが解らないように、
 ⾃分で顎を元に戻し⼝の中に溢れてくる⾎を飲み込みながら続けたそうです、そしてその試合に勝って、

 ⾒事全国制覇を成し遂げ、ニッコリ笑って⼝から⾎を吹き上げたと聞きました。ゾッ〜とする話です。
 （注射を怖がって⼦供のように今にも泣き出しそうにしていた⼈と同⼀⼈物とはとても思えません） 
 負けず嫌いにも程がありますが、⾃分の苦痛より⼈の喜びを第⼀に考えるxxxさんらしい武勇伝だなと思っていま

す。
 そんな、xxxさんが嫌いな⾔葉は、根性、義理、友情、男気、⼈⽣、等々、⼝にするのが恥ずかしいと⾔っていまし

た。
 私から⾒たら全てxxxさんの⽣き⽅に当てはまる⾔葉だと思うのですけどね…

余命を宣告されていても、その苦しみや絶望感を少しも⾒せず廻りの⼈をいつも気遣っていました。
 最期が近い時も、痛み⽌めは⿇薬の強い物ではなくて通常の物を希望していました、相当な苦痛だったと思います

が、
 ⾒舞いに来て下さった⽅達に逢うのが最後かもしれないのに眠っていたら失礼だろうと⾔って……

 本当は、とても寂しがり屋さんなので⼈の輪の中に少しでもいたかったのだろうなと思います。

皆様が思っておられるxxxさんと、違うのかも知れません、
 若い頃のいたずら好きでやんちゃな⾯影と違い、最近は、⼈の温情に涙もろく、穏やかで、いつも笑顔を絶やさない

⼈でした。
 皆様からのレスにいつも涙を浮かべ、皆様のやさしさ、暖かさに感謝し、皆様の事をとても⼤切に思っていたようで

す。
 本当のやさしさと、強さ、そして⼈への思いやりを持っていた⼈だったと、私は思っています。
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 ⼀個⼈の葬儀への参列者が300名を超えていたことからも、xxxさんの⼈柄のよさ、お付き合いを⼤切にされていた事
が偲ばれます。

通夜の時は、xxxさんが好きだったZARDや浜⽥省吾など思い出の曲を奥さんと⼦供達とで選曲し⼀晩中流されていま
した。

 ZARDは、私の知っている曲は少ないのですが、「いつかは…」という曲を聴いた時は、堪らなくなりました。
 最近、私もxxxさんが愛したZARDを聞き始めました、  遅すぎるデビューですけど、

 もともと、奥さんの影響でxxxさんもZARDファンになったようで、
 奥さんは⾳楽を、xxxさんは坂井泉⽔さんの⼈間性を好きになったという感じです。

 坂井さんが、亡くなられてからは、ZARD⼀⾊のようになっていましたが、
 若い頃は、よく浜⽥省吾の曲をギターで弾きながら歌ってくれました。れお様宛に⾃慢しているようですが、

 本当に歌とギターは旨くて、声も浜⽥省吾ソックリで“もうひとつの⼟曜⽇”なんか本物が歌っているかのようでし
た。

 部屋の⽚隅にポツンと置かれた愛⽤のギターを⾒た時は、堪らなく淋しさが込み上げてきて、涙が⽌まりませんでし
た。

思い出は尽きないのですが、あまりにも⻑くなるのでこの辺で失礼致します。
 xxxさんからいつも、「分をわきまえろ︕」と、きつく⾔われていたのに、このような投稿をして、申し訳ありませ

ん。   
 私は学歴（中卒）も教養もなくて、⼩学⽣の作⽂のような稚拙で繋がりのない⽂章を⻑々と本当にすみませんでし

た。

最後に、
 『私の愛した夫は、どんな時も笑顔を忘れませんでした、皆様も笑顔でお⾒送り下さい』

 「きっと忘れない」のBGMに乗せて痛々しい程の笑顔で御挨拶された、 喪主（奥様）からの御⾔葉です。

P.S….奥さんは、まだxxxギャラリーを⾒てないようなので、落ち着かれたら案内したいと思います。
                            

 

⼼よりお悔やみ申し上げます。

2385 選択 stray 2007-11-21 08:52:58 返信 報告

https://bbsee.info/straylove/id/2379.html?edt=on&rid=2385
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xxxさんの使者様へ

ご丁寧なお知らせどうもありがとうございます。
 xxxさからご病状を伺っておりましたので、私⾃⾝、混乱はしておりませんが、

 やはり、何も⾔葉が⾒つかりません。

あれだけ楽しみにしていた「皐ギャラリー」を⾒ることなく逝かれたのは、
 さぞかしご無念だったでしょうね。

ZARD partyと、ZARD掲⽰板へのメッセージは、それぞれに早速伝えましたので安⼼下さい。
 xxxさんのお⼈柄が偲ばれる「追憶」読ませていただきました。

 Ｚ板でもほんの少し⽚鱗を⾒せたことがありましたが、男らしい⽅だったのですね。
 最期も、男らしい⽣き様だったと思います。

なかなか⾔葉が⾒つかりません。⼼の整理がついてから改めて返信しますのでお許し下さい。

xxxさんのご冥福と、あの世で泉⽔さんと会えるように、⼼よりお祈り申し上げます。
 

安らかに…

2386 選択 ｍｉｙａ 2007-11-21 08:58:32 返信 報告

朝⼀番、出勤まえ 訃報に驚きました。

涙が⽌まりません。

xxxさん お若かったのですね残念です。
 安らかにお眠りください。    合掌

＃私の旦那さんは明⽇退院し在宅治療を選びました。
  リスクを負ってまで故郷への帰省は無理のようです。

  でも家に戻ると⾔うことだけでも不思議な元気が出ま  す。嬉しいです。

 

⼼よりお悔やみ申し上げます。
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2388 選択 ｍｆ 2007-11-21 09:52:11 返信 報告

xxxさんの使者様へ

xxx様が天国に旅⽴たれて寂しいことと存じます 
 私に近い年でいらっしゃるのですごく残念です 

 ⼼からご冥福をお祈りします

御冥福を、⼼よりお祈り申し上げます。

2389 選択 Ｔ２８ 2007-11-21 10:37:40 返信 報告

xxxよりの使者様へ

お知らせ戴き感謝しております。
 訃報に驚き、メッセージを読んで涙が⽌まりません。

 「皐ギャラリー」開館後、お⾒えにならないので、御加減を⼼配しておりましたが、
 それほどまで悪いと思わず、またお会い出来ると信じておりました。

 叶わぬ夢になってしまい、残念でなりません・・・。

xxxさんの事は絶対に忘れません。
 直にお会いしたことはなくても、とても⼤切な出会いですから。

 この数ヶ⽉の出来事と出会いは、私の⼈⽣のかけがえのない経験です。
 xxxさんの御冥福を、⼼よりお祈り申し上げます。

 

泉⽔さんの元へ旅⽴った勇者へ・・・・

2390 選択 ＳＳＳ 2007-11-21 11:54:08 返信 報告

 
 
XXXさんの使者様へ
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突然の訃報にて⾔葉が出ません〜泉⽔さんに続き、何とも⾔い切れぬ思いです、⼈は誰も
が・・遅かれ早かれ天に旅⽴つ時が来る、それは⼈類全てが避けて通れぬ宿命であり、⾃
然界の習わしと理解しえども、あまりに若すぎますよ・・・

 今頃は全国のファンを代表し、我らが愛するべく泉⽔さんの元で、⼀緒に楽しく会話し
ている事でしょう〜ＸＸＸさんと過ごした数ヶ⽉、あなたに出会えて良かった、楽しかっ
た、闘病⽣活にて⼤変苦しかったでしょう、⾃分も湿っぽい別れは好きじゃない、でも今

だけはＰＣ前でボロボロ涙をこぼす⾃分を許して下さい、⼼からご冥福をお祈りします、あなたの事は⽣涯に忘れま
せん、⾃分のために作ってくれたアジ＆和泉さんの画像は、⼀⽣の宝物にします。

Re:stray様へ

2391 選択 れお 2007-11-21 13:25:31 返信 報告

strayさん、連絡下さりましてありがとうございました。
 xxxさんの画像加⼯に影響してはじめたばかりで未熟な作品ですが、私からの気持ちです。

⼼よりご冥福をお祈りいたします

2395 選択 DOMINGO 2007-11-21 13:40:38 返信 報告

XXXさんの使者さまへ

お知らせいただきありがとうございます。
 突然の訃報、あまりにも早すぎる旅⽴ちに⾔葉が出ません…。享年４４歳とはあまりにも若すぎる…。御冥福をお祈り

いたします。

XXXさんへ
もう泉⽔さんの本に到着されているでしょうか︖闘病⽣活、⾟かったでしょう…。ゆっくり体を休めてくださいね。
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短い間でしたが、楽しい時間を共有させていただいたこと、感謝しております。あなたのことは⼀⽣忘れません。

ご冥福を⼼よりお祈り申し上げます

2396 選択 GTO 2007-11-21 13:41:53 返信 報告

突然の訃報に残念でなりません。

⽣前の幾多の⽂⾯からもxxxさんのお⼈柄が偲ばれ、また、xxxよりの使者様の「追憶」を読ませていただき、益々xx
xさんの素晴らしいお⼈柄に触れたように感じます。

早すぎた旅⽴ちですが、今頃はxxxさんのギターで泉⽔さんと歌っていらっしゃるのかな。

坂井さんのもとで⼜、お逢いしましょう。
 それまで安らかにお休みください。

⼼よりご冥福をお祈りいたします。

GTO

突然・・・

2400 選択 なしぼー 2007-11-21 15:24:57 返信 報告

残念な気持でいっぱいです。
 xxxさんのご冥福を⼼よりお祈り申し上げます。

最期まで、⼼温まる作品、素敵な作品をありがとうございました。
 

Re:ご冥福を⼼よりお祈り申し上げます

2401 選択 tango 2007-11-21 15:26:14 返信 報告

こちらに書き込ませていただくのは初めてです。
 いつもZARD研究所を楽しく拝⾒させていただいている

 tangoと申します。
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本⽇もそのような楽しいお話や記事を拝⾒できるものと、
やってきたところ、とても悲しいお知らせが。

私は公にこちらに書き込みしたことはございませんが、
 いつもxxxさまの書き込み、画像を拝⾒し、頂戴させていただいておりました。

 ⽂⾯からお体をお悪くされているのだなとは思っていたのですが、このような悲しいお知らせを聞く事になろうと
は・・・。

xxxさま、素敵な画像と楽しいお話、有難うございました。
 どうぞ安らかに⼼穏やかにお休みになってください。

 ⼼よりご冥福をお祈り申し上げます。
  合掌

⼼よりご冥福をお祈り申し上げます

2402 選択 ss 2007-11-21 16:22:08 返信 報告

突然の訃報に驚きました。

xxxギャラリーを⾒るのも楽しみの⼀つだったので
 とても残念です。

 多くの素敵な画像を今まで本当に有難うございました。

⼼よりご冥福をお祈り申し上げます。

Re:stray様へ

2403 選択 kny 2007-11-21 16:25:06 返信 報告

先ほど、別荘で訃報を知りました。

⾔葉になりません。ただただ残念です。

xxxさんのご冥福を⼼からお祈り申し上げます。
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ご冥福をお祈りします。

2404 選択 miho 2007-11-21 16:42:05 返信 報告

ここでは、はじめまして。AboutZARDの掲⽰板から来ました。
 ZARD研究所はいつも⾒ていました。

 ×××さんの画像をみていいました。いつも素敵な画像ですごいと思っていました。
 AboutZARDの掲⽰板で亡くなったことを知って悲しいくてこっちで書くことにします。

ご冥福を祈りします。

Re:ゆっくり休んでくださいね。

2405 選択 皐 2007-11-21 17:55:23 返信 報告

突然の訃報に⼼から残念に思います。
 xxxさんからの最期のメッセージは本当に読むのに耐え難いです。

 だけど、xxxさんのためにも明るくお別れできるように、悲しい思いは綴りません。

たくさんの作品と優しい⾔葉をありがとうございました。xxxさんの事はこの先もずっと忘れません。

泉⽔さんのもとで安らかに過ごしてくださいね。ご冥福をお祈りいたします。

Re:stray様へ

2406 選択 J 2007-11-21 17:56:39 返信 報告

<object width="550" height="475" align="left" align="left"><param name="movie" value="http://ww
w.youtube.com/v/tQF6njmh8HM"></param><param name="wmode" value="transparent"></param>
<embed src="http://www.youtube.com/v/tQF6njmh8HM" type="application/x-shockwave-flash" wmode
="transparent" width="550" height="475" align="left" align="left"></embed></object>

Re:stray様へ
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2407 選択 J 2007-11-21 18:00:03 返信 報告

すいません。間違えてタグを、そのまま投稿してしまいました。
 ⼼からご冥福をお祈りいたします。

ご冥福を、お祈りいたします

2408 選択 オーマイ 2007-11-21 18:54:33 返信 報告

ｘｘｘよりの使者さんへ

今、読んでビックリです。
 読み進むうちに涙が⽌まらなくなりました。

 ⼈の死には冷静な⽅ですが、こんな気持ちになったのは1年前に
 弟を無くした時以来です。

美術館で沢⼭の素敵な作品をいつも拝⾒させて頂いてました。
 きっと帰ってこられて新作をジャンジャン発表されると思ってました。

⼼よりご冥福を御祈りいたします。

⼼からご冥福をお祈りいたします。

2409 選択 スー 2007-11-21 19:27:07 返信 報告

XXXよりの使者様へ

XXXさんの優しい⼈柄が伝わって来ますね。
 ありがとうございます。私より１つ先輩だったのですね。

 XXXさんの制作した画像をいつも楽しみにしていました。
 今頃は泉⽔さんと⼀緒にギターをひいているころですね。 
 ⼼からご冥福をお祈りいたします。

スー

写真提供スー・画像制作れおさん
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⼼より御冥福をお祈り申し上げます。

2410 選択 KOH 2007-11-21 19:35:21 返信 報告

ｘｘｘよりの使者様へ

お知らせ下さりありがとうございます。
 突然の訃報に⾔葉が⾒つかりません。

 ｘｘｘさんの作品を通じて研究所の皆さんと出会えて、想いも共有できたこと、本当に感謝しています。
 ｘｘｘさんの事、ｘｘｘさんの作品、想いは決して忘れません。研究所の皆さんとこれからも熱い想いを紡いでいき

ます。
 本当に⼼から御冥福をお祈り申し上げます。

Re:ご冥福をお祈り申し上げます

2411 選択 S424 2007-11-21 20:19:56 返信 報告

ｘｘｘよりの使者様へ。ｘｘｘさんの訃報残念でなりません。楽しみにされていた皐さんのギャラリーを観ずに逝か
れたのですね・・。

 私は画像には詳しくないので，ｘｘｘさんにお返事できませんでしたが，看護師さんの話など楽しく拝⾒しておりま
した。ご冥福をお祈り申し上げます。

ご冥福を⼼よりお祈り申し上げます。

2412 選択 PAN 2007-11-21 20:40:31 返信 報告

本当にあまりに突然の訃報で驚きを隠せず、胸が痛む
 思いです。

 xxxさんの使者様のご報告を何度も繰り返し読ませて
 いただき、xxxさんの⼈⼀倍の優しさや、包容⼒の広さ

 を感じることが出来ました。
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また、⼈⽣を懸命に、前向きに⽣き抜くことの意味や
⼤切さを教えていただいた気持ちです。

私は⼀度だけxxxさんにお声を掛けさせていただく
 機会があり、xxxさんからも⼤変ご丁寧に返信を戴き

 ました。本当に感謝の気持ちで⼀杯です。

ご冥福を⼼からお祈り申し上げます。
 

9/17に、xxxさんと私が交わした会話

2413 選択 stray 2007-11-21 20:49:40 返信 報告

今しがた、Ｚ板（情報板）にも投稿しましたが、
 9/17に、xxxさんと私が交わした会話です。

*************************************************************
 strayさまへ 

 やっとこの秘密基地を⾒つけました。 
 strayさまに、個⼈的に御礼が⾔いたくて・・・、私が、本家の掲⽰板に投稿出来、楽しめるのも、全てstrayさまの

お陰だといつも感謝の気持ちを忘れてはいません。 
 そして、お褒めの⾔葉を頂くと、少年の頃、厳しかった師範に褒めて貰った時の事を思い出し、とても嬉しくなりま

す。 
 そんなstrayさまには、本当の事をお話したいと思いこのBBSを探しました。 

 私の病の事です、掲⽰板では回復に向かっているように書いていますが、進⾏性の癌で、延命の為に、副作⽤の強い
抗ガン剤治療をする事を拒否し、動ける内に家族との時間を⼤切にしたいと思い退院させてもらいました。 

 今は、御世話になった⼈への御礼や、⾝辺整理、やりたい事をさせて貰っています。 
 掲⽰板に投稿し、皆さんに喜んで貰うのもその⼀つです。 

 最近では、初恋の⼈に20数年ぶりに逢って楽しいひとときを過ごしたりしました（笑）。

私が、プライベートな事を晒してしまったのは、頭の中では、数百⼈の⼈が、掲⽰板を⾒ていると解っているつもり
でしたが、つい私のスレに返信をくださる⼈だけが⾒ていると、勘違いをしてしまい、⼊院前のような書き込みをし
てしまいました。 
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後で、40数名のレスに嬉しかったのはもちろんですが、「しまった」⾔う気持ちが強く、 
今⽇まで来てしまいました。闘病記を書いたのは、その話題を終わりにしたかった為です。

いつ具合が悪化し病院に担ぎ込まれるのか、明⽇かもしれないし、数ヶ⽉後かも知れません、私には、断腸の思いで
真実を告げてくれた妻や⼦供の前で、「死にたくない︕」と⾔う当然のように思う⾔葉が⾔えません・・・・家族の
前では、全てを受け⼊れて平然としている強い夫や⽗親でいたいのです。 

 師範が、御存命なら⾯前で⼼をさらけ出し⼤泣きしていたと思います、 
 私は、まだ逢った事もないstrayさまにその師範の姿をダブらせて、誰にも⾔えない弱い⾃分をさらけだしています。

ご迷惑は、承知の上です・・・・・⼼中お察し下さい。 
 突然掲⽰板から姿を消すかも解らず、御礼を⾔っておきたかったのです。 

 あまり、皆さんに知られたくないので、読まれたら直ぐに削除して頂けないでしょうか。

突然、このような書き込みをしてしまい、申し訳ありません。・・・ 
 そして、追悼ライブの余韻を楽しんでおられる時期にこのような事を書いて重ねてお詫び申し上げます。   お許し

下さい。

追伸 
 今、坂井泉⽔さん10数名による集合写真（卒業写真のような感じ）の制作を始めました。 

 ⼈数も多く、⾊相とか、コントラストとかの調整も難しいのですが、頑張っています。 
 こんな状態で約束は出来ないのですが、楽しみにしていて下さい。

xxxさんへ

お⼿紙たしかに拝⾒しましたよ。
 すぐに削除しましたので、他に⾒た⼈はいないと思います。

 私いま…、⼿が震えております。涙が⽌まりません。
 xxxさんのご⼼中よ〜く理解し、私の胸の中にだけ留めておきます。

 私のような者にもったいないお⾔葉、ありがたく頂戴します。
 詳しく返事を書けない私の⾟さもご理解下さい。

 卒業写真、楽しみにしております。
 是⾮、この研究所にご寄贈下さい。
 永遠の家宝としますので。

 



************************************************
*************

しばらく喪に服します

2414 選択 stray 2007-11-21 20:54:19 返信 報告

皆様こんばんは。
 わが友xxxさんに、たくさんのお悔やみを頂戴し、厚く感謝申し上げます。

xxxさんのご冥福を⼼よりお祈りし、当ＢＢＳはしばらく喪に服します。

話題を、xxxさんの思い出、xxx作品に限定させていただきますのでご了承下さい。

安らかにお休みください

2415 選択 カーディガン 2007-11-21 20:58:16 返信 報告

あまりにも突然のことで、とても残念です。もう少し、お年をめしていらっしゃったのかと思っておりましたが、と
てもお若いことに驚いております。

 素敵な画像を楽しみにしておりましたが、もうそれらを⾒ることもないと思うと残念です。御使者様の⽂章から、XX
Xさんの⼈柄が偲ばれ、とても惜しい⽅が亡くなられたのだとあらためて思います。
まだまだ、ZARD FAMILYとして、この世でなすべきこともあったと思うのですが、運命の不条理を感じざるをえま
せん。先にかの地でお待ちください。そして、我々がそちらへ⾏くまで、どうか我々を⾒守ってください。坂井さん
にもどうぞよろしくお伝えください。
御使者様、お役、ありがとうございました。

 ご冥福を⼼よりお祈り申し上げます。

⼼よりご冥福申し上げます。

2416 選択 アネ研 2007-11-21 23:03:02 返信 報告
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XXXさんの使者様、御⾟い任務ありがとうございます。
最近、XXXさんも、使者さんもお⾒えにならないので、⼼配していました。

 XXXさんもお若かったのですね、残念でなりません。
 とても悲しいです。

 使者さんのおっしゃるようなXXXさんなら、先に泉⽔さんの許へ⾏っただけだよ。といいそうですね。
 XXXさんの作品は⼤切にしたいと思います。

最後に、⼼よりご冥福申し上げます。

ご冥福を⼼よりお祈り申し上げます

2417 選択 AQUA 2007-11-21 23:10:27 返信 報告

突然の訃報、とても驚きました。
 xxxさんとは、お話したことはなかったのですが、

 xxxさんの作品、とても好きでした。

ご冥福を⼼よりお祈り申し上げます。

ご冥福をお祈りいたします

2418 選択 ALIL.1967 2007-11-22 00:14:32 返信 報告

xxxさまとは掲⽰板でお話しすることはありませんでしたが，
 作品を夏の頃からZARD掲⽰板で拝⾒していました。

素敵な作品，ありがとうございます。そしてご冥福をお祈りいたします。

XXXさん、また会いましょう︕︕

2419 選択 Hiro 2007-11-22 00:16:38 返信 報告

xxx様、stray様、匿名様、xxxよりの使者様、ZARD研究所の皆様、万感の想いを込めて御礼申し上げます。
 必ず回復されると信じておりました。
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とても悔しくて、残念で、哀しくて。
数⽇前のことですが、XXXさんのことが気になり、zard party に、もしかしたら読んで頂
けるかもしれないと⼿紙を書こうと考えておりました。

 厳しい病状の中で、坂井さんの美しい加⼯画像を何枚もお作りになれていたのかと想うと胸
が⼀杯になります。

 きっと僕たちの喜ぶ顔を想像しながら作られていたのでしょう。XXXさん、また、会いまし
ょうね︕さようならは、⾔わないよ︕同じ年齢だからタメ⼝きいてもいいでしょ︖

 坂井さんのこと、ちゃんと守ってよ︕︕約束だからね︕︕
 PS.４４歳コンビの絆の画像は、僕の宝物です。

安らかにお眠り下さい。

2420 選択 インディゴ 2007-11-22 01:47:15 返信 報告

突然の訃報に胸締め付けられる想いです。
 xxxさんには数回しかレスする事が出来ませんでしたが、美しい加⼯画像を頂き感謝してい

ます。
 訃報を知り、先程までxxxさんの過去の投稿を読ませていただいておりましたが、

 私たちが出会った頃は既に厳しい状況だったのですね。
 それにも関わらず、普通に接しようとされていたxxxさんの⼼の強さには胸打たれます。

 真の強さと優しさをお持ちの⽅だったのですね。
 出来る事ならもう少しお話したかったのですが、叶わぬ願いとなってしまいました。

 今はただ、⼼よりご冥福をお祈りいたします。

⼼よりご冥福をお祈りいたします

2421 選択 「ロム」 2007-11-22 02:35:02 返信 報告

xxxさんへ
 8⽉の初めにデビュー。間もなく⼊院なさったのに、

 短期間でこんなにたくさん素敵な作品を本当にありがとうございました。
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皐ギャラリーをご覧になられた時に、お話出来たらいいなと思っていました。
そして、直接お礼を⾔いたかったです。

xxxよりの使者さんへ
 お知らせありがとうございます。

 追憶でxxxさんのやさしさ、強さ、思いやりが伝わってきました。
 奇跡を信じていたのですが、残念です・・・。

xxxさんのご冥福を⼼よりお祈りいたします。

Re:stray様へ

2425 選択 NAO 2007-11-22 02:53:11 返信 報告

strayさん、匿名さん、xxxよりの使者さん、この度は本当にありがとうございました。 
 そしてxxxさん、いつもながらご丁寧に素敵なメッセージを下さいまして、どうもありがとうございます。

xxxさんと楽しいお話をさせて頂けたこと、そしてxxxさんの作品をジャケットに使わせて頂いた『ZARD 2nd TRAC
K BLEND』は私の宝物です。これからは泉⽔さんと共に皆さんを、世界中の⼈々を、温かく⾒守っていて下さいね。

こちらの美術館に⾜を運べば「いらっしゃいませ♪」とxxxさんがひょっこり現れて下さりそうな気がするので、これ
からもそっと⽴ち寄らせて頂くのを楽しみにしています。

xxxさんのご冥福を⼼よりお祈り申し上げます。

Re:stray様へ

2427 選択 kiyomin 2007-11-22 09:41:43 返信 報告

残念でたまりません。
 XXXよりの使者様、貴重なお話をありがとうございます。

 XXX様の画像はたくさん頂いており、次回こそお礼をいいたい・・・とずっと思っていましたが。。。

ご冥福をお祈りいたします。
 泉⽔様とお会いして、ギター⽚⼿に歌っておられますように。
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ZARDの作品とXXX様の作品を共にセットで、これからもずっと宝物にします。

Re:stray様へ

2428 選択 kiyomin 2007-11-22 10:32:10 返信 報告

書きもれました。
 stray様へ

 貴重なお話の掲載、ありがとうございました。
 ⾔葉になりません。

ご冥福をお祈りいたします

2429 選択 kaz2313 2007-11-22 13:17:14 返信 報告

ご⾃宅で静養されているとばかり思っていたのですが、 
 そんなに悪かったとは・・・ 

 ⼼よりご冥福をお祈りいたします。 
 

xxxさん・・・安らかに・・・

2437 選択 にしまる 2007-11-22 23:35:48 返信 報告

xxxさんの使者さん、strayさん、皆さま、こんばんは。
 昨⽇・今⽇と北海道に出張しておりまして、先ほど帰宅したので遅くなってしまい申し訳

ありません。
 昨⽇、本家や別荘のメンバーから、xxxさんの訃報を教えていただきました。

 私もxxxさんの作品が⼤好きで、いつも戴いておりました。
 （私のも含め）皆さんのレスをコピーして病院に持っていかれたという話を聞いたとき、
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相当悪い状態なのではないかと⼼配しました。
あれから2ヶ⽉くらいでしょうか、こんなにも早く訃報に接するとは...、まさに絶句です。

 私は、xxxさんの作品もそうですが、作品やコメントからにじみ出てくるxxxさんのお⼈柄も好きでした。
 xxxさんの使者さんの「追憶」⽂を拝読し、私のイメージしていたxxxさんに近いなぁと思いました。使者さん、あり

がとうございました。
 xxxさん、今頃は得意のギターで泉⽔さんと楽しく歌っていらっしゃるのでしょうか。天国で安らかにお過ごしくだ

さいね。
 ⻑くなって失礼いたしました。

Re:stray様へ

2447 選択 アキラ 2007-11-23 23:18:12 返信 報告

strayさん、研究所の皆さんこんばんわ、アキラですこちらに私がレスすることをお許しください。

＞strayさん
 本家での私へのお返事ありがとうございました︕この2ヶ⽉間も⼤変な思いをなされてたのに２１⽇はxxxさんの訃報

を朝から本家、Z.pに連絡いただき感謝してます

＞xxxさんの使者さん
 ご⾃⾝がとても⾟い中xxxさんの訃報をお知らせくださったことに感謝しています。私はxxxさんには気にかけていた

だいた者でしたが最後は⼼配をかけてばかりでしたので突然このようなお別れになり残念でなりません

＞xxxさん
 とても優しかったxxxさん、突然こんなお別れになり頭の中が整理ついてからこちらにお別れに来たけどやっぱり明

るくお別れなんて無理・・・、さっきまで平気だったのに今涙我慢しながらレスしてます、もっと⾊々お話したかっ
たですよ︕前にZ.pに⿓に乗った泉⽔さんの画像アップしてくれたのでてっきり回復してまた以前のように加⼯画像始
めたと思ってたんですよ。まだ⾊々書きたいけどこれ以上は涙が⽌まらないから最後にお礼を⾔って終わりにします
ね、今までたくさん素敵な画像を本当にありがとうございました︕

 ⼼からご冥福をお祈りいたします

⼼より、お悔やみ申し上げます。
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2448 選択 Folken 2007-11-24 06:47:45 返信 報告

昨晩、ご訃報を知りました。
 悲しみに、⾔葉もありません。

世の中の不条理さに、⾔いようも無い気持ちで、
 ⼀晩中、いろいろなことを考え、涙しました。

どうして、この世のしくみは、良い⽅ばかりを
 先に召してしまうのでしょうか。

ｘｘｘさんのお⼈柄は、その画像から、⾔葉はなくとも
 伝わってきます。なにか近しい⼈を失った気持ちに、

 なんとも⾔えない深い喪失感がこみあげます。

泉⽔さんのときと同じ、いつもさよならは突然ですね。
 どうして・・・。

 もはや⾔葉もなく、キーを叩く指も動きませんが、最後に、このつらいお知らせをまとめてくださった、stray様、xx
xさんの使者様、本掲⽰板の皆様にお礼申し上げます。

  

⼼よりご冥福をお祈り申し上げます

2451 選択 スマイル 2007-11-24 18:17:42 返信 報告

使者様からの追憶エピソード、×××様からのメッセージ、しっかりと拝⾒させていただきました。
 ZARD掲⽰板では⼀度もコメントをさせていただく機会がありませんでしたが、ZARD PARTY に×××様がお⾒え

になったときに、お礼のコメントが出来た事が今となっては唯⼀の救いです。。

すみません・・・やっぱりうまく⾔葉にできません

×××様もご冥福を⼼よりお祈り申し上げます。。

すみません・・
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2452 選択 スマイル 2007-11-24 18:22:27 返信 報告

２４５１→×××様のご冥福を⼼よりお祈り申し上げます

akiさんから、xxxさんへ捧げる詞が届きました

2450 選択 stray 2007-11-24 17:15:55 返信 報告

⼀緒に歌でも歌いませんか︖
 お気に⼊りの曲 ギター⽚⼿に

涙をふいて ⼤丈夫だよ
 パパはいつだってそばにいる

今まで本当にありがとう
 世界で⼀番 愛しています

⽿を澄ませば いつもどこかで
 あなたの優しい声が聞こえる

 笑顔の似合う あなたのことが
 みんな みんな ⼤好きなんです

あなたと出逢い 共に過ごした
 ⾊褪せぬ⽇々 忘れはしない

 悲しまないで 信じていれば
 いつかどこかで また逢えるから

変わらぬココロで ありがとう
 ⾔葉にできない ⼤きな愛を

xxxさん。
 そして、xxxさんを愛する全ての⼈へ、この詩を捧げます。
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ありがとうの気持ちを込めて……︕︕
                 '07.11.24 aki

akiさん、どうもありがとう︕
たしかにお預かりしました。

 「Memorial Gallery」に、《献詞》のコーナーを作って、
 ヒツキさんの詞とともに、xxxさんへ捧げますので。
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. オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [2449]XXXさん、ゆっくりとお休み下さい。(0) [2433]xxxさん追悼企画(7) [2432]またまた画像依頼(2) [2426]ご冥福を⼼
よりお祈り申し上げます。(0) [2397]また画像の依頼(0) [2372]⼆回⽬の投稿(5) [2378]怪しいCD・・・(0) [2333]What a be
autiful LIVE(10) [2350]「時の翼」GET!(6) [2354]投稿(3)

新しい話題を投稿する

« 26 25 24 23 22 21 20 19 18 »

XXXさん、ゆっくりとお休み下さい。

2449 選択 atu-zardizm 2007-11-24 16:07:40 返信 報告

ｘｘｘよりの使者様、syray様、Ｚ研の皆様 こんにちは。

21〜22⽇に掛けて⾃⾝の⼈間ドッグだったため、XXXさんの突然の訃報を22⽇の夜知りました。XXXさんには⼀度しかコメ
ント出来ず、また遅れてお悔やみを書いてしまって良いものかどうか︖とても迷いましたが、泉⽔さんの「あの⽇⾔えなかっ
た⾔葉は今もこの胸の中に眠っている」と⾔う歌詞が頭に浮かび、こちらへ書かせて頂きます。

〜Open your Heart ⾵を感じて〜爽やかに吹く⾵となり泉⽔さんの傍に⾏ける事を願って．．．⾵⼩僧 xxx 様へ。
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xxxさん追悼企画

2433 選択 stray 2007-11-22 22:29:07 返信 報告

皆様こんばんは。
 近⽇中に、Ｚ研附属美術館で「xxxさん追悼企画」を開催します。

 内容は、『仮称︓追悼ギャラリー』を新設して、xxxさんの遺作と、
 ファンによる追悼作品を、１つの⾳楽スライドショーに収める予定です。

れおさん、インディゴさん、スーさん＆れおさん、kaz2313さん、
 Ｚ研に投稿された作品をxxxさんへ捧げさせていただきますので、

 何卒ご了解よろしくお願い申し上げます。

Re:xxxさん追悼企画

2435 選択 MIZUI 2007-11-22 22:43:46 返信 報告

strayさん。皆さん。今晩は。初めまして、
 MIZUIと申します。こちらへは初めての書き込みです。

 xxxさんには画像を頂いてばかりでした。
 本来ならば昨⽇に書き込みしたかったのですが何処に

 レスして良いのかわからず⾒送ってしまいました。
 遅ればせながらxxxさんのご冥福を⼼よりお祈り申し上げます。

strayさん別レスになってしまった事、深くお詫びします。
 ただ⼀⾔、xxxさんにお礼と向こうではゆっくりして下さいといいたかったので。

PS「xxxさん追悼企画」期待しています。
 失礼しました。

Re:xxxさん追悼企画

2438 選択 匿名 2007-11-22 23:39:27 返信 報告
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strayさん皆さん こんばんは。

「xxxさん追悼企画」、とても良い企画ですね。
 才能の無い私は応援する事しか出来ませんが

 きっとxxxさんも喜ばれる事だと思います。

そして今回の訃報を掲⽰板へアップされてくれたstrayさん
 本当にありがとうございました。

 そしてxxxさんのお⼈柄を私達に伝えてくれました使者様
 ⼼より感謝致しております。

突然の事で未だ⼼の整理はついていませんが
 この様に皆さんに伝えてくれる⼈がいて

 それらに応える数多くのレスを読ませて頂き
 xxxさんは本当に幸せ者なんだなと思いました。

 ありがとうございました。。

⼀⾔お礼を⾔いたくて…失礼しました。

名前を書き忘れてしまいました。

2439 選択 kazu 2007-11-22 23:42:52 返信 報告

No.2438の書き込みは私です。

Re:xxxさん追悼企画

2440 選択 ss 2007-11-23 00:37:11 返信 報告

strayさんこんばんは。

追悼企画に参加したいと思うのですが・・・
 只今、動画を作成中で、泉⽔さんの⽉命⽇に(11⽉27⽇)

 YouTubeにUpする予定でおります。

https://bbsee.info/straylove/id/2433.html?edt=on&rid=2439
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2439
https://bbsee.info/straylove/id/2433.html?edt=on&rid=2440
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2440


XXXさんへの追悼の意も込めた作品にしておりますので、
『仮称︓追悼ギャラリー』に加えて頂ければ幸いです。

 動画も可能でしょうか︖
 

Re:xxxさん追悼企画

2441 選択 Ｔ２８ 2007-11-23 12:47:19 返信 報告

みなさん、こんにちは。
 xxxさん追悼企画にご賛同頂き感謝いたします。

MIZUIさんへ
 私も、xxxさんにゆっくりと過ごして欲しいと願っています。

 「xxxさん追悼企画」が、ご期待に応えるものになるように精⼀杯やります。

kazuさんへ
ご無沙汰しております。

 本当にxxxさんは幸せ者なのかも知れませんね。みなさんに、こんなに想われているのですから・・・。

ssさんへ
 追悼企画へのご参加、ありがとうございます。

 動画もリンクを貼るなどの対応なら可能ですし、Z研︓映像資料館もありますので⼤丈夫だと思います。
 公開されましたら、是⾮お知らせ下さい。お願いいたします。

 

Re:xxxさん追悼企画

2444 選択 雫 2007-11-23 20:22:29 返信 報告

strayさま、初めましてこんばんは。雫と申します。
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こちらの掲⽰板に書き込んでも良いのかとわからず、遅れてしまいましたが、どうしてもxx
xさまにお礼を⾔いたかったので、書き込みさせて頂きました。

xxxさまの突然の訃報、本当に残念です。
 以前よりxxxさまの素晴らしい画像の数々にはいつも⼼癒されておりました。

 直接お話したことはありませんでしたが、strayさまのお⾔葉から、本当に素敵な⽅だった
んだな。と感じました。

xxxさま、本当にありがとうございました。ゆっくり休んでくださいね。

xxxさまに⼼より追悼の意を込めて。

forever you...

明⽇（11/24）の正午で締め切ります

2445 選択 stray 2007-11-23 22:51:02 返信 報告

皆様からたくさんのお悔やみと追悼作品を頂戴し、厚く御礼申し上げます。
 追悼作品（メッセージ⼊りの画像に限る）は、明⽇（11/24）の正午で

 ⼀旦締め切らせていただきます。ご準備されてる⽅はお急ぎ下さい。
 「Memorial Gallery」は明⽇の夜オープン予定です。

雫さん、はじめまして。
 ご丁寧なお悔やみと追悼作品ありがとうございます。

 たしかにお預かりしました。明⽇オープンの追悼企画に⼊れさせていただきます。

ssさん、こんばんは。
 部⻑レスのとおり、⾳楽スライドショーへ加えるのは難しいです。

 「Memorial Gallery」からリンクを張って紹介する形になるかと思います。
 どうぞご了承下さい。
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またまた画像依頼

2432 選択 Hana 2007-11-22 21:26:28 返信 報告

皆さん、こんばんは。

この画像は、前回投稿した際の画像と絵は同⼀です。

坂井さんの後ろの窓が、⼤きく写ったものがあると思いますが、 
 それをおそらく、スキャンされた画像ではないかと思います。

 もう⼀つ、坂井さんが顔を下ろした画像もあったと思います。

ただいまZARDの画像を集めてる最中です。

宜しくお願い致します。 
 

喪中ですよ

2434 選択 オーマイ 2007-11-22 22:41:07 返信 報告

№２４１４の所⻑の書き込み⾒ませんでしたか︖

ＫＹ読んでね。

Hanaさんへ

2436 選択 stray 2007-11-22 23:23:59 返信 報告

こんばんは。
 とっても⼤事な”ZARD友”を亡くし、研究所⼀同、追悼企画に追われています。

 ⼀段落したらご依頼の画像をアップしますので、もう少々お待ち下さい。
 （#2432の元画像はあいにく所有しておりません）

オーマイさん、フォローどうもありがとうございます︕

https://bbsee.info/straylove/id/2432.html
https://bbsee.info/straylove/id/2432.html?edt=on&rid=2432
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2432
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/d16509f6eaca1022bd8f28d6bc582cae.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/2432.html?edt=on&rid=2434
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2434
https://bbsee.info/straylove/id/2432.html?edt=on&rid=2436
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2436


ご冥福を⼼よりお祈り申し上げます。

2426 選択 奈良ZARDファン 2007-11-22 04:47:37 返信 報告

遅くなりました。m(_ _)m
 stray様、所員様、皆さんこんばんは。

 さきほどXXX様の訃報、本家で知りびっくりしました。
 残念です。(T_T)

 まさか・・・
 44歳・・私と同じ歳なんですよ︕

ご冥福を⼼よりお祈り申し上げます。

合掌・・・

また画像の依頼

2397 選択 Hana 2007-11-21 14:45:53 返信 報告

この画像と同じ物と⾒られる、坂井さん⼀⼈が写った写真を、お持ちの⽅いますか︖

https://bbsee.info/straylove/id/2426.html
https://bbsee.info/straylove/id/2426.html?edt=on&rid=2426
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2426
https://bbsee.info/straylove/id/2397.html
https://bbsee.info/straylove/id/2397.html?edt=on&rid=2397
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2397
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/878d5691c824ee2aaf770f7d36c151d6.jpg


⼆回⽬の投稿

2372 選択 Hana 2007-11-20 18:10:43 返信 報告

皆さんこんばんは。

http://www.zardnet.com/gallery/displayimage.php?album=25&pos=10

某ファンサイトで検索して、絵を⾒て、以前に保存したことがあった画像だったんですが、
 事情があって消えてしまったんです。カレンダーだと思われます。

 おそらく、『ZARD BEST Reqest Memorial』の特典か何かだったと思うんですが、
 この画像の左下、５〜６枚の写真を持っている⽅いましたら、

 申し訳ないんですが、頂きたいと思います。
 宜しくお願い致します。

 

Hanaさんへ

2374 選択 stray 2007-11-20 20:53:58 返信 報告

こんばんは︕

１．『Don't you see︕』は、ジャケ写が、パソコンの壁紙になりそうな位の、⼤きいサイズがあります。
 ２．⾳楽葬の時の、坂井さんが愛⽤していたマグカップとヘッドホンは、

 映像をキャプチャしたものでよければ簡単です。
 ３．ミュージックフリークマガジン掲載の画像は、もともとこの⼤きさだとしても、

 ⾼解像度でスキャンすれば、それなりに⼤きくできます。
どのくらいのサイズがお望みでしょうか︖

 ４．http://www.zardnet.com/gallery/displayimage.php?album=25&pos=10
 のページには、写真１枚しか載っていないので、”この画像の左下、５〜６枚の写真”が

 特定できませんが…。

今、⼤阪に居ます（笑）。明⽇の夜戻りますのでお待ちを︕

マグカップとヘッドホン

https://bbsee.info/straylove/id/2372.html
https://bbsee.info/straylove/id/2372.html?edt=on&rid=2372
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2372
https://bbsee.info/straylove/id/2372.html?edt=on&rid=2374
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2374


2375 選択 stray 2007-11-20 22:02:14 返信 報告

映像キャプチャ画像です。
 それぞれのアップ映像もあります。必要なら⾔って下さい。

 マグカップについては、↓過去スレをご参考下さい。
 http://bbsee.info/straylove/id32.html

Re:⼆回⽬の投稿

2376 選択 ALIL.1967 2007-11-20 22:27:21 返信 報告

Hana さんはじめまして
 ご紹介の外国サイトの写真みました。１９９９年のCD HITSの何号かの２０ページがスキャンされてますね。ページ

の右下にこの九枚がZARD BEST ~Request Memorial~ の初回特典ZARD PHOTO CALENDAR 2000のもののよう
ですね。

  わたしは最近ZARD情報の収集をし始めたばかりなので持っていませんが，この特典お持ちの⽅いらっしゃいます
か︖

Re:⼆回⽬の投稿

2377 選択 ss 2007-11-20 23:58:12 返信 報告

Hana さんはじめまして 。

これでしょうか︖
 ZARD PHOTO CALENDAR 2000 カレンダー 

  
http://page7.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g56975466

Re:⼆回⽬の投稿

https://bbsee.info/straylove/id/2372.html?edt=on&rid=2375
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2375
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/123b7f02433572a0a560e620311a469c.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/2372.html?edt=on&rid=2376
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2376
https://bbsee.info/straylove/id/2372.html?edt=on&rid=2377
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2377


2394 選択 Hana 2007-11-21 13:36:29 返信 報告

＞strayさん 
 こんにちは。 
 画像のサイズですが、パソコンの壁紙くらいの⼤きいサイズ、ございますか。 

 良かったです。

マグカップとヘッドホンの写真、有り難うございます。 
 正直、毎⽇新聞サイトで掲載されていたような写真で、レコーディング⾵（⾚い花） 

 の写真が欲しいのですが… 
 またURLの⽅は、既に保存させて頂きました。 

 ありがとうございます。

ミュージックフリークマガジン掲載写真は、600×450位がいいかなと。 
 もし不可能ならば、予め、元々のサイズを保存してあるのでよろしいです。

⼤阪にお出でてるんですね。慌てなくても良いのでお願い致します。

＞ALIL.1967さん 
 初めまして。 

 私が載せたURLは、外国のサイトだったんですね。英語だらけだったので、 
 多分、そうかなとは思っていました。 

 やはりカレンダーに間違いなかったみたいですね。 
 教えてくださってありがとうございます。

＞ssさん 
 初めまして。 

 ZARD PHOTO CALENDAR 2000、ですので、URLのもので間違いないと思います。

怪しいCD・・・

2378 選択 atti 2007-11-21 00:29:13 返信 報告

https://bbsee.info/straylove/id/2372.html?edt=on&rid=2394
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2394
https://bbsee.info/straylove/id/2378.html
https://bbsee.info/straylove/id/2378.html?edt=on&rid=2378
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2378


皆さん、こんちには。attiです。

本⽇も、⼀応BookOffへ。
 CDコーナーには、リクメモBESTが6枚ほど。

 すでに⼿持ちでしたが、特典系があるのがどのBEST
 だったのか不明な部分もあり、⾒⽐べしていると

 1枚おかしいものが。とっても怪しいのですが、購⼊してみようかと。

⾃宅で中⾝を確認すると、
 パッケージ: A-XXX (本来JBCJ-xxxx)

 CD裏ジャケット︓なぜかBONUS TRACKが2曲ある(全16曲)
 CD︓印刷したな〜

 パンフ︓1P⽬(無い)、歌詞部分は同じ構成、真中ページ写真(無い)、最終(追加2曲の歌詞)
 ※B-ingの⽂字は無し

iTunesのCDDB(GracenoteCDDB)認識確認︓16曲認識している〜!?。そのまま取り出しました。

今度、お店へ返品できるかを聞いてみよう。さてどう判断してくれるのかな。

中古CDにてこのような経験はありますか︖

PS.レコード時代は、洋楽ロックのブートレグものを探していたりしましたが。

What a beautiful LIVE

2333 選択 皐 2007-11-18 14:04:34 返信 報告

ライブ加⼯画を2Ver.作ってみました︕追悼ライブの詳細が発表されたので、“記念に”と…☆ﾐ
 今回は“2枚合わせて1つの作品”になるようにしてみたんですが、いかがでしょうか︖(*^u^*)

 ⾃分の中では気に⼊って(笑)いるので、機会があれば また“2つで1つ”というのを
 コンセプトに作ろうかな、と思っています♪

https://bbsee.info/straylove/id/2333.html
https://bbsee.info/straylove/id/2333.html?edt=on&rid=2333
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2333
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/f7e0b956540676a129760a3eae309294.jpg


Re:What a beautiful LIVE

2334 選択 皐 2007-11-18 14:06:52 返信 報告

実は、「moment」の⽅はライブ詳細発表前に構成や写真の選別などが終わっていたの
で、

 “2つで1つ”というコンセプトを決めたのは「memory」からなんですよね(笑)
 だから、所⻑には2枚の“違い”に気づかれちゃいました〜(=^⽫^=)(笑)

腕が上がりましたね︕

2335 選択 stray 2007-11-18 15:01:08 返信 報告

皐ちゃん、こんにちは。
 ２つの⼤作ご苦労さまでした。

 “2つで1つ”って、“ザ・たっち” を連想してしまいますが（笑）、
 ⽇本には古来から、屏⾵などに使われる連画の⼿法がありますので、

 単独でも楽しめるけど、連画にして⾒ても良い、という作品も⾯⽩いかも知れません（笑）。

だいぶ腕が上がりましたね︕（#2333の右側の泉⽔さん）
 xxxさんの教えのおかげかな︖（笑）

 DVDのパケ写の⼤きさみたいなので、追悼番組を⾃分でDVD化したものに
 使わせていただきますね（笑）、どうもありがとう︕

Re:What a beautiful LIVE

2336 選択 ss 2007-11-18 15:13:43 返信 報告

皐さん、こんにちは。

https://bbsee.info/straylove/id/2333.html?edt=on&rid=2334
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2334
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/7e3b7a5bafcb0fa8e8dfe3ea6aca9186.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/2333.html?edt=on&rid=2335
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2335
https://bbsee.info/straylove/id/2333.html?edt=on&rid=2336
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2336


素敵な画像に仕上がりましたね。(^.^)
私も、加⼯画像を作成してみようかな︖

 お奨めのソフトがあれば教えて下さい。

私は現在、動画を作成中ですが⽉命⽇の２７⽇に
 YouTubeにUpする予定ですのでお楽しみに︕︕

Re:ありがとうございます☆

2338 選択 皐 2007-11-18 15:56:42 返信 報告

所⻑へ
 “ザ・たっち”と聞いて、“幽体離脱〜♡”のシーンがすぐ浮かんで

 ⼀⼈で笑っちゃいました(笑)
 “連画にして⾒ても良い”というのも⾯⽩いでしょうね︕(o^∇^o)

 ペーパーの「マイ フレンド」がちょっと似た⼿法かな︖(笑)

#2333の右側の泉⽔さんはxxxさんの教えを実⾏してみました☆ﾐ
 実は「もっと近くで君の横顔みていたい」でもxxxさんの教えで

 作っているんですよね♪♪
 この画像はちょうどDVDのパケ写サイズに合うんですか︕(◎’□’◎)

 ぜひMyDVDに使ってください︕私の⽅こそありがとうございますね(o≧∇≦o)

---------------------------------------------------------------- 
 ssさんへ

 こんにちは︕ssさんの作る加⼯画、すごく⾒てみたいです︕(o^∇^o)
 私はPhotoshopとウェブアートデザイナーとかいうので作っているんですが、

 Photoshopの⽅はとてもオススメですよ♪
 ssさんは今“動画を作成中”なんですね︕すっごい楽しみです〜︕︕(*≧∇≦*)

 制作頑張ってくださいね☆ﾐ
 

皐先⽣に弟⼦⼊りしなきゃ（笑）

https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/a3eb043e7bf775de87763e9f8121c953.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/2333.html?edt=on&rid=2338
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2338


2339 選択 ＳＳＳ 2007-11-18 16:38:45 返信 報告

 
 
 ☆皐さん＆各皆様こんにちは☆

いやー先⽇に続き、２つもＮＥＷ作品を⾒れるとは、良い週末になりそうです（笑）⽩と⿊、光と闇、記憶の⾛⾺灯
のように、表裏⼀体＆インパクト抜群、素晴らしいです〜泉⽔さんも、さぞかし喜んでいる事でしょう、これから先
⽣と呼ばせて頂きますね︕︕

 これといった優れた取り得が⾃分にはないが、せめてキャリア１２年を誇る海釣り＆⼿料理だけは頑張ります、明
⽇は⾃分が⼣飯当番なので、何作ろうかなーと料理本をパラパラ眺めています、冷蔵庫の中⾝点検＆スーパーの広告
と合わせて要相談です。

 
  

Re:What a beautiful LIVE

2340 選択 PAN 2007-11-18 16:45:22 返信 報告

皐さん、こんにちは︕
 今回もクオリティが⾼い作品に仕上がりましたね︕

 “2つで1つ”というコンセプトの発想はすごく新鮮で
 すね︕⽩と⿊のモノトーン⾊を使い分け、⾒事なまで

 にポジティブに表現出来ているところはまさに匠なら
 での技です。

 （ビフォーアフターのコメントみたいですね（笑））
 

Re:ありがとうございますね☆

2343 選択 皐 2007-11-18 22:01:21 返信 報告

https://bbsee.info/straylove/id/2333.html?edt=on&rid=2339
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2339
https://bbsee.info/straylove/id/2333.html?edt=on&rid=2340
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2340
https://bbsee.info/straylove/id/2333.html?edt=on&rid=2343
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2343


SSSさんへ
こんばんは︕今回の加⼯画も気に⼊ってもらえたようで嬉しいです(*^∇^*)

 最近はちょっと(加⼯画を)UPしていなかったので、
 前回の「もっと近くで君の横顔⾒ていたい」に続き、間隔を空けずに作ってみました＾＾

 私は先⽣と呼んで頂けるほどの⼈間じゃないですよ〜(●＞ω＜●)⼩恥ずかしいです(笑)

これからも、SSSさんの素敵な⾔葉(コメント)を楽しみにしています♪
 いつもレスありがとうございますね︕

 明⽇の⼣飯はSSSさんの担当のようなので、いつものように腕をふるって作ってください(o≧∇≦o)
 いつかSSSさんの作るジャガイモグラタンを⾷べてみたいな、と夢⾒てる皐でした〜(笑)

-------------------------------------------------------------------------
 PANさんへ

 こんばんは☆ﾐ 今回は後半から“2つで1つ”というコンセプトを元に作ったので、
 違和感があるかどうか気になりましたが、⼤丈夫なようで安⼼しました︕(o^∇^o)

 ⽩と⿊のモノトーンだと⼀⾒暗くなりそうですが、ポジティブに表現出来ていれば
 嬉しいですね♪PANさん 優しいコメントをありがとうございます︕

 P.S.ビフォーアフターは⺟が⼤好きで⾒ていたので、わかりりました♪♪(笑)

Re:What a beautiful LIVE

2355 選択 DOMINGO 2007-11-19 21:06:51 返信 報告

皐さん、こんばんは。
 ご無沙汰です〜＾＾ノ
 カッコよく仕上がってますね〜。このままＣＤやＤＶＤのジャケットになりそうですね〜＾＾／

Re:What a beautiful LIVE

2368 選択 ミキティ 2007-11-20 14:53:23 返信 報告

皐さん（＾－＾）こんにちは
  またまた素晴らしい皐さんの作品に出会いました♪

https://bbsee.info/straylove/id/2333.html?edt=on&rid=2355
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2355
https://bbsee.info/straylove/id/2333.html?edt=on&rid=2368
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2368


 ふたつで⼀つの作品 発想に拍⼿ですヽ(^o^)⼃
 モノトーン系の作品 かっこよく仕上がっていますね

 素敵☆素敵☆(^^)/
   

  お勧めなソフトを読ませていただきました♪
 私もいつの⽇か お披露⽬できるような作品が出来たら嬉しいです(*^_^*) 

 

Re:DOMINGOさん&ミキティさんへ

2373 選択 皐 2007-11-20 18:43:47 返信 報告

DOMINGOさんへ
 こんばんは、お久しぶりです︕レスありがとうございますね(o^∇^o)

 ライブver.はカッコ良く仕上がっていますでしょうか?＾＾
 『CDやDVDのジャケットになりそう』だと⾔って頂けて、本当に嬉しいです︕︕

 ありがとうございました☆ﾐ

ミキティさんへ
 こんばんは︕今回はちょっとハイペースで加⼯画を作ったんですよね＾＾

 “すぐに出来上がらないだろう”と思っていたんですが、
 構成などがある程度決まっていたので、思っていたより早く

 ここでお披露⽬する事ができました☆ﾐ 気に⼊って頂ければ幸いです︕

いつかミキティさんの作品を拝⾒させて頂く事を
 楽しみにして待っていますよ︕(o^∇^o)

 是⾮、オススメのソフトで挑戦してみてくださいね♪

「時の翼」GET!

2350 選択 kaz2313 2007-11-19 18:21:18 返信 報告

https://bbsee.info/straylove/id/2333.html?edt=on&rid=2373
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2373
https://bbsee.info/straylove/id/2350.html
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https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/326a8c055c0d04f5b06544665d8bb3ea.jpg


皆さん、こんばんは。
今⽇は嬉しいことがありました。仕事で隣町に⾏った

 帰りに、BOOK-OFFに寄ったのですが、以前より探して
 いたアルバム「時の翼」がなんと250円で売られている

 ではありませんか。もちろん速攻GETしました。
 BOOK-OFFは店によって値段の付け⽅がバラバラなんで

 すね。
 私的な話ですみません。

kaz2313さんへ

2351 選択 Ｔ２８ 2007-11-19 19:03:38 返信 報告

こんばんは。
 レアアルバム「時間の翼」Getおめでとうございます。

 それにしても掘り出し物でしたね、そのお値段は・・・。
 私も1ヶ⽉ほど前にBOOK-OFFで⼿に⼊れたのですが、10倍しました。（笑）

 BOOK-OFFの値段はホントにバラバラですよね。
 でも「時間の翼」だと、⾒た時に買わないと次が無い気がしますよね。（汗）

Ｐ.Ｓ. 美しい画像ありがとうございます。遠慮無く頂きます。
 

Re:「時の翼」GET!

2359 選択 アネ研 2007-11-19 22:56:05 返信 報告

こんばんは、kaz2313さん、あったかい加⼯画ありがとうございます。
 もう、そういうシーズンなんですね。（暖笑）

 この季節になると、「My Baby  Grand ~ぬくもりが欲しくて~」が聴きたくなります。
 

Re:「時の翼」GET!
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2360 選択 atti 2007-11-20 00:40:29 返信 報告

kaz2313さん、こんにちは。
 私も先⽇、中古CD専⾨店で⼊⼿しました。

 「⾒かけた際にはGet」ですね。
 BookOffでは⼀度も⾒かけていませんね。

昨⽇は、船上Liveのパッケージもの(ビデオ無し）を⾒かけましたが、最近はZARDものが多くなっているようです
ね。

PS.本⽇は、出先での2店舗を確認。
 1店舗⽬︓12cmシングルが5種類ほど。

 2店舗⽬︓スラムダンクを⼊⼿。
 このDVDの紙に紹介のあった、「No.」という番組が観たことがないのですが、どこで放送していたのかな。

Re:「時の翼」GET!

2362 選択 ALIL.1967 2007-11-20 01:01:14 返信 報告

kaz2313さん，attiさん，こんばんは

No. の放送を⾒たことがないのですが，研究所へのカキコミからテレビ朝⽇ではないでしょうか。

attiさんのhpにあったCD⼀覧を参考にさせていただいてます。中古CDとは思えないほど盤⾯がきれいですね。磨い
ているみたいです。先⽇は，１９９８年の泉⽔さん推薦Alanis Morissette, Supposed Former Infatuation Junkie
を⾒つけました。１０５円でも新品と間違えるほど。

Re:「時の翼」GET!

2363 選択 stray 2007-11-20 08:17:38 返信 報告

kaz2313さん、お久しぶりです。
 とっても素敵な作品どうもありがとうございます︕

 ⼀⾜早いクリスマス、いいですねぇ。
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「時間の翼」が250円とは掘り出しものですね。
Book Offは最近⼊荷数も多くなり、強気な店舗も値段を下げてきてるようですね（笑）。

attiさん、こんにちは。
 NO.（エヌオー）はテレ朝です。ウィキペディアに載ってます。

 http://ja.wikipedia.org/wiki/NO.

レスありがとうございます

2370 選択 kaz2313 2007-11-20 16:32:49 返信 報告

＞T28さん
 私も最初⾒たときは信じられなくて何度も値段を確認しました。（＾＾）

 ⽥舎住まいのせいかも知れませんね（客の年齢層が圧倒的に⾼い）

＞アネ研さん
 そうですね、年とともに⼀年が加速度つけて早くなります。

 「My Baby Grand ぬくもりが欲しくて」私も好きな曲の⼀つです。

＞attiさん
 attiさんもアチコチ探しておられるようですね。船上ライブのセットも以前に同じ店でGETしました。1000円でし

た。

＞ALIL.1967さん
 ZARDのロゴの件以来ですね。（＾＾）

私もNo. の放送は⾒たことがないです。もう⾒ることは出来ないでしょうね。

＞strayさんへ
 いつもROMばかりですみません。実⽣活と同じく浮き草⼈⽣でNETを⾊々とさまよっております。（＾＾）以前stra

yさんが105円でGETしたという川島だりあさんのCDも同じ店にありましたがスルーしました。
 私はZARD⼀筋なもので（うそです）
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投稿

2354 選択 Hana 2007-11-19 20:43:51 返信 報告

皆さん、こんばんは。
 この度、初めて親レスを⽴ち上げてみました。

http://mfmagazine.com/Neo_top_page2/other_contents/backnumber/previous_year/2003/03_04/tokushu1_im
ages/ZARD_AP.jpg

この画像のサイズ310×221( 33KByte) 
 を編集して頂きたいと思います。

後、Don't you see︕のジャケット写真の⼤きいサイズで、⽂字⼊れがない画像をネットで探しているところなんですが、検
索しても、⾃分のイメージで思ってる画像がないので、持っている⽅いましたら、頂きたいと思います。

以上です。宜しくお願い致します。 
 

Re:投稿   Hanaさんへ

2356 選択 ｍｆ 2007-11-19 21:08:44 返信 報告

こんばんは美しい写真をありがとうございます今⽉の初めよりこのサイトにサイトに参加していますよろしくお願い
します

Hanaさんへ

2365 選択 stray 2007-11-20 08:25:50 返信 報告

こんにちは︕
 画像の編集ですが、具体的に、どこをどのように編集すればよろしいのでしょうか︖

Don't you see︕のジャケット写真の⼤きいサイズ、（たぶん）あります。
 今、出先で、HDDを持ち歩いておりませんので、帰り次第探しますので少々お待ちを。

https://bbsee.info/straylove/id/2354.html
https://bbsee.info/straylove/id/2354.html?edt=on&rid=2354
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2354
https://bbsee.info/straylove/id/2354.html?edt=on&rid=2356
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2356
https://bbsee.info/straylove/id/2354.html?edt=on&rid=2365
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2365


Re:投稿

2369 選択 Hana 2007-11-20 16:31:00 返信 報告

＞管理⼈のstrayさん

こんにちは。 
 画像のサイズですが、もう少し幅が広い、横、縦の⻑さ。 

 ミュージックフリークマガジンにて掲載されていた際の画像だと思うのですが、 
 これよりも⼤きいサイズは多分、無いとは思いますが･･･

『Don't you see︕』は、ジャケ写が、パソコンの壁紙になりそうな位の、 
 ⼤きいサイズがあったと思いますが･･･ 

 以前にも保存した経験があったんですが、事情があって無くなってしまいました。あと、⾳楽葬の時の、坂井さんが
愛⽤していたマグカップとヘッドホンが写った画像も欲しいです。

宜しくお願い致します。

＞mfさん 
 初めまして。いえいえ。別にそういう意味で転載したつもりではなかったんですが･･･
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. オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [2265]☆☆☆ ZARD研究所ホームページ開設︕☆☆☆(5) [2341]●● 51 screen shots around with you ♡ from PV ●●(4)
[2250]追悼ライブ 追加公演⽇程 決定︕(11) [2225]11/15はpromised you day︕(38) [2303]TV放映＆新聞記事(3) [2287]⽉
を浮かべて…(5) [2292]グロリアス マインドの試聴映像(5) [2277]CHASE 2(2) [2061]栗林誠⼀郎(9) [2272]11/16 PVTV C
HASE(1)

新しい話題を投稿する

« 25 24 23 22 21 20 19 18 17 »

☆☆☆ ZARD研究所ホームページ開設︕☆☆☆

2265 選択 Ｚ研⼀同 2007-11-15 23:21:15 返信 報告

突然ですが、 ZARD研究所のホームページを開設しました︕ 
 （promised you 発売記念⽇に合わせた開設です）

http://www7b.biglobe.ne.jp/~zard_labo/

是⾮「お気に⼊り」へのご登録をよろしくお願いします。 
 右上の「HOME」タブクリックで研究所ＨＰへ移動できます。

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧
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新しいメニュー【映像資料館】も加わりました。

また、美術館の皐ギャラリーに１作品追加しました。

ああ、今⽇は超忙しい〜（笑）。

Re:☆☆☆ ZARD研究所ホームページ開設︕☆☆☆

2267 選択 Ｔ２８ 2007-11-15 23:37:55 返信 報告

今後は、このページを⼊⼝にして頂くと、すべてのコンテンツにアクセスしやすくなります。
 是⾮、「お気に⼊り」に登録して下さい。

 これからも「ZARD研究所」をよろしくお願いします。

Ｐ.Ｓ. 「HOME」は、何故にこのアイコン︖（笑）
 

Re:☆☆☆ ZARD研究所ホームページ開設︕☆☆☆

2276 選択 stray 2007-11-16 08:53:28 返信 報告

部⻑、おはよう︕
 ここで絡むの久しぶりじゃない︖（笑）

 「HOME」アイコンはデフォルトです。デザインが違うと微妙にアイコンが違うようです。
 が、「⾮常⼝」はたしかに変なので（笑）、別のアイコン探しておきますね。

 

おめでとうございます。

2347 選択 奈良ZARDファン 2007-11-19 03:40:02 返信 報告

stray様

こんばんは。
 なんか新しいホームページを開設されたそうで

 遅れましたが御挨拶させていただきます。

https://bbsee.info/straylove/id/2265.html?edt=on&rid=2267
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2267
https://bbsee.info/straylove/id/2265.html?edt=on&rid=2276
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2276
https://bbsee.info/straylove/id/2265.html?edt=on&rid=2347
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2347


奈良ZARDファンさんへ

2358 選択 Ｔ２８ 2007-11-19 21:48:56 返信 報告

こんばんは。
 ご祝辞ありがとうございます。

 ただいま所⻑は留守にしておりまして、代わってご挨拶申し上げます。
 所⻑も明晩にはお返事差し上げられると思います。

 申し訳御座いません。
 

奈良ZARDファンさんへ

2364 選択 stray 2007-11-20 08:19:55 返信 報告

こんにちは、お久しぶりです︕
 ご祝辞どうもありがとうございます。

 コンテンツが増えてきたものですから、必要に迫られて作りました（笑）。
 今後ともどうぞご贔屓に︕

●● 51 screen shots around with you ♡ from PV ●●

2341 選択 anonymous 2007-11-18 20:58:24 返信 報告

Thank you shocho-san for your PV posting.
 Please, extract the following zip file in your home directory.

 <with_you.zip  19.8MB>

http://www.filebank.co.jp/wblink/5d6692f5617a15f9d58345526fd963b9

untill 25 NOV
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Re:●● 51 screen shots around with you ♡ from PV ●●

2342 選択 anonymous 2007-11-18 21:23:54 返信 報告

DATA      PROMISED_YOU_PV .vob file DVD-video format
 Software 1. "DVD player"  supplied with OSX system

               2. "SnapNDrag"  online freeware

●● more 33 screen shots from the PV except with you ♡●●

2344 選択 anonymous 2007-11-19 01:00:59 返信 報告

 
http://www.filebank.co.jp/wblink/63e640b1e878bd05cf3144f830b1928f

until 25 NOV

Re:●● 51 screen shots around with you ♡ from PV ●●

2346 選択 アネ研 2007-11-19 02:50:34 返信 報告

こんばんは、たくさん画像ありがとうございます。
 また、宜しくお願いします。

Re:●● 51 screen shots around with you ♡ from PV ●●

2348 選択 Ｔ２８ 2007-11-19 10:47:37 返信 報告

To anonymous
 Hello. I am Ｔ２８. 

 Thank you for a beautiful capture image. 
 See you.
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追悼ライブ 追加公演⽇程 決定︕

2250 選択 stray 2007-11-15 20:14:22 返信 報告

1⽉19⽇(⼟) 神⼾国際会館 こくさいホール 【兵庫】 
 2⽉2⽇(⼟) パシフィコ横浜 国⽴⼤ホール 【神奈川】 
 2⽉10⽇(⽇) イズミティ21 【仙台】 

 2⽉24⽇(⽇) 札幌市教育⽂化会館 【北海道】 
 3⽉8⽇(⼟) ⽯川厚⽣年⾦会館【⽯川】 

 3⽉15⽇(⼟) 愛知厚⽣年⾦会館 【愛知】 
 3⽉22⽇(⼟) 新潟県⺠会館 【新潟】 

 4⽉5⽇(⼟) サンポートホール⾼松（⼤ホール） 【⾹川】 
 4⽉28⽇(⽉) 福岡市⺠会館 【福岡】 

 5⽉3⽇(⼟) 広島アステールプラザ 【広島】 
 5⽉4⽇(⽇) 愛媛県県⺠⽂化会館 サブホール 【愛媛】 

 5⽉23⽇(⾦) 堂島リバーフォーラム 【⼤阪】 
 5⽉24⽇(⼟) 堂島リバーフォーラム 【⼤阪】 
 5⽉25⽇(⽇) 堂島リバーフォーラム 【⼤阪】 
 5⽉27⽇(⽕) 国⽴代々⽊競技場 第⼀体育館 【東京】 

 

Re:追悼ライブ 追加公演⽇程 決定︕

2251 選択 KOH 2007-11-15 20:21:47 返信 報告

所⻑、研究所の皆さんこんばんは!
 やっと発表ありましたね︕︕

 ⼤阪は3⽇間もありますね〜︕︕それも新しいホールで!!
 3⽇間の内どれかに⾏きたいなぁ〜︕︕

KOHさんへ︕【業務連絡】
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2252 選択 stray 2007-11-15 20:25:34 返信 報告

こんばんは︕
 会議室#1359にレスして下さい（笑）。

Re:追悼ライブ 追加公演⽇程 決定︕

2253 選択 カーディガン 2007-11-15 20:42:40 返信 報告

こんばんは、皆様。
 うーむ、うちの地元でも組んでいただけてよかったです。前回もありましたけど、ぜひとも⾏かないといけません

ね。
 でも、地元でとれるかなぁ。また、東京に⾏ってみようかなぁ。なんで、⼤阪が３つもあるのでしょうね︖

 あまり⼤きくないホールで来年完成予定のようですね。⼤きいところでやったほうがいいかと思うのですが。何かこ
だわりがあるのでしょうね。

 http://www.hall-in-one.com/news/news07_08.html

うーむ、これは、5/27はぜひとも東京に⾏きたいですね。

Re:追悼ライブ 追加公演⽇程 決定︕

2254 選択 ｍｆ 2007-11-15 20:46:01 返信 報告

研究所の皆さんこんばんは
今夜はＰＶＴＶありますねupよろしく頼みます 感謝します 先ほど⼭から帰って来ました 

Re:追悼ライブ 追加公演⽇程 決定︕

2274 選択 stray 2007-11-16 08:48:35 返信 報告

5⽉27⽇(⽕) 国⽴代々⽊競技場・・・１周忌に東京で、なるほどです。

追悼ライブで、司会の野⽥さんが「来年も（追悼ライブ）をやるそうです」と
 ⾔っていたのは、この追加公演のことなんでしょうかね。
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私はてっきり、別映像を使った２度⽬の追悼ライブだと思ってましたが…。

Re:追悼ライブ 追加公演⽇程 決定︕

2288 選択 KOH 2007-11-16 18:49:15 返信 報告

所⻑、研究所の皆さんこんばんは︕
 すいませんでした︕︕⼀応お返事書きましたんで・・。

Re:追悼ライブ 追加公演⽇程 決定︕

2305 選択 ｍｆ 2007-11-17 01:09:36 返信 報告

研究所の皆さんこんばんは 追悼公演発表されたのですが１/19の神⼾での公演を聞きにいきたいと思っています
 今までの⼈⽣で聞きにいったことがなかったので⾮常に⼾惑っています チケットの⼿配とかそんな事をしたことが

ないものでネットに出ている連絡先等でできるとわ思うのですが皆さんはチケットの⼿配などはどうされているんで
すか コンサートを聴きにいくのが⽣まれて初めてと⾔う始末です ああいう会場に⾏くのもなんだか恥ずかしい様
で 参考になる事を教えて下さい

Re:追悼ライブ 追加公演⽇程 決定︕

2313 選択 stray 2007-11-17 08:58:21 返信 報告

ｍｆさん、おはようございます。
 ファンクラブ会員は、優先的にチケット予約ができます。

 もうそろそろ届くはずの「会報」に申込み⽤紙が同封されてくるはずです。
 （⼀⼈１公演、２枚まで。申込み多数の場合は抽選）

先の追悼ライブは、チケット会社を通して⼀般販売も⾏われました。
 WEZARDでも⼀般販売の告知がありましたので、情報を⾒逃さなければ買えるはずです。

Re:追悼ライブ 追加公演⽇程 決定︕stray様へ
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2324 選択 ｍｆ 2007-11-17 19:09:23 返信 報告

返信ありがとうございます 事前販売があるのならば応募してみようと思います 震災復興で神⼾で仕事をしていた
事があるので神⼾の公演に⾏って⾒たいと思ってます阪神淡路の震災から１３年経つのだな時の流れの速さに驚きま
す 神⼾は⽇本のファッションの中⼼地で⼥性の服装には驚きました ⼀⾒変わった服装だな思っても少し遅れてタ
レントや政治家の⼥性がその服装でテレビに出るという具合です紀⾹の⺟校の親和⼥⼦⼤学の学⽣を⾒るとこの⼤学
は規定のバッグがブランドものかと思いました親和⼥⼦⼤学の美しい学⽣も坂井さんの美しさには及ばない

 神⼾は私には思い出のあるところです

Re:追悼ライブ 追加公演⽇程 決定︕

2328 選択 atti 2007-11-18 00:32:22 返信 報告

こんにちは。
 着席で1200⼈(まさか、スタンディングで2000⼈にはしませんよね）なので⼩さいので回数を増やしたのでしょうか

ね。
 ⼤阪の3⽇間は、このホール(いろいろ検索してみました）の事業主がビーイングの不動産会社とのこと。

 ⾃ブログに、地図を張り付けてみました。この近くに出張することがあるのですが、最近は⾏っていないな。
 

Re:追悼ライブ 追加公演⽇程 決定︕atti様

2330 選択 ｍｆ 2007-11-18 10:27:43 返信 報告

おはようございます 今⽇は暖かくなりそうですね神⼾がだめなら5⽉の3⽇間に⾏ってみたいと思っています神⼾は
最初の公演なので競争が厳しいと思います

11/15はpromised you day︕

2225 選択 カーディガン 2007-11-14 22:15:29 返信 報告
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皆様、こんばんは。 
明⽇、11/15はpromised you dayですね。そこで、ここの研究所でも、promised youについて、
研究をしながら、語りあうというのは、どうでしょうか︖明⽇だけでは、少し寂しいので、promise
d youの⽇でもある⼟曜⽇11/17まで、promised youについて、語り合いましょう。 

 テーマは、promised youに関することなら何でもいいかと思います。

期間︓11/15（⽊）〜11/17（⼟）

・promised youのこの歌詞が好き 
 ・promised youのこの映像が好き 
 ・promised youの好きなところ 

 ・この映像での泉⽔さんのこの歌い⽅が好き♡ 
 ・サウンドのここが好き♡ 

 ・with you♡の意味は︖ 
 ・⼟曜ワイドバージョンのここが好き 

 ・⼟曜ワイドバージョンをCD化するためにがんばりたい 
 ・ピンクのセーターの泉⽔さんのここが素敵な表情ですね♡ 

 ・promised youに対する私の思い 
 ・promised youの秘密 

 ・ライブでpromised youを出してほしい 
 ・ほかの曲と⾐装がずいぶんちがいますね。 

 ・ここの歌詞はこういう解釈をするのかな 
 ・C/W The only truth Iknow is youについて

など、テーマは⾃由にしていいと思います。 
 秋の夜⻑にみんなでpromised youを語り合いましょう(^_^)

歌詞は別スレ、＃2224にたてましたので、どうぞご参照ください。

●●● 「promised you」PV （with you♡⼊り）●●●

2226 選択 stray 2007-11-14 22:33:14 返信 報告
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「promised you」PV （with you♡⼊り）を再配信します。
もちろん 〜with you♡〜 ⼊りです。

 この映像を⾒ながら、明⽇から３⽇間⼤いに語ってくださいね︕︕
 （画像は、にしまるさんのキャプ画作品です）

http://www.filebank.co.jp/wblink/90a4e85c559e8d04d66e92da4f494823

（30MのWMVファイル、期間限定︓11/20まで）

Re:11/15はpromised you day︕

2231 選択 ss 2007-11-15 00:13:34 返信 報告

私のベストショットはこれです︕
 思わず⾒とれてしまいます。

Re:11/15はpromised you day︕

2232 選択 カーディガン 2007-11-15 00:25:44 返信 報告

ssさん、皆さん、こんばんは。
 ssさん、さっそく、お気に⼊りのベストショットですね。

 私も、このPVには、泉⽔さんの思いがつまっているので、いくつかあります。この曲は、とてもいい出来なので、全
部（笑）といいたいところです。お気に⼊りのフレーズもたくさんあります。フェミニンな泉⽔さんが、とてもいい
歌いっぷりですね。想いが多い曲ですので、今⽇は、たくさん、カキコできそうです(^_-)-☆

Re:11/15はpromised you day︕

2235 選択 ALIL.1967 2007-11-15 01:47:29 返信 報告
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こんばんは
歌詞で泉⽔さんは I'll always be true ですが，コーラスが I'll always be there と歌っているように聞こえますが
聞き違いかな。（ハンドルネームALIL.1967です。前回，⼩⽂字のエルが紛れ込んじゃってました）

「promised you」⼟曜ワイド劇場Ver.

2243 選択 stray 2007-11-15 17:12:51 返信 報告

私がYouTubeにUPしている「promised you」⼟曜ワイド劇場Ver.です。
 http://www.youtube.com/watch?v=fNJXyJn2wwA

映像の粗さはご勘弁いただき、⾳楽だけお楽しみ下さい。

promised you ⼟曜ワイド劇場ver.って何︖︖っていう⼈は、こちらをどうぞ。
 http://bbsee.info/straylove/id74.html

 

Re:11/15はpromised you day︕

2247 選択 カーディガン 2007-11-15 19:52:12 返信 報告

こんばんは、皆様。
 今⽇は、⽉がとても綺麗ですね。まるで泉⽔さんが⾒ているようです(^_-)-☆

 promised youも発売７周年ということで、早いものですね。でも、名曲として輝いていて、少しも⾊あせてはいな
いと思います。

 私がこの曲を知ったきっかけは、テレビ朝⽇の「⼟曜ワイド劇場」です。きっと、そんな⽅も多いと思います。私
は、いつも、エンディングを⼼待ちにしていました。途中のドラマはいつもそっちのけでした^_^;

 泉⽔さんの歌いっぷりがとても感情がこもっていていいですね(^^♪ with you♡で今⽇もハートを打ち抜かれてい
しまいそうです＼(◎o◎)／︕

《promised you  ZARD第２章のはじまり》（その１）

2248 選択 stray 2007-11-15 20:01:42 返信 報告
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”そのうち書く”と⾔いながら、いまだに書けていませんでした。
発売記念⽇なので、お披露⽬したいと思います。

 ⻑いので数回に分けて投稿します。

「promised you」の次のシングル「さわやかな君の気持ち」は、
 2002年5⽉発売です。1年6ヶ⽉のブランクがあり、この間、

 すでに泉⽔さんは病魔と闘っていたわけですが、病気説を打ち消すために、
 《ZARD第２章のはじまり》という充電期間的なキャッチコピーをつけたのでしょう。

《ZARD第２章のはじまり》というからには、
 ”リスタート”にふさわしいメッセージが必要ですが、

 「さわやかな君の気持ち」に、そのような強いメッセージ性
 が感じられる歌詞は⾒当たりません。

「さわやかな君の気持ち」は《第２章のはじまり》に
 ふさわしくない曲だ

 という否定から私の持論は始まります。

ご異議がなければ、その２につづく（笑）。

Re:11/15はpromised you day︕

2255 選択 カーディガン 2007-11-15 21:03:17 返信 報告

所⻑様、こんばんは。
 公式⾒解だと、「さわやかな君の気持ち」がＺＡＲＤ第２章の始まりとか。⼈によって意⾒の分かれるところです

ね。
 私のような若輩ものがもの申すのもなんですが、泉⽔さんも、「さわやかな君の気持ち」をＺＡＲＤ第２章としてい

るのだとすると、泉⽔さんの気持ちを⼤切にしてあげたいと思うところです。私も、promised you以降、泉⽔さん
の曲はとても少なくなり、いったん、休⽌したように思えています。公式⾒解どおりでいいと思いますが。ただ、pro
mised you以降、フェミニンな泉⽔さんになっていったことは事実。フェミニン泉⽔さん＝ＺＡＲＤ第２章の始ま
り、とすれば、所⻑様の説もうなずけます。
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Re:11/15はpromised you day︕

2256 選択 カーディガン 2007-11-15 21:19:19 返信 報告

10th Anniversary Book 「10°〜decimo〜」が、やっと今⽇⼿に⼊ったので、23時くらいまで、カキコしまくり
ます。そのあと、郵便局に取りに⾏きます。記念すべき⽇に、やっと、decimoが⼿に⼊りました。

 さて、promised youのシングルＣＤの情報をみていたら、泉⽔さんの名前が、Yzumi Sahaiになっていました。な
んででしょう︖こだわり︖「Ｙ（ワイ）」はフランス語でイグレックと読み、発⾳は、普通は、「ユ」で、「イ」と
発⾳することもありますが︖

 

Re:11/15はpromised you day︕

2257 選択 カーディガン 2007-11-15 21:24:56 返信 報告

＃2256の情報は、このとおりです。
 よくわかりません。でも、かっこいいですね(^_-)-☆

カーディガンさんへ

2258 選択 stray 2007-11-15 22:21:10 返信 報告

23時に郵便局が開いてるんですか︕都会にお住まいなんですね。
 あのキャッチコピーは、事務所が付けたもので、泉⽔さんが付けたわけじゃありません。

 事務所の公式⾒解を真に受けとめると、私の持論は成り⽴ちません（笑）。
 どこの国のサイトかわかりませんが、Yzumi Sahaiは、単なるスペルミスでは︖

Re:11/15はpromised you day︕

2259 選択 ALIL.1967 2007-11-15 22:28:51 返信 報告
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所⻑，第⼆章の続きお願いします。
promised you は栗林誠⼀郎さんの作曲なので発表より数年前には存在していたということなのでしょうかね。

Re:11/15はpromised you day︕

2260 選択 カーディガン 2007-11-15 22:34:58 返信 報告

所⻑様、こんばんは。
 郵便局は、本局受取りなので、２４時間開いています。とても助かります。

 所⻑様の、ご意⾒、もっともです。⾃由に議論をしていただければと思います(^_-)-☆その
説はいろいろな⽅が唱えておりますので。所⻑様の説でお話をすすめてください。ぜひ、そ
の先が聞きたいです(^^♪

 ＞どこの国のサイトかわかりませんが、Yzumi Sahaiは、単なるスペルミスでは︖
 私のパソコンでは、画像のような情報が得られます。promised youのCDを私のパソコンで再⽣すると、＃2257の

ような情報が表⽰されます。CDに書き込まれているものと思われます。

Re:11/15はpromised you day︕

2261 選択 カーディガン 2007-11-15 22:45:21 返信 報告

promised youの私のお気に⼊りのフレーズは、これです。泉⽔さんの感情がこもっていま
すね。泉⽔さんの歌うところを⾒ると、泉⽔さんの気持ちも読めてきそうです。

 やっぱり、この映像は、くせになってしまいそうです。私は、ロックしてる泉⽔さんより
も、このような泉⽔さんが好きです。でも、万⼈向きではないでしょうね。きっと、男性
ファンは好きな⽅が多いでしょうが。でも、泉⽔さんは、いつも素敵です(^_-)-☆

Re:11/15はpromised you day︕

2262 選択 stray 2007-11-15 23:03:43 返信 報告
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カーディガンさんへ
徳永さんのスペルも違ってますので、単なるミスじゃなさそうです、

 東欧諸国っぽいですね（笑）。
 promised youのPVは、泉⽔さんのお顔UPが続きますので、

 ファンには堪えられない映像です。

ALIL.1967さん、こんばんは︕
 ナイス突っ込みです（笑）。

 栗林誠⼀郎さんは90年台後半にBeeningを脱退したと⾔われてますので、
 2000年以降、ZARDへ提供された曲はストックではないかという⼈もいます。

 が、Beening脱退後も提供していたという話もあって、真偽は定かじゃないようです。
 p.y.は1999年には出来ていたと思っています。

今⽇はこれから重⼤発表があるので、第⼆章論のつづきは明⽇ということで（笑）。

Re:11/15はpromised you day︕

2263 選択 カーディガン 2007-11-15 23:11:37 返信 報告

また、明⽇もpromised youで盛り上がりたいですね(^^)v
 C/Wの「The only truth I know is you」も⼤切な曲なので、いろいろとカキコをしてい

かないと。うーん、ほんとにいい曲です(^^♪
 

Re:11/15はpromised you day︕

2266 選択 Ｔ２８ 2007-11-15 23:28:37 返信 報告

カーディガンさん、みなさん、こんばんは。
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私もやっぱり⼟曜ワイド劇場のエンディングを楽しみにしていましたね。
家族がドラマを⾒ている事が多かったので、最後だけ⾒るなんて事もかなりありました。（笑）

 エンディングが流れているのにチャンネル変えられて⽂句⾔ったことも・・・。（笑）

おそらく私が初めてまともにstray所⻑と絡んだ話題が｢promised you｣でしたね。
 しかも⼟曜ワイドVer.の事だったと思います。（あてにならない記憶ですが）

 そういう意味でも⼤事な曲ですし、このBBSのテーマにもなっています。
 この曲が無ければ、このBBSも存在しなかったかも知れませんね。

「promised you」⼟曜ワイド劇場Ver. ＣＤ化実⾏委員会の会⻑と発起⼈としては、
 本気で、「promised you」⼟曜ワイド劇場Ver.がCD化されるのを願っています。⻑っ︕（笑）

 

Re:11/15はpromised you day︕

2268 選択 アネ研 2007-11-16 00:08:19 返信 報告

こんばんは
 この曲の特にかわいいくて、決め⼿は「with you」のふりではないでしょうか。この⼈差し指での⼀のサインは「あ

なたといっしょで、「ひとつ」」ではないでしょうか︖「愛が⾒えない」のビームがハードならこちらはソフトなふ
りのNO.1ではないでしょうか。

 雰囲気はここちよくていい曲ですが、コメントとなると難しいですね。（困笑）
 作品製作とドラマとのタイアップの関係はよくわかりませんが、⼟曜のドラマなので⼀番の

 ＞⼟曜⽇にはめずらしく⼈通りが少ない
 の⼟曜が⼊った説もあるようですが、それはともかく、映画好きな泉⽔さんのことなので

 ＞恋の予感は⼟曜⽇の映画館〜「来年の夏も」
 のとうり、上映初⽇の⼟曜⽇に映画館に⾏ってたんだ思いたいです。

話は変わりますが、私はSF⼩説から科学に興味をもちましたが、科学者には２とうりあって、地道な研究によって法
則を導き出す⽅法と、結論というか仮説を先に決めて、それに合うデータを集める⽅法です。少々乱暴ですが、奇想
天外なのが出そうなので、私は後者が好きです。

 

Re:11/15はpromised you day︕
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2285 選択 ミキティ 2007-11-16 17:27:45 返信 報告

みなさん こんばんは（＾－＾）
  

  私もお仲間にお願いします(*^_^*)

promised you♪ とってもとっても⼤好きです(^o^)⼃
  今宵もwith you☆ビームで みなさんハートを打ち抜かれること間違いなしですね(^o^)

 『なんでそんなに速く歩くのかな
    スピード落としたら楽なのに♪♪

 泉⽔さんにお声をかけていただけたような⽇常にあたたかい時間をプレゼントしていただいたような気持ちになり
ました

 ひとつひとつのフレーズにじ〜んときます

 そしてＰＶの お似合いなタートルネックのセーターを着た泉⽔さん とっても可愛いですねぇ(*^_^*)

 ゆっくりとしたあたたかい時間が流れているような気持ちになります

 ☆カーディガンさん（＾－＾）
  私 昨夜 きれいな三⽇⽉を⾒上げていました

  掲⽰板を今⽇みましたので 同じお⽉様をみていたのだなと思うと嬉しいです☆

 空 夜空を⾒上げるのが⼤好きなわたしです
 みなさん どうぞこれからも宜しくお願いします☆

 ☆研究所所員さま（＾－＾）
   素敵なＨＰありがとうございます

   たくさん遊びにきます☆

 ☆皐さん（＾－＾）
   新作を拝⾒しました(^^)/

   皐さんの作品⼤好き ⼤ファンです
   これからも楽しみにしていますヽ(^o^)⼃
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 ☆Ｔ２８部⻑さま
  スペシャルギャラリー ⼤切な宝物です（＾－＾）

   ありがとうございます
    質問ですがスペシャルギャラリーでお使いのスライド ショーメーカーは 不器⽤な私でも使⽤できるのでし

ょうか サイトや登録・購⼊必要など お時間があるときに教えていただけましたら幸いです☆
  宜しくお願いします

 寒くなりましたのでみなさんお⾝体を⼤切にあたたかくしてお過ごしくださいね(^o^)⼃
  

   
  

    
    

Re:ミキティさんへ☆ﾐ

2286 選択 皐 2007-11-16 18:12:16 返信 報告

ミキティさん こんばんは︕“⼤ファン”だと⾔ってもらえて恐縮です(●＞ω＜●)
 本当にありがとうございますね☆ﾐ 嬉しいです︕

 新しい加⼯画も⾒てくださったんですね(o^∇^o)
 実は、今もすでに作っているものがあるんですよ♪楽しみにしていて下さいね＾＾

昨⽇はpromised you DAYでしたね☆ﾐ
 ミキティさんの「ひとつひとつのフレーズにじ〜んときます」という⾔葉は

 痛いほど良くわかります︕(o≧ω≦o)だからこそ、聴き込んでしまうんでしょうね☆

ミキティさんへ［ご回答］

2290 選択 Ｔ２８ 2007-11-16 18:59:58 返信 報告
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ミキティさん、こんばんは。(^o^)
いや〜、あんまり褒めると調⼦に乗っちゃいますよ。（笑）

え〜っと、ご質問にお答えします。
 Flash Slideshow Maker（以下、FSM）は、フリーソフトです。登録も購⼊も必要ありません。

 ただ、Webサイトのスペース（無料でもOK）を持つか、FSMのサイトに登録して公開するかの、
どちらかを選ぶ必要はありますね。それ意外にもビデオCDにすることも出来るようです。（試していません）

 もし⾃分だけで楽しむならば、⼆つとも必要ないですけどね。

ホントはあんまり教えたくないんだけど・・・、簡単に出来ちゃうのがバレるので。（笑）
 ソフトの使⽤⽅法はいたって簡単です。説明書も要らないくらいです。

 基本的には3ステップで出来ちゃいます。簡単でしょ︖ また、細かく設定して使うことも可能ですよ。

今、別のソフトも探していますけど、このソフトが⼿軽だと思います。
 とりあえず使ってみて、やっているうちに分かってくると思いますよ︕
 困ったことや分からないことがあったら、いつでも質問して下さいね。
 分かることならお答えしますので。（笑）

Ｐ.Ｓ. 所⻑がOKすれば、「ミキティギャラリー」も作りますよ︕
    そうすれば、Webスペースを確保する必要ないですしね。是⾮考えてみてね。(^_^)/

 

Ｔ２８部⻑さまへ（＾－＾）

2294 選択 ミキティ 2007-11-16 19:33:07 返信 報告

Ｔ２８部⻑さま こんばんは（＾－＾）
 迅速なお返事ありがとうございます。

  Ｔ２８さんの⼀流出張サービスをお願いしようと考えていました(^^ゞ

 私の⽬標は⼯夫や加⼯で素敵な作品を作ってみたいです ＣＤジャッケットを作ってみても もう⼀⼯夫 ⼆⼯夫
出来たらいいなと思っていました

  
  いつもご丁寧に教えていただきありがとうございます。

 またたくさん質問させてくださいね♪
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  (︖︖）ばかりでとても申し訳なく思うので 研究所さまにこっそり質問ＢＯＸなどあったら（問い合わせでいいの
かな︖ かしこまって正座して送信しそうです（笑）(^o^)）

  また宜しくお願いします

 ギャラリーＯＰＥＮ まだまだ修⾏⾜らずです(゜o゜)
   お気遣いありがとうございます♪

  それではまた訪れまーす（＾－＾）
   

ミキティ・ギャラリー⼤歓迎︕（笑）

2295 選択 stray 2007-11-16 21:02:06 返信 報告

ミキティさん、こんばんは︕
 とっても暖かいご祝辞、どうもありがとうございます。

タートルネックを好んで着られるようになったのは、promised you の後じゃないでしょうか。
 左胸につけているのは、⿊バラなんでしょうかねぇ。気になってしょうがないです（笑）。

ミキティ・ギャラリー⼤歓迎︕ですので、作品が出来上がりましたら、是⾮ここで公開して下さい。
 よそで公開したものは美術館に展⽰できかねます（笑）。

お問い合わせは、上の「問い合わせ」からどうぞ︕
 部⻑への出張依頼は、部⻑にメールを転送しますので（笑）。

Re:11/15はpromised you day︕

2297 選択 カーディガン 2007-11-16 21:24:11 返信 報告

研究所の皆様、そして、泉⽔さんファンの皆様こんばんは。
 今⽇は、カキコがいっぱいですね(^^♪

部⻑様、
 ＞エンディングが流れているのにチャンネル変えられて⽂句⾔ったことも・・・。
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そうですね、ビデオに撮っても、毎回違う映像なので、毎週⾒たくなりますね。
このBBSの設⽴のきっかけになった曲ですから、感慨深いことと思います。私も、いろんな意味でとても思い⼊れの
深い曲です。「promised you」⼟曜ワイド劇場Ver. ＣＤ化を⽬指して、頑張りたいですね(^_^)v

ミキティさん、
 ＞promised you♪ とってもとっても⼤好きです(^o^)⼃ 

  今宵もwith you☆ビームで みなさんハートを打ち抜かれること間違いなしですね(^o^)

そうですね。何度もwith you☆ビームでハートを打ち抜かれています。でも、泉⽔さんに打ち抜かれるなら、本望で
す(^^♪

 喜んで打ち抜かれたいです。

アネ研さん、
 ＞ソフトなふりのNO.1ではないでしょうか。

ZARDはもともとは、ロック志向でしたし、初期はそういう感じでしたね。ですから、私はあまり、泉⽔さんの曲は
好きでしたし、とてもよかったのですが、LOVE泉⽔という感じではありませんでしたね。その意味でも、ソフトで、
フェミニンな泉⽔さんが出ていると思います。

 

Re:11/15はpromised you day︕

2302 選択 カーディガン 2007-11-16 22:59:13 返信 報告

♪恋がいつか愛に変わった 
  promised you また始めよう 

  ⽩く煙った宇宙に みんな笑って⽣きてる

⼤⼈の恋ですね。初恋というよりも、いろんな⼈を⾒てきた末にたどりついた恋、といったところかと思います。TV
のCFでもここのところが、歌われていますから、メインなのではないでしょうか。

Just believe in loveの
 ♪すりきれる程 聴いたアルバムが

  あの頃たった⼀⼈の友達だった
  出逢いと別離を繰り返し
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 ⼈は⼤⼈になる
 たどりついた 今あなたに

に似ているかと思います。恋は⽢く、愛は強し、といったところでしょうか。初めから、この⼈と決められそうな、
⼀⽬ぼれもあるでしょうが、少しずつ、「君」のことを知り、揺るぎない、愛になっていったのでしょうね。多くの
⼈は、こんな「君」に出逢うこともなく、いわゆる「better harf」と結婚するなどするといったところですね。で
も、この「君」は、この主⼈公にとって、最上の「best harf」なのでしょうね。もうこれ以上の⼈はいない、といっ
た確信を得たのでしょうか︖それが、つまり、以下の歌詞なのでしょうか。

Remember I'll always be true 
 promised you so special one for me

C/Wも⽬⽴ちませんが、実に⼤いなる愛を歌っているようでとてもいい曲です。

あぁ、今⽇はちょっと真⾯⽬に書きすぎましたね。さまざまなご意⾒をお待ちしております(^^♪

Re:11/15はpromised you day︕

2304 選択 ALIL.1967 2007-11-17 00:37:19 返信 報告

みなさんこんばんは 
  promised you はZARDの曲によく⽤いられる（と思ってるんですが）印象的なエレクトリック・ギターの⾳が少

ないようですね。（こういう表現でいいのか︕︖）それで⼥性的な感じがするのかもしれない。男性的なサウンドに
かわいらしい歌声というそれまでのイメージから発展しようとしたのかな。

  ⼟曜ワイドバージョンはコーラスではなくてピアノの⾳が⼊ってますね。with P-edition はイントロにピアノを付
加していますが，坂井泉⽔さんの歌とコーラスが掛け合いのようになってます。このコーラスがコアなファンにはあ
まり評判がよくないのかもしれません。

  
  PVで⾒える坂井泉⽔さんの中指の指輪，以前カキコミしたんですが，とってもいいです。

  
 

Re:11/15はpromised you day︕

2307 選択 ss 2007-11-17 01:46:36 返信 報告
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秋の夜⻑にpromised you dayを聞きながら、
ジグソーパズルは、どうでしょうか︖

やりだすと、嵌まって寝られなくなるかも︖

Re:11/15はpromised you day︕

2308 選択 カーディガン 2007-11-17 01:52:18 返信 報告

ALIL.1967さん、こんばんは。
 promised youの私の感想ですが、⼀⽬ぼれです(^^♪

 いえ、⼀聴ぼれです♡⼥性的な曲が好きなファンもいますし、ロック調が好きなファンもい
ますから、評判もいろいろなのでしょうね。概して男性ファンが多いかなぁ。でも、こん
な、泉⽔さんに憧れる⼥性は、promised youのファンが多いのでないでしょうか。泉⽔さ
んは、どちらかというと、中性的なイメージで売っていましたからね。それが、両性に⽀持

されたのでしょうか。路線は重要なのでしょうね。
 昨⽇（もうおとといですが）、やっとDECIMOが⼿に⼊ったので、読んでみました。私は、別にこのような記事は⾒

たことはありませんでしたが、私の思っていたようなことを泉⽔さんは、考えていたのですね。イタリアでの旅が、
泉⽔さんの今後のことのきっかけになったようですね。なるほど、思い出の地だったし、転機になったようです。

こちらでは、⼟曜ワイドバージョンをCD化するために努⼒しております。まずは、promised youの魅⼒を知っても
らい、ファンを増やさなくては、といったところなのでしょう。要望が多ければ、CD化は夢ではないでしょう。CD
化にはいろいろな⽅法があるでしょうが、ドラマでは1番しかありませんので、2番が存在するか、といった問題もあ
るのでしょうね。ぜひ、所⻑様のスタンスも今後伺いたいところです。所⻑様は、⼟曜ワイドバージョンがとてもお
気に⼊りなので、ぜひ絡んで︖あげてください。以前伺ったところでは、忙しくて、議論の途中で次の企画が⼊って
しまったので、それ以来、聞いてません。ぜひ今⽇は、⼀⽇、いろいろと、ききたいところです。また、時間がある
ときに企画をしてもいいでしょうし。
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私個⼈としては、⼟曜ワイドバージョンの違いがいまいちでしたが、当⽇聴きましたら、ピンときました。たしか
に、違いがありますね。直観ですが、⼟ワイは、コーラスが軽快で、CHA,CHA,CHAという感じです。Sg.はしっと
りしたコーラス。⼟ワイはシンセサイザーで、エレキ的な感覚。初期型なのでしょうか︖Cybersoundの初期型︖聴
き⽐べてみて、気に⼊ったほうを聴きこむほうが味があるでしょうね。

ええと、ALIL.1967さんも、泉⽔さんに恋しているんですね。やっぱり指輪は気になりますか。隠しても、どこかに
出てくるものですからね。⼤きな愛をテーマにしたというのですから、泉⽔さんの愛がもういっぱいあふれています
♡

Re:11/15はpromised you day︕

2309 選択 カーディガン 2007-11-17 02:32:44 返信 報告

⼟曜ワイドバージョンを聴きこむと、なんとなく、その違いがわかってきました。ピアノの調⼦が強いですね。なる
ほど、ピアノ調の⾃然な感じが出てるわけですね。私、泉⽔さんの声のほうに聴き⼊っていますから、イントロなど
には、あまり興味がありませんでした。泉⽔さんは、ファンに損をさせないためにバージョンを少しずつ変えていま
したから、違いがあったんですね。普通のファンはあまり気にしないのですが。泉⽔さんの思いを、もっと聴きこま
ないといけませんね。

 

Re:11/15はpromised you day︕

2314 選択 Ｔ２８ 2007-11-17 09:59:31 返信 報告

カーディガンさん、おはようございます。
雑誌以外は「10°〜decimo〜」「Le Portfolio」「きっと忘れない」位しか所有していませんが、

 私は「10°〜decimo〜」が⼀番好きですね。
 写真集としても楽しめますし、⽂章を読んで、少しだけ素顔の泉⽔さんに触れられたようにも感じました。

 もうちょっとこういう試みをして欲しかったと思いますね。
 

Re:11/15はpromised you day︕

2316 選択 カーディガン 2007-11-17 10:37:25 返信 報告
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部⻑様、おはようございます。 
泉⽔さんの⽂章などをもっといろいろと読んでみたかったですね。ポエトリーセレクションなどもありましたけど、
歌詞がのっていたくらいですし。decimoは写真集というよりも写真⼊りのエッセイといった感じですね。泉⽔さんよ
りも⾵景のほうが多いくらいですから。９９年にアーティストファイルが出て、中⾝がとても詰まった内容だったの
をおぼえています。それまで、ZARDは何をしているかも全然知りませんでしたから。⾳楽雑誌には出ていたようで
すが、私は⾳楽雑誌はほとんど読まないものですから。 

 

Re:11/15はpromised you day︕

2319 選択 ALIL.1967 2007-11-17 12:50:32 返信 報告

本⽇もpromised you dayということですね

⼟曜ワイドバージョンのCD化を要望するのはどこに向ければいいんでしょうか。WEZARDへのメールとCDの中に⼊
っているお客さまアンケートはがきくらいしか思いつかないです．．．

C/WのThe only truth I know is you の出だしの英語がつかみきれないです。highway をくれるというのはどうい
うことかな。わからなくても雰囲気がいいのでそれでいいんですが。これはタイアップではないようですので，⾃由
に作っていたんでしょうね〜。

promised you 『ZARD第２章のはじまり』（その２）

2321 選択 stray 2007-11-17 16:31:31 返信 報告

泉⽔さんは雑誌インタビューで、「promised you」について、

”時期を待っていた良質な楽曲”と答えています。

「時期」とは何を指すのでしょうか。私は以下のように考えます。

「promised you」は2000年11⽉発売ですが、#2262に書いたように、
 おそらく１年以上前から出来ていた曲です。1999年は、BEST２枚

 発売に加えて、初のライブ（クルージングライブ）も敢⾏された
 記念すべき年。ZARDにとって中間決算的な年でした。
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⼀⾒華々しい年ですが、シングルの売り上げは前年から徐々に
落ち込んでおり、今後の⾳楽性を模索していた時期でもあります。

「promised you」以降の曲は、例外はあるものの、「明⽇を夢⾒て」
 「瞳閉じて」のような、１コーラスをピアノを使ったスローバラードにし、

 ２コーラス⽬でアップテンポな従来のZARDサウンドに変える構成に
 なっています。この原型が、⼟曜ワイドVer.を含めて3Ver.存在する

 「promised you」にあると私は思います。

デビュー以来、駆け⾜どころが全速⼒で突っ⾛ってきたZARDを、
 泉⽔さん⾃⾝が顧みたとき、「なんでそんなに早く歩くのかな」と
 思われたのではないでしょうか。⼀区切りついた後は皆そんなもんです。

promised you の詞は、⼀⾒恋愛ソングですが、
 「なんでそんなに早く歩くのかな」をはじめ、

 「あの頃の思い出が懐しい」「また始めよう」「そう時は過ぎ」
 「私は何かを守っていた気になっていただけ」等々、

 ”⾃⼰回帰”＆”リスタート”的な、シンガー⾃⾝＆リスナーへの
 メッセージがたくさん含まれています。

”リスタート（第２章）”に、これほどふさわしい曲が他にあるでしょうか。

問題の「⽩く煙った宇宙にみんな笑って⽣きてる」の解釈は、その３につづく（笑）。

Re:11/15はpromised you day︕

2322 選択 カーディガン 2007-11-17 17:11:59 返信 報告

ALIL.1967さん、こんばんは。
 ⼟ワイのCD化、どうすればいいのでしょうね。

 WEZARDへのメールとCDの中に⼊っているお客さまアンケートはがきくらいしか思いつかないです．．．＞
 ほかには、坐りこみですか（笑）コンセプトがきまらないと、CD化といっても事務所のほうも検討しずらいのではな

いかと思います。また、その件で、スレでもたててみたいですね。
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所⻑様のその２を楽しく読ませていただきました。なるほど、と感⼼いたしました。その３も期待して待っておりま
す。また、ALIL.1967さんのいうような⼟ワイのCD化についてもまた論じたいと思いませんか。いい案があれば、ま
た、別の⽇にでも。

The only truth I know is you

この曲もいい曲です。このタイトルを読めば、普通のタイトルではないと思うのですが。なので、promised youに
は、A⾯、B⾯とも、普通ではない、泉⽔さんの気持ちがこめられていると思います。「真実はあなただけ」といった
くらいですから。私は、カーステレオで聴くことが多かったので、いつも１枚は⾞にCDを⼊れていました。聴いてい
る気で、歌詞には無頓着でした。歌詞を読み込むと泉⽔さんの思いが伝わります。

promised you 『ZARD第２章のはじまり』（その３）

2325 選択 stray 2007-11-17 20:47:36 返信 報告

さて、これで最後です（笑）。

歌詞の解釈は⼈それぞれですので、「おまえの考えは間違ってる」と
 思っても活字にしないで下さい。Ｚ板みたいになってしまいますので（笑）。

”宇宙”という⾔葉ですぐ思いつくのは、

「My Baby Grand 〜むくもりが欲しくて〜」の ♪宇宙の底に ⼆⼈⽣きてる
 と、

 「ハートに⽕をつけて」の ♪⼿を繋ぎ 今 踏み出した 新しい この宇宙へと
 です。

２つとも、「promised you」で使われている”宇宙”と意味は同じでしょう。

”宇宙”とは、私たちが⽣きている《現実の世界》のこと。

その宇宙が「⽩く煙っている」のは、不安や悩みを抱えた「先の⾒えない現実」
 を表現しているのだと思います。だけども、みんな「笑って明るく⽣きている」。

 そうやって⽣きていくしかないでしょ︕
 そんなに急がないで、じっくり、ゆっくりやっていこうよ︕
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泉⽔さん⾃⾝へのメッセージソングでもあるのでしょう。
挫折を味わった⼈には、とっても素敵な《再⽣》ソングに聞こえるのでは︖

以上、だいぶ端折りましたが（笑）、promised youこそ、
 『ZARD第２章のはじまり』だという、私の持論でした。

Re:11/15はpromised you day︕

2326 選択 stray 2007-11-17 22:32:32 返信 報告

この企画もそろそろ終わりの時間に近づいてきましたね。
 ３⽇間、皆さんご苦労さまでした（笑）。

この画像は、にしまるさんにお願いして、with you♡のシーンをキャプって貰ったものです。
 画質が今ひとつなのと、腕の動きが早すぎて、どうしてもボケてしまうそうです。

泉⽔さんの照れが、腕の振りの速さになって表れたんでしょうね（笑）。

私はいつも、泉⽔さんの指の先には、⾃分が居ると思いながら、このPVを⾒てます（笑）。
 ⼩さなライブハウスで、泉⽔さんが私だけのために歌ってくれている…

 そんな妄想を抱かせるPVですね。ZARDのPVの中ではダントツのNO.1です。

寒くなりました。私のところは今朝の最低気温が－２℃で、
 ⾞のガラスは氷でカチカチでした（笑）。

 ⾵邪が流⾏っているそうです、皆さんどうぞお元気で︕

Re:11/15はpromised you day︕

2327 選択 S424 2007-11-17 23:25:53 返信 報告

stray所⻑。皆様こんばんは。お久しぶりです。
 strayさんの『ＺＡＲＤ第⼆章のはじまり』その１から３まで拝読いたしまた。

 その２で＞時期を待っていた良質な楽曲・・とは（ＺＡＲＤスタッフが考える）良質な曲にするために試⾏錯誤して
いた・・ということですよね。この時期はＺＡＲＤスタッフの間でも今後の⽅向性を決める上で考え⽅の違いによる
揉め事などがあったのでしょうか。例えばサウンドに関して従来のイメージの継続を重要視する⽅と変⾰するのが⼤
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事と考えるグループがあり対⽴していたとか・・。
試⾏錯誤の結果として「promised you」が発表されたと考えると，この曲を第⼆章のはじまりと考えても良さそう
ですね。

 坂井さんとしては，♪なんでそんなに早く歩くのかな」♪と従来のやり⽅を批判しつつも♪⽩く煙った宇宙にみんな笑っ
て⽣きてる〜♪で「みんな仲良くやっていこうよ︕」とスタッフの⽅を労うという意図もあったんでしょうかね。失礼
しました。

 

S424さんへ

2329 選択 stray 2007-11-18 09:01:51 返信 報告

どうもお久しぶりです︕
 愚説を読んでいただきありがとうございました（笑）。

  
良質な楽曲・・とは、泉⽔さんが今後の⽅向性として良質な曲だと思っていた、

 という意味で書いたのですが、仰るように、良い意味での（笑）試⾏錯誤はあったと思います。
 シドニー五輪のテーマソング依頼で発売が延びたため、逆に時間がたっぷりありましたし。

アーティストにとって、ベストアルバム発売は⼤きな区切りであって、ベスト発売が遅かった
 （ゆえに２枚出さざるはめに）ZARDの場合、「⼤きな区切り」であったことは間違いないでしょう。

本来なら、第⼀章と第⼆章の区切りを「ベスト発売前後」とするのが⾃然なのだと思いますが、
 事務所が「さわやかな君の気持ち」に《ZARD第⼆章》のキャッチコピーをつけたので、

 それに反発しているのです（笑）。

「promised you」の歌詞に、スタッフ批判はないと思いますが…（笑）。

TV放映＆新聞記事

2303 選択 atti 2007-11-17 00:08:34 返信 報告
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昨⽇(16⽇)の朝、⽇本テレビ スームイン!!SUPERにて、ZARD追悼Liveの話題が放映されました。(6:50前頃）
そのため、急いでHDDレコにて予約を⼊れましたが、先ほど確認しましたが、その後の放送はありませんでした。

紹介記事は新聞であったので、サイトには情報があります。WEZARDには記述の無い情報なので、報道機関へ情報提供してい
たのでしょうね。

 他紙の新聞は確認していませんが、掲載はあったのでしょうかね︖

■スポーツ報知(ttp://hochi.yomiuri.co.jp/index.htm)
 芸能欄の11/16の部分に記事があります。

 PS.⾃ブログでは、消え去ってしますのかと思い引⽤してしまった。
 以上、情報まで〜

昨⽇の「2時っチャオ︕」

2312 選択 stray 2007-11-17 08:53:33 返信 報告

attiさん、おはようございます。
 ⾒逃したＴＶ情報ありがとうございます（笑）。

 ついでに⾒逃したＴＶ情報をもう⼀つ。

パルプ⺟（皐ちゃんのお⺟さん）の証⾔によると、
 昨⽇の「2時っチャオ︕」で、追加公演のニュースが流れたそうです。

 “Tシャツ姿で座ってレコーディング”している、⾒たことない映像だったということですが、
 気になりますよね（笑）。

Ｚ研所員は誰もチェックしていませんでした。
 どなたか映像をお持ちでしたら、是⾮ご提供下さい︕

Re:TV放映＆新聞記事

2318 選択 ALIL.1967 2007-11-17 12:36:01 返信 報告

atti さん，はじめまして
 ⼿元の新聞(読売)にはズームインにも２時チャオにも記載ありません。HDDレコーダーで，ZARDを検索キーワード
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にしているのですがレコーダーが利⽤しているADAMS番組情報にはなかったようです。

このような情報番組での映像は時期を考えてカンで録画というところなんでしょうか。１週間のすべての地上波を録
画し続ける装置でもないと難しいです。うーーん︕

Re:TV放映＆新聞記事

2323 選択 atti 2007-11-17 17:35:15 返信 報告

strayさん、ALIL.1967さん、こんにちは。

今回は、スポーツ新聞記事に掲載されたので、その紹介という形だったのでしょうね。
 本⽇のズムサタをPCで予約をしておきましたが、まだ確認していません。

多チュンネル録画は、VAIOのXビデオステーションのような
 ものがあれば、アナログ8chを3週間録りためることができます。(サイトを観ると以前に⽐べ、随分安くはなってい

ますね)
 武道館追悼Live終了後は、いろいろ予約をしていました。

PS.12/12のグロリアス マインド発売時には、スポーツ新聞記事になれば、またTV放送はありえるのかも︖。

⽉を浮かべて…

2287 選択 皐 2007-11-16 18:39:52 返信 報告

「もっと近くで君の横顔⾒ていたい」が完成しました︕☆ﾐ
 美術館にはすでにUPされています(o^ω^o)

 本当は発売記念⽇に創り上げたかったのですが…無理でしたね(苦笑)

今は6時にもう⽉が出ていますよね︕(’o’)
 「もっと近くで君の横顔⾒ていたい」を聴きながら、⽉を眺めようと思います｡｡｡☆ﾐ
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:⽉を浮かべて…

2289 選択 ＳＳＳ 2007-11-16 18:59:07 返信 報告

 

★皐さん＆各皆様こんばんは★

皐さん待ってました︕︕ 早速にＮＥＷ画像を頂きますね〜お礼に、浅草寺で買ってきた⼈
形焼を⾷べて下さい（笑）

 最⾼気温１６度、今⽇は寒くて寒くて⼤変でした〜相変わらず布団の中でミノムシのよう
に⽑布をグルグル体に、寄せ巻いて寝ているようで・・もう期末テストも終わり、少し気が緩んだ所にガツンと⾵
邪、なーんてならぬよう注意し⾃愛して下さいね、今年も残り少しなので、互いファイト1発で頑張りましょう。

Re:⽉を浮かべて…

2291 選択 ミキティ 2007-11-16 19:01:42 返信 報告

皐さ〜ん みなさん こんばんは（＾－＾）

 皐さん 先程はご返信ありがとうございます(^o^)⼃
 素晴らしい作品にうっとりです☆ 

  魅⼒的な作品は⼿掛けている皐さんの素敵な⼈柄の表れだと思います（＾－＾）
  

  こちら北関東でもきれいな三⽇⽉が⾒えますよ。
 ⼀緒にお⽉⾒しましょう〜

 みなさんもどうぞご⼀緒にしましょう〜(*^_^*)

 もっと近くで君の横顔⾒ていたい 
  promised you ♪リーピート リピートですね♪

 （＾－＾）

 ＰＳ 皐さ〜ん 私 つい最近まで皐さんの☆マークが
 ☆３つ 星三つ︕（笑）だと思っていました(^^ゞ（笑）
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Re:ありがとうございます☆

2299 選択 皐 2007-11-16 22:22:32 返信 報告

SSSさんへ
 こんばんは︕お久しぶりですね(o^∇^o)待っていてくれて本当に嬉しいです☆ﾐ

 それと⼈形焼も︕お礼だなんて、申し訳なくて受け取れないですよ〜(o≧∇≦o)
 …と、⾔いながら⼈形焼に⼿を伸ばしてたり…(笑)⽉を眺めながら頂きますね♡(笑)

 ありがとうございました〜︕
 最近は本当に寒いですね(>_<;;)愛⽝の散歩も⼤変です(苦笑)

 お互い⾵邪に気を付けましょう︕(o≧ω≦o)それでは︕

ミキティさんへ
 こんばんは☆素晴らしいだなんて…(●＞ω＜●)そんなに褒められると

 T28部⻑と⼀緒で(⼀緒に︖(笑))調⼦に乗ってしまいますよ︖(笑)
 気に⼊ってもらえたり、喜んでもらえるとホントに嬉しいですね♪
 いつも気⼼溢れた温かいコメントをありがとうございますね︕

 今⽇は「もっと近くで君の横顔⾒ていたい」「promised you」を
 エンドレスリピート(なんかルー⼤柴さんみたい(笑))しながら

 眠りにつこうかと思っています｡｡｡☆ﾐ

P.S.☆マークは流れ星の意味なんですよね(笑)所⻑もわからなかったみたいですよ(=^⽫^=)(笑)

Re:⽉を浮かべて…

2301 選択 カーディガン 2007-11-16 22:32:23 返信 報告

皐さん、皆様、こんばんは。
 皐さん、いつも素敵な画像をありがとうございます。と同時にお疲れ様です。今⽇も⽉がとても綺麗ですね☽

 ⽉桂冠の⽉は、もう飲める飲める、もうカラになりそうなくらいに飲めます。けっこうおいしいお酒ですよ。私は、
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⽇本酒がすきなのですが、このお酒は、お安く、おいしい、お⼿頃なお酒です。昨⽇も飲みました。今⽇も、そろそ
ろ、でしょうか。この曲を聴きながら、よく飲んでいます(^_-)-☆

 

Re:カーディガンさんへ

2320 選択 皐 2007-11-17 13:44:24 返信 報告

こんにちは☆ﾐ こちらこそいつもコメントありがとうございますね(o^∇^o)
 カーディガンさんは晩酌に⽉桂冠の⽉を飲んでいるんですか︕☆ﾐ

 「もっと近くで君の横顔⾒ていたい」を聴きながら、そして⽉を眺めながら
 お酒を飲む光景はピッタリですね♪♪なんとなくカーディガンさんは

 ⽇本酒が似合う気がします(o^ω^o)

グロリアス マインドの試聴映像

2292 選択 匿名 2007-11-16 19:15:15 返信 報告

グロリアス マインドの試聴映像
 .WMV 35秒

 WEZARD FAN CLUBより

Re:グロリアス マインドの試聴映像

2293 選択 匿名 2007-11-16 19:16:56 返信 報告

http://www.mediafire.com/?1n1qxom01bm
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Re:グロリアス マインドの試聴映像

2296 選択 stray 2007-11-16 21:07:48 返信 報告

匿名さん、またまたどうもありがとうございます。
 この映像は、会報13号（2001年8⽉）の表紙に使われ、

 「時間の翼」発売時に数枚の画像が公開されていますが、
 映像としては初出かと思います。

 PVはかなり期待できそうですね︕
 

Re:グロリアス マインドの試聴映像

2298 選択 アネ研 2007-11-16 22:21:46 返信 報告

http://jp.youtube.com/watch?v=Uk8TdDBwXME
 by Z板

 先⽇の地下鉄の階段の踊り場で躊躇する泉⽔さん以来だったこともあり、今回は元気な泉⽔さんで嬉しいです。
 しかし、何度か撮ったのか、カメラアングルといい、泉⽔さんの振り返るとこなんか、ドンピシャですね。（笑）

Re:グロリアス マインドの試聴映像

2300 選択 皐 2007-11-16 22:28:53 返信 報告

匿名さん またまたありがとうございますね︕
 すごく貴重な映像を拝⾒させていただきました(o≧∇≦o)

 この映像を元に、いつか加⼯画を作りたいな、と思っています☆ﾐ
 本当にありがとうございました︕

Re:グロリアス マインドの試聴映像 for iTunes and iPod video
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2311 選択 anonymous 2007-11-17 03:59:31 返信 報告

http://www.filebank.co.jp/wblink/fc4f57f5b22cdfaa41a948bff874de1c

until 26 NOV

CHASE 2

2277 選択 ALIL.1967 2007-11-16 10:38:38 返信 報告

匿名さんがすでにpostしてくれていますが。

Re:CHASE 2

2278 選択 ALIL.1967 2007-11-16 10:39:32 返信 報告

http://jp.youtube.com/watch?v=IJiwwho-QTE

mp4&wmvにもしてあります。

Re:CHASE 2  ALIL.1967様 所⻑様へ

2284 選択 ｍｆ 2007-11-16 14:35:26 返信 報告

画像のupありがとうございますこの地域はあの番組が映らないので助かります

不適切投稿の削除お疲れ様でした

初歩的な質問なのですが追悼公演のチケットはどこに申し込めばいいのでしょうか︖公演とか聴きにいくことがなか
ったので教えてもらえれば助かります １/19の神⼾の公演を聴きにいきたいと思っているのですが 今計画中です
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栗林誠⼀郎

2061 選択 stray 2007-11-07 13:28:27 返信 報告

1990年「おどるポンポコリン」のB.B.クイーンズに
 ベーシストとして参加（NHK紅⽩歌合戦に出場）。

 1993年「ZYYG」として活動するも1994年に脱退。
 1995年「Barbier」（主にZARDに提供していた曲を
 AMYの英語訳詞でセルフカバー）として活動。

 その間、TUBE、ZARD、MANISH、DEEN等に楽曲提供し、
 ZARDには「君がいない」など46曲を提供。

ZARD「サヨナラは今もこの胸に居ます」にゲストボーカルで参加。
 泉⽔さんがそのお礼として、『Barbier 1st』にコーラス参加したと⾔われている。

 11枚のアルバムをリリースしており、『遠く離れても』に「誰かが待っている」と「カナリヤ」が、
 『Barbier 1st』に「もう少し あと少し･･･」「あなたに帰りたい」など９曲がカヴァーされている。

中古を探すのが⾯倒な⼈には『コンプリート・オブ 栗林誠⼀郎&Barbier at the BEING studio 』
 がオススメ。

 http://bgv.jp/kuribayashi/

ただし「あなたに帰りたい」は⼊っていないので、特別サービスです（笑）。
 http://www.filebank.co.jp/wblink/84f57d7f36494923e1d7e692315f0d27

 （5.2Mのmp3ファイル、期間限定︓11/13まで）

90年代前半のＪポップを牽引した⼀⼈で、ZARDを語る上で⽋かせない存在です。
 私は、織⽥曲より栗林曲のほうが断然好きです。

 「promised you」は、もちろん栗林曲。

ウィキペディアによると、「君がいない」はZARDが歌う前に、アイドルグループ
 「TUNE's Blues Band」によって歌われたらしいですが、私は聴いたことありません。

泉⽔さんのコーラス
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2062 選択 stray 2007-11-07 13:49:34 返信 報告

⼤事なことを書き忘れました。
 「あなたに帰りたい」は2'30"過ぎから、泉⽔さんのコーラスが⼊ります。

Re:こんばんは

2066 選択 ｍｆ 2007-11-07 17:44:19 返信 報告

研究所の皆さんこんばんは 本⽇もただいまからお願いします ダウンロードから開始します

Re:栗林誠⼀郎

2067 選択 なしぼー 2007-11-07 18:16:22 返信 報告

皆さん、こんばんは。

所⻑、ありがとうございます。
 栗林さんの声、初めて聞きました。

 栗林さんの歌う「あなたに帰りたい」も、すごく好きです。（泉⽔さんのコーラス部分もいいですね♡）ずっと泉さ
んばかりだったので、新鮮というのもありますが、何回も聴いてしまいました。

「promised you」「遠い星を数えて」「⾒つめていたいね」は、よく夜に何度も聴きますけれど、この⽅の曲だっ
たんですね。（作曲家名の欄、もっと注意して⾒るようにします︕）

Re:私も持っています〜栗林誠⼀郎さん

2068 選択 ｍｉｙａ 2007-11-07 21:05:46 返信 報告

こんばんは。
 Barbier firstを３年前 BOOK OFFで⼊⼿。

 未開封で３９５円でした。

Guest Vocal:IzumiSakai(ZARD)ですね。
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お気に⼊りの⼀枚です。
 

メロウな歌声

2069 選択 stray 2007-11-07 21:28:13 返信 報告

なしぼーさん、こんばんは︕
 栗林さんの声は、男が聴くには照マークが⼊るくらいメロウですが、

 会議室で所員に聞かせたところ、皐ちゃんがえらく気に⼊ってくれたので（笑）、
 「あなたに帰りたい」をUPしました。

泉⽔さんはあまりコーラスがお上⼿ではないほうですが、
 この曲のコーラスは秀逸ですね。英語の歌詞については、本家No.103スレに、

 Ｋ２さんの詳しい解説がありますのでご参考になさって下さい。

ｍｉｙａさん、こんばんは。 
 「Barbier first」は⼊⼿し易いほうだと思います。

 が、未開封で３９５円はラッキーでしたね（笑）。
 

Re:栗林誠⼀郎

2078 選択 atti 2007-11-08 01:13:57 返信 報告

strayさん、こんにちは。
今⽇もサルベージュ作業(笑)。本⽇はコナンもの・・・。

 barbie firstは@500でした。
 今度は、「か」の棚チェックもします〜。

織⽥哲郎さんのMELODIESなどもいいですよね。
 http://www.t-oda.jp/history/index.html

 これはiTunesにて⼊⼿。

Re:栗林誠⼀郎
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2103 選択 カーディガン 2007-11-08 20:31:42 返信 報告

なんか、杉⼭清隆や来⽣たかおに歌い⽅や声が少し似ているかなぁ。全く同じではありませんが。
 聴いていると味がありますね。１回⽬に聴くよりも、2回⽬、3回⽬とよくなる感じですね。

 いいなぁ、泉⽔さんと同じ星座で。私も、⼀応、泉⽔さんと相性がいい星座ですけど。
 泉⽔さんの曲を作曲したので、織⽥さんのCDは買って聴いたことがありましたが、泉⽔さんとは、全然違う感じでし

た。

Re:栗林誠⼀郎

2244 選択 Hana 2007-11-15 17:34:07 返信 報告

初めまして。
“ZARD”で検索していくと、こちらにたどり着きました。

 スレッド名の『栗林誠⼀郎』で、TUBE、ZARD、MANISH、DEEN。DEENの⽂字を⾒掛けてレスの書き込みをさせ
て頂きました。

 ZARDとDEENを並⾏して応援しております。
 ビーイングの90年代全盛期は、当時はほんとにいい曲いっぱいありましたね。懐かしさが漂ってきます。

DEENは勿論、栗林さんもビーイングを脱退されたそうですね。（古い︖）
 ビーイング外のアーティストとして、⾳楽制作で、彼らが再びタッグを組んでくれないかと、密かに待ち望んでいる

ところです(笑)。編曲は葉⼭たけしさんで。
 それでは･･･

 

Hanaさん、ようこそ︕

2245 選択 stray 2007-11-15 19:47:32 返信 報告

はじめまして、Ｚ研所⻑のstrayと申します。

DEENといえば、泉⽔さんが詞を提供し、栗林さんが作曲された「Teenage dream」ですね。
 私もビーイング全盛期の90年代初めが懐かしい⼀⼈です〜（笑）。 
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いろいろ軋轢はあるんでしょうけど、ファンのために何かやってほしいところですね。
今後ともＺ研をどうぞご贔屓に︕

11/16 PVTV CHASE

2272 選択 匿名 2007-11-16 03:34:09 返信 報告

http://www.mediafire.com/?dfwd2w2yy9h

Re:11/16 PVTV CHASE

2275 選択 stray 2007-11-16 08:50:52 返信 報告

匿名さん、どうもありがとうございました︕
 未公開映像を期待してましたが、スカパー特番の映像を編集し直したような番組でしたね。

 来週の「未来」に期待しましょう︕

« 25 24 23 22 21 20 19 18 17 »

パスワード︓  編集  削除
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. オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [2249]雑誌情報(2) [2236]●●MU-GEN 11-15●●(5) [2234]【坂井泉⽔ 追悼オルゴール集発売】(1) [2233]MU-GEN
#149(1) [2146]MFM 2007/11⼊⼿(5) [2202]もっと近くで君の横顔⾒ていたい(12) [2224]promised youの歌詞(0) [2211]●
●● 「Don't You See 」地下鉄の階段下で躊躇する泉⽔さん ●●●(4) [2182]●Entertainment News 11-11●(10) [2136]織⽥哲郎(1
4)

新しい話題を投稿する

« 24 23 22 21 20 19 18 17 16 »

雑誌情報

2249 選択 stray 2007-11-15 20:09:40 返信 報告

「CDでーた」12⽉号に、ZARDの記事（「グロリアス マインド」）が１Ｐあります。

〜坂井泉⽔さんからの最後のメッセージ〜という内容の記事です。

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧
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Re:雑誌情報

2270 選択 atti 2007-11-16 00:39:14 返信 報告

strayさん、こんにちは。
 atti%本⽇は3枚サルベージュです^()^

 明⽇の朝、コンビニにて購⼊しようかと。

⾃ブログにも記事にしてしまいました〜

CDでーた.comのアーティスト別のページ
 ttp://www.cddata-mag.com/pastdisc/?ID=1413

 に記述がありますね。

PS.他に掲載された号数も控え、BookOffにて⾒かけた際には、サルベージュ(笑)

Re:雑誌情報

2273 選択 stray 2007-11-16 08:43:50 返信 報告

attiさん、おはようございます。
 連⽇のサルベージご苦労さま、毎⽇Getされてますね（笑）。

紹介して下さった「CDでーた.comのアーティスト別」ページ、いいですね︕
 私も所有している雑誌を、曲別にこのようなスタイルで整理したいのですが、
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数が数だけに⾯倒くさくって（笑）。
いずれ附属博物館（建設中）に、このような形で収納しますのでご期待下さい。

●●MU-GEN 11-15●●

2236 選択 ALIL.1967 2007-11-15 02:16:33 返信 報告

20071115mugen  New SG&再追加公演の告知
 20071115mugen-2 Gyaoの週末泣き歌の取材（その中から『さよならは今もここに居ます』）

 

Re:●●MU-GEN 11-15●●

2237 選択 ALIL.1967 2007-11-15 02:17:48 返信 報告

20071115mugen  http://jp.youtube.com/watch?v=tR-tObnL3Xk
 20071115mugen-2 http://jp.youtube.com/watch?v=hjkK7mtwVYU

Re:●●MU-GEN 11-15●●

2238 選択 ALIL.1967 2007-11-15 02:20:25 返信 報告

youtube でOKな内容ですが⼀応mp4&wmvにもしてあります。
 

Re:●●MU-GEN 11-15●●

2240 選択 stray 2007-11-15 08:23:51 返信 報告

ALIL.1967さん、おはようございます。
 頂きました︕

 私は「ナキうた派」なので（笑）、「サヨナラは今も…」は⼤好きな曲です。
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「います」を「居ます」と漢字で表した、泉⽔さんの感性を当時新鮮に思いました。
おっと、今⽇は「promised you」dayなので、このへんで（笑）。

Re:●●MU-GEN 11-15●●

2241 選択 Ｔ２８ 2007-11-15 10:51:12 返信 報告

ALIL.1967さん、おはようございます。
 拝⾒しました。本当に感謝しています。
 迅速なアップ作業お疲れ様です。毎回、夜遅くまでの作業⼤変でしょうね。

 あまり無理して体調崩されないようにお気をつけ下さいね。
 

Re:●●MU-GEN 11-15●●

2271 選択 atti 2007-11-16 00:45:07 返信 報告

ALIL.1967さん、いつもありがとうございます。
 iPod touchに⽤に変換して、明⽇の通勤時に観ます。

PS.今夜のPVTVは、前回よりは期待したいのですが。

【坂井泉⽔ 追悼オルゴール集発売】

2234 選択 ss 2007-11-15 01:35:30 返信 報告

【予約販売】BEST OF Relaxing Orgel 負けないで・
 揺れる想い〜坂井泉⽔ 追悼オルゴール集 

 α波オルゴールベスト

早速、予約注⽂しました︕

http://www.rakuten.co.jp/nadja/433342/684916/959586/
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Re:【坂井泉⽔ 追悼オルゴール集発売】

2246 選択 stray 2007-11-15 19:50:03 返信 報告

ssさん、こんばんは︕
 ご紹介どうもありがとうございます。

 私も早速予約しようと思って、カートに⼊れて購⼊⼿続きを進めたのですが、
 送料が少々お⾼いので、途中で引き返してしまいました（笑）。

MU-GEN #149

2233 選択 atti 2007-11-15 01:02:14 返信 報告

皆さん、こんにちは。
 時間の翼をGetできてうれしい^()^attiです。

MU-GENのサイトが更新されています。
 MU-GEN #149 11/14(⽔)〜11/20(⽕)
 グロリアス マインドと、特集で「号泣ソング特集」

以上、情報まで。
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受信可能な⽅のお⼒で・・観たいと。 ←他⼒本願ですが

Re:MU-GEN #149

2242 選択 Ｔ２８ 2007-11-15 10:57:09 返信 報告

attiさん、こんにちは。
 待ちに待った「時間の翼」Getおめでとうございます。

 私も先⽇⼿に⼊れた時は、想像以上にうれしかったです。（笑）

MU-GENの動画、ALIL.1967さんがアップしてくれています。
 ありがたいです。（嬉泣）

 

MFM 2007/11⼊⼿

2146 選択 atti 2007-11-10 20:38:34 返信 報告

こんにちは。
 新スレ⽴てさせていただきますね。

atti%BookOff巡り途中帰還のためMFMをGet^()^です。

●Music Freak magagine
NOVEMBER 2007 VOL.155

 表紙が⿇⾐ちゃんのNew Singleのもの。

ZARD "What a bealtiful memory"
 参加アーティスト・コメント&新曲情報

の記事がありますので、CD店にてGetして下さいね〜。
 http://atti.jugem.cc/

Re:MFM 2007/11⼊⼿
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2195 選択 stray 2007-11-12 19:56:09 返信 報告

attiさん、こんばんは。 
 MFM、私は定期購読（3,000円/年）しておりまして、 

 今⽇届きました。内容はご紹介下さったとおりですが、 
 最後のページに「グロリアス マインド」のカラーCMが載ってますね︕ 

 ちょっぴり淋しそうな表情ですが、美しいです。

Re:MFM 2007/11⼊⼿

2203 選択 atti 2007-11-13 00:02:16 返信 報告

strayさん、こんにちは。
 今回のMFMの上記画像の前のページに、MFMのバックナンバーのサービスを今年いっぱい(12/20)で停⽌すると書い

てありました。

以前取得して持っていたはずなのですが、⾒当たらないので、在庫のあるナンバーが書いてありましたのでZARD関
連の3冊を問い合わせ(HPから)をしました。

また、次号予告に、グロリアス マインドの記述がありますね。
次号は発売前なのでどのような内容になるのかな︖

Re:MFM 2007/11⼊⼿

2209 選択 stray 2007-11-13 18:22:57 返信 報告

attiさん、こんばんは。
 MFMのバックナンバーサービスが終了ですか︕その記事には気づきませんでした。

 ⽬次にZARDがなくても、レアな画像があったりしますよね（笑）。
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次号は「グロリアス マインド」の記事が載るようですが、
泉⽔さんのコメントがもう⼆度と聞けない（読めない）と思うと淋しいですね。

Re:MFM 2007/11⼊⼿

2222 選択 atti 2007-11-14 00:40:45 返信 報告

⼊⼿しなくても、HPに内容は書いてあるのですが、
 サービスが無くなるとのことで、本⽇、郵便切⼿を購⼊して投函してきました。

HPからのmailにて問い合を⾏い、返信のmailには、
 在庫の有無と、送付料⾦の案内が記述。

 この段階で取り置き(1ヶ⽉まで）

3冊申し込み
 ●135号(1冊)、138号(1冊)、143号(1冊)

 ●切⼿料⾦︓330円(2〜3冊)

さて、いつ届くかな︖

Re:MFM 2007/11⼊⼿

2239 選択 ALIL.1967 2007-11-15 02:28:23 返信 報告

私も今⽇渋⾕でシングル予約したついでに⼊⼿しました。
 『永遠』は『Hotel California』にインスパイアされて作曲とdoaの徳永さんが書いてましたね。PVもそうですが，w

est coastを感じさせますね。
 

もっと近くで君の横顔⾒ていたい

2202 選択 カーディガン 2007-11-12 23:43:20 返信 報告
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皆さん、こんばんは。 
今⽇は、Sg.「もっと近くで君の横顔⾒ていたい」の発売⽇ですね。⽉桂冠のCFでおなじみの曲で
す。 

 最初は、違う曲名だったそうですね。 
 2004年のライブ映像は、泉⽔さんの感情がとても出ていて、感情がよく伝わってきますね。 

 MFMのP.41の5）選曲とアレンジに、ライブ映像の選定について書いていますね。この曲も、ライ
ブ映像がとてもよかったということで、追悼ライブで使われたということですね。 

 この曲、「⽉」をテーマにしていますね。泉⽔さんは、⽉曜⽇⽣まれなんですよね。 
 あ、今⽇は、⽉曜⽇ですね。偶然ですが、事実です。

すみません、所⻑様、＃2201の記事がなぜか削除できません。削除をお願いいたしますm(__)m

Re:もっと近くで君の横顔⾒ていたい

2204 選択 アネ研 2007-11-13 00:24:23 返信 報告

こんばんは
 この曲をテレビの宣伝で聴いたとき、おとなの感じでいい曲だなーと思いました。

 ＞泉⽔さんは、⽉曜⽇⽣まれなんですよね。
 そうですか、知りませんでした。

 泉⽔さんは、かぐや姫のように⽉に⾏ってしまったのでしょうか。

また、ライブDVDのこの曲はとってもいいですよね。
 弾き語りもどきも、唄のうまさと感情に⼊れ⽅がゾクッとします。

 ⽬をつぶるとこなんか、かわいくて最⾼ですね。
 

Re:もっと近くで君の横顔⾒ていたい

2205 選択 atti 2007-11-13 01:04:43 返信 報告

こんにちは。attiです。
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TV CMの映像を⾒たいですね〜。
【ZARD】CM NOW 2007/9号(http://atti.jugem.cc/?eid=1142)にて記事にしましたが、⽉桂冠のサイトに

●2003/10 もっと近くで 君の横顔⾒ていたい
 徳利、グラスに品番

 ●2004/10
 今⽇はゆっくり話そう

 撮影場所や、グラスの品番
 が書かれています。

Re:もっと近くで君の横顔⾒ていたい

2206 選択 atti 2007-11-13 01:20:53 返信 報告

⾃⼰レスです。

>TV CMの映像を⾒たいですね〜。 
皆さんは、どのような動画検索サイトを利⽤していますか︖

 Stage6や、最近は各種chを検索できる、TRUVEOを利⽤しています。何かこれはというサイトがありましたら教え
て下さいね。

Stage6(ttp://stage6.divx.com/)
 TRUVEO(ttp://jp.truveo.com)

Re:もっと近くで君の横顔⾒ていたい

2208 選択 stray 2007-11-13 18:05:54 返信 報告

⻑いタイトルですね。最初はもっと⻑かったそうです（笑）。
 「⽉桂冠」のTV CMは持っていませんが、⾒たことあります。
 たしかYouTubeだったような…（⾃信なし）

この曲はアコースティックver.のほうが良いですね。
私も04ライブver.は⼤好きです。
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Re:もっと近くで君の横顔⾒ていたい

2215 選択 カーディガン 2007-11-13 21:41:25 返信 報告

アネ研さん、こんばんは。
 この曲は、CDよりもライブのほうがとてもよくて、いつも、繰り返して⾒てしまいます。泉⽔さんは、⼝べたな分、

歌だと⾃分の気持ちを歌いやすかったのではないでしょうか。
 ＞泉⽔さんは、かぐや姫のように⽉に⾏ってしまったのでしょうか。 

 もしかしたら、かぐや姫だったのかもしれませんね（笑）

attiさん、こんばんは。
 貴重な情報ですね。東京都内が多いのでしょうか。

 グラスですか、私は、あのWEDGWOODのマグカップがほしいですね。ファンクラブでつくってくれないでしょう
か︖メールで要望してみましたが、反応が、ないですね。公式サイトか会報でお知らせがあるとうれしいです。

 ＞皆さんは、どのような動画検索サイトを利⽤していますか︖ 
 Stage6や、最近は各種chを検索できる、TRUVEOを利⽤しています。何かこれはというサイトがありましたら教え

て下さいね。 
 私は、動画はまだまだ初⼼者なので、you tubeが多くて、ヤフー動画をたまに⾒るくらいです。只今、研究中です。

所⻑様、こんばんは。
 ＞⻑いタイトルですね。最初はもっと⻑かったそうです（笑）

 「⽉を浮かべて」というタイトルもあったそうですね。2004ライブの映像を⾒たら、やっぱり「もっと近く
で・・・」は納得です＼(^o^)／

 (^^♪もっと近くで 泉⽔さんの横顔⾒ていたい(^_-)-☆

次は、promised youですね。11/15はまた、書き込みをしたいです。明⽇、11/15に⽇付がかわったあたりにスレ
をたてましょうか︖もしくはどなたか、いい企画があったら、企画をしてください。みんなでwith you♡したいです
ね。

Re:もっと近くで君の横顔⾒ていたいカーディガン様

2216 選択 ｍｆ 2007-11-13 22:21:42 返信 報告
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Mステ初出演のしゃべるのが上⼿でない坂井さんを
⾒るとすごく魅⼒的でした 坂井さんは空のお星様になったのでしょうかいつまでも美しいまま⼼の中で⽣きていて
欲しいと思います １１／１５でどきっときたのですが狩猟解禁なのでこのサイトからも少し疎遠になるかもしれま
せん⼭に⾏くのが忙しくなります 私も初⼼者の為動画はyou tubeばかりですね技術的なことやいい情報をいろいろ
教えて下さい おやすみなさい

Re:もっと近くで君の横顔⾒ていたい

2218 選択 カーディガン 2007-11-13 22:38:39 返信 報告

こんばんは、ｍｆさん。
 坂井さんは、今も私たちの⼼の中で⽣き続けています。

 でも、今は、みんなに会うのを⼼待ちにしているのでしょうね。今は、⼝ベタな坂井さんではなく、話すのも上⼿に
なって、我々が打ち負かされてしまうかもしれませんね^_^;

 

11/15 promised you day

2219 選択 stray 2007-11-13 22:44:12 返信 報告

カーディガンさん、こんばんは︕
 明後⽇（11/15）はpromised you day︕ですね。

 PVの再配信以外、とくに何も考えていませんでした（笑）。
 何かアイデアがあったらよろしくお願いします︕

Re:もっと近くで君の横顔⾒ていたい

2221 選択 ｍｆ 2007-11-13 22:51:59 返信 報告

こんばんはカーディガンさんしゃべりがうまくなってぼこぼこにやられる可能性ありですね 坂井さんと対照的なし
ゃべり⽅の三枝⼣夏 以前アナウンサーか何かの経験があるのかな︖ 2⼈とも魅⼒的ですけど今⽇は三枝⼣夏さんの
曲を聴きながら寝ようかなビーイングの⼥性アーティストの曲を⼦守唄代わりにしてます
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Re:もっと近くで君の横顔⾒ていたい

2228 選択 ｍｆ 2007-11-14 23:03:21 返信 報告

こんばんは今⽇はこれで寝ます明⽇は狩猟解禁なので夜明け前から⼭に⾏ってきます少しこのサイトから離れるかも
しれません

 研究所の皆様は⾵邪など引かぬようにお体に気おつけてください研究所の皆さんにイノシシのなべでもご馳⾛したい
です おやすみなさい

Re:もっと近くで君の横顔⾒ていたい

2229 選択 ｍｆ 2007-11-14 23:06:31 返信 報告

坂井さんの姿を胸に焼き付けてベストな射撃をしたい

明⽇に向かって撃て

Re:もっと近くで君の横顔⾒ていたい

2230 選択 カーディガン 2007-11-14 23:26:12 返信 報告

mfさん、皆さん、こんばんは。
 mfさん、最近、⽇ごとに寒くなってきていますので、寒さに気をつけて⼭に⼊ってください。

 私は、毎⽇、仕事ばかりの⽇々です。最近は、秋らしくなってきたので、紅葉⾒物もいいかもしれません。
 狩猟のことはわかりませんのですが、解禁⽇があるのですね。冬に向かって解禁⽇なのでしょうか︖これからは、な

べの季節ですね。おでんも恋しく、おいしいですね。

promised youの歌詞

2224 選択 カーディガン 2007-11-14 22:11:29 返信 報告
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〜promised you〜

⼟曜にはめずらしく ⼈通りが少ない 
 いつからか 不安な⾬が降る 

 あの頃の思い出が懐しい 
 君は深く 眠っていたよね

恋がいつか愛に変わった 
 promised you また始めよう 

 ⽩く煙った宇宙に みんな笑って⽣きてる

⻑い冬が終わって promised you また始めよう 
 ⽩く煙った宇宙に みんな笑って⽣きてる

どうして君のそばにいると 
 こんなに ⼝下⼿になっちゃうんだろう 

 なんでそんなに速く歩くのかな 
 スピード落としたら 楽なのに

どこに⾏くのかも判らず あの時 
 promised you サヨナラしたけど 

 誰も知らない ⼆⼈が孤独だったことなんて

離れてはじめて気付いた promised you そう時は過ぎ 
 私は何かを守っていた気になっていただけ

Remember I'll always be true 
 promised you so special one for me 

 ⼼の中で動き出す 淡い君との時間

恋がいつか愛に変わった promised you また始めよう 
 せつなく煙った宇宙に みんな笑って⽣きてる 

 



●●● 「Don't You See 」地下鉄の階段下で躊躇する泉⽔さん ●●●

2211 選択 stray 2007-11-13 20:34:50 返信 報告

10/05放送「スカパー特番」で、 「Don't You See 」の未公開映像が流れました。
 泉⽔さんが地下鉄の階段を⼀気に駆け上がるシーンがありますが、

 その前に、階段下で躊躇する泉⽔さんの映像がありました︕
 短いですが、これは貴重ですよ（笑）。

http://www.filebank.co.jp/wblink/282b04bb33ce5d2dd001e1f2b412ce42
 （10MのWMVファイル、期間限定︓11/19まで）

10/05放送「スカパー特番」を⾒逃した⼈は、こちらをどうぞ︕
 http://www.youtube.com/watch?v=nJUYPuL97Ms

Re:●●● 「Don't You See 」地下鉄の階段下で躊躇する泉⽔さん ●●●

2212 選択 KOH 2007-11-13 21:02:58 返信 報告

所⻑、こんばんはです!
 今拝⾒しました!!これ貴重ですねぇ〜︕︕

 泉⽔さん上⾒てめちゃきょろきょろしてるし、
 階段の上には外⼈さんがいっぱいで泉⽔さんを⾒てるし

 （外国だから当たり前か︕）
 いや〜、良い物⾒させて貰いました(^_^)

Re:●●● 「Don't You See 」地下鉄の階段下で躊躇する泉⽔さん ●●●

2213 選択 皐 2007-11-13 21:35:40 返信 報告

所⻑貴重な映像ありがとうございます︕☆ﾐ
 泉⽔さんの⼾惑ってる感じが、⼿に取るように伝わりますね(笑)

 あんな⼤勢の⼈に囲まれて(しかも、すごい⾒られて)ると
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ちょっと怖いものがあるような…(◎u◎;;)(笑)
⼀気に駆け上がるシーンは、“早くこの場から逃れたい”という⼀⼼からだったのかな?!(笑)

Re:●●● 「Don't You See 」地下鉄の階段下で躊躇する泉⽔さん ●●●

2214 選択 ｍｆ 2007-11-13 21:38:25 返信 報告

研究所の皆さんこんばんは
 貴重な画像をありがとうございます⾒てみました

 このサイトにいれば坂井さんの情報は常にいい情報が⼊りますね

Re:●●● 「Don't You See 」地下鉄の階段下で躊躇する泉⽔さん ●●●

2220 選択 ss 2007-11-13 22:45:07 返信 報告

こんばんは。
 貴重な映像ありがとうございます。（*^_^*）

 頂きました。

また、何かありましたらよろしくお願いします。

●Entertainment News 11-11●

2182 選択 AlLIL.1967 2007-11-11 23:30:01 返信 報告

youtube にあります。 NEW Singleの告知のようです。

Re:●Entertainment News 11-11●

2183 選択 AlLIL.1967 2007-11-11 23:30:13 返信 報告

http://jp.youtube.com/watch?v=6XKTuDf8jTY
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Re:●Entertainment News 11-11●

2186 選択 カーディガン 2007-11-12 00:38:50 返信 報告

AlLIL.1967さん、こんばんは。
 さっそく、⾒ました。お知らせありがとうございます。グロリアスマインドの告知ですね。

 あ、もう今⽇からちょうど１か⽉後が発売ですね。予約はしましたが、延期とかないといいです。
 

Re:●Entertainment News 11-11●

2187 選択 ss 2007-11-12 02:53:20 返信 報告

発売まで待てない⼈はこちらにどうぞ・・・

http://jp.youtube.com/watch?v=AzQMbXJ9vyw

Re:●Entertainment News 11-11●

2190 選択 stray 2007-11-12 17:44:02 返信 報告

AlLIL.1967さん、ssさん、いつもありがとうございます︕
 お⼆⼈とも相当数のZARD映像をお持ちなのでしょうね。

 今後ともどうぞよろしくお願いします︕
 

Re:●Entertainment News 11-11●

2191 選択 皐 2007-11-12 18:22:22 返信 報告

AlLIL.1967さんにssさん、ありがとうございました(o^∇^o)☆ﾐ
 「グロリアス マインド」の発売が待ち遠しいですね♪♪
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Re:●Entertainment News 11-11● 発売楽しみです

2196 選択 ｍｆ 2007-11-12 21:21:34 返信 報告

こんばんは本⽇もこれから書き込み始めます いつもダウンロードしています グロリアスマインドいい曲ですね

Re:●Entertainment News 11-11●

2197 選択 アネ研 2007-11-12 22:52:12 返信 報告

こんばんは
 SSさんありがとうございます。

 こんなに⻑くは、はじめて聴けました。
 しかし、いい曲ですね。発売が楽しみです。

 これからも宜しくお願いします。

Re:●Entertainment News 11-11●

2198 選択 カーディガン 2007-11-12 23:01:27 返信 報告

SSさん、こんばんは。
 グロリアスマインドのサイトのご紹介、ありがとうございます。私は、ふつうは、１枚しか買わないのですが、グロ

リアスマインドは、保存⽤にもう１枚、予約したくなってしまいました。オリコンの上位、いえ、１位をねらうため
にも、発売⽇の週に購⼊します。さっそく、もう１枚予約してきます(^_-)-☆

Re:●Entertainment News 11-11●カーディガン様

2200 選択 ｍｆ 2007-11-12 23:17:14 返信 報告

こんばんは 本当のファンの⽅は２枚買われるんですね値打ちが出るという事もあるんですね

Re:●Entertainment News 11-11●
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2207 選択 ss 2007-11-13 02:55:33 返信 報告

カーディガンさん
 はじめまして。

私も２枚購⼊する予定です。

オリコン１位とミリオン達成できますように︕
 

織⽥哲郎

2136 選択 stray 2007-11-10 14:41:53 返信 報告

⻑⼾⼤幸とともにビーイングの創⽴に関与。
 B.B.クイーンズ「おどるポンポコリン」、 

 ⼤⿊摩季「チョット」、 
 中⼭美穂&WANDS「世界中の誰よりきっと」、

 DEEN「このまま君だけを奪い去りたい」など、
 1993年頃にBeing系の数々のヒット曲を量産するも、

 1998年のZARD「息もできない」を最後にビーイングを脱退。

ZARDへの楽曲提供は、シングルだけでこれだけある。
 ・Good-bye My Loneliness 

 ・不思議ね… 
 ・もう探さない 

 ・眠れない夜を抱いて 
 ・負けないで 

 ・揺れる想い 
 ・きっと忘れない 

 ・この愛に泳ぎ疲れても 
 ・あなたを感じていたい 
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 ・マイフレンド 
・⼼を開いて 

 ・君に逢いたくなったら… 
 ・⾵が通り抜ける街へ 

 ・My Baby Grand?ぬくもりが欲しくて? 
 ・息もできない

やや地味⽬なアルバム曲中⼼の栗林曲とは対称的に、
 パンチの効いたメロディはまさにシングル向き（⼤衆向き）。

 ZARDの売上げに対する貢献度はナンバー１でしょう。

⾃⾝で14枚のアルバムを発表しており、『SONGS』(1993) と
 『MELODIES』(2006) は、セルフカヴァー集となっている。

 『SONGS』で「揺れる想い 」を、『MELODIES』では「負けないで 」と
 「この愛に泳ぎ疲れても」をカヴァーしている。

最近、のりピー（酒井法⼦）カヴァーによる「世界中の誰よりきっと」が
 ⾃動⾞のCMで流れていますが、のりピーの名曲「碧いうさぎ」も織⽥曲であり、

 その繋がりによるものと考えられる。

ハスキーで男っぽい歌声です。「揺れる想い」をどうぞ︕

http://www.filebank.co.jp/wblink/30de4f74dab1c59c1b168dec0b167bfc
 （5.6Mのmp3、期間限定︓11/13まで）

Re:織⽥哲郎    stray様

2137 選択 ｍｆ 2007-11-10 16:03:54 返信 報告

こんにちは 仕事探しの閲覧のupありがとうございます
 参考にして探してみようと思います先ほど⼭から帰ってきました週末は天気よくないと思ったのですがいい天気なの

で助かりました

Re:歌い⽅
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2139 選択 皐 2007-11-10 17:13:42 返信 報告

織⽥さんボイス聞きました♡(笑)男性らしい歌声でカッコイイですね︕(●＞∀＜●)
 所⻑ありがとう(o≧∇≦o)☆ﾐ

 ところで、1つ思ったんですが、歌い⽅が誰かと似てません︖
 思い出せないんですが、こういう感じの歌⼿って昔いませんでしたっけ…(◎’u’◎)?

昔の曲に詳しい所⻑なら、思いつきそうな気がしますね♪♪(笑)

上⽥正樹かな︖

2140 選択 stray 2007-11-10 17:51:05 返信 報告

皐ちゃん、こんにちは︕
 漠然とししすぎてて絞り込めませんが（笑）、

 「悲しい⾊やね」の上⽥正樹のことかな︖

http://youtube.com/watch?v=0sKVS3UMJoY
 

Re:織⽥哲郎  似てますね

2141 選択 ｍｆ 2007-11-10 18:05:36 返信 報告

上⽥正樹と歌い⽅が似ていますね
 神⼾でも仕事をしていた事があります現場の前は⼤阪湾が広がっていました

Re:  そういえば

2142 選択 ｍｆ 2007-11-10 18:09:13 返信 報告

坂井さんと⼩林理恵⼦さんの歌い⽅もすごく似ていますよね 織⽥哲郎と上⽥正樹と⾔われてみれば歌い⽅が似てい
る

Re:織⽥哲郎
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2144 選択 atti 2007-11-10 19:38:28 返信 報告

本⽇⼊⼿しててきた、MFMにリリース記事がありました。
 12/12 90'Sヒットシリーズ(10作品)

｢BEST OF BEST 1000 織⽥哲郎」
 1000円にて、12曲をリリース。

 他に、⼤⿊摩希、T-BOLAN,MANISH,WANDS,ZYGY,Mi-Ke,
 FIELD OF VIEW,PAMELAH,B.B.QUEEN

PS.ZARD記事もありました。
 追悼Liveサポートメンバーのコメント〜

 

Re:織⽥哲郎

2145 選択 ss 2007-11-10 19:47:23 返信 報告

strayさん

Upありがとうございます。
 頂きました。

 Husky Voiceもなかなか良いですね。(^.^)

Re:織⽥哲郎

2150 選択 stray 2007-11-10 22:45:39 返信 報告

attiさん、こんばんは。
 ｢BEST OF BEST 1000 織⽥哲郎」の1000は、¥1,000円の1000ですね。

 ⼀瞬、1000曲も︕さすが織⽥哲郎︕って思っちゃいました（笑）。

ｍｆさん、こんばんは。
 航空機の⿃対策がボランティアの皆さんに⽀えられているとは知りませんでした。
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意義あるお仕事ですね、がんばって下さい。
Water（⼩林理恵⼦さん）は、初めは「ZARDそっくり」と話題になりましたが、

 その後は地道なストリートライブ中⼼に活動し、着実にファンを増やしている努⼒家さんです。
 今⽇は、残念ながら⾬で中⽌となってしまったようですが…。

 もうすぐ「クリスマスキャロルの頃には」（稲垣潤⼀のカヴァー）が出ますね。
 http://www.waterr.net/d_water2/diary.cgi

Re:織⽥哲郎

2152 選択 PAN 2007-11-10 23:24:00 返信 報告

かつての「渚のオールスターズ」を思い出します。 
 織⽥哲郎さん、栗林誠⼀郎さん、亜蘭知⼦さん、

 伊藤⼀義さん、TUBEのメンバーと豪華な⾯々が集結した
 スペシャルユニットです。昨年再結成した時は愛内⾥菜

 さんも参加しました。

「いつまでも変わらぬ愛を」は今でも凄く好きな曲で、
 当時は「世界中の誰よりきっと」といっしょにカラオケ
 でよく歌っていました。 今ではカラオケ卒業しちゃい

 ましたけど（笑）
 

「渚のオールスターズ」といえば

2154 選択 アネ研 2007-11-10 23:57:18 返信 報告

mikeの「思い出の九⼗九⾥浜」を思い出します。
 オー千葉つながりだ︕︕（千葉つながりはギャグだっか︕）

 http://jp.youtube.com/watch?v=WVywALTbf40

Re:織⽥哲郎  stray様
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2155 選択 ｍｆ 2007-11-11 00:00:13 返信 報告

⼩林理恵⼦さんのUPありがとうございます 容姿 歌い⽅がすごく好きなんです アルバムはまだ出てないのかな︖
 今後が楽しみなアーティストですね

Re:織⽥哲郎

2157 選択 PAN 2007-11-11 00:14:50 返信 報告

おっと、mikeの名曲で千葉につながりましたね︕ 
 最近、千葉に敏感に反応するようになりました（笑）

Re:織⽥哲郎

2158 選択 カーディガン 2007-11-11 00:31:54 返信 報告

CDは持っていましたけど、１枚だけでした。
 ZARDを語る上で、重要な⼈ですね。本⼈の歌は、私の趣味ではないのですが、ZARDサウンドにはとてもマッチして

いました。織⽥さん、ありがとうございました。再追加の追悼ライブには、ぜひ、きてください(^^♪
 ⻑⼾さんて、いろいろとかかわっていたんですね。⻑⼾さんの作詞した歌はよくカラオケで歌っていましたね。うー

む、ぜんぜん知りませんでした。○○さんの歌なんて、もうはまっていました。でも、今は、泉⽔さんの歌が⼀番いい
ですね。歌がよくて惹きつけられましたので。⻑⼾さん、たくさんの名曲をありがとう(^.^)/~~~

 

Re:所⻑へ☆

2164 選択 皐 2007-11-11 14:28:28 返信 報告

質問がアバウト過ぎましたね(笑)上⽥正樹さんって初めて知ったので
 その⼈じゃないと思いますけど、歌い⽅は確かに似てる︕(◎’□’◎)(笑)

 もしかしたら、上⽥正樹さんの歌をどこかで聴いて、
 知らずに記憶してたのかもしれませんね☆ﾐ
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. オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [2185]エンターテイメントニュース(2) [2119]CHASE 1(9) [2153]ZARD研究所 マスコット募集(4) [2159]君に逢いたく
なったら・・・のPV(9) [2175]●●● NO.「こんなにそばに居るのに」3パターン ●●●(0) [2107]「LOVE~眠れずに君の横顔ずっと⾒
ていた」について(14) [2079]テレビ東京 PVTV 11/8 (23) [2088]泉⽔さんが１＄札に(4) [2071]スレ⽴てして申し訳ありませ
ん｜ﾟДﾟ)))ｺｿｰﾘ!!!!(6) [2046]ごゆっくりと☆(8)

新しい話題を投稿する

« 23 22 21 20 19 18 17 16 15 »

エンターテイメントニュース

2185 選択 KOH 2007-11-12 00:08:48 返信 報告

あげました︕︕
 http://www.filebank.co.jp/wblink/5e037cc194fe37e3ba4c378f04ac6e01

KOHさん、ありがとう︕

2189 選択 stray 2007-11-12 17:41:32 返信 報告

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧
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いつもありがとうございます。
ブレザーを着て歌ってるシーンが⼀瞬だけ映りますが、それだけでも貴重です（笑）。

 （追悼ライブ「この愛に泳ぎ疲れても」の１シーン）

Re:エンターテイメントニュース

2192 選択 皐 2007-11-12 18:25:34 返信 報告

KOHさんこんばんは︕☆ﾐ 早速頂きました(o^∇^o)
 本当にいつもありがとうございますね〜︕(o≧∇≦o)

CHASE 1

2119 選択 ALIL.1967 2007-11-09 04:47:05 返信 報告

no comment

Re:CHASE 1

2120 選択 ALIL.1967 2007-11-09 04:47:20 返信 報告

ttp://jp.youtube.com/watch?v=DgFboqTcfUw

Re:CHASE 1

2121 選択 stray 2007-11-09 07:41:22 返信 報告
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ALIL.1967さん、どうもありがとうございます︕
残念ながら未公開映像はありませんが、３週連続の企画のようなので、

 「CHASE 2」「CHASE 3」に期待しましょう︕

私も２、３⽇遅れでUPできる環境を確保しました。無理⾔って申し訳ありませんでした。

Re:CHASE 1

2147 選択 ALIL.1967 2007-11-10 21:34:11 返信 報告

先頭のhを抜かしてしまいました。youtubeでご覧ください。

http://jp.youtube.com/watch?v=DgFboqTcfUw

Re:CHASE 1

2148 選択 ｍｆ 2007-11-10 22:24:33 返信 報告

ありがとうございます あの番組は当地域では放映されないため来週以降もよろしく頼みます

Re:CHASE 1

2149 選択 ｍｆ 2007-11-10 22:28:07 返信 報告

このサイトに書き込みを始めて楽しいです 
 巨⼤掲⽰板に書かれている内容は低俗で悲しい内容ですが

 ITの勉強が必要みたいです

ALIL.1967様へ

2171 選択 Ｔ２８ 2007-11-11 19:20:35 返信 報告

こんばんは。いつもお世話になっております。
 テレ東は当⽅も視聴及び録画は出来るのですが、ネットに上げることが出来ません。（泣）
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今回も動画のアップ、ありがとうございます。感謝しております。
ALIL.1967様にはお世話になりっぱなしで、⼤変申し訳御座いません。

 また、研究所へもご配慮頂き、重ねてお礼申し上げます。

お礼とご挨拶が遅れましたことを、お詫びいたします。
 今後ともZARD研究所を⽀えて下さい。どうぞよろしくお願いいたします。

 

Re:CHASE 1

2176 選択 カーディガン 2007-11-11 21:20:38 返信 報告

ALIL.1967様、皆様、こんばんは。
 ALIL.1967様、遅くなりましたが、先⽇のCHASE 1のyou tubeへアップしていただき、ありがとうございます。い

つもアップしていただいたり、コメントしていただいたり、所員のようですね。そのうちお誘いがあるかもしれませ
んね（笑）また、いろいろと、どうぞよろしくお願いいたします。

Re:ALIL.1967さんへ☆

2178 選択 皐 2007-11-11 21:58:34 返信 報告

こんばんは☆ﾐ 私もALIL.1967さんにとてもお世話になっている⼀⼈です＾＾
 動画のUPに関しては、いつもありがとうございますね︕

 部⻑も仰っているように、研究所へのご配慮を⼼から感謝しています︕☆ﾐ

私は映像から加⼯画を作る事も多いので、そういう⾯でもALIL.1967さんに
お世話になっているので、重ねてお礼申し上げます(o^ω^o)
これからもヨロシクお願いしますね︕(o^∇^o)

Re:CHASE 1

2184 選択 AlLIL.1967 2007-11-11 23:37:37 返信 報告
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Ｔ２８さん，カーディガンさん，皐さん
こちらこそ，いつもありがとうございます。

ZARD研究所 マスコット募集

2153 選択 アネ研 2007-11-10 23:47:16 返信 報告

今⽇⼀⽇、頭からはなれないのを載せて⾒ます。
 

Re:ZARD研究所 マスコット募集

2170 選択 カーディガン 2007-11-11 19:11:19 返信 報告

「ゼーーーーット」と、いつもキメのポーズを決めるゼンダマン。タイムボカンシリ
ーズのなつかしいキャラです。

 このシリーズは、悪役のほうが⼈気者︖なのですが、このキャラは、善⽟のほうもけ
っこうかっこいいのです。

 ♪イノチノモトを（探して探して）
  未来へ過去へ（⾶んで⾶んで） 

Re:ZARD研究所 マスコット募集

2173 選択 カーディガン 2007-11-11 19:53:32 返信 報告
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アニメゼンダマンの真の主役はこちらかもしれないです。
お⾊気の「ムージョ」天才の「トボッケー」⼒の「ドンジューロー」

 悪役ですが、憎めないやつらです。
 下のURLを開けば、タツノコプロの作品がよくわかります。

http://www.tatsunoko.co.jp/tatsunocomm/Database/zendaman/zendaman.html

Re:ZARD研究所 マスコット募集

2177 選択 stray 2007-11-11 21:30:27 返信 報告

タツノコプロといえば「ハクション⼤魔王」ですねぇ。
 私が⼩学⽣の頃だったと思います（古っ︕）。

⼦供ながらに、少しアクのあるジョークが⼤好きでした（笑）。
 「Ｚ研」から脱線しましたが、「Ｚ剣」で画像探してみたのですが⾒つからなくて…。

Re:ZARD研究所 マスコット募集

2181 選択 アネ研 2007-11-11 22:09:24 返信 報告

カーディガンさん、所⻑、レスありがとうございます。

カーディガンさんへ
 いつの⽇にかZ研で集まることがあったら、ゼンダマンの「Z」のポーズで集まりたいものですね。

 スカーフが⻑くないと無理ですが（笑）

所⻑へ
 ハイなときに誰かに呼ばれると「呼ばれて⾶び出てジャジャジャジャーン」と⾔いたくなります。（笑）
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君に逢いたくなったら・・・のPV

2159 選択 KOH 2007-11-11 03:27:40 返信 報告

みなさんこんばんはです︕
 2つバージョンがあるんですね!!

 ⼀つはル・ポルトフォリオにも⼊ってる物、もう⼀つはBGのZARD BLEND ~SUN&STONE~の全曲紹介で流れた物。
 今まで気付きませんでした!後者はほかにも流れてたんでしょうか?

 http://www.filebank.co.jp/wblink/bfa17f9f0dd014533112360ebebd2456
 あまり画質良くないですが・・。

Re:君に逢いたくなったら・・・のPV

2161 選択 PAN 2007-11-11 08:08:03 返信 報告

KOHさん、おはようございます。 
 早速、拝⾒させていただきました。 

 「君に逢いたくなったら･･･」のPVはル・ポルトフォリオ
 版（アトリエの泉⽔さん）だけではなかったんですね。

 これは知りませんでした〜。 
 ⼤変貴重な映像、ありがとうございました︕︕ 

 

Re:君に逢いたくなったら・・・のPV

2162 選択 stray 2007-11-11 08:22:11 返信 報告

KOHさん、おはよう︕
 「君に逢いたくなったら・・・」は別ver.が存在します。

 ZARD BLEND ~SUN&STONE~のときに制作したもので、
 music272やNO.では流れてましたよ。

 私が持ってるのも画質的にはさほど変らないかもしれません（笑）。
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Re:君に逢いたくなったら・・・のPV

2163 選択 KOH 2007-11-11 09:46:02 返信 報告

所⻑、PANさん、おはようございます︕

＜ZARD BLEND ~SUN&STONE~のときに制作したもので、 
 ＜music272やNO.では流れてましたよ。

そうですか〜︕︕ほかにもこういう感じの作り替えパターンってあるんですかね︖
 あ、そうそう、今⽇のエンタメニュースでグロリアスマインドの事が載ってたのでチェックしますね〜︕︕

Re:君に逢いたくなったら・・・のPV

2165 選択 皐 2007-11-11 14:32:39 返信 報告

KOHさんこんにちは(o^∇^o)「君に逢いたくなったら…」のPVは2パターンありますよね☆ﾐ
 他の曲でもあったりするのかな…??＾＾

 ところで、今⽇はエンタメニュースでグロリアスマインドの事が載ってたんですか︕
 チェックよろしくお願いしますね︕(o≧∇≦o)

ヴァージョン違いPV

2166 選択 stray 2007-11-11 17:57:16 返信 報告

皐ちゃん、こんばんは︕
 私が持ってるヴァージョン違いPVです。

「君がいない」（追悼番組で放映済み）
 「揺れる想い」（追悼ライブで使⽤）

 「この愛に泳ぎ疲れても」（追悼ライブで使⽤）
 「愛が⾒えない」

 「君に逢いたくなったら…」（KOHさんが紹介）
 「今⽇はゆっくり話そう」（静⽌画ver.）
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その他、細かい違いがあるのは、たくさんありますよ（笑）。⾒たい︖（笑）

Re:君に逢いたくなったら・・・のPV

2167 選択 ｍｆ 2007-11-11 18:28:06 返信 報告

研究所のの皆さん今晩は先ほど帰ってきました 君に逢いたくなったらダウンロ－ドしましたありがとうございます
 今晩もよろしく

みたいなぁ︕︕

2172 選択 KOH 2007-11-11 19:51:10 返信 報告

かなり⾊々ありそうですね︕︕
 良かったらよろしくです〜。

エンタメニュースチェックしました︕
 ⽬新しい映像はなかったですね。あとで上げますね︕

KOHさん、皐ちゃん

2174 選択 stray 2007-11-11 19:56:53 返信 報告

上の⼀覧にない、「こんなにそばに居るのに」３パターンを準備中です（笑）。少々お待ちを。

エンタメニュースどうぞよろしく︕︕
 

Re:⾒たい♡(笑)

2180 選択 皐 2007-11-11 22:03:48 返信 報告

所⻑パパ、ぜひぜひお願いします︕(*≧∇≦*)
 「愛が⾒えない」や「今⽇はゆっくり話そう」に

 ヴァージョンの違いがあるんですね︕(’□’)知らなかった〜︕
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UPされている「こんなにそばに居るのに」ありがとうございますね︕
早速いただきました♪

●●● NO.「こんなにそばに居るのに」3パターン ●●●

2175 選択 stray 2007-11-11 20:34:55 返信 報告

久しぶりに「NO.」をUPします。

「こんなにそばに居るのに」3パターンを⼀挙にどうぞ︕

http://www.filebank.co.jp/wblink/ed91624d425f345ee9bb4c6ece627d44

62MのWMVファイルです。
 （期間限定︓11/17まで）

 

「LOVE~眠れずに君の横顔ずっと⾒ていた」について

2107 選択 アネ研 2007-11-08 23:36:10 返信 報告

こんばんは、なんの脈絡もありませんが、最近「TODAY IS ANOTHER DAY」を聴きまくってますが、「LOVE」が特に気に
⼊ってます。

 ＞今⽇も⼀⽇ 謙虚を装って
 他⼈に調⼦を合わせ

 「バランスがいいと」誉められては ⾃分を⾒失う

景気のいい話ばかり求め
 好成績を上げたとしても
 ⽤が終われば 捨てられる ボロボロのダンボール
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前半のちょっと「会社のいい⼦ちゃん」をからかったところが、なんとも好きです。
後半の詞より、私はOL時代がベースにあるのでは︖とにらんでいます。さらに調べてみます。

 http://www3.ctktv.ne.jp/~okazaki/daiichi.htm

Re:アネ研さんへ

2108 選択 ｍｆ 2007-11-08 23:55:04 返信 報告

企業というところは⼈を使い捨てにしますね私もそれを感じます 私も3ヶ⽉連続出勤など苦しかった事があります
 私の勤務していた会社でも精神的におかしくなり⽌める⼈がかなりいました 坂井さんも会社がいやになっつたのか

なそれで歌⼿に転⾝したのかと感じます
 アネ研さんも頑張ってください私も頑張りますいい情報があったら教えて下さい

mfさんへ

2109 選択 アネ研 2007-11-09 00:28:02 返信 報告

こんばんは、はじめまして
 レスありがとうございます。

 あと45分コヒーでも飲んでがんばりましょう。

Re:アネ研さんへ

2110 選択 ｍｆ 2007-11-09 00:28:58 返信 報告

本⽇は１︓１０より坂井さんの映像を⾒られるのでしょ
 私も⾒ようと思います OB会が⾮公式サイトを作るという場合は離職者が多い会社ともいえます

 それが歌詞に現れたとも感じます 私も今は失業中ですので・・・・

Re:アネ研さんへ

2111 選択 ｍｆ 2007-11-09 00:36:56 返信 報告
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どうしても坂井さんの画像みたいですね 先ほどまでお酒を飲んでいました本⽇は睡眠不⾜にて仕事です 先ほどよ
りアイスコーヒーに切り替えました

 お仕事頑張ってください

Re:「LOVE~眠れずに君の横顔ずっと⾒ていた」について

2114 選択 ｍｆ 2007-11-09 01:33:40 返信 報告

当地域では番組の体系が違い⾒られませんでした 残念
 このサイトでupして下さったものを⾒たいです

Re:mfさんへ

2115 選択 アネ研 2007-11-09 02:03:09 返信 報告

それは残念でしたね（悲）、私はどうにか⾒れました。
 内容はmfさんのHNの謎が隠されたpv(私がそう思い込んでるだけですが）が流れて、「負けないで」とDVDライブの

映像と、ZARDの紹介程度でした。
 次回は追悼コンサートとのことです。次回に期待しましょう。

H／K ssさんやZ板でよたろさんが紹介してる
 「GOOD DAY」のカバー

 http://www.youtube.com/watch?v=ffZqlRvm6-4
 って、「冬のソナタ」「哀愁のペーパー」からもZARDにリンクしますね。なんだか笑えます。（笑）

Re:来週に期待

2118 選択 ｍｆ 2007-11-09 02:43:14 返信 報告

来週似期待しましょう おやすみなさい

Re:「LOVE~眠れずに君の横顔ずっと⾒ていた」について
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2122 選択 stray 2007-11-09 13:00:25 返信 報告

アネ研さん、こんにちは。
 「LOVE~眠れずに君の横顔ずっと⾒ていた」は、”OL時代をベース”に書いた詞。

 なるほど︕納得です。さすがアネ研さん、⽬の付けどころが違いますね。
 ご紹介のURLは、泉⽔さんの事故後、本家でも紹介されてました。

 「GOOD DAY」のカバーは、タイトルが「Goodbye」と変えられてるんですね︕
 歌声は別にして、私はこういうアレンジ好きです。

>「冬のソナタ」「哀愁のペーパー」からもZARDにリンクしますね。 
これが意味不明だったのですが（笑）、どういう意味ですか︖

ｍｆさん、こんにちは。
 昨夜は遅くまで起きてらしたのに残念でしたね。

 別スレに、ALIL.1967さんが早速アップして下さいましたのでご覧下さい。
 来週以降に期待しましょう︕（笑）

 

Re:アネ研さんこんばんは

2129 選択 ｍｆ 2007-11-09 21:51:07 返信 報告

本⽇はレスする⼈が少なく寂しいですね upの画像楽しみにしています 今⽇は花の⾦曜⽇なのでみんなどこかへ⾏
っているんでしょう 施⼯会社時代は⽉⽉⽕⽔⽊⾦⾦で

 花の⾦曜⽇の意識いなかったな 明⽇の皆さんのレスに期待します

週末は⾬ですね。

2131 選択 アネ研 2007-11-09 23:24:10 返信 報告

ｍｆさんへ
 ｍｆさんも今ごろは昨⽇の映像⾒れてるのでしょうね。

 しかし、ライフルでのそういう仕事があるとは驚きです。サップかと思いました。（怖笑）
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所⻑へ
あんまり深い意味はないですが（汗汗）、この「Goodbye」のpvの映像って「冬のソナタ」のパロディで「哀愁のペ
ーパー」も「冬のソナタ」のパロディなので「冬のソナタ」つながりでＳＰの「ハートに⽕をつけて」につながる。
もし、泉⽔さんの曲のカバーでなくてもつながってたということです。おさがわせしました。（笑）

Re:「LOVE~眠れずに君の横顔ずっと⾒ていた」について

2132 選択 カーディガン 2007-11-09 23:53:55 返信 報告

こんばんは、アネ研さん、皆様。
 今⽇は、グロリアスマインドを予約してまいりました。

 ツタヤはどうもレンタルがメインのようで、⼊荷について要領をえないような感じで、ＨＭＶで予約してまいりまし
た。たぶん、店頭にも並ぶかとは思いますが、念のため、予約をしてきました。

 さて、「LOVE~眠れずに君の横顔ずっと⾒ていた」なのですが、なつかしい曲です。気分によって、いろいろ聴きた
くなるでしょうね。アネ研さんは、最近、この曲に近い⼼境なのでしょうか︖

 哀しいかな、世の現実ですね、これを解決できることは、・・・。
 わたしは、毎朝、「カラッといこう︕」です。間違っても、朝には、同じシングルの「悲しいほど貴⽅が好き」は聴

けません。今も、涙が⽌まりません・・・。

Re:アネ研さんへ

2133 選択 ｍｆ 2007-11-10 00:37:40 返信 報告

⾒ましたありがとうございます 3週にわたってあるという事なのでupしてもらえたらうれしいです ⼤晦⽇の番組
はzardの特集でもしてくれればいいのにと感じます

 紅⽩ ｋ１ ヒーローズここ数年ずっとそうですよね
 ⼤晦⽇の変化が欲しいところですね

 

ドキリ︕

2134 選択 アネ研 2007-11-10 01:28:04 返信 報告
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カーディンさんへ
＞最近、この曲に近い⼼境なのでしょうか︖

 ドキリ︕としました。⾃覚してませんでしたが、すこし思い当たります。（笑）
 朝に「カラッといこう︕」ですか、いいですね。私はついついラジオですね。帰りはなぜか、ほとんどアルバム「⽌

まっていた時計が今動きだした」ですね。（笑）
 Z板で管理⼈さんが書いてますがこのアルバムから5曲ライブで唄われてますが、ほんと過去のヒット曲だけにたよら

ずZARD健在という感じで嬉しいですね。
 また明⽇「グロリアス マインド」予約しようとおもいました。

mfさんへ
 そうですね、⼤晦⽇はむりでも年末にテレビ朝⽇かちばテレビあたりにZARD特集して欲しいですね。

Re:本⽇もいい天気

2135 選択 ｍｆ 2007-11-10 10:25:39 返信 報告

おはようございます週末は⾬かと思いましたがいい天気となりました 今⽇は⼭に出勤です ⾬が降ったら1⽇中zar
dの曲を聴いているのです 本⽇もよろしく 

テレビ東京 PVTV 11/8 

2079 選択 atti 2007-11-08 01:24:01 返信 報告

皆さん、こんにちは。
 前回、スレ内に記述しましたが、

番組表に記述されたので、新スレとして・・・

どのような内容になりますかね。

■テレビ東京
 11/8(⽊) 25:10-25:40
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PVTV
以下引⽤(Yahoo!テレビ)

 ザード特集▽⼩⽥＆槙原名曲
 以下、引⽤(Infoseekテレビ)
 ▽ＺＡＲＤ・秘蔵映像

以上、録画をしましょう〜(⽇付間違えしないようにGコードやEPGにて予約）

Re:テレビ東京 PVTV 11/8 

2081 選択 atti 2007-11-08 01:44:46 返信 報告

mfさん、こんにちは。

普通のTV放送です。テレビ東京(12ch)
 放送エエリアは関東地区以外はちょっとわかりません。

PS.巨⼤掲⽰板に、先週の放送にて予告としてタイトルがUpされていました。

Re:テレビ東京 PVTV 11/8 質問

2082 選択 ｍｆ 2007-11-08 01:55:54 返信 報告

普通のテレビ番組だったのですね
 初歩的なことですが25:10-25:40  25というのは夜中の1時という意味ですね 

 

Re: 

2083 選択 ｍｆ 2007-11-08 02:04:18 返信 報告

テレビ東京 PVTV 11/8を⾒てみようと思います
 このサイトの皆さんは親切に教えてくれるので嬉しいです

 今後ともよろしく おやすみなさい
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Re:テレビ東京 PVTV 11/8 

2085 選択 stray 2007-11-08 09:09:55 返信 報告

attiさん、おはようございます。
 情報詳細どうもありがとうございます︕ 今夜が楽しみですね︕

 所員の数⼈がテレビ東京試聴エリアに在住しておりますが、
 録画はできてもネットにUPする技術を有しておりません。

密かに、ALIL.1967さんに期待しているのですが（笑）、
 ALIL.1967さん︕テレビ東京はご覧になれますか︖

Re:テレビ東京 PVTV 11/8 

2086 選択 Ｔ２８ 2007-11-08 10:48:44 返信 報告

おはようございます。
 attiさん、いつも⼤事な情報をありがとうございます。

 attiさんのお知らせがなければ、おそらく⾒逃していたでしょうね。感謝します。
 我が家のビデオ、安物のオンボロでGコードも無いです。（泣）

 でも、11/9の⽇付で録画予約したのできっと⼤丈夫でしょう。（笑）
 

Re:テレビ東京 PVTV 11/8 

2087 選択 AQUA 2007-11-08 15:31:09 返信 報告

attiさん、はじめまして。
 みなさん、こんにちは＾＾

attiさん、貴重な情報、ありがとうございました︕
 ⾒逃してしまうところでした。

 早速予約します♪
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Re:テレビ東京 PVTV 11/8 

2089 選択 ss 2007-11-08 17:02:36 返信 報告

皆さん、はじめまして。
 ssといいます。

こちらでは、テレビ東京が放送されません。(涙)
 何⽅か、Upして戴けると有り難いです。

先⽇、皐さんのギャラリーで粗品を頂きましたので、
 お礼です。

GOOD DAY カバー(韓国ver.)
 http://jp.youtube.com/watch?v=ffZqlRvm6-4

http://jp.youtube.com/watch?v=7ZYc02R7a-A

質問ですが、「Special Gallery」はどうすれば
 観れるのでしょうか︖

Re:テレビ東京 PVTV 11/8 

2090 選択 ｍｉｙａ 2007-11-08 17:04:04 返信 報告

こんばんは（︕︖） 区役所の５時のチャイムが鳴っています。

⼀度、⽇付が変わっての予約で痛い⽬にあっております(>_<)

今夜はあまり使ったことのない「TV fun STUDIO」でしっかりと予約しました。
楽しみです︕

 

Re:ssさんへ

2092 選択 皐 2007-11-08 18:15:04 返信 報告
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ssさん初めまして☆ﾐ 皐と申します＾＾
ギャラリー⾒てくださったんですね︕ありがとうございます(*≧∇≦*)

部⻑⼒作の「Special Gallery」の⾒⽅ですが、
 2つのファイル(SG.swfとSG.html)を同じフォルダに⼊れると⾒れますよ♪

 そのフォルダは適当に作ったもので構いません＾＾
 やってみてくださいね〜☆ﾐ

P.S.「GOOD DAY」のカバー(韓国ver.)、ありがとうございました︕

ssさんへ

2093 選択 Ｔ２８ 2007-11-08 18:27:01 返信 報告

はじめまして、Ｔ２８と申します。
 綺麗な画像ありがとうございます。有り難く頂戴します。

実はサポート担当なのですか、遅くなってしまいました。
 「Special Gallery」は、皐さんのご説明通りで⾒られます。是⾮ご覧下さい。

テレ東の番組ですが、きっとどなたかがアップしてくれると思いますので、またチェックして下さいね。

Ｐ.Ｓ. 皐ちゃん、サポートありがとうね♡
 

Re:attiさんありがとう

2096 選択 ｍｆ 2007-11-08 19:00:26 返信 報告

こんばんは 本⽇もよろしく今録画のセットをしました
 情報ありがとうございます ss様はじめまして私も新⼈ですがよろしくお願いしますいい情報を教えて下さい

今⽇１︓１０〜１︓４０ならおきていようかな6時には家を出るので少し厳しい

Re:テレビ東京 PVTV 11/8 

2097 選択 ミキティ 2007-11-08 19:11:50 返信 報告
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みなさん こんばんは（＾－＾）
 今⽇も良いお天気になりました♪

 暦の上では今⽇から⽴冬 冬の始まりですね

研究所のみなさま ファンのみなさま お⾝体を⼤切に
 あたたかくしてお過ごしくださいね（＾－＾）

attiさん 今夜の番組の情報 ありがとうございます
 (^o^)⼃

 必ず観ます☆

 ｓｓさん 私も みなさんにサポートいただいて素敵な
 Ｇaiieryを観ることが出来ました みなさんのあたたかさに感謝しています ありがとうございます

 無事に観ることが出来ますように(^^)/

 そして素敵なプレゼントをありがとうございます

  
   mfさん 関⻄のお話もたくさんお聞かせくださいね(^o^)

 

皐さん、Ｔ２８さんへ

2099 選択 ss 2007-11-08 19:45:00 返信 報告

2つのファイル(SG.swfとSG.html)を同じフォルダに⼊れるとのことでしたが、SG.swfとSG.htmlファイルは
 何処にあるのでしょうか︖

Re:テレビ東京 PVTV 11/8 ミキティさんこんばんは

2100 選択 ｍｆ 2007-11-08 20:10:12 返信 報告

ミキティさんこんばんは 関東のかたですね私も関東では宮城県の蔵王のふもとで仕事をしていた事があります ⼀
番驚いたのは⾔葉の違いですね 標準語 暖かい→当地域 ぬくい  というような違いがあります 瀬⼾内の温暖
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な気候ですが寒いときもあります 関東の⾯⽩い話をたくさん聞かせてください 私の住んでいるところは桃太郎伝
説発祥の地と⾔われています 有名な剣豪 宮本武蔵はこの県の出⾝です 横溝正史も⼩説の舞台となったこともあ
ります

ssさんへ

2102 選択 Ｔ２８ 2007-11-08 20:11:39 返信 報告

⼤変申し訳御座いません。
 ファイルはダウンロードしているのだと、勘違いしていました。

 「Special Gallery」は皐ギャラリーオープン記念のため、期間限定でDLして頂いたものです。
 申し訳ないですが、現在はDLすることは出来ません。

「SP」ですが、今Webで公開出来るように準備中です。
 もうしばらくすれば公開出来ると思いますので、その時は是⾮ご覧下さい。

 申し訳ありませんが、それまでお待ち下さい。
 

Re:テレビ東京 PVTV 11/8 録画に⾃信がない

2105 選択 ｍｆ 2007-11-08 21:10:47 返信 報告

録画がうまくいかなくてもこのサイトにupしてくださると思うので安⼼しています 明⽇は関⻄から天気が崩れてく
ると思います 関東地⽅は天気が悪いかも︖

  今⽇は1︓40まで起きていようかな思います

Re:テレビ東京 PVTV 11/8 CHASE1過去

2116 選択 atti 2007-11-09 02:05:37 返信 報告

こんにちは。attiです。期待通りであったのかは︖
 リアルタイムで⾒ていました。

 PC録画しましたが、まだ画像変換の環境を整えていないのです〜。touch⽤に構築しようと思いながらも・・・
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内容はブログに書きましたが、3回に分けて放送する
過去、現在、未来

 今回は過去についての1:24〜1:26までの短いものでしたね。

http://atti.jugem.cc/

Re:テレビ東京 PVTV 11/8 atti様へ

2117 選択 ｍｆ 2007-11-09 02:29:48 返信 報告

当地域では番組の構成が違い⾒られませんでした
 残念です 内容が少しいまいちであったとほかのサイトにも書いてましたね ２ｈぐらいの特集で坂井さんの映像を

流してくれればいいのにと思う
  おやすみなさい

ssさん、ようこそ︕

2124 選択 stray 2007-11-09 13:12:15 返信 報告

はじめまして、所⻑のstrayです。

「GOOD DAY カバー」のご紹介ありがとうございました。
 同じ⼈かどうかわかりませんが、「Final Fantasy-少⼥の頃に戻ったみたいに」を

 前にネットで⾒たことがあります。映像と歌詞がマッチしてて感動ものでした︕

Special Gallery は、美術館別館に置いて公開できるよう検討中です。
もう少々お待ち下さい。

Re:テレビ東京 PVTV 11/8

2125 選択 stray 2007-11-09 13:19:05 返信 報告

ｍｆさん、こんにちは︕
 #2106の写真ですが、右脇に抱えてらしゃるのはライフル銃ですか︖
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空港で、害獣駆除のボランティア︖
CAさんは美しい⽅が多いですが、泉⽔さんの美しさにはかないませんね。

attiさん、いろいろと情報ありがとうございました︕
 次週と次々週に期待しましょうね︕（笑）

 ｍｆ（マイフレンド）の映像で、建物の横を⼤きく⼿を振って歩くシーンは初出ですかね︖

Re:テレビ東京 PVTV 11/8 こんばんは 

2126 選択 ｍｆ 2007-11-09 17:58:05 返信 報告

こんばんは 研究所の皆さん
 昨夜は少し残念でした ただいまより書き込みしますよろしく ボランティアの内容と⾔うのは空港の⿃の駆除です

 航空機のローターに⿃が吸い込まれると莫⼤な損害が発⽣するため市より委託の駆除業務です でもなるべく獲らな
いようにしてます 射程外から散弾銃を撃って追い払うようにしてます 本⽇もよろしく

 

Re:テレビ東京 PVTV 11/8 

2128 選択 ss 2007-11-09 21:42:13 返信 報告

Upされています。

http://jp.youtube.com/watch?v=odsjVOyEg-w

Re:テレビ東京 PVTV 11/8 ｓｓさんへ

2130 選択 ｍｆ 2007-11-09 21:56:01 返信 報告

ありがとうございます きのう⾒る事ができず残念でした
 今後ともよろしく
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泉⽔さんが１＄札に

2088 選択 stray 2007-11-08 16:59:51 返信 報告

こんなものがあるとは︕ 知りませんでした。

http://page9.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/k46554916

http://page7.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/g61576027

Re:泉⽔さんが１＄札に

2094 選択 Ｔ２８ 2007-11-08 18:31:54 返信 報告

こんばんは。
 こんなのあるんですね。画像だけ⾒せられたら「偽物だろ︕」って⾔っちゃいそう。（笑）

 しかも⼀枚は、｢promised you｣のジャケ写じゃないの︖
 所⻑、⼊札しないの︖（笑）

 

Re:泉⽔さんが１＄札に 驚きです

2095 選択 ｍｆ 2007-11-08 18:53:33 返信 報告

こんばんは 本⽇もよろしく
 そんなものがあるのですね ＄紙幣に載った初めての⽇本⼈ですね

Re:泉⽔さんが１＄札に

2098 選択 ミキティ 2007-11-08 19:31:04 返信 報告

こんばんは(^o^)

夢⾒たいな１＄札ですぅ

 私に新たな発⾒です︕(^^)/
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所⻑さまの シークレットお顔紙幣も拝⾒したいです(^・^)

Re:泉⽔さんが１＄札に

2123 選択 stray 2007-11-09 13:06:03 返信 報告

現在３，３００円の値が付いています。
 最後は５千円突破かな︖

部⻑、私は単に持ってるだけのグッズは興味ないんです（笑）。

ｍｆさん、泉⽔さんの肖像⼊りがあるってことは、他にもたくさんあるのだと思います。

ミキティさん、私の「シークレットお顔紙幣」︕︕（笑）
 誰も欲しがらなくて、オークションに出したら原価（１＄）割れします（笑）。

スレ⽴てして申し訳ありません｜ﾟДﾟ)))ｺｿｰﾘ!!!!

2071 選択 スマイル 2007-11-07 21:45:06 返信 報告

遅れてしまいましたが、皐さんギャラリーオープンおめでとうございますゎｰｨ♪ヽ(*´∀｀)ﾉ
 また時間がとれる時にゆっくり拝⾒させていただきます♪

それではまた〜｜出⼝｜ λ............トボトボ

Re:スレ⽴てして申し訳ありません｜ﾟДﾟ)))ｺｿｰﾘ!!!!

2073 選択 Ｔ２８ 2007-11-07 22:41:40 返信 報告
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スマイルさん、こんばんは。お久しぶりです。
「皐ギャラリー」へのご祝辞ありがとうございます。

 今度来るときは、ゆっくりしていってね〜。
 

Re:はじめまして スマイルさま

2074 選択 ｍｆ 2007-11-07 22:42:51 返信 報告

こんばんは 先週よりこのサイトに投稿始めました研究のためこのサイトにお世話になろうと思いますよろしくお願
いします 

スマイルさん、いらっしゃ〜い

2075 選択 stray 2007-11-07 23:11:55 返信 報告

こんばんは︕お久しぶりですね。
 今⽇でちょうど１週間ですが、１⽇平均３００⼈以上のご来場を頂いております。

 お暇なときにゆっくりとご観覧下さいませ。

スレ⽴てのことはお気になさらずに、なんぼでもどうぞ︕（笑）

Re:upの写真について

2076 選択 ｍｆ 2007-11-07 23:44:08 返信 報告

⿊いスーツ姿の坂井さん好きですね負けないででＭステに出演したときもあの着こなしでしたね5〜6年より⼥性の営
業服は⿊の服が主流になったように感じます

 事務所を訪ねてきた⼥性の営業の⽅にアーバンホールの営業の⽅ですかいってしまったことがあります（笑）
 冷や汗ものでした

Re:デジカメの勉強中です

2077 選択 ｍｆ 2007-11-08 00:22:24 返信 報告
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皆さんが投稿されているようなすばらしい写真のUPができるように勉強しています でもこのサイトは楽しいですね
このサイトを⾒ると⼼が休まるようです

 ⼜明⽇もよろしく おやすみなさい

Re:嬉しいです♪♪

2091 選択 皐 2007-11-08 18:10:08 返信 報告

スマイルさんこんばんは☆ﾐ お祝いの⾔葉をありがとうございますね(o^∇^o)
 ちょこちょこと更新されていくと思うので、チェックしてもらえると嬉しいです♪♪

 またいつでも拝⾒して下さいね︕
 ではこの辺で☆ﾐ

ごゆっくりと☆

2046 選択 ミキティ 2007-11-06 16:33:12 返信 報告

stray所⻑さま Ｔ２８部⻑さま 皐さん（＾－＾）
 研究所所員さま こんにちは

 みなさん あたたかいコメントをありがとうございます♪
 

  皐さんギャラリーがオープンしてまもなく⼀週間になりますね（＾－＾）
  

  本当に素晴らしい美術館ですヽ(^o^)⼃

 オープン前は徹夜でしたり お忙しかったことと思い
 是⾮ ゆっくりとお過ごしいただきたく思いまして 草津温泉の紅葉をＵＰします（本⼈撮影 笑） (*^_^*)

 今夜は草津温泉気分で ごゆっくりお⾵呂に浸かって
 泉⽔さんの詩を聴きながら休んでくださいね(^o^)⼃
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 湯畑の⾹りと温泉饅頭もお届けします(*^_^*)

Re:☆紅葉☆

2048 選択 皐 2007-11-06 17:54:28 返信 報告

こんばんは☆ﾐ すっかり秋ですね〜︕
 ミキティさんの優しい⼼遣いがすごく嬉しいです(o≧ω≦o)

 紅葉も⼼を癒してくれますね♪♪キレイな写真ありがとうございます︕

私のギャラリーがOPENしてから明⽇で1週間☆
 あっという間な気がしますね(o^ω^o)これからも展⽰物が増えていくと思うので、

 チェックをどうぞ、よろしくお願いしますね︕(o≧∇≦o)

P.S.今⽇は天気があまり良くなく、肌寒いので お⾵呂に浸かって暖まった後に
    泉⽔さんの優しい歌声でさらに暖まろうと思います♪♪

Re:ごゆっくりと☆ 秋らしくなりましたね

2050 選択 ｍｆ 2007-11-06 18:24:07 返信 報告

草津の紅葉綺麗ですね 草津は滋賀県でしたね︖
 私の住んでいる地域は暖かく紅葉までにはまだ時間が掛かりそうです 今⽇も温泉の元の⼊浴剤⼊れた⾵呂に⼊り

 坂井さんの曲を聴きながら寝ようと思います
 美しい写真ありがとうございます

草津温泉、⼤好きです︕

2051 選択 stray 2007-11-06 18:27:23 返信 報告

ミキティさん、こんばんは︕
 おかげさまで美術館は、連⽇⼤勢の⽅にご来場いただいております。

 草津温泉の、抜るような⻘空と紅葉のコントラストがいいですね〜（笑）。
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私は、酸性度が⾼い草津温泉が⼤好きでして、体にキズがあるとヒリヒリするのが
たまらないんですなあ、Ｍなのかも（笑）。

今夜はお⾵呂に草津温泉の素を⼊れて、⾵呂上りに温泉饅頭をいただきますね︕
 ⼼温まる投稿、どうもありがとうございました︕

Re:ごゆっくりと☆

2052 選択 Ｔ２８ 2007-11-06 19:14:48 返信 報告

ミキティさん、こんばんは。
 草津温泉の紅葉の写真と労いの⾔葉ありがとう︕

 最近寒くなってきたので、お⾵呂に⼊ると温かさに癒されますよね。
 今⽇はいつもの倍くらい温泉の元⼊れて、ゆったりしましょうかね。家のは別府温泉だけど。（笑）

 

☆すいません・・・

2054 選択 ｍｆ 2007-11-06 19:21:55 返信 報告

こんばんは 挨拶おくれました
 さすが所⻑さんの投稿はいいですね私はひどい間違いが誤字が多い時は削除して書き直しています

 温泉の素ですが ムトーハップという硫⻩の温泉の素を⼊れると本当の温泉のようになります 少しひりひりする感
じですね試してみてください

Re:ごゆっくりと☆（＾－＾）

2055 選択 ミキティ 2007-11-06 19:58:01 返信 報告

stray所⻑さま Ｔ２８部⻑さま 皐さん mfさん みんさん こんばんは（＾－＾）

 群⾺は草津の湯を満喫された頃でしょうか(^o^)⼃

 これからお⼊りの⽅もどうぞごゆっくり♪
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 ひと休憩に 温泉饅頭をお持ちしました(*^_^*)
どうぞお召し上がりくださいね☆

 今夜はお⽉様は ⾒えないかもですが ⽉夜がきれいな夜は 『⽉に願いを』も癒されて(*^_^*)ですぅ♪

 また遊びに来まーす

 私も温かい温泉（の素 笑 (*^_^*)）に⼊って温まってきまーす☆

Re:☆温泉情報ありがとう ミキティ様

2056 選択 ｍｆ 2007-11-06 20:11:27 返信 報告

草津は群⾺県だったのですね当地は関⻄のため情報が不⾜していました このサイトは関東のかたが多いのですね
 関東のことを教えて下さい 

 本⽇は瀬⼾⼤橋で瀬⼾内海をわたり仕事をして早めに帰って来ました 今後ともよろしく

⾚福

2057 選択 stray 2007-11-06 20:14:01 返信 報告

売ってないと無性に⾷べたくなりますね（笑）。

ｍｆさん、削除・再投稿は私も（部⻑も）よくやりますよ（笑）。
 「素」と「元」のことを仰ってるのでしょうか︖

 こんばん「わ」に⽐べれば些細ですから（笑）、どうそお気になさらずに。
 ムトーハップですね、チェックしてみます、ありがとうございます︕

ミキティさん、天気が悪くて残念ながら⽉夜とはいきませんね。
 こしアンたっぷりの温泉饅頭、わざわざありがとうございます（笑）。

さあ、草津温泉に⾏ってこようっと︕（笑）

« 23 22 21 20 19 18 17 16 15 »

https://bbsee.info/straylove/id/2046.html?edt=on&rid=2056
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2056
https://bbsee.info/straylove/id/2046.html?edt=on&rid=2057
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2057
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/df4fe8a8bcd5c95cdb640aa9793bb32b.jpg
https://bbsee.info/straylove/140.html
https://bbsee.info/straylove/23.html
https://bbsee.info/straylove/22.html
https://bbsee.info/straylove/21.html
https://bbsee.info/straylove/20.html
https://bbsee.info/straylove/18.html
https://bbsee.info/straylove/17.html
https://bbsee.info/straylove/16.html
https://bbsee.info/straylove/15.html
https://bbsee.info/straylove/1.html


パスワード︓  編集  削除

Powered by bbsee.info. Copyright © 2005-2022
HTML generated at 2022-09-22 08:31:10 (0.055 sec).

https://bbsee.info/


. オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [1996]川島だりあ(26) [2038]かなり、出遅れましたが・・・(6) [2004]こんばんは（＾－＾）(8) [1998]初めまして
☆(2) [1990]stray所⻑さま(1) [1792]BEST ALBUM 「Golden Best 〜15th Anniversary〜」(15) [1987]皐ギャラリー更新し
ました(0) [1773]マイフレンドの振り返りシーンの謎、ついに解明︕(15) [1854]「皐ギャラリー」本⽇オープンです︕(58) [181
9]思い出の道(33)

新しい話題を投稿する

« 22 21 20 19 18 17 16 15 14 »

川島だりあ

1996 選択 stray 2007-11-05 11:36:45 返信 報告

昨⽇、中古CD店で、川島だりあさんのアルバム2枚を各105円でGet︕（安っ︕）
 ZARDの初期を⽀えた”かけがえのない”⼀⼈です。

1990年ビーイングからソロデビュー。ハスキーボイスなアメリカンロックが⼈気に。
 1993年以降はバンド「FEEL SO BAD」の活動と他アーティストへの楽曲提供が主になる。

 ZARDへの楽曲提供は、私のテーマソングである「Stray Love」をはじめ（笑）、
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「Why Don't You Leave Me Alone」「愛は眠ってる」「So Together」などの
壮⼤なバラード曲に加え、「あの微笑みを忘れないで」「Ready,Go!」といった

 乗り乗りの応援歌まで幅広い。

ZARD曲のカヴァーは残念ながらありませんが、私のオススメは、
 2ndAL表題曲の「Don't Look Back」

Re:川島だりあ

1997 選択 Ｔ２８ 2007-11-05 13:48:44 返信 報告

こんにちは。
 掘り出し物でしたね。（笑）

あまり作曲家を意識しないけど、川島だりあさんの曲、結構リピートして聴いていたんだな。今気づいたけど。
（笑）

 CD開けた時に中⾝⾒るけど、その後は曲しか聴かないので、歌詞も勘違いしていることも多いです。（汗）

あまり⼤きな声では⾔わないけど、所⻑は基本的に「美ー娘」お好きなんですね。（笑）
 

歌詞の勘違い

2002 選択 stray 2007-11-05 18:06:39 返信 報告

部⻑︕ 歌詞の勘違いは⼤いにありますね（笑）。
 昨⽇UPした皐ちゃんの作品「⽌まっていた…」を⾒ていて気づいたのですが、

♪⾶び込んでいけるなら
  ねえいきたいよ

  何処か果てまで♪

って詞が、実際には、

♪⾶び込んでいける
  ならねえいきたいよ
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 何処か果てまで♪

と歌っているので、私には「ならねん」に聞こえて、意味がちんぷんかんぷんです（笑）。

前に本家で話題になってましたが、こうしたメロディと歌詞のミスマッチは後年の作品に多いですね。
 理由は思いつくのですが、今は発表しません（笑）。

Re:川島だりあ

2017 選択 PAN 2007-11-05 22:19:49 返信 報告

こんばんは。
 所⻑の仰るとおり、川島だりあさんはZARDの初期を

 ⽀えた”かけがえのない”⼀⼈であり、90年代のビー
 イングを代表するアーティストの⼀⼈でもあります。

 （坂井さんの友⼈でもありますね、確か･･）

実はわたくしも昨⽇ブックオフにて掘り出し物を
 Getしました︕惜しまれつつも2006年に休刊となった

 「Ｊ＊ＧＭ」の2002年6⽉号で御座います（笑）

Re:川島だりあ

2018 選択 stray 2007-11-05 22:53:04 返信 報告

PANさん、こんばんは︕
レアものGetですな（笑）。

 2002/June号が、J*GMにZARD初登場だと思いますが、
 この号のインタビューは笑えますよね。

 泉⽔さんも（笑）マーク出まくりですし（笑）。

「さわやかな…」のレコーディングに臨む前に、すきっ腹にワインを飲んで、
 ”ハイテンションのまま久しぶりに…吠えた”という件（くだり）が特に（笑）。

皆さんもこの号は是⾮Getして下さい。愛内⾥菜表紙です。
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Re:川島だりあ

2019 選択 Ｔ２８ 2007-11-05 23:03:11 返信 報告

PANさん、こんばんは。
 いいな〜。レアもの⼿に⼊れられて。

 それで「Ｊ＊ＧＭ」って何なの︖ 教えて下さいな。
 

Re:川島だりあ

2020 選択 PAN 2007-11-05 23:03:36 返信 報告

所⻑、こんばんは☆

そういえばこの号がZARD初登場でしたね︕
 インタビューも⾯⽩いですし、なんといっても

 フォトが最⾼ですよね︕坂井さんナチュラルで
 素敵です。

 Ｊ＊ＧＭ、なんとか復刊して欲しいです（笑）

写真は以前Getしたものですが、何の雑誌か
 お分かりでしょうか︖

Re:川島だりあ

2021 選択 アネ研 2007-11-05 23:04:57 返信 報告

こんばんは
 私も当時なにかで「⼤好きな川島だりあさんに作ってもらった」との泉⽔さんのコメントをみたので、友⼈と「川島

だりあさんのコンサートに⾏けば泉⽔さんに会えるかもね」と話したものでした。実現はしませんでしたが・・・思
い出します。

所⻑のレスで思い出すのは
 「あなたに帰りたい」の
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泣いてばかりいた
あなたと別れてからずっと

 を
 泣いてばかりいたあなたと

 別れてからずっと
 と聴いてたので

 泣き⾍の彼と別れたのねとしばらく思ってました。

話はかわるけど「時間の翼」をなんと読むかでふたつわかれますよね。

掘り出し物といえば!

2022 選択 KOH 2007-11-05 23:07:03 返信 報告

私もブックオフで2．3⽇前に⾒つけました!
 「彼⼥の嫌いな彼⼥」のサントラです。250円でした︕

 このアルバムの中には君がいないTVverとインストゥルメンタルが⼊ってるんですよね。
 ストリングス系のバックの⾳にオルゴールチックなメロディで少し寂しげに仕上がってます

(笑)
 

Ｊ＊ＧＭは、

2023 選択 stray 2007-11-05 23:08:15 返信 報告

部⻑、Ｊ＊ＧＭは、J Groove Magazine の略で、
 ビーイング歌⼿の情報誌です。残念ながら昨年廃刊になりました。

 皐ちゃんの作品にもＪ＊ＧＭの写真が多く使われていますが、
 撮り下ろしのキレイな写真が多いのでファンにとっては嬉しい雑誌です。

PANさん、それは「Girl Pop」のVol.3でしょ︖（笑）

あっははは〜（笑）
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2024 選択 stray 2007-11-05 23:15:57 返信 報告

アネ研さん、こんばんは︕

> 泣き⾍の彼と別れたのねとしばらく思ってました。 
 あははは、おかしい〜、笑えるな〜（笑）。

 真顔で書いてるアネ研さんを想像すると、なおさら笑える〜（笑）。

> 「時間の翼」をなんと読むかでふたつわかれますよね。 
 分かれるもなにも、「とき」って読ませることに無理があるんじゃ…（笑）。

KOHさん、こんばんは︕
 おぉ︕これまたレアものですな（笑）。

 「君がいないTVver」って、１番の歌詞と２番の歌詞をごじゃまぜにして、
 １コーラス＋⻑いエンディングでしたっけ︖

Re:川島だりあ

2026 選択 PAN 2007-11-05 23:21:06 返信 報告

所⻑、Ｔ２８さん、アネ研さん、ＫＯＨさん、 
 こんばんは︕

Ｔ２８さんにＪ＊ＧＭの説明しようと思ったら 
 所⻑からしていただけました、ありがとうございます︕

ＫＯＨさんご紹介の「彼⼥の嫌いな彼⼥」のサントラ 
 は持っていません︕わたしも欲しいです〜（笑）

>PANさん、それは「Girl Pop」のVol.3でしょ︖（笑） 
あたりです（笑）これはもっと秘蔵のものを出さなけれ

 ばならないようですね（笑）
 

KOHさんへ︕
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2027 選択 stray 2007-11-05 23:22:34 返信 報告

> ストリングス系のバックの⾳にオルゴールチックなメロディで少し寂しげに仕上がってます

それ、聞きたい（笑）。

そうです〜︕

2028 選択 KOH 2007-11-05 23:25:23 返信 報告

1番の”無⼝でも〜”のところが
 ”逃げてゆく〜”になってそのまま進んで”君がいない”のところが1回であとはオケが⻑いやつです。

 （こんな説明で解るかなぁ(^_^;)）
 

わかる、わかる（笑）

2029 選択 stray 2007-11-05 23:29:01 返信 報告

だって、前に私が図書館に寄贈したレアナンバーに⼊ってたでしょ（笑）。
 

じゃあ、あげます（笑）

2030 選択 KOH 2007-11-05 23:29:14 返信 報告

http://www.filebank.co.jp/wblink/6063db2915af1e19832243ae2a2bf52d
 ⼆つともあげときました〜︕

Re:川島だりあ

2031 選択 ｍｆ 2007-11-05 23:31:53 返信 報告

私もブックオフで中古CD探しをよくやっています 坂井さんのCDも中古のものばかりです 追悼版2枚は新品です
 

所⻑!!すんません!!
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2032 選択 KOH 2007-11-05 23:33:36 返信 報告

そうでしたね〜（汗）
 インストゥルメンタルは聞いてみる価値あるかもです〜。

 ボ〜ッと聞くにはいい感じ（笑）
 

KOHさん、ありがと︕

2033 選択 stray 2007-11-05 23:37:31 返信 報告

早速どうも︕︕
 後ろのほうが少しうるさくなるけど、いいねぇ、このインストゥルメンタル︕

 最初のほうのオルゴール⾵な⾳⾊は⽊琴かな︖
 皐ギャラリーでいつか使わせてもらいますね、どうもありがと︕

Re:ありがとうございます

2035 選択 ｍｆ 2007-11-06 00:02:40 返信 報告

君がいないをダウンロードしましたこのサイトでは安⼼してダウンロードできます 中古cd発掘等やってみたいです 

Rezardの事についてもっと知りたい

2036 選択 ｍｆ 2007-11-06 00:23:44 返信 報告

 zardの研究はおくが深いですね知りたい事がたくさんあります新参ものですが今後ともよろしく
 このサイトで写真の投稿初めてして⾒ました

Re:川島だりあ

2037 選択 LUNA 2007-11-06 00:58:15 返信 報告
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KOHさん、ありがとうございます︕
君がいない(Instrumental)はとてもいいですね〜〜

Re:川島だりあ

2039 選択 atti 2007-11-06 01:40:57 返信 報告

Strayさん、皆さん、こんにちは。

最近は、駅前量販店の巡回終了(touch探索)したので、
 ZARDシングル関連を中⼼に、BookOffサルベージュ作戦中です。

 昨⽇もこの2枚は⾒かけた(@250)ですが、iTunesの
 川島だりあさん「DARIAソロプロジェクト」をダウンロードしていたためパスしました。次回あればサルベージュ対

象にしますね。

BEST(リクメモ),軌跡なども最近は何度も⾒かけるので、特典CDがないかなとチェックしています。

⽇曜には、神⽥⽅⾯へ⾏く機会があり、⾳楽関連の古書店を⾒ましたが、J*GMや、JUNONその他該当のものは無か
った。掲載号をまとめておかないと、棚の中の確認は⼤変でした。

BookOff⼊⼿ものでは、CD関連Barbie(Barbier first)、J-BLUES BATTLE Vol.3などが良かったです。
 雑誌系は、WHAT'IN?(1998/4,1999/1)を⼊⼿。

PS.⾃ブログにも書きましたが、巨⼤掲⽰板情報によると、テレ朝 11/8 PVTVにてZARD特集?があるようです。

Re:川島だりあ

2040 選択 atti 2007-11-06 01:43:29 返信 報告

>PS.⾃ブログにも書きましたが、巨⼤掲⽰板情報によると、テレ朝 11/8 PVTVにてZARD特集?があるようです。

テレビ東京の間違えでした。

Book Offは⽳場

2049 選択 stray 2007-11-06 17:58:57 返信 報告
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attiさん、こんばんは︕
Book Offは⽳場ですね（笑）。

 私もENHANSED CD（ZARD BEST特典）は、２枚ともBook Offで⾒つけました。
 BESTがあったら、ビニーはずして特典CDの有無を確認してます（笑）。

 雑誌類もほとんどがBook Offで、おとといはJ*GMを17冊も仕⼊れて来ました（1冊105円）。

ENHANSED CDについては、前に本家にも書いたことがあるのですが、
 楽しいゲームや、未公開映像・⾳源、未公開写真があって、⼗分満⾜できる内容です。

画像は、ENHANSED CD I に収録されている20枚の未公開写真のうちの１枚です。

Re:Book Offは⽳場

2059 選択 PAN 2007-11-07 07:14:18 返信 報告

所⻑、attiさん、こんにちは。
 以前、実家近くのブックオフでJ*GMをいっぱい買った

 ことがあります。1冊105円で持っていないナンバー
 ばかりだったのでラッキーでした。

J*GMの出版元であるJ-ROCK magazine オリジナルの
 Le Portfolio ポストカードです。

Le Portfolio 予約特典ポストカード

2060 選択 stray 2007-11-07 13:08:26 返信 報告

PANさんの記事に補⾜します。

Le Portfolio写真集をJ-ROCK magazineで予約すると、
 特典として、もれなくポストカード３枚が付いてきました。
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かなり、出遅れましたが・・・

2038 選択 「ロム」 2007-11-06 01:36:41 返信 報告

研究所の皆さん、皐ギャラリーオープン
 おめでとうございます♪

 すごく楽しみにしていて、オープン前⽇
 ギャラリーに忍び込めないかとクリック
 してみたけど、やはりダメでした（笑）

皐さん、お久しぶりです。
 デビュー作から順に拝⾒しましたが、

 私はやはり、あなたの作品好きですね〜♪
 リクエストして、頂いた画像は今も壁紙で
 使わせてもらってます♪

 xxxさんにも早く観てもらえるといいですね︕

strayさん、素敵な粗品（笑）ありがとうございます。
 適切な表現だと思いますけどね・・・。

 あと、別件ですが、xxxさんの「タイトル不明」の
 作品で、タイトルの変更は可能でしょうか︖

 更新されてないのが１つあり、気になって・・・。

T28さん、はじめまして。⼒作拝⾒しましたよ♪
 オープン前⽇まで諦めず頑張られたそうで

 お疲れ様でした︕
 お蔵⼊りしなくて良かったですね（笑）

私事ですが、ＺＡＲＤ関連のスレはこれが初めてです。
 レスでは、Ｚ板で皐さんにリクエストしたのが初レス

 でした。まだ、デビューする予定ではなかったので、

https://bbsee.info/straylove/id/2038.html
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ＨＮを考えておらず、こんな名前です（笑）
基本的にはロム専ですが、⼊れそうな話題の時は

 参加させて下さい。皆さん、よろしくお願いします。

「ロム」さんへ

2041 選択 stray 2007-11-06 08:31:40 返信 報告

おはようございます︕
 カッコ付きのＨＮは珍しいので、分かりやすくて私はよいと思いますが（笑）。

 別件に関して。ご指摘どうもありがとうございます。⼿直しができていませんでした。
 「掲⽰板の⼈々」というタイトルです。早速直しますのでご勘弁願います。

館⻑︕「作品リスト・解説」ページの修正お願いします︕
 「フォトアルバム」ページは直しました。

「ロム」さんへ

2042 選択 Ｔ２８ 2007-11-06 09:27:45 返信 報告

はじめまして、Ｔ２８と申します。
 「皐ギャラリー」へのご祝辞ありがとうございます。

 また、「Special Gallery」も⾒て頂けたようで、お蔵⼊りにならずホッとしています。（笑）
 オープン前⽇は、⼈様にお⾒せできるような状態ではありませんで、

⼯事関係者と搬⼊業者がケンカしているありさまで、⾜の踏み場も無い状況でした。（笑）

「xxxギャラリー」のミスで、御迷惑をお掛けしました。
 ご指摘箇所は、早速修正致しました。これに懲りず、これからもどうぞご贔屓に。

所⻑へ
 私の勘違いでなければ、合ってるよね︖（笑） 時間空いたら確認お願い︕

 

館⻑（部⻑）へ
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2043 選択 stray 2007-11-06 10:59:40 返信 報告

おはよ〜。更新どうもありがと︕
 合ってますが、タイトル付けたことによって、私の解説が意味不明になってしまいました（笑）。

以下を削除して下さい。

いっそ「なにやってんだか、あの⼆⼈は」とタイトル付けようかとも思ったのですが、
 それではデビュー作の⼆の前になってしまうので…。

所⻑へ

2045 選択 Ｔ２８ 2007-11-06 16:05:33 返信 報告

再修正しました。
 ゴメン︕遅くなりました。

 

Re:「ロム」さんへ☆

2047 選択 皐 2007-11-06 17:47:27 返信 報告

こんばんは︕お祝いの⾔葉をどうもありがとうございますね(*≧∇≦*)
 「ロム」さんとはまたまた久しぶりになりますね＾＾

 こうしてお話が出来て嬉しいです♪♪

「あなたの作品好きですね〜♪」というコメントを⾒て
ホントに嬉しい気持ちでいっぱいになりました︕☆ﾐ 私は幸せ者です(≧ω≦｡)

 リクエスト頂いた加⼯画も、今も壁紙として使ってくれているみたいで、
 すごく光栄に思いますね☆ﾐありがとうございます(o^∇^o)

 xxxさんにも「皐 Gallery」を⾒てもらえる瞬間が楽しみです♪♪
 その時は「ロム」さんも含め、皆さまとお話ししたいですね︕

そう⾔われてみると、「ロム」さんのスレ⽴ては初めてですね(◎’□’◎)
 これからも是⾮︕よろしくお願いします(o^∇^o)☆
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ありがとうございます

2058 選択 「ロム」 2007-11-07 03:35:02 返信 報告

strayさん＆T28さん、素早い対応ありがとうございます。
 「掲⽰板の⼈々」私のＰＣでは既に修正済みですが（笑）

 これから来館される⽅もいらっしゃると思いまして。
 ただ、解説の変更は気付きませんでした・・・。

 せっかくstrayさんが考えられた⽂章を削除させてしまい、
 申し訳なく思っています。ごめんなさい・・・。

皐さん、私は⽂章を書くのが苦⼿で、昨⽇もそして今も
 たったこれだけの⽂章を書くのに、かなりの時間がかかっています（汗）

 でも、こうしてレスして頂けると嬉しいですね♪
 xxxさんともお話したいですね︕

 

こんばんは（＾－＾）

2004 選択 ミキティ 2007-11-05 19:00:21 返信 報告

stray所⻑さま みなさま こんばんは（＾－＾）
 掲⽰板からきましたミキティと申します

とても素敵な美術館に感動をたくさんいただきました
 (*^_^*) ありがとうございます☆

  世界に⼀つだけの美術館 たくさんの想いが伝わってきます(^o^)

 ひとつひとつが素敵な作品ばかりで⾒⼊っていました
  ⼈柄やこころが現れているのだなと思いました
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 そして素敵なプレゼント ありがとうございます 抱えきれないほどたくさんですね(^o^)
 そのなかで⼤当たりをしたのですが その後のＰＣ操作が

 上⼿に出来ず お助け下さい〜（泣）(ToT)/~~~
  年が明けてしまいそうです〜＼(゜ロ＼)ドウシヨウ (／ロ゜)／コマッタ

 secret paperに（＾－＾）（＾－＾）
 今⽇もどこかでシャッターチャンスを伺っていますねぇ♪

 これからも素敵な作品を⼼待ちにしています（＾－＾）

 

 
  
  

ミキティさんへ

2005 選択 Ｔ２８ 2007-11-05 19:16:34 返信 報告

こんばんは。本家でもお世話になっております。
 サポート担当のＴ２８です。（笑）

「Special Gallery」のことでお困りのようですね。
 2つのファイル（SG.swfとSG.html）はDL出来たのでしょうか︖

 どこでもいいので同じフォルダに2つのファイルを⼊れて下さい。デスクトップでもいいですよ。
 そうしたらSG.htmlをクリックすると、「Special Gallery」がご覧頂けますよ。 

 間違えてSG.swfをクリックすると、別のメッセージが出てしまうので、閉じてからhtmlの⽅をクリックして下さい
ね。

Ｐ.Ｓ. 気に⼊って頂けたらうれしいです。
 

ミキティさんへ（追記）

2006 選択 Ｔ２８ 2007-11-05 19:24:56 返信 報告

https://bbsee.info/straylove/id/2004.html?edt=on&rid=2005
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⾔い忘れました。（笑）

PCの設定によっては拡張⼦が表⽰されていないのかも知れません。
 その場合は、SG（.swf）も、SG（.html）も⾒分けがつき難いですね。

 でしたら、どちらでもいいのでクリックしてみて、「このファイルを開けません」のエラーが出てしまったら、
 それを閉じて、もう⼀つのファイルをクリックしてみて下さい。

 ⼀応、ファイルサイズの⼩さい⽅をクリックすれば⾒れますので。
 

Re:ミキティさんへ はじめまして

2011 選択 ｍｆ 2007-11-05 20:07:28 返信 報告

１１/２よりここに書き込みしていますｍｆですまだ新⼈ですがよろしくお願いします ⾯⽩い情報があったら教えて
下さい 

Re拡張⼦の表⽰

2012 選択 ｍｉｙａ 2007-11-05 20:30:11 返信 報告

こんばんは。

私もXPに買い換えたとき拡張⼦が表⽰されず焦りました。

「〜拡張⼦は表⽰しない」のチェックマークを外したような気がします。

専⾨家がおられるのでサポートしてくれますよ きっと︕

ありがとうございます（＾－＾）

2013 選択 ミキティ 2007-11-05 20:33:04 返信 報告

 Ｔ２８さん こんばんは

迅速なお返事をありがとうございます
  おかげさまで とっても素敵な作品に出会う事ができました。
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 しばらく うっとりと眺めていました(^o^)
 素晴らしい作品をありがとうございました（＾－＾）

ダウンロード後に（︖︖）になってしまい Ｔ２８さんに出張サービスでおいでいただこうと（有料︖︕）（笑）悩
んでいたところでした(^^ゞ

 これからもどうぞ⾒捨てないで宜しくお願いします〜
 <m(__)m>

  
  みなさんのように いつか 素敵な作品が作れるように

 なりたいです☆

 
 mfさんへ（＾－＾）

 mfさん こんばんは

はじめまして ミキティと申します(^o^)
  

  こちらこそ仲良く宜しくお願いします♪
  天然な私ですが たくさんお話しましょうね(*^_^*) 

ありがとうございます（＾－＾）

2014 選択 ミキティ 2007-11-05 20:37:47 返信 報告

miyaさん こんばんは（＾－＾）
  

  あたたかいコメントをありがとうございます(*^_^*)
  

  みなさんに感謝することがいっぱいです♪

miyaさんもご⼀緒に観ましょうね（＾－＾）

これからも 訪れますのでどうぞ宜しくお願いします

https://bbsee.info/straylove/id/2004.html?edt=on&rid=2014
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2014


ミキティさん、ようこそ︕︕︕

2015 選択 stray 2007-11-05 21:23:45 返信 報告

こんばんは、strayです。
 ミキティさんが来てくれるなんて、チョー嬉しいです〜（笑）。

粗末なプレゼントも（笑）getできたようですし、
 無事にSpecial Galleryもご覧になれた様⼦で、何よりです︕

 いちおう、拡張⼦の表⽰⽅法です（笑）。 
 http://windowsfan.com/xp/tips/contents/file_folder/file_kakuchoushi.htm

ちょくちょく遊びに来て下さいね。待ってますので。
 たくさんの賛辞をありがとございました。

 皐ちゃんも⼤喜びすると思います☆ミ（笑）。

Re:ミキティさんへ☆ﾐ

2016 選択 皐 2007-11-05 21:32:36 返信 報告

こんばんは︕皐です☆ﾐ stray所⻑の⾔うとおり、⼤喜びですよ︕︕(●＞∀＜●)(笑)
 美術館は楽しんで頂けたみたいで、本当に嬉しいです︕(*≧∇≦*)

 ⼤切に、想いを込めながら、みんなで作った美術館なので
 ミキティさんに感動を感じてもらえて、すごくありがたくも思いますね(≧ω≦。)

期間限定のプレゼントも気に⼊ってもらえたみたいで、良かったです(o^∇^o)
“Special Gallery”はT28部⻑のサポートでご覧になる事が出来たみたいですね♪

 こちらの⽅も楽しんでいただけたようで幸いです☆ﾐ

美術館はどちらもT28部⻑とstray所⻑のおかげで楽しいものになっていると思います︕
 これからも ぜひ遊びに来てくださいね(o^∇^o)加⼯画も楽しみにしていてもらえると嬉しいです☆ﾐ

P.S.secret paperは今⽇もどこかでシャッターを切っているでしょうね♪♪(笑)

https://bbsee.info/straylove/id/2004.html?edt=on&rid=2015
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初めまして☆

1998 選択 杏 2007-11-05 15:27:04 返信 報告

ZARD Familyの皆様、こんにちは︕
 とっても素敵な美術館ですね。

 素晴らしい展⽰作の数々・・・。
 ZARD＆坂井泉⽔さんへの愛と想いが伝わってきますし、PC技量の腕前が本当にお⾒事︕

 とても癒されますし、泉⽔さんの魅⼒に益々はまります。
 ただSecret Paperは・・・私には気持ちのいいお部屋ではなかったかな(^-^;)

 もちろん、ちょっとした遊び⼼というのもわかるのですが、泉⽔さんをおもしろく加⼯されたくなかったのと、林家夫婦をあ
ぁいうふに使われたくなかったかな。

 だって私、林家夫婦のファンなんで（笑）。

でも本当に素敵な作品ばかり、美術館主様・制作者様はじめ、美術館staffの皆様、ありがとうございます。
 これからもがんばってくださいね(*^-^*)

 いつかネット上から、地上にこういう美術館ができるといいですね☆

杏さん、ようこそ︕

2000 選択 stray 2007-11-05 17:37:20 返信 報告

はじめまして、所⻑のstrayです。
美術館への賛辞とエールを頂戴し、どうもありがとうございます。

 我々はホームページに関して素⼈で、無料のFLASHを集めては、ああでもない、
 こうでもないと、制作過程を楽しみながら作ったものです。

 ⾒栄えが良く⾒えるのは、ひとえに展⽰物のおかげです（笑）。

Secret paperに関しては、泉⽔さんのイメージも、林家ご夫妻のキャラも壊さない範囲
 でのコラージュだと認識しております。ユーモア性だけを⾒ていただければ幸いです。
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仰るように、私も地上にこういう美術館が欲しいです（笑）。
今後ともＺ研と美術館をどうぞご贔屓に︕

Re:杏さん初めまして☆ﾐ

2001 選択 皐 2007-11-05 18:01:45 返信 報告

こんばんは☆ﾐ 初めまして、皐と申します(*^u^*)
 この度は美術館に⾜を運んで頂き、ありがとうございますね︕

 私の加⼯画を展⽰している⽅にある「Secret Paper」は杏さんに合わなかったようですね(>_<;)
 気持ちを害してしまい、すみませんでした。その点については制作した私がお詫びいたします。

 ですが、そのコーナーを除いては楽しんで頂けたようで良かったです︕
 これもstray所⻑とT28部⻑の技があってこそですね☆ﾐ

 杏さんの仰ってた「地上にこういう美術館ができるといいですね☆」は、私も本当にそう思います＾＾

ではでは、またいつでもお越し下さいね︕

stray所⻑さま

1990 選択 まさ 2007-11-04 23:00:02 返信 報告

お久しぶり振りです。久しぶりに研究所を訪問したら
 あまりの盛況ぶりに驚きました。そして素敵な美術館
 もOPENされ、素晴らしいの⼀⾔です。

 前にもお伝えしましたが、僕は体調が思わしくなく、
 ここ暫らくは⼊退院を繰り返していて、仕事も⾏けず
 に退屈で、憂鬱な毎⽇を過ごしています。⾦曜の夜、
 ⼀時退院しましたが、明⽇からまた⼊院しなければな
 らず、皆さんと⼤好きなＺＡＲＤの話が出来ません。
 そんな僕にとって、今はイヤホンから聞こえてくる
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泉⽔さんの歌声が何よりの⼼の⽀えになっています。
正直気持ちが切れそうになっていましたが、皆さんの

 楽しい話を読んでいるうちに吹っ切れた気がします。
 また元気になって戻ってきますので、その時は宜しく
 お願いします・・・。

まささんへ

1994 選択 stray 2007-11-05 08:36:23 返信 報告

お久しぶりです︕もう病院に戻られたでしょうか。
 ⼊院⽣活、さぞかし退屈で、憂鬱かと思いますが、そういう時だからこそ、

 ⾃分が楽しめることに熱中しないと気が滅⼊ってしまいますよね。
 病室はパソコンの持込み禁⽌なのですか︖

 病院内の無線LANが拾えればラッキーですし、それがダメでも、
 PHSの電波を利⽤した「b-mobile」というのがあります。

 Ｚ板やＺ研を覗くことができれば、それほど退屈しなくても済むと思うのですが…。

早く元気を取り戻されることを祈っております。
 ZARDの曲も、明るめなのを聴いて下さいね（笑）。

BEST ALBUM 「Golden Best 〜15th Anniversary〜」

1792 選択 カーディガン 2007-10-24 06:56:02 返信 報告

研究所の皆様、おはようございます。
 明⽇は、BEST ALBUM 「Golden Best 〜15th Anniversary〜」の発売１周年記念⽇ですね。そんな記念すべき⽇に、私、

東京に⾏けそうなので、⽊更津の調査の予定を変更して、明⽇は思い出の道を歩ってみようと思います。嬉しいことに、明⽇
で研修が終了なのです。疲れました。でも、泉⽔さんの曲に励まされて、乗り切ることができました。帰りましたら、また、
研究所の話題にたくさん参加したいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m
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Re:BEST ALBUM 「Golden Best 〜15th Anniversary〜」

1808 選択 カーディガン 2007-10-25 22:03:59 返信 報告

こんばんは、皆様。
 今⽇は、１周年記念ということで、⾦ベスト発売後1年というのが早いです。私も、本家の管理⼈差様を⾒習って、こ

のアルバムを４種類買ったのですが、今⽇はその⽇に東京にこられたので、泉⽔さんの思い出の場所ということで、
東京国際フォーラムに⾏ってまいりました。⼈は多かったのですが、ZARDファンは、いたのかな︖発売⽇企画が今
回は本家でもないようですね。アルバムの企画ははないのでしょうか。

 所⻑様、部⻑様、皐様はお忙しいようですね。ずいぶん素敵なギャラリーになりそうですね。容量的に重くて⼤変そ
うですね。でも、かなりいいものになっているようで、とてもうれしいです。

 そういえば、今回いろいろと知り合った⼈の中で、東京⻄部に住んでいる⼈にZARDのことを聞いてみましたが、亡
くなったことは知っていたのですが、武道館の追悼ライブのこととか、いろいろと聞いてみましたが、あまり知って
いなかったですね。でも、ぜんぜん悪くは⾔わなかったし、好意的でしたね。CDを買って聴いてね、とは⾔っておき
ました。

 あぁ、しかし、毎⽇が飲み会でほとんどアルコール漬け状態でした。アルコールはあまり好きではないんですけれ
ど。alcoholicにはなりたくないなぁ。どうせなら、zardholic(ZARDにはまった、ZARD中毒の、ZARD漬けの)にな
りたいなぁ。zardholicはいいですね（^o^）ここの所員はみんなzardholicですね。

 

Re:BEST ALBUM 「Golden Best 〜15th Anniversary〜」

1851 選択 ALIL.1967 2007-10-31 02:21:59 返信 報告

ちょっと遅れましたが，レスさせてください。
 1年前の新聞広告よく覚えています。私は映像が欲しかったので３種類⼿に⼊れました。通して聴いてみると，⾃分に

とっては９０年代を思い出させてくれる貴重な⼀枚です。こうして，今，いろいろな情報に触れてみて，カップリン
グが聴いてみたくなりました。そして，ほとんど持っていなかった（泉⽔さんごめんなさい）シングルをさがしにCD
ショップ巡りをしてみました。銀座と渋⾕で⽐較的たくさん⼿に⼊れることができました。銀座ではGUCCIの店先を
通りがかったのですが，泉⽔さん⾵のスーツ姿の店員さんが数⼈。中には⼊りませんでしたが（⿊いスーツのがっち
りした紳⼠がにこやかな笑顔をむけてくれます）。
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Re:BEST ALBUM 「Golden Best 〜15th Anniversary〜」

1853 選択 カーディガン 2007-10-31 14:40:10 返信 報告

ALIL.1967さん、こんにちは。
 1年前の新聞広告よく覚えています。＞

 残念ながら、私は、その頃新聞を読んでいなかったので、よくわかりませんでした。全⾯広告で、全曲視聴できたそ
うですね。このアルバムも、５⽉以降に⼿にいれました。「⽌まっていた〜」以降は、ＺＡＲＤのＴＶのＣＦはほと
んど⾒たことがなかったです。そのくらい、広告は少なかったように思います。その頃は、インターネットでまめに
チェックをしないと、泉⽔さんの情報は⼊⼿しにくかったようです。私も古いパソコンのうえ、引っ越したため、イ
ンターネットの契約を解除しておりました。情報⼊⼿の環境は、⾳楽誌とインターネットくらいだったので、そこま
でするのに躊躇しておりました。

 シングルＣＤはショップの店頭でも、⽬⽴つこともなかったと記憶しております。
 2000年以降、シングルＣＤは８ｃｍのＣＤから、アルバムサイズになったため、店頭では、シングルＣＤの展⽰はス

ペースをとるため、ＣＤランキングのあるＣＤくらいしか展⽰しておらず、シングルＣＤの売り上げの減少にも関係
あるのかもしれません。私もＺＡＲＤのＣＤはデビュー曲のＣＤは⽣産中⽌で何年も探しまわっても⼿に⼊らない状
況でした。そのうえ、2000年以降のＣＤも、作品が多いため、あるものとないものとを整理しながら、少しずつ揃え
ていく気でいたのですが・・・

 今は通常盤のＣＤは全部そろいました。ＣＤがなくても、泉⽔さんの歌声はすぐ聴けたので、特に不満はなかったの
ですが・・・

 あたりまえのことって、本当は世の中にはないということなんですね。

Re:BEST ALBUM 「Golden Best 〜15th Anniversary〜」

1870 選択 ALIL.1967 2007-11-01 01:33:50 返信 報告

>「⽌まっていた〜」以降は、ＺＡＲＤのＴＶのＣＦはほとんど⾒たことがなかったです。 
 2004年からですね。それでも，CMやコナンの映画で曲が流れてきて，ZARDの活動を感じさせてくれた気がしま

す。CDが⾶ぶように売れた以前とは違いますが。

>あたりまえのことって、本当は世の中にはないということなんですね。 
 『CDは商品だから逃げていかないですよ』とは泉⽔さんではないある歌⼿がラジオで⾔っていたコトバですが，時間
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の経過とともに必ずしもそうとはいえなくなる。初期の曲はこういったBESTなどでこれからも聴けるのでしょう。た
だ，発売時と全く同じ商品ではない。

 BESTを聴いて⾃分⾃⾝のなかにある思い出のZARDの曲を再確認してみようとおもいます。それは変わることはない
ですから。

Re:BEST ALBUM 「Golden Best 〜15th Anniversary〜」

1888 選択 カーディガン 2007-11-02 00:26:34 返信 報告

ALIL.1967さん、こんばんは。
 2004年からですね。それでも，CMやコナンの映画で曲が流れてきて，ZARDの活動を感じさせてくれた気がしま

す。CDが⾶ぶように売れた以前とは違いますが。＞ 
 2004年以降もCMではたしかに、ZARDの曲がタイアップで少しは流れていました。ただ、ZARDのCDのプロモーシ

ョンで泉⽔さんが出ることはあまりなくなっていましたね。Le PortfolioにでてくるようなCFは、2004以降は全然み
ていなかったです。地域的・時間的にに限定されていたのかもしれません。思うに、2000年以降は本当に宣伝してい
たのは、少なかったですね。

BESTを聴いて⾃分⾃⾝のなかにある思い出のZARDの曲を再確認してみようとおもいます。それは変わることはない
ですから。＞

 私は⾳楽フリークではないので、あまり、アレンジの違いにはあまりこだわらないのですが、以前と違い、歌詞を読
んだり、C/Wも聴くようになりました。前は、持っているだけで幸せでした。泉⽔さんの思いの⾏間をくみ取ろうと
も思いませんでした。ただ、ちょっと、がんばりすぎかな︖とは思っていましたが。本当に、本当のことを多く書い
ていたように思います。擬⼈化した表現ですが、思いは近いものであったようです。私も、今、再確認しながら、⼀
つずつ、曲を味わって過ごしています。

Re:BEST ALBUM 「Golden Best 〜15th Anniversary〜」

1901 選択 ｍｆ 2007-11-02 13:29:35 返信 報告

このアルバムすごくいい曲が多いいですねいつもカ-ステレオで聞きながら通勤しています
 特にマイフレンドは好きです以前懇意にしていた⼥性がよく歌ってくれました
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Re:BEST ALBUM 「Golden Best 〜15th Anniversary〜」

1929 選択 カーディガン 2007-11-02 23:12:39 返信 報告

こんばんは、ｍｆさん。はじめまして。
 このアルバムすごくいい曲が多いいですねいつもカ-ステレオで聞きながら通勤しています ＞

 私は、⾞通勤ではないですが、朝のめざましに、毎朝聴いています。旅⾏などに⾏くと、エンドレスで聴いておりま
す。

 泉⽔さんは、いい曲を選曲してくれました。⾃分でベスト盤を編集する必要がないくらいです（笑）
 特にマイフレンドは好きです以前懇意にしていた⼥性がよく歌ってくれました＞

 私のまわりでは、泉⽔さんの歌を歌っていた⽅はいませんでしたね。私⾃⾝がメドレーを歌っていました（笑）
 マイフレンドはノリがよくて、元気がでてきますね＼(^o^)／

Re:BEST ALBUM 「Golden Best 〜15th Anniversary〜」

1930 選択 ｍｆ 2007-11-03 00:44:06 返信 報告

カーディガン様 返信ありがとうございます
 こんばんはmfです ここの書き込みを⾒るとすごくさわやかです 今は少し元気がありませんが このサイトより

 ⼒をもらいポジティブにいきたいと思います
 マイフレンドの歌詞にあるように「⾛りつづけて」いこうと思います 

Golden Best 視聴広告

1953 選択 stray 2007-11-03 18:02:05 返信 報告

完全に時期を逸しましたが（笑）、１年前の新聞広告です。
 携帯で、わけのわかんないマークをなぞると、曲が聞ける「世界初の試み」という売りで、

 ４つの全国紙で２⾯ぶち抜きですから、広告費１億くらいかかったんじゃないでしょうか。

どなたか、実際に視聴してみた⽅、いらっしゃいますか︖
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Golden Best 発売⽇広告

1954 選択 stray 2007-11-03 18:04:44 返信 報告

こちらは発売⽇当⽇の新聞広告。

「まだ１年」の⼈もいれば、「もう１年」の⼈も。
 私は「まだ１年」しか経ってないの︖って感じです。

Re:BEST ALBUM 「Golden Best 〜15th Anniversary〜」

1955 選択 カーディガン 2007-11-03 20:26:28 返信 報告

所⻑様、こんばんは。
 Golden Best の新聞広告の掲載ありがとうございます︕︕

 けっこう広告をがんばっていたんですよね、私は、全然気がつきませんでしたが。
 ４つの全国紙で２⾯ぶち抜きですから、広告費１億くらいかかったんじゃないでしょうか。

＞
 広告費を安くして、宣伝するもっとも効果的な⽅法といえば、TV局に特集など、取り上げ

てもらうことなのでしょうが。⼀番安く、確実に宣伝できるでしょうが。ZARDは事情がありましたから、この⽅法
だったのでしょうね。

 さて、ｍｆさんのためにも、マイフレンドの画像をアップいたします。
 それでは。

● 「めざましＴＶ」06/10/31 ●

1962 選択 stray 2007-11-03 23:27:21 返信 報告
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１年前、ＧＢが初登場１位（１週間で25万枚売り上げ）のときの放送分です。

ZARDの偉⼤な記録が紹介されています。

http://www.filebank.co.jp/wblink/450c309a0ef1cfca7a76b79790633af4

44Mのwmvです。
 （期間限定︓11/10まで）

Re:BEST ALBUM 「Golden Best 〜15th Anniversary〜」

1986 選択 カーディガン 2007-11-04 20:54:57 返信 報告

所⻑様、ありがとうございます。
 保存させていただきました。ZARDは偉⼤ですね。同じ時代にめぐり合えたことは、とても幸せですね。

Re:カーディガン様へ

1989 選択 ｍｆ 2007-11-04 21:45:09 返信 報告

ありがとうございます 私の好きな写真を出してもらえて嬉しいです

Re:stray様へ

1992 選択 ｍｆ 2007-11-05 00:25:42 返信 報告

ZARD⽬覚ましtvの偉⼤な記録聞いてみましたダウンロードして聞いて⾒ました すごく懐かしく感じました 坂井
さんの伝説は永遠に続いてほしいと思いました

 貴重な画像をありがとうございます
 

皐ギャラリー更新しました

1987 選択 stray 2007-11-04 21:08:09 返信 報告
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皆様こんばんは︕
お気づきかと思いますが、皐ギャラリーOPENに合わせて、美術館の更新情報もrenewalしました。

 xxxギャラリーと皐ギャラリーの更新を１つにまとめたFLASHを使っています。

更新情報の内容に、美術館ＢＢＳの記事へのリンクが張ってあります。
 美術館ＢＢＳは、皆様へ更新情報をお伝えするだけの⼀⽅う通⾏ではなく、

 ゲストの皆様⽅の感想やご意⾒を書き込んで下さってもかまいません。
 皐ちゃんへのメッセージには皐ちゃんが応えます。

 研究所の敷居が⾼いとお感じの⽅は（笑）、どうぞ美術館ＢＢＳをご利⽤下さい。

マイフレンドの振り返りシーンの謎、ついに解明︕

1773 選択 皐家ペー・パー⼦ 2007-10-21 21:43:36 返信 報告

マイフレンドのPVで、泉⽔さんが後ろを振り返って微笑むシーンがあります。
 なぜ、後ろを振り返って微笑むのか、⻑年「謎」のままとなっていましたが、
 ZARD研究所が、ついに、その「謎」を突き⽌めました。

皐ちゃんが超UPにした画像をご覧下さい。

ギャ、ハ、ハ、ハ、（笑）腹イテー

1778 選択 アネ研 2007-10-21 22:35:30 返信 報告

描き下ろしのSecretpaper笑った、笑った︕
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ほんと「マイ フレンド」の振り返りの真相もおかしいし、「凝視」はホントアブナイよね︕

本編もまとめてみると、感激しちゃいます。それにいろんなバージョンがあるよね。スゴイ（驚嬉）少⼥っぽいのも
あるし、かっこいい２のせんのもあるしね。

皐ギャラリーオープンのさいは花⽕を上げたいな。（今晩のテレビの影響）

secretpaperにはちんどんやかな︖

みなさん、期待してます。

皐ギャラリーの進捗状況

1781 選択 stray 2007-10-21 23:16:41 返信 報告

皆さんこんばんは。 
 上のアネ研さんのレス、意味不明かと思いますので（笑）、少々解説します。

現在、附属美術館に「皐ギャラリー」を建設中です。 
 進捗状況に応じて、ENTERロゴの⾚みが増す仕掛けが組まれていますので、 

 附属美術館のTopページに⾜しげくお通い下さい。

その「皐ギャラリー」の中に、ペーパーものを陳列するコーナーがあります。 
 名付けて「Secret paper」（笑）。 

 皐ちゃんが今⽇、Ｚ研会議室でその全貌を明かして、所員⼀同⼤爆笑したのが、 
 #1773の画像というわけです。ほかにも爆笑ものの作品があるのですが、 

 「皐ギャラリー」完成まで、しばしご⾟抱下さい。

Re:こんばんは☆ﾐ

1785 選択 皐 2007-10-22 17:52:05 返信 報告

所⻑達、アネ研さん達にも笑ってもらえて嬉しいですね(o≧∇≦o)♪♪(笑)
 ペー･パー⼦の“泉⽔さん追跡劇”は、もしかしたら これからもあるかも?!(笑)
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附属美術館にて建設中の「皐ギャラリー」ですが、所⻑と部⻑に(ほとんど)頼りながら、
そして研究員のみなさまから提案を頂きながら楽しく作っております(*^u^*)

 完成までまだかかりますが、楽しみにして待ってもらえると嬉しいです☆ﾐ

Re:マイフレンドの振り返りシーンの謎、ついに解明︕

1786 選択 ＤＯＭＩＮＧＯ 2007-10-22 22:47:12 返信 報告

皐さん、こんばんは。
 いや〜、すごいわ（笑）

 全く違和感のない仕上がり︕１００点︕︕
 爆笑しちゃいました〜。

 皐ギャラリーの完成、楽しみに待ってます＾＾ノ

Re:マイフレンドの振り返りシーンの謎、ついに解明︕

1787 選択 カーディガン 2007-10-23 07:54:33 返信 報告

皆様、おはようございます。
 そうですか、すてきなおじさまだったのでしょうか︖いえ、とても、すてきな頭の光︖だったのでしょうか︖ＺＡＲ

Ｄ研究所の謎の解明はまだまだ続く・・・

Re:マイフレンドの振り返りシーンの謎、ついに解明︕

1788 選択 皐 2007-10-23 19:15:23 返信 報告

ＤＯＭＩＮＧＯさんへ＞
 こんばんは︕100点ありがとうございま〜す(o≧∇≦o)

 違和感がないようで、嬉しいですね♪♪(笑)
 ギャラリーもどんどん完成に近づいていってるので、

 楽しみにしていて下さいね＾＾
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カーディガンさんへ＞
こんばんは＾＾泉⽔さんの振り返りの理由は

 彼らの強烈な視線だったのでは!?と、思い こんな画像を…(笑)
 これからも、Ｚ研ならでは(笑)の謎の解明は続くことでしょう…☆ﾐ(笑)

マイフレンドの振り返りシーンの謎、ついに解明︕

1789 選択 ＳＳＳ 2007-10-23 20:24:31 返信 報告

 
 皐さん、こんばんは

泉⽔さんに万⼀あっては⼤変なので、伊賀忍者○○愛好会・会員ＳＳＳが護衛しなきゃ、忍法（⽬潰しの術）⼩⻨粉
に、唐⾟⼦を混ぜた袋を投げて〜⽩煙の隙に泉⽔さんと逃げます（苦笑）忍術歴１３年〜５ｍの川幅、⾼さ２ｍの壁
を越える術など朝飯前〜画像は素晴らしい、お⾒事︕︕

皐ギャラリー楽しみだなー、ワクワクして待っています。

Re:マイフレンドの振り返りシーンの謎、ついに解明︕

1790 選択 stray 2007-10-23 20:30:19 返信 報告

ＳＳＳさん、こんばんは〜。
 あはは、⼀体何者なんですか︖

 信⻑の末裔なのか、伊賀忍者なのか、ただの釣り⼈なのか…（笑）。
まあ、なんでもいいけど、皐ギャラリーどうぞお楽しみに〜。

 最⼤の難⼯事が、今終了したところなので、今⽉中にはオープンできそうです︕

Re:マイフレンドの振り返りシーンの謎、ついに解明︕

1791 選択 皐 2007-10-23 22:15:09 返信 報告
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SSSさんこんばんは︕stray所⻑と同じ事を⾔っちゃいますが…
⼀体何者なんですか?!(◎Д◎)(笑)

 でも、⼼強いボディガードですね︕さすがのピンクカップル2⼈も
 ⼩⻨粉に唐⾟⼦を混ぜた袋を投げつけられては、たまったものじゃありません︕(笑)

ギャラリー楽しみにしていてもらえると嬉しいです(o^∇^o)
 たぶんあとちょっとで完成しますので、待っていてくださいね☆ﾐ(笑)

Re:マイフレンドの振り返りシーンの謎、ついに解明︕

1902 選択 ｍｆ 2007-11-02 13:41:39 返信 報告

この曲すごく好きです 懇意にしていた⼥性がよく歌ってくれました 彼⼥も１９６７年⽣まれでした
 彼⼥も6年前病死しました 

 私にとっては思い出のある曲なのです

Re:マイフレンドの振り返りシーンの謎、ついに解明︕

1911 選択 ｍｆ 2007-11-02 17:13:04 返信 報告

坂井さんが振り返るシーンがPVの中では⼀番好きです
 それを 解析するのは⾯⽩いことですね

Re:☆ｍｆさんへ☆

1974 選択 皐 2007-11-04 11:10:12 返信 報告

初めまして＾＾皐です☆ﾐ ご挨拶が遅れてしまってすみません(>_<;)
 ｍｆさんの飼っている猫ちゃんカワイイですね♡⽑並みがすごくキレイで、⾒とれちゃいました(*^∇^*)(笑)

 PVの“振り返るシーン”については、楽しんで頂けたようで嬉しいですね︕(笑)

ｍｆさんにとって思い出のある曲のようで＾＾その⼥性は亡くなってしまったんですね。
 ⼼より、ご冥福をお祈りいたします。
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Re:皐様へ

1980 選択 ｍｆ 2007-11-04 16:40:50 返信 報告

ありがとうございます このサイトで楽しく過ごせれば嬉しいです
 皐様 なんと読むのでしょうか

Re:読みは…☆

1981 選択 皐 2007-11-04 17:06:37 返信 報告

“皐”←の読み⽅ですよね︖(o^ω^o)これは“さつき”って読みます☆ﾐ
 これからよろしくお願いしますね〜︕(o^∇^o)

P.S.ｍｆさんの思い⼊れのある「マイ フレンド」の加⼯画をどうぞ︕(o≧ω≦o)
    これにはペーパーいないので、安⼼してくださいね(=^⽫^=)(笑)

Re:皐様ありがとうございます

1985 選択 ｍｆ 2007-11-04 19:31:21 返信 報告

加⼯写真ありがとうございます 私はｐｖの中では
 このショットが⼀番好きなんです

 今後ともよろしくお願します
 

「皐ギャラリー」本⽇オープンです︕

1854 選択 Ｔ２８ 2007-10-31 18:18:08 返信 報告
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皐ファンの皆様、こんばんは。
⼤変お待たせしましたが、「皐ギャラリー」をオープン致します。

 どうぞごゆっくりとご観覧下さい。

また、皐ギャラリーのオープンを記念して、期間限定の「Special Gallery」を公開します︕ 
 ファイル容量の関係でアップできませんでしたが、本当はこういうギャラリーを作りたかったのです。 

 「4th Media Gallary」の中に、ファイルのダウンロードリンクが隠されています。 
 運良くダウンロードできたら、2つのファイル（SG.swfとSG.html）を同⼀フォルダに⼊れて下さい。

（フォルダ名は何でもかまいません） 
 SG.htmlを開くと、「Special Gallery」がご覧いただけます。

運悪く「ハズレ」を引いても、ZARD研究所からの「粗品」をGetできます。 
 根気よく探して、是⾮「Special Gallery」もご覧下さい。

ダウンロードは、いずれも10/6までの期間限定となっていますので、 
 どうぞお早めにチャレンジして下さい︕ 

 

Re:「皐ギャラリー」本⽇オープンです︕

1855 選択 Ｔ２８ 2007-10-31 18:24:56 返信 報告

URL忘れました。（笑）
 このページ内（左上）の、⾚い♡で囲まれた「附属美術館」からもリンクしています。

http://zardlabo.nobody.jp/
 

Re:「皐ギャラリー」本⽇オープンです︕

1856 選択 皐 2007-10-31 18:35:27 返信 報告

まず初めにお礼を書かせて頂きますね(o^ω^o)stray所⻑にT28部⻑、この度は本当にありがとうございました︕
 私の加⼯画を研究所の附属美術館に置いてもらえて、⼼から嬉しく思います(≧ω≦｡)

 そしてxxxさんの隣に、というのも⼼地がイイですね(*^u^*)研究員の皆さまも⾊々と提案をありがとうございまし

https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/49ad23d1ec9fa4bd8d77d02681df5cfa.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/1854.html?edt=on&rid=1855
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1855
https://bbsee.info/straylove/id/1854.html?edt=on&rid=1856
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1856


た︕
おかげで素敵な出来になったと思っています☆ﾐ

附属美術館造り、皆さまお疲れさまでした︕(o≧∇≦o)

*****************************************************
 皆さまへ

本⽇、無事にオープンする事が出来ました︕この「皐Gallery」は研究所皆さまが居てこそ
 完成する事のできたサイトです(o^ω^o)「Gallery」の内容もきっと楽しんでもらえるものだと

思ってます︕
 期間限定の企画もございますので、ぜひ⾜を運んでみてくださいね︕(o^∇^o)よろしくお願いします☆ﾐ

Re:「皐ギャラリー」本⽇オープンです︕

1857 選択 カーディガン 2007-10-31 18:49:03 返信 報告

こんばんは、皆様。
 皐ギャラリー、オープンおめでとうございます。

 いろいろと趣向を凝らして、皐さんの才能と研究員の皆様の努⼒でで素晴らし
い、ギャラリーが誕⽣しましたね。まずは、お疲れさまでした。

 これからもこのギャラリーと研究所を訪れるゲストがふえますように。
 プレゼントとして、研究員の私からですが、アルファロメオでフラワーギフトをお届けいたします(^_-)-☆

 

「皐ギャラリー」本⽇オープンです︕

1858 選択 ＳＳＳ 2007-10-31 19:49:16 返信 報告

 
ｓｔｒａｙ所⻑様、Ｔ２８部⻑様、皐さん、各研究員の皆様、皐ギャラリーＯＰＥＮ〜おめでとうございます︕︕

 待ちに待っただけに、いやー感激＆しびれました（笑）さぞかし徹夜作業の連続、⾮常に⼤変だったと思います〜
本当にお疲れ様でした、素晴らしき才能をお持ちの皆様に、ただ脱帽です・・元 神楽坂市⺠ゆえ、ペコちゃん焼き
をお祝いに置いていきます、どうぞ召し上がって下さいね
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 ※引き続き、皐ギャラリーを楽しく拝⾒させて頂きます。

Re:「皐ギャラリー」本⽇オープンです︕

1859 選択 皐 2007-10-31 21:07:56 返信 報告

カーディガンさんへ☆
 こんばんは︕私の⽅こそ⾊々とありがとうございました(o^∇^o)カッコイイ⾞ですね〜♡

 カーディガンさんがアルファロメオで颯爽⾛りながらフラワーギフトを運んでくれた姿が⽬に浮かぶようです☆ﾐ
 ギャラリーの⽅は本当に皆さまに感謝の気持ちでいっぱいですね︕(●＞ω＜●)

 私もギャラリーと研究所を訪れるゲストが増えるといいな、と願っています(o^ω^o)

SSSさんへ☆
 ありがとうございます︕待っていてもらえて本当に嬉しかったです︕(o^∇^o)

 ギャラリーの⽅も気に⼊って頂けてすごく嬉ですね☆ﾐ 所⻑と部⻑の腕が光っていると思います︕
 お祝いのペコちゃん焼きも嬉しいです〜(●＞∀＜●)早速チョコ味から頂こうかな♡

 その後はカスタードで〜♪♪…夜に⽢い物はキケンですよね(◎’□’◎)(笑)ほどほどにしておきます(笑)

では、引き続き拝⾒なさってくださいね(o^∇^o)お祝いコメントどうもありがとうございました︕

Re:「皐ギャラリー」本⽇オープンです︕

1860 選択 ｍｉｙａ 2007-10-31 21:26:24 返信 報告

皐ギャラリー 開館おめでとうございます。

⼒を合わせると凄いものになるのですね。

楽しみがまた⼀つふえました。
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今回は花束持参しました。
クリーム⾊が好きなのですが⽣憎とありませんでした。

＃18︓18︓18のオープンかと… 。

カーディガンさん、ＳＳＳさんへ

1861 選択 stray 2007-10-31 21:34:26 返信 報告

こんばんは、お祝いありがとうございます︕
 ⼀度⼊館したら１時間は出てこれないと思いますが（笑）、

 お楽しみいただけましたでしょうか。

カーディガンさん、皐ちゃんの才能の賜物ですね。
 超⾼級な祝い、謹んで頂きます（笑）。

ＳＳＳさん、元神楽坂市⺠って、ますます何者なのかわからなくなってきましたよ（笑）。
 このペコちゃん、お顔が少し怖いですが元祖なんですよね︖

 有難く頂戴します、ご馳⾛さまです︕

xxxさんへ

1862 選択 stray 2007-10-31 21:41:53 返信 報告

たいへんお待たせしましたが、本⽇、「皐ギャラリー」オープンしました。
 どこにも⾏きませんが、１⽇も早く⾒に来て下さいね︕（笑）

xxxギャラリーのオープンが10/13でしたので、まだ２週間ちょっとしか経っていません。
 ずい分前のことのように思えるのは私だけかなあ（笑）。
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皐ギャラリーにかまけてて、xxxギャラリーの更新が滞っていましたが、
今まで頂戴した作品を「⾵の便り」フォルダに、元画のまま収蔵しました。

 合わせてご確認ください。

皐バルーン（０７）発⾒︕︕

1863 選択 アネ研 2007-10-31 21:51:17 返信 報告

 皐ギャラリーオープンおめでとうございます。
 まずは、スタッフのみなさんお疲れさまでした。
 そして、待ちに待っていた皐フリークの皆様お待ちどうさまでした。

 ⼀度⼊ったら、なかなかでられませんよ。

いつまでも愛される皐ギャラリーでありますように・・・
 

Re:「皐ギャラリー」本⽇オープンです︕

1864 選択 皐 2007-10-31 22:00:04 返信 報告

miyaさんへ☆
 綺麗な花束をありがとうございます︕(o≧ω≦o)⾊合いが優しくて、

 すごくお気に⼊りになりました☆ﾐ 部屋に飾っておきたいぐらいです♪♪
 miyaさんにとって附属美術館が楽しみの1つであるのなら、

 所⻑と部⻑を始め、私も嬉しく思います(*^∇^*)
 きっとxxxさんも同じ気持ちで居ると思いますよ︕
 お祝いのコメントに素敵な花束をありがとうございました︕(o^∇^o)
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xxxさんへ☆
所⻑がxxxさんへのお知らせを載せていたので、私も⾔っておこう︕(笑)

 体調がいい時に、ぜひ⾜を運んでみてくださいね(o^∇^o)☆ﾐ
ペーパーのスライドショーはかなりオススメですよ(o≧∇≦o)(笑)

xxxさんのギャラリーOPENから2週間ちょっとしか経ってないみたいですが…、
 私も随分前の事のように感じますね(◎’_’◎)どうしてでしょう?!(笑)

Re:アネ研さんへ☆

1865 選択 皐 2007-10-31 22:04:58 返信 報告

アドバルーンが︕︕(笑)しかも2つもある〜(●＞∀＜●)アネ研さんありがとうございます︕
 膨らますの⼤変だったのでは!?(◎’□’◎)(笑)

アネ研さんには⾊々と提案をしてもらえて、本当に感謝しています(≧ω≦｡)
 お祝いの⾔葉と嬉しいコメント…ありがとうございますね☆ﾐ

Re:「皐ギャラリー」本⽇オープンです︕

1866 選択 オーマイ 2007-10-31 22:18:21 返信 報告

みなさん、こんばんはです。
 早速、ギャラリー拝⾒させて頂きました。

 メニュー２しか⾒てませんが、改めてＺ研の⽅々はスゴイですね。
これからも素敵な作品で癒してくださいね。

 （祝いは鯛しか思いつきません）

Re:「皐ギャラリー」本⽇オープンです︕

1867 選択 ＤＯＭＩＮＧＯ 2007-10-31 22:43:05 返信 報告
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皆さん、こんばんは。
皐ギャラリーオープンおめでとうございます＾＾ノ

 早速拝⾒させていただきました＾＾ｖ
 いや〜、素晴らしい︕

 「Secret paper」、いい味出てます＾＾︔

Re:「皐ギャラリー」本⽇オープンです︕

1868 選択 stray 2007-10-31 23:10:58 返信 報告

皐ちゃんは、もうお眠だと思いますので（笑）、私が代わってレスを。

miyaさん、こんばんは。xxxギャラリー開設以来でしょうか。
 #18:18:18って書いてあったので、花の数、数えちゃいました（笑）。

 が、途中で⽬が霞んでわからなくなりましたが…（笑）。
 キレイなお花ですね︕ お祝いどうもありがとうございました︕

アネ研さん、⾼かったでしょ︕（笑）２つで10万円くらいかな。
 ⼼のこもったお祝い、どうもありがとうございます︕

オーマイさん、こんばんは︕
 お頭付きの鯛とは、⽬出度いですね︕ありがとございます。

 皐作品はどんどん増えますので、毎⽇チェックして下さいね︕（笑）

ＤＯＭＩＮＧＯさん、こんばんは。
 「Secret paper」は、腹が痛くなるほど⼤笑いしましたが、当事者以外にはさほど…（笑）

 笑い声は「本物のパー⼦さん」なんですよ︕（笑）

どなたか、お祝いに、鯛の刺⾝の⾈盛りをお願いできますでしょうか︕（笑）

おめでとうございます︕

1869 選択 yan 2007-11-01 01:23:14 返信 報告

Z研のみなさま、「皐ギャラリー」オープンおめでとうございます︕
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ステキ過ぎです☆★☆
あ〜癒される…

 皐ちゃんの作品とZARDの曲のコラボは最強ですね︕

遊び⼼も満載で楽しめます（＾＾）
 Secret Paperの⼒の⼊れ具合に度肝を抜かれました

あー、もう寝ようと思ってたのに寝れなくなっちゃった（笑）

では、これからも応援してます︕

p.s.
 ⼿ぶらですいませんm(__)m

祝「皐ギャラリー」

1871 選択 ALIL.1967 2007-11-01 01:49:32 返信 報告

研究所の皆様 おめでとうございます。
 まだ⼀部しか⾒ておりませんが，すばらしいいギャラリーができましたね。泉⽔さんも，楽しみに

していたそうで，のぞきにきてくれています。

ダウンロードリンクが…

1872 選択 ｍｉｙａ 2007-11-01 08:28:37 返信 報告

おはようございます。

楽しませてもらっております。
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>運悪く「ハズレ」を引いても、… 
 嬉しいハズレですよ。

「当たり︕」と表⽰されますか (^-^︔ゞ
  チョット 難易度⾼いのかな… (>_<)

 ＃ >2007-10-31 18:18:08 

   >いずれも10/6までの期間限定となっていますので
  

ｍｉｙａさんへ

1874 選択 Ｔ２８ 2007-11-01 09:32:12 返信 報告

おはようございます。サポート担当者です。（笑）

> 「当たり︕」と表⽰されますか (^-^︔ゞ 
>  チョット 難易度⾼いのかな… (>_<)

「⼤当たり︕」と表⽰されます。 
 ちょっと難しすぎましたかね・・・。所⻑には「お蔵⼊りにする気か︕」って⾔ったんですけどね。（笑）

・ヒントを⼀つ。 
 「ハートに⽕をつけて〜ピアノ・インストゥルメンタルver.〜」を聴きながら探して下さい。 

・特別ヒントをもう⼀つ。 
 番号ボタン以外ですよ。この⼆つのヒントを組み合わせれば分かると思いますので。

折⾓作ったので、お蔵⼊りにならないように、頑張って探して下さいね。（頼） 
 

Special Gallery に関して

1875 選択 stray 2007-11-01 11:34:23 返信 報告

オープンからまだ半⽇ですが、多くの皆様にご来館いただき、誠にありがとうございます。
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「Special Gallery」に関して、少々宣伝させて下さい。
作品に合わせて曲が切り変わる⾃動スライドショーが作れないか、さんざん検討しました。

 UPできるファイル容量が3Mまでのため、10曲程度なら何とかなるのですが、
 皐ちゃんの作品はどんどん増えていくので「無理」だという結論に達し、

 最終的に「4th Media Gallery」のような形になったのです。

ところが、館⻑（＝部⻑）は諦めきれなかったようで（笑）、
 所⻑に内緒で、⼀⼈コツコツ夜なべして、オープン前⽇に完成させてしまいました。

 ファイル容量が⼤きいため、アップすることは叶いませんでしたが、
 皐作品の歌詞に合わせて１曲１曲の⻑さを１秒単位で調整しながら作った、Ｔ２８部⻑の⼒作です。

せっかくなので、皆様にも⾒ていただきたく、隠しリンクにして配布しましたが、
 隠しリンクがなかなか⾒つけられなかったようですね。

 けっして、部⻑の作品をお蔵⼊りさせようって魂胆からではありません（笑）。

リンク上ではマウスの形状が変わりますので、「4th Media Gallery」に⼊ったら、
 マウスをあちこち動かしてみて下さい。すぐに⾒つけられると思います。

Re:「皐ギャラリー」本⽇オープンです︕

1876 選択 LUNA 2007-11-01 12:27:39 返信 報告

皆様、こんばんは!
 That's a great website,and thank you very much!

 I found the secret files.(6 files? ^^)
 It's really interesting!

LUNAさんへ

1877 選択 Ｔ２８ 2007-11-01 12:50:06 返信 報告

こんにちは。
 ご観覧ありがとうございます。
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あと⼀つ秘密のリンクがあります。
秘密のリンクから2個のファイルをダウンロード出来ます。
頑張って探して下さい。

Hello. 
 Thank you for seeing. 

 There is a link secret by another one. 
 The file of 2 pieces can be downloaded from a secret link. 

 Please hold out and look for.

通じるのかな〜。（笑）
 

本当に申し訳ございません ...

1878 選択 LUNA 2007-11-01 14:52:18 返信 報告

I made a big mistake!
 Now I should use "こんにちは"...

Ｔ２８さんへ~
 I am looking for it hard!

おめでとうございます。

1879 選択 なしぼー 2007-11-01 15:15:21 返信 報告

皆さん、こんにちは。
 お疲れ様でした。

 皐さん、ギャラリーオープンおめでとうございます♡
 ⾒応えあります︕ ゆっくり楽しませてもらいました。

 これからも皐ちゃんのセンスと技術で、素敵な作品を作り続けて下さいね。

⾃⼒で当たりだそうと、あっちこっちクリックしました。かなり苦労しましたが、⾒つけることができましたよ。ぼ
ーっと⾒⼊ってしまいました。当たって良かった〜。皆さんも頑張って下さいね。
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Re:皆さんありがとうございますね︕♡

1880 選択 皐 2007-11-01 17:45:08 返信 報告

オーマイさんへ＞
 ギャラリーを⾒て下さってありがとうございますね︕(o^∇^o)嬉しいです☆ﾐ

 私も所⻑と部⻑の技術には驚いています︕スゴイですよね〜(◎’∀’◎)
 これからもちょこちょこと更新していくと思うので、オーマイさんにまた癒しを感じてもらえれば幸いです☆ﾐ

 お祝いのコメントに鯛をどうもありがとうございました(●＞∀＜●)

ＤＯＭＩＮＧＯさんへ＞
 こんばんは︕⾒に⾏ってくださってありがとうございますね(o^∇^o)「Secret paper」はある意味

 ⾊んな想いがつまってる(笑)ので、楽しんでもらえたら嬉しく思います(o≧ω≦o)
 お祝いのコメント、ありがとうございました☆ﾐ

yanさんへ＞
 yanさんにも癒しを感じてもらえるようなギャラリーになっているみたいで嬉しいです︕

 『ステキ過ぎです☆★☆ 』と⾔ってもらえて感激ですよ(o≧∇≦o)
 本当にありがとうございます︕︕「Secret Paper」では結構思い⼊れ(笑)があるので、

 度肝を抜かれるような出来になっていれば幸いです(=^⽫^=)(笑)
 yanさん、お祝いコメントどうもありがとうございました☆ﾐ

ALIL.1967さんへ＞
 お祝いコメントどうもありがとうございますね︕(o^∇^o)泉⽔さんも覗きに来てくれたようで

 ホントに嬉しいです☆ﾐ 泉⽔さん、「Secret Paper」を⾒て、さぞ驚いたのではないでしょうか(笑)
 ギャラリーも⼤満⾜の出来で、ALIL.1967さんにも楽しんで頂けたら幸いですね(o^ω^o)

miyaさんへ＞
 楽しんでもらえてホントに嬉しいです(o^∇^o)部⻑の⼤ヒントで「⼤当たり」は引けたでしょうか｡｡｡

 でも、「ハズレ」はまったく「ハズレ」じゃないぐらい嬉しい品ですよね☆ﾐ

 
 To．LUNAさん＞
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LUNAさんこんばんは︕お祝いのコメントありがとうございますね(o^∇^o)
(Good evening LUNA! Thank you for the comment of the celebration.)

 期間限定の企画も楽しんで頂けて嬉しいです☆ﾐ
 (I am glad to have you enjoy the time-limited plan.)

 最後のダウンロードリンクはもう⾒つかりましたか︖(o^ω^o)
 (Were you able to already discover the last download link?)

 通じるのかな〜??（笑）

なしぼーさんへ＞
 こんばんは︕なしぼーさんにも楽しんでもらえて嬉しいです〜(o≧∇≦o)

 ⾒応えがある出来なら、本当に頑張って作った甲斐がありますね︕
 これからも加⼯画が増えていった時には、更新を部⻑と所⻑にお願いしようと思ってます♡(笑)

 ところで、期間限定企画の「Special Gallery」は発⾒できたみたいですね(o^∇^o)
 皆さんも頑張ってGETしてほしいところですね☆ﾐ

Re:「皐ギャラリー」本⽇オープンです︕

1881 選択 LUNA 2007-11-01 19:29:02 返信 報告

皐さんへ~
 I found the secret sign(*♪*),and downloaded the files from that link.

 It's a beautiful and great animation too!
 Thanks again...^^

To LUNA

1882 選択 stray 2007-11-01 20:11:48 返信 報告

Hellow, You found our signature(*♪*), congratulations!（笑）
 The enjoyment is a light. 

 Thank you !
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Re:「皐ギャラリー」本⽇オープンです︕

1883 選択 PAN 2007-11-01 20:59:03 返信 報告

皐ギャラリー、オープンおめでとうございます︕︕
 昨⽇はお祝いに駆けつけることが出来なくてほんとうに申し訳ありませんでした。

 今回、ギャラリーの作品を制作された皐さんは、いっさい妥協することがなく曲作りに⼿掛
けてこられた坂井さんの姿に通じるものを感じ、ほんとうに素晴らしいと思います。また、
⼯期の少ない中で⽇夜ギャラリー建設、プロデュースに尽くされたstray所⻑、T28部⻑、
ほんとうにお疲れ様でした︕︕

Re:「皐ギャラリー」本⽇オープンです︕

1884 選択 苦⾔を⾔わせてください 2007-11-01 21:19:05 返信 報告

すみません。
 坂井泉⽔様の作品を「粗品」とはどういう事でしょうか?

 ご⾃分の作品を「粗品」と称するならともかく、良識を疑います。

粗品（そしな）とは、

1885 選択 stray 2007-11-01 21:27:12 返信 報告

粗品（そしな）とは、来店や商品の購⼊、契約などのお礼として贈呈される品物のこと。
 本来は、他⼈に贈呈する品物の謙遜した呼び⽅であるが、

 ⽇常的には主に商⽤⽬的におけるお礼の品物として解される。

Re:「皐ギャラリー」本⽇オープンです︕

1886 選択 皐 2007-11-01 21:42:49 返信 報告

To．LUNAさん＞
 「Special Gallery」をGET出来たようですね︕良かった︕
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(seems to have been able to get "Special Gallery"! It was good︕)
楽しんでもらえて、嬉しいです♪♪

 (is glad you enjoy here. ♪♪)
 ありがとうございました(o≧∇≦o)

 (Thank you.(o≧∇≦o))

PANさんへ＞
 こんばんは︕お祝いコメントに花束どうもありがとうございますね(o^∇^o)

 加⼯画を作る時にはいつも“納得のいくものを”というのを⼼がけているので、
 PANさんにそんな⾵に感じてもらえていて嬉しいですね☆ﾐ

 ギャラリー造りに関しては、本当に部⻑と所⻑に感謝しています︕
 PANさんにも夜⾷のパンをたくさん頂いて、⼼が和みました(o^ω^o)

 ありがとうございますね︕これからも密かにパンを楽しみにしています｡｡｡☆ﾐ(笑)

苦⾔を呈しっぱなしですか︖

1887 選択 stray 2007-11-01 22:58:41 返信 報告

⾼価な品でも”つまらないものですが…”と相⼿に差し出すのが⽇本⼈の美徳。

「名前も名乗れない」「⾃分の投稿に責任を持てない」ような⼈は、
 ⼆度と来ないでいただきたい。

お蔵⼊り… 

1889 選択 ｍｉｙａ 2007-11-02 08:03:31 返信 報告

おはようございます。

スペシャル・ヒントを頼りに探知機でコツコツと…
 現れるのは、進⼊禁⽌マーク、横▲と■のボタン

 変ですねぇ〜
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この間、幾度も々、⼼地よいピアノ曲を聴きましたよ。
オルゴールのようにピアノ曲のCDも発売されているのでしょうか。〜話がそれました (^-^︔ゞ

＃Strayさんと同様に眼が霞んできます。

ｍｉｙａさんへ

1890 選択 stray 2007-11-02 08:26:40 返信 報告

おはようございます︕
 まだ⾒つからないんですか︕困ったちゃんですねぇ（笑）。

 LUNAさんが答えを書いてしまってるんですが、
 ”♪”マークに「⼤当たり」へのリンクが張ってあります。

 これでもわからないと重症ですよ（笑）。

ZARDのピアノ・インストゥルメンタルCDはないと思います。
 オムニバスの中に１曲っていうのは確かあったような…。

 調べておきますね。

(*♪*) ですね︕

1891 選択 ｍｉｙａ 2007-11-02 09:12:47 返信 報告

Stray さん おはようございます。

安直に教えていただきすみません。
(*♪*)に気がつきませんでした。

これから出勤ですので帰宅したら早速…。 楽しみです。

＃「粗品」の件、あちらの板に… ︖︖︖
 

苦⾔を⾔わせてください さんへ

1892 選択 Ｔ２８ 2007-11-02 09:40:45 返信 報告
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おはようございます。
挨拶⽂の「粗品」に対する苦⾔に、仕事上、「粗品」を差し上げる機会が多いので、経験をふまえてお答えします。

 まず私達が考える「粗品」とは、所⻑が書かれている通り、＜贈り物の謙称＞です。

私は、「粗品」の価値は受け取る⼈が決めることだと考えています。
 差し出す側は､「つまらないものですが・・・」と⾔いますが、

 受け取った品を「素晴らしい」と感じるか、⾔葉通り「つまらない」と感じるかは、受け取る⼈によって違います。
 もし「素晴らしい」と感じたなら、それでいいはずで、仮に「つまらない」と感じたのなら、それまでです。

経験上、差し出す側がどんなにいい品だと思っていても、受け取る⼈の反応は様々です。
 すべての「作品」を所有しているファンにとっては、貰っても嬉しくないでしょうが、

 少なからずそうでない⼈も居ると思います。その⽅達への「粗品＜贈り物の謙称＞」です。

最後に、「粗品」には、＜粗末な品＞の意味も持っていますが、
 研究所の⼈間に、そんな事が頭をよぎった⼈は⼀⼈も居ないはずです。これだけは分かって頂きたいです。

 もちろん、私が作った物は「粗品＜粗末な品＞」です。重々⾃覚しております。
 しかし、その中にも、坂井さんの「作品」や⼀⽣懸命「加⼯画」を作った⽅の想いが詰まっています。

 私が作った部分はともかく、その気持ちは汲んで頂きたいと思っております。
 

初めまして・・

1893 選択 AQUA 2007-11-02 11:03:48 返信 報告

皆様、初めまして。AQUAと申します。

お友達のmiyaさんからここを教えていただき、
 以前から度々拝⾒させていただいておりました。

「皐ギャラリー」オープンおめでとうございます︕
 早速拝⾒させていただきました。

 「Special Gallery」も、⼤当たりが出ました。
 ただただ、スゴ〜イ!!と尊敬です︕

 それと「Secret Paper」、とっても楽しいです＾＾
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話は変わりますが、私には９歳の娘がいます。
私と旦那がZARDファンなので、その影響で

 娘もZARDファンなんです︕

これからも家族全員で、ZARDを愛していきます︕

ご祝辞ありがとうございます

1899 選択 Ｔ２８ 2007-11-02 13:07:56 返信 報告

AQUAさん、はじめまして。
 miyaさんのお友達ですか、初カキコありがとうございます。

それから「皐ギャラリー」へのご祝辞ありがとうございます。
 ⾄らないところも多々ございますが、楽しんで頂けて嬉しく思います。

そうですか、娘さんもZARDファンですか︕
 まだまだ⻑くZARDを聴き続けてくれる⽅が居るって事で安⼼しますね。

> これからも家族全員で、ZARDを愛していきます︕ 
 ⼼強いですね。私も「負けないで」頑張ります。（笑）
 今後ともZ研をよろしくお願いします。

miyaさんへ
 お友達の御紹介ありがとうございます。これからもどうぞよろしく︕

 あれっ︖お友達の⽅が先に隠しリンクを⾒つけちゃったのですか︖ とにかく頑張って♡
 

Re:「皐ギャラリー」本⽇オープンです︕

1903 選択 xxxよりの使者 2007-11-02 13:53:07 返信 報告

遅くなりましたが、
 Z研究所の皆様、皐ギャラリー開設おめでとうございます。
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xxxも待ち望んでいたのですが、今は来館する事が出来ません
来館した際は改めてご挨拶をする事と思います。

 とても楽しみにしているようで、ペーパー物はどんな感じだと聞いてくるので、
 私が、内容を説明しようとすると「⾔うな︕楽しみがなくなる」と怒る始末で困っています

（笑）

今⽇は、xxxが皐さんの為に作っていた、お祝いの画像を代わりにお持ちしました。
 カラーのブーケだそうです、娘さんが、結婚する時は絶対これを持たせると⾔っていました。

 （まだ、その予定は無いようなのですけど、、、、）

P.S
 私は、ZARDのファンと⾔える者ではないのですが、

 いつも皆様からxxxに頂いたメッセージをコピーしながら読ませて貰っています。
 xxxが皆様の事を⼤切に想っている理由が、よく解ります。

 先⽇、Z掲⽰板の⽅に思わず書き込んでしまって、
 ZARDの事は何も知らない部外者なのに余計な事をしてしまったと、深く反省しています。

 strayさんは、xxxの事を理解されてると聞き、投稿いたしました。。。お許し下さい。
 xxxを必ずここに連れて来ますので、それまで暫くお待ち下さいますようお願い致します。

xxxよりの使者様へ

1905 選択 Ｔ２８ 2007-11-02 15:16:45 返信 報告

はじめまして。Ｔ２８と申します。
 先⽇のZ板での書き込みも拝⾒しておりました。そんなに反省する程の事ではないと思いますよ。

 みなさん、xxxさんの事を気に掛けての事ですので、どうか許してあげて欲しいです。

ブーケのお祝い持参での、「皐ギャラリー」へのご祝辞ありがとうございます。
 stray所⻑はめずらしく（︖）忙しいようで、御返事が遅くなるかも知れません。
 皐ちゃん御本⼈は⼣⽅頃には、きっと⼤喜びで現れるでしょう。（笑）

 お⼆⼈に変わって御挨拶申し上げます。
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xxxよりの使者様、わざわざお知らせ頂いてありがとうございました。
xxxさん御本⼈の御来館を⼼よりお待ちしていると、お伝え頂けたら幸いです。

 

AQUAさん、ようこそ︕

1910 選択 stray 2007-11-02 17:13:00 返信 報告

はじめまして、所⻑のstrayです。 
 （miyaさん、ご紹介下さってどうもありがとう︕）

  
ご祝辞ありがとうございます。「皐Ｇ」楽しんでいただけたようで何よりです。

 ご夫婦・親⼦揃ってZARDファンとは︕羨ましいかぎりです。
 今からお嬢さんにコアな情報をびしばし叩き込んで下さいな（笑）。

 今後ともどうぞよろしくお願いします。

xxxよりの使者さんへ

1914 選択 stray 2007-11-02 17:28:16 返信 報告

はじめまして、所⻑のstrayです。
 ご丁寧にどうもありがとうございます。

xxxさんのお加減が悪いのでなければよいのですが…。
 xxxさんは皐ギャラリーの完成をとっても楽しみにされていました。

私もxxxさんの励みになればと、急いで頑張って作りました。
 お互いに尊敬し合ってる「xxxさん」と「皐ちゃん」の作品を展⽰できて、

 感慨ひとしお、喜びに浸っております。

xxxさんに、”ご来館をお待ちしておりますが、くれぐれも無理なさらないで”と、
 ”カラーの花をじっと⾒つめる泉⽔さんも、とても素敵な作品ですね、どうもありがとう︕”

 とstrayが⾔っていたと、お伝え願えれば幸いです。
 

Re:AQUAさんへ☆
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1915 選択 皐 2007-11-02 18:10:08 返信 報告

こんばんは︕初めまして、皐と申します(o^∇^o)
 この度は「皐ギャラリー」に⾜を運んで頂き、本当にありがとうございます︕︕

 ⼤当たりの「Special Gallery」をGET出来たのですね☆ﾐ
 T28部⻑の⼒作を堪能してくださいね(*^u^*)

 「Secret Paper」の⽅も楽しんで頂けたようで、嬉しいです︕

ところで、AQUAさんは家族全員ZARDファンなのですね︕
 素晴らしい家族〜♡(笑)娘さんもきっとカワイイんでしょうね☆ﾐ

 泉⽔さんの歌声を聴きながら、素敵な⼥性になることでしょう(o^ω^o)
 そうなると、旦那さまは愛娘が⼼配になっちゃうかな︖(笑)

これからもZARDを愛していきましょうね︕☆ﾐ
 お祝いのコメントをどうもありがとうございました(o^∇^o)

Re:xxxよりの使者さんへ☆

1916 選択 皐 2007-11-02 18:18:08 返信 報告

こんばんは︕お祝いの⾔葉をどうもありがとうございます(o^∇^o)
 それと、xxxさんからのお祝い画像も届けて頂いて、ホントに感謝です︕(o≧ω≦o)

xxxさんは今、ここに来る事が難しいみたいですね｡｡｡
 「お祝いの画像をどうもありがとうございます︕とっても素敵な出来映えですね☆ﾐ

 xxxさんとお話が出来る事を楽しみにして待っています(o^U^o)お⼤事に」と、
 お伝えしてもらえますか︖お願いしますね＾＾☆ﾐ

 ギャラリーの内容の⽅はxxxさんにも楽しみにしてもらえてて嬉しいですね♪♪
 ペーパー物を⾒たxxxさんの感想を聞きたいです(笑)

この度はxxxよりの使者さん、お祝いのコメントとxxxさんからの画像を
 届けてくださって本当にありがとうございました(o≧∇≦o)
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P.S.Z掲⽰板ではxxxよりの使者さんに書き込みを頂いて本当に嬉しかったですよ︕
   akiちゃんとの共作作品を届けて頂いて、すごく感謝しています☆ﾐ

祝︕竣功 『皐ギャラリー』

1917 選択 Se 2007-11-02 20:43:10 返信 報告

stray所⻑様以下 ZARD研究所の皆様へ

皐ギャラリーの竣功おめでとうございます。
 本掲⽰板ほかでお世話になっているＳｅと申します。

これまでも時折こっそりおじゃましておりましたが、アカデミックでコアな雰囲気にふれて、とても⼩⽣のようなな
まくらなミーハーファンの出る幕は無いと⾔うことでＲＯＭ専でおりました。

しかし、このたびの皐ギャラリーの竣功を⽬にして、⼀⾔お祝いを申し上げたいと思いおじゃましました。

⼤変すばらしい内容で、才能がうまくかみ合えばこんなものができてしまう・・・ということを⾒せていただきまし
た。

 皐さんの⾮凡さは以前から感じていましたが、ギャラリーの所⻑様のコメントを読んであらためて納得しました。
 周りの皆さんの暖かい協⼒をもらって、いきいきと励む皐さんの姿が⽬に浮かぶようです。

 若者の輝いている姿はまぶしいものですね。

⻑くなりましたので、皆さんのますますのご活躍をお祈りして失礼させていただきます。
 最後に、⼤当たりの豪華粗品有り難く頂戴いたしました。では。

 

隠しリンク＆AQUAさん

1918 選択 ｍｉｙａ 2007-11-02 20:50:29 返信 報告

こんばんは。

⽇課の病院より戻りました。

隠しリンクの「⼤当たり」Getしましたよ。(^-^︔ゞ
 「ハート」に拘っていました。お蔵⼊りならずよかったです。
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ボタンの画像とは違う楽しみ⽅ですね。ありがとうございます。

お友達のAQUAさんが訪問され紹介した甲斐があり嬉しいです。
 AQUAさんは泉⽔さんのようなイイ⼥を⽬指していますよ。

＃東京の外れ、⼩⾬が…  
 

Re:「皐ギャラリー」本⽇オープンです︕

1919 選択 atu-zardizm 2007-11-02 21:08:19 返信 報告

stray様、皐さん、Z研の皆様^^

OPENおめでとうございます♪
 先程、URLから⼊って⾒ましたが、「⾚い♡で〜♪」←スミマセン(^^; わ〜ん︕出て来ないよぅ。もう終わってし

まったのかなぁ．．．︖取り敢えず他の画像を楽しませて頂きました。どれも⼒作揃いデスネ︕これからも頑張って
下さい〜(^^)/~~~ 

atu-zardizmさんへ

1920 選択 stray 2007-11-02 21:13:12 返信 報告

こんばんは︕ ご祝辞どうもありがとうございます。
 まだ終わってませんって。

 もしかして、スクロールする♪を追いかけてません︖（笑）
 じっとしてる♪ですよ（笑）。

ｍｉｙａさん、おめでとう︕

1921 選択 stray 2007-11-02 21:15:51 返信 報告

こんばんは。⾒つけましたか、よかったですね。
 安⼼していいですよ、まだ⾒つけられない⼈もいるようなので（笑）。

 ここに来られる⽅は、泉⽔さんのような素敵な⼥性が多いですよ〜（笑）。
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Re:atu-zardizmさん まだまだ⼤丈夫です︕

1922 選択 ｍｉｙａ 2007-11-02 21:16:01 返信 報告

atu-zardizmさん まだ間に合いますよ。⼤丈夫です。
 オバサンだって出来ましたよ。

♡でなく♪ですよ。
  

 

Seさん、ようこそ︕

1923 選択 stray 2007-11-02 21:22:02 返信 報告

はじめまして（ですよね）、所⻑のstrayです。
 ご丁寧なお祝い、どうもありがとうございます︕
 まさに核⼼を突かれたコメントの数々、たいへん嬉しく頂戴しました。

 才能ある若者が、安⼼してのびのびと活動できる環境を整えることくらいしかできませんが、
 部⻑はじめ、才能溢れる所員の皆さんのご協⼒を得ながら、皆さんに喜んでいただける

 美術館にしていきたいと思っております。

私も部⻑も、おちゃらけ⼤好き⼈間なので、脱線することしきりです（笑）。
 それほどアカデミックでコアなサイトではないと思いますので（笑）、

 今後もどうぞ気を楽〜にしてご参加下さい。
ありがとうございました︕

Re:こんばんは☆ﾐ

1924 選択 皐 2007-11-02 21:26:12 返信 報告

Seさんへ☆
 お祝いのコメントをどうもありがとうございますね︕(o^∇^o)
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研究所も覗いていてくれたみたいで嬉しいです☆ﾐ

ギャラリーの内容の⽅は、stray所⻑T28部⻑、そして研究員の⽅達のおかげで
 素晴らしいものになっていると思います︕私の加⼯画を載せたものだけじゃ

 こんな楽しいサイトにはなっていませんね(*^ ^*)

Seさんには⾊々と嬉しい⾔葉をかけていただいて感謝です(●＞ω＜●)
 ありがとうございました︕︕

P.S.期間限定の企画も楽しんで頂けたようでホントに良かったです♪♪

*******************************************************************************

atu-zardizmさんへ☆
 お祝いの⾔葉をありがとうございますね☆ﾐ

 「⼤当たり」は⾒つかりませんか??
 引き続き、画像と⼀緒に楽しんでもらえると嬉しいです♪♪

 ♪を…じ〜っとしてるヤツをね♡（笑）

Re:「皐ギャラリー」本⽇オープンです︕

1926 選択 AQUA 2007-11-02 21:59:28 返信 報告

 
T28さん、strayさん、皐さん、miyaさん

 コメントありがとうございます♪
 とっても嬉しいです︕

 これからちょくちょくお邪魔させてもらいますので、
 よろしくお願いします。

娘はまだ９歳ですから、恋愛の詞とか
 意味がわかってないですけど、きっとこれから恋愛する

 歳になったら、もっともっと泉⽔さんの詞が好きになると思います＾＾
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miyaさん、やっと最初の⼀歩が踏み出せました︕
素敵な場所を教えてくださり、ありがとうございました♪

⼤当たり〜♪

1927 選択 atu-zardizm 2007-11-02 22:49:23 返信 報告

strayさん、miyaさん、皐さん^^ ありがとう〜☆

当⽅のPC不調のため、ブラウザのセキュリティレベルが邪魔して「♪」マークが表⽰されていなかったようデス。
 簡単でしたぁ v(^^)v ←知らなかったクセに．．．。

イヤ、これ凄いですね〜⾒⼊ってしまいましたw(°o°)w 
 勿体無いおばけが出そうなので、明⽇ゆっくり拝⾒させて頂きますね〜♪

でもちょっと⾒ちゃった．．．えへへ(=－ω-)ゞ

ｍｉｙａ

やりましたね︕

1933 選択 GTO 2007-11-03 01:51:49 返信 報告

所員の皆様、

久しぶりにお邪魔したら、凄い事になってるではありませんか。
 いや〜、皐ギャラリーは⾒て聞いて楽しめる、素晴らしものに仕上がってますね。

 所員の⽅々が、毎⽇夜業なさったんですね....。
お疲れ様でした。

無事にsecretいただきました。
 ありがとうございます。

皐ギャラリーのオープンを祝して、乾杯︕

やりましたね︕乾杯︕
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1934 選択 GTO 2007-11-03 01:54:16 返信 報告

所員の皆様、

久しぶりにお邪魔したら、凄い事になってるではありませんか。
 いや〜、皐ギャラリーは⾒て聞いて楽しめる、素晴らしいものに仕上がってますね。

 所員の⽅々が、毎⽇夜業なさったんですね....。
お疲れ様でした。

無事にsecretいただきました。
 ありがとうございます。

皐ギャラリーのオープンを祝して、乾杯︕

atu-zardizmさん、おめでとう︕

1935 選択 stray 2007-11-03 11:20:49 返信 報告

こんにちは、Getできたよですね︕
 atuさんのPCが不調だったようすね。どうりでatuさんがわからないはずないもの（笑）。

ニューPCで、ゆっくりご覧になって下さいね〜。

GTOさんへ

1936 選択 stray 2007-11-03 11:23:28 返信 報告

こんにちは、お久しぶりです︕
 どこかで浮気されてましたね（笑）。

乾杯どうもありがとうございます︕（笑）
 お褒めいただき恐縮です。ご満いただけたようで嬉しいです。

 おそらく頻繁に更新することになると思いますので、毎⽇覗いて下さいね︕（笑）

Re:atu-zardizmさん・GTOさんへ
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1972 選択 皐 2007-11-04 11:04:21 返信 報告

atu-zardizmさんへ
 ⾒つかったようですね︕おめでとうございます(*^∇^*)

 昨⽇はじっくりと⾒てもらえましたでしょうか??
 部⻑の⼒作をご堪能下さいね〜☆ﾐ

*******************************
 GTOさんへ

 こんにちは︕お祝いありがとうございますね︕☆ﾐ
 1⽇出遅れちゃいましたが、乾杯︕(*≧∇≦*)(笑)

ギャラリーの⽅はxxxさんの展⽰室も含め、
 視覚でも聴覚でも楽しめるものに仕上がっていて

 それがGTOさんにとっても“素晴らしいもの”という⾵に
 なっていれば嬉しいです︕(o^ω^o)

 “secret”も無事にGET出来たみたいで安⼼しました︕☆ﾐ

最後にもう1度…☆かんぱ〜い♪♪

思い出の道

1819 選択 カーディガン 2007-10-28 00:44:28 返信 報告

皆様、こんばんは。
 こんな時間ですが、先ほど、⻑い出張より帰ってきました。

 今⽇も（昨⽇になってしまいました、すみません）、帰る途中だったので、東京国際フォーラムに⾏
ってきました。東京駅よりすぐ近くだったので、⾏ってみたくなったので。

 今⽇は、東京・神奈川と泉⽔さんの思い出の道をたどってみました。秦野までも⾏ってしまいまし
た・・・。初めてきたのに、なつかしい感じがする、とてもきれいなところでした。泉が多かったの

は確かでした。
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 さて、とりあえず、今⽇の東京国際フォーラムの画像です。と思ったのですが、容量が⼤きすぎて投稿できませんでした。な
ので、東京・神奈川の県境です。あいにくの⾬でしたが、あの電⾞は⼩⽥急線です。それでは、またどうぞよろしくお願いし
ます。

 

Re:思い出の道

1820 選択 カーディガン 2007-10-28 04:21:43 返信 報告

もっときれいな画像があったので、添付いたします。

Re:思い出の道

1821 選択 stray 2007-10-28 08:36:14 返信 報告

カーディガンさん、
 ２週間の研修・調査・ゆかりの地巡り、どうもご苦労さまでした。

 札幌は⽇ハムの勝利で盛り上がってますよ〜（笑）。

信濃町・六本⽊⽅⾯かと思いきや、神奈川まで⾜を伸ばされましたか︕
 ご⾃宅を神奈川にほど近い町⽥に建てられたのも、泉⽔さんの神奈川に対する思い⼊れ

 なのかも知れませんね。泉が多いという秦野、私も⼀度訪れてみたいです。

Re:思い出の道

1822 選択 カーディガン 2007-10-28 14:51:04 返信 報告

こんにちは、皆様。
 泉⽔さんの思い出の地巡りは、とても楽しかったです。どしゃ降りの⾬がふってもヘッチャラでした。
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所⻑様、レスありがとうございます。
札幌は⽇ハムが盛り上がっているんですか、ダルビッシュくんががんばって、巨⼈の仇を討
ってくれたようですね。とてもうれしいです。私も、彼が夏の甲⼦園でくやしい思いをして
いたのをみておりました。⽇ハム優勝できるといですね。

 昨⽇は町⽥・神奈川を中⼼にまわりました。⼩⽥急町⽥駅ほか、いろいろとめぐりました
が、上の写真は、泉⽔さんが、ＯＬ時代に⼩⽥急線で秦野の⾃宅から⻑距離通勤をしていた

頃の東京と神奈川の県境の川と⼩⽥急線を撮ったものです。右側が東京（町⽥市）、左側が神奈川（相模原市）で
す。きっと、ＯＬ時代の泉⽔さんも何度となく、夢を⾒ながら、この川を越えて通勤していたのでしょう。とても素
敵な街なので、泉⽔さんも、会社の帰りに降りて、ショッピングなどを楽しんだのかもしれません。新宿などと違
い、街がきれいで、⾷べ物もおいしかったです。私も移住したくなるような街でした。⼋王⼦や吉祥寺とはまた違っ
た魅⼒で、本当にいいところです。想像以上にいいところでした。

 町⽥市は、⼈⼝約４０万⼈の東京などのベッドタウンです。駅周辺にいろいろな施設が集約されていて、とても便利
で暮らしやすそうな都市です。町並みもきれいで、横浜・川崎・相模原市に近く、東京・神奈川と欲張りたい⼈に
は、とても魅⼒的な街ですね。私の住んでいるところに似ていますね。似ていないのは、開かずの踏切があるところ
でしょうか。⼩⽥急線の踏切は、⼀部、開かずの踏切がありました。１０分以上開かないこともありましたよ。

 会報では、この周辺にイタメシ屋の件がありましたね。町⽥だと⼈⼝が多く、可能性はありそうですね。まぁ、地⽅
から来る⼈などをあてにすると、町⽥は、東京駅や新宿からは遠いかな、という気はしますが。私も、吉祥寺・渋⾕
あたりの東京⻄部には⾏くことはあっても、町⽥・厚⽊・秦野などは、⾏く機会はなかったですね。ロマンスカーで
通ったくらいです。あの企画、どうなっているのでしょうね。検討しているのでしょうが、事務所のほうでは、どう
いう⽅針なのでしょう。坂井泉⽔記念館というのも併設するのでしょうか︖税⾦などが軽減されるよな⽅法でないと
負担が⼤変でしょうね。

 さて、秦野ですが、ちょうど「ハートに⽕をつけて」を聴いていたので、降りる前に涙が出てきてしまいました。外
は、どしゃ降りでした。あれから、もう５ヶ⽉ですから。秦野に⼊る⼿前で、もう、秋⾵が吹いていました。ここ秦
野は、神奈川では、唯⼀の盆地だそうです。そして、泉がたくさん湧くような地形で、地下には膨⼤な⽔が蓄えられ
ているそうです。駅前のボードには、秦野に泉が多いことが説明してありました。そして、この典型的な盆地が泉⽔
さんを育てたのですね。盆地は美⼈が多いらしいですから。ちなみに、⽇本で才⾊兼備といえば、⼩野⼩町ですが、
その故郷の画像がありますが、今回は載せられないので、省略します。昨⽇はあいにくの⾬ですが、秦野の⾵景（駅
前からですが）を添付します。秦野から新宿までは、⼩⽥急線の快速で1時間20分ほどかかりました。遠いですが、
坐れれば、なんとか通勤はできます。泉⽔さんは苦労していたんですね。お疲れ様でした。
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Re:思い出の道

1823 選択 ALIL.1967 2007-10-28 18:07:21 返信 報告

みなさま，こんにちは。

カーディガンさん，思い出の地めぐりのご報告ありがとうございます︕あいにくの台⾵でしたね。泉⽔さんが⾒た⾵
景って，私も気になります。

秦野というと⼩⽥急線ですね。『⽩地に⽔⾊のライン』の電⾞です。⾸都圏では⻑距離通勤が当たり前のような時代
がありました。東京は区部（23区）で踏切を減らしていますので，以前より時間的には新宿まで近くなっているのか
な。⼀度，秦野の近辺にある⼤学のキャンパスに⾏ったことがあるのですが富⼠⼭が結構⼤きく⾒えていたのが印象
的でした。

あと，坂井泉⽔さんの思い出の道／街としては，所⻑さんも書かれていましたが，東京の外苑東通り（六本⽊・⻘
⼭・信濃町）。⿇布⼗番・⿃居坂というところでしょうか。⼤阪はいかがでしょうか。国内のPVやジャケットのロケ
地など「どこなんだろ」というところがありますね。

なにかのチャンスがあったらそっと⾒てくるのもいいですね。

Re:思い出の道

1824 選択 PAN 2007-10-28 20:21:05 返信 報告

カーディガンさん、こんばんは。
 今回は出張とゆかりの地巡り⼤変お疲れ様でした。

 昔何度か⼩⽥急線で新宿〜町⽥間を乗⾞したことがあり、それでもかなり遠く感じたのですが、毎⽇1時間20分もか
けて新宿まで通勤されていた坂井さんはさぞかし⼤変だったことと思います。

 秦野の近くの愛甲⽯⽥には仕事で2度ほど⾏ったことがありますが、やはり空気が澄んでいてとっても素敵な環境でし
た。ずいぶん昔のことなのですごく懐かしくなってきました。いろいろレポートしてくださってありがとうございま
した︕

 

Re:思い出の道
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1825 選択 カーディガン 2007-10-28 20:33:18 返信 報告

秦野駅前に湧き出でる泉です。

Re:思い出の道

1826 選択 PAN 2007-10-28 20:35:09 返信 報告

ALIL.1967さん、はじめまして。

⻘⼭と⿃居坂に反応して、写真を添付させていただきます。1枚の写真が⻘⼭（信濃町近
く）イチョウ並⽊の⾵景、2枚⽬が⿃居坂です。

 1枚⽬のほうは「Season」のプロモの⾵景に似ています（違うかもしれませんが??）
 

Re:思い出の道

1827 選択 PAN 2007-10-28 20:36:13 返信 報告

こちらは⿃居坂の⾵景です。
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Re:思い出の道

1828 選択 カーディガン 2007-10-28 20:39:22 返信 報告

⼩⽥急秦野駅です。

Re:思い出の道

1829 選択 カーディガン 2007-10-28 20:42:43 返信 報告

秦野名⽔の秘密だそうです。
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Re:思い出の道

1830 選択 カーディガン 2007-10-28 20:59:39 返信 報告

ALIL.1967様、PAN様、こんばんは。
 ⻘⼭と⿃居坂なのですが、⾏きませんでした。何度か⾏っていますので。でも、信濃町は⾏

きました。私が⾏ったときには、ファンの⽅はほかにいませんでした。どしゃぶりでした。
⽉命⽇にくることはなかなかできませんから、信濃町は⾏けてよかったです。
別の画像で、秦野駅北側のものを添付いたします。⼩さな静かな駅前でした。宿泊施設は少
なめなので、宿泊するなら事前に予約しておいたほうがいいようですね。

 

Re:思い出の道

1831 選択 PAN 2007-10-28 21:20:48 返信 報告

カーディガンさん、写真ありがとうございます。

秦野駅前の湧き出る泉、なかなか情緒がありますね。機会があれば是⾮訪れてみたいと思います。確かに宿泊施設は
少なそうな感じがします･･。

信濃町も都⼼にしては静かで落ち着く環境ですね。ここ数年は⾏っていなくて坂井さんが⼊院されていた慶應⼤学病
院の場所もいまだによく分かっていません･･。

 写真の並⽊道は11⽉下旬〜12⽉上旬にかけてイチョウが⾒ごろとなります。
 

Re:思い出の道

1832 選択 ALIL.1967 2007-10-28 21:32:28 返信 報告

PANさん よろしくお願いします。写真ありがとうございます
 カーディガンさん 写真ありがとうございます

イチョウ並⽊の写真はSeasonのPVの⾵景ににてますね。⿃居坂は坂の下が⾒えない形状なんですね（⾃分はこの坂
をとおったことがないです）。徳川家康が江⼾につれてきた家来?の⼀⼈が⿃居という名字だということですが．．．
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秦野はZARD以前の坂井さんの思い出の場所ですね。２，３度しか⾏ったことがないです。写真にあるように駅は私
鉄にしては⼤きめだったんですね。よい写真をみせていただきました。

Re:思い出の道

1833 選択 PAN 2007-10-28 21:53:43 返信 報告

ALIL.1967さん、こちらこそ宜しくお願いいたします。

イチョウ並⽊の写真には写っていないのですが、脇にあったベンチが「Season」のプロモとほとんど同じでした。多
分この場所だと思います･･

⿃居坂の名前ですが調べてみたらALIL.1967さんの仰るとおりで⿃居彦右衛⾨という⼈が由来のようです。⿃居家の
屋敷もここにあったみたいです。

 

Seasonのプロモ

1834 選択 stray 2007-10-28 22:30:38 返信 報告

カーディガンさん、ALIL.1967さん、PANさん、こんばんは︕

秦野については、本家でも詳しくレポートされてた⽅がいましたが、
 いい所のようですね〜。温泉があれば１泊してゆっくり散策してみたい場所です。

「Season」のプロモが、⻘⼭（信濃町近く）のイチョウ並⽊だったのですか︕
 と⾔われてもどこにあるか知らないのだけども（笑）。

PANさんへ、慶應病院は、JR信濃町駅を降りて階段上ると⽬の前です。

Re:思い出の道

1835 選択 PAN 2007-10-28 22:41:25 返信 報告

イチョウ並⽊は⼤江⼾線の⻘⼭⼀丁⽬駅がいちばん最寄です。昔の職場がここの近くでした。

http://humsum.cool.ne.jp/gaien.html
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慶應病院はJR信濃町のすぐ前だったのですね、知りませんでした･･。

Re:Seasonのプロモ

1836 選択 PAN 2007-10-28 22:48:38 返信 報告

全然関係ないのですがイチョウ並⽊の帰り道、たまたま撮った街⾓Cafeの写真が「GOOD
DAY」でした（笑）

 

Re:思い出の道

1837 選択 アネ研 2007-10-28 23:08:08 返信 報告

カーディガンさんお帰りなさい。
 ⻑い研修と合間のルポお疲れさまです。

 秦野は湧き⽔もありとてもいいところみたいですね。
 そのうち⾏こうと思いつつ、５ヶ⽉もたってしまいました。読んでるうちに、改めて⾏きたくなりました。

 また、いつか、Z研で泉⽔さんに関わるMAPでもできればいいなーと思いました。

Re:思い出の道

1838 選択 atti 2007-10-29 00:20:22 返信 報告

カーディガンさん、こんにちは。

県境の川は、境川ですね。
 毎⽇通勤時にこの駅前量販店の横を通りJRに乗っています。

 この近くに5⽉に⾏われた会場があります。
 ttp://atti.jugem.cc/?eid=1166
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Re:思い出の道

1841 選択 カーディガン 2007-10-29 23:27:59 返信 報告

アネ研さん、こんばんは。レスが遅れましてすみませんでした。
 Z研で泉⽔さんに関わるMAPでもできればいいなーと思いました。＞

 そうですね。そんなMAPがあると、泉⽔さんの思い出をめぐる旅がしやすいでしょうね。世界中に⾜跡を残していま
すから、まわるのも⼤変でしょうね（笑）

 attiさん、こんばんは。いいところにお住まいでうらやましいです（笑）どこかで聞いたような名前の川ですね。どう
して、こんな⼩さな川なのでしょう。合流したあと、江ノ島のほうに注いでいるようですね。⼩さな川も、⼤きな流
れになっていくのですね。

 attiさんの⽇記も興味深く拝⾒させていただきます。ありがとうございました。
 

美術館のつぎは「博物館」か︖（笑）

1846 選択 stray 2007-10-30 22:02:17 返信 報告

カーディガンさん、アネ研さん、PANさん、ALIL.1967さん、attiさん、こんばんは。

「泉⽔さんのPVロケ地をマップ」に……いいですねぇ。
 美術館ネタではないので、「博物館」を作らないといけないですね（笑）。

 研究所のお宝グッズを展⽰してもいいでしょうし。

館⻑はアネ研さんってことで、よろしく〜︕（笑）

Re:泉⽔さんが⾒た美術館のpvロケ地

1894 選択 ｍｆ 2007-11-02 11:27:53 返信 報告

PVロケ地など泉⽔さんの⾜跡をたどってみたいと思います
 地⽅に住んでいるためその機会がありません

 この投稿版を通じていろいろ知りたいです
 新規参加しますがよろしく
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Re:思い出の道

1896 選択 ｍｆ 2007-11-02 12:17:40 返信 報告

はじめまして挨拶遅れました このサイトに時々投稿してみたいとおもいます いまは失業中ですここで楽しく過ご
すことができれば楽しいのですがよろしくお願いします

 

ようこそ︕

1897 選択 Ｔ２８ 2007-11-02 12:47:18 返信 報告

はじめまして、mfさん。ようこそ︕ Z研へ。
 PVロケ地巡りですか、いいですね。私がお⾦と時間があるなら写真集撮ったイタリアに⾏ってみたいですね。 

 あ〜そうだ︕ モナコも⾏ってみたい。セレブじゃないから無理でしょうが。（笑）

こちらはかなりマニアック（私を除く︖）な⽅が多いですよ︕
 でも、皆さんいい⼈です。（笑）

 これからもどんどん遠慮せず書き込んで下さいね。
 

Re:思い出の道 返信ありがとう

1900 選択 ｍｆ 2007-11-02 13:18:19 返信 報告

関東地域に仕事でいった時に彼⼥の⾜跡をたどりたいと
 おもいます

 新規参加ですよろしくお願いします
 

Re:いい取材ですね

1907 選択 匿名 2007-11-02 16:48:31 返信 報告

６/２６ に秦野を⾞で⾛って⾒ました
 ⾒た景⾊がありました

 

https://bbsee.info/straylove/id/1819.html?edt=on&rid=1896
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1896
https://bbsee.info/straylove/id/1819.html?edt=on&rid=1897
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1897
https://bbsee.info/straylove/id/1819.html?edt=on&rid=1900
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1900
https://bbsee.info/straylove/id/1819.html?edt=on&rid=1907
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1907


Re:質問

1908 選択 質問 2007-11-02 17:08:04 返信 報告

このサイトでは某サイトのように悪質な書き込みがあったときどう対処するんですか削除等を速やかにしてもらえる
のでしょうか

 このサイトはいい書き込みばかりですね読むのがすごく楽しいです

質問さんへ

1912 選択 stray 2007-11-02 17:20:45 返信 報告

ここは管理⼈である私が常駐しておりますので、
 悪質なイタズラ、荒らしは即刻削除します。

> このサイトはいい書き込みばかりですね読むのがすごく楽しいです

ありがとうございます︕
 上の「投稿規定」にも書いておりますが、楽しい投稿をよろしくお願いします︕

 

Re:思い出の道

1928 選択 カーディガン 2007-11-02 22:59:49 返信 報告

こんばんは、ｍｆさん、匿名さん、質問さん。
 思い出の道をたどって、この記事のスレをたてたカーディガンです。泉⽔さんの思い出の地巡りは楽しくて、とても

味わい深いものがありました。まちがいなく、泉⽔さん、その⼈が歩いたところですから、泉⽔さんに近づく思いで
した。しかも、その⽇が意味ある⽇でしたので。

 また、どこか⾏きましたら、レポートしたいと思います。よろしければ、また、いろいろとコメントください。
 それでは。

Re:思い出の道

1956 選択 カーディガン 2007-11-03 22:30:28 返信 報告
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皆様、こんばんは。
先週、⾏って来た思い出の道を歩いたときの画像です。

 画像縮⼩などしないとアップできませんので、今頃になってしまいました。すみません。
 「幸⼦」ということで、反応してしましましたが・・・

 ⼩林幸⼦ですね。同じ「さっちゃん」でも・・・演歌の⼤御所ですね。歌うジャンルが違います
ね。

 町⽥の駅前ということで、ご愛敬です(^_-)-☆

Re:思い出の道

1957 選択 カーディガン 2007-11-03 22:34:36 返信 報告

こちらは、⼩⽥急線町⽥駅前です。
 ⼩⽥急百貨店など、⼤きな商業施設がたくさんあり、とても賑やかなところです。

 JR町⽥駅もすぐ近くです。

Re:思い出の道

1958 選択 カーディガン 2007-11-03 22:39:16 返信 報告

⼩⽥急線秦野駅の停⾞場のネームプレートです。

Re:思い出の道
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1959 選択 カーディガン 2007-11-03 22:40:54 返信 報告

名⽔の⾥、湧⽔マップです。
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. オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [1840]皐ギャラリー、10/31オープンです︕︕(4) [1843]●●● New Single CM (Comming Soon -> 12.12) wmv&mp4 ●●●
(3) [1814]From．aki(5) [1812]３万７千円(1) [1802]宅急便で〜す(4) [1793]明⽇を夢⾒て(9) [1803]strayさんへ(1) [1
692]「グロリアス マインド」のジャケ写真(16) [1745]MY PHOT ALBUM(8) [1758]ZARD(3)

新しい話題を投稿する

« 21 20 19 18 17 16 15 14 13 »

皐ギャラリー、10/31オープンです︕︕

1840 選択 stray 2007-10-29 22:06:26 返信 報告

皆さんこんばんは。
 ⻑らくお待たせしましたが、「皐ギャラリー」オープンは10/31（⽔）の予定です︕

あと２⽇︕ ご⾟抱下さい︕（笑）

Re:皐ギャラリー、10/31オープンです︕︕

1847 選択 stray 2007-10-30 22:03:19 返信 報告
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いよいよ明⽇オープンです︕

まだ内装⼯事やってます（笑）。⼤丈夫なんだろうか︖
 

Re:皐ギャラリー、10/31オープンです︕︕

1848 選択 アネ研 2007-10-30 23:33:20 返信 報告

さっき美術館に⾏ってきました。
 館内は⾜の踏み場もないようなありさまでした。

 また、美術館前の道路はズラーと加⼯画のトラックと、⾳響設備のトラックが並んでました。駐⾞違反ならないか
な︖

 それより、おさめきれるのかしらん︖

Re:皐ギャラリー、10/31オープンです︕︕

1849 選択 カーディガン 2007-10-30 23:36:27 返信 報告

こんばんは、皆様。
 明⽇、皐ギャラリーがオープンですね︖今も徹夜で内装⼯事中ですか。お疲れ様です。私は、出張後のため、たまっ

ていた仕事をやっつけて、帰ってきました。２２時には家に着いてましたが、メールチェックと⾷事をしていたら、
あっというまに２３時を過ぎてしまいました。実は、明⽇はお休みです。休みたくないところでしたが、休みが残っ
ていたので、明⽇休みをとることにしました。明⽇はいろいろな資料をつくりながら、時々カキコをしたいと思いま
す(^_-)-☆平⽇オープンなので、盛り上げないといけないですね＼(^o^)／

Re:皐ギャラリー、10/31オープンです︕︕

1852 選択 stray 2007-10-31 13:59:15 返信 報告

もうそろそろだと思いますが、館⻑さんが忙しいみたいですね（笑）。

オープン特別企画を急遽（今朝）追加しましたので（笑）、お楽しみに︕
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●●● New Single CM (Comming Soon -> 12.12) wmv&mp4 ●●●

1843 選択 ALIL.1967 2007-10-29 23:56:02 返信 報告

CMのComming Soonが12.12になりました。変更はそれだけです。

20071029グロリアスマインドCM.WMV 1.3MB 
 http://www.filebank.co.jp/wblink/3f47cfc285c0ffb016ab8173006dd1d7

20071029グロリアスマインドCM.mp4 2.5MB 
 http://www.filebank.co.jp/wblink/0366a4a73d8d1888d89044c534ecbfba

皆様のご要望あればOpening Videoもpostします。

Re:●●● New Single CM (Comming Soon -> 12.12) wmv&mp4 ●●●

1844 選択 ALIL.1967 2007-10-29 23:59:37 返信 報告

Opening Videoはもちろん10.29コナンです。

ALIL.1967さん、ありがとう︕

1845 選択 stray 2007-10-30 21:58:21 返信 報告

こんばんは、いつもありがとうございます︕
 皐ギャラリーの最後の追い込み（まだやってる︕）で（笑）、お礼が遅くなりました。

リリース⽇がCMに⼊ると、いよいよって感じがしてきますが、
 まだ１ヶ⽉半もあるんですよね（笑）。

 いつになったら動画ver.になることやら。

●●● 10.29 OP wmv&mp4 ●●●

1850 選択 ALIL.1967 2007-10-31 01:57:38 返信 報告
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stray所⻑，ありがとうございます。みなさんもたくさんのDLありがとうございます。

OPは映像がそのエピソードの内容になるだけで歌は同じです。今回の映像の内容は，ミステリー番組ということで受
け流してくださいね。

 20071029名探偵コナンOP.wmv 18.5MB
 http://www.filebank.co.jp/wblink/0ec0ae1f27fd922edd94141c19267892

20071029名探偵コナンOP.mp4 26.1MB
 http://www.filebank.co.jp/wblink/158180f438af4fc3f9291b11ef9a7dc9

（番外）ちょっと設定を間違えまして，サイズを調整いたしました。
 20071029グロリアスマインドCM(640x480).mp4 2.3MB

 http://www.filebank.co.jp/wblink/ef06aa89782e98d65407376af3d8a69c

三つとも11⽉6⽇まで。

From．aki

1814 選択 皐 2007-10-27 21:50:18 返信 報告

akiちゃんから、皆さまへお便りを預かりました︕(o^∇^o)
 いい⼦ですね〜(o≧ω≦o)私が⾔うのも変ですが、若いのにとってもしっかりした⼥の⼦です☆ﾐ

 ↓↓に載せておきますね︕(o^ω^o)

Re:From．aki

1815 選択   2007-10-27 21:50:49 返信 報告

ZARD研究所のみなさんへ
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みなさん初めまして（じゃ無い⽅もいらっしゃると思いますが笑）こんばんは、akiです。
この度は、皆さんのアイドル(笑）であるさっちゃんと⼀緒に共同作品を作らせて頂きました♪

 もう⾒ていただけたでしょうか︖

いつもみなさんのやりとりを楽しく拝⾒させて頂いています。
 （私が最近お気に⼊りなのは、「マイフレンド」の振り返りの謎についてのスレです…笑）

 また、レアな画像やコアな話題も楽しみにしています。
 いつも本当にご苦労様です＆ありがとうございます。

これからもどうぞみなさん仲良く、楽しく、そして熱⼼に(笑)研究に励んで下さい♪
 そして、さっちゃんをよろしくお願いします︕（私が⾔う事じゃないですが…笑）

10⽉27⽇  aki

akiさん、ありがとう︕

1816 選択 stray 2007-10-27 22:04:38 返信 報告

こんばんは、初めまして、所⻑のstrayです。
 akiさんの詞はいつもＺ板で拝⾒しておりますが、

 詞の世界は、作られた⼈の想いをきちんと理解できないかぎり、なかなかコメント
 しづらいものがあって、いつも黙って拝⾒させていただいておりました。

皐ちゃんが「若いのににいい⼦です」って書いているので、
 akiさんは中学⽣なんだろうなぁと誤解されないか⼼配です（笑）。

さっちゃんは、いちおう私と皐家ペーパーコンビを組んでいるのですが（笑）、
 貸し出し⾃由ですので、さっちゃん＆akiちゃんコンビで、これからもコラボ作品づくり

 お願いしますね。もうじき完成の皐ギャラリーに展⽰させてもらいます。
 Ｚ研へのメッシージ、どうもありがとうございました︕

 

素晴らしい︕︕ 感激です。

1817 選択 ＳＳＳ 2007-10-27 22:22:47 返信 報告

https://bbsee.info/straylove/id/1814.html?edt=on&rid=1816
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1816
https://bbsee.info/straylove/id/1814.html?edt=on&rid=1817
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1817


 
皐さん、ａｋｉさん、皆様こんばんは〜

Ｚ．研＆Ｚ．Ｐ〜各掲⽰板アイドル★皐さん、ａｋｉさん★の⾒事な共同作品、画像＆詩に感激しました（笑）あり
がたく頂きます、恐らく１０歳ほど︕︖年上の⾃分もしっかりしなきゃなーと⾒習うばかりです〜年ばっかり増えち
ゃって（⼤汗） ⾃分も頑張りますー。

 

 

akiちゃんへ

1818 選択 Ｔ２８ 2007-10-27 22:28:55 返信 報告

akiちゃん（お許し頂いたのでね）こんばんは。

私にとってお⼆⼈（akiちゃん＆皐ちゃん）は、⼀番好きな作詞家と画家です。
 密かに期待していたコラボが実現して⼤変喜んでいます。

 以前はけっこう頻繁にレスしていたのに、最近はご無沙汰してしまってゴメンなさいね。
 この画像も私がリクエストした訳じゃないのに、メチャメチャうれしいです。

 これからもお⼆⼈のコラボに期待しています。

       akiちゃん＆皐ちゃんファンのストーカー部⻑より
 

Re:From．aki

1839 選択 皐 2007-10-29 20:59:29 返信 報告

akiちゃんから皆さんへレスのお返事を預かりました︕(o^∇^o)
 載せておきますね〜☆ﾐ

********************************************************************************

皆さん、レスありがとうございます︕
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stray所⻑
この度は、お忙しい中レスして頂いてありがとうございます。

 今までstrayさんと直接お話しした事はほとんどなかったので、
こうしてお話が出来る事を嬉しく思います(=^_^=)

 私の詩を⾒ていたんですね…︕びっくりです︕
 また私が詩を書いた時には、もしstrayさんが気が向いたらレスくださいね笑。

誤解しないので⼤丈夫です笑。
 さっちゃんも私も年齢はヒミツということで♪笑

もちろん知ってますよ(≧∇≦)/⼤ファンです笑
 はい︕またコラボ出来るように、まずは詩を頑張って書きますね︕

 ギャラリーの⽅楽しみにしています(◎≧u≦)

SSSさん
 SSSさん（別名、お兄ちゃんですね笑）こんばんは♪

 ありがとうございます︕私も感激です(≧∇≦)/
 まだまだお若いじゃないですかっ︕(笑)そんな寂しい事⾔わないで下さいよ〜(笑)

 お互い頑張りましょうね︕（ほどほどに笑）
 コメントありがとうございますφ(≧ω≦*)♪

T28さん
 こんばんは(⌒∇⌒)ﾉ"" 

 そう⾔って頂いて、とっても嬉しいです〜(*^▽^*)ゞ
 さっちゃんと私のコラボ、密かに期待していたそうで…笑︕

 私も、さっちゃんとのコラボが実現出来た事を、本当に喜んでいます♪
 いえいえ、こうしてレスして下さっただけでも⼗分嬉しいです︕

 でも、頻繁にレスしてくれたらもっと嬉しいです…笑(◎≧u≦)

はい︕またいつか（いつになるか分からないけど笑）会いましょうね♪
 では失礼します。

aki



３万７千円

1812 選択 stray 2007-10-27 00:03:00 返信 報告

皆さんこんばんは、私は札幌に来ています。 
 けっこう暖かいですよ。

⾶⾏機の中で読んだ雑誌に、泉⽔さんが⼊院していた慶應病院の特別室のことが書かれていました。

１号棟の４Ｆと５Ｆが特別室で、泉⽔さんの病室は「１⽇３万７千円」だそうです。 
 安部⾸相が⼊院していた部屋が１⽇１８万９千円で、１５５平⽅Ｍ（役４０坪）だそうです。 

 泉⽔さんの部屋は狭かったのかな︖

警備もないもない、饐えた匂いのする、普通の病棟だそうです。

Re:３万７千円

1813 選択 奈良ZARDファン 2007-10-27 20:08:05 返信 報告

strayさん

突然、こんばんは〜。

＞警備もないもない、饐えた匂いのする、普通の病棟だそうです。

泉⽔さん頑張っていたのですね。(T_T)

宅急便で〜す

1802 選択 KiKI 2007-10-25 16:31:35 返信 報告
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皐ちゃんのギヤラリーまだみたいですね・・・

 頑張っていらっしゃるみなさんに xxxさんから,ケーキの差し⼊れですよ

って、パー⼦さんが出てきたけど、ここは、Z研ですよね︖

写真バチバチ撮られてビックリです。（笑）

楽しみにしています・・xxxさんも毎⽇頑張っていますよ〜︕︕

xxxさん、どうもありがとう︕

1804 選択 stray 2007-10-25 18:39:53 返信 報告

xxxさん、こんにちは︕︕
 平⽇のこんな時間においでになられるとは予想だに…（笑）

皐ちゃんのギヤラリー、まだなんですよ〜。
 ８割⽅出来上がったところで、⼤問題が発⽣しまして、対応に追われています。

 最低でもあと１週間はかかりそうですが、差し⼊れのケーキ⾷べて頑張ります︕（笑）

しかし…、xxxさんまでがパー⼦ものに嵌るとは…（爆）
 楽しい作品＆Ｚ.pの作品、どうもありがとうございました︕

 また来て下さいね︕︕

Re:夢のコラボ︕(笑)

1807 選択 皐 2007-10-25 19:09:11 返信 報告

キキちゃんからの差し⼊れ嬉しい〜︕(*≧∇≦*)ってパー⼦が受け取ってる!?(◎Д◎;;)(笑)
 きっと所⻑と部⻑は忙しかったから、代わりにパー⼦が出たのね…(笑)

xxxさん作の⾯⽩画像って初めてですよね︕(笑)パー⼦の表情が何とも⾔えない︕︕(笑)
 キキちゃんもパー⼦の形相に半分引いてる(早く帰りたい(笑))感がありますね︕(=^⽫^=)(笑)

 xxxさんお元気そうですごく嬉しいです(o≧ω≦o)また来てくださいね〜☆ﾐ
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xxxさん、こんばんは

1809 選択 アネ研 2007-10-25 22:52:33 返信 報告

楽しい加⼯画ありがとうございます。
 名前もkikiなんてのりがいいですね（笑）

 しかし、パー⼦のカメラ、パシャパシャがZ研のパー⼦作品にはまだなかったんですねー。
 最近のはアブナイもんね。（笑）

ZPのもかっこいい泉⽔さんですね。惑星の影の泉⽔さんがニクイですね。（笑）

Z板のはほんと洗練されてて、⾒⼊っちゃいました。

また、サインもいいと思います。

次回作期待します。

Re:宅急便で〜す

1810 選択 カーディガン 2007-10-26 12:06:31 返信 報告

xxxさん、こんにちは。
 宅急便ごくろうさまです。調⼦はいかがでしょうか︖

 私は、昨⽇、今⽇と東京におりますので、泉⽔さんの思い出の地を巡っております。昨⽇は東京国際フォーラムに⾏
ってきました。今⽇は、あいにくの⾬でしたが、⾬に濡れても、歩き続けております。

 それでは、お体にお気をつけてお過ごしください。

明⽇を夢⾒て

1793 選択 皐 2007-10-24 20:00:52 返信 報告
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新しい加⼯画が出来上がりました(o^∇^o)ペーさん(笑)のために歌詞を
読みやすくしてみたつもりなのですが…(’u’)あんまり変わりない感じかな︖(笑)

所⻑に部⻑☆Gallery建設ラストスパート、頑張りましょうね︕(o≧∀≦o)

頂きま〜す♡

1794 選択 Ｔ２８ 2007-10-24 20:47:11 返信 報告

久しぶりに、1号登場でっす︕（笑）
 いつもながら⾒事ですね。⽂字も⾒やすいですよ︕ 私は⼤丈夫。所⻑は分からんけどね。（笑）

もちろん皐Galleryの建設も、もう少しだから頑張りまっす♡
 

Re:頂いちゃって(o≧∇≦o)

1795 選択 皐 2007-10-24 21:26:18 返信 報告

“T28”に“1号”久しぶりに⾒たような気がします♪♪(笑)
 部⻑は⽂字⼤丈夫みたいですね︕果たしてペー様はどうなんでしょうか(笑)

あともう少し頑張りましょう(o^∇^o)ファイトー☆ﾐ

ダメだ（笑）

1796 選択 stray 2007-10-24 21:33:12 返信 報告

⽂字がはっきり読めない（笑）。
 ⼤きさは問題ないとして、影のせいかな︖ いや、歳のせいだな（笑）。

右下、カメラ⽬線の「明⽇を夢⾒て」よく⾒つけましたね︕
 私も持ってないのに。
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頂きま〜す♡

1797 選択 PAN 2007-10-24 21:43:53 返信 報告

やっぱりトーストがいちばん。
 ちがう、、

 加⼯画すばらしーです︕︕

Re:ツ…ツボ︕︕(笑)

1798 選択 皐 2007-10-24 22:09:21 返信 報告

所⻑へ＞
 ＞影のせいかな︖ いや、歳のせいだな（笑）。

 ツボに⼊っちゃいました(*≧∇≦*)おかしい〜︕(笑)お腹痛い…︕︕(笑)
 ⾔い⽅が…︕(笑)

 右下の「明⽇を夢⾒て」はYoutubeからの画像ですよ(o^∇^o)☆ﾐ
 …ダメだ︕︕(笑)おかしくて頭が回らない(≧∇≦｡)(笑)

PANさんへ＞
 トースト美味しそう〜(o^∇^o)♪後で頂きますね☆ﾐ

 今は笑いが治まらないので、⾷べ物はキケンです︕(笑)

☆夜のおやつに召し上がれ☆

1799 選択 ＳＳＳ 2007-10-24 22:18:18 返信 報告

 
 
おおっ、皐さん早速〜ＮＥＷ画像の出来上がりですね（笑）嬉しいなー、早速頂きます、⾷欲の秋〜寒い夜にＳＳＳ
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から差し⼊れですよ、１⼈暮らし８年・オリジナル開発した特製『キャロット蒸しパン』で
す〜ニンジン１本まるごと擂り、炊飯器で２０分したら完成、お⽫にドカンと乗せる瞬間が
最⾼なのさ(^o^)⼃ 

 好きなジャム＆蜂蜜を塗って召し上がってね︕︕ ビタミンＡたくさん、お肌スベスベ＆
⾎液サラサラ、野菜嫌いの⼦供＆泉⽔さんも⼤好きな１品・・難点は、１⼈で⾷べるには量
が多すぎる事（汗）いろんな才能を持つＳＳＳでした。

 
 

Re:美味しそう☆ﾐ

1800 選択 皐 2007-10-24 22:39:25 返信 報告

SSSさん こんばんは︕PANさんのトーストに続き、SSSさんからは特製『キャロット蒸しパン』の差し⼊れですね︕
(*≧∇≦*)

 どうもありがとうございます︕SSSさんは本当にお料理が上⼿ですよね☆ﾐ
 お⽫にドンっと乗せる瞬間は、想像するだけで楽しそう♪♪

 ちょっぴり⾵邪気味なので、栄養がある蒸しパンは助かります(o^ω^o)

加⼯画の⽅は貰ってくださってありがとうございますね︕(o^∇^o)
 すでに制作に⼊ってる加⼯画もあるので、楽しみにしていて下さい☆ﾐ

「マイ フレンド」の影響か︖︖︖

1801 選択 アネ研 2007-10-24 23:21:11 返信 報告

skg「明⽇を夢⾒て」⾒ましたみました。
 しかし、泉⽔さんは綺麗だなー︕いい感じですね。

 それに、なんだか泉⽔さんが皐ギャラリーの前でオープンを待ってるように⾒えるのは、私とみんなの気持ちの投射
でしょうか︖（笑）

 また、むりやりだけど、左右の泉⽔さんはなぜか振り向いてる連写のように⾒えるんだけど・・・（笑）
 これって、skg「マイ フレンド」のストーカーペーパーの影響でしょうか︖（笑）
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PS ♯591の画像の泉⽔さんカッコいいですね。ほんとロッ  クしてるね。チェキ♪
  また、名曲で加⼯されてないのはないでしょうか︖

   オープン後も追加できるんだけどね（汗）要チェッ   ク︕︕︕

所⻑へ
   ＞ずらせないかは

   正確には、次の画像への変更と、次の曲への変更を同  時にはできませんか︖ということでした。

Re:アネ研さんへ☆

1806 選択 皐 2007-10-25 19:03:20 返信 報告

“いい感じ”みたいで良かったです☆ﾐ 連写のように⾒えるというのはあるかもしれませんね︕
 横顔から徐々にカメラ⽬線という感じなので(^⽫^)(笑)

 何の意識もしてなかったですが…もしかしたらペーパーの影響があるのかも?!(笑)
 “オープンを待ってるように⾒える”というのもすごく嬉しいです(*≧∇≦*)

♯591(会議室)の画像は、ロックっていう感じでカッコイイでしょう♡
 所⻑⽈く元画は“ケバケバしい”(笑)んですが、シルバーが掛かったらちょうど良くなって、

 “ロックスター”という感じです♪♪
 名曲は…他にもありすぎて追いつきませんね(笑)所⻑と部⻑に「追加お願いします」と頼む事になりそうです(≧ω

≦;;)

strayさんへ

1803 選択 れお 2007-10-25 17:22:09 返信 報告

こんにちは。
 今⽇xxxさんが、party会場のほうへ作品を持ってこられましたので是⾮ギャラリーに飾ってください。

 宜しくお願いします。
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れおさん、どうもありがとう︕

1805 選択 stray 2007-10-25 18:43:55 返信 報告

れおさん、いつもありがとうございます︕
 Ｚ研は、xxxさんから「パー⼦」ものを頂戴しました（笑）。

 皐ちゃんと張り合わずにいられない、よほど負けず嫌いなご性格とお⾒受けしました（笑）。
 xxxさんもお元気そうで、嬉しいですね。

 どうもありがとうございました︕
 

「グロリアス マインド」のジャケ写真

1692 選択 stray 2007-10-18 20:54:04 返信 報告

LUNAさんが、#1690でUPして下さった、
 「グロリアス マインド」のジャケ写真です。

Re:「グロリアス マインド」のジャケ写真
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1693 選択 stray 2007-10-18 20:58:04 返信 報告

この⾊の洋服で、唯⼀⼼当たりがあるのがこの写真です。

2001年の⾳楽誌に掲載されたものです。

袖のボタンが写っていないので同じかどうか不明ですが、
 お顔の感じはよく似てます。

Re:「眠り」

1695 選択 皐 2007-10-18 21:55:20 返信 報告

この時期の写真がジャケ写になるんですかね(o^ω^o)
 う〜ん、この時って特典DVDに⼊ってた「眠り」の映像と同じものですよね(’u’)

 ということは、結構前の写真になるんだ(*^_^*)

P.S.所⻑がupしてる2001年の⾳楽誌に掲載された写真、初めて⾒ました︕(◎’□’◎)
    いつ⾒ても綺麗ですね〜☆ﾐ

「眠り」のDVDか︕

1702 選択 stray 2007-10-18 22:23:16 返信 報告

皐ちゃん、ありがと︕
 どこかで⾒たことある「電気スタンド」だなあと思っていたのですが、

 「眠り」のDVDでしたか︕画像ばっかり探してました（笑）。
 #1693画像掲載の雑誌はマイナー誌なので、この画像を知らない⼈が多いと思います。

1994年の写真を2001年に使いまわすとは…。
 （くしくも部⻑が今⽇Getした「時間の翼」インタビュー記事のときです）
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Re:「グロリアス マインド」のジャケ写真

1733 選択 PAN 2007-10-20 01:32:19 返信 報告

stray所⻑へ

>2001年の⾳楽誌に掲載されたものです。 
 この⾳楽誌は「歌ＢＯＮ（主婦と⽣活社）」でしょうか??

Re:「グロリアス マインド」のジャケ写真

1737 選択 PAN 2007-10-20 10:37:00 返信 報告

歌ＢＯＮ（主婦と⽣活社）がみつかりました。2001年4⽉号です。同じ写真ですネ︕

PANさんへ

1762 選択 stray 2007-10-21 10:27:05 返信 報告

失礼、↑の記事、⾒逃してました（笑）。
 「歌ＢＯＮ」にも同じ写真がありましたか︕

 私が引⽤したのは「Music Creator」です。

Re:「グロリアス マインド」のジャケ写真

1768 選択 カーディガン 2007-10-21 15:01:33 返信 報告
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なんで、この写真がジャケ写になるのでしょう︖なにか思い⼊れがある写真なんでしょうか︖新しく写真をとること
はできませんから、ある中から使うしかありませんが。期待していたよりも、シンプルすぎますね。まぁ、ZARDは
シンプルな写真が多いから、これがふつうなのかもしれないですね。

 WEZARDのTOPのCMの＃1695のところですよね。やっぱり、promised youで⼥性的な格好をしていたのは、尋常
ではない⼼境だったのかもしれませんね。

カーディガンさんへ

1772 選択 stray 2007-10-21 21:17:02 返信 報告

こんばんは、明⽇からまた⽸詰ですか︖

なんで、この写真がジャケ写になるのか、私にもわかりません（笑）。
 アネ研さんは「⿊い服」と書かれていましたが、こげ茶ですよね︖

 セピアに加⼯してるから⿊がこげ茶に⾒えるのか︖

promised you（のPV）は、それだけ思い⼊れがあったということでしょう。
 左胸の上につけている「⿊い花︖」が何なのか気になりますね。

所⻑へ

1774 選択 PAN 2007-10-21 21:43:51 返信 報告

>「歌ＢＯＮ」にも同じ写真がありましたか︕ 
 ハイ、本屋で⾒逃しませんでした（笑）

「Music Creator」という本、知らなかったですね。。
 千葉で売っている本でしょうか︖（笑）

 

Music Creator は、

1775 選択 皐家ペー・パー⼦ 2007-10-21 22:03:08 返信 報告

https://bbsee.info/straylove/id/1692.html?edt=on&rid=1772
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1772
https://bbsee.info/straylove/id/1692.html?edt=on&rid=1774
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1774
https://bbsee.info/straylove/id/1692.html?edt=on&rid=1775
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1775


地⽅誌じゃありません（笑）。
1999年ごろ発刊して、２〜３年で廃刊になったので、今はありません。

 ヤフオクの「雑誌」で調べれば出てきます。
 

Re:Music Creator は、

1776 選択 PAN 2007-10-21 22:15:00 返信 報告

早速ヤフオクで検索したら出てきましたよ〜
 地⽅紙じゃあなかったのですね（笑）

 読んででみたかったです。

明⽇から

1777 選択 カーディガン 2007-10-21 22:27:43 返信 報告

こんばんは、皆様。
 明⽇からまた⽸詰ですか︖＞

 私、また明⽇から⽸詰で⾝動きがとれません。早く外にでたいです。やっぱり、めざましバージョンを筆頭に泉⽔さ
んのCDを持ってきて正解でした。暇なときは、パソコンで聴いています。来週は外にでられますが、その前に⼭とあ
る課題を仕上げます。海外旅⾏並みの荷物ででてきたのですが、資料をそろえたり、準備をするのがもう⼤変でし
た。

 こんな時、思うのが、泉⽔さんのことです。船上ライブでは出航したあと戻れないから、荷物チェックが⼤変だった
こと、海外撮影も、トランクに荷物をたくさん持っていったこと、です。泉⽔さん、国内で撮影をすれば、もっと楽
だったのに。やっぱり、⽂明の利器、⾞はいいです。荷物が多い時は⾞に限りますね。今まで、こんな思いはほとん
どなかったので、今は落ち着いています。また、明⽇よりがんばります。

 

カーディガンさんへ

1779 選択 ALIL.1967 2007-10-21 23:08:48 返信 報告
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>海外撮影も、トランクに荷物をたくさん持っていったこと、です。泉⽔さん、国内で撮影をすれば、もっと楽だっ
たのに。 
 そうですね。泉⽔さんが，⼤きなスーツケースに両腕からもたれかかって ＜もうぐったり＞ というようにして
いる⽩⿊の写真を⾒たことがあります。

⽇本の街の⾵景だと、あふれかえる広告類（お店の看板とか）が映ってしまってあんまり⾒栄えのする場所が街にな
いですね。

  #706,738の写真は2000年代に⼊ってからの代官⼭と思われるそうですが夜景ではないので背景がぼけて泉⽔さん
がはっきり写ってる。ところが，外国だとみんなROMA-jiだしかっこいいんですよ。

1990年代，外国に⾏くのも楽しかったはずです。（⾶⾏機疲れるけど）
  90年代は⾃分も結構たのしかったので，『負けないで』に励まされたというCS追悼番組のナレーションのような思

いははないですね。「きれいな⼈」，その後は，「薄いお化粧でよけいに印象的」とおもっていました。

ALIL.1967様、お返事ありがとうございます。

1782 選択 カーディガン 2007-10-22 08:52:36 返信 報告

おはようございます。
 ALIL.1967様、海外撮影は確かに国内と違って絵になるでしょうね。横⽂字はやっぱり違うでしょうか。私も⾏きた

いところがあったのですが、もう、この不穏な情勢では⾏けなくなってしまいました。あと、先⽴つものが・・・。
豪華に当たってくれれば別ですが。国内だとマイフレンドのPVのようなのは、とれないでしょうね。国内でもいいと
ころがたくさんあるんですけどね。泉⽔さんが、２０００年以降は国内でばかり撮影していたのも、海外移動の⼤変
さと関係があるとは思うのです。私も、海外に今は⾏こうという気はまったくありません。ほんと疲れてしまうの
で。

Re:「グロリアス マインド」のジャケ写真

1783 選択 ALIL.1967 2007-10-22 12:43:35 返信 報告

選んだ写真でZARDのイメージを最⼤限表現しようとする，制作チームからのメッセージとして受け⽌めます。
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カーディガンさんへ
 横⽂字はかっこいいんですが，⻄洋⼈には漢字がかっこいいと思う⼈もいますよね。漢字が書かれたT-shirtsに感激
してる⼈もいます

Re:「グロリアス マインド」のジャケ写真

1784 選択 カーディガン 2007-10-22 15:01:10 返信 報告

ALIL.1967様、お返事ありがとうございます。
 発売まで、まだ間があるので、何があるかわかりませんが、制作チームにお任せします。歌が聴ければいい⼈なの

で。

MY PHOT ALBUM

1745 選択 匿名 2007-10-20 18:48:31 返信 報告

みなさん、こんばんは︕
 ZARD関係より殆どお城の写真ですが公開しましたので

 よければ⾒に来てください。
 http://photos.yahoo.co.jp/kaz2313

Re:MY PHOT ALBUM

1747 選択 Ｔ２８ 2007-10-20 19:19:51 返信 報告

こんばんは。
 kaz2313さん、名前忘れてますよ︕（笑）
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先程、Z板の⽅からリンク辿って拝⾒しました。
どれも素晴らしい「写真」と「作品」ですね。また拝⾒いたしますね。

 

Re:MY PHOT ALBUM

1751 選択 stray 2007-10-20 19:36:14 返信 報告

kaz2313さん、こんばんは。

私もZ板で記事を⾒て、拝⾒してきました。
 ほんとどれも素晴らしい作品ばかりで、溜め息しかでませんでした。

 Z板に投稿された作品と、この作品は背景が違うだけですが、
 泉⽔さんの印象が随分かわるものですね。

 これからも素晴らしい作品をよろしくお願いします︕

ありがとうございます︕

1752 選択 kaz2313 2007-10-20 20:03:48 返信 報告

＞T28さんへ
 最近よく家内に物忘れがひどいと注意されるんです。

 とうとう⾃分のHNも忘れてしまいました。（＾＾）

＞strayさんへ
 さっそく⾒に来ていただき、ありがとうございます。

皐さんにもよろしくお伝えください。（＾＾）

kaz2313さん、こんばんは、綺麗ですね︕

1757 選択 アネ研 2007-10-20 23:46:19 返信 報告

もしかしたら、レスははじめてかもしれませんが、いつも無断でいただいています。
 Z板のも⾒てきましたが、私の好みはZ研のほうです。
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ありがとうございます。
そして、勝⼿に想像させてもらえば、お題は、「グロリアス マインド」では︖

 次回作も、期待させてもらいます。

Re:MY PHOT ALBUM

1759 選択 kaz2313 2007-10-21 00:32:40 返信 報告

アネ研さん、こんばんは、
 ＞お題は、「グロリアス マインド」では︖

 当たりです。（＾＾）解りましたか︖わかりますよね。
 発売⽇が楽しみですね。

当たったー（嬉）

1760 選択 アネ研 2007-10-21 02:00:38 返信 報告

しかし、みんな解ってるんですかね︖
 ヤボだったかしらん。

「MY PHOT ALBUM］の私的に仮題「紅葉に染まるZARD」秋ぽっくていいですね。
 「Z」に付いた枯葉もオシャレだし、泉⽔さんの⼿前のもみじは特にいい感じですね。

 

Re:キレイですね︕

1770 選択 皐 2007-10-21 17:42:07 返信 報告

kaz2313さんこんばんは︕素敵なフォトアルバムですね(o^∇^o)
 ZARDフォルダもそうですが、お城のフォルダも⾒てしまいました(>u<;)(スミマセン(焦))

 ⾊々と観光してらっしゃるんですね(*^_^*)個⼈的に⼩浜城跡がお気に⼊りです︕
 綺麗な写真に作品を⾒させて貰いました︕ありがとうございます☆ﾐ

MY PHOT ALBUM
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1771 選択 ＳＳＳ 2007-10-21 18:18:47 返信 報告

KAZU2313さん、こんばんは〜

素晴らしい画像、ありがたく頂戴しますね（笑）

お城⼤好き、あと４００年早く⽣まれていれば、織⽥信⻑と同じ家紋を持ち、遠縁にあたるた
め〜得意とする剣ｏｒ槍の兵法で名をあげただろうに残念、押⼊れの甲冑＆兜を⾝につけ街を
普通に出歩きたいです、泉⽔さんにはお姫様になってもらい、天守閣で歌って欲しいなー♪ 
負けないでを聴いたら⼠気１００倍ですよ。

ZARD

1758 選択 プチ⼦ビッチ 2007-10-20 23:53:44 返信 報告

ZARD

Re:ZARD

1763 選択 stray 2007-10-21 10:27:46 返信 報告

これはＫＱ時代の⽣写真でしょうか︖

Re:ZARD
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1765 選択 プチ⼦ビッチ 2007-10-21 14:37:04 返信 報告

Oct. 18, 1990

Re:ZARD

1769 選択 stray 2007-10-21 17:09:57 返信 報告

1990年10⽉だとすると、ＲＱとＫＱの２⾜のわらじですが、
 イヤリングの⼤きさを考えるとＲＱのものでしょうか。

 レオタードじゃないので、レース後の打ち上げかな︖
 初めて⾒る写真です、プチ⼦ビッチさんどうもありがとうございました︕
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. オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [1764]ZARD(1) [1669]写真でみるZARD作品(20) [1707]もう⼀つ情報あったよ〜︕(10) [1673]KOHさんへ(8) [1536]
公式サイト更新 雑誌情報(3) [1696]やっと⾒つけた〜︕︕︕(12) [1697]発表になったよ!!(2) [1701]もう⼀つは残念なお知ら
せ・・。(3) [1682]ズーム…インッ︕︕(6) [1672]「⽉刊Songs」11⽉号(2)

新しい話題を投稿する
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ZARD

1764 選択 プチ⼦ビッチ 2007-10-21 14:31:51 返信 報告

ZARD

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧
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Re:ZARD

1766 選択 カーディガン 2007-10-21 14:50:28 返信 報告

プチ⼦ビッチさん、貴重なお写真ありがとうございます。
 私、カーディガンと申します。このころは、泉⽔さんはふつうにこういう感じでイヤリングをしたり、⼥性的な格好

をしていたんですね。ロック⾵になってZARDになってからですよね、こういう格好を表ではしなくなったのは。写
真の光が少ないせいでしょうか、化粧が薄いような気がします。

 

写真でみるZARD作品

1669 選択 PAN 2007-10-18 07:51:30 返信 報告

ZARD作品をイメージして撮影した街⾓の⾵景です。
 このフォトから連想される楽曲は何でしょうか︖

 （ヒント:⼟曜⽇にはめずらしく⼈通りが･･）
 

ひっかけですか︖

1671 選択 stray 2007-10-18 15:45:13 返信 報告

PANさん、こんにちは。

これはひっかけ問題ですか︖（笑）
 このヒントでわからない⼈いないと思うんだけど…。

 撮影場所はまったくわかりません。千葉ＴＶ前ですか︖（笑）

ヒントに騙されないぞ︕（笑）

https://bbsee.info/straylove/id/1764.html?edt=on&rid=1766
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1766
https://bbsee.info/straylove/id/1669.html
https://bbsee.info/straylove/id/1669.html?edt=on&rid=1669
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1669
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/cdf1035c34ec380218a8cc9a43d438f9.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/1669.html?edt=on&rid=1671
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1671


1674 選択 Ｔ２８ 2007-10-18 17:21:39 返信 報告

こんばんは。

カフェも無きゃ、ドーナツ屋も無いし、バーガーショップも写ってない。
 ましてや、PAN屋も無いんじゃ分かんないな〜。（笑）

結構⼈通りも多いし・・・。（笑）
 

この⼈、怪しくない︖

1677 選択 stray 2007-10-18 18:25:39 返信 報告

⾚い○付けた⼈、所作が怪しくないですか︖

もしかしてペーさん︖（笑）
 

Re:写真でみるZARD作品

1678 選択 ALIL.1967 2007-10-18 19:01:00 返信 報告

PANさんはじめまして ALIL.1967です。よろしくお願いします。

撮影場所は六本⽊のテレビ局ですか︖strayさんがつけてくれた⾚丸の右上に，ガラスの上に書かれたその局のマーク
が裏側の状態になって透けて⾒えているような。

⼀⾒外国のような，ジャケ写やロケ地になりそうな絵になる⾵景ですね。

Re:写真でみるZARD作品

1680 選択 皐 2007-10-18 19:06:40 返信 報告
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ALIL.1967さんもおっしゃってますが、ホント外国のような、ジャケ写･ロケ地になりそうな
綺麗な⾵景ですね︕(o^∇^o)でも所⻑のマークした怪しげな⼈影が気になる…(笑)

 もしかしてペーさんなの︖︕(笑)

チョー深読み回答（笑）

1681 選択 stray 2007-10-18 19:18:41 返信 報告

⾚い○を付けたカップル、じつは不倫カップルで、

不倫の曲といえば、「もう少し あと少し…」って深読みしすぎ︖（笑）

皐ちゃん、拡⼤して⾒てみたけど、ペーさんじゃなかった。
 残念（笑）。

Re:もっと深読み(笑)

1686 選択 皐 2007-10-18 19:28:18 返信 報告

密かに不倫カップルが︕︕(笑)
 あの不⾃然な格好をした⼈はペーさんじゃなかったんですね〜(=^⽫^=)残念(笑)

 ところで、その不倫カップルさんのすぐ右上にいる3⼈組…もしやパルプ!?(笑)

どれどれ、拡⼤してみようか（笑）

1688 選択 stray 2007-10-18 19:34:46 返信 報告

この３⼈の中に、皐ちゃんのお⺟さんがいるの︖︖（笑）

って、ぜんぜん曲当てと関係ねぇじゃん（笑）。

あ〜、おかしい〜、ダメだ（笑）。
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この⼈、⼀本結びですね

1689 選択 stray 2007-10-18 19:47:49 返信 報告

勝⼿に不倫カップルにしちゃった⼥性は、⼀本結びですね。

泉⽔さん本⼈じゃないでしょうね︖（笑）
 似てる感じもしなくもないですが…。

Re:楽しい(笑)

1694 選択 皐 2007-10-18 21:42:04 返信 報告

もしかしたらパルプ⺟かもしれないし、そうじゃないかもしれない…(-u-)(笑)
 …って曲当てと無関係トークしすぎですね︕(笑)

 (勝⼿に命名(笑))不倫カップルの⼥性はホント⼀本結びだ(◎’□’◎)
 え〜!?じゃあ隣は⼀体??まさか部⻑だったりして!!(◎Д◎)(←また関係ない話が…(笑))

PANさんへ

1705 選択 stray 2007-10-18 22:38:03 返信 報告

曲当てとは無関係な⽅向に進んで（笑）、
 拡⼤した部分だけで、ペーさんと、皐ちゃんのお⺟さんと、泉⽔さんと、部⻑が写ってます（笑）。

どうオチをつけてくれるか楽しみにしてますので（笑）。
 

ALIL.1967さん、こんにちは︕︕

1709 選択 PAN 2007-10-19 08:05:20 返信 報告

はじめまして、PANと申します。
 昨⽇は帰りが遅くてご挨拶が遅くなってすみません。

ALIL.1967さんの仰るとおり、六本⽊のテレビ局（テレ朝）近辺で撮影したものです︕

https://bbsee.info/straylove/id/1669.html?edt=on&rid=1689
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1689
https://bbsee.info/straylove/id/1669.html?edt=on&rid=1694
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1694
https://bbsee.info/straylove/id/1669.html?edt=on&rid=1705
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1705
https://bbsee.info/straylove/id/1669.html?edt=on&rid=1709
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1709


いまから出掛けなくてはいけないので、また帰ってから答えを発表しますネ。

これからもどうそ宜しくお願いいたします︕
 

研究所のみなさま

1710 選択 PAN 2007-10-19 08:08:51 返信 報告

最初におもいっきりヒント⾔ってるのに。。
 第⼆ヒントは写真の季節は秋、つまり秋リリースの楽曲ということです。

 もうわかりましたよね︕︕

「もう探さない」

1714 選択 stray 2007-10-19 12:53:21 返信 報告

もう⾯倒くさくて探すのヤダ︕
 ってことで、「もう探さない」でどうでしょう︖（笑）

♪肩を寄せる歩く ⼆⼈のコントラスト♪
 どうしても、勝⼿に不倫と決めつけたカップルに⽬がいってしまう（笑）。

正解発表

1740 選択 PAN 2007-10-20 11:15:22 返信 報告

正解は「promised you」です︕

ヒント①:⼟曜⽇にはめずらしく⼈通りが･･
 ⼟曜⽇にの街中にしては⼈通りが少ないと思います。

 ちょっと多く⾒えるかもしれませんが、渋⾕や池袋と⽐較すれば全然少ないのです（汗）

ヒント②:秋リリースの楽曲
 「promised you」は2000年11⽉15⽇リリース、秋真っ只中ですね。⼈々の⾐服で判断すると秋か冬か微妙なとこ

ろなんですけど（笑）
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でも、皆様が個々に感じとられた作品が本当の正解です︕

ぎゃはは（笑）

1741 選択 stray 2007-10-20 11:53:18 返信 報告

PANさん、こんにちは︕

正解は「promised you」です︕って、最初のヒント簡単すぎでしょ、それじゃ︕（笑）
 ま、でも、さんざん楽しませてもらったので、許してあげましょう︕（笑）

Re:写真でみるZARD作品

1742 選択 PAN 2007-10-20 12:00:20 返信 報告

所⻑、こんにちは︕
 そうですよね、答えそのままでしたね（笑） 

 いえいえ、こちらも楽しかったです♪
 

感じるものは⼈それぞれ

1743 選択 Lc 2007-10-20 14:14:23 返信 報告

PAN さん、はじめまして。
 このトピック、私も ROM しながら楽しませていただきました。そして、"皆様が個々に感じとられた作品が本当の正

解" という⾔葉、私も同感です。個々の曲に対する個⼈の持つ印象、或は解釈は、⼈それぞれだと思います。また、
その時々のシチュエーション、或は気分で、同じ曲が違って聴こえるかと思います。

私事ですが、先⽇、空の度をする機会がありました。⼣刻時の、しかも、曇天での離陸だったのですが、iPod  の使
⽤を許可されたときには、雲海からはるか上空まであがってました。そして、その雲海がなんとなく雪に⾒えたわけ
です。それで、ちょうど始まった曲が、"淡い雪がとけて" でした。雲海を雪と⾒ての淡い雪。ちょっと結びつかない
のですが、私の場合、雪を⾒ていつも感じる雪の降る光景が、淡い雪の⾵景なのです。それ故、なぜかその眼下の光
景と曲がまっちしてしまいました。その後、"かけがいのないもの"、"永遠 (What A Beautiful Moment Tour Open
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ing Ver.)" と続いていくのですが、その頃には、雲海を途切れ、⼣⽇に照らし出された茶褐⾊の陸が延々を続いてい
ました。永遠は別として、私は、ZARD の曲は街の⾵景が似合うような印象を持っています。それ故、そのときそれ
らの曲が意外にもその⾵景に合ってしまったことに多少驚かされました。

私の感じ⽅は変わっているのかもしれませんが、それぞれの曲に対する個⼈の印象というものは、⼈それぞれなのだ
ろう、と思います。それ故、１つの曲で、励ましの曲と感じるか、癒しの曲と感じるとかの意⾒の違いが出たりする
のでは...

 

Lcさんへ

1749 選択 stray 2007-10-20 19:24:56 返信 報告

こんばんは︕ 私もまったく同感です。
 曲（とくに詞）の解釈は⼀⼈⼀⼈違ってよいと思いますし、

 それは違うとか、間違ってるなどと議論できるようなものじゃないですね。
 「励まされた」という声が圧倒的に多いようですが、負けないで発売当時、すでに私は

 30才を越して仕事も⽣活も安定してましたから、励まされたことはないのですが、
 promised you には癒されました。機会があればこの話、いつか…。

Re:感じるものは⼈それぞれ

1756 選択 PAN 2007-10-20 22:35:17 返信 報告

Lcさん、はじめまして。
こんなに丁寧にコメントしていただきありがとうございます。何度も読ませていただきました。わたくしもLcさんと
同様にZARDの作品は街の⾵景が似合うような印象を持っています。それは⻑く住み慣れた街であっても、はじめて
出掛けた街⾓であっても、それぞれの⾵景に合った作品（フレーズ）が必ずあるように思えるからです。昔からいろ
いろなZARD掲⽰板をみていますが、同じ作品であっても、感じ⽅というのはやはり⼈それぞれなんだと最近あらた
めて思うようになりました。

 ⻑くなりましたが、宜しければ是⾮また研究所にいらしてください。今後とも宜しくお願い致します。
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もう⼀つ情報あったよ〜︕

1707 選択 KOH 2007-10-19 00:44:08 返信 報告

ZARD "What a beautiful memory" 再追加公演全国ツアー決定︕
 皆様からの熱いご要望にお応えし、ZARD "What a beautiful memory"再追加公演全国ツアーが決定致しました。⽇程・会

場などに関する詳細は、後⽇オフィシャルホームページなどでお知らせ致します。

＊本ツアーのファンクラブチケット優先予約は2007年10⽉31⽇時点でWEZARDに有効会員としてご登録頂いている皆様へ、
11⽉中旬頃発⾏予定の会報38号にてご案内させて頂きます。

尚、ツアーの詳細につきましては11⽉上旬の発表を予定しておりますので、今しばらくお待ち頂けますようお願い致します。
 

Re:もう⼀つ情報あったよ〜︕

1711 選択 カーディガン 2007-10-19 08:29:21 返信 報告

KOH様、皆様、おはようございます。
 公式サイト⾒ました。うれぴー\（^o^）/

 でも、うちのところでやってくれるかな︖また東京あたりに出て⾏かないとだめかな︖どのくらいやるかもまだ不明
なので、期待してまってます。願わくば、仕事とぶつからないようにしてほしいところです。

 P．S．今は研修所に⽸詰状態です。⼀歩も外に出られません。⼟⽇はやっと出られるので、例の場所を探索に⾏って
まいります。どこを調査してよいのやら。とりあえず、何かありましたら、教えてくださいm(__)m

 

⽊更津東

1712 選択 stray 2007-10-19 12:40:03 返信 報告

カーディガンさん、こんにちは、研修出張ご苦労さま︕

週末は例の調査に時間が割けそうですか。
 キーワードは「⽊更津東」、これだけです（笑）。

 ⽊更津市観光案内所で、市内の「教会」に関する情報をできないでしょうか。
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■⽊更津市観光案内所

⽊更津市観光協会は、様々な事業を通じて⽊更津市の観光の振興を図り、
 地域の経済や⽂化の発展に寄与することを⽬的とした団体です。

 この主旨にのっとり、⽊更津駅⻄⼝アクア⽊更津B館1階に「観光案内所」を
 開設しています。

 お気軽にお⽴寄りください。

お問い合わせ
 ⽊更津市商⼯観光課

 ⽊更津市観光協会
 〒292-0831 ⽊更津市富⼠⾒1-2-1 アクア⽊更津B館1階

 ⽊更津市観光案内所（⽊更津駅⻄⼝下⾞左側徒歩1分）
 TEL.FAX 0438（22）7711・（25）1320

教会の特徴

1713 選択 stray 2007-10-19 12:47:31 返信 報告

PVを⾒たかぎりですが、
 回りに⽊⽴があって、庭への出⼝に鉄製の丸い模様がある。

 （CGだとしたらまったく的外れになります）

あとは、この写真に写ってる「窓」でしょうか。
 http://bbsee.info/straylove/id107.html

これしかわかりません。
 聞き込み調査するしかないかもしれませんね。

 

Re:⽊更津東

1722 選択 カーディガン 2007-10-19 19:57:06 返信 報告
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所⻑様、情報ありがとうございます。思うに、あの海辺のビデオはなんとなくわかったような気がします。ただ、ビ
デオの場所と、Le portfolioのドレスの場所は違うような気がします。Le portfolioドレスの場所は難しそうです。と
りあえず⾏ってみます。。

海辺の映像は、

1724 選択 stray 2007-10-19 20:07:09 返信 報告

カーディガンさん、こんばんは︕
 「ハートに…」の始めに出てくる海辺の映像は、海外ロケしたときの映像だと思いますよ。

 BLEND I かな︖（ニースじゃないでしょうか）

ウェディングドレスの場所は、

1725 選択 stray 2007-10-19 20:16:20 返信 報告

窓の外に写ってる⽊⽴が、教会の庭シーンで写る⽊⽴と同じみたいなので、
 私は同じ教会の中で撮影したものだと思ってますが…。

Re:ウェディングドレスの場所は

1728 選択 カーディガン 2007-10-19 22:45:05 返信 報告

所⻑様、こんばんは。
 いろいろと教えていただき、ありがとうございます。
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海のところは、海外でしょうか︖⽊更津にも同じところがあったようですけれど。本丸は、教会⾵のウェディングド
レスの場所なので、⽊更津探偵団、⾏ってまいります。

 

カーディガンさん、所⻑こんばんは

1729 選択 アネ研 2007-10-19 23:08:15 返信 報告

しかし、このウエディングドレスの写真はどういうコンセプトでまた、撮影者はいつものようにカメラマンではなく
取り巻きの誰かなんですかね︖

 すごい逆光だから、泉⽔さんの顔にレフあててそうなので、カメラマンくさいです。
 場所は教会、病院、それもキリスト教系の病院、それとアナが中⽇新聞系の保養所、ちばテレビの保養所（元教会な

ど）ですかね。
 

⽊更津⽅⾯より帰還しました

1754 選択 カーディガン 2007-10-20 20:59:59 返信 報告

所⻑様、皆様、こんばんは。
 例のドレスの写真の場所を探すべく、⽊更津⽅⾯に⾏って

 おりましたが、先ほど帰還しました。詳しいことは、つしぎいかにて報告いたします。

アネ研さん、カーディガンさんへ

1755 選択 stray 2007-10-20 21:09:55 返信 報告

カーディガンさん、調査ご苦労さま︕︕
 何か成果があったのでしょうか、期待して待ってます（笑）。

アネ研さん、こんばんは〜。 
 ウエディングドレスのコンセプトは「私も⼀度は着てみたかった」しかないのでは︖ 

 この時点で、死を覚悟されたのかどうかはわかりませんが…。
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＞ちばテレビの保養所（元教会など） 
元教会が保養所になるかなあ（笑）。

KOHさんへ

1673 選択 stray 2007-10-18 16:21:16 返信 報告

本家に「グロリアス マインド」のジャケ写が上がってましたが、
 あれはコナンSPのCMで流れたものでしょうか。

 今⽇のMUGENでも流れる可能性があるので、チェックお願いできますか︖

了解です!!

1676 選択 KOH 2007-10-18 18:06:33 返信 報告

そうです。私の場合、アップするのを優先してしまって
 CMが流れたのを録り逃してしまったんですよ〜(^_^;)くやし〜っ︕︕

 今⽇のMU-GENチェックOKです︕んで、取りあえずコナンも当分録るつもりですんで︕︕

グロリアス マインド CM

1690 選択 LUNA 2007-10-18 20:18:40 返信 報告

はじめまして、LUNAです。
 I have one file of グロリアス マインド CM.

 http://www.yousendit.com/transfer.php?action=download&ufid=8EEA09966DE4
8294

I hope this can help you!

Re:グロリアス マインド CM

https://bbsee.info/straylove/id/1673.html
https://bbsee.info/straylove/id/1673.html?edt=on&rid=1673
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1673
https://bbsee.info/straylove/id/1673.html?edt=on&rid=1676
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1676
https://bbsee.info/straylove/id/1673.html?edt=on&rid=1690
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1690
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/d43ab110ab2489d6b9b2caa394bf920f.jpg


1691 選択 stray 2007-10-18 20:27:15 返信 報告

LUNAさん、はじめまして︕

I was helped very much by your kindness. 
 We wish to express our gratitude. 

 Thank you!

MU-GEN

1721 選択 KOH 2007-10-19 19:51:39 返信 報告

結局CM流れなかったよ〜(T_T)
 とりあえず⽉曜⽇までに⾊々録ってみやす︕発売⽇も発表されましたしね〜︕︕

ご苦労様︕

1723 選択 stray 2007-10-19 20:03:51 返信 報告

KOHさん、こんばんは。
 とりあえず、コナンとMUGENを追い続けて下さいな（笑）。

 そのうち動画ver.のCMスポットが流れるでしょう︕

●●● 新曲関連wmv&mp4 ●●●

1736 選択 ALIL.1967 2007-10-20 06:10:06 返信 報告

LUNAさんへ
  ありがとうございます。CMみれました。

  Thank you, LUNA-san!  I've got the file you posted.
   My mp4 files are for iPod Video and iTunes.

  
 

https://bbsee.info/straylove/id/1673.html?edt=on&rid=1691
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1691
https://bbsee.info/straylove/id/1673.html?edt=on&rid=1721
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1721
https://bbsee.info/straylove/id/1673.html?edt=on&rid=1723
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1723
https://bbsee.info/straylove/id/1673.html?edt=on&rid=1736
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1736


  LUNAさんがアップしてくれた新曲CMと重複して申し訳ありません。
 mp4 は iPod Video&iTunes で便利ということでお許しを。

○10⽉15⽇コナン番組中のグロリアスマインドCM
 ZARD CM グロリアスマインド.wmv 1.2MB

 http://www.filebank.co.jp/wblink/60a697a627142fae5cc1b3bbacbfa5a0
 ZARD CM グロリアスマインド.mp4 2.7MB

 http://www.filebank.co.jp/wblink/4de6c1a8ea9361fa54d2fb9fd1662d19

stray所⻑さん，KOHさんへ
  制作局千葉TVでのMU-GENの放送では↑のCMありませんでした

○それと10⽉15⽇コナンNEW OP
 KOHさんがアップしてくれたハイビジョン仕様ではなくアナログTVサイズで

 （こちらのファイルで新曲ながれます）
 ZARD 20071015コナンOP.wmv 16.8MB

 http://www.filebank.co.jp/wblink/15b5d770893bc6d4f612c129824270d2
 ZARD 20071015コナンOP.mp4 23.5MB

 http://www.filebank.co.jp/wblink/85dccbd3e2536600f325666779288c53

○MU-GENのVTRのなかから⾒つけた，追悼CDのコマーシャルの後半でREALのT-shirtsと
 交互に映るのが新曲のジャケット写真の様⼦でしょうか

 MU-GEN追悼CDCF.wmv 1.6MB
 http://www.filebank.co.jp/wblink/d9dbae94c2f3481cdee0f03d91ce5351

 MU-GEN追悼CDCF.mp4 5.9MB
 http://www.filebank.co.jp/wblink/bd3a387b5a094fc86f33b81b3082e324

⼀度にたくさんごめんなさい。wmvとmp4の好きな⽅をどうぞ 10⽉26⽇まで

ALIL.1967さんへ

1748 選択 stray 2007-10-20 19:20:08 返信 報告

こんばんは、たくさんの映像どうもありがとうございました︕
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> REALのT-shirtsと交互に映るのが新曲のジャケット写真の様⼦でしょうか

そのようですね。この映像は追悼CD特典DVDにも⼊っていますので、
 皐ちゃんは特典DVDの映像をキャプしてUPしてくれたようです。

Re:●●● 新曲関連wmv&mp4 ●●●

1753 選択 LUNA 2007-10-20 20:08:17 返信 報告

ALIL.1967さんへ〜

you're welcome!!
 Thanks for your new files,and I have saved them too!(^^)

本当にすみませんでした、私は⽇本語があまり得意ではないです。
 

公式サイト更新 雑誌情報

1536 選択 atti 2007-10-13 00:13:09 返信 報告

しばらくぶりに更新されましたね。

雑誌掲載情報でした。

SONGSは内容を⾒てから購⼊するかを判断。
Digital Audio FanはiPod touchの話題があるので購⼊かと。

来週はコナンの放映ですね〜
 では、では。

 

attiさんへ

1543 選択 Ｔ２８ 2007-10-13 08:59:56 返信 報告
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いつも情報早いですね。助かります。

またブログも拝⾒します。これからもNEWS期待していますので、よろしくどうぞ︕
 

DAFおよびDROPS

1744 選択 atti 2007-10-20 15:32:07 返信 報告

新スレでは無く、ここに書いておきますね。
 DAFは本⽇購⼊しましたが、1Pの記事でした。

内容的には、皆さんがご存知のことと思いますので、確認して購⼊の判断を。

また、新星堂のフリーペーパDROPSにも1/2Pの記事がありました〜。

以上、ご参考に・・・

attiさんへ

1750 選択 stray 2007-10-20 19:26:54 返信 報告

こんばんは︕ DAF情報どうもありがとうございます︕

⾼いんですよね、DAFって（笑）。
 私のところは⽥舎なので本屋さんに置いてありません。

 注⽂して買うかどうか迷っていたところでした。

やっと⾒つけた〜︕︕︕

1696 選択 Ｔ２８ 2007-10-18 21:56:43 返信 報告

こんばんは。
 念願の「時間の翼」ゲット出来ました。近所のブックオフにありました。

 もちろん中古CDですが、程度が良い物が⼿に⼊って嬉しいです。
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所⻑へ＞先⽇中古CDショップに⾏った際に、探してくれたようでありがとうございます。
PANさんへ＞いつも気に掛けて貰ってありがとう︕ お陰様で⼿に⼊れることが出来ました。感謝しています。

ここで発表することじゃないんだけど、メールめんどいから・・・、お許し下さいね。（汗）
 えっと、悪いこと︖してないから会議室じゃなくていいよね。（笑）

 

部⻑︕おめでとう︕（笑）

1700 選択 stray 2007-10-18 22:19:17 返信 報告

お祝いに、タイアップシール付きのCD画像を︕ 
 余計なお世話だってか︖（笑）

Re:♡良かったですね♡

1717 選択 皐 2007-10-19 17:57:05 返信 報告

部⻑の念願だった「時間の翼」GET、おめでとうございます︕(o≧∇≦o)
 ちょうど「時間の翼」加⼯画を作ってたので、お祝い(︖)にどうぞ(*^∇^*)

う〜ん☆ﾐ タイアップシール付きのCDを持ってる所⻑…スゴいですね︕︕(◎’□’◎)

Re:やっと⾒つけた〜︕︕︕

1718 選択 LUNA 2007-10-19 18:29:41 返信 報告
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皐さん、綺麗ですね...
ありがとうございます︕

Re:Thank you☆ﾐ

1719 選択 皐 2007-10-19 18:47:58 返信 報告

LUNAさん はじめまして︕(o^∇^o)
 こちらこそ、「グロリアス マインド」のCMをありがとうございました︕︕

◆Ｌｏｎｇ ｔｉｍｅ ｎｏ ｓｅｅ〜しばらくぶりです。◆

1720 選択 ＳＳＳ 2007-10-19 19:19:18 返信 報告

 
各皆様こんばんは〜お元気そうで・・・

Ｔ２８さん、こんばんは〜探し物ＧＥＴ嬉しさ１０倍、良かったですね〜たくさん聴い
て、歌に酔いしれてましょう。

皐さん、こんばんは〜今回も素晴らしい加⼯画像で早速に頂きました〜隠れ皐ファンとし
て本家にレスはしない⾝分ゆえ、この場を借りてお礼致します（笑）⾵邪など引かないように〜ご飯たくさん⾷べ
て、良い１⽇を過ごして下さいね。

♪♪１２⽉１２⽇１２時の正午・・グラス⽚⼿に空へ♪♪

『グロリアス マインド＆泉⽔さんに乾杯〜♪』する予定です（笑）早くＣＤ買いたいなー。

SSSさんへ☆

1726 選択 皐 2007-10-19 21:05:00 返信 報告

お久しぶりですね(o^∇^o)今回も画像を貰ってくださってありがとうございます︕
 最近すっごく寒いですよね。SSSさんも⾵邪には気を付けてください(>_<)
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「グロリアス マインド」の発売は楽しみですね☆ﾐ 嬉しい気持ちのまま待っていたいと思います(*^u^*)
私も正午にグラスを空へ傾けようかな♪♪(周りに「何してるの!?」って⾔われちゃうかも(笑))

ありがとう♡

1727 選択 Ｔ２８ 2007-10-19 22:03:41 返信 報告

皐ちゃん、いつも本当にありがとね。
 「時間の翼」加⼯画像のお祝い、感謝して頂きます。

 所⻑も余分に持っているならくれたっていいのにね〜。（笑）
 こうやってチラッて⾃慢したがるんだから、性格悪いよな〜。（笑）

LUNAさん、こんばんは。
 今回は本家にも同じ（皐ちゃん、サイズ以外は同じだよね︖）「作品」がアップされていますが、Ｚ研の⽅が画像が

⼤きいです。
 また、こちらにしかアップされない画像もありますので、チェックを⽋かさないで下さいね。

SSSさん、ご無沙汰しております。
 お祝い︖ありがとうございます。

 結構⾃宅から離れた⼤型店も探していたのですが、⼀番近くのお店にありました。⾒つかるときはこんなものなのか
ね。（笑）

どうも同じローマ字3⽂字のHNを使っている⼈は、⾵のような⼈が多いね。
 SSSさんって、ササッ（S）とスグ（S）去って（S）⾏くの略じゃないよね。（笑）

 

なんか笑えた。

1732 選択 アネ研 2007-10-20 00:30:49 返信 報告

ｚ板で知り合いに「時間の翼」getした⼈が〜読んで、なんだか可笑しかったです（笑）。
 綺麗な画像ですね。

 薄い⾊の建物のところに撮影中の映像、それもしつこくなるからと右側のはモノクロなんてニクイですね（笑）。
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そしてスゴイのは右側のフィルムは泉⽔さんの左腕と平⾏なんですよね︕︕︕
無意識ならタイヘンです（嬉）。

 

Ｔ２８さん、ゲットおめでとう︕︕

1734 選択 PAN 2007-10-20 01:56:48 返信 報告

ホント、⾃分のことのように嬉しいですよ〜︕︕

⾃分もブックオフはよく⾏くのですが、最近はZARDのCDを置いていないことがほとんどです。しかも希少な「時間
の翼」があったなんて凄いです。

⾃分もいろいろ探しまわったのですが今もって⾒つけることが出来ませんでした（笑）

Re:やっと⾒つけた〜︕︕︕

1735 選択 atti 2007-10-20 02:34:23 返信 報告

T28さん、こんにちは。
 タイミングよく⼊⼿されたのですね。良かったですね。

 なかなか発⾒できません。
 先⽇は、8cmSingleとBESTをBookOffにて。

皆さんは、ご存知のサイトかと思いますが、海外系のサイトに、各種CDの画像など。(⾔葉はわからなのですが）
 ttp://post.baidu.com/f?kz=276597472

※あれ、もっとCDの種類があるところもあったのだが。
ttp://post.baidu.com/f?kz=275566592

 ZARDバス(リクメモ時の)の写真など

Re:やっと⾒つけた〜︕︕︕

1738 選択 PAN 2007-10-20 10:43:08 返信 報告
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お祝いに、ZARDロゴ⼊りCDスタンドの画像を︕
余計なお世話ですみません（笑）

 ☆AL「⽌まっていた時計が〜」発売記念の⼭野楽器の特典です

Re:なんとなく(笑)

1739 選択 皐 2007-10-20 11:02:56 返信 報告

アネ研さんへ☆
 掲⽰板では「T28さんが」って書いていいものか迷ったんで、アバウトに書きました(=^⽫^=)(笑)

 加⼯画はしつこくならないように、と思っていたんですが、どうしてもワンちゃんと
 楽しそうにしてる姿を⼊れたくて♡(笑)あ︕右側のフィルムですが…(◎’□’◎)

 まったく無意識でした(笑)そう⾔われてみると腕と平⾏になってますね(^o^)
 細かく⾒てもらえて嬉しいです〜(*≧∇≦*)作った私にとっても新たな発⾒になりました♪♪

発表になったよ!!

1697 選択 KOH 2007-10-18 22:11:21 返信 報告

ZARD
 ニューシングル「グロリアス マインド」2007.12.12発売決定!!

詞・歌声・⾔葉…そのひとつひとつで、勇気と感動と安らぎを与え続けてくれた坂井泉⽔。彼⼥が、そ
の輝くばかりの思い、作品への情熱を込めたラストレコーディングソング「グロリアス マインド」の
発売が決定しました。

読売テレビ・⽇本テレビ系全国ネット⽉曜夜７時30分放送アニメ「名探偵コナン」オープニングテー
マ（10/15〜）
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作品を通して、聴く⼈に勇気と感動と⼼の安らぎを届け続けてきたZARD。ヴォーカル・作詞家 坂井泉⽔の真実の軌跡を綴っ
たオフィシャルブック「きっと忘れない」に掲載された彼⼥の最後のレコーディングの様⼦と⼀遍の歌詞に⼤きな反響が寄せ
られました。それが「グロリアス マインド」です。９⽉に⾏われた追悼ライブ「What a beautiful memory」でサプライズ
として披露され、10⽉15⽇からは、ゆかりの深いアニメ「名探偵コナン」のオープニングテーマとしてオンエアがスタートし
ました。ポピュラリティー溢れるサウンドとやわらかで芯の通ったヴォーカル、そして普遍的なメッセージが、希望と勇気、
そして彼⼥の作品への情熱を感じさせます。カップリングには、「愛を信じていたい」「探しに⾏こうよ」をリアレンジバー
ジョンで収録。

1.グロリアス マインド（作詞︓坂井泉⽔ 作曲︓⼤野愛果 編曲︓葉⼭たけし） 
 2.愛を信じていたい（作詞︓坂井泉⽔ 作曲︓徳永暁⼈ 編曲︓葉⼭たけし） 

 3.探しに⾏こうよ（作詞︓坂井泉⽔ 作曲︓徳永暁⼈ 編曲︓葉⼭たけし） 
 4.グロリアス マインド（Instrumental） 

 B-Gram Records JBCJ-4003   \1,260(TAX IN)

おぉう︕︕

1698 選択 stray 2007-10-18 22:17:26 返信 報告

KOHさん、Nice Get!!

c/wが２つも︕
 「愛を信じていたい」は、本家にピッタリの曲ですねぇ（笑）。

 「探しに⾏こうよ」は、ある意味”レクイエム”ですかね。

いやぁ、この新曲はすごいですよ︕︕
 情報どうもありがとう︕︕

誰か当たったかな︖

1730 選択 アネ研 2007-10-20 00:04:19 返信 報告

それはさておき、この写真に決めた理由を想像してみました。
 ①⿊服
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②「いつかは・・・」のセピア系
③最後はイズミスタイル（⼀本結び）で結ぶ

 といったところでしょうか。

しかし、何度聞いても感動する曲です。（涙嬉）
 

もう⼀つは残念なお知らせ・・。

1701 選択 KOH 2007-10-18 22:23:13 返信 報告

ZARD
 ベストアルバム『ZARD BEST 〜Request Memorial II〜（仮）』

 ZARD OFFICIAL BOOK "ARTIST FILE VOL.II (仮)"
 発売延期のお知らせとお詫び

 連⽇⼤変多くの⽅からお問い合わせを頂いております2007年秋発売予定とご案内しておりましたベストアルバムベストアルバ
ム『ZARD BEST 〜Request Memorial II〜（仮）』、ZARD OFFICIAL BOOK "ARTIST FILE VOL.II (仮)"につきまし
て、誠に申し訳ございませんが制作の都合により、発売を延期させて頂くことになりました。告知以来、発売を⼼待ちにして
くださっていたファンの皆様に、深くお詫び申し上げます。

ベストアルバム『ZARD BEST 〜Request Memorial II〜（仮）』
 本当に多くのリクエストを頂きましてありがとうございます。只今、皆様からのリクエストやご意⾒を出来る限り反映できる

ようにスタッフ⼀同努⼒しておりますが、予想以上のご応募があったため今暫くのお時間が必要になっております。

『ARTIST FILE VOL.II (仮)』
 皆様のご期待の声にお応えするべく"ARTIST FILE VOL.II (仮)"の制作をかねてより進めて参りましたが、よりご満⾜頂ける

作品をお届けする為には、写真など今までの全素材を⾒直す時間および仕様と企画内容の再検討が必要と判断し、今回の発表
に⾄った次第です。

発売時期につきましては、決定致しましたら、改めて本サイトなどを通じまして速やかにお知らせさせて頂きます。
 ファンの皆様には⼤変ご迷惑をお掛け致しますことを深くお詫び申し上げます。
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尚、誠に申し訳ございませんが、本件に関しましてのお問い合わせはご遠慮頂けますよう、お願い致します。
何卒、ご理解並びにご協⼒を賜りますようお願い申し上げます。

2007年10⽉
 ZARD BEST 〜Request Memorial II〜（仮）

 ZARD OFFICIAL BOOK "ARTIST FILE VOL.II (仮)"
 制作スタッフ⼀同

 

残念でもないですよ。

1703 選択 stray 2007-10-18 22:25:17 返信 報告

> 只今、皆様からのリクエストやご意⾒を出来る限り反映できるようにスタッフ⼀同努⼒しておりますが、

これって、promised you⼟曜ワイドver.がシークレットトラックで⼊るかも
 しれないという、吉報なんじゃないでしょうか（笑）。

Re:もう⼀つは残念なお知らせ・・。

1704 選択 カーディガン 2007-10-18 22:36:39 返信 報告

こんばんは、皆様。
 やっとグロリアスマインドの発売が決まりましたね。いつになるのかと⾸を⻑くしていたのですが、ゾロ⽬の⽇でい

いですね。
 もう⼀つのお知らせですが、泉⽔さんの情報が何も出なかった時は、いろいろと情報がほしかったのですが、最近

は、ほしいと思いながらも、ネタ切れのようにならないように、との余計な⼼配までするようになっています。
 素晴らしい作品になるように、妥協せずにリリースしてほしいところです。

Re:☆News☆

1716 選択 皐 2007-10-19 17:48:58 返信 報告
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3つのニュースが⾶び込んできていてビックリ︕(◎’□’◎)(笑)
全国ツアー決定と「グロリアス マインド」発売⽇決定は嬉しいですね︕(o≧∇≦o)

 あ、12⽉12⽇って…私のお祖⽗ちゃんの…(苦笑)

アルバムの発売延期は複雑な思いですけど、待っている期間があるのは
 幸せな時間でもあるので、良しとします☆ﾐ(笑)それに所⻑熱望のpromised you⼟曜ワイドver.が

 ⼊る可能性もあるわけだし︕(笑)これでもか!!ってほどリクエストしましょう︕(o^∇^o)(笑)

ズーム…インッ︕︕

1682 選択 皐 2007-10-18 19:18:49 返信 報告

ズームインで特集された時のキャプ画です☆ﾐ
 ん︖変な⼈が写ってる︖

 さすがに⾞移動だと、泉⽔さんもあの2⼈には気づかないよね(o≧ω≦o)(笑)

Re:ズーム…インッ︕︕

1684 選択 皐 2007-10-18 19:23:12 返信 報告

ちょっと ふざけ画像ばかりupしちゃったので、真⾯⽬なのを載せておきます(笑)

PANさんへ☆
 図書館(分館)では いつもお世話になっています(o≧∇≦o)ありがとうございますね︕

 あそこではコメントが⻑く書けないでの、ここに書かせてもらいました(*^_^*)
これからも期待してますよ♡(笑)よろしくお願いしますね☆ﾐ
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あははっは〜（笑）

1685 選択 stray 2007-10-18 19:27:56 返信 報告

あ〜、また笑いが⽌まらない〜（笑）。
 久々のヒットだぁ〜〜〜〜、助けて〜〜（笑）。

 この２⼈に気づかないわけないよな︕︕（笑）

Re:やったぁ︕(*≧∇≦*)(笑)

1687 選択 皐 2007-10-18 19:30:58 返信 報告

所⻑のツボにヒット〜〜︕︕(笑)良かった⼀安⼼♡(笑)
 このピンクには気づかないわけないですよね(=^⽫^=)(笑)イヤでも視界に⼊ってくる…(◎u◎)

おっかシー（笑）

1706 選択 アネ研 2007-10-18 23:43:10 返信 報告

右下の局アナみたくぼかしてるけど、ほんとあの派⼿な⾊のカップルは誰だかわかるね。（笑）
 神出⻤没のペーパーは泉⽔さんの追っかけみたいですねっ（笑）

 

皐さん、こんばんは︕

1708 選択 PAN 2007-10-19 01:45:47 返信 報告

ワハハ︕︕︕⼤爆笑です︕︕
 これはかな〜り笑えます。それにしてもすごい発想ですね。仕事の疲れがとれました。

以前電⾞に乗ったとき、このお⼆⼈と向かい合わせに座りました。パー⼦のほうは、背中に「なんとか競艇場」と書
かれたピンクのジャケット着てました。（ちょっと⾃慢♪）

分館も利⽤してくださってありがとうございます︕
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Re:ズーム…インッ︕︕

1715 選択 皐 2007-10-19 17:40:46 返信 報告

アネ研さんへ☆
 局アナさんには悪いけど、ぼかし⼊れさせてもらいました(^⽫^)(笑)でも、ピンクのカップルは何をどうしようが

 ⽬⽴っちゃいますよね〜(笑)⼀応2⼈は“密かに”追っかけてる設定なんですけど、
 全然“密かに”なってませんね(笑)

PANさんへ☆
 良かった〜︕︕(笑)⼀発芸的な合成画像なので、笑える出来で嬉しいです︕(o≧∇≦o)

 残り3枚のペーパー画があるんですが…⾃信ないですね(笑)
 ところで、PANさん本物ペー･パー⼦さんに会った事あるようで!?(◎Д◎)

 なんかうらやましい︕︕(笑)実物⾒てみたい…(笑)プライベートでもピンクを着てるんですね(’□’;)(笑)
 P.S.分館ではホントお世話になっています☆ﾐありがとうございますね(o^∇^o)

「⽉刊Songs」11⽉号

1672 選択 stray 2007-10-18 16:17:00 返信 報告

今⽇は⽤事があって都会に⾏ってきましたので、 
⽥舎では⼊⼿できなかった、「⽉刊Songs」11⽉号を買ってきました。

レジに差し出すのがちょっぴり恥ずかしかったです。 
 ZARD記事は５ページありますが、とくに⽬新しい情報はないようです。

なんで恥ずかしいの︖（笑）
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1675 選択 Ｔ２８ 2007-10-18 17:29:04 返信 報告

「イヤ〜〜〜、カワイイ娘がタキツバのファンでね〜。頼まれちゃって〜」って⾔ったの︖（笑）

皐ちゃんも、きっとパパが買ってくれて喜んでるよ︕
 でも、もしかしたらパルプさんの⽅が喜ぶかもね。（笑）

それと、情報ありがとうございやす。（笑）
 

分かるかも(笑)

1679 選択 皐 2007-10-18 19:02:47 返信 報告

「⽉刊Songs」GET出来たんですね〜(o^∇^o)うらやましい︕
 ＞レジに差し出すのがちょっぴり恥ずかしかったです。

 コレ、なんか分かります(笑)

部⻑は“喜んでるよ︕”って書いてますけど、残念ながら私もパルプ⺟も
 ジャ●ーズにはまったく興味ないんですよね(o^⽫^o)(笑)(←失礼)
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. オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [1667]Ｚ研会議室から⽣中継②(0) [1490]ZARDのロゴのフォント名(18) [1540]★★★ 附属美術館オープンしました︕ ★
★★(37) [1645]気になるフレーズが２つ(1) [1646]MUSIC FREAK magazine Vol.154から①(1) [1584]Ｚ研会議室から⽣中継
です（笑）。(7) [1589]感謝︕感謝︕感謝︕(43) [1587]皐ギャラリー建設中︕(0) [1583]●● ＫＱ時代の映像 ●●(0) [1577]投稿
規程および投稿削除の⽅法(1)

新しい話題を投稿する

« 19 18 17 16 15 14 13 12 11 »

Ｚ研会議室から⽣中継②

1667 選択 stray 2007-10-17 23:14:37 返信 報告

皐ちゃんの新作です︕
 377 stray2007-10-17 22:18:38

皐ギャラリーの構想、だんだん煮詰まってきました。 
 （企業秘密につき中略）

 こんなFLASHができないものか、検討中です。

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧
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あ、これは皐ちゃんの新作だけど、ペーパーものです（笑）。 
ペーパーに弱い私でも、⼤爆笑とまではいかなかったです。やはりペーパーは⼀発芸だなぁ（笑）。 

 ----------------------------------------------
 PANさんの新作です︕

 378 stray2007-10-17 22:19:50

皐ちゃんへの差し⼊れだったのですが、 
 ⼀⾜違いで皐ちゃんは寝てしまいました。残念︕（笑）

 ----------------------------------------------
 Re:PANさんの新作です︕

 380 PAN2007-10-17 22:30:23

所⻑ありがとう。。（涙） 
 がんばってパン焼いたので賞味してください♪

 ----------------------------------------------
 PANさんのパン︕（笑）

 382 部⻑2007-10-17 22:34:26

こんばんは。 
 ⼿作りなの︖ マジで〜︖ コレってクリームパンかな︖ 

 ----------------------------------------------
 Re:PANさんのパン︕（笑）

 383 cream☆PAN2007-10-17 22:39:18

部⻑、こんばんは〜♪

そう、カスタードクリームたっぷりのクリームパンです︕ 
 あ〜、⼀応⼿作りということにしておいてください（笑） 
 ----------------------------------------------

 Re:PANさんのパン︕（笑）
 385 部⻑2007-10-17 22:58:25返信

 あれっ︖ コンビニで⾒たような・・・。（笑） 
 ----------------------------------------------



 
Re:皐ちゃんの新作です︕
386 yamazaki☆PAN2007-10-17 23:02:32

 >あれっ︖ コンビニで⾒たような・・・。（笑）

どうか内緒にしていただきますよう（汗） 
 ----------------------------------------------

 いいコンビだねぇ。
 388 stray2007-10-17 23:04:08

 ちょっぴり羨ましいかも（笑）。
 ----------------------------------------------

 Re:皐ちゃんの新作です︕
 389 yamazaki☆PAN2007-10-17 23:05:55

 なつかしいなぁ、あのパン屋さん♪ 
 ----------------------------------------------

ZARDのロゴのフォント名

1490 選択 ALIL.1967 2007-10-11 18:50:48 返信 報告

みなさんへ
  以前ZARDのCDに使われていたロゴのことですが、ゼットの⽂字の斜めの線の部分にテンをつけた字体でした。この字体の

PCでのフォント名をご存知の⽅がいらっしゃいましたら教えてください。

Re:ZARDのロゴのフォント名

1493 選択 stray 2007-10-11 20:46:35 返信 報告

ALIL.1967さん、こんばんは。
 既存のフォントじゃないように思いますが、皐ちゃんならわかるかもしれません。
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Re:ZARDのロゴのフォント名

1496 選択 kaz2313 2007-10-11 21:18:03 返信 報告

ALIL.1967さん、研究所の皆さん。こんばんは

横レスでしつれいします。ZARDのロゴですが、
 strayさんのおっしゃる通りフォントではありません。

 オリジナルに創った⽂字です。以前CDからスキャンして
 トレースした⽂字がありますのでよかったらお使い下さい。

MU-GENの今秋放送、おかげさまで⾒ることができました。
 ありがとうございました。

名⼈を忘れていた︕

1498 選択 stray 2007-10-11 21:29:41 返信 報告

kaz2313さん、こんばんは︕
 ロゴ作りの名⼈を忘れていました。たいへん失礼なことを（笑）。

 やはり既存のフォントではないのですね。でも、カッコいいです。
 途中からZARDのロゴが変ってしまい残念だったのですが、

 追悼CDではこのロゴが復活しましたね︕
 嬉しかったです〜（笑）。

 どうもありがとうございました︕︕

ロゴ画像ありがとうございます

1500 選択 ALIL.1967 2007-10-11 21:45:59 返信 報告

kaz2313さん ありがとうございます。⻄洋書道，カリグラフィックということですね。フォント名 ZARD とした
いところですね，この4⽂字分で。

 フォントのwebページで探してみたんですが，ちょっとみただけでは⾒つからないくらい種類が多いです。
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Re:ロゴ画像ありがとうございます

1539 選択 ＤＯＭＩＮＧＯ 2007-10-13 01:51:31 返信 報告

kaz2313さん、皆さんこんばんは。
 やっぱりＺＡＲＤはこのロゴじゃないと締りがないと思うのは僕だけでしょうか︖

 画像ＵＰありがとうございました＾＾ノ

Friz Quadrata

1649 選択 ALIL.1967 2007-10-16 23:10:15 返信 報告

strayさん，kaz2313さん，ＤＯＭＩＮＧＯさん，みなさま

kaz2313さんから頂いたロゴの画像をもとにロゴの元になったと思われる欧⽂フォントがFriz Quadrataというもの
であることがわかりました。スイスのフォントデザイナーErnst Frizによるデザインです。

このフォントを横に２倍，縦に0.8倍するとロゴの字形にぴったりします。ロゴはこうして作った⽂字の字間をつめて
ゼットの~を作ってかぶせたもののようです。

ただ，このフォントはフリーではないのが残念です（ソフトウエアによってはこのフォントが付属しています）。

無題

1651 選択 ALIL.1967 2007-10-17 00:26:55 返信 報告

次のリンクに⾏って，左の⼤きなsample textの欄にこの
フォントで表⽰したいアルファベットを，その下の⼩さな
四⾓にフォントサイズ（36など）をいれて，⼀番右側にあ

るApplyボタンを押すとこのフォントで表⽰したい欧⽂がpngファイルがそのページに現れます。あとはマウスでつか
んで，ご⾃分のデスクトップにドロップしてください

http://www.linotype.com/catalog/fontsampler/?PHPSESSID=a8561af41fecdca7d2254172373868f6&id=
87388
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Re:ZARDのロゴのフォント名

1653 選択 ＤＯＭＩＮＧＯ 2007-10-17 01:23:29 返信 報告

ALIL.1967さん、こんばんは。
 ＺＡＲＤのロゴはこのフォントだったんですね。

 情報ありがとうございます。
 ←こんなの作ってみました＾＾︔

すばらしい︕

1654 選択 stray 2007-10-17 12:06:02 返信 報告

ALIL.1967さん、こんにちは︕

数百ある膨⼤なフォントの種類から「Friz Quadrata」を特定されたこともすごいですが、
 「このフォントを横に２倍，縦に0.8倍するとロゴの字形にぴったりします。」には驚愕し

ました。

さっそく試してみました。画像上から、
 ① #1651のURLで作成した「ZARD」

 ② 1992〜3年頃に出回ったZARDシール（たぶん⾮正規品）
 ③ ①を横に２倍，縦に0.8倍したもの

 ④ kaz2313さんが#1496で提供して下さったロゴ

Zの真ん中にヒゲを付けて、ZとＡをくっつければ、まさしくZARDの旧ロゴです︕
ALIL.1967さん、どうもありがとうございました︕

 

Re:ZARDのロゴのフォント名

1655 選択 匿名 2007-10-17 12:12:19 返信 報告

本⽂なし
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ZARDのロゴが変わったのは、

1656 選択 stray 2007-10-17 12:14:57 返信 報告

もしかして、事務所が無断でこのフォントを変形使⽤していたのが作者に知れて、
 使⽤差し⽌めをくらって新しいロゴに変わったのでは︖

 特にロゴを変える必要があったのでしょうか︖

ところで、Zのヒゲは、「〜」を変形させたものなのでしょうか︖

ZARD研究所のロゴ

1658 選択 stray 2007-10-17 12:36:44 返信 報告

匿名さん、ありがとうございます︕
 promised you を「with you」に変えていただけると、

 本採⽤間違いなしなのですが（笑）。今のところ仮採⽤ということで。

Re:ZARDのロゴが変わったのは、

1659 選択 ALIL.1967 2007-10-17 13:04:14 返信 報告

strayさん
  １９９６，７年からですか︖ちょうどWindows95にはじまってPCが世界中に広がりはじめた頃ですね。フォント

の使⽤条件が正式にどうだったかはわかりませんが．．．
  ライセンス許諾されている個⼈／組織が変形して商⽤ロゴに使うことは認められていると思います。そうでないと

ライセンスを買う意味がないです。
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〜は

1660 選択 ALIL.1967 2007-10-17 13:10:07 返信 報告

変形させてもちょっと違うような．．．また調査します

Re:ZARDのロゴのフォント名

1661 選択 GTO 2007-10-17 15:14:56 返信 報告

fontは基本的に、ロイヤルティーフリーです。
 それを元にロゴを作成しても、それはそれ⾃体が独⾃の商標ですから、オリジナルのfontの使⽤範囲の制約を受けま

せん。

ZARDのロゴが変わったのは、単純にその時代背景の都合によるものでしょう。
 ZARDの場合は、ロゴが変わっても対外的にあまり影響は無いようですので、容易に変えれたんでしょう。

ALIL.1967さんは関連のお仕事をなさっているようですのでお詳しいと思いますが、ロゴもその時代を反映しますか
ら、Friz Quadrataがその時代にはやっていたんでしょうね。

 でも、90年代初期に⽇本で作ったとすると、Friz Quadrataを選んだのもちょっと変わってますよね。
 もしくは海外で作ったのかな︖

Re:ZARDのロゴのフォント名

1662 選択 kaz2313 2007-10-17 17:44:15 返信 報告

⼀件落着と思っていたら、まだやっているのでビックリしました。
 さすが研究所ですね。皆さん、探究⼼が違います。（＾＾）

 私なんて⼀応⻑年、印刷業界に籍を置いてる⼈間ですが⾒習わなくてはと反省しております。
 ⼿持ちのフォントを調べましたらMac⽤（OS9以前に対応）で良ければありましたので送付しますが・・・。

Re:ZARDのロゴのフォント名

1663 選択 ALIL.1967 2007-10-17 20:10:44 返信 報告
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kaz2313さん、こんばんは
 まだやってました。

 「どうでもいいこと気にするところ ⼆⼈よく似てるね」（『息もできない』）ということで．．．

上のlinotypeのリンクで⽂字の画像ファイルをつくって、⾃選の曲を集めたCD-Rのレーベルなどに印字できますよ

業界の仕事ではないんですが、ちょっと気になったもので。〜は不問にしましょう。
 みなさん、ありがとうございました。また、研究所によらせてもらいます。

Re:ZARDのロゴのフォント名

1666 選択 stray 2007-10-17 21:35:00 返信 報告

ざっと調べたところ、ZARDのロゴは５種類ありました。
 初期の２つは例外として、本スレで取り上げたFriz Quadrataと、

 ⽇本語でいえばゴシック体のロゴと、明朝体のロゴ。

ゴシック体のロゴは、AL「TODAY…」「永遠」「BLEND I」「BLEND II」などに使われています。
 その時々の流⾏と、作品コンセプトによって使い分けていたのかも知れませんね。

ALIL.1967さん、kaz2313さん、ＤＯＭＩＮＧＯさん、GTOさん、
 お付き合い下さってありがとうございます。

 誰かが蒸し返さない限り（笑）、このスレはこれで終了とさせていただきます︕

★★★ 附属美術館オープンしました︕ ★★★

1540 選択 stray 2007-10-13 06:24:02 返信 報告

１０⽉１３⽇（⼟）、⼤安吉⽇。

ZARD研究所「附属美術館」オープンしました︕

タイトル下、⾚いハートに囲まれた部分クリックです。
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xxxさんの作品を集めた「 Gallery of ⾵⼩僧xxx 」を

存分にご堪能下さい︕︕

xxxさ〜ん、出来たよ〜、⾒に来てね〜

おめでとうございます︕︕

1541 選択 にしまる 2007-10-13 07:16:41 返信 報告

stray所⻑、おはようございます︕

ついにオープンされましたね。
 おめでとうございます。

 早速拝観させていただきました︕

美術館も、勿論xxxさんの作品も、素敵です︕︕

Re:★★★ 附属美術館オープンしました︕ ★★★

1542 選択 miya 2007-10-13 08:23:30 返信 報告

おはようございます。

ZARD研究所「附属美術館」オープンおめでとうございます。

「 Gallery of ⾵⼩僧xxx 」何度も々観ております。

お祝いの⽣花は届けられませんが…。

miyaさんから⽣花届きました（笑）

1544 選択 stray 2007-10-13 09:18:47 返信 報告

miyaさん、にしまるさん、おはようございます︕
 miyaさんからお花届きましたよ（笑）。
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じっくり⾒ると１時間くらいかかると思います。
何度も何度もxxxさんの素晴らしい作品をご覧になって下さいね。ありがとうございました︕

 

Re:★★★ 附属美術館オープンしました︕ ★★★

1545 選択 KOH 2007-10-13 09:22:33 返信 報告

オープンおめでとうございます︕︕
 みんなの思いのこもった美術館、素晴らしい場所になったと思います。

 これからも盛り上げていきましょうね!!

Re:★★★ 附属美術館オープンしました︕ ★★★

1547 選択 Ｔ２８ 2007-10-13 10:02:49 返信 報告

あちゃ〜。遅刻しちゃいました。

なんで館⻑が居ないのにオープンしてるの︖（笑）
 テープカット⽤のハサミまで⽤意してきたのに〜。（笑）

にしまるさん、miyaさん、KOHさん、
 祝辞とお花を頂きまして、ありがとうございます。

 今後とも、Ｚ研及び附属美術館をよろしくお願いいたします。
 

Re:★★★ 附属美術館オープンしました︕ ★★★
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1548 選択 PAN 2007-10-13 11:23:44 返信 報告

オープンおめでとうございます︕
 お祝いの花を届けに来ました♪

 

素敵な美術館ですね

1549 選択 GTO 2007-10-13 11:27:19 返信 報告

皆様、

ZARD研究所「附属美術館」開館おめでとうございます︕
 いや〜素敵な美術館になりましたね。

開館を祝して“乾杯”︕

⽣花届きましたか︕︖

1550 選択 miya 2007-10-13 11:34:19 返信 報告

⽣花 届いたのですか (^-^︔ゞ
 ⽇本全国配達、代⾏お⼿数おかけしましたありがとうございます。

お代はいつか… <(_ _)>

祝・ＺＡＲＤ研究所「附属美術館」オープン

1551 選択 カーディガン 2007-10-13 11:59:54 返信 報告

ZARD研究所「附属美術館」オープンおめでとうございます︕ promised youらしく⼟曜⽇オープンですね。今後も
作品が輝き続けますように。
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ＸＸＸ様、作品のご提供ありがとうございました。早く体調がよくなりますように。

美術館オープンおめでとうございます

1552 選択 ALIL.1967 2007-10-13 12:39:09 返信 報告

研究所のみなさん
 オープンおめでとうございます。 今から⼊館させていただきます。

祝、附属美術館オープン

1553 選択 Lc 2007-10-13 14:32:07 返信 報告

附属美術館のオープン、おめでとうございます。

早速は意⾒させていただきました。すばらしいですね。何度も、通わせていただきます。

★★★ 附属美術館オープンしました︕ ★★★

1554 選択 ＳＳＳ 2007-10-13 16:00:22 返信 報告

 
ｓｔｒａｙ所⻑様、研究員の皆様おめでとうございます

花は柄じゃないゆえ、お菓⼦を置いて⾏きます、どうぞ召し上がって下さいね（笑）素晴ら
しい作品の数々、拝⾒させて頂きました。
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どうもありがとうございます︕

1555 選択 stray 2007-10-13 19:01:28 返信 報告

皆さんこんばんは。
 沢⼭のご祝辞、⽣花、祝菓⼦まで、どうもありがとうございました︕

⼤安吉⽇に加え、promised youの⽇である⼟曜⽇も重なって（気づかなかった）、
 これ以上ないオープンとなりました。

楽しんでというより、感慨深くご鑑賞・観覧いただけたようで嬉しく思います。
 xxxさんは、休⽇の昼前に現れる確率が⾼いですから、明⽇の⽇曜⽇あたり、ひょっこり…。

Re:★★★ 附属美術館オープンしました︕ ★★★

1556 選択 メパ 2007-10-13 20:51:56 返信 報告

strayさん、こんばんは。
 遅くなりましたが、

 美術館オープン、おめでとうございます。

⾳楽付スライドショーを⾒ながら思わず涙が・・・
 素晴らしい美術館を作っていただき、

 ありがとうございました。

XXXさん、早く⾒に来てくださ〜い。
 

Re:★★★ 附属美術館オープンしました︕ ★★★

1558 選択 stray 2007-10-13 21:54:31 返信 報告

メパさん、こんばんは︕
 お祝いどうもありがとうございます。
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「⾳楽付スライドショー」と「FLASHメニュー」はＴ２８部⻑の⼒作です︕
⾳楽はKOHさん。「突然」から「p.y.」への変り⽅がにくいでしょ︖

 どれも無料のものを使って、所員全員がマンパワーで作り上げたものです。

xxxさんもきっと⾒てくれたと信じてますし、
 ひょっこり現れて「１枚⾜りませんでした」ってな書き込みをされるんじゃないかと

 密かに期待してます（笑）。

Re:遅れましたが…(>u<;)

1559 選択 皐 2007-10-13 21:55:58 返信 報告

こんばんは☆附属美術館OPENおめでとうございます︕︕(o≧∀≦o)
 “遂にこの⽇が来たんだなぁ”と、少し感動中です(︔ω︔)

 xxxさんもきっと喜んでくれますね︕
 私はまだじっくり⾒れてないので、明⽇ゆっくりと鑑賞させて頂きますね♪♪

 部⻑に所⻑、ホントにお疲れさまでした︕︕
 ではこの辺で｡｡｡☆ﾐ

Re:★★★ 附属美術館オープンしました︕ ★★★

1560 選択 オーマイ 2007-10-13 22:25:49 返信 報告

Ｚ研 附属美術館のオープンオメデトウ御座います。

スライドショーの⽅で１０分以上、ジート⾒てました。
 選曲もバッチリなので⾒⼊ってしまいましたですね。

それにしても所⻑はじめ研究所の⽅々の技術⼒はスゴイですね。
 

Re:★★★ 附属美術館オープンしました︕ ★★★

1562 選択 奈良ZARDファン 2007-10-13 22:37:16 返信 報告
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ZARD研究所「附属美術館」

オープンおめでとうございます。(^o^)
 拝⾒させていただきました。

 すばらしいですね。(^o^)
 発展をお祈りしております。

 では・・・

Re:★★★ 附属美術館オープンしました︕ ★★★

1563 選択 stray 2007-10-13 22:37:16 返信 報告

皐ちゃん、お帰り〜♡
 オープンしちゃいました。あれから少し変更あったので、明⽇ゆっくり検分して下さい。

 皆さんにお褒めいただいて、今⽇はお酒が美味しいですよ（笑）。

オーマイさん、ご祝辞ありがとうございます。
 スライドショーの⾳楽は１回５分なので、３回聞けば１５分ですが、あっという間ですよね。

 技術⼒あるのは皐ちゃんとKOHさんで、私と部⻑は単なる⼒ずくです（笑）。

Re:★★★ 附属美術館オープンしました︕ ★★★

1564 選択 stray 2007-10-13 22:38:34 返信 報告

奈良ZARDファンさん、こんばんは︕

ご祝辞ありがとうございます。
 皐ギャラリーも計画中ですので、ご期待下さい︕

Re:★★★ 附属美術館オープンしました︕ ★★★

1565 選択 アネ研 2007-10-13 23:30:53 返信 報告

美術館オープンおめでとうございます。
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所⻑、T28部⻑,KOHさん、皐ちゃんお疲れさまでした。

xxxさーん、⼀⽇も早く⾒に来てくださーい。
 

Re:★★★ 附属美術館オープンしました︕ ★★★

1566 選択 ⼤ 2007-10-13 23:59:13 返信 報告

所⻑様、皆様こんばんは、初めまして
 付属美術館のオープンおめでとうございます。

 先程拝⾒させていただきました。
 とても素晴らしいものですね。

 今後の研究所、付属美術館の発展を願っております。
 ありがとうございました。

Re:★★★ 附属美術館オープンしました︕ ★★★

1568 選択 NAO 2007-10-14 02:05:05 返信 報告

strayさん.:☆.*:・゜

附属美術館オープンおめでとうございます︕
 素晴らしい楽曲とともに繰り広げられるxxxさんファンタジーワールドを

 これからも楽しく鑑賞させていただきます(^^♪

Re:★★★ 附属美術館オープンしました︕ ★★★

1569 選択 yan 2007-10-14 03:07:43 返信 報告

うわ〜︕すばらしいですねっ︕︕

⾳楽つきスライドショーいいですね☆
 本当に胸が⾼鳴るのを感じました。
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xxxさん、よかったですね、こんなステキな美術館ができて(^^)
どれも美しい作品で⼼が洗われました。

 これからもマイペースで、お加減のよろしいときに新しい作品を追加してくだされば嬉しいです♪

strayさまをはじめZ研のみなさまご苦労様でした。
 想像以上に素晴らしいです︕

 これからの活動も期待してますね☆

アネ研さん、⼤さん、NAOさん、yanさん

1574 選択 stray 2007-10-14 09:49:39 返信 報告

遅くなりましたが、ご祝辞どうもありがとうございました︕
 ⼣べは⼀⼈祝杯あげて早々に寝てしまったものですから（笑）。

多くの皆さんから「素晴らしい︕」とお褒めの⾔葉を頂戴して、たいへん喜んでいます。
 ⾳楽付きスライドショーが評判よろしいようです。

 私もあれが完成したときは、ちょっぴり涙ぐみました（笑）。
 xxxさんの作品は何度⾒ても飽きませんので、ちょくちょくご観覧下さい。

NAOさん、お久しぶりですね︕
 ZARDカフェの⼀⾓に、ライダーさんから「質問コーナー」を提供していただのがきっかけで、

 こんな⼤袈裟な研究所に発展してしまいました（笑）。
 「ZARDカフェ」…誰か常設サイトを作ってくれないかなあ（笑）。

Re:★★★ 附属美術館オープンしました︕ ★★★

1575 選択 kaz2313 2007-10-14 10:02:37 返信 報告

strayさん、研究所のみなさん。 
 ⽣花を選ぶのに迷って（＾＾）

 遅くなりましたが、 
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この度は付属美術館オープン、
おめでとうございます。

Re:★★★ 附属美術館オープンしました︕ ★★★

1578 選択 stray 2007-10-14 17:06:03 返信 報告

kaz2313さん、こんにちは。遅くなって申し訳ありません。
ご祝辞と、とってもキレイな⽣花、ありがとうございます。

 xxxさんもきっと喜んでると思います。

Z.p.のように、ここのタイトルもキレイな画像に変えようかと検討しています。
 kaz2313さんから頂戴したZARD旧ロゴ（#1496）を使わせてもらうかも知れませんので、

 何卒ご了承のほどお願いします。

Re:★★★ 附属美術館オープンしました︕ ★★★

1580 選択 ＤＯＭＩＮＧＯ 2007-10-14 18:33:29 返信 報告

所⻑、こんばんは
 美術館オープンおめでとうございます。

 休⽇にたっぷり鑑賞させていただきますね＾＾ノ

Re:★★★ 附属美術館オープンしました︕ ★★★

1581 選択 stray 2007-10-14 22:34:34 返信 報告

ＤＯＭＩＮＧＯさん、こんばんは。
 休⽇にゆっ〜〜くりとご観覧ください。
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ご祝辞ありがとうございました︕

Re:★★★ 附属美術館オープンしました︕ ★★★

1638 選択 kny 2007-10-16 00:19:58 返信 報告

遅ればせながらお祝詞を申し上げます。
 附属美術館の開館、おめでとうございました。

 これを契機とした貴研究所のますますの御発展と所⻑をはじめ所員のみなさま並びに来訪者の⽅々の御健勝と御多幸
を祈念申し上げます。

Re:★★★ 附属美術館オープンしました︕ ★★★

1639 選択 stray 2007-10-16 12:32:14 返信 報告

knyさん、こんにちは。
 えらく堅苦しいご祝辞どうもありがとうございます︕（笑）

 昨夜xxxさんが来て下さって、新たな作品も頂戴したこともありますので、
 開館早々すこし⼿直ししています。毎⽇変わるかもしれないので（笑）、どうぞご贔屓に︕

Re:★★★ 附属美術館オープンしました︕ ★★★

1642 選択 スマイル 2007-10-16 19:07:56 返信 報告

遅れましたが・・
 美術館オープンおめでとうございます︕

 すごく素敵ですね︕皐さんのも楽しみしております（隠れファンなので（笑））
 研究所オープンのお祝いコメントもしていませんが（汗）

 また⽴ち寄らせてもらいますね☆

チョーお久しぶりです。

1643 選択 stray 2007-10-16 19:21:57 返信 報告
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スマイルさん、こんばんは︕
チョーお久しぶりですね。

 私からのメッセージはちゃんと伝わってると思いますが、
 ここは携帯環境に対応していなくて、こっちこそご不便かけて申し訳ないです。

 美術館開館のお祝いありがとうございます︕
 皐ギャラリーも期待して下さい。皐ちゃんファンのために頑張りますので︕（笑）

 また遊びに来て下さいね︕

スマイルさんへ

1644 選択 Ｔ２８ 2007-10-16 19:57:42 返信 報告

こんばんは。ご無沙汰してます。

美術館オープンをお知らせしようかと思ったのですが、あちらも携帯対応していないため、
 御迷惑をお掛けするかも知れないと遠慮してました。すみません。

⾒て頂けて嬉しいです。携帯で⾒れましたか︖それともネットカフェですかね。
 どちらにしても、初コメントありがとうございます。

 また、美術館も拡充していきますので、これからもよろしくお願いします。
 

Re:★★★ 附属美術館オープンしました︕ ★★★

1650 選択 「ロム」 2007-10-16 23:40:18 返信 報告

strayさん＆研究所の皆さん、はじめまして。
 すごく遅くなりましたが、附属美術館オープン
 おめでとうございます。

 xxxさんにも喜んで頂けたようで、良かったですね︕
 オープン以来、何度も鑑賞させて頂いてます。

 素敵な美術館、ありがとうございます︕
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建設中の皐さんのギャラリーも楽しみにしております。
私は以前、Ｚ板で皐さんにリクエストした者ですが、

 最近、ロムさんという⽅が書き込みされているので、
 名前に”「」”付けさせて頂きました。

Re:★★★ 附属美術館オープンしました︕ ★★★

1657 選択 stray 2007-10-17 12:34:08 返信 報告

「ロム」さん、こんにちは。
 Z板でお名前は存じておりますが、お初でしょうか︖

 ご祝辞どうもありがとうございます!
 皐ギャラリーはまだコンセプト作りの段階ですが、所員⼀同知恵を出し合って、

 ご満⾜いただけるギャラリーにしたいと思っています。ご期待下さい︕

Re:★「ロム」さんへ★

1665 選択 皐 2007-10-17 21:32:04 返信 報告

こんばんは「ロム」さん☆ﾐまたお話出来て嬉しいです〜(o^∇^o)お久しぶりになりますね︕
 『どうして「」が付いてるんだろう??』と思っていましたが、そういう事でしたか(*^_^*)

 美術館には何度も⾜を運んでくださっているようで、ホントに嬉しいです︕︕
 今は建設中ですが、私のスペースもstrayさんが確保していてくれたので、

完成を楽しみにしていてくれると嬉しいですね(o^∇^o)

気になるフレーズが２つ

1645 選択 stray 2007-10-16 21:06:53 返信 報告
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KOHさんがUPしてくれたコナンSPECIALの「グロリアス マインド」をじっくり聴きました。
最初、武道館で聴いたときは、⼤した曲じゃないなと思いましたが、

 聴き込むほど味が出るタイプの曲のようです。
 ⽇本語訳があって嬉しいですね。

気になるフレーズが２つ。

♪私にも分からない

♪この恋終わりにするのは わたし次第

それと「why」の多様。
 「なぜ私がこんな病気にかかるの︖」の意味なのか…

Re:気になるフレーズが２つ

1648 選択 カーディガン 2007-10-16 22:48:24 返信 報告

こんばんは、皆様。
 あぁ、今⽇も飲み会でいやになってしまいます。やっとおわったので、泉⽔さんの曲を聴いていやされます。

 ところで、私の個⼈的⾒解では、そのフレーズはそのまま受け⽌めていいのだとおもいます。なぜ、会えなかったの
かは謎ですが、基本的につらい恋かなぁ、という気がします。でも、あきらめきれないほど、かけがえのない⼈なの
かなぁ、と思います。主導権は泉⽔さんにあったと思いますが、思い切りがつかないなにかがあったのかなぁ、と。

 最初のオープニングのところ、本当はもっといいようですね。とても素敵な曲です\（^o^）/

MUSIC FREAK magazine Vol.154から①

1646 選択 stray 2007-10-16 22:41:14 返信 報告

武道館追悼ライブ「あなたに帰りたい」の演出です。

武道館が、それはそれは幻想的な光の海と化しました。
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⾚い○が、私です。って判別できるわけがないかっ︕（笑）

Re:MUSIC FREAK magazine Vol.154から②

1647 選択 stray 2007-10-16 22:46:29 返信 報告

「あなたに帰りたい」の泉⽔さんです。

⿊のレース⾵ロングドレス。

数珠っぽい⼆重のネックレス・・・私の記憶は確かだったと威張りたいだけです（笑）。

Ｚ研会議室から⽣中継です（笑）。

1584 選択 stray 2007-10-15 19:36:23 返信 報告

会議室では、⽇夜所員どうしの熱〜い会話が繰り広げられております（笑）。

------------------------------------

コナンSPがはじまったよ〜
 PAN 2007-10-15 19:03:10返信

ワクワク。。
 ------------------------------------
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Re:コナンSPがはじまったよ〜
stray 2007-10-15 19:15:08返信

げっ︕⽝の散歩から今帰ってきたところ（笑）。 
 グロリアスマインドはエンディング︖ 

 KOHさん︕よろしくね︕︕（笑）
 ------------------------------------

Re:コナンSPがはじまったよ〜
 部⻑ 2007-10-15 19:15:34返信

「グロリアスマインド」聴きました。 
 軽く震えがきましたよ︕ 

 ------------------------------------

Re:コナンSPがはじまったよ〜
 PAN 2007-10-15 19:23:42返信

相⽅、おひさしぶりです〜♪ 
 やっぱり癒されますよね︕︕ 
 ------------------------------------

Re:コナンSPがはじまったよ〜
 KOH 2007-10-15 19:27:10返信

所⻑〜、⾒れましたか? 
 あとでアップしますからね〜︕︕

 ------------------------------------

Re:コナンSPがはじまったよ〜
 部⻑ 2007-10-15 19:29:54返信

PANさんへ 
 このスレＺ研の⽅で良くないかい︖ 

 



隠れて話す話題でもないっしょ︖（笑） 
------------------------------------

Re:コナンSPがはじまったよ〜
 stray 2007-10-15 19:31:19返信

部⻑、PANさん、こんばんは︕ 
 そうだね（笑）。 

 研究所に張りなおしておくから（笑）。 
 ------------------------------------

Re:コナンSPがはじまったよ〜
 PAN 2007-10-15 19:34:13返信

確かにそのとおりでしたね。。 
 所⻑、お⼿数ですが宜しくお願いします。

 

Re:Ｚ研会議室から⽣中継です（笑）。

1585 選択 皐 2007-10-15 19:42:16 返信 報告

私も研会議室からココに移動しました(笑)「グロリアス マインド」はもう流れちゃったみたいですね…(⼤ショック)
 最初はやってなかったから、ついエンディングかと思ってチャンネル変えてた…(︔Д︔)(ごめんねコナン君)

 KOHさんお願いしますねっ︕︕(o≧ω≦o)(笑)

、ということで︕

1588 選択 KOH 2007-10-15 20:06:57 返信 報告

あげます︕︕
 http://www.filebank.co.jp/wblink/e4e073aa3bccdb5bd2a2eb7732b03732

 30M しっかり聞きましょうっ!!

悔しい・・・（ToT）
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1610 選択 カーディガン 2007-10-15 21:10:45 返信 報告

研究所の皆様、こんばんは。
 コナンをみんなでご覧になったことと思います。

 ⼀応ビデオは撮っているのですが、出張で飲み会ということもあり、タイミング悪くグロリアスマインドが⾒られま
せんでした。あぁ、悲しい。今朝、東京駅そばの東京国際フォーラムに⼿を合わせてきましたが、悔しいです。来
週、⾒られるといいなぁ。でも、KOH様、アップしてくださったんですね。ありがとうございます\（^o^）/

 

♡Thank you♡

1617 選択 皐 2007-10-15 21:21:28 返信 報告

KOHさんありがとう〜!!(o≧∀≦o)ホント嬉しすぎます…(︔∇︔)
 こんなに早く対応してくださって、⼤感謝です(ﾉω≦｡)今DL中なので、後ほどゆっくり聞きますね☆ﾐ

ほんっとにありがとう︕︕(●＞ω＜●)

Re:、ということで︕

1637 選択 kny 2007-10-16 00:12:00 返信 報告

KOHさん ありがとうございました。

TV残念ながら観ることができませんでしたが、
 おかげさまで、聴くことが出来ました。

 改めて御礼を申し上げます。

アレンジ変わってません︖

1640 選択 stray 2007-10-16 12:41:13 返信 報告

KOHさん、どうもありがとう︕︕
 xxxさんの訪問で、すっかり話題が⾶んじゃいましたが（笑）、

 追悼ライブの演奏とは、ずいぶんアレンジが変わったように思いました。
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追悼ライブでは情熱的に聞こえましたが、おとなしくなったというか、落ち着いたというか。

Re:同じく︕︕（笑）

1641 選択 皐 2007-10-16 18:05:50 返信 報告

私もそう思いました(◎’□’◎)アレンジ変えてますよね(’u’)
 もっとロック⾊が強い感じだった気がします(*^_^*)

感謝︕感謝︕感謝︕

1589 選択 xxx 2007-10-15 20:14:43 返信 報告

strayさま、そして、美術館開館の為に御尽⼒くだされた⽅々に感謝申し上げます。

⾔葉を尽くしても⾔い⾜りないくらい感激しています。
 ⼜、どんな⾔葉を連ねても薄っぺらく感じてしまい、旨く表現出来ません。

 御礼を⾔うのが遅れてすみません、⼀番に御礼をするべき者なのに・・・
 ⾮礼をお許し下さい。

皆様に対する誠意として直筆にて御礼を書きました。
 著作権とかよく解らないので、削除しやすいように返事のレスにｕｐします。

不適当な画像と判断されたら直ぐに削除して下さい。
 

Re:感謝︕感謝︕感謝︕

1590 選択 xxx 2007-10-15 20:15:36 返信 報告

本⽂なし
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おぅうう︕xxxさん︕いらっしゃい︕︕

1591 選択 stray 2007-10-15 20:17:08 返信 報告

xxxさん、いらっしゃい︕
 ⾒て下さいましたか、気にいって下さったようで嬉しいです︕

 ゆっくりしていけますよね︖
 PCの⾬でスタンバッてますからね︕（笑）

Re:感謝︕感謝︕感謝︕

1592 選択 stray 2007-10-15 20:17:59 返信 報告

突然来るから、
 「PCの⾬でスタンバッてますからね︕」になったじゃないですか︕（笑）

 PCの前ね。

Re:感謝︕感謝︕感謝︕

1593 選択 stray 2007-10-15 20:19:37 返信 報告

#1590:問題なし（笑）。
 これがxxxさんの直筆ですか︕達筆ですね〜、美術館のどこかに展⽰しますね︕

ｓｔｒａｙさまへ
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1594 選択 xxx 2007-10-15 20:22:51 返信 報告

スライドを⾒て思わず、私の好きだった”突然”が聞こえてきて、
 感激しています。私は、それが好きとは⾔った覚えはないんですけど・・・

突然は、

1595 選択 stray 2007-10-15 20:24:59 返信 報告

私のところに寄贈して下さった「集合写真」のタイトルじゃないですか︕（笑）
 ⾵⼩僧だし、こんなにピッタリな曲はないと思って選曲しました。

 ⼤当たりでしたね（笑）。私も嬉しいですよ。

部⻑、皐ちゃん︕

1596 選択 stray 2007-10-15 20:28:12 返信 報告

割り込んでもいいですよ。
 ただ、xxxさんはタイピング遅いからね（笑）。

はじめまして︕︕

1597 選択 PAN 2007-10-15 20:30:09 返信 報告

xxxさん、こんばんは。PANと申します。
 xxxさんのことは以前から伺っていたのですが、ご挨拶が遅くなってすみません。

xxxさんの素敵な作品にはいつも⼼を癒されています。
 また、この度も素敵な作品をありがとうございます︕︕

Re:部⻑、皐ちゃん︕

1598 選択 PAN 2007-10-15 20:31:09 返信 報告
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ごめんなさい、わたくしが割り込んでしまいました。。

Re:ｓｔｒａｙさま

1599 選択 xxx 2007-10-15 20:39:27 返信 報告

⼀つ抜けていました（笑）

strayさまが、初めて「最⾼の笑顔ですね」と褒めて下さった
⼊院する時の画像です、私が、「マイナス思考が加速度つけて、⼼の中を不安で⼀杯にして
います」とやっちゃって、

 後々後悔することになった時の画像です。

その後、もう私的な書き込みはしませんと⾔ったのに、
 Strayさまが、「みなさんも、ｘｘｘさんの近況を知りたがっているので、

 そんなこと⾔わずに書ける時は書き込んで欲しい」と⾔われて
 えﾂ︕ と⾔う感じで困惑しました（笑）

やっぱり︕（笑）

1600 選択 stray 2007-10-15 20:42:38 返信 報告

抜けてましたか（笑）。
 そういうオチがあったほうが⼈間味あっていいですよね、お互い（笑）。

これはsecretフォルダに格納するしかないですね。
ご了承くださいね。

ところで「宿題」ご覧になられましたか︖（笑）
 この作品だけ、タイトル不明なんです。

 私の解説、読んでくれましたよね︖
 あのタイトルを付けるとデビュー作の⼆の前になるので、

 早く作品決めて下さい︕（笑）

https://bbsee.info/straylove/id/1589.html?edt=on&rid=1599
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1599
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/83e8ef518174e1eb6be4a0778d050c9d.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/1589.html?edt=on&rid=1600
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1600


画像忘れた

1601 選択 stray 2007-10-15 20:43:22 返信 報告

この作品です。

Re:感謝︕感謝︕感謝︕

1602 選択 xxx 2007-10-15 20:47:04 返信 報告

あれは、「掲⽰板の⼈々」です。

タイプが遅いのですみません

⼿短に書きますけど失礼があったら⾔ってください。

PANさま、こちらこそ初めまして、宜しくお願いします。

「掲⽰板の⼈々」か︕

1603 選択 stray 2007-10-15 20:49:26 返信 報告

そっか、やっぱり私と部⻑のことでいいんですね（笑）。
 失礼なことなんてないので、気にしないでゆっくり書いて下さい。

もう⼀度、美術館のトップページをご覧下さいな。
 xxxさんが画像を投稿するきっかけとなった皐ちゃんのギャラリー（建設中）が、

 xxxさんの横に並びましたよ。嬉しいでしょ︖
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ZARDファンの⼈気を２分する２⼈の巨匠を独占できて、
私は幸せ者ですね（笑）。

皐ちゃんはもう寝たかな︖（笑）

Re:strayさまへ

1604 選択 xxx 2007-10-15 20:57:17 返信 報告

ちょっと、Ｚ版にも画像を⽤意しているので、
 そちらの⽅に⾏ってきます、私の原点なので・・すみません

今までのキャプチャー画像を組み合わせただけのものですけど・・

もう素材が無いので、しかたないんです。

了解です︕

1605 選択 stray 2007-10-15 20:59:39 返信 報告

いってらっしゃ〜い。ファンに捕まっても帰ってきて下さいね︕

⼟・⽇はxxxさんが現れる確率が⾼いので（笑）、PCの前でスタンバッていたんですよ。

ご⾃宅に戻られたのですか︖
 それとも四国・道後温泉とか、九州・指宿とかでしょうか（笑）。

 これも何かのご縁ですから、是⾮、私のところにもおいでになって下さい。
 露天の秘湯だらけのところですが︕（笑）

上に「問い合わせ」というボタンがあって、直接私にメールが届きますので。

Ｚ板は、

1606 選択 stray 2007-10-15 21:03:20 返信 報告
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xxxさんが「祈り・・」を投稿された翌⽇、⼤きな揉め事が起きて、
「情報板」（今まで）に加え、「雑談板」が出来たのです。

雑談板はこちら。
 http://www2s.biglobe.ne.jp/%7etando/pages/zatsudan/imgboard.cgi

⼟曜⽇、美術館オープンのお知らせを雑談板に上げました。
 多くのファンの皆さんからxxxさんへのメッセージがありましたよ。⾒て来て下さいね。

誰か、Ｚ雑談板のURLお願い︕

1607 選択 stray 2007-10-15 21:05:08 返信 報告

上に書いたURL間違ってますか︖
 どなたか、正確なURLを急いでお願いします︕︕

http://www2s.biglobe.ne.jp/%7etando/pages/zatsudan/

1608 選択 stray 2007-10-15 21:06:39 返信 報告

これでいいのかな︖

Re:感謝︕感謝︕感謝︕

1609 選択 ＤＯＭＩＮＧＯ 2007-10-15 21:09:28 返信 報告

ＸＸＸさん、こんばんは〜＾＾
 寒くなってきましたが、いかがお過ごしでしょうか︖

 画像ありがとうございます。
 達筆ですね〜。

Ｚ板の作品

1611 選択 stray 2007-10-15 21:12:57 返信 報告
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いいですね〜。惚れ惚れします。
これもsecret に加えさせてもらいますね。

Re:ｓｔｒａｙさま

1612 選択 xxx 2007-10-15 21:14:42 返信 報告

私は、今、⾃宅に帰り、近くのネットカフェから発信しています。

せっかくのお誘い⼤変嬉しいのですが、
 もう⼀度れいの看護師さんの所に⾏かなければなりません。

美術館の事を友⼈から聞き急いでやって来ました。

セーフかな︕︖

1613 選択 皐 2007-10-15 21:14:54 返信 報告

所⻑まだ寝てないですよ︕(笑)間に合ったかな〜(>_<;)(笑)
 xxxさんこんばんは︕その後いかがお過ごしですか︖(*^ ^*)
 美術館の⽅は気に⼊ってもらえたみたいで、みんな嬉しく思ってます(*≧∇≦*)

 お礼の画像もすっごく嬉しいです(o≧ω≦o)所⻑も仰ってますが、xxxさん達筆〜︕︕(◎’□’◎)
 どこかに展⽰しないとね所⻑♪♪

P.S.所⻑「~」が「%」になってますね＾＾Ｚ雑談板のURLです︕
 http://www2s.biglobe.ne.jp/~tando/pages/zatsudan/imgboard.cgi

あらら｡｡｡

1614 選択 皐 2007-10-15 21:17:07 返信 報告
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あれ…。URLがエラーになる…。ダメみたいですね(>_<;)ゴメンナサイ(苦笑)

あっ︕時間差でxxxさんのコメントが︕☆ﾐ

そうですか…

1615 選択 stray 2007-10-15 21:17:10 返信 報告

それは残念ですが、泉⽔さん似の看護師さんのお顔を⾒れば、元気出るかもしれませんね︕

皐ちゃん、URLありがと︕

xxxさんとお話していいですよ。
 私はだいぶしゃべったので。

このURLで⼤丈夫です。

1616 選択 stray 2007-10-15 21:18:04 返信 報告

http://www2s.biglobe.ne.jp/%7etando/pages/zatsudan/

Re:感謝︕感謝︕感謝︕

1618 選択 S424 2007-10-15 21:24:12 返信 報告

strayさん。こちらではお久しぶりです。
 とりあえずこれでどうでしょうか。

http://www2s.biglobe.ne.jp/~tando/pages/zatsudan
 

ＤＯＭＩＮＮＧＯさま・皐さまへ

1619 選択 xxx 2007-10-15 21:25:24 返信 報告

DOMINNGOさまいつもレスありがとうございます。

https://bbsee.info/straylove/id/1589.html?edt=on&rid=1615
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1615
https://bbsee.info/straylove/id/1589.html?edt=on&rid=1616
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1616
https://bbsee.info/straylove/id/1589.html?edt=on&rid=1618
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1618
https://bbsee.info/straylove/id/1589.html?edt=on&rid=1619
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1619


つい⾞の事を思い出しちゃって・・すみません（笑）

皐さま、お久しぶりですね。

美術館あんな⽴派なものとは・・本当に感激しています。

でもちょっと照れくさいです・・

Re:感謝︕感謝︕感謝︕

1622 選択 皐 2007-10-15 21:31:34 返信 報告

おっと︕S424さんの訂正でURL先が⾒れたみたいですね(o≧ω≦o)☆ﾐ

xxxさんへ＞
 お久しぶりになりますね(o^ω^o)美術館は私もすごくイイできだなぁ☆と、思いました︕

 xxxさんの隣に私のも置いてくれるみたいなので、すごく嬉しく思います(o≧ω≦o)

xxxさんへ

1623 選択 stray 2007-10-15 21:33:54 返信 報告

xxxさん、お疲れになったら遠慮せず⾔って下さいね。
 無理なさらないで、短時間でもかまいませんのでちょくちょく来て下さい（笑）。

皐ギャラリーは建設を始めたばかりで、少し時間がかかるかもしれませんが、
 本⼈も張り切ってますし、皐家ペー・パーものもあるかも知れません（笑）。
 皐家ペー・パーはご存知なかったでしたっけ︖

皐ギャラリーが完成するまで元気でいて下さいね︕

皐さんへ

1624 選択 S424 2007-10-15 21:43:21 返信 報告
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皐さんへ。こんばんは。はじめまして。
strayさんのURLでOKです。私の書込みタイミングが悪かったみたいです（笑）。余計なことしてすみません。画像
の⽅⾯がんばってくださいね。また遊びにきま〜す。失礼しました。

☆S424さんへ☆

1625 選択 皐 2007-10-15 21:47:53 返信 報告

こんばんは︕初めましてですよね(o^∇^o)
 余計なことじゃないですよ〜(◎’□’◎)ありがとうございました︕私は失敗しちゃったので f(=^⽫^=)(笑)

 画像の⽅はこれからも頑張ります︕︕ありがとうございました(o^∇^o)
 ではでは︕また遊びに来てくださいね☆ﾐ

ＸＸＸさん

1626 選択 ＤＯＭＩＮＧＯ 2007-10-15 21:53:26 返信 報告

こちらこそ、いつも素晴らしい画像ありがとうございます。
 ＞つい⾞の事を思い出しちゃって・・すみません（笑）

 いえいえ＾＾︔
 カスタマイズの似合わない⾞ですが、

 コツコツとＺＡＲＤ仕様にしてます＾＾︔

無理なさらず、お⼤事にしてくださいね＾＾ノ

Ｚ板の作品名は、

1627 選択 stray 2007-10-15 21:54:29 返信 報告

ん〜、⾵のように去っていかれたのか…

xxxさんへ
 Ｚ板の作品名は、「いつか・・・」でよいのでしょうか︖
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baby,baby,don't you cry は「いつかは・・・」ですが…。

次までの宿題ですな（笑）。

また会いましょう︕必ずですよ︕︕どうぞお元気︕︕︕

Re:strayさま

1628 選択 xxx 2007-10-15 22:06:01 返信 報告

まだ帰ってはいませんよ

題名は、いつか・・でお願いします。

もう画像を作ることは無い・・・と思います。

PCを持たない⼈ですから（笑）

掲⽰版に書き込んだのもここが最初なんです。

パルプ⺟が…(笑)

1629 選択 皐 2007-10-15 22:14:38 返信 報告

xxxさんじゃなくて、そろそろ私が去っていかないといけません(-u-)(笑)
 もうPC切らないとね︕(=^⽫^=)（寝ないけど）寝ます︕(笑)

ではでは︕xxxさん、またいつかお話しましょうね(*^∇^*)皆さんおやすみなさい☆ﾐ

了解です。

1630 選択 stray 2007-10-15 22:17:07 返信 報告

余計なお世話をしてしまったようです（笑）。

もう新作は無いですか…
 残念ですが、まずはご⾃分のお体をお⼤切になさって下さいね。
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Re:感謝︕感謝︕感謝︕

1631 選択 Ｔ２８ 2007-10-15 22:19:08 返信 報告

出遅れました・・・。（笑）

xxxさん、よくいらしてくれましたね。お会いできて嬉しいです。
 美術館をご覧頂けたようですね。気に⼊って頂けたようなのでホッとしています。

今回発表して頂いた「作品」もスグに展⽰いたしますので、またいらして下さいね。

続き、また書きます。
 

Re:感謝︕感謝︕感謝︕

1632 選択 xxx 2007-10-15 22:20:35 返信 報告

私も、そろそろおじゃまします。

私の⽅は、娘がうるさくて・・・

あはは。

1633 選択 stray 2007-10-15 22:22:37 返信 報告

⼼配なんですよ、お⽗さんのことが（笑）。

今⽇は楽しかっし、嬉しかったです︕︕

また遊びに来て下さい。待ってます︕

Re:感謝︕感謝︕感謝︕

1634 選択 xxx 2007-10-15 22:23:48 返信 報告

失礼しました、Ｔ28さま、お久しぶりです
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本当に美術館の事ありがとうございました。
⾃分の画像なのに、みなさんの気持ちが伝わってきて、

 涙が溢れてきます。

xxxさんへ

1635 選択 Ｔ２８ 2007-10-15 22:26:17 返信 報告

ご⾃宅に戻られたのですね。
 体調は如何でしょうか︖

 寒くなってきましたので、ご⾃愛下さいね。

くれぐれもご無理なさらないようにして下さい。
 またお会いできることを楽しみにしております。
 

Re:感謝︕感謝︕感謝︕

1636 選択 Ｔ２８ 2007-10-15 22:29:17 返信 報告

xxxさんへ

私の⽅こそ、感謝しております。
 みなさんに出会えたことを泉⽔さんに感謝しなきゃいけませんね。

 

皐ギャラリー建設中︕

1587 選択 stray 2007-10-15 20:02:04 返信 報告

（本⽂なし）
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●● ＫＱ時代の映像 ●●

1583 選択 stray 2007-10-15 12:22:58 返信 報告

画質がチョー悪いですが、泉⽔さんは昔、こういうのに出てました。

以前UPしたこの画像（東映のポスター）は、「２３才」収録時に
 撮ったものと思われます。

永井真理⼦「２３才」東映レーザーカラオケ 
 http://www.filebank.co.jp/wblink/a065b26fdb378e03207e308bdb481c23

23Mの wmvファイルで、サイズは320x240です。
 （期間限定︓10/22まで）

投稿規程および投稿削除の⽅法

1577 選択 匿名 2007-10-14 17:00:57 返信 報告

「投稿の削除⽅法がわからない」という声が（多少︖）ありましたので、
 美術館への⼊⼝隣にリンクを張りました。
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アネ研さん、所員なのに削除⽅法わからないでどうする︕という戒めを込めて、
アネ研さんの#1576投稿を⾒本に使いましたので、お許しを（笑）。

 

Re:投稿規程および投稿削除の⽅法

1579 選択 stray 2007-10-14 17:08:47 返信 報告

↑はもちろん私です。あえて名前を空欄にして投稿しました。

空欄のまま投稿すると「匿名」になりますので、ご⾃分の投稿を⼀旦コピーされ、
 削除⽅法に従って削除後、新たに投稿フォームを開いてペーストすればOKです。

« 19 18 17 16 15 14 13 12 11 »
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. オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [1573]miyaさんへ(1) [1462]ZARDと、ちばテレビ、さらに⽊更津について(10) [1513]★★ 美術館 あすオープンです︕ 
★★(10) [1527]所⻑へのお礼(5) [1525]Music Freak magazine vol.154 10⽉号(2) [1457]今週のMU-GEN︕(24) [1480]ZA
RDと千葉テレビの密接な関係(15) [1441]「永遠の坂井泉⽔」について(1) [1429]きっと忘れない(7) [1385]ZARD研究所の皆様♪
(9)
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miyaさんへ

1573 選択 stray 2007-10-14 09:40:28 返信 報告

おはようございます。 
 レス拝⾒してスレッド削除しました。（不適切なのでなくて残しておきたくないだけ） 

 私もmiyaさんと同感です。

記事の削除がわからない⼈が多いので、説明⽂を掲載することにしますね（笑）。

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧
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Re:miyaさんへ

1576 選択 アネ研 2007-10-14 11:47:03 返信 報告

おはようございます。
 所⻑へ

 削除のやり⽅の説明の記載を是⾮たのみます。
 z板は削除簡単ですが、z研はいまだわかりません（恥）、宜しくお願いします。

ZARDと、ちばテレビ、さらに⽊更津について

1462 選択 アネ研 2007-10-10 23:18:30 返信 報告

「PANさんが以前千葉に住んでた事」に反応したのですが、ここに書いてみます。
 ちばテレビの株主に中⽇新聞がいます。

 また、⻑⼾⼤幸⽒は現在エフエム滋賀の取締ですが、エフエム滋賀の出資者に、これまた中⽇新聞がいます。

うむ、中⽇新聞つながりかな︖、さらに⽊更事との関係ですね。
 さらに調査します。

皆さん、しばらくでした（笑）

1463 選択 stray 2007-10-10 23:28:56 返信 報告

ようやく美術館建設にメドがついたので、こちらにも復帰します。

ZARD研究所では、ZARDとちばテレビの奇妙な関係を突き⽌めるべく、
 アネ研さんとPANさんが中⼼となって、鋭意調査を進めています。

どこが奇妙なのかは、あとでスレを⽴てて説明しますね。

Re:ZARDと、ちばテレビ、さらに⽊更津について
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1464 選択 PAN 2007-10-10 23:31:16 返信 報告

アネ研さん、こんばんは。

中⽇新聞は新しい情報ですね。
 ⽊更事の謎もますます深まります。

何かわかったら教えてくださいネ︕
 

Re:皆さん、しばらくでした（笑）

1465 選択 PAN 2007-10-10 23:39:21 返信 報告

あれ︖じぶんも調査員になっている･･（笑）
 

東京中⽇スポーツ

1466 選択 stray 2007-10-10 23:47:18 返信 報告

アネ研さん
 追悼ライブ翌⽇の新聞ですが、東京中⽇スポーツが⼀番詳しく正確でした。

 中⽇新聞、匂いますね（笑）。

Re:ZARDと、ちばテレビ、さらに⽊更津について

1467 選択 アネ研 2007-10-10 23:49:44 返信 報告

PANさん千葉に帰って来てー（笑）

Re:東京中⽇スポーツ

1468 選択 PAN 2007-10-10 23:55:40 返信 報告

さすが所⻑殿︕
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実は⾃分も東京中⽇スポーツを疑っていたとこです。

10thアルバム発売時「素顔のZARD」というタイトルで、
 東京・銀座の「⼭野楽器」で写真展を⾏うという記事が

 載っていたことがありました。

紙⾯にはそれまで⾒たことのないフォトがいっぱい掲載されてました。（写真展の⼀部の写真が掲載）
 

Re:ZARDと、ちばテレビ、さらに⽊更津について

1469 選択 PAN 2007-10-10 23:58:18 返信 報告

千葉・船橋に住んでいたのはかなり昔（91〜94年）です。
 あ、ZARDがデビューした頃だ（笑）

 

東京中⽇、⼭野楽器について

1470 選択 アネ研 2007-10-11 00:27:03 返信 報告

PANさん情報ありがとうございます。

所⻑へ
 追悼ライブのDVDの店にも⾏きましたか︖

 チラシは持ちかえりましたが、いま
 ちょっと出てきませんが⼭野楽器では︖

 匂いますね。（笑)

DVDの店︖

1479 選択 stray 2007-10-11 12:05:10 返信 報告

アネ研さん、DVDの店なんてありました︖
 時計塔の下にあったブースですか︖

 CDもDVDも欲しいのはないので⾏きませんでした。⼭野楽器かどうかは不明で〜す。
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Re:ZARDと、ちばテレビ、さらに⽊更津について

1538 選択 アネ研 2007-10-13 01:04:30 返信 報告

チラシありました。
 やはり⼭野楽器でした。

 写真展といい深い繋がりでしょうね。
 

★★ 美術館 あすオープンです︕ ★★

1513 選択 stray 2007-10-12 16:36:56 返信 報告

皆様こんにちは。

ZARD研究所「附属美術館」は、あす（10/13）オープンします︕

午前９時頃オープン予定ですが、私の気分次第でフライングがあるかも知れません（笑）。

xxxさんの作品を集めたギャラリーを⼀般公開します。

どうぞご期待下さい。

Re:★★ 美術館 あすオープンです︕ ★★

1516 選択 stray 2007-10-12 20:44:13 返信 報告

「ZARD研究所」タイトル下、
 ⾚い♡で囲んだ「附属美術館」にリンクを張ります。

Re:★★ 美術館 あすオープンです︕ ★★

1517 選択 PAN 2007-10-12 20:46:59 返信 報告
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こんばんは︕
明⽇が待ちきれませんね♪

Re:★★ 美術館 あすオープンです︕ ★★

1518 選択 stray 2007-10-12 20:50:32 返信 報告

じゃあ、もうオープンしちゃいましょうか（笑）。

Re:★★ 美術館 あすオープンです︕ ★★

1519 選択 PAN 2007-10-12 21:00:36 返信 報告

お、今晩9時オープンですか︕︖

Re:★★ 美術館 あすオープンです︕ ★★

1522 選択 stray 2007-10-12 21:59:37 返信 報告

館⻑が、ゴーサイン出すなら、１０時間くらいのフライングはへっちゃらですが（笑）。

Re:★★ 美術館 あすオープンです︕ ★★

1523 選択 Ｔ２８ 2007-10-12 22:34:52 返信 報告

今⽇、⽇が悪いんだよね・・・。
 私はそんなことを気にするタイプではないけど、所⻑はどう︖

 

Re:★★ 美術館 あすオープンです︕ ★★

1524 選択 stray 2007-10-12 22:38:53 返信 報告

仏滅︖
 私は全然気にしないタイプだけど（笑）。
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どうする︖（笑）

Re:★★ 美術館 あすオープンです︕ ★★

1529 選択 Ｔ２８ 2007-10-12 23:05:08 返信 報告

だから、私も気にしないタイプです。（笑）
 ただ、なしぼーさんあたりが気にしそうですね。

 明⽇でいいんじゃない︖

Re:★★ 美術館 あすオープンです︕ ★★

1531 選択 stray 2007-10-12 23:07:52 返信 報告

部⻑、了解です（笑）。

皆さん、予定どおり明朝オープンします。

Re:★★ 美術館 あすオープンです︕ ★★

1537 選択 アネ研 2007-10-13 00:58:50 返信 報告

仏滅︖
 そんなの関係ね〜♪

あっもう今⽇だ︕

所⻑へのお礼

1527 選択 にしまる 2007-10-12 22:59:14 返信 報告

stray所⻑、こんばんは︕
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今⽇はありがとうございました。
早速1枚キャプしたので、ご報告⽅々お届けいたします。

早っ︕

1528 選択 stray 2007-10-12 23:04:21 返信 報告

にしまるさん、こんばんは。

あの映像から１枚キャプして貰えませんかと、
 今、お返事差し上げたところでした（笑）。

 早いですね〜、⼿を加えてあるんですよね︖

なるほど、映像とキャプ画の関係、勉強になりました。
 こちらこそどうもありがとうございました︕

Re:所⻑へのお礼

1532 選択 にしまる 2007-10-12 23:12:56 返信 報告

strayさん、改めましてこんばんは。

ここは研究所だから、キャプの元画もお届けします。
 ※.bmpだと貼れないようなので、.jpgにしております。

元画が綺麗なので、⼿はあまり加えておりません。
 

にしまるさんへ

1533 選択 stray 2007-10-12 23:24:16 返信 報告
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わざわざすみません。

なるほど、元キャプと加⼯後を並べてみると、違いが⼀⽬瞭然ですね。
 左は私でも取れます（笑）。ビデオ映像でこのくらいになるんですね。
 よくわかりました。材料不⾜に陥ったら⾔って下さいね〜。

 重ね重ねありがとうございました︕

Re:所⻑へのお礼

1534 選択 にしまる 2007-10-12 23:47:56 返信 報告

stray所⻑

ご親切に、ありがとうございます。
 素材に窮したら、おねだりにあがらせていただきますm(_ _)m

祝初書き込みです。

1535 選択 みねぞー 2007-10-13 00:08:10 返信 報告

こんばんは、strayさん。

にしまるさんっちでpromised you のTVスポットCM
 どさくさにまぎれていただきました。

 ありがとうございました。

Music Freak magazine vol.154 10⽉号

1525 選択 カーディガン 2007-10-12 22:43:59 返信 報告

研究所の皆様、こんばんは。
 上記のフリーペーパーを⼿に⼊れた⽅も多いと思いますが、ＺＡＲＤ情報満載です。今回の追悼ライブのレポートとmaking o
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f "what a beautiful memory"が載っています。Ｚ研必読ともいえる内容です。今⽇⼿にいれました。うーむ、武道館て⼀年
くらい前からでないと、会場を抑えられないのでしょうか。

Re:Music Freak magazine vol.154 10⽉号

1526 選択 PAN 2007-10-12 22:58:07 返信 報告

カーディガンさんこんばんは︕
 ＭＦＭの情報ありがとうございます。週末に⼊⼿したいと思います♪武道館の記事も気になりますね〜

Re:Music Freak magazine vol.154 10⽉号

1530 選択 Ｔ２８ 2007-10-12 23:07:48 返信 報告

こんばんは。
 まだ⼿に⼊れていませ〜ん。明⽇にでもゲットしてきます。

 情報ありがとうございました。
 

今週のMU-GEN︕

1457 選択 KOH 2007-10-10 20:17:14 返信 報告

研究所の皆さんこんばんは!!
 MU-GEN #144 10/10(⽔)〜10/16 (⽕）O.A

 ZARD／坂井泉⽔ 追悼LIVE”What a beautiful memory”新曲情報

O.Aが楽しみですね〜︕︕
 

Re:今週のMU-GEN︕

1458 選択 PAN 2007-10-10 21:13:36 返信 報告
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KOHさん、こんばんは︕

いまのところに引っ越してからMU-GEN ⾒れないん
 ですよ〜（涙）

また感想を聞かせてくださいね︕

Re:今週のMU-GEN︕

1459 選択 皐 2007-10-10 21:37:50 返信 報告

KOHさん、PANさんこんばんは︕(o^∇^o)
 MU-GENは今⽇がO.Aなんですね☆ﾐ KOHさん期待してますよ〜♡(笑)

 よろしくお願いしますね(o≧ω≦o)

Re:今週のMU-GEN︕

1460 選択 カーディガン 2007-10-10 21:40:23 返信 報告

ＫＯＨ様、こんばんは。
 いつもありがとうございます。全国ネットでやっているようですが、地域で放送がさきだったり、あとだったりする

ようですね。私の地域は、昨⽇（正確には今⽇）でしたが、先⽇、ＫＯＨ様がアップしてくださったものと同じでし
た。放送時間も、ホームページと違いました。テレビ番組表で確認しないと⾒逃しそうであぶないですね^_^;

今⽇はね〜

1461 選択 KOH 2007-10-10 21:44:24 返信 報告

まだうちの所では⾒れないんですよ〜(;_;)
 明⽇になったら⾒れるんですけどね〜︕

 今⽇はALIL.1967さんに期待ですね〜!!

Re:今週のMU-GEN︕
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1471 選択 ALIL.1967 2007-10-11 01:04:26 返信 報告

こんばんわ。いまHDDレコーダーからmacへvobファイルの転送が終わりました。まずはmp4へ変換しています。今
回は355mbのvobファイルなのでmp4は100mb超えてしまいそうです。

Re:今週のMU-GEN︕

1472 選択 GTO 2007-10-11 02:12:15 返信 報告

こんにちは、ALIL.1967さん

いつもダウンロードさせていただいています、ありがとうございます。
 今回は100mb超えるようですが、私がよく利⽤するサイトがあります。そこでしたら200mbまでアップロード出来

ますので、ご検討ください。

http://www.youbackitup.com

楽しみにしています。
 

Re:今週のMU-GEN︕

1474 選択 ALIL.1967 2007-10-11 09:08:28 返信 報告

おはようございます。vbrがよかったのか，wmvは10分間の映像で58mbとなりました。寝ている間にmacががんば
ってくれました。

内容は，⼤阪2daysの様⼦，MU-GENのHIROMIが参加したこと，楽屋の様⼦でしょうか。東京も取材されていま
す。

 20071011MuGen.wmv 58.9mb 10min11sec
 http://www.filebank.co.jp/wblink/b2921723ab4c981bec45deff4f94d254

mp4はvobからの予想どうり118mbなのでGTOさんの教えてくれたところにあとでアップします。GTOさんありが
とうございます。

MU-GENのmp4
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https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1471
https://bbsee.info/straylove/id/1457.html?edt=on&rid=1472
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1472
https://bbsee.info/straylove/id/1457.html?edt=on&rid=1474
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1474


1475 選択 ALIL.1967 2007-10-11 10:06:53 返信 報告

118mbです。
 wmvに変換できる⽅，よろしかったら何メガになったか教えてください。

http://www.youbackitup.com/get/287a57e25b674b3b240b7fc9b7d613e9/

Re:今週のMU-GEN︕

1476 選択 ALIL.1967 2007-10-11 10:08:54 返信 報告

wmvは10⽉18⽇まで，mp4は10⽉25⽇までですよ。

ALIL.1967さん、ありがとう︕︕

1477 選択 stray 2007-10-11 10:35:38 返信 報告

こんにちは、strayです。
 ALIL.1967さんもすっかりここのレギュラーですね（笑）。

いやぁ、いい映像を⾒させてもらいました。うっすら⽬に涙が…。
 「あなたに帰りたい」の⿊レースドレスもちらっと映ってましたし、

 HIROMIちゃんの感慨も伝わってきました。
 やはりDVDの発売を期待せずにいられません。

 もう⼀度、いや、何度でも⾒たいライブでしたから。
 ALIL.1967さん、ホントにどうもありがとうございました︕（またよろしく︕）

Re:今週のMU-GEN︕

1478 選択 ＤＯＭＩＮＧＯ 2007-10-11 11:48:17 返信 報告

所⻑、こんにちは。
 ALIL.1967さん、はじめまして。

 早速ＤＬさせていただきました。
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ライブの感動がよみがえり、僕もうっすらと⽬に涙が…。
ＤＶＤの発売に期待ですね。

 ありがとうございます。
 

Re:今週のMU-GEN︕

1482 選択 GTO 2007-10-11 13:04:15 返信 報告

ALIL.1967さん、皆様、ダウンロードさせていただきました。
 ありがとうございます。

いいライブだったのが良く分かりました。
 「あなたに帰りたい」のPVもあるんですね。

 ⿊レースドレス姿、いいですな〜。
 ね、所⻑。

⾒⽐べましたが、さすがにmp4の⽅が画質はいいですね。

Re:今週のMU-GEN︕

1485 選択 kny 2007-10-11 17:07:47 返信 報告

ALIL.1967さん、皆さん、こんにちは。 
 今夜DLさせていただきたいと思います。

私は、9/6⼤阪会場へ、四国からクルマで⽇帰り参加しました。 
あのときの記憶を辿ってみたいと思います。 

 ありがとうございました。 
 

☆ALIL.1967さんへ☆

1488 選択 皐 2007-10-11 18:20:00 返信 報告
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ありがとうございます︕︕(o≧∀≦o)頂きました〜☆ﾐ mp4にwmvと、形式変換お疲れさまです(>u<)
wmv版は私が⾒れないと⾔ってからupし始めてくれてるので、すごく嬉しくいですね(*^_^*)

 とっても感謝してます︕これからもヨロシクお願いしますね(o≧∇≦o)

Re:今週のMU-GEN︕

1489 選択 ALIL.1967 2007-10-11 18:47:21 返信 報告

ＤＯＭＩＮＧＯさん
  はじめまして。よろしく

 knyさんもはじめまして（でしょうか︖）
  ⼤阪が映っていましたね︕よかったです。

 GTOさん
  mp4の画質はいいのですが、wmvの倍もサイズがあるのでちょっと意外です。

strayさん、皐さん
  喜んでいただけたようでうれしいです。HDDレコーダーの電⼦番組表でキーワード(無限とかZARDとか)設定して

ありますからその範囲で映像の捕獲ができます。

私は東京なんですが、マンション共聴システムのおかげで千葉テレビをみれるんですよ。ZARD掲⽰板でMU-GENを
初めて知ったくらいなんで。

ありがとうございました︕︕

1491 選択 KOH 2007-10-11 19:40:36 返信 報告

ALIL.1967さん、早速⾒させていただきました!
 本当にあの⽇の事が思い出されて凄い感慨深いですね!

 これからもよろしくです〜︕︕m(_ _)m
 

Re:今週のMU-GEN︕

1492 選択 なしぼー 2007-10-11 20:37:47 返信 報告
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はじめまして。ALIL.1967さん。
今まで意味が分からなかったので、黙っていましたがwmvという⽅ならちゃんと⾒ることができました。良かったで
す〜。ありがとうございました♪

Re:今週のMU-GEN︕

1501 選択 ALIL.1967 2007-10-11 21:55:08 返信 報告

なしぼーさん ⾒れてよかったです。Windowsはwmvが標準ですものね。
 KOHさん こちらこそよろしくおねがいします。

DLしてくれたみなさん，ありがとうございます。

上のレス訂正>＜誤＞ずいぶんと昔から千葉テレビをみれるんですよ。ZARD掲⽰板でMU-GENを初めて知ったくら
いなんで。

 ＜正＞ずいぶんと昔から千葉テレビをみれたんですが，じつはZARD掲⽰板でMU-GENを初めて知りました。

Re:今週のMU-GEN︕

1509 選択 カーディガン 2007-10-11 23:13:57 返信 報告

ALIL.1967様、こんばんは。いつもありがとうございます。
 mp4だとＤＬにwmvの倍くらいの時間がかかってしまうんですね。お疲れさまでした。今回の映像は結構⻑いです

ね。とても⾒応えがありました。
 ⽻⽥さんはハネケンの娘さんなんですよね。お⽗様が亡くなったばかりなのに、それを感じさせずに頑張ってくれて

いましたね。私も、武道館では、そのことを少し思いながら、演奏を聴いていました。
 あなたに帰りたいの時、⼤阪では⻘のスティックが多かったという噂ですが、武道館ではどの⾊も均等な感じだった

と思います。

Ｐ.Ｓ.所⻑様、部⻑様、皐様、所員の皆様、美術館の⻑い作業も落ち着いたようでなによりです。また、お話を聞ける
のがうれしいです。

Re:今週のMU-GEN︕
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1510 選択 atti 2007-10-12 00:38:47 返信 報告

皆さんこんにちは。attiと申します。

MU-GENは放送区域ではないので、DownLoadして⾒せてもらいました。ありがとうございます。
 ⼤阪フェスでの様⼦も分かりました。

PS.HNにて検索していただくと、⾃ブログにも各種情報を書いています。
 MFM(⾳楽無料情報誌)をまだ⼊⼿できない。

attiさん、ようこそ︕

1511 選択 stray 2007-10-12 16:33:08 返信 報告

はじめまして、所⻑のstrayです。

「atti ブログ」でググってみたのですが、複数あってどれかわかりませんでした。
 よろしければURLをお書き下さい。

ZARD研究所は質の良い映像・⾳声を不定期に配信してますので、今後ともご贔屓に。

ご無沙汰です（笑）

1515 選択 Ｔ２８ 2007-10-12 17:08:33 返信 報告

みなさん、こんばんは。なんかご無沙汰しています。
 私のスレでもないのですが、久しぶりなのでまとめて書かせて頂きます。申し訳ないです。

KOHさん＞あの⽇、あの場所に居られた⽅がうらやましいです。感動が蘇ってきたのでしょうね。

PANさん＞相⽅︖ほっといてゴメンな︕（笑）PANさんも追悼ライブのこと思い出したでしょうね。

皐ちゃん＞ALIL.1967さんをはじめ、親切な⼈が多くてありがたいですね。今回いろいろな画像加⼯ご苦労様。さす
が「コラドル」ですね。（笑）

カーディガンさん＞やっと作業が⼀段落しました。こちらに復帰しますので、またよろしくお願いします。
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ALIL.1967さん＞拝⾒しました。初⾒の映像⾒ると、やっぱりほろっと来ます。ホントにいつもありがとうございま
す。

 Ｚ研は、映像技術⼈達に⽀えられています。これからもどうぞよろしく︕

GTOさん＞DL先の御紹介感謝します。いい映像を⾒れましたね。ありがたいです。

ＤＯＭＩＮＧＯさん＞DVDの発売、マジで期待しますね。全編通して⾒てみたいですよね。

knyさん＞遠いところからご参加なさったんですね。ファンの鑑ですね。⼀⽣忘れない想い出になったことでしょう
ね。

なしぼーさん＞⾒れましたか。良かったですね。でも、黙ってないで⾔って下さいよ︕（笑）

attiさん＞moonさんの所でお会いしていますね。ブログも拝⾒させて頂いていますよ。これからもどうぞよろしくで
す。

あと、抜けてる⼈居ないかな・・・。⼤丈夫だよねっ︕
 「あっ︕」っと、所⻑はいいねっ。（笑）

 

Re:今週のMU-GEN︕

1520 選択 atti 2007-10-12 21:14:43 返信 報告

strayさん、こんにちは。

アドレスを書いておきますね。
 http://atti.jugem.cc/

先ほど更新しましたが、MFMは必読です。

■Music Freak magagine OCTOBER 2007 VOL.154
 ZARD live report 武道館の詳細なレポート

 ZARD staff repoert 
 ⼤阪フェス、武道館の開催までのレポート

皆さん、置いてあるお店へGo!!

https://bbsee.info/straylove/id/1457.html?edt=on&rid=1520
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1520


ブログ拝⾒しました

1521 選択 stray 2007-10-12 21:58:47 返信 報告

attiさん、こんばんは。

今⽉のMFMは必読ですか︕私は年間予約購読してるので明⽇あたり届くかと…。

ブログ拝⾒しました。とってもキレイに仕上がってますね、感⼼しました。
 左側の上下に動くところ（FLASH︖）が、皐ギャラリーのヒントになりそうな…。

 ちょくちょく拝⾒させていただきますね。ご紹介どうもありがとうございました︕
 

ZARDと千葉テレビの密接な関係

1480 選択 stray 2007-10-11 12:38:59 返信 報告

別スレ（#1426）「ZARDと、ちばテレビ、さらに⽊更津について」を整理します。

『謎』の発端は、ラストSg「ハートに⽕をつけて」のプロモーションが
 ⽊更津の教会で⾏われたことにあります。なぜ⽊更津なのか︖

このウェディングドレス姿も、同時に教会内で撮られたものと考えられます。
 古びた病院⾵のベッドが痛々しくもあります。

Z研が所有する資料に、ZARDと千葉のローカルＴＶ局との密接な関係を⽰す
過去映像がいくつかあります。

１．1993年1⽉放送の「歌のランチBox」（千葉テレビ製作）で、
   ZARDの1st.Sg〜4th.SgのPVが流される。後⽇の同番組において、

   視聴者から寄せられた「どこで⼊⼿したんですか︖」の質問に
   司会者が「それは⾔えない」と答えている。
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２．2001年秋頃、千葉のローカル局（千葉テレビ）でオンエアされた
  レギュラー⾳楽番組でZARD特集が組まれ、AL「時間の翼」の全曲紹介PV

   が放映された。ところがそれに「13th Album・・・」の⽂字が︕
   事務所提供の映像ならあり得ない。

３．「メッチャE︕」という千葉テレビ製作の番組に、GIZA系アーティスト
   が多く取り上げられている。現在、ZARDの映像を分析中︕

と、ZARDと千葉テレビの間に、かなり密接な関係が伺えるのです。
 それで冒頭に書いた「謎」にも千葉テレビが絡んでいるのではないか…。

情報をお持ちの⽅は、是⾮お寄せ下さい︕

訂正

1481 選択 stray 2007-10-11 12:41:09 返信 報告

#1426じゃなくて、#1462でした。

追悼ライブ翌⽇の東京中⽇スポーツ

1483 選択 stray 2007-10-11 13:06:25 返信 報告

裏１⾯の半分を使ってカラー記事です。
 各紙買いましたが、いちばん扱いが⼤きいのが東京中⽇スポーツでした。

左側に当⽇演奏された曲リストが載っています。
（#380スレに拡⼤写真あり）

 ツアーパンフ記載の曲⽬と若⼲違っている（「⾬に濡れて」未演奏、「揺れる想い」２回）
 のですが、それを反映した正確な曲リストでした。

う〜む…、PANさんは千葉に戻るべきでしょう（笑）。

Re:ZARDと千葉テレビの密接な関係
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1486 選択 yyy 2007-10-11 17:42:54 返信 報告

strayさんこんばんは。
 ＭＵ－ＧＥＮって千葉テレビが制作局ですよね。

 ロケ地に協⼒しているかもしれませんね。
 

Re:ZARDと千葉テレビの密接な関係

1487 選択 stray 2007-10-11 17:56:29 返信 報告

yyyさん、こんばんは。
 ホントだ︕ ＭＵ－ＧＥＮも千葉テレビ制作なんだ︕

 http://www.chiba-tv.com/mu-gen/

「ハートに…」PVのロケ地協⼒、⼗分あり得ますね。
 情報どうもありがとうございました︕︕

点と線

1494 選択 PAN 2007-10-11 21:04:26 返信 報告

この点（ZARD）と点（ちばテレビ、⽊更津）を結ぶため
 には⽊更津に⾶ぶしかなさそうですね、⼗津川警部︕

なんて⼟曜ワイド劇場的な⾔い回し（笑）

Re:ZARDと千葉テレビの密接な関係

1495 選択 PAN 2007-10-11 21:15:36 返信 報告

yyyさんこんばんは︕

やはり「MU-GEN」の制作も千葉テレビでしたね。
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かつて「メッチャE︕」と平⾏で放送していた
「ベストオブＪグルーブ」や「MU-GEN」の前番組で

 ある「CD NEWS」も同じである可能性が濃厚ですね。
 

2001年秋のZARD特集

1497 選択 PAN 2007-10-11 21:20:11 返信 報告

この番組は「TELEDIO5」という番組です。
 多分現在では放送されていないと思われます。

特にBeing（GIZA）系アーティストをピックアップ
 した番組では無いようですね。

 

Re:ZARDと千葉テレビの密接な関係

1499 選択 yyy 2007-10-11 21:43:44 返信 報告

PANさん、こんばんは。

>>「ベストオブJグルーブ」っていう千葉テレビ制作の番組を放送しているが(以下略)

>>CD NEWS（チバテレビ(CTC)制作）

ヒントをもとにググってみましたがやはりチバテレビ制作
 のようですね。

 番組の感想の所からメールの所から質問しても答えは返っ
てこないのかなー。

やはり︕︕

1502 選択 PAN 2007-10-11 22:10:29 返信 報告

yyyさんありがとうございます︕
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やはりチバテレビでしたか（笑）

>番組の感想の所からメールの所から質問しても答えは 
 >返ってこないのかなー。

うーむ、やはり返ってこない可能性のほうが⾼いかも
 ですね（笑）

写真は昨⽇⾔ってた2001年秋頃の東京中⽇スポーツの紙⾯です。
 

東京中⽇スポーツ

1503 選択 PAN 2007-10-11 22:19:00 返信 報告

⼩さくて⾒⾟いので、もう少し⼤きなサイズを添付しますね︕（ダブルクリックすると拡
⼤します）

 

この新聞ほしい〜〜（笑）

1504 選択 stray 2007-10-11 22:21:59 返信 報告

皆さんこんばんは。
 千葉テレビにこの謎をぶつけても無理でしょうねぇ（笑）。

#1502の新聞ですが、ほしいです（笑）。
 左下のオレンジの服来た写真は、事故後にFRIDAYに掲載されましたね。

 たしかに未公開写真ばかりです︕
 千葉ＴＶ恐るべし。

 

Re:この新聞ほしい〜〜（笑）
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1505 選択 PAN 2007-10-11 22:29:01 返信 報告

⽊更津に出かける⽀度はできましたか︖⼗津川警部、、

とかわす。。（笑）
 

いちばん上の⾃動販売機の写真

1506 選択 PAN 2007-10-11 22:30:55 返信 報告

WEZARDの会報に出ていたスナップと同じですね︕
 

準備できました︕

1507 選択 stray 2007-10-11 22:40:41 返信 報告

⼗津川警部、⽊更津に出かける⽀度できました︕
 ⼟曜ワイドなので「promised you」を流して下さい（笑）。

どうでもいいことですが、右側にちらっと写ってるのは、JUNON 1999/4号ですね（笑）。

Re:ZARDと千葉テレビの密接な関係

1508 選択 PAN 2007-10-11 22:48:17 返信 報告

⼟曜ワイドの「promised you」は超ロングラン放送
 でしたね︕︕

 おっと、時刻表がないです･･。

>どうでもいいことですが、右側にちらっと写ってるのは、>JUNON 1999/4号ですね（笑）。

おそるベし、所⻑︕（笑）
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「永遠の坂井泉⽔」について

1441 選択 アネ研 2007-10-09 02:06:30 返信 報告

所⻑も予約したと書いてましたが、zard掲⽰板のビーズ王さんによれば、「永遠の坂井泉⽔」は、ほぼ６⽉に発売された「zar
d 思い出の坂井泉⽔」の⽂庫化らしいです。だとしたら残念です。

 それより「zard＆坂井泉⽔プロファイリング」や「zard＆坂井泉⽔ストーリー」こそ⽂庫化してほしいです。
 

Re:「永遠の坂井泉⽔」について

1456 選択 アネ研 2007-10-09 23:41:13 返信 報告

ビーズ⽟さんの間違いでした。お詫びして、訂正いたします。

きっと忘れない

1429 選択 カーディガン 2007-10-08 08:55:26 返信 報告

皆様こんばんは。
 このタイトルはシングル曲のタイトルになっていますが、フジテレビ版の⽩⿃麗⼦のサブタイトルにも、６.であるんですね。

このサブタイトルのほうが、この曲のタイトルよりも先に決まったんでしょか︖
 ⽩⿃麗⼦のウィキペディア（下のＵＲＬ）をみていて感じたのですが、

 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%99%BD%E9%B3%A5%E9%BA%97%E5%AD%90%E3%81%A7%E3%81%9
4%E3%81%96%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99!

[サブタイトル]
 １.ほーほっほっほっほっほっほっほっほっ 

 ２.涙の失恋記念⽇ 
 ３.うわさ話に弱い 
 ４.⼥同志の友情ね 
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５.怒ってる怒ってる 
６.きっと忘れない 

 となっているんですね。

Re:きっと忘れない

1434 選択 ALIL.1967 2007-10-08 20:44:38 返信 報告

カーディガンさん，こんばんは

わたしもwikiをみてみました。この曲も『⽩⿃・・・』の主題歌なんですね。当時⾒ていたはずなんですが。

wikiは資料があることを書いているようなので。
 前作からわずか２ヶ⽉で発売，ロングセラー，『遠くはなれても』というタイトルになる予定だったとあります。２

ヶ⽉というところになにかあるんでしょうか。 CSのフジテレビに再放送希望のメールをおくりたいと思います。

CSフジテレビ︖

1435 選択 カーディガン 2007-10-08 21:03:57 返信 報告

ALIL.1967様、こんばんは。
 ＣＳのフジテレビとは、何ですか︖スカパーですか︖ケーブルテレビですか︖スカパーだと、よく再放送をするんで

すよね。私も、再放送のメールを送りたいと思います。

Re:きっと忘れない

1436 選択 ALIL.1967 2007-10-08 21:12:38 返信 報告

スカパーですよ。

http://www.fujitv.co.jp/cs/index.html

Re:きっと忘れない

1437 選択 ALIL.1967 2007-10-08 21:14:21 返信 報告
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うえのリンクで出てくる画⾯の『番組リクエスト』を⾒ていってください。

ALIL.1967様、ありがとうございますm(__)m

1438 選択 カーディガン 2007-10-08 21:22:31 返信 報告

ALIL.1967様、どうもありがとうございまうすm(__)m
 さっそく、私もリクエストさせていただきます。

 トップページの上のご意⾒から⾏けばいいんですね。ＺＡＲＤファンがみんなでリクエストすれば、きっと再放送は
すぐにしてくれるかもしれませんね。

リクエスト

1444 選択 ALIL.1967 2007-10-09 08:26:16 返信 報告

CSフジテレビのトップページ（上のレスにあるリンクのページ）の画⾯の左側にオレンジの丸に⽩抜きで フ とあり
ます。その下の⽅をみると、順に、⾳楽、視聴⽅法、その次に『番組リクエスト』となっています。ここから⼊っ
て、映画版の「⽩⿃麗⼦でございます」が⾒つかります。テレビドラマ版は⼀覧にない番組のリクエストで。

 もうひとつ、こちらは違う曲「Good-bye My Loneliness」ですが「結婚の理想と現実」がドラマのカテゴリーのリ
ストにあがっています。

よろしかったらリクエストしてみてください。

「結婚の理想と現実」

1452 選択 カーディガン 2007-10-09 20:10:28 返信 報告

ALIL.1967様、
 「結婚の理想と現実」ですね、これもリクエストしたいと思います。情報ありがとうございました。

ZARD研究所の皆様♪
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1385 選択 atu-zardizm 2007-10-07 13:11:53 返信 報告

strayさん、皆様、こんにちは^^

たま〜に本家に出没するatu-zardizmと申します(^^; 普段は別場所にこっそり隠れています。 
 所⻑を筆頭にこちらの研究所も⾊々な意味で（笑）凄い⽅々が集まっていらっしゃいますね。いつも楽しく皆様のコメント拝

⾒させて頂いております。

今⽇は初めて書き込みさせて下さい♪ チト遅いですがMステの「アゲうた」１位獲得．．．泉⽔さんの映像が流れた瞬間思わ
ず「やった︕」と声を上げてしまいました。

 10/5の「永遠の名曲︕」スレで、皐さんとKOHさんがタモリさんのコメントについて書かれていましたよね︖、私の聞き違い
でなければ、「ZARD．．坂井泉⽔．．来ましたね」と感慨深くポツリと仰っていたかと記憶しています。「タモリさんも泉
⽔さん出演時の事を思い出しているのかなぁ︖」と嬉しく思いました。既出でしたらすみません。

こちらの雰囲気を乱さぬよう、また覗かせて下さいね^^

こんにちは♪

1391 選択 皐 2007-10-07 13:29:55 返信 報告

atu-zardizmさん初めまして︕
 そうです︕︕Mステでのタモリさんのコメントはそんな感じのポツポツと話してる⾵でしたね︕(o^∇^o)

 そして横の堂アナが「そうですね」と、⼩さな声で話したような｡｡｡
 それにしても、アゲうたランキングで「負けないで」が１位に選ばれて、本当に嬉しかったですよね(o≧∇≦o)

では、また覗きにきて下さい☆ﾐその時はお話出来ればいいな、と思っています(*^U^*)

Re:こんにちは♪

1405 選択 atu-zardizm 2007-10-07 14:02:10 返信 報告

皐さん、ありがとうございます^^

いけね．．初めましてを書いていませんでしたね (^_^;) 
 本家の⽅ではいつも素敵な画像＆コメントを拝⾒させて頂いておりますよ♪Mステ⾒ていて『負けないで』の映像がち
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ょこちょこ流れていたので「上位には⼊るだろう」と思っていましたが、まさか１位だとは (^^ゞ ＴＯＰ３まで来
た時はドキドキでした。お話し出来て嬉しいデス。ではでは〜。

 

atu-zardizmさん、いらっしゃい︕

1421 選択 stray 2007-10-07 23:04:28 返信 報告

こんばんは、strayです。
 いつも某所ではお世話になっております（笑）。

 よく来て下さいました。美術館建設で忙しいものですからレスが遅くなり失礼しました。

私を筆頭にここは話題が濃いので（笑）、ゲストがなかなか⼊り込みづらいようです（笑）。

お暇な時に⾜跡を残していっていただければ幸いです。ありがとうございました︕

遅くなりました^^

1423 選択 atu-zardizm 2007-10-07 23:52:25 返信 報告

strayさん、こんばんは♪

美術館建設で忙しい所、レスして頂きましてありがとうございます。今まで「ネットワークウォークマン」に曲を再
取り込みしていました。リニアＰＣＭ⽅式で取り込んでいるので４ＧＢの容量で僅か７０曲程しか⼊りません（泣）
ですが、圧縮していませんので⾳は良いデス^^また某所︖でお逢い出来るのを楽しみにしておりますね♪お忙しそう
なのでレスは結構です〜。それではお邪魔致しました^^

 

atu-zardizm さんこんばんは︕︕

1424 選択 PAN 2007-10-08 00:09:09 返信 報告

はじめまして、PANと申します。

ここ最近はあまりTVの⾳楽番組を観れていないのですが、
 ZARDが紹介された時は凄く嬉しくなりますね!!
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わたくしも最近参加するようになって、まだまだヒヨコですがこれからも宜しくお願いしますね（笑）

PANさんこんばんは＾＾

1426 選択 atu-zardizm 2007-10-08 01:08:11 返信 報告

初めまして〜宜しくお願い致します。

レス頂きましてありがとうございます♪
 ＞ここ最近はあまりTVの⾳楽番組を観れていないのですが

 私もなんデス(^^;  Ｍステは久しぶりに⾒ていたら泉⽔さんの歌っているお姿が⽬に⽌まったので「じーー」っと⾒
てました^^

こちらの⽅への書き込みは控えるつもりでおりますが、皆さんのディープな︖お話しは⾒させて頂いております。
 ＰＡＮさんもこちらでのお仕事が多そう（スミマセン）ですが頑張って下さいね〜応援しておりますm(_ _)m

Mステエンィング mp4 & wmv (oh!)

1439 選択 ALIL.1967 2007-10-08 23:26:56 返信 報告

atu-zardizmさん，PANさん はじめまして
 Mステエンィング切り出しました。

 タモリ「(やっぱり-かなり⼩声-)ZARDきましたかね。⼊ってきましたね。」
 堂さん「はい。」

 というように聞こえました。どうでしょうか。

皐さんへ，
 今回からはwmv (version 9)同時アップです。

 ⼀週間です。

5.2mb (25sec) mp4+H.264
 20071003MuStaEnding.mp4
 http://www.filebank.co.jp/wblink/a836ffe2a7e022919f462fb8c8c792d0
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6.5mb
20071003MuStaEnding.wmv

 http://www.filebank.co.jp/wblink/b7bddfc485ece9439122a870a0072a26

ALIL.1967さんへ

1440 選択 Ｔ２８ 2007-10-08 23:42:16 返信 報告

こんばんは。
 本当にいつもありがとうございます。⼼より感謝しています。

 映像は、後ほど拝⾒させて頂きます。

研究所の⽅、留守がちで申し訳御座いませんね。
 私も今ちょっとした⼭ごもり状態で、⾒たら丸2⽇も書き込んでいませんでした。

 これ以上、⽋勤状態が続くと、クビも覚悟しなくてはなりませんね。（笑）
 今⽇中に書き込めてホッとしています。

また、良い映像ゲットした際は、よろしくお願い致します。
 

Re:ALIL.1967さんへ

1450 選択 皐 2007-10-09 18:55:06 返信 報告

wmvバージョンも作って頂いてありがとうございます︕︕(o≧∇≦o) 
 タモリさんの⼩声なコメントがちゃんと⼊ってましたね︕ 

うろ覚えだったので、証拠映像(笑)が⾒れてスッキリしました♪♪
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. オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [1431]Re:●●● 2K4 ⼤阪MC ●●●(1) [1369]●●● 2K4 ⼤阪MC ●●●(6) [1412]ＳＳＳさんから皐ちゃんに(3) [1415]strayさ
んお久しぶりです(1) [1414]【重要】 全所員へ業務連絡(1) [1320]strayさまへ(19) [1250]みなさん初めまして(8) [1282]永遠
の名曲︕(36) [1317]やってしまった︕︕(8) [1379]永遠の坂井泉⽔ という本(1)

新しい話題を投稿する

« 17 16 15 14 13 12 11 10 9 »

Re:●●● 2K4 ⼤阪MC ●●●

1431 選択 kaz2313 2007-10-08 16:25:06 返信 報告

strayさん
 昨⽇、こっそりお邪魔して、こっそり持ち帰らせていただきました。以前より、聞きたかったMCなので嬉しかったです。

ありがとうございました。（＾＾）

どうぞどうぞ

1433 選択 stray 2007-10-08 18:53:43 返信 報告

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧
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kaz2313さん、こんばんは。
感謝のレスにレスするのが⾯倒くさいので、どうぞどうぞ無断でお持ち下さい（笑）。

 ちょくちょく覗いて下さい。時々珍しいものが落ちてますので（笑）。
 今後ともどうぞよろしく︕

●●● 2K4 ⼤阪MC ●●●

1369 選択 stray 2007-10-07 09:47:36 返信 報告

複数の⽅からお問い合わせを頂きましたので、１⽇限りで配信します。

2004ライブツアー⼤阪公演のMC、正規録⾳です。

http://www.filebank.co.jp/wblink/1ff42e82361a3c60ebfb93d15dcc50a6

期間限定（10/7限り）

Re:●●● 2K4 ⼤阪MC ●●●

1371 選択 stray 2007-10-07 09:50:47 返信 報告

以後、この件に関するお問い合わせはご遠慮下さい。
 問い合わせを頂いても返事は差し上げません。

yanさん、今⽇中に送るからもうちょっと待ってね〜（笑）。

Re:●●● 2K4 ⼤阪MC ●●●

1422 選択 stray 2007-10-07 23:51:28 返信 報告

⾃らあげ︕ておきます（笑）。
 研究所員は、図書館の新着資料に夢中で誰も来ませんね。

 来なくていいです、このスレが下がるから（笑）。
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明朝、起床してすぐに削除しますので、お忘れなく。
おやすみ〜。

Re:●●● 2K4 ⼤阪MC ●●●

1425 選択 ＤＯＭＩＮＧＯ 2007-10-08 00:53:39 返信 報告

所⻑、こんばんは。
 保存させていただきました＾＾ノ

 泉⽔さんの⼈柄がよくわかるＭＣですね＾＾
 ありがとうございました。

ファイル削除しました

1428 選択 stray 2007-10-08 07:08:26 返信 報告

ＤＯＭＩＮＧＯさん、間に合いましたね（笑）。
 ご丁寧にどうもありがとうございました。

Re:●●● 2K4 ⼤阪MC ●●●

1430 選択 ｍｉｙａ 2007-10-08 14:17:39 返信 報告

こんにちは。
 話題とはかけ離れますが… <(_ _)>

>⾃らあげ︕ておきます（笑）。

 に反応してしまいました。

 2006.11.01に某BBSでstrayさんの書込みのﾌﾟﾘﾝﾄあり。（私がｴﾝｺｰﾄﾞのことが知りたくて）
  

 「これageときます」を⼀度は書いてみたかったので（笑）
  とあります。
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 覚えておりますか。
 アレからエンコードの腕upされたのですね。

 ここでお会いしているのも不思議な感じです…。

miyaさんへ

1432 選択 stray 2007-10-08 18:51:34 返信 報告

こんばんは、YMC堪能していただけたようで嬉しいです。
 返事差し上げず申し訳ありません。

なんでそんなもん持ってるんですか︕（笑）
 覚えてますとも。某所でnさん、uさん、nさんにとってもお世話になってますから。

 nさんが「ageておきます」って書かかれるのがカッコ良くって憧れてました（笑）。
 エンコードの腕は全然upしてません、ソフトの指図どおりOKボタン押してるだけで（笑）。

そうですか、miyaさんとは某所つながりなんですか、狭いですね。
 また「ご丁寧な」メール下さいね、何でも差し上げますので（笑）。

ＳＳＳさんから皐ちゃんに

1412 選択 stray 2007-10-07 15:20:20 返信 報告

所内業務連絡スレを削除しましたので、ＳＳＳさんの投稿を再掲します。

#1411 ＳＳＳ2007-10-07 15:00:41返信
 ｓｔｒａｙ所⻑様＆各皆様こんにちは〜

皐︓特別研究員さん、前回の負けないで画像を含め、ＰＣ待ち受けにて頂きました、★Ｓｐｅｃｉａｌ ｔｈａｎｋｓ★

引き続き、良い週末をお過ごし下さいね・・（笑）
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Re:お久しぶりです☆ＳＳＳさん(o^∇^o)

1419 選択 皐 2007-10-07 21:53:00 返信 報告

SSSさんからコメントがあったみたいですね︕⼀⾔レス書かせてもらいますね＾＾

☆SSSさんへ☆
 またまたPCの壁紙にしてくださってありがとうございます(o≧∇≦o)

 ホント嬉しいんですが、上⼿くお礼ができなくて もどかしいですね(>u<;)
 こちらこそ“Ｓｐｅｃｉａｌ Tｈａｎｋｓ”ですよ︕またココにいらして下さいね(*^u^*)それでは☆ﾐ

ＳＳＳさんへ

1420 選択 stray 2007-10-07 22:00:28 返信 報告

こんばんは、業務連絡には書き込まないで下さいね（笑）。
 Z.p.でのご活躍拝⾒しております。

 100%元に戻られたみたいで安⼼しました。れおさんを脅かさないようにね︕

おかげ様で、元気です〜『闘志天翔』

1427 選択 ＳＳＳ 2007-10-08 01:49:28 返信 報告

 
皐さん、こんばんは

ＺＡＲＤ研究所のスーパーアイドル＆芸⼈︖として⼤活躍のようで、⾃分も嬉しい限りです（笑）いつも素晴らしい
画像にパワーを頂いているので、ずっと応援していますよ、だんだん寒い季節なので体調には⼗分に注意して、実り
ある秋を過ごして下さいね、⾃分も頑張ります〜☆ 

ｓｔｒａｙ所⻑様 こんばんは

いらぬ⼿間をおかけしました反省〜Ｚ．Ｐでの報告が遅れてすいません、ｓｔｒａｙさんのアドバイス＆引き⽌めに
て何とか０から復活が出来ました〜お礼申し上げます、ガンガンに暴れてくれと、管理⼈れおさん公認なので〜ご好
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意に⽢え２００％で突撃しています（苦笑）過去は振り返らず、⼰が信じる道＆愛すべき泉⽔さんのため、前に進ん
で⾏きたいと思うので、これからも宜しくお願いします。

 

strayさんお久しぶりです

1415 選択 れお 2007-10-07 18:46:03 返信 報告

皆様、お邪魔します。
 先⽇xxxさんがこちらに寄ったついでに、私の掲⽰板にも⾒えました。その時に頂いた画像です。是

⾮こちらのアルバムに飾って頂ければとお願いに参りました。xxxさんも喜ぶという想いから私の勝
⼿をお許し下さい。

れおさん、ありがとう︕

1418 選択 stray 2007-10-07 21:52:36 返信 報告

れおさん、こんばんは。お久しぶりですね。 
 ZARD party すごい賑わいですね︕ 

 訳あって（ご承知でしょうけど）開店祝いにも⾏けずに申し訳ありませんでした。 
 れおさんが、SSSさん他２名の居場所をこさえて下って感謝してます。 

 SSSさんも早速⼊り浸ってるようで（笑）、ここでお引留めした甲斐がありました。

xxxさんがZ.p.にもお寄りになったのですか︕ 
 ⾯⼦が揃ってますから当然と⾔えば当然ですが、 

この作品、現在建設中の「美術館・xxxギャラリー」に飾らせていただきます。 
 本当にどうもありがとうございました︕
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P.S.⼥性説もありますが私は男性だと思ってます（笑）。

【重要】 全所員へ業務連絡

1414 選択 stray 2007-10-07 16:43:51 返信 報告

急ぎませんが、附属美術館準備室にお越し下さい。

Re:【重要】 全所員へ業務連絡

1416 選択 stray 2007-10-07 19:11:09 返信 報告

附属図書館にも新着が多数ありますので、お越し下さい。

strayさまへ

1320 選択 xxx 2007-10-06 10:52:59 返信 報告

ギャラリー拝⾒させて頂きました
 あんなにして頂いて感激しています。

題名ですが・・本家にUPした時の題名でよろしいのでしょうか︖

詩が⼊ったものは・・こ〜そり
 退院した時のは・・・そして地球に平和が戻った

 sssさん宛のもの・・・アジの⼤群
 天使・・・・・・・・アンドロメダでサーフィンしょ︕

 ⽩い妖精は・・・・・妖精part3
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私は、⽂章を書くのが苦⼿で、いつも別に⽂章を作っていますので・・皐さんへのメッセージも保存してあるので⼤丈夫です
よ

 私の⽅こそすみません

皐さまへ

1324 選択 xxx 2007-10-06 10:59:26 返信 報告

皐さま作成のグロリアス マインドのジャケ写、拝⾒していました、とても素敵ですね︕
 センスがとても良くて感⼼しています。

 遠近感に苦労されていたみたいですね、
 本当に失礼極まりないと思い、⾔い出せなかったのですが、

 ⾃分なりに遠近感を出してみました・・・・
 皐さま、年寄りの⽼婆⼼と思ってお許し下さい。けっして悪気はないのですから。

 髪の⽑の部分を背景に同化させるのに苦労されてるのでは︖、とかってに思い込み
 ⼿短にアドバイスさせて下さいね、

 使っておられるソフトが何か解らないので・・・うまく⾔えないのですが、
 意識的に⽩い部分を残されておられるのであれば、以下はスルーして下さい、

 そして、私を、失礼な奴だ︕と、責めて下さい。

貼り付けて、余分な部分を消す時、輪郭部分は圧⼒を下げて髪の⽑の部分まで少し
 消すようにして、髪の⽑の⾊をスポイトで取り、ブラシで髪を⼿書きするか、

 輪郭部分は残したまま、保存し、もう⼀度開いて、背景の⾊を同じように、
 スポイトで取って残した⽩い輪郭部分を背景⾊で塗り、ヒストリーブラシで髪を再現して⾏くと良いと思います。

 ｕｐしたのは、後者でやっています、私の使っているソフトは、photoshop5.5と古い物ですが、
 ブラシにしろ、消す時にしろ、圧⼒を調整すると、旨くいくと思いますよ。

偉そうに、アドバイスなんか出来る⾝ではないのに、本当にごめんなさい︕
 私は、皐さまの⼤ファンで私に無い、センスの良さをとても⾼く評価しています。

 そして、技術の⽅もすごいな〜と思っていますよ。
 コメントもいつも明るく、元気があって、芯の強さも伺え、こっちまで笑顔になってしまいます。

 皆さんに若さを与えすぎて⾃⾝が⽼け込まないようにね（笑）
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 stray所⻑に”やり過ぎだ︕”と怒られるくらいでちょうどいいと思います、⾛り続けて♪〜〜ですよ︕
私も初投稿の時にきびしく怒られちゃって・・そして別スレで私にやさしくエールを送って下さって・・

 私が、⼥ならコロッといってますよ（笑）・・・皐さまも⽤⼼してね（ってもう遅い︖）

私の画像は、貼り付けて、余分な所を消しているだけで、時間も掛からないし・・、
 stray所⻑が気に⼊ってくれた、朝⽇が差し込む画像は、3分で出来たものですよ。

 朝⽇の画像にキャプチャー画像を貼って、朝⽇部分を浮き上がらせただけのものです。
 あと、マーメイドとかアジの⼤群も5分程度です。これは、⾊相を変えて、あとは同じ要領なので、

 あまりにも所⻑とか、皆さんが褒めるもんだからつい⾔えなくて・・・（笑）
 私の最⾼傑作と褒めてもらった画像は、20分掛ってないんです・・・

 所⻑には内緒ね︕  ギャラリー設置を却下されそう〜
 でも、集合写真は、とても時間がかかった作品ですが、あまり⼿を加えると逆に良くないみたい・・・

 合成が合わないのを無理してるからかな〜︖  シンプルisベストのようです・・・。

差し出がましい事をしたようで申し訳ありません・・・許してね。
 

Re:strayさまへ

1328 選択 xxx 2007-10-06 11:11:01 返信 報告

あつかましい御願いですが・・
 私の⼤好きな画像がなくて・・・

涙のツボ  で本家にupしたものです

よろしければこれも・・・ほんとあつかましくてすみません

xxxさんへ

1329 選択 stray 2007-10-06 11:13:44 返信 報告

どうもありがとうございます︕
 たいへんお⼿数かけました。お疲れになったのでは︖
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気の置けるご友⼈宅でゆっくりして下さいね。

作品名もありがとうございます。
 オレンジ枠の泉⽔さんは、なんというタイトルでしたっけ︖

 それと今回頂戴したストック作品の名前は、いかがしましょうか︖

いろいろとすみませんね、質問ばかりで（笑）。

xxxさんへ②

1330 選択 stray 2007-10-06 11:15:39 返信 報告

それはそれは失礼しました。
 「涙のツボ」ですね、了解です。

 投稿⽇がおわかりであればお願いします（笑）。

Re:strayさまへ

1331 選択 xxx 2007-10-06 11:18:02 返信 報告

なんか返事がちぐはぐになって・・
 返事をかくのが遅くて申し訳ないです

オレンジのものは・・こ〜んな看護⼠さんのお話  です

xxxさんへ④

1332 選択 stray 2007-10-06 11:20:37 返信 報告

たしかにチグハグですがかまいません（笑）。

「こ〜んな看護⼠さんのお話」で了解ですが、
 ただしくは「師」なので勝⼿に直します（笑）。 

☆xxxさんへ☆
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1334 選択 皐 2007-10-06 11:29:59 返信 報告

こんにちは︕またお話が出来て本当に嬉しいです(o≧ω≦o)楽しく過ごされてると聞いて、
 とても安⼼しました☆ﾐ これからも無理はなさらずに、xxxさんのペースで過ごしてくださいね(*^u^*)

「promised you」のお⼟産は所⻑もきっと喜んでいると思います︕(o≧∀≦o)
 味があって素敵ですね＾＾さすが有名な書道家さまという感じです︕︕

 その書道家さまが「promised you」の詩を書いたというのには驚きました(笑)

ところで、前に私が作った「グロリアス マインド」の画像ですが、丁寧にアドバイスをしてくださって本当に嬉しい
です(o≧∇≦o)

 「失礼な奴だ︕」なんて、まったく思いませんよ︕(◎’□’◎)だってxxxさんが時間を割いて⼿直しをした画像と
 指導をしてくれたんですから☆ﾐ とても感謝しています＾＾⼤事なお時間を私のために使ってくれた事が

 ほんとに嬉しいのと同時に「ありがとう」の気持ちでいっぱいです(o≧ω≦o)
 「遠近感」については、⾊々考えてこういう形にしたのですが、xxxさんが教えてくださったように

“背景に同化させるの”というのは、圧⼒を調整すると上⼿くいくみたいですね︕
 周りが⽩っぽく残っちゃったのは、どうしようもないとあきらめかけていたので、助かりました(o^∇^o)

 これからはxxxさんのアドバイスを⼤事に使わさせてもらいます︕

xxxさんの作る加⼯画は時間がそんなにかかっていないと聞いて、ビックリしてます(◎Д◎)
 私はかなり掛かるので…(笑)きっと⼿早いんでしょうね＾＾私は⼿ぬるいんですよ(笑)

 そんな短時間であんなに素敵な作品を作る事が出来るなんて、ホントにすごいですね︕憧れます(o≧ω≦o)
 今回upしてくださった2枚の素晴らしい作品をありがとうございました︕

 額⼊れは私の担当(笑)なので、この2枚とMステの画像もイメージを⼤切にしながら額選びをしたいと思います☆ﾐ

ここの研究所の⼈はみんな優しくて、居⼼地が良いですね(*^u^*)所⻑も優しいだけではなく
 ちゃんと注意などをしてくれるので、ためになります☆ﾐ でも、その注意も優しい⾔葉なので、
 なんだか優しいお⽗さんという感じですね(*^∇^*)(笑)

では︕またxxxさんとお話出来る⽇を楽しみにしてます☆ﾐ 待ってていいですか︖(*^u^*)

Re:strayさまへ

1335 選択 xxx 2007-10-06 11:31:00 返信 報告
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今回UPの画像の題名ですか・・・・

NO.1はアネ研さまが⾔っておられた⽔族館ライブをイメージして作ったもので、
 ⽔族館ライブでいいと思います

No.2は Izumi.sakai Forever と画像内に書きたかったのでそれでいいです。

涙のツボは、何時だったか覚えがないです・・
 

皐さまへ

1336 選択 xxx 2007-10-06 11:36:58 返信 報告

メッセージありがとう
 いらぬ事をしてしまったようで⼼配していました。

そして、私の作品をあんなに素敵にして貰って本当に感激しています。
 何度でもありがとうと⾔いたい気分です。

xxxさんへ⑤

1337 選択 stray 2007-10-06 11:37:38 返信 報告

作品名の件、すべて了解です。
 なるべく早くオープンしますので、待ってて下さいね︕

 部⻑、急がないとxxxさんに叱られるよ︕（笑）

皐ちゃんともお話できてよかったですね。
私に関する件（くだり）は、⼩恥ずかしいので再投稿の際はカットしてもらうよう頼むの忘れました（笑）。

みんな楽しくやってます︕xxxさんにもそれが伝われば幸いです。
 私はこれから⽤事で出かけて夜遅くならないと戻りません。

 どうしてもキャンセルできないので、xxxさんのお書きになりたいことを存分にお書き下さい。
 ここは、スペースをまったく気にしなくてよいですから（笑）。
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今⽇はホントに来て下さってありがとうございます︕
また逢いましょう︕絶対ですよ︕

 

xxxさんへ、追伸

1339 選択 stray 2007-10-06 11:58:56 返信 報告

ZARD掲⽰板に、sakiさんというxxxさんの熱烈なファンがおられます。
 Z板で、xxxさんがここにおられることを伝えましたのでご了解下さい。

☆xxxさんへ☆

1340 選択 皐 2007-10-06 12:03:04 返信 報告

こうしてお話が出来て本当に嬉しいですね(o^∇^o)
 また画像の事をお喋りしたいです♪♪他にもアドバイスがあったら、⼼配せずに是⾮教えてください(o≧∇≦o)

 そうしてもらえると嬉しいです(*^U^*)

xxxさんの画像は選んだ額でイメージを損なわないように注意してましたので、
 そう⾔ってもらえて安⼼しました☆ﾐ

皐さまへ追伸

1341 選択 xxx 2007-10-06 12:38:51 返信 報告

私は、いつでも本家の話題にあった画像を提供出来るようにと
 ネットから集めた、たくさんの背景とイメージ画像を保管していて、

 それに、坂井さんの画像も出来るだけ画質の良い物をと⼼がけて
 それぞれ組み合わせているだけです。

画像ソフトの⾊んな機能を試されたらいいと思います、
 ヒストリーブラシも通常だけでなく、スクリーンやソフトライト

 等を使われたら違った感じになりますよ。
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でも、今の皐さまの画像、私は、とても好きですよ。

告⽩しますが、私が、加⼯画像を投稿しょうと思ったのは、
 皐さまの投稿を⾒てからです・・⾃分も他の加⼯画像（⾃動⾞とか）を

 やっていたので、パクッてしまいました・・改めて、ごめんなさい・・

☆xxxさんへ☆追伸

1344 選択 皐 2007-10-06 15:04:59 返信 報告

なるほど︕⾊んな画像ソフトを使い分けたりすると、ひと味違った加⼯が出来るんですね(o^∇^o)
 また、ブラシの使い分けも肝⼼だと改めて再確認しました☆ﾐ 勉強になります(*^U^*)

ところで、xxxさんは私の投稿を⾒て加⼯画を作ろうと思ったんですか︕(◎’□’◎)
 そんな謝らないでください︕というか、そう⾔ってもらえて光栄です(●＞∀＜●)

 私はxxxさんの作る作品の⼀ファンなので、本当に嬉しいですね〜(o≧∇≦o)
 なんか、嬉しいお話が聞けました♡(笑)ありがとうございますね(o^ω^o)

Re:strayさまへ

1347 選択 xxx 2007-10-06 17:04:21 返信 報告

今⽇は、楽しい１⽇を過ごせてとても嬉しいです。

皐さまともたくさん話ができて本当にありがとうございました。

今から、温泉に⾏って来ます。

⼜、いつかお便りします。 もう画像は無いですけど・・・（笑）

strayさま、本当にありがとうございました。

☆xxxさんへ☆

1349 選択 皐 2007-10-06 17:47:58 返信 報告
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今⽇は私もxxxさんとたくさんお話が出来て、本当に嬉しかったです︕(o^∇^o)
こちらこそ、⾊々ありがとうございました(o≧ω≦o)

温泉楽しんでくださいね(o^ω^o)では☆お便り⼼待ちにしてます︕また逢いましょう(o^∇^o)ﾉｼ

xxxさんへ

1368 選択 stray 2007-10-07 09:32:57 返信 報告

 
昨⽇は来てくれてホントにありがとうございました。 

 南紀⽩浜の湯はいかがでしたか。 
 そうやって全国の温泉地を回って歩くうちに、病気治っちゃうかもしれませんね。

私は午後から⼤事な打ち合わせがあったのですが、xxxさんに会えて気持ちが⾼ぶっていたのか、 
 「いつもより迫⼒ありましたよ」って相⼿に⾔われちゃいました（笑）。 

 夜は打ち合わせ相⼿と接待飲み会。帰ってきたのは１時を回ってて、速攻布団に⼊って、ばたんキュー。 
 xxxさんがお元気そうなので、私もとっても楽しく飲むことができました。 

焼酎はちゃんと⽔で割って飲んだからね。タバコは１箱なくなっちゃったけど（笑）。 
 最近少し寝不⾜気味だったので、今起きたばかりです（笑）。

削除してしまったレスにも書きましたが、 
 #1313は佐伯先⽣の著作権に触れますので、これから削除します（笑）。

保存した⽅は、ご⾃分で楽しむのはかまいませんが、 
 他所でバラまくと訴えられる可能性がありますので、警告しておきます。

⾵⼩僧xxxさん、来てくれてホントにありがとう︕ 
 次の逗留先でも、ネット環境が整っていれば是⾮お越し下さい︕ 

 また会える⽇を楽しみに待っています。 
 昨⽇お⾒せしたギャラリーは⼀部であって、他にも趣向がありますのでお楽しみに︕

どうかお元気で︕︕ 
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xxxさんへ、追伸

1377 選択 stray 2007-10-07 10:16:51 返信 報告

肝⼼なことを忘れてました。
 佐伯司郎先⽣のことは存じておりませんでした。

 有名な書道家先⽣が、promised you の詞を書かれたとは、たいへんな驚きです。
 佐伯先⽣はZARDファンなのか︖調べてみます（笑）。

 promised you の詞が持つ魅⼒が、多くの⼈に伝わるといいですね。

xxxさんへ、追伸②

1413 選択 stray 2007-10-07 15:59:04 返信 報告

xxxさん
 もう次の逗留地へ出発されましたでしょうか。

 この次いらっしゃる時までの宿題です（笑）。

美術館で昨⽇教えていただいた作品名を整理・追加したところ、
 この画像の作品名が抜けておりました。

これは私がPCの壁紙に使っているもので（#838）、
 「なにやってんだか、あの⼆⼈は」という顔で、私と部⻑を⾒下ろしてるようで（笑）、

 たいへん気に⼊ってる作品です。

xxxさんは「（作品名は）よしなに」と⾔われましたが、
「なにやってんだか、あの⼆⼈は」というタイトルを付けることはできないので悩んでいます。

 「今⽇はゆっくり…」の時と同じになってしまいますので（笑）。

この宿題、この次に、忘れずに持ってくて下さいね（笑）。
 

みなさん初めまして
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1250 選択 yan 2007-10-05 03:14:01 返信 報告

はじめまして、本家で時々書き込みしているyanと申します。

本家で運良くstray所⻑と初めて会話する機会がありました。本家のスレが⻑くなってしまったので、せっかくなので思い切っ
て投稿してみようと思いました。

 よろしくお願いします。

strayさんへ

本家のレスです。
 MCの⾳源があるんですね、知りませんでした。ちょっと緊張気味に話す泉⽔さんはとってもキュート♡です。ぜひ聞いてみた

いです。

それにしてもstray所⻑はすごい情報や資料ををたくさんお持ちなんで驚いています。いつもここの画像や動画をいただいてい
たので、いつかお礼ぐらいは⾔わねばと思っておりました。本当にありがとうございます。

皐家…じゃなくて皐さんへ

いつも画像のお礼を⾔おうと思っているのですが、本家では⼤量のお礼のレスがついてしまうので控えておりました。
 ここで今までのお礼を申し上げます。負けないでもステキでしたよ☆

僕はみなさんのようにたくさんの情報を持っていないのですが、⾳楽をやっていますので、そちらの⽅⾯で何か絡めそうな話
題がありましたら書き込ませていただこうと思います。

貴重なスペースお借りして申し訳ありませんでしたm(__)m

yanさん、ようこそ︕

1252 選択 stray 2007-10-05 06:25:42 返信 報告

おはようございます、strayです。
 本家での初絡みがdeepな話題で楽しかったですよ︕（笑）

ここはスペースのことは全然気にすることありませんので、
 思ったこと何でも書いて下さってかまいません。
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⾳源のことですが、⼤きな声で⾔えないし、ここで公開するわけにはいかないのです。
上の「問い合わせ」から丁寧にメールいただければ、ご相談に応じますので（笑）。

また来て下さいね、待ってますよ︕

yanさんへ

1262 選択 Ｔ２８ 2007-10-05 16:37:18 返信 報告

こんにちは。本家ではお世話になっています。（直絡みは無かったですかね︖忘れちゃった（笑））
 ようこそＺ研へ︕ 最近はハメを外しすぎていますが、そのうち本来︖のZARD研究に戻るでしょう。（笑）

 こちらはスペースを気にしなくていいですから、その代わり⾯⽩くないと管理⼈さんが削除しますから気を付けて下
さいね。（笑）

 興味ある話題の時は、是⾮絡んで下さいね。これからもどうぞよろしく︕
 

☆yanさんへ☆

1266 選択 皐 2007-10-05 18:22:00 返信 報告

こんばんは︕Ｚ研へようこそ(o^∇^o)これから⾊々とお話ししてくださいね☆ﾐ よろしくお願いします︕
掲⽰板では私の作る画像の事、ありがとうございました(o≧∇≦o)

 お礼だなんて…(*^_^*)私の⽅こそ、という感じですよ︕(o≧ω≦o)
 ではでは︕また来てくださいね〜♪♪待っています(*^U^*)

Re:みなさん初めまして

1269 選択 yan 2007-10-05 18:32:34 返信 報告

>strayさん

どうもありがとうございましたm(__)m
 これからもよろしくお願いします︕

>T28さん
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こちらこそお世話になっております（これが初絡みです）。
こちらは個性的というか、濃いというか…えっと、楽しい⽅が多いですね（笑）

 絡めそうなとこにはぜひ加わりたいと思いますのでよろしくお願いします。

>皐さん

これからもご活躍期待しています︕
 

yanさんへ

1271 選択 stray 2007-10-05 18:40:27 返信 報告

こんばんは、strayです。
 メールの返信拝⾒しました（笑）。←（笑）の意味分かりますよね

 ご満⾜いただけたようで嬉しいです。
 Ｙは後で丸ごとDLできるようにします。ＹのMCはある意味かわいいですから。

やっぱり濃いですか（笑）、でも、いつでも絡んできてくれていいですからね〜。

yanさんへ

1364 選択 アネ研 2007-10-07 02:21:02 返信 報告

こんばんは、アネ研です。
 Z板ではお会いしてるような気もしますが、よろしくお願いします。

 私は楽器はできないので、楽器、演奏あたりのことおいおい教えてください。

Re:みなさん初めまして

1365 選択 yan 2007-10-07 03:44:46 返信 報告

>strayさん

どーぞ笑ってやってください（笑）
 YのMCしっぽ振って待ってます♪
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>アネ研さん

こんばんは、アネ研さん。
 もしかしたら絡んだことがあるかも…︖（すいません、最近記憶があいまいで（笑））

 こちらこそよろしくお願いします。

>楽器、演奏あたりのことおいおい教えてください。

⼈様に教えられるほどの⾝分ではないのですができることは何でもします。
 本家のほうで以前のpromised youに関する僕の（軽率な）発⾔で質問があったのでレスを書きました。

 よろしかったらそちらもご覧になっってくださいね。

yanさんへ

1390 選択 stray 2007-10-07 13:28:43 返信 報告

こんにちは︕
 YMC送りましたので。

 Z板での「打ち込み」の解説、拝⾒しました。
 すごですね︕私は楽器のほうはまるでわからないので、理解⼒もありませんが、

 とっても分かり易かったです。どうもありがとう︕

永遠の名曲︕

1282 選択 皐 2007-10-05 22:21:03 返信 報告

先ほどMステの「アゲうたランキング」で「負けないで」が⾒事1位に輝きましたね!!(o≧∇≦o)☆ﾐ
 もう嬉しくってHAPPYな気分です(*≧∇≦*)パー⼦が出てきそうなぐらいテンション上がってます(笑)

 だけど、本⾳を⾔うと5位ぐらいから少しだけあきらめモードだったんですよね f(*^_^*)
 まさか1位だとは思ってなくて…(泉⽔さんごめんなさい︕(笑))
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映像を⾒てて、「キレイだよね〜♪♪」と⼝にすると、⺟が「でも儚い顔してる」と…(笑)
泉⽔さんのお茶⽬モードを知らないと、そう⾒えるのかな(^⽫^)

Re:永遠の名曲︕

1285 選択 stray 2007-10-05 22:28:38 返信 報告

皐ちゃん、この画像、Ｍステ終わってから速攻で作ったんですか︖
 だとしたらすごいね︕新幹線並み、いや、以上かも。

 別のあだ名⽣まれるかもよ（笑）。

ところで、Ｍステ⾒てなかったんだけど、
 「アゲうた」って何︖（笑）

⾒忘れた〜︕

1286 選択 Ｔ２８ 2007-10-05 22:35:40 返信 報告

また失敗した〜。⾒忘れた〜。（苦笑）
 皐ちゃんはお⺟さんと⼀緒に⾒たんですね。⾒事１位獲得か〜。それはよかったですね。

 ちなみに皐ちゃんがZARDファンなのはお⺟さん知っているのですか︖
 よく考えればお⺟さんて、結構ZARD世代なんじゃないかな︖昔何聴いていたのかね〜。

Ｐ.Ｓ. どうもお⺟さんに付けたあだ名、不評のようです・・・。失敗ばっかだね。（笑）
 

まさか︕(笑)

1287 選択 皐 2007-10-05 22:45:15 返信 報告
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所⻑へ＞
この画像は事前に作ってあった物です f(^⽫^)気が向いた時に、その時の気分に合わせて作ったりするんですよね＾
＾

 別のあだ名…聞いてみたい気もしたけど、ウソはつけませんでした(笑)
 Mステでは「アゲうた」と「ナキうた」に分かれていて、「アゲうた」は気持ちが盛り上がる曲との事でした☆ﾐ

 サザンやミスチルを押さえての1位に驚きましたね︕(o≧∇≦o)

部⻑へ＞
 残念ですね〜(>_<;)⾒逃しちゃったんですか｡｡｡何位か忘れたけど、「マイフレンド」もランクインしてましたよ♡

 密かにKOHさんに期待ですね(o≧ω≦o)(笑)
 私は⺟と⼀緒に⾒てたんですが、う〜んZARD世代じゃないですね(苦笑)

 その頃は育児に追われて⾳楽とか聴いてなかったみたいです(=^⽫^=)
 昔は何を聴いてたんでしょう｡｡｡⼩⽥和正とかのCDは持ってますけど(笑)
 あと、私がZARDファンというのは知ってると思いますよ＾＾だって毎⽇ 曲を聴いてるから♪♪(笑)

 P.S.え〜︕︖私の中では好評ですけど♪♪⾒た⽬と「パルプ」の響きが似合うんです(笑)

皐ちゃんへ

1288 選択 Ｔ２８ 2007-10-05 22:53:43 返信 報告

お⺟さんの⾒た⽬がパルプに合うの︖（笑）
 でもさ、なぜパルプか分かるよね︖ ちょっと⼼配・・・。

 

ほう︕

1289 選択 stray 2007-10-05 22:54:07 返信 報告

皐ちゃん、説明ありがと。
 いやね、部⻑に「新幹線さつき」って突っ込んでもらいたかっただけだから気にしないで（笑）。

気持ちが盛り上がる曲で「負けないで」が１位ですか︕
 それは納得ですね、でも実際１位（ジャカジャカジャカ〜ンで）だと嬉しいですよね（笑）。
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なんか私と同世代っぽなあ（笑）。
甲斐バンドやかぐや姫知ってる聞いてくれる︖（笑）

 ⾯倒くさいから、ここにお⺟さん来てもらってもいいけど（笑）。

Re:永遠の名曲︕

1290 選択 kny 2007-10-05 22:55:31 返信 報告

こんばんは

Ｍステ観ていました。
 「マイ フレンド」は68位でしたね。たしか。

 そして、「負けないで」が堂々の１位。

分家もこれで盛り上がりました。
 でも、映像短かったですね。

あと、私はOff Courseファンでしたから、ナキうたに２曲も⼊ってちょっぴり嬉しかったです。
 お⺟さんは、⼩⽥さんのＣＤをお持ちのようで、

 お⺟さんと話が合うのかも（汗）

祝 １位

1292 選択 アネ研 2007-10-05 23:15:07 返信 報告

１位おめでとう︕
皐ちゃん、「マイ フレンド」が６８位だったので「負けないで」は、それより上とは思ってたけど、１位なんてす
ごいですね。最⾼です。

この「負けないで」の画像、切実さがいいですね。今回のも⾚⿊っぽいけど、ライブのDVDの最後にあるCMの画像み
たいな、⾚系のをいつかお願いします。

T２８さんと皐ちゃんの作⾵の変化⼼配してたけど、安⼼しました。（笑）
 しいていえば「今⽇のパー⼦」から縦⻑のステージが広がったのかな。（以前にあったらすまん）
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T２８さんへ
皐ちゃんの⺟上って泉⽔さんより年下もありえるんでね。

 なぜかドキ︕

Re:永遠の名曲︕

1293 選択 皐 2007-10-05 23:15:57 返信 報告

部⻑へ＞
 なんかパルプって⾔葉の響きが似合うんですよね(=^⽫^=)(笑)

 ところで、その“パルプ”ってどういう意味ですか︖あれっ︕私おバカさんかな!?(笑)

所⻑へ＞
 そうなんですよ〜“1位は︕︕”って感じで泉⽔さんの「負けないで〜♪」が

 流れた時は興奮しちゃいました︕(o≧∀≦o)
 あ、ウチの⺟とは所⻑同世代かもしれないんですか︖(笑)

 なんか学⽣の頃に⻄城秀樹さんとか郷ひろみさんに夢中だったと聞きました(笑)
 甲斐バンドはどうか知らないけど、かぐや姫には反応しますよ︕︕(◎’□’◎)(笑)

knyさんへ＞
 「マイ フレンド」は68位でしたか︕私も60位代と覚えてたんですが、正確にわからなくてf(*^u^*)

 「負けないで」は堂々の１位に輝き、ほんと嬉しいですね(o≧∇≦o)♪♪
 そうそう︕⼩⽥さんじゃなくて、オフコースです︕⺟の時はオフコースだったみたいです(o^∇^o)

 なんとなく⺟と話が合うかもしれませんね♡(笑)

ではでは︕そろそろ「コラ︕ドル殺気」な感じなので、この辺で(笑)おやすみなさい☆ﾐ

Re:永遠の名曲︕

1294 選択 カーディガン 2007-10-05 23:21:57 返信 報告

こんばんは、皆様
 Ｍステで「負けないで」が１位ですね。本当に出るのかな︖と思っていたのです。６８位にマイフレンドで、そのあ
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と、泉⽔さんの曲がないから、ないのかな、と思っていたのですが、１位とは本当に驚きです(^_-)-☆
うーん、永遠の歌姫はやはり泉⽔さんをおいていないですね(^^♪このようなランキングがあることを知らなかったの
で、今後、Ｍステホームページを要チェックですね。映像は、Ｍステ最後の出演のときの映像でした。

Re:永遠の名曲︕

1295 選択 kny 2007-10-05 23:23:43 返信 報告

やはり・・・・
 お⺟さん、趣味がいいですね（笑）

 かぐや姫にも反応するとなると・・・・うーん、
 お⺟さん⾣年⽣まれですか（笑）

 では、おやすみなさい。

Re:永遠の名曲︕

1296 選択 皐 2007-10-05 23:27:21 返信 報告

アネ研さんへ
 こんばんは︕同時にココに居たみたいですね(o^∇^o)

 私も「マイ フレンド」が⼊ってたので、「負けないで」も絶対あると思ってたんですが、
 まさか1位だなんて︕ホント最⾼です(o≧∀≦o)

 「負けないで」は私の中で⼒強いイメージがあるので、⾚･⿊･⻩⾊を使⽤してます☆ﾐ
今度アネ研さんの⾔う『ライブのDVDの最後にあるCMの画像みたいな、⾚系の』を

 チェックして作ってみますね(o^ω^o)
 作⾵は変わりませんよ〜♪♪(笑)逆にレパートリーが広がりました(笑)

 P.S.ウチの⺟は泉⽔さんより・・・♡(笑)

カーディガンさんへ
 本当に「負けないで」１位嬉しいですよね︕私も出るのかどうか不安になってましたが、

 1位で泉⽔さんの姿が⾒えた瞬間、⾶び跳ねそうなぐらいのうれしさでした︕(o≧∀≦o)
 これからも⾊んなランキングにZARDの名曲が選ばれればいいなぁと、思いましたね☆ﾐ
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knyさんへ
おしいです︕(笑)ウチの⺟は亥ですよ(o^ω^o)

では︕今度こそホントにおやすみなさ〜い♡

Re:永遠の名曲︕(mp4配信します)

1300 選択 ALIL.1967 2007-10-06 00:35:58 返信 報告

T２８さま，こんばんは
 1位と６８位をmp4で配信します。映らなかったら研究所でwmvにしてもらってください。(ファイル名１⽇進んでま

す)

1位負けないで6.4MB
 http://www.filebank.co.jp/wblink/9151892f8c1594b3faab5154a9593ce1

68位MY FRIEND 3.8MB
 http://www.filebank.co.jp/wblink/0e07d72e8dfe76fb14a8a3a869eddb60

それでは，また⽕曜⽇以降に研究所みせてもらいます。

皐ちゃんのお⺟さんへ（ご挨拶）

1301 選択 stray 2007-10-06 07:20:06 返信 報告

はじめまして、ZARD研究所所⻑のstrayと申します。
 ⼤事なお嬢さんは、当研究所の特別研究員として毎晩⼀所懸命働いております。

研究所のアイドル、いや、全国のZARDファン30万⼈のアイドルとして、
 素敵なアート作品や誰からも好かれる性格で、仕事に疲れたおじさんたちを癒してくれてます。

 私も実の娘のように可愛いがってまして、皐ちゃんも⽗親のよに私を慕ってくれています。
 「お帰り♡」「ただいま〜パパ♡」

 最近では「皐家ペー・パー⼦」の芸名でコンビを組ませてもらっているんです。
 皐ちゃんが時々PCの前で爆笑するのは、そのせいです（笑）。
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皐ちゃんのお⺟さんと私は同い年です（たぶん）。
中学⽣の頃はアイドル歌謡全盛期で、

 ⾼校⽣の頃は、かぐや姫、吉⽥拓郎、チューリップなどをよく聞いたものです。
 といってもアイドルも捨てがたい年頃のため、キャンディーズと⽊之内みどりにかぶれ、

 仲間とともに夜な夜な「ハートのエースが出てこない」を⼤合唱したものでした（笑）。
 甲斐バンドは⼥の⼦にはちょっと濃いかもしれませんね。

皐ちゃんのネット時間を監視・制限することは同じ親として⼗分納得できるのですが、
 ZARD研究所に限っては、何らご⼼配いらないことをご理解いただければ幸いです。

 最近、Ｔ２８部⻑が付けた⾯⽩くもない「コラ︕ドル殺気」を⾃分で使い始めたので（笑）、
 このまま厳し〜く監視してもらっても⼀向にかまいません。

皐ちゃんの年齢は不詳ですが、万が⼀未成年だったりすると私にも多少の責任がありますので、
 ⼀⾔ご挨拶をと思いました。

 お嬢さんがこれをプリントアウトしてお⺟さんに渡すとは思いませんが（笑）、
 今後ともご理解賜りたく何卒よろしくお願い申し上げます。

パルプってどういう意味ですか?

1302 選択 stray 2007-10-06 08:31:03 返信 報告

部⻑、私もパルプわかりません（笑）。
 ”ぱるぷ”だよね︖

 PC上だと、パもバ（ぱとば）も、プもブ（ぷとぶ）も区別つかないんだよね、おじさんは（笑）。
バブル（ばぶる）の間違いかとも思ったけど、

 知らないのは⾃分⼀⼈だけ︖って恥ずかしく聞けなかった（笑）。
 皐ちゃんも半信半疑だから安⼼したけど（笑）。

ZARD＝「アゲうた」イメージ

1304 選択 stray 2007-10-06 09:19:46 返信 報告
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ALIL.1967さん、おはようございます。
Ｍステの映像配信どうもありがとうございます︕

 私は、１位発表の前振りが⾒たかったです（笑）。

さて、世間⼀般的には、ZARD＝「負けないで」＝アゲうた
 という理解がほとんどのようで、

 それにケチをつけるものではありませんが、⼀⾔。

ZARDはアルバムアーティストだと思っているので、１〜２曲のシングル代表曲をもって
 評価してほしくないのが⼀つ。

 ”励まされた”という声が圧倒的に多いが、Sgに限れば「負けないで」だけなんじゃないの︖
 ZARDの曲はむしろ”ナキうた”が多くて、恋に破れたときにZARDを聴いて、

 あ〜、そっか〜、恋愛ってそういうもんなんだ…と⾃分を納得させるというか、
 それも励ましと⾔えば励ましだけど、”癒し系”なんだと思うなあ。

♪⽉の光りに揺れて〜 舗道に寄り添う影〜♪

ALIL.1967さんへ

1310 選択 Ｔ２８ 2007-10-06 09:51:27 返信 報告

<(_ _)> ⼤感謝です。いつも⽢えてばかりでホントに申し訳御座いません。
 「夢に向かって⾛る全ての⼈を応援する”最強のアゲうた”」と紹介されていましたね。

 こうしてずっとZARDの曲が、世代を超えて繋がっていったら嬉しいですね。
 ちゃんと拝⾒出来ました。↑⼀応証拠付きです。（笑）

 やさしい所⻑のお陰で「QT」インストしましたから。（笑）
 

良かった(笑)

1338 選択 皐 2007-10-06 11:41:43 返信 報告

所⻑も“パルプ”の意味は知らないようで安⼼しました(=^⽫^=)私がおバカなのかと…(笑)
 私も聞くのが恥ずかしかったけど、知ったかぶりして余計恥をかくと悪いと思って
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聞いちゃいました(笑)
昨夜のMステ映像はALIL.1967さんがupしてくださったみたいですね☆ﾐ

 そういえば、最後に出演者がダ〜っと並んで挨拶(︖)をする前にタモリさんが⼀⾔ ⾔っていたような…。
 「ZARD」というのは聞こえたんですが、よく聞こえませんでした(>m<)「やっぱZARDだね」みたいなことだった

かな…
 P.S.所⻑がウチの⺟宛に挨拶がありビックリしました︕(◎’□’◎)せっかく丁寧に書いてくれてるので、

    ⼣⽅帰ってきたら(今はいないので)⾒せようと思ってます(o^ω^o)☆ﾐ

私も⾒てました!!

1342 選択 KOH 2007-10-06 13:26:01 返信 報告

皆さんこんにちはです!!

いやぁ〜ホントに1位だったんですよねぇ〜︕︕
 なんか嬉しすぎて夢かな〜なんて思いながらもいい気分で昨⽇は床につきました!

 ALIL.1967さん早っ!!もうその夜にあげてますね︕さすがです〜（◎ー◎︔）
 WMV版いるのなら⾔ってくださいね〜。うちのは⼆つ繋がってますが・・。

KOHさんお願いします(o≧ω≦o)

1345 選択 皐 2007-10-06 15:09:01 返信 報告

こんにちはKOHさん＾＾この間はMU-GENとエンターテインメントニュースありがとうございますね(o^∇^o)
昨⽇のMステはALIL.1967さんが早くもupしてくださって、すごく嬉しかったんですが

 形式が上⼿く読み込めなくて⾒れなかったんです｡｡｡(︔Д︔)
 なので、KOHさんの持っているWMV版をぜひお願いします︕︕(o≧ω≦o)

Re:永遠の名曲︕

1346 選択 Folken 2007-10-06 15:19:07 返信 報告
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おや︕strayさんではないですか︕
投稿、いつも楽しみに⾒てましたよ。

 ところでミュージックステーションで
 取り上げられた件、私はこのところ仕事

 ばかりで⾒ることができなかったが、うれしい
 事ですね。

 T28さんもこちらに来ているようで、
 なにかうれしいです。

負けないで

1348 選択 ALIL.1967 2007-10-06 17:25:43 返信 報告

「⽩⿃麗⼦…」のTVドラマを⾒ていました。麗⼦に対するお⼿伝いさんからの歌と思っていました。

皐さんへ
  はじめまして︕こちらこそ、いつも素敵な作品を⾒せていただいています。ありがとう。WMVでなくてお⼿数かけ

ます。私は社会⼈になったのは泉⽔さんとほとんど同じ時期なんですよ。

歌とともにZARDの動画もiPodの中に⼊れるためmp4にとどまっています。wmvとの同時アップができればいいんで
すが。

 

ご無沙汰しております

1350 選択 Ｔ２８ 2007-10-06 17:51:42 返信 報告

おや︕Folkenさんではないですか︕（笑）
 本家でも⼤変お世話になっております。

 今はこちらがホームグラウンドになってしまいました。
 Ｚ研は優れた映像技術を持った⽅が多数いらっしゃいますので、最近放送されたほとんどのZARD関係の映像がアッ

プされています。
 ⾒忘れてた番組などは、こちらで公開されますことが多いので、是⾮またいらして下さいね。

 本家同様、こちらでも宜しくお願いします。
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 ☆ALIL.1967さんへ☆

1351 選択 皐 2007-10-06 17:53:28 返信 報告

ALIL.1967さんこんばんは☆ﾐ 初めてお話しますよね(*^U^*)加⼯画の事ありがとうございます︕
 Mステの映像を早くにupしてくださって、ホントに嬉しかったんですだけど、どうも⾒れなくて(苦笑)

 ウチのPCはQuickTimeを起動するとエラー出ちゃうんですよね(^⽫^;)

ところで、ALIL.1967さんは泉⽔さんとほぼ同じ時期に社会⼈になられたんですね(*^∇^*)☆ﾐ
 社会⼈っていう響き、なんかカッコイイです｡｡｡☆ﾐ(笑)

皐ちゃんにだけ教えたげる♡

1354 選択 Ｔ２８ 2007-10-06 19:18:15 返信 報告

「皐家パルプ」って響きがカワイイから、いいかなって。（笑）
 エ〜説明するの〜、ホントは意味分かってるんでしょ︖

 まぁでも意味分からないと、笑うことも批判することもできないし、皐ちゃんに聞かれちゃ、無視できないもんね
ぇ︖（笑）

芸名を縮めると、「皐家ぺーパー」
 で、その親にあたるわけだから・・・。（笑）

 これで分かるでしょ︕ ご批判は何なりと・・・。（汗）
 まったく・・・、笑点の⼤喜利かっ︕（笑）

アネ研さんへ
どうも話の流れで年齢が分かりましたね。（笑）これでたぶん（泉⽔さんより）年下は消えましたね。

KOHさんへ
 Ｚ研のアイドルの頼みを聞いてやってね〜。

 

負けないでについて

1355 選択 カーディガン 2007-10-06 21:16:16 返信 報告
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研究所の皆様こんばんは。
私、今⽇は３連休にもかかわらず、休⽇出勤だったので、今から参加させていただきます。

 さて、昨⽇、Mステで、「負けないで」が１位でしたが、その話題で盛り上がっているので、その当時の私の負けな
いでに対する思いと評価について、語りたいと思います。

 ⽩⿃麗⼦の当時、松雪さんが出演していたわけですが、あまり、個⼈的には⽩⿃麗⼦は好きではありませんでした。
あの当時、バブルがはじけた後も、その余韻を残すかのように、いわゆる「トレンディドラマ」がいろいろとありま
したね。ジュリアナ東京でお⽴ち台をするような、⽩⿃麗⼦のように⾼笑いをする⼥性がウケていた時代だったと思
います。⽩⿃麗⼦はそんな時代に合っていたのかもしれません。私的には、あまり好きなタイプではないドラマでし
た。でも、世間⼀般的には、結構ウケるドラマだったのだと思います。フジテレビがああいうドラマをいろいろとつ
くっていた中で、バカバカしいところがウケたのだと思います。個⼈的には、同じ原作者の「おそるべしっっ!!!⾳無
可憐さん」のほうが⾯⽩いと思いますが。

 ZARDがテレビ番組やCFとタイアップを組む中で、特にヒットのきっかけになったのが、「負けないで」だったと思
います。当時、私は（怒られるかもしれませんが）励まされた記憶がないです。もちろん、負けないでの存在と⾼校
野球の⼊場⾏進曲に選ばれ、演奏されたところも聴いていました。しかし、私の周りでは、カラオケ（カラオケがに
はよく⾏っていました）で歌う⼈もおらず、同じ事務所の他の歌⼿の歌を歌う⼈のほうが多かったです。その当時は
そんなにいい曲だとは思っていませんでした。でも、レンタルで借りた時は、なぜか負けないでを真っ先に借りてい
たので、やっぱり代表曲だと思っていたんですね。個⼈的には、ZARDにはいろいろといい曲があったので、ほかの
曲のほうが励まされました。負けないでがミリオンといっても、他の歌⼿でも、ミリオンはいっぱいあったので、ZA
RDがシングルでは負けないでが⼀番売れたのだというのが信じられないくらいです。原因は、PR不⾜だと思っていま
す。ZARDのZARDたる所以は、優れた楽曲を数多く、ロングヒットを続けたことだと思います。中でも、負けないで
が最もセールスを上げた曲ですから、この曲はZARDの中では外せない曲と位置づけられるのだと思います。⼤きな
転機になった曲だったと思います。ただ、負けないでの後のヒットがなかったならば、負けないでの今の輝きはなか
ったと思います。

 今になって振り返れば、負けないではZARDの中で特別の位置づけがあるのを疑う⼈はそういないと思います。アゲ
うたについては、そうだと思います。ただ、泉⽔さんが輝いているのは、負けないでだけではなく、他の曲も輝いて
いるからだと思います。

 

部⻑…微妙に分かった気がします(笑)

1356 選択 皐 2007-10-06 21:32:39 返信 報告

https://bbsee.info/straylove/id/1282.html?edt=on&rid=1356
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ん〜〜〜。。。なんとなく…わかったような、間違ってるような…(笑)
“ペーパー”だから素になる“パルプ”って事ですよね(^⽫^)つまり“親”(パルプ)の“⼦”(ペーパー)みたいな︕

 あ♪⽂字でまとめたら、正解な気してきた︕(笑)
 ところで、⼲⽀でパルプ⺟の歳、バラしちゃいましたよね(笑)まぁ別にいいんですけど(笑)

 その⺟なんですが、⼣⽅所⻑の挨拶を⾒せちゃいました(^⽫^)♪♪
 私がPCの前で笑ってる理由が分かって、ホッとしてましたね(*^_^*)(BBSじゃなくて、メールで笑ってるのかと思

ってたみたいです)
 でも時間制限の事は何も⾔ってなかったから、今まで通りみたいですね…(苦笑)

皐さんっ︕お待たせしました!!

1359 選択 KOH 2007-10-06 21:54:48 返信 報告

あげましたのでダウンしてみてくださいね︕︕

ZARD ミュージックステーション 秋の３時間ＳＰ アゲうた＆ナキうた名曲

http://www.filebank.co.jp/wblink/ebb6c0a4ac9deafe8e95fc96aaef2a12

20M 10/13までです。

捻り過ぎ︖（笑）

1360 選択 Ｔ２８ 2007-10-06 22:21:20 返信 報告

もっと簡単な⽅が良かったのかな︖
あまり簡単すぎると、バカにされる恐れがあるので発表するのに勇気がいるしね。

 所⻑のバカ笑いが聞こえる気がして、背筋が寒くなるんだよね〜。（笑）
 もしかして、「皐家⾹葉⼦」の⽅が分かりやすかったかな︖（笑）

おっと、忘れるとこだった。皐ちゃん⼤正解♡♡♡

KOHさんへ
 私も頂きました。毎度あり♡
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Re:永遠の名曲︕

1361 選択 PAN 2007-10-06 22:28:52 返信 報告

お、Ｔ２８さんが来てますね︕
 さっきはどーもです（笑）

⾃分もＤＬさせていただきました。
 ＫＯＨさんありがとうございました︕

 

Re:まけないでについて

1362 選択 ALIL.1967 2007-10-06 23:05:59 返信 報告

カーディガンさん、はじめまして

ドラマの⽩⿃麗⼦にとっての「ゴール」とか「夢」ってなんだろうといわれるとわからないです。⽣まれたときから
頂点にいるともいえるので。

  でも、ZARDの他の曲の歌詞に何度か出てくる「同じあなたを⾒ていたい」とか「変わらないでいて」という部分
とドラマは共鳴する部分がある気がします。

  ⽩⿃麗⼦にも（失礼︕）良いところがあるということで関⼼をもったわけです。

まだまだZARD研究所を訪問したいと思いますので、研究員のみなさんよろしくお願いします。

ふ〜ん

1366 選択 stray 2007-10-07 09:14:45 返信 報告

部⻑
 パルプの意味、了解です。けど、つまんないと思った（笑）。

 皐ちゃんはやさしいから「微妙に分かった気がします」と書いてるけど、
 「部⻑、つまんないです」の意味だと思ったほうがいいよ（笑）。
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皐ちゃん
えっ︕ホントに⾒せたの︖（笑）

 ちゃんとZ研の説明してから⾒せた︖そうじゃないと怪しいおじさん以外の何者でもないよ（笑）。
 時間制限は今まで通り…お⺟さんが正しいんだからね（笑）。

KOHさん
 Ｍステ秋の３時間ＳＰ、どうもありがとう︕

 私は「１位発表の瞬間が⾒たかった」って書いたんだけどなぁ（笑）（←微妙に催促してる）

Folkenさん、ALIL.1967さん
 いらっしゃ〜い。今後ともご贔屓に︕

あ、補⾜（笑）

1370 選択 KOH 2007-10-07 09:48:26 返信 報告

1位の前振りってほとんど無かったような・・。
 ずっとV流しっぱなしだったような・・。

 最後のタモさんの⾔葉は聞いてなかったなぁ・・。
 結構淡々としてましたよねぇ、観てた皆さん︕（無理⽮理同意を求めてる(^_^;)）

了解︕♡

1372 選択 stray 2007-10-07 09:52:24 返信 報告

KOHさんへ
 Oha! １位なのに前振り（ジャカジャカジャーン）ないの︖（笑）

 了解です、わざわざどうもありがとう︕（笑）

負けないでのお返事ありがとうございます

1383 選択 カーディガン 2007-10-07 11:59:04 返信 報告
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ALIL.1967様、
⽩⿃麗⼦の原作者の鈴⽊由美⼦さんは、⽩⿃麗⼦のような、コミカルで、容姿端麗なのにコンプレックスをもってい
るキャラを描くことがありますね。「オマタかおる」なんかもそうですね。素直に⽣きられないところは、⾒ていて
なんか共感を呼ぶところもありますね。知っている⼈は知っていますが、ときめきメモリアルの鏡魅羅というタカビ
ーな⼥の⼈がいるんですが、伝説の樹の下で本⼼を告⽩すると、ゲームプレーヤーは少し安⼼して、共感するのに似
ているでしょうか、⽩⿃麗⼦は。

☆こんにちは☆

1386 選択 皐 2007-10-07 13:19:27 返信 報告

KOHさんへ☆
 Mステの映像(wmv版)ありがとうございました〜︕︕(o≧∀≦o)あの時の感動が蘇りますね(︔U︔)

 ウチの家にはDVDで録画出来る機能は付いてないので、助かります☆ﾐ
 KOHさん いつもホントにアリガトウ︕(o^∇^o)

部⻑へ☆
 良かった︕パルプは正解だったみたいですね(o^∇^o)でも、“パルプ”っていう⾔葉を知ってるなんて、

 部⻑頭いいですね〜(◎’□’◎)(私が知らなかっただけ︖)さりげなくカッコイイです♡(笑)

所⻑へ☆
 はい♪⾒せちゃいました(^⽫^)(笑)あ、でもZ研の詳しい説明はしてません…(◎’_’◎)(笑)

 ZARDのBBSとは⾔いましたけどね︕
 思ってたより反応が薄かったので、安⼼しました(^⽫^)もし「書き込みはダメ︕」なんて⾔われたら、どうしようか

と…＾＾︔
 でもさっきPCを付ける時に“アイドルさん出勤︖”と冷やかされちゃいましたけどね(笑)

アイドルさん出勤

1389 選択 stray 2007-10-07 13:26:30 返信 報告

皐ちゃん、こんにちは。
 そうですか、お⺟さんが「アイドルさん出勤︖」って⾔ってくれましたか（笑）。
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 じゃあ、きっと理解してくれたんですね。安⼼しました、お⺟さんにヨロシク︕

やってしまった︕︕

1317 選択 stray 2007-10-06 10:32:15 返信 報告

xxxさん、申し訳ありません。
 著作権に触れる#1305スレだけを削除したつもりが、親スレだったので全部消えてしまいました。

 まだ画像を保存する前だったのに…。

申し訳ありませんが、友⼈宅でごゆっくりされてるのでしたら、
 画像だけでけっこうですので、再度アップして下さい。

 #1305は保存してあります。
 画像３枚と皐ちゃんへのメッセージだけでけっこうです。

Ｔ２８部⻑、ログ保存してませんよね︖

xxxさんへ

1318 選択 stray 2007-10-06 10:44:01 返信 報告

promised you 作品もお願いします。
突然来て⾵のように去っていくから、すっごくあわててしまって。

 promised you 作品を⼀⼈占めしようとして焦りすぎてしまいました。
 １つ⽬の投稿は保存してありますので、皐ちゃんへのメッセージと、

 作品４つの画像を、何卒よろしくお願いします。
 作品名とお名前と件は了解です。

xxxさんへ

1319 選択 Ｔ２８ 2007-10-06 10:52:35 返信 報告
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また、お会いできて嬉しいです。
たまたま研究所に居たので、所⻑との会話を⾒てしまいました。ゴメンなさい。

 御親友同⼠の会話に割って⼊るのも、無粋ですので遠慮しておりました。
 ご友⼈宅でゆっくりなされているのですね。体調は如何ですか︖

 気分のいい時は、是⾮またいらして下さい。お待ちしております。

所⻑へ
 残念ながら、ログは無し・・・。履歴もダメ。

 でも、画像はあり♡ あれっ４つもあった︖ 
 

xxxさんへ②

1321 選択 stray 2007-10-06 10:54:01 返信 報告

連続投稿だったので、メモ帳に書かれたものをコピペで投稿されたのだと思いますが、
 その下書きがないのでしたら、無理なお願いですので聞き流して下さい。

 ほんとに申し訳ないことしてしまいました。

私へのメッセージはすべて拝⾒しましたし、xxxさんも私のレス・美術館もご覧になったと理解しますね。

あとで最初の投稿だけ私が再投稿して、xxxさんがお元気なのを皆様にお伝えします。
 重ね重ね失礼の段、お許し下さい。

部⻑へ

1322 選択 stray 2007-10-06 10:55:24 返信 報告

⾒てたのは知ってた（笑）。
 画像getしてるの︕︕︕

 ありがとう︕︕♡♡♡
 あとでFBにアップして下さい。４つです。

xxxさんへ③
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1327 選択 stray 2007-10-06 11:01:37 返信 報告

画像の件は解決しました。
 Ｔ２８部⻑が画像を保存してくれてました。

 いやぁ、ホッとした〜。
 

xxxさんへ

1363 選択 アネ研 2007-10-07 01:46:27 返信 報告

xxxさん、こんばんは、
 味あい深い⽇々をすごされてるようで何よりです。

 作品を、またみることができて嬉しいです。ありがとうございます。
 そして、美術談義、xxxさんの優しさと皐さんの純粋さのにじみ出た会話には⼼あたたまりました。

 また、⼩⽣のコメントを気にとめていただき、ありがとうございます。
 またの登場お待ちしています。

 

アネ研さんへ

1373 選択 stray 2007-10-07 09:57:12 返信 報告

おはようございます。
 ここでメールの返信しますが、問い合わせの件、何ら問題ないと思います。

xxxさんと私の⼼温まる会話もあったのですが（笑）、私が間違って親スレを削除してしまったため、
 消えてしまいました。部⻑だけはその内容を知ってますので（笑）。

所⻑へ

1382 選択 アネ研 2007-10-07 11:30:46 返信 報告

おはようございます。
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メールの件、了解しました。ありがとうございます。
 

 そうですね、所⻑とxxxさんの愛のこもった会話（笑）もあったようですね、⽴ち会いたかったです。残念。

また、別スレの⼤阪ライブのMCありがとうございます。
 こんなのゲットできるなんて、「恐るべしZ研」です。

永遠の坂井泉⽔ という本

1379 選択 カーディガン 2007-10-07 10:46:15 返信 報告

皆様、おはようございます。
 本家スレで「永遠の坂井泉⽔ 名前︓ yuki [2007/10/05,23:51:52] No.24545」が話題になっています。ただ、私はこの本

の著者は知らないのです。いちおう情報として、スレ⽴てします。Jポップ批評は書店にけっこう多く並んでいたのですが、こ
の本は予約したほうがいいかな、と思っているところです。内容をご存じのかたはいますか︖

 P.S.所⻑様、＃1378を誤って送信してしまいました。申し訳ありませんが、削除をお願いしますm(__)m
 

Re:永遠の坂井泉⽔ という本

1380 選択 stray 2007-10-07 10:51:08 返信 報告

カーディガンさんへ
 本家で⾒ました。私も著者は知りませんが「本屋タウン」で予約済みです。

 明後⽇には⼊⼿できそうです。
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. オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [1260]【重要】 全所員へ（業務連絡）(8) [1375]#1323画像を削除しました。(0) [1353]KOHさんへ(2) [1251]●●●スカパ
ー「エンターテイメントニュース」配信●●●(8) [1291]プレゼンです(2) [1193]重ね重ね・・。(15) [1279]● MUGEN 2007/10/
04 配信 ●(0) [1236]皐ちゃんの新作(2) [1208]今⽇のパー⼦(14) [1258]#1211画像を削除しました。(1)

新しい話題を投稿する

« 16 15 14 13 12 11 10 9 8 »

【重要】 全所員へ（業務連絡）

1260 選択 stray 2007-10-05 11:56:45 返信 報告

重要なお知らせを２つ会議室に貼っておきました。
 必ず読んで下さい。

所⻑殿へ

1272 選択 なしぼー 2007-10-05 19:53:48 返信 報告

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧

javascript://
javascript://
https://bbsee.info/straylove/rss_messages.rdf
https://bbsee.info/roomlock.php?leaving=straylove
http://bbsee.info/newbbs/
javascript://%E6%8A%95%E7%A8%BF%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%92%E9%96%8B%E3%81%8F
https://bbsee.info/straylove/140.html
https://bbsee.info/straylove/16.html
https://bbsee.info/straylove/15.html
https://bbsee.info/straylove/14.html
https://bbsee.info/straylove/13.html
https://bbsee.info/straylove/11.html
https://bbsee.info/straylove/10.html
https://bbsee.info/straylove/9.html
https://bbsee.info/straylove/8.html
https://bbsee.info/straylove/1.html
https://bbsee.info/straylove/id/1260.html
https://bbsee.info/straylove/id/1260.html?edt=on&rid=1260
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1260
https://bbsee.info/straylove/id/1260.html?edt=on&rid=1272
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1272
https://bbsee.info/straylove/manage/
https://bbsee.info/straylove/rules/
https://bbsee.info/straylove/slideshow/
https://bbsee.info/straylove/album/
https://bbsee.info/straylove/list/
https://bbsee.info/straylove/


こんばんは。
 美術館にコメントのせようと思いましたが、やり⽅わからなくて、図書館に１⾏残しておきました。短くて失礼が
あったらすいません。

なしぼーさんへ

1275 選択 stray 2007-10-05 20:08:01 返信 報告

こんばんは、今コメント拝⾒してレスしました。 
 美術館は、記事の下に[コメントを書く]というのがあるので、それをクリックし

て書き込んで、 
 さらにその下に表⽰される数字＆英⽂字を読み取って、 

 [画像内の⽂字列を⼊⼒してください]欄に打ち込んで、 
 「投稿」ボタンを押してください。

←の例だと、70Xec5 と⼊⼒して「投稿」ボタンです。

ハア〜（笑）。

Re:【重要】 全所員へ（業務連絡）

1280 選択 なしぼー 2007-10-05 20:45:33 返信 報告

所⻑、了解しました。くじけないで下さいね。３回やってみてここに書き込んでますから。

私も了解

1281 選択 stray 2007-10-05 21:56:10 返信 報告

なしぼーさん、もとより了解です（笑）。

ゴメンゴメン

1283 選択 Ｔ２８ 2007-10-05 22:22:36 返信 報告
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所⻑、すみませんでした。
私の役⽬なのに、しばらくＰＣから離れていました。

なしぼーさん、投稿コード︖番号は半⾓英数で⼊⼒して下さいね。
 あと投稿コード︖番号を⼊⼒ミスした場合、もう⼀度違う番号で再⼊⼒を指⽰されるので、⼊⼒して投稿して下さ

い。
 もちろん名前の⼊⼒もお忘れなく〜。（笑）

 

Re:【重要】 全所員へ（業務連絡）

1352 選択 PAN 2007-10-06 18:31:32 返信 報告

こんばんは。

⼤変申し訳ありません、うっかりしていて業務連絡を確認するのが遅くなりました。先ほどコメントを書き込んでお
きました。

P.S
 すみません、動画の件で所⻑にいっぱいメール送っちゃいました･･

 

PANさんへ（業務連絡）

1374 選択 stray 2007-10-07 10:00:13 返信 報告

おはようございます。
 とり込んでましたので、メールは拝⾒しましたが、まだブツを⾒ていません（笑）。

今夜には図書館に掲載できると思いますので、もう少しお待ちください。

stray所⻑へ

1376 選択 PAN 2007-10-07 10:15:15 返信 報告

おはようございます、PANです。
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ごめんなさい、単純にゲストフォルダの招待メールだけ1通送ればよかったんですよね。
部⻑からも、いっぱい届いたんでびっくりしましたよ〜と⾔われました（笑）

既出のものも多いと思いますが、もし良いものががあれば掲載くださいませ。
 

#1323画像を削除しました。

1375 選択 stray 2007-10-07 10:11:00 返信 報告

#1323画像は著作権法に触れるため削除しました。 
 ⽂だけ再掲します。

すでに保存した⽅へ警告
 ご⾃分で楽しむのはかまいませんが、 他所でバラまくと訴えられる可能性があります。

-----------------------------------------------
 Re:strayさまへ

 #1323 xxx 2007-10-06 10:57:57
 strayさま、研究所のみなさま、お元気ですか︖

私も、毎⽇、笑って楽しく⽣きています。 
 もう⼆度とPCの前に⽴たないつもりでしたが、友⼈宅で、 

 佐伯司郎という個展も開かれている有名な書道家の書を⾒ていて堪らず 
 strayさまにお便りを・・と思いました。 

 所⻑の事だからすでにご存じだとは思いますが、その書道家が書かれたpromised you の詩の⼀部です。 
 画像に貼り付けてみましたが、いつも使ってるソフトではないので、ちょっと変ですけど、 

 旅先で⾒つけたおみやげとしてお受け取り下されば、幸いです。

南紀⽩浜の友⼈宅より XXX 
 追伸︓ 

 突然・・の皆様からのメッセージ読ませていただきました。 
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strayさまは、笑ってと仰っておられましたが、今、涙が溢れています・・・ 
みなさまの暖かいお⼼遣い、本当にありがとうございます。

↓私が間違って削除してしまった、元スレです。
 -----------------------------------------------
 お元気ですか︖

 #1305 xxx 2007-10-06 09:39:24
 strayさま、研究所のみなさま、お元気ですか︖

私も、毎⽇、笑って楽しく⽣きています。 
 もう⼆度とPCの前に⽴たないつもりでしたが、友⼈宅で、 

 佐伯司郎という個展も開かれている有名な書道家の書を⾒ていて堪らず 
 strayさまにお便りを・・と思いました。 

 所⻑の事だからすでにご存じだとは思いますが、その書道家が書かれたpromised you の詩の⼀部です。 
 画像に貼り付けてみましたが、いつも使ってるソフトではないので、ちょっと変ですけど、 

 旅先で⾒つけたおみやげとしてお受け取り下されば、幸いです。

南紀⽩浜の友⼈宅より XXX 
 追伸︓ 

 突然・・の皆様からのメッセージ読ませていただきました。 
 strayさまは、笑ってと仰っておられましたが、今、涙が溢れています・・・ 

 みなさまの暖かいお⼼遣い、本当にありがとうございます。

KOHさんへ

1353 選択 PAN 2007-10-06 18:46:10 返信 報告

こんばんは、PANです。

T28さんを通して動画の件でいろいろ調べていただいて、⼤変ありがとうございました。また、こちらの質問の仕⽅がなって
いなかったので⼤変ご迷惑をお掛けしました。
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DVDレコーダのVRフォーマットを汎⽤のフォーマットに変換したかったのですが、市販のソフトウェアを使⽤することにより
可能であることがわかりました。

お騒がせしましたが、これからも是⾮宜しくお願いいたします︕
 

Re:KOHさんへ

1357 選択 KOH 2007-10-06 21:41:10 返信 報告

こんばんはです︕︕
 解決して良かったです!!VRフォーマットは編集とかには向いてるんですが、残しておくにはちと使いづらいですよ

ね︕
 こちらこそよろしくお願いします!!

 

ありがとうございます〜

1358 選択 PAN 2007-10-06 21:52:55 返信 報告

ＫＯＨさんこんばんは︕︕

こんな⾃分ですが、またいろいろ教えてくださいね︕
 

●●●スカパー「エンターテイメントニュース」配信●●●

1251 選択 stray 2007-10-05 06:17:56 返信 報告

お待たせしました。
 9/30放送のスカパー「エンターテイメントニュース」、全編映像です︕

http://www.filebank.co.jp/wblink/43157339a55edca5b9d1c6ef2308f49c

85Mのwmvファイルです。 
 （期間限定︓10/11まで）
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Re:●●●スカパー「エンターテイメントニュース」配信●●●

1254 選択 stray 2007-10-05 06:53:49 返信 報告

前半は「ズームインサタデー」で流れたケバケバメイク・⾐装の泉⽔さんが映っています。
 私は冒頭の緑⾊の洋服に着⽬しました。

 ずっと後になって、使い回されています（笑）。
 あとで写真アップしますね。

Re:●●●スカパー「エンターテイメントニュース」配信●●●

1261 選択 GTO 2007-10-05 14:27:33 返信 報告

strayさん、KOHさん、

ダウンロードさせてもらいました。
 ありがとうございます。

 私は地⽅なのでスカパーが⾒れませんが、こうして配信していただけると楽しみです。

ほんとに映像の中の泉⽔さんは楽しそうですね。
 ⼭下直美さんが語っていたような、あれが彼⼥の素のキャラクターなんでしょうね。

 中でも、サイドウォークでの⿊いワンピースは素敵ですね。

使い回し

1263 選択 stray 2007-10-05 17:39:24 返信 報告

 
左︓エンターテイメントニュースの映像キャプ

 右︓BLEND II 発売時に事務所が雑誌に提供した写真

上下とも同じ洋服です。⼩さくてわかりずらいので、
 次に⼤きな写真をアップします。
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使い回し②

1264 選択 stray 2007-10-05 17:44:25 返信 報告

私が経営する美術館に飾っている写真です。
 （ウソだから真に受けないでね〜）

ただ、Don't you see のお茶⽬な泉⽔さんと、
 お顔も含めて雰囲気が全然違うんですよね。

同じ⽇に撮ったものだとしたら、泉⽔さんの変わり⾝ぶりはすごすぎますね︕

⿊ワンピ

1270 選択 stray 2007-10-05 18:35:44 返信 報告

GTOさん、こんばんは。
 泉⽔さんの⿊ワンピはキュートでしたね︕

 それに⿊の⾰︖コートを⽻織ると、⼀転、⾊っぽくなりますよね。
 哀愁帯びたあの表情、KOHさんも前に書いてましたが、たまりませんな〜（笑）。

皐ちゃん、「哀愁」と書いただけでペーパーを思い出してまた笑いが⽌まらなくなってきた（笑）。

Re:●●●スカパー「エンターテイメントニュース」配信●●●

1277 選択 なしぼー 2007-10-05 20:15:39 返信 報告

所⻑、ＫＯＨさん ありがとうございます。ダウンロードして、⾒ることができました。（仮）の時に無い映像も⾒
ることができて嬉しかったです♪

 泉さんが⼥の⼈と踊っているところも好きです。また、宜しくお願いします。

GTOさんへ  さりげない優しさが嬉しいです。お世話になり、ありがとうございます♪
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Re:使い回し②

1278 選択 ＤＯＭＩＮＧＯ 2007-10-05 20:15:39 返信 報告

こんな美術館なら何時間でも眺めていたいな〜＾＾
 泉⽔さんの物憂げな表情、たまりません＾＾︔

 開館から閉館まで泉⽔さんと語り合っていそう…。

ＤＯＭＩＮＧＯさんへ

1303 選択 stray 2007-10-06 09:06:18 返信 報告

こんにちは︕
 じつは１週間ほど前から別荘にも出⼊りしています。

 向こうでもよろしくお願いしましね︕

私もこういう美術館があったら、毎⽇開館から閉館まで居ますね（笑）。

プレゼンです

1291 選択 kny 2007-10-05 23:09:34 返信 報告

knyです。
 所⻑にご快諾いただいたので、

 私が主に出没している「ファンによるZARD追悼ライブ実⾏委員会」について、少しＰＲのお時間をください。

この委員会（「コミュニティ」以下「コミュ」と略します）の運営は、YAHOO!のSNSを使⽤しています。
  http://www.yahoo.co.jp/

  http://days.yahoo.co.jp/login.html?.done=http%3A%2F%2Fdays.yahoo.co.jp%2F&.src=360

コミュ設⽴の経緯を簡単にご説明いたします。
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きっかけは、本家で、坂井さんを追悼し、⽇本中で同時刻にＺＡＲＤの歌をながしてはという”スマイルさん”の呼びかけに、
賛同する⽅々がレスしたことです。７⽉のことでした。

 ただ、”スマイルさん”のPC環境が整っていなかった関係で、
 ”ももたろうさん”が主宰となり、”彩雲さん”がログイン環境を整備され、このコミュが設⽴されました。

  http://zard.in

その後、イベント内容について、コミュでアイデアを出し合った結果、
 LIVE DVD"What a beautiful moment"を、同時刻に鑑賞し、YAHOOメッセンジャーという無料ソフトを使⽤したライブチ

ャット及びSNS機能にある掲⽰板を使⽤して、思いを書き込む追悼ライブを⾏うこととなりました。
既に、9/8、9/15の２回、⾏いました

偶然にも、今、本家の掲⽰板で、10/27にＤＶＤ鑑賞をという呼びかけが⾏われていますが、
 私達の第３回⽬ライブも同⽇の午後９時開始を予定しております。

今回は、"What a・・・・”DVD未収録曲を１０曲程度選び、画像をフィーチャーしたクリップを作製し同時に鑑賞する予定で
す。

また、メンバーは、SNS機能にある⽇記という媒体を掲⽰板に⾒⽴てて、ZARDというテーマに限らず、交流しています。

今後は、コミュの名称に拘らず、ZARDを核とした活動を続けていきたいとメンバーも望んでいます。
 以上、簡単にご説明させていただきました。

なお、私が関わったDBもこちらのサイトにUPしておりますので、
 ご参考までにお知らせいたします。

  http://www.zard.in/index.html

ご清聴ありがとうございました（笑）
 

Re:プレゼンです

1297 選択 stray 2007-10-05 23:35:11 返信 報告

knyさん、こんばんは。
 ご丁寧なプレゼンどうもありがとうございます︕
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そういう趣旨だったのですか。東京フォーラムで２千⼈集めて…っていうのは冗談︖
私はそう信じきってて（笑）、ももたろうさんからも案内貰ったのですが、

 楽器や歌なんて無理なのでどうやって辞退しようかと…（笑）。

＞今回は、"What a・・・・”DVD未収録曲を１０曲程度選び、画像をフィーチャーしたクリップを作製し同時に鑑賞

それはすごいですね︕是⾮私も参加させて下さい。
 皆さんもいかがですか︖

 

Re:プレゼンです

1299 選択 kny 2007-10-05 23:51:55 返信 報告

所⻑さんへ

>東京フォーラムで２千⼈集めて…っていうのは冗談 
  

  冗談ではないですよ。２千⼈来てくれれば実現します（笑） 
 過去２回は、15⼈くらいの参加だったかな。

でも、３回⽬が開始時刻が私には早くて、アフターで参加することになりそうです。

重ね重ね・・。

1193 選択 KOH 2007-10-04 01:39:57 返信 報告

所⻑＆研究員の皆様すいませんっ︕︕m(_ _)m
 録り損ねました!!

さぁ、もうすぐ始まるな〜って思って準備万端待ってたら
 12時になったとたん休⽌表⽰に・・。何が起こったのか

 わかりませんでした。（︔゜０゜）
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よく調べると0︓00〜5︓00まで休⽌になりますとのHPの表⽰・・。
うちは4th mediaなんで、そんなの全然気にしてませんでした・・。スカパー!と同じなのね〜って初めて知りました。

というわけで明⽇は必ずゲットしますのでもう⼀⽇、もう⼀⽇だけお待ち下さいませ︕︕

最近こんなんばっかやなぁ〜（┬┬＿┬┬）

かなりへこんでるKOHでした・・。

いくつか質問

1199 選択 stray 2007-10-04 07:38:07 返信 報告

Oha︕ KOHさんまで凹まないで下さい（笑）。
 私は（仮）映像で⼗分満⾜してますし、前半のケバケバシーンは既出で皆さん⾒てると思います。

4th mediaに関していくつか質問があるのですが、
 １．毎⽇スカパー映像を再放送してるってことですか︖

 ２．TVチューナー付きPCにアンテナ⼊⼒すればPCで直接⾒れますか︖
 ３．4th mediaチューナーから無線LANでPCに⾶ばすことは可能ですか︖

 ４．ちなみに⽉々の料⾦はどのくらい︖（笑）

フレーフレーKOHさん（笑）

1200 選択 Ｔ２８ 2007-10-04 09:59:30 返信 報告

どんまいです。次のチャンスを待ちましょう︕

Ｐ.Ｓ. 後でお礼のハト⾶ばします。 少し時間下さいね。 ありがと〜︕

やっと、ゲッツ︕︕古っ（笑）

1204 選択 KOH 2007-10-04 19:20:14 返信 報告
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みなさん、お待たせしました!!
やっとフルで録画できました!!

ご⼼配かけてすいませんでしたm(_ _)m
 やっぱりちゃんと下調べは隅々までやらないとダメですね︕

 今後の教訓になりました︕︕

でももう少し待っててね︕︕
 MU-GENと⼀緒にアップするんで。

所⻑!!4th Media についてですが、

1，MJTVに限ってはスカパー!と同じなのでHPに載ってるタイムテーブル通りの放送ですね。んでスカパー!と同じだ
ったので休⽌してたの〜(^_^;)

2．チューナーからの出⼒端⼦をPCの映像⼊⼒端⼦に接続すれば視聴できると思います。

3.チューナーから映像をPCに⾶ばすことは無理かも・・です。すいません︕調べ切れませんでした!!

4．⽉々レギュラープランで2835円です。それにチャンネルを追加（MJTV)⽉420円 ちなみに初期費⽤は5229円あ
とチューナーを買うかレンタルかによってもかわってきます。

私の環境は東芝のREGZAというTVで4thMediaチューナー内蔵でしたので契約しました。チューナー代いらないし
ね︕

T28さん応援ありがとうです!!ハト着きました!私にわかることならいつでも協⼒しますからね〜。
   

こんばんは☆

1206 選択 皐 2007-10-04 19:29:30 返信 報告

KOHさんお疲れさまです♡私も（仮）の映像で⼤満⾜だったので、そんな謝らなくてもいいんですよ︕(o^∇^o)
だけど、KOHさんが私たちのために頑張ってくれて嬉しいですね☆ﾐ いつも感謝してます(o^ω^o)

 ではでは︕楽しみにして待っていますね〜(*^U^*)

https://bbsee.info/straylove/id/1193.html?edt=on&rid=1206
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ご苦労︕♡

1209 選択 stray 2007-10-04 19:38:51 返信 報告

KOHさん、nice get!ご苦労さまです。
 100M以下だとウェブリンクで皆さんに配信可能です。ご検討よろしく︕

 4th Mediaの説明ありがとう︕お⼿数かけました。
 よさげなので、私も導⼊検討してみますが、KOHさんがいるからいいかなぁって（笑）。

所⻑、それでいいと思う〜（笑）

1216 選択 KOH 2007-10-04 20:05:28 返信 報告

これから放送される映像関係⽚っ端からチェックする覚悟ですからね〜︕︕期待しててください︕︕
 研究所の皆様も放送の情報あったら教えてくださいね〜︕

ちなみにエンターテインメントニュース、5分近くあります︕Don't you see! ほとんどフルでかかってますよ!

こっちも

1220 選択 stray 2007-10-04 20:18:20 返信 報告

それなりに⾯⽩いんだけど、今⽇は皐ちゃんにかなわないよ（笑）。
 映像関係⽚っ端からチェックする覚悟なんだもん、いいかなぁって思うじゃん（笑）。

 本家ペーパーのＴＶ出演あったら教えてね︕（笑）

＞5分近くあります︕Don't you see! ほとんどフルでかかってますよ!
 すっげ〜︕ 待ってますので、どうぞよろしく︕︕♡

ごめん、寝るよ（笑）

1244 選択 stray 2007-10-04 23:22:04 返信 報告
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KOHさんへ 
待ってるって書いたけど、よ〜く⾒たら「MUGENと⼀緒に」って書いてありますね（笑）。 

 MUGENって11:00~︖ 
 眠くなってきたので、明⽇の朝アップしますね。 

 ごめん、お休み〜。

所⻑〜︕︕

1247 選択 KOH 2007-10-04 23:39:05 返信 報告

寝ちゃったかな︖MU-GENは夜中の12時っす〜（笑）
 だからエンタメニュースだけあげようかな〜︖

っていってる間にアップ完了︕︕100M以内に収まったよ︕

MU-GENはALIL.1967さんがあげてくれたんでいいかな〜︖

間違えた!!

1249 選択 KOH 2007-10-05 00:05:24 返信 報告

夜中の1時です〜︕︕
 すいませんm(_ _)m
 

公開しました︕

1253 選択 stray 2007-10-05 06:27:18 返信 報告

Oha! KOHさん、お疲れさま︕
 移動して、皆さんに公開しました︕

 どうもありがとう︕︕

MUGENもwmvで欲しいです（笑）。
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了解です!!

1265 選択 KOH 2007-10-05 17:54:59 返信 報告

またアップしときますね〜︕

MU-GEN10/4

1273 選択 KOH 2007-10-05 20:01:19 返信 報告

アップしましたよ〜。

了解︕

1276 選択 stray 2007-10-05 20:12:02 返信 報告

今⽇は出勤早いね（笑）。
 これからageます、ありがと︕♡

ＫＯＨ様へ

1284 選択 カーディガン 2007-10-05 22:26:29 返信 報告

こんばんは。MU-GENとエンタメニュースのアップ御苦労様です。ＤＬさせていただきました。ありがとうございま
す。

 下のＵＲＬのホームページを⾒ると、MU-GENは全国３０局でやっているんですね。知りませんでした。今度、私も
ビデオに撮ってみます。

 http://mu-gen.tv/archives/50876081.html

● MUGEN 2007/10/04 配信 ●
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1279 選択 stray 2007-10-05 20:17:30 返信 報告

KOHさんから頂いたMUGEN 2007/10/04を配信します。
 「グロリアス マインド」中⼼です。

http://www.filebank.co.jp/wblink/b64c914ac7aa1688dd59107dd4aba8d6

28Mのwmvファイルです。
 （期間限定︓10/12まで）

皐ちゃんの新作

1236 選択 stray 2007-10-04 22:15:06 返信 報告

記事を削除したので、私からお知らせです。

皐ちゃんの新作が、本家「情報」掲⽰板にアップされました。
 ご覧下さい。

 ペーパーの影は⾒えないようです（笑）。

ありがとう♡

1238 選択 Ｔ２８ 2007-10-04 22:24:59 返信 報告

もう貰ってきましたよ︕
 やっぱり芸術作品はいいね〜。安⼼する。

 まぁ、背後霊物も⾯⽩くていいから、またやってね〜。（笑）
 皐ちゃん、いっつもありがとね♡

 

T28部⻑へ＞

1268 選択 皐 2007-10-05 18:28:36 返信 報告
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ぜひ貰ってくださいね︕作⾵(︖)は変わりませんから安⼼してください(^⽫^)♪(笑)
でも、たまぁ〜に“背後霊物”がスレに出現しちゃうかもしれませんけど･･･(笑)

 私こそ、いつも部⻑の優しいレスが嬉しいです♡ありがとね〜(o^∇^o)

今⽇のパー⼦

1208 選択 皐 2007-10-04 19:36:27 返信 報告

皆さんこんばんは☆ﾐ私は全然壊れてませんよ〜︕あっは〜♡(←壊れてる(笑))
 昨⽇の夜は⺟が上機嫌で怒…じゃなくて、殺気を感じませんでした(笑)

 なんか⻑電話してたので、怒りたくても出来なかったみたいですね(^⽫^)♪(笑)

今⽇載せた画像に意味は…「特にありません」「別に」という感じかな(笑)
 あれ、パー⼦キャラから、⼥王様キャラに︖(笑)でもよ〜く⾒てみてくださいね♡(笑)

ぎゃはは（笑）

1210 選択 stray 2007-10-04 19:40:58 返信 報告

腹いて〜（笑）これから⼣⾷なのに⾷べれそうにな〜い（笑）。
 パー⼦ちゃん、前フリがマジメだから、余計おかシー（笑）。

 あ〜はっはっ〜、壊れそう︕︕（笑）

所⻑へ♪♪

1212 選択 皐 2007-10-04 19:48:26 返信 報告
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やった〜︕笑ってもらえてすっごい嬉しい︕︕(笑)
密かにね、やってみました(^⽫^)♪♪

 ストーカーチックに写るようにしてみたんですよね〜♪(カメラ持ってるし(笑))
 でも、泉⽔さんは背後に視線(とシャッター⾳)を感じて気味が悪かったかな!?(笑)

んぐっ・・・

1213 選択 Ｔ２８ 2007-10-04 19:50:52 返信 報告

ホントにやっちゃったんだ︕ 私のせいにされそうで・・・。（困）
 皐画伯のファンが悲しむよ〜。アネ研さんが⼼配してた作⾵が・・・。（泣）

 追っかけ１号、ズッコケて転びそうになった。あぶね〜。（笑）
 でも⼀応、保存、保存っと・・・。

 

保存ですか!?(笑)

1215 選択 皐 2007-10-04 20:02:45 返信 報告

あれ︖不評だったかな!?(笑)まぁ、好評なわけないですけどね f(=^⽫^=)
 でも安⼼してください︕(笑)これは、わざと⾯⽩半分で作ったのですから︕
 本家掲⽰板で本領発揮(︖)するつもりです(o≧∇≦o)♪(笑)

ダメだ、笑いが⽌まらない（笑）

1217 選択 stray 2007-10-04 20:06:30 返信 報告

皐ちゃん、助けて〜、笑いが⽌まらない〜（笑）。
 #1210は、サムネイル画像でペーパーに気づいて爆笑して書いたんだけど、

 サムネイルをクリックしたら、さらに⼤きな波がきちゃって、ダメ、も〜ダメ、死にそう〜（笑）。
 ペーさんの顔が、あっはっは（笑）

この流れ、元に戻るんだろうか、チョー⼼配（笑）。
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スッゲーうれしー♡♡♡

1218 選択 Ｔ２８ 2007-10-04 20:10:00 返信 報告

皐ちゃんありがとう♡♡♡ 元気出まくり、テンション上がりまくり〜︕︕︕
 #1211の画像、私の「⼤好物」です。三度の飯より好きなくらい。（笑）

 ニクイです。「Chu」と「♡」が。これがあると⽬茶苦茶キュートですね。
 個⼈的に⼀番カワイイ泉⽔さんが⾒れるＰＶが「今⽇はゆっくり話そう」だと思ってるんで、スッゲーうれしー♡♡

♡ですよ︕
 もうね。厭なこと全部⾶んじゃいました︕（笑）

 所⻑、今ならボッコリ凹ましても⼤丈夫ですよ〜。（笑）
 皐ちゃん、本当にありがとう︕ 今ニッコニッコして書いてるよ︕（笑）

 

あはは、ほんとにダメだ（笑）

1219 選択 stray 2007-10-04 20:13:32 返信 報告

ダメだ、ほんとに死にそうだ。もう30以上笑いつづけてる（笑）。
 えっ︖部⻑なんだって︖もうどうでもいいや（笑）。

 皐ちゃんに所⻑の座譲るから、仕切ってちょうだい︕（笑）
 ダメだ、ほんとにダメだ〜（笑）。

皐さんへ

1222 選択 カーディガン 2007-10-04 20:30:10 返信 報告

こんばんは。今⽇も素敵な画像ありがとうございます。特に今⽇は、Chu♡というのがとてもniceですね(^o^)
 私の⺟は、韓流ブームにまともにはまっていましたね。冬ソナはいつも⾒ていましたね。冬ソナグッズをプレゼント

したら喜んでいましたね。はまる⼼境は勉強になりますよ。
 皐さんと対等の話題で盛り上がるというのは、考えが若いんですね。ジャニーズ系ではなく、妻夫⽊聡くんに夢中と

いうのは、しっかりしたお⺟様なのでしょうか︖かわいい系の男の⼦が好きなのでしょうか。
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P.S.お⺟様の殺気にはくれぐれも気をつけてください。殺気を感じた時は、妻夫⽊聡くんの画像をプレゼントしてご
機嫌をとってください(^^♪

⺟上様によろしく♡

1223 選択 Ｔ２８ 2007-10-04 20:39:31 返信 報告

所⻑はどうも壊れたみたいだね・・・。（笑）

> イメージで⾔うと榊原郁恵さんとか岡江久美⼦さんとか、そんな感じの性格ですね︕(笑)

おっ︕ タイプです。特に岡江さんの天然キャラが好きです。（笑）

> ⺟は私がパソコン⾒て笑ってると「何︖何︖♪」と興味津々になってますよ(笑)

皐ちゃん、⺟上様にＺ研⾒せてるの︖ まずくないかな〜。「こんな⼈達とおつき合いするんじゃありません︕」っ
とか、⾔われない︖（笑）

 これ以上、⺟上様の殺気がより強くならないことを祈るよ。（笑）

こんなふざけたこと書くと、機嫌が悪くならないか⼼配だけど・・・。
 「皐家パルプ♡（⺟上様）さん」に、これからもよろしくと、部⻑が申していたとお伝え下さいね〜。（笑）

 

これ⾯⽩〜い。

1224 選択 なしぼー 2007-10-04 21:21:45 返信 報告

こんばんは。これ、⾯⽩すぎ︕拡⼤しないと分からないところが、またいいです〜。皐ちゃん、どんどん深みにはま
っていってるよ〜。⼤丈夫〜。楽しませてもらいました♡
アリガトウ︕

嬉しい♪♪(笑)

1229 選択 皐 2007-10-04 21:44:59 返信 報告
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所⻑へ＞
30分以上も〜!?(笑)ほんっと嬉しいですね︕(o≧∀≦o)ツボに⼊っちゃいました︖ウケ狙いで作ったので、

 所⻑のリアクションには『やったぁ〜♪♪』の⼀⾔です♡(笑)
 このペーさんの顔、すっごい笑顔だったんですよ︕それをぼかしたら、また おかしく⾒えて…(笑)

 ここまで ぼかしても“ペー・パー⼦”って分かるのは、ある意味スゴイですよね(=^⽫^=)(笑)

部⻑へ＞
 良かったぁ〜☆ﾐ 凹みモードがルンルンモードに変わってくれれば嬉しいですね♡♡♡

 やっぱり泉⽔さんは癒しの⼥神様(●＞ω＜●)
 私も「今⽇はゆっくり話そう」のPVすっごく可愛いと思います♪♪

 曲に合わせて体を揺らすところとか、微笑ましいですよね(o^∇^o)
 ちょうど部⻑のお気に⼊りPVで、加⼯画を作れてホント良かった〜︕(o≧∇≦o)

 P.S.あっ︕ウチの⺟はかなり天然⼊ってます(笑)浅⽥美代⼦さんばりの天然…(笑)
    Ｚ研は⾒せてないですよ〜︕(^⽫^)でも“冬ソナもどき”のペーパーさんが載ってるサイトは⾒せました(笑)

    皐家パルプ(←コレいい︕(笑))は、今⽇も上機嫌です♪♪

カーディガンさんへ＞
 こんばんは︕今⽇の加⼯画、カーディガンさんにも気に⼊ってもらえて、すごく嬉しい(o≧∀≦o)

 Chu♡っていうのは、思わず⼊れちゃいました☆ﾐ(最初はハートだけだったんですよね＾＾)
 ところで、カーディガンさんのお⺟様は“韓流ブーム”に⾒事にハマッていたようで︕

 プレゼント喜ばれたようですね〜(o^∇^o)私も⺟に妻夫⽊くんの⽣写真でもあげようかな・・・(笑)
 ウチの⺟はあんまりジャニーズには興味ないみたいで、“可愛い・息⼦にしたい”というような

 芸能⼈が好きみたいですね(笑)
 P.S.ナイスな提案ありがとうございます︕これから殺気を感じたら、妻夫⽊聡くんの画像を

    画⾯いっぱいに表⽰してみようと思います︕︕(笑)(コレほんとにいい考えかも(笑))

なしぼーさんへ＞
 良かった︕楽しんでもらえて嬉しいです(o≧∀≦o)ここのBBSには笑い声が絶えない場所であって欲しいですからね

☆ﾐ
 ⾃分で⾔うのも変ですけど、⾯⽩いですよねコレ︕(笑)これから、ちょっとこの“密かにペーパー”を

 時々作ってしまいそうです(=^⽫^=)(笑)
 



＞皐ちゃん、どんどん深みにはまっていってるよ〜。⼤丈夫〜。
はまっていってますね確実に(笑)でも、まぁパー⼦はたまに出現だと思うので…⼤丈夫…ですよ︖(笑)

せっかく収まったのに…（笑）。

1230 選択 stray 2007-10-04 21:49:47 返信 報告

皐ちゃん、解説しなくていいから（笑）。
 せっかく収まったのに、また⼤波が来ちゃったよ〜（笑）。

 ホント、ある意味スゴイです（笑）。
 芸は⼤したことないのに憎めないキャラで、私は⼤好きですよ〜。

 ああ、おかシー（笑）。

笑った、笑った。

1248 選択 アネ研 2007-10-04 23:42:01 返信 報告

皐ちゃんのスレ読んでて、
 ⼥王様のくだり

 へいの陰にいるのは誰なの︖
 あたしだよ︕

 が浮かんでしまった。（⾚⾯）
 所⻑やT２８さんにつっこまれちゃいますね。（笑）

PS、Z板の「負けないで」すごくいい感じですね、sgジャケットのバックの⿊が右側へと続き、そこへのコメント。
 泉⽔さんのダブりは「遠い星を数えて」の⼆⼈の明暗の泉⽔さんみたく感じました。セピアがニクイです。

アネ研さんへ＞

1267 選択 皐 2007-10-05 18:25:01 返信 報告

あはは︕そっちの⼥王様も居ましたね(^⽫^)ﾉ(笑)アネ研さん上⼿い︕ちゃんとネタになってる♪♪
 私は「⽝神家︕」とかしませんから、安⼼してくださいね︕(笑)
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本家掲⽰板では、「負けないで」の加⼯画を⾒てくださったようで、ありがとうございますね(o^∇^o)
実は“セピア”は後で思いついて付け⾜した感じなので、そこを気づいてもらえて嬉しいです☆ﾐ

#1211画像を削除しました。

1258 選択 stray 2007-10-05 09:59:45 返信 報告

#1211画像は不適当な表現があるため削除しました。
 ⽂は問題ありませんが同時に削除されるため、再掲します。

 この削除で、#1208スレッド中の、とくに#1213（Ｔ２８さんのレス）が
 意味不明なものになってしまいますが、しょうがないねぇ（笑）。

----------------------------------------------
 #1211 「Re:今⽇のパー⼦」 皐  2007-10-04 19:43:20

☆部⻑へ☆ 
 「変なあだ名」では“殺気”にすっごいウケました︕(o≧∇≦o)私ブラックジョークが好きなので、 

 こういう字⾯が悪いのとかありですね︕(^⽫^)♪♪ 
 所⻑が変わりにあだ名を書いてくれましたが、T28部⻑⼤丈夫ですか?? 

 凹みモードをこの画像を⾒て元気出してください♡ 
 P.S.⺟の“あだ名”ぜひお願いします︕(笑)

☆カーディガンさんへ☆ 
 ウチの⺟は“韓流ブーム世代”でもおかしくはないんですけど、違いますね(笑) 

 韓流にはまったく興味ないんですよ〜(^⽫^)(笑)妻夫⽊聡くんに夢中みたいで…(笑) 
 なんか考えが若いんですよね(^U^;)私と対等の話題で盛り上がれる⼈間です(^⽫^) 
 イメージで⾔うと榊原郁恵さんとか岡江久美⼦さんとか、そんな感じの性格ですね︕(笑) 

 P.S.殺気は恐ろしい物がありますよ〜(○_○;;)(笑)空気が⼀瞬で凍り付きますから︕(笑)

アネ研さんへ 
 私、夜型⼈間なので時々テンションが変になっちゃうんですよね〜(^⽫^;) 
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きっとそういう時に“パー⼦”が現れます(笑)壊れちゃった時にペーさんが登場してくれれば⼤丈夫ですね☆ﾐ(笑) 
⺟は私がパソコン⾒て笑ってると「何︖何︖♪」と興味津々になってますよ(笑) 

 時間制限は⺟の気分次第って感じですね〜(苦笑)

皐ちゃんへ

1259 選択 stray 2007-10-05 10:01:14 返信 報告

#1211画像削除の理由を説明しますので、説教部屋（会議室）までお越し下さい（笑）。
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. オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [1196]9.14ステージ（１分弱）(6) [1239]KOHさまへ(2) [1241]カーディガンさん、申し訳ない(1) [1233]皐ちゃんへ
(2) [1125]皐ちゃんのファンから、プレゼントが︕(7) [1137]はじめまして︕(40) [1225]こんばんは︕(2) [1201]ペーパーの哀
愁漂う写真は、(2) [1202]皐 特別研究員へ（業務連絡）(1) [1164]辞令（PAN研究員）(4)

新しい話題を投稿する

« 15 14 13 12 11 10 9 8 7 »

9.14ステージ（１分弱）

1196 選択 ALIL.1967 2007-10-04 06:26:06 返信 報告

みなさま，おはようございます。 
 10⽉3⽇深夜の千葉テレビ『無限』から切り出しです。 

 短いですが当⽇のステージの⼀部です（含む新曲の⼀部）。

strayさんとおなじくfilebankにアップしてみました。１５MBでmp４ファイルです。VLCかQuickTimePlayerでみれると思
います。いかがでしょうか。10⽉9⽇まで。

http://www.filebank.co.jp/wblink/c1a38c2c55a4c99dac564953af4c8344 
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おはようございます

1197 選択 GTO 2007-10-04 07:07:27 返信 報告

ALIL.1967さん、おはようございます。

早速、ダウンロードさせていただきました。
 ありがとうございます。

画質も良く、当⽇の出演者のキャプションが付いていましたので、私にも解りやすく⾒ることが出来ました。

これからも⾊々な画像を楽しみにしています。

ALIL.1967さん、ありがとう︕

1198 選択 stray 2007-10-04 07:32:28 返信 報告

おはようございます、ペーじゃなくてstrayです。

KOH研究員がスカパーに⼿間取ってまして、今⽇はMUGENと重なってパニくる可能性もあったため、
 たいへん助かりました。ありがとうございました。

 MUGENは「追悼ライブの模様は後⽇」と⾔いながら、どこまで引っ張る気なのでしょうね（笑）。

GTOさん、別件ほんとにありがとうございました︕

Re:9.14ステージ（１分弱）

1240 選択 ALIL.1967 2007-10-04 23:03:43 返信 報告

GTOさまへ
  動画ファイルDLありがとうございます。ファイルがちゃんとできているようなので安⼼しました。

strayさまへ
  いつも動画ファイルなど頂戴しています。ありがとうございます。H.264のmp4です。wmvに変換するのがmacで

はハードルが⾼いのでこうなっています。
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今後もZARD研究所に寄らせていただきます。よろしく︕

ALIL.1967さんへ

1242 選択 Ｔ２８ 2007-10-04 23:13:42 返信 報告

映像拝⾒しました。
 編集やアップ作業⼤変でしたね。ご苦労様でした。

お陰様で、素晴らしい映像を⾒る事が出来ました。
 ありがとうございます。是⾮今後とも期待していますので、よろしくお願いします。

 

T２８さんへ

1255 選択 ALIL.1967 2007-10-05 08:34:30 返信 報告

⾒ていただけてうれしいです。
 またなにか情報があればアップロードしてみたいです。

研究所の皆さん，ほんとに楽しそうですね︕
 これからもよろしくお願いします。

ALIL.1967さんへ

1257 選択 stray 2007-10-05 08:52:35 返信 報告

おはようございます、strayです。
 私はWin,Mac両⼑使いなのでどっちでもかまわないのですが（笑）、

 世の中⼀般的に、Win-IE-WMPの組み合わせが普及してますので、
 wmvを標準に考えております。

 mp4でも（私は特に）嬉しいので、今後とも是⾮Z研に資料提供をお願いします︕
 いろいろご丁寧にありがとうございました。
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KOHさまへ

1239 選択 ALIL.1967 2007-10-04 22:56:19 返信 報告

本⽇朝，映像をアップしましたが，KOHさまが同じ番組をキャッチされようとしていたのを知りました。

本家ZARD掲⽰板で千葉テレビが紹介されていたので，いつも動画をいただく⼀⽅だったので今回はじめて⾃分でもmp4を作
ってみようと思ったのでした。

研究所の記事をよくよまないでこのようになってしまいましたが，KOHさま，動画ファイル作成初⼼者のALIL.1967をよろし
くお願いします。

 

いえいえ︕

1246 選択 KOH 2007-10-04 23:25:13 返信 報告

こちらこそよろしくです!!
 早速⾒せていただきました〜!

 私の環境ではMU-GENは⽊曜⽇にならないとアップできないので(^_^;)

これからも⼀緒に盛り上げて⾏きましょね〜︕︕

Re:KOHさまへ

1256 選択 ALIL.1967 2007-10-05 08:48:11 返信 報告

重ねてよろしくお願いします。
 マスコミにあまり出なかったといわれるZARDですが，

 インタビューや撮影などたくさんされていたようですね。
 MU-GENやCSの⾳楽チャンネルに注⽬していきたいです。

ZARD研究所はwmvが標準なんですね。
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カーディガンさん、申し訳ない

1241 選択 stray 2007-10-04 23:07:03 返信 報告

カーディガンさん、こんばんは。
 たいへん申し訳ないことをしてしまいました。

 9/30にいただいたメール、今⽇拝⾒しました。
 カーディガンさんには、常に使っていないメルアドを教えてしまったのか︖

 了解しましたので、ご安⼼下さい。

よろしければ

1245 選択 カーディガン 2007-10-04 23:24:21 返信 報告

stray所⻑様、
 スレ⽴て不要と思いそのままにしておきました。

 この掲⽰板だと容量が⼤きい場合など、スペースを多くとる、送信できないといった点があり、また、問い合わせで
も、ファイルが添付できないので、メールにしておきました。ファイルバンクなら⼤きい容量のデータでも転送でき
そうですが。

 メッセージなどは普通の問い合わせなどで容量が⾜りるならば、これからはそちらに送信したいと思います。できれ
ば、普通に使うメルアドをメールで送信していただけると助かるのですが。

皐ちゃんへ

1233 選択 stray 2007-10-04 22:04:39 返信 報告

了解の上、記事削除しました。

皐ちゃんへ②
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1235 選択 stray 2007-10-04 22:10:43 返信 報告

DL完了、拝⾒しました。 
 ⽂句なしです︕︕♡♡♡ 
 素晴らしい︕きっと、みんな感動してくれると思います。 

 あとで美術館にアップしますので。 
 ありがとう︕︕仕事、速いなぁ、スーパー⼥⼦○⽣だね（笑）。

スーパー⼥⼦○⽣だもん♪(笑)

1237 選択 皐 2007-10-04 22:16:23 返信 報告

無事DL出来たみたいで良かったです︕チェックの⽅も1発OK頂けて安⼼しました〜(o≧∇≦o)
 あとは所⻑と部⻑にお任せになるのかな︖頑張ってくださいね︕(*^∇^*)

 でも、私に何か出来ることがあれば、いつでも⾔って下さい♡
 では、もうそろそろパソコン切ります(笑)(寝ないけど)おやすみなさい☆ﾐ

皐ちゃんのファンから、プレゼントが︕

1125 選択 stray 2007-10-02 18:39:37 返信 報告

私のところに、皐ちゃんのファンから、皐ちゃんへのプレゼントが届けられました︕（笑）

お名前を出していいのかどうかわからないので、今のところ伏せておきます。

xxxさんのギャラリー作りで、皐ちゃんが額縁探しに苦労しているのをみて、
 無料の額縁（フレーム）を提供して下さったのです。

合わせて、「良い作品を楽しみにしていますとお伝えください♡」というメッセージと、
 この画像を預かりました。泉⽔さんがぶら下がっていた信号機だそうです︕

○○○さん、皐ちゃんに確かにお渡ししましたのでご安⼼下さい。
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皐ちゃんは⼈気あるねえ、おじさん羨ましい（笑）。

♡感激しました♡

1129 選択 皐 2007-10-02 19:44:23 返信 報告

こんばんは︕所⻑が“お名前を出していいのかどうかわからない”と書いているので、 
 私もお名前は伏せておきますね(*^u^*) 

 今回は可愛いフレームと、貴重なお写真をありがとうございました︕(o≧∇≦o)しっかりと受け
取りましたよ☆ﾐ 

 額縁に⼿間取っていたので、こうして⼼優しいプレゼントを頂けてとても嬉しく思っています︕
(o≧ω≦o) 

 お写真の⽅は、⾒ていると『⾏きた〜い︕ぶら下がりた〜い︕』と、ついつい思ってしまいまし
た(笑) 

 私の作る加⼯画については、これからも楽しみにして待ってもらえると嬉しいです♡(o^ω^o) 
 ホントにありがとうございますネ(o^∇^o)☆ﾐ

それでは｡｡｡☆ﾐ

またまたプレゼントが︕

1165 選択 stray 2007-10-03 08:44:00 返信 報告

皐ちゃんへ
寝てる間にすんごいことなったの知ってる︖ 帰ってきたら衝撃受けるかも（笑）。

さて、またまた○○○さんからプレゼントを頂戴しましたよ。
 我々が探していた、絵画ようの重厚なフレーム集です。

 図書館にアップしましたのでDLして下さい。

”皐ちゃんへ”とは書かれていないので、研究所へのプレゼントだと思いますが、
 額⼊れ作業は皐ちゃんの仕事だから、皐ちゃんへのプレゼントってことになるのかな。（←回りくどいってか）

 ○○○さんにお礼して下さいね。
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○○○さん、本当にありがとうございました︕
有料フレーム購⼊直前だったので助かりました（笑）。

 お礼に、昨⽇いただいたカワイイ系フレームで作ったxxxさん作品を掲載しました。
 実際に「xxxギャラリー」で使わせていただく予定です。

 また⾒つけたらよろしくお願いします︕（←ちゃっかり）

パ、パ、パー⼦ちゃん︖＠＃＄％＾＆＊︕︖

1168 選択 ○○○ 2007-10-03 12:13:31 返信 報告

皐家ペー&パー⼦さん、

気に⼊っていただけてよかったです。
 やっぱり、材料が揃わないと物は進みませんからね。

早速使っていただき、ありがとうございます。
 こうやって縁を付けると、雰囲気が違って⾒えますね。

 お役に⽴てて光栄です。

所⻑の“皐家ペー”は、おじさんだからいいんですが（納得）、皐ちゃんに“パー⼦”は.....（泣）。
 でも、楽しくっていいですね。

 皐家ペー&パー⼦の掛け合い期待してます♡

また⾒つけたらお送りしますね。

☆○○○さんへ☆

1171 選択 皐 2007-10-03 18:17:40 返信 報告

パー⼦こと皐です♡(笑)年齢的には本物のパー⼦さんと かなりの差がありますが、
 楽しそうなのでオールOKということで︕(o≧∇≦o)(笑)

 私もこれから、ペー所⻑との掛け合いが楽しみですね♪♪(笑)

額縁と写真はの件はホントにありがとうございますね︕とっても嬉しかったです(o^ω^o)
 ⼤切に使わさせていただきますね(*^U^*)
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 そして☆ﾐまたイイのが⾒つかったら、ヨロシクお願いします♡(←ちゃっかりPart2)

皐ちゃんへ

1174 選択 stray 2007-10-03 20:23:48 返信 報告

今⽇いただいたフレームはどんな感じでしょうか。
 皐ちゃんのセンスで、１つでいいので作ってあげてみてください。

 ⾔われなくてもやってると思うけど（笑）。

実は…(焦)

1177 選択 皐 2007-10-03 22:03:43 返信 報告

まだフレームを使った画像を作ってないんですよ(>〜<;)チェックはしてるんですが、
 今ちょっと制作中の画像があって、それが終わってから取りかかろうと思っています(*^u^*)

 シンプルな額の⽅も、かなり助かりますね︕☆ﾐ所⻑は「この画像はこの額がイイ」というのありました︖＾＾
 私は明⽇、じっくり⾒⽐べながら決めていきたいと思っています♪♪

了解︕♡

1180 選択 stray 2007-10-03 22:08:29 返信 報告

皐ちゃん、焦らなくていいからね。
 Openは今⽉末だから、私も妥協しないで作りたいので。

 今度の連休当たりにじっくり検討しようと思ってます。

進⾏中の作品って、林家ペー・パー⼦ものじゃないよね︖（笑）

はじめまして︕
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1137 選択 PAN 2007-10-02 22:11:36 返信 報告

いつもお世話になっているメル友のT28さんからお誘いをいただき、参加させていただくことになりましたPANと申します。Z
ARDファン歴は10年ちょっとです。

 今後ともどうぞ宜しくお願いいたします︕
 

PANさん、ようこそ︕

1138 選択 stray 2007-10-02 22:29:33 返信 報告

はじめまして、所⻑のstrayと申します。
 部⻑（Ｔ２８さん）のメル友さんでらっしゃいますか。⼤歓迎です︕

 所内の組織改編︖で少々ごだごだしており、申し訳ありません。
 部⻑がマジで凹んでるかもしれないので（笑）、PANさんからも慰めてやってください。

＞ファン歴は10年ちょっとです
 すばらいですね、こちらこそ今後ともよろしくお願いします。

いらっしゃいませ︕

1140 選択 Ｔ２８ 2007-10-02 22:38:19 返信 報告

PANさん、こんばんは。いつもありがとさんです。（笑）

所⻑、所員のみなさん、だいぶ前から、個⼈的にメールを交換させて頂いている⽅です。
私がはじめてスカウトできた、将来有望な新⼈さんですので、これからもどうぞよろしくお願いします。

別に新しい相⽅で呼んだのではありませんよ︕（笑）
 今後の活躍次第では、是⾮研究員にして頂けたら幸いです。

みなさん、PANさんを仲間に加えてあげて下さい。どうかよろしくお願いいたします。
 

stray所⻑、T-28部⻑、宜しくお願いいたします︕︕

1142 選択 PAN 2007-10-02 22:57:43 返信 報告
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stray所⻑、早速ご返信をいただいてありがとうございます︕こちらこそ、是⾮宜しくお願いいたします。ちょうど組
織改編の時期なのですね（笑）

 ほんとうにZARDファミリーって感じで⼼が暖まってきますね︕︕

T-28部⻑、いろいろ気遣ってもらってありがとうございます。これからも宜しくお願いします︕
 

じゃあ初ツッコミ⼊れてやるかね（笑）

1144 選択 Ｔ２８ 2007-10-02 23:05:11 返信 報告

PANさん、さっそく仕事作ってくれてありがとう︕（笑）

Ｔ－２８じゃなくて、Ｔ２８だからね︕（苦笑）
 わざとでしょ︖（笑） コンビ組みます︖

 

もしかして

1146 選択 stray 2007-10-02 23:22:09 返信 報告

PANさん、もしかして部⻑から「Ｔ－２８って書いて」ってメール来ませんでした︖（笑）

元相⽅︕ 初ツッコミにしては弱いな。
 マジで新相⽅連れてきたんだと思った（笑）。

失礼しました、T28部⻑︕

1147 選択 PAN 2007-10-02 23:25:43 返信 報告

最初の投稿ではちゃんと書いてるのにね（笑）ホントにそそっかしくてごめんなさい〜

コンビの件、⼤変光栄です。ぜひお願いしますね︕
 

－３＋１＝－２

1148 選択 Ｔ２８ 2007-10-02 23:27:17 返信 報告
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折⾓⼀ついいこと（PANさんデビュー）があったのに、三つも凹むことがあって、今⼆つ分凹んでんのよ・・・。
だから、ツッコミも⽢くなるって・・・。

 

そっか︕

1149 選択 Ｔ２８ 2007-10-02 23:31:34 返信 報告

元相⽅さんに説明することもないか︕（笑）

よっし︕PANさんと、新コンビ結成です︕
 それでさ元相⽅さん、変な名前付けないでよ︕ ⼤体予想つくけどね〜（笑）

 

PANさん、はじめまして︕

1150 選択 カーディガン 2007-10-02 23:32:02 返信 報告

PANさん、はじめまして︕
 こんばんは。私、こちらの研究員のカーディガンと申します。部⻑の紹介ということで、ご活躍を期待しております!

(^^)!漫才︖のほうも期待^_^;しております。

部⻑様
 どちらがボケ役で、どちらがツッコミ役なのでしょうか︖すでに打ち合わせ済みのようですので、期待してお待ちし

ております(^^♪

Re:もしかして

1151 選択 PAN 2007-10-02 23:37:11 返信 報告

気になって部⻑のメール確認したのですが、確かに"T28"になっていました。やはりこっちのミスでした（笑）

芸⾵

1152 選択 皐家ペー 2007-10-02 23:39:03 返信 報告
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いろいろ調べたけど、林家ペーの芸⾵は、とくにないね（笑）。
記憶⼒がいいってだけみたい。それも⽴派な芸になるんですねぇ。

 カーディガンさん、ボケもツッコミもないコンビということでヨロシク︕（笑）

元相⽅へ、いちおうHNも変えたから（笑）。

＞変な名前付けないでよ︕ ⼤体予想つくけどね〜（笑）
 それって、皐ちゃんの「変なあだ名」のこと︖

 もう決まったようなもんだね、「皐家パー⼦」で。
 いいのかなあ、皐ちゃんは（笑）。

 

カーディガンさん、はじめまして︕

1153 選択 PAN 2007-10-02 23:42:13 返信 報告

こちらこそ、ぜひ宜しくお願いします︕
 ホントにそそっかしい性格なので、実⽣活でもよく突っ込まれています（笑）

 

カーディガンさんへ

1154 選択 Ｔ２８ 2007-10-02 23:43:06 返信 報告

こんばんは。まずはジャイアンツ優勝おめでとうございます。
 信じてくれないでしょうが、まったく打ち合わせなどしてません。

 逆にビックリしてんですから、メールの時とキャラが違うんで・・・。（笑）
もしかして別⼈か︖（笑）

Ｐ.Ｓ. PANさん、そんなキャラじゃなかったでしょ︖（笑）
 わざわざメール確認しなくても、名前書いてあるし・・・。（笑）

 

Re:芸⾵

1155 選択 PAN 2007-10-02 23:46:47 返信 報告
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皐家ペーさん、はじめまして︕

写真のお⼆⼈なのですが、昨年電⾞の中でばったり向かい合わせになりました。テレビでみたままでした（笑）

今後とも宜しくお願いいたします︕
 

PANさんへ

1156 選択 皐家ペー 2007-10-02 23:48:29 返信 報告

⾯⽩いですね、あっという間にZ研おふざけワールドに⼊り込まれて（笑）。
 明⽇、研究員の辞令出しますので、受け取りに来て下さい。

では、皆様今⽇はこの辺で。おやすみなさ〜い。
 誰が流れ変えてください︕︕（笑）

Re:PANさんへ

1157 選択 PAN 2007-10-02 23:54:19 返信 報告

最初は緊張しましたが、緊張がほぐれてきて良かったです。
 それに、これほど早く皆様からメッセージをいただいたので本当に嬉しく思っています︕

 

皐家ペー様、ほかの⽅々へ

1158 選択 カーディガン 2007-10-02 23:54:30 返信 報告

皐家ペー様
 芸⾵は、やはりカメラでしょうか︖

 いつもカメラを持っていないと落ち着かないようで^_^;
 妻⽒︖ですか。うーん、やっぱり、いつも真っ⾚な服でないと、テンションがあがらないでしょう(^o^)

T２８様、パン様
 末⻑いコンビを契って︖ください。

 吉本で公演の際には、吉本新喜劇に⾒に⾏きますので、どうぞ呼んでください(^.^)/~~~
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P.S.泉⽔さんは巨⼈の⼤ファンなんですよね。巨⼈優勝を祝って、泉⽔さんへ、天まで届け︕︕

元相⽅へ

1159 選択 Ｔ２８ 2007-10-03 00:00:47 返信 報告

> 誰が流れ変えてください︕︕（笑） 
 所⻑、流れ変える前に、名前変えて下さい︕（笑）

 PANさんが混乱してるでしょうが︕（笑）

PANさんへ
 今⽇はアリガト︕ うれしかったし、楽しかったです。私も今⽇はコレで休みます。

 ＃1156の⼈、⼀応stray所⻑だから、明⽇、研究員にしてくれるって、辞令受け取りに来て上げてね。よろしく︕
 

皆様へ

1160 選択 PAN 2007-10-03 00:09:36 返信 報告

stray所⻑をはじめ、皆様、今晩はいろいろとありがとうございました。ほんとうに嬉しく思っています。

仕事などで毎晩書き込みが出来ないかもしれませんが、これからも楽しく参加させていただきたいと思います。

T28さん、今回は紹介してもらってほんとうにありがとう︕
 これからも⾯倒みてくださいね（笑）

それでは今晩はお休みさせていただきます︕
 

T28さん

1161 選択 PAN 2007-10-03 00:12:40 返信 報告

了解です、明⽇、辞令をとりに来ます。

それではお休みなさい︕
 

今⽇もし所⻑が壊れても♪
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1162 選択 アネ研 2007-10-03 01:13:16 返信 報告

おっかシー（笑）
 Ｚ研はとうとう寄席になっちゃうの（笑）

 でも、皐家ぺー＆パー⼦の掛け合い⽣でみたいなー

ＰＳ、PANさん、こんばんは、アネ研といいます。宜しくお願いします。
 T－28って鉄⼈２８号をかけたのでは︖（古すぎ）

 

アネ研さんへ

1167 選択 stray 2007-10-03 12:01:53 返信 報告

明⽇じゃなくて今⽇になっているのでなんでかなあと思ったら、
 深夜出勤で⽇付が変わったからですね（笑）。

私も新しい相⽅と、⽣でネタ合わせしてみたいです（笑）。

アネ研さんが流れ変えないでどうする︕︕（笑）

☆パー⼦登場☆

1172 選択 皐 2007-10-03 18:24:01 返信 報告

所⻑の⾔うとおり、衝撃受けました︕(笑)もう、笑いが⽌まりませ〜ん︕(o≧∇≦o)(笑)
 ペー&パー⼦の哀愁漂う写真がツボに⼊って…︕︕(爆笑)

 変なあだ名というか、芸名が決まってすっごく嬉しい♪♪超お気に⼊りになりました︕(o≧∀≦o)
 ペー所⻑の横で笑いながら写真撮りまくってますね♡あっはは〜︕(笑)

よかったぁ。

1173 選択 皐家ペー 2007-10-03 19:03:52 返信 報告
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パー⼦お帰り♡（笑）
いやぁ、気に⼊ってもらえて嬉しいです（笑）。

 絶対怒られると思って覚悟してたんだけど。
 すでにもうパー⼦モードに⼊ってるし（笑）。

 ペーの芸は、活字にしにくくて困ってるんだけど（笑）。
 相⽅︕どうぞよろしくね〜︕

アネ研さん、はじめまして︕

1175 選択 PAN 2007-10-03 21:51:16 返信 報告

ご挨拶が遅くなってすみません、PANです︕
 こちらこそ、ぜひ宜しくお願いいたします。

なるほど、鉄⼈２８号ですか︕
 結構リメイクされてるみたいなので、そんなに古い感じもしないですね（笑）

 

あっは〜♡ハハハッ︕

1176 選択 皐 2007-10-03 21:56:51 返信 報告

ただいまペーさん♡(こう呼ぶとペ･ヨンジュンが浮かんでくる(笑))
 すっごい気に⼊りましたよ︕(o≧∇≦o)特に“皐家”ってところが嬉しかったりしてます♡(笑)

 パー⼦モードは急に⼊っちゃう時(笑)があると思いますが、その時はペー所⻑も登場お願いね(●＞ω＜●)(笑)
こちらこそ、相⽅ヨロシク〜♪♪(カシャ︕カシャカシャ︕※シャッター⾳(笑))

P.S.PANさんへ☆
 こんばんは︕この度はおめでとうございます(o≧∀≦o)☆ﾐ これからヨロシクお願いしますね︕(o^ω^o)

相⽅、だ、だいじょうぶ︖（笑）

1178 選択 皐家ペー 2007-10-03 22:05:27 返信 報告
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パー⼦ちゃん、だいじょうぶ︖壊れてない︖（笑）
皐家ペー登場しました︕（笑）

今⽇はお⺟さんの殺気感じませんか︖（笑）
 部⻑が考えた「変なあだ名」を勝⼿に披露するね。

皐ちゃんは、ここのアイドルで、コラージュが得意なので、
 ①「コラージュアイドル皐ちゃん」縮めて「コラドル皐」

 ②ただ、夜の９時半過ぎになると・・・「コラッ︕ドル殺気ちゃん」に変⾝︕︕
 （⺟にコラッ︕って怒られる事を殺気で分かるアイドルの意味）

 だそうです、笑ってあげてね（笑）。

皐ちゃんのお⺟さんネタに、皐と殺気をかけたところは素晴らしいんだけど、
 字⾯が悪いからって発表できなくていたみたいです。

 昨⽇から凹みっぱなしなので、優しくしてやって下さい（笑）。

皐さんへ

1181 選択 PAN 2007-10-03 22:19:17 返信 報告

PANです、はじめまして︕

おかげさまで、さっき辞令を受け取ってきました。

これからも宜しくお願いしますね︕

パー⼦全開ですね。（笑）

1184 選択 アネ研 2007-10-03 22:37:26 返信 報告

こんばんは、とうとう皐ちゃんも壊れちゃってパー⼦全開ですね。（笑）ぺーさんがあわててそう。
 パソコンの前で「きゃははは」ってやって⺟上に、パソコンの時間制限が厳しくなりませんように。
 また、皐画伯の作⾵が変わりませんように、いやーそれはおもしろいかな︖

祝、新コンビ誕⽣︖︕＊＃(＠_＠;)
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1185 選択 カーディガン 2007-10-03 22:41:56 返信 報告

皐家ペー様、パー⼦様
 こんばんは。新コンビはなかなかいい調⼦のようですね。

ただいまペーさん♡(こう呼ぶとペ･ヨンジュンが浮かんでくる(笑)) ＞
 とは、韓流ブーム世代ですか︖皐さんのお⺟さんなら、ペ･ヨンジュンが好きなのかな、と思うのですが。けっこう落

ち着いた感じの⼈がいいのでしょうか。

P.S.皐さんのお⺟さんの殺気はすごいようですね。お⺟さんのためにペ･ヨンジュンのアート作品を作ってあげると喜
ぶでしょうか。それでは、お⺟さんがパソコンを奪っちゃうかもしれませんね（笑）

皐家（笑）

1186 選択 Ｔ２８ 2007-10-03 22:50:38 返信 報告

こんばんは。
 元相⽅も形無しですな〜。（笑） 若さに振り回されて・・・。

 お⽗さん頑張って〜︕（笑）

皐ちゃんへ
 だ、⼤丈夫︖ 若さが弾けてますな〜。 さすが⼥⼦○⽣♡（笑）

皐家ペーさんへ
 まんま発表しないでよ︕ ちょっとはひねりを加えてくれませんかね。（笑）

PANさんへ
 研究員就任おめでとう︕ こんなＺ研ですが、末永くよろしくね。

アネ研さんへ
 皐画伯の作⾵はマジで⼼配になります。 泉⽔さんの画像のどっかにペー＆パー⼦が隠れていそうです。（笑）

 

部⻑、元気ないね

1187 選択 stray 2007-10-03 23:05:47 返信 報告
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⼤丈夫︖元気ないね。
部⻑の⽀持どおり書いたつもりなんだけど（笑）。

 コンビ解消したからこれ以上ツッコみ⼊れられないし…。
 PANさん、あとはヨロシクね︕♡

 

皐家（笑） つづき

1188 選択 Ｔ２８ 2007-10-03 23:06:09 返信 報告

カーディガンさんへ
 お⺟さんの殺気は確かにすごそう︕（笑） もっといいあだ名を付けたくても、皐ちゃんボロ出してくれないんです

よね。
 

T28部⻑

1189 選択 PAN 2007-10-03 23:30:22 返信 報告

こんばんは︕パン部下です。
 本⽇、辞令を受け取りましたよ︕

 所⻑をはじめ、皆さんいい⽅ばかりで嬉しいです。

秘蔵映像??などアップしようと思ってますので、またテクニカルな相談に乗ってくださいね〜。
 

部⻑様へ

1190 選択 カーディガン 2007-10-03 23:36:41 返信 報告

お⺟さんの殺気は確かにすごそう︕（笑）＞
 皐さんとは、対称的な感じのお⺟様でしょうか︖部⻑様、今度、お⺟様にもあだ名をつけてあげてください＼(^o^)

／案外、部⻑様とは気の合うお⺟様かもしれないですね。同世代で話もあっていたりして(^^♪

PANさんへ
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1191 選択 Ｔ２８ 2007-10-03 23:38:48 返信 報告

みんな楽しい⽅達ばかりですから。
 stray所⻑⽈く、Ｚ研の採⽤基準は⾯⽩い⼈かどうかだそうです。（笑）

 PANさんは、⼀発で⾯⽩い奴だと⾒込まれたので研究員になれました。
 別に私が頼んだんじゃ無いですからね。⾃信持って頑張ってね。

Ｐ.Ｓ. テクニカルな相談もうちょっとお時間下さい。お願い♡
 あとね、相⽅であって部下じゃないからね︕

 

カーディガンさんへ

1192 選択 Ｔ２８ 2007-10-03 23:41:26 返信 報告

了解です。それっ今度考えてみます。（笑）
 

Re:PANさんへ

1207 選択 PAN 2007-10-04 19:35:51 返信 報告

T28さん、こんばんは︕

すみません、昨晩は先に休んじゃって返信できませんでした。部下って書いて⽔臭かったですね〜、ごめんなさい︕

質問の件、いつでもいいですからねっ︕
 （⾃分もいろいろ調べています）

stray所⻑、ありがとうございます︕

1214 選択 PAN 2007-10-04 19:56:45 返信 報告

こんばんは、PANです︕

昨晩は研究所付属図書館にご招待していただき有難うございました。また、ZARD rare numberをupしてくださり、
⼤変感謝しています。なんと1/3くらいは持っていない曲でした。 じっくり聴かせていただきますね︕
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ご相談なのですが、付属図書館に⾃分のほうからuploadすることは可能でしょうか︖また利⽤にあたってルール（フ
ァイル容量や形式）があれば教えていただければと思います。

 ⻑くなってすみません（笑）

タイミングが悪い

1228 選択 stray 2007-10-04 21:38:19 返信 報告

PANさん、こんばんは。
 タイミングが悪かったですね、腹抱えて笑ってる最中だったので⾒逃してました（笑）。

PANさんがお持ちでないのがあったとは︕（笑）
 それは嬉しいです、お祝いアップして良かった〜。

図書館と同じFILE BANKにIDを取って、新規ゲストフォルダをこさえて、
 そこのアップロードして下さい。サイズの制限はありません。

 同じFILE BANK同⼠だと「瞬間移動」できますので、付属図書館に移して、
 皆さんにDLしてもらう⽅法を取っています。分館は不可です。

 アップロードされたら、私に招待状を送って下さい。貰いに⾏きますので（笑）。
 

こんばんは︕

1225 選択 kaz2313 2007-10-04 21:24:25 返信 報告

何〜だ︕strayさん、こんな所（失礼）にいらっしゃたんですね︖その節は傍観者ですみませんでした。strayさんの優しさは
私には⼗分⽂⾯で伝わってきていましたが・・・

 ⽂字で想いを伝えるというのは本当にむずかしいものですね。
 ⼀⾔、お詫びが⾔いたかったのでお邪魔しました・・・。

 また、来ます。（＾＾）

kaz2313さん、ようこそ︕
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1226 選択 stray 2007-10-04 21:33:26 返信 報告

こんばんは、strayです。
 １ヶ⽉も前からここにいたんですよ〜（笑）。居たというか、ここの主宰が私です（笑）。

 お詫びだなんてとんでもないです︕
 どうぞ気軽にお越しくださいね、待ってますよ〜。

 

Re:こんばんは︕

1227 選択 KOH 2007-10-04 21:36:37 返信 報告

所⻑宛のスレにお邪魔します。

先⽇はありがとうございました!!kaz2313さんのステッカーを⾞に貼ろうと今画策中です。
 できたらまた本家雑談に報告に参りますね!!

ではまた︕(^_^)/

ペーパーの哀愁漂う写真は、

1201 選択 stray 2007-10-04 14:17:34 返信 報告

どうでもいいことですが、皐ちゃんが爆笑してくれた「ペーパーの哀愁漂う写真」は、
 ペ・ヨンジュンの「冬ソナ」をもじって、というより、ペとペーをもじって、

 ⼤阪のとあるデパートが企画した商戦らしいです。

ttp://cyber.main.jp/archives/000090.html

ttp://coolsummer.typepad.com/kotori/2004/07/post_2.html

ペーさんは林家三平師匠のお弟⼦さんで、ダジャレと誕⽣⽇（記録⼒）とカメラの３つが芸⾵。
 ダジャレでいくしかないかな…。
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カシャ︕カシャ︕（カメラ⾳）は相⽅に先に取られちゃったし…。
このままペー研究に転⾝すべきか、ZARD研究に戻るか、マジで悩んでます（笑）。

 相⽅（パー⼦）が今⼿がけてる作品次第ですね（笑）。
 

なんですかコレ〜〜︕︖

1205 選択 皐 2007-10-04 19:24:50 返信 報告

お腹痛い…(笑)笑いすぎて息するタイミングが…(笑)
 私があまりに笑ってるんで、⺟が⾒に来たんですが、この“冬ソナもどき”の写真を⾒たら

 ⺟も爆笑してました︕(=^⽫^=)(笑)
 他のショットもあったんですね〜︕その前に、この画像は合成かなんかされたのを載せたんだと思ってました(笑)

私が悪かった。

1221 選択 stray 2007-10-04 20:28:38 返信 報告

皐ちゃんファンの皆様、私が「ペーパーの哀愁漂う写真」の真相を暴露したために、
 皐ちゃんが壊れてしまい、たいへん申し訳ありません（笑）。

昨⽇この画像をネットで拾ってきたのですが、違和感はあったものの気にせず載せました。
 今⽇になって、やはりペーさんのメガネと哀愁が気になって調べたところ、

 #1201の結果になったわけです。
 ⼤阪の⼈は「商売」と「笑い」のセンスが格段上ですね。感服しました。

皐ちゃん、お⺟さんにヨロシク伝えて下さいね。
 部⻑がお⺟さんのあだ名付けますから待っててねって（笑）。

皐 特別研究員へ（業務連絡）

1202 選択 stray 2007-10-04 17:22:32 返信 報告
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附属美術館にお越し下さい。

Re:皐 特別研究員へ（業務連絡）

1203 選択 皐 2007-10-04 19:19:23 返信 報告

⾏って来ましたよ☆ﾐ…笑わないでくださいね︕︕(笑)

辞令（PAN研究員）

1164 選択 stray 2007-10-03 08:27:16 返信 報告

 
 PAN 殿

  研究員（ほぼ常勤）を命ずる

         2007年10⽉ 3⽇  
          ZARD研究所所⻑ stray ♡（←ハンコ）

新コンビ結成おめでとうございます︕ Z研寄席を⼤いに盛り上げて下さい（笑）。 
 私と２⼈で、部⻑をとことん凹ましましょう︕（笑）

附属図書館への招待状を送りますので、上の「問い合わせ」から、 
名前だけの空メールを送信願います。 

 

ZARD研究所（Z研）の陣容

1170 選択 stray 2007-10-03 12:46:28 返信 報告

PANさんにZARD研究所を理解していただくために、陣容を整理しておきます。（敬称略）
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  所 ⻑  stray  芸名︓皐家ペー
  副所⻑  ドルチェ  略名︓＄

   部 ⻑  Ｔ２８ 
   特別研究員  皐  芸名︓皐家パー⼦ 

   特別研究員  KOH
   研究員  カーディガン  

   研究員  アネ研
   研究員  なしぼー  略名︓梨

   研究員  PAN

漏れてる⼈いませんよね︖（笑）

特別研究員は、⾳楽・芸術等の分野で類稀な才能を有すると私が認めた⼈です。
  

引き続きホームページ作成に（とくにcss）お詳しい、ZARD FREAKを募集しております。
 特別研究員としてお迎えしますので、 我こそはと思われる⽅は、是⾮ご応募よろしくお願いします︕

PANさんの研究員就任は、KOH研究員の昇任に伴う⽋員補充で、研究員募集は⾏っておりません。

Re:辞令（PAN研究員）

1179 選択 PAN 2007-10-03 22:06:23 返信 報告

stray所⻑殿

辞令を受け取りに来ました。
 研究員にしてもらって⼤変光栄です︕

 ZARD研究所発展のため、貢献させて
 いただきます。

 どうぞ宜しくお願いいたします。

PAN

はじめまして。ＰＡＮさん
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1182 選択 なしぼー 2007-10-03 22:22:22 返信 報告

こんばんは。
 おめでとうございます。

 端っこ研究員のなしぼーです。ZARD歴10年なんてすごいですね。私は新⽶なので、また⾊々教えて下さいね♪宜しく
お願いします。

今、別件でちょっとぐれてて、焼け⾷い中なのでまた今度です。

なしぼーさん、こんばんは︕

1183 選択 PAN 2007-10-03 22:33:21 返信 報告

なしぼーさん、はじめましてPANです。

こちらこそ、ぜひ宜しくお願いいたします♪
 まだ研究員になったばかりですので、わたしもいろいろ教えてくださいね︕

⾷欲の秋ですが、⾷べ過ぎには気をつけてくださいね（笑）
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. オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [976]【 NO.「OH MY LOVE」全曲紹介 】配信(23) [1000]昇任辞令（KOH研究員）(39) [1082]●●● スカパー「エンタテイ
メントニュース」（仮）配信 ●●●(31) [943]はぁ…。(27) [1131]相⽅へ(1) [1120]皐特別研究員と部⻑へ（業務連絡）(0) [10
03]外は⾬、⼼も⾬なれど今を⽣きる。(15) [982]strayさんしばらくです(2) [706]初めてのスレ⽴て〜︕(28) [949]【 NO.の映
像 配信 】(8)

新しい話題を投稿する

« 14 13 12 11 10 9 8 7 6 »

【 NO.「OH MY LOVE」全曲紹介 】配信

976 選択 stray 2007-09-30 11:34:19 返信 報告

追悼ライブで⾒覚えあるステージ・⾐装も出てきます。

http://www.filebank.co.jp/wblink/e806f99aeb253337fe41d101591af55c

20Mのwmvファイルです。
 （期間限定︓10/7まで）

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧
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【 NO.「OH MY LOVE」全曲紹介 】配信その②

984 選択 stray 2007-09-30 12:40:29 返信 報告

「OH MY LOVE」がもう⼀つありました。
 テレ朝のスタジオで、Ｍステスタッフが撮影したものです。

http://www.filebank.co.jp/wblink/a7e8721a9f76de0d7f0b1d6d798f0ecb

18Mのwmvファイルです。 
 （期間限定︓10/7まで）

NO.が、ウィキペディア（Wikipedia）にあった︕

990 選択 stray 2007-09-30 14:12:29 返信 報告

ウィキペディアって、何でもありますね、驚き︕
 http://ja.wikipedia.org/wiki/NO.

テレビ朝⽇系列で1993年4⽉から1999年9⽉まで放送されていた。
 キー局のテレビ朝⽇では⽉曜から⾦曜の20:54から20:59までの5分間の放送。

 ナレーターを務める村上遥が「エヌオーッ!」のタイトルコールを叫ぶ回と、
 プロモーションビデオに出演するアーティスト⾃ら「エヌオーッ!」のタイトルコールを叫ぶ回があり、

 オープニングの「エヌオーッ!」のタイトルコールの声で、
 今⽇はどのアーティストのプロモーションビデオが放映されるかが分かる⽬安にもなっていた。

だって、ドルチェちゃん（笑）。

【 NO.「CL 世界はきっと未来の中」 】配信

998 選択 stray 2007-09-30 15:21:04 返信 報告

NO.の映像をひっくり返していたら、すごいのが出てきました。
 クルージングライブ「世界はきっと未来の中」の映像です︕

 

https://bbsee.info/straylove/id/976.html?edt=on&rid=984
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=984
https://bbsee.info/straylove/id/976.html?edt=on&rid=990
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NO.でしか⾒れないんじゃないかと思います。

http://www.filebank.co.jp/wblink/f8fea06714904339a0f9d950c2b4f88e

22Mのwmvファイルです。 
 （期間限定︓10/7まで）

Re:【 NO.「OH MY LOVE」全曲紹介 】配信

1034 選択 ドルチェ 2007-09-30 20:23:44 返信 報告

strayさま♡
 「OH MY LOVE」ゆっくり⾒せてもらいました♪

 前、紹介してくれたトレンチコート︖姿も⾒たよ〜＾＾可愛い〜。
 あと、ウィキペディアにNO.情報も載ってるんだ〜。スゴイ︕

私のとこでは放送時間は18:55〜19:00だったよ。
 ビデオの予約が出来ないから、録画ボタン押さえてテレビの前でスタンバイしてました（笑）

「世界はきっと未来の中」映像、これはすっごい覚えてる︕でも久しぶりで懐かしかったなぁ…。
 この映像を⾒て「世界はきっと未来の中」が好きになりました。それまでイマイチだったけどね︕（ナイショ♪）

 

眼精疲労が・・・（笑）

1037 選択 Ｔ２８ 2007-09-30 20:43:44 返信 報告

この映像⾒ていたら、所⻑が⾔ってた意味が分かった。
「OH MY LOVE」「Top Secret」「⾬に濡れて」

 以上の３曲の映像では、泉⽔さんがちゃんと歌っていますね。
 これが、追悼ライブに使われていた物と同じなのかな。

 あれっ、またトンチンカンなこと書いてるのかな︖
 先に⼟下座しておく︖ <(_ _)>

Ｐ.Ｓ. 今⽇は疲れた・・・。⽬も頭も肩も。
 

https://bbsee.info/straylove/id/976.html?edt=on&rid=1034
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1034
https://bbsee.info/straylove/id/976.html?edt=on&rid=1037
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1037


私も︕

1038 選択 ドルチェ 2007-09-30 20:55:37 返信 報告

部⻑と同じく眼精疲労が…。お互い年ですかね〜（＠＠）
 今⽇は⼀緒に早く寝ちゃう︖︖

 

副所⻑殿、部⻑殿

1040 選択 なしぼー 2007-09-30 21:04:28 返信 報告

こんばんは。⼤丈夫ですか︖今⽇１⽇、皆さん働き詰めみたいですね。何もお役に⽴てなくてすいません。ゆっくり
休んで下さいね。

はい、トンチンカンです（笑）

1041 選択 stray 2007-09-30 21:20:08 返信 報告

部⻑、先に謝ったほうがいいみたいです（笑）。
 追悼ライブの「OH MY LOVE」は別映像（短パン・⽣⾜）、

 「Top Secret」「⾬に濡れて」は演奏されず、です。
 もう２〜３回ライブやれるほどのストックが残ってるんじゃないかと思います。

なしぼーさん、別スレのレスですが、図書館のものはご⾃由にどうぞ︕
 ホントに⾯⽩い⽅ですね、副所⻑とコンビ組んで、私＆部⻑コンビに対抗してください（笑）。

ドルチェさん、18:55〜19:00って早すぎ︕（笑） 
 ビデオに予約機能がないんじゃなくて、予約の仕⽅が分からないってことですよね。

 ＞録画ボタン押さえてテレビの前でスタンバイしてました（笑） 
 それ、⾯⽩すぎ︕︕（笑）

 「世界はきっと未来の中」はライブ向きな曲ではあるけれど、
 私はNO.⾒たあとでもイマイチでした︕（ナイショ♪）

私も疲れた〜、早く寝よっと。

https://bbsee.info/straylove/id/976.html?edt=on&rid=1038
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Re:【 NO.「OH MY LOVE」全曲紹介 】配信

1046 選択 カーディガン 2007-09-30 21:58:57 返信 報告

所⻑様、皆様
 配信、ありがとうございます。とてもいい映像でした。

 私も、この番組よく⾒ました。ただ、録画をしていないことがほとんどで・・・。先⽇、FIELD OF VIEWの「DAN
DAN」はビデオで⾒つけましたが、ZARDはなかったなぁ。

P.S.スカパー⾒ました。Don't you see!が５、６分くらいでしょうか、写っていました。ただ、ビデオはとりました
が、ビデオ⼊⼒がなかなかむずかしくて、セットできていません。パソコンに外部⼊⼒をしないとだめなのですが。
機材がないので、できていません。研究してみます。

ボ〜っとしてるな（笑）

1047 選択 Ｔ２８ 2007-09-30 22:13:04 返信 報告

＞ 「Top Secret」「⾬に濡れて」は演奏されず、です。
 それじゃ、所⻑もNO.のこの映像しか⾒たことないんですか︖

そうなると、ホントにまだ何回もライブ出来ますね。

＞ ホントに⾯⽩い⽅ですね、副所⻑とコンビ組んで、私＆部⻑コンビに対抗してください（笑）。 
 なしぼーさんとドルチェさんがお笑いコンビ結成︖

 まずいな・・・。役職はどうでもいいけど、その役割だけは譲れないのに。（笑）

＞ 部⻑と同じく眼精疲労が…。お互い年ですかね〜（＠＠） 
副所⻑はやっぱり年齢、誤魔化してる︖ だってビデオ予約できないって・・・。（笑）

＞ 今⽇は⼀緒に早く寝ちゃう︖︖ 
 ⼀緒に︖（照）

 

久しぶりにこんなに笑った♪

1050 選択 アネ研 2007-09-30 22:45:02 返信 報告

https://bbsee.info/straylove/id/976.html?edt=on&rid=1046
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https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1050


ドルチェさん笑いのつぼにはいっちゃいました。（笑）

また、みなさんお疲れさまでした。
 なんの⼿伝いもできずすいません。
 

カーディガンさん、部⻑へ

1051 選択 stray 2007-09-30 22:45:30 返信 報告

カーディガンさん、こんばんは。
 NO.の映像を今⽇⾒直したところ、50本近くありました。

 順次アップしますが、１枚のDVDにまとめてるので、切り出しが⾯倒なのです（笑）。
 PCにライン⼊⼒（⽩・⾚・⻩）があれば簡単ですが、

 ないと外付けのTVチューナーが必要ですね。
 KOHさんが録画してアップしてくれる（予定）ですが。

部⻑、眼精疲労の割りに、なかなかキレがあるじゃないですか。
 久々に⾯⽩かったよ〜（笑）。

世界はきっと未来の中

1058 選択 Lc 2007-10-01 12:46:37 返信 報告

私も、CL の映像で "世界はきっと未来の中" を好きになりました。疾⾛感のある曲で、運転中で聴くのが好きです。
でも、NO. の映像だと、それが感じられないのが不思議です。⾳質の関係でしょうか︖
Wiki pedia 出典の NO. の放映期間を考慮すると、ライブ直後に放映されたのでしょうから、本当に貴重な放映だっ
たのでしょうね。ちょっとだけ移る、記念撮影(?)のシーンが⾯⽩いです。そして、何というのですか、あの等⾝⼤
(?)の写真、いいですね。

しかし、"もう少し あと少し" の別の映像、もう少し映っているくれるとうれしかったですね。

こんばんは。

1060 選択 なしぼー 2007-10-01 17:17:37 返信 報告
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皆さん、こんばんは。
やっと映像拝⾒しました。こんな番組（NO.)があったなんて、知りませんでした。何⾒てたんでしょうね︖

ＬＣさんへ
 はじめまして。「世界はきっと未来の中」私も⾞でよく聴きますよ。気分よく運転できますね♪等⾝⼤の泉⽔さんと記

念撮影ちょっと恥ずかしいけれど、いいかも・・ですね。

部⻑殿へ
 副所⻑へのレス、照れててちょっと可愛かったですよ♪ほんのちょっとですけれど。部⻑と所⻑が”可愛い系 ”に変更

するなら、副所⻑と私で”お笑い系”に移りますよ。
 所⻑＆部⻑ お笑い系→可愛い系

 副所⻑＆私 可愛い系→お笑い系  

どうされます︖

所⻑殿へ
 怒られるかと思っちゃいました。５００メートル位後ろに引きませんでした︖⼤丈夫︖

 NO.の映像ってまた⾒たいです。（⼩出しでいいです。）
 ところで、削除ってどうすれば出来ますか︖時々打ち間違えてしまってます。教えて下さい。

                 

もうすぐクビかな・・・（笑）

1062 選択 Ｔ２８ 2007-10-01 17:57:38 返信 報告

なしぼーさん、こんばんは。
 もうね〜、この研究所での私の⽴ち位置が怪しくなっていて、どうしようか悩んでますよ〜。（笑）

> 所⻑＆部⻑ お笑い系→可愛い系 
> 副所⻑＆私 可愛い系→お笑い系   
> どうされます︖

どうもこうもありません!!!（笑） 所⻑と私が可愛い系はありえね〜。（苦笑）
 可愛い系のお笑いを、＄＆梨で・・・。 毒⾆系のお笑いを、Ｓ＆Ｔでいきませんか︖

https://bbsee.info/straylove/id/976.html?edt=on&rid=1062
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1062


それから、PCレスキューです〜。えっと、コメントの削除の事でいいのでしょうか︖
まず投稿する時に「削除キー」を設定してから投稿します。そのコメントを削除したい場合、

 記事の番号の横にある「選択」にチェックを⼊れて、ページの⼀番下の「パスワードに」設定した「削除キー」を⼊
⼒後、

 その横の［チェックした記事を削除］をクリックすれば削除できます。

あぁ〜しんどっ︕（笑） これで分かりますかね︖
 

皆さんこんばんは

1064 選択 stray 2007-10-01 18:23:41 返信 報告

Lcさん、たしかにNO.は⾳が悪いですね。モノラルかと思っちゃうほどです。
 ビデオから落とすときに操作を間違えたかも（笑）。

なしぼーさん、だんだん地が出てきましたね（笑）。
 いいんですよ、⾯⽩ければ何でもありで︕

 部⻑に「どうします︖」って切り込む当たり、好きですよ〜（笑）。
 切り込まれたのは私も⼀緒か︕（笑）

部⻑、どうする︖ 可愛い系はあり得ないよな（笑）。
 ＄＆梨、Ｓ＆Ｔってよく考えたね︕ Ｓ＆Ｓなら可愛い系でやってもいいけど（笑）。

 部⻑は誰か別の⼈とコンビ組んでね︕（笑）
 説明ご苦労。

了解しました。

1067 選択 なしぼー 2007-10-01 19:10:50 返信 報告

こんばんは。最初に設定しておかないとだめなんですね。教えて頂いてありがとうございます。世話が焼けるタイプ
なんです。

＄＆梨って気に⼊りました♪ 副所⻑にまた相談ですね。

https://bbsee.info/straylove/id/976.html?edt=on&rid=1064
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部⻑、所⻑は Ｓ＆Ｓで組みたいみたいですよ。部⻑危うし。
所⻑、私、ずっと⼤⼈しい系ですから〜。よろしくお願いします♪

ガックシ・・・＿|￣|○ 

1068 選択 Ｔ２８ 2007-10-01 19:58:38 返信 報告

相⽅からコンビ解消を告げられ、⼀⼈途⽅に暮れるＴ２８です、こんばんは。

私はどっちかって⾔うと、突っかかられた⽅が持ち味を発揮できるタイプ︖かな〜。（笑）
 普段は結構クール（冷静）なんですよっ︕（笑） （cool＝カッコイイじゃないよ）

 でも、ここではおっちょこちょいを演じて（︖）います。（苦笑）

どうすっかな・・・。
 所⻑は皐ちゃんと親⼦漫才か︕（笑） それじゃっ私はしばらくピンでやるしかないか・・・。

 くっそぉ〜︕あぁ〜もぅグレてやる〜︕ 誰にでも絡んで突っ込みまくってやる〜︕（笑）
 

なしぼーさんへ

1070 選択 stray 2007-10-01 20:06:10 返信 報告

削除する前に、⾃分の書いた⽂章をコピーするのを忘れないように（笑）。
 で、もう⼀度投稿する際にペーストして、直せばよいのです。

 部⻑はこれを、もう何⼗回とやってますので説明が旨いのです（笑）。

部⻑︕コンビ解消なんて⾔ってないじゃん（笑）。
皐ちゃんが親⼦漫才を了解してくれたら、正式に解消するけど（笑）。

＞普段は結構クール（冷静）なんですよっ︕
 誰も信じないと思うけど（笑）、私はわかってるから安⼼していいよ。

今⽇から１０⽉ですね。

1076 選択 カーディガン 2007-10-01 20:38:42 返信 報告
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stray所⻑様、副所⻑様、部⻑様、研究所の皆様、
こんばんは。今⽇から１０⽉ですね。⾐替えで、私もネクタイなど、締め直して、気持ちを新たにしています。研究
所のほうも新たな気持ちで出勤したいと思います。

stray所⻑様、
 昨⽇のレス遅くなりまして申し訳ありません。

 PCにライン⼊⼒（⽩・⾚・⻩）があれば＞
 幸いなことに、外部⼊⼒の端⼦がありました。ただ、⼊⼒を切り替えするとか、DVDに録画するとか、細かい設定と

作業がうまくいっていないのです。そのうちうまくいくと思います。このパソコンも買ったんばかりなので、いろい
ろと勝⼿が分からず、少しずつ覚えているところです。

 NO.の映像、期待しております。あせらずに、ゆっくりと⾒られればと思いますので、よろしくお願いします。

副所⻑様、
 今⽇もお仕事でお忙しいことでしょう。寝る前のしばしの⾄福の時間を皆さんと味わいましょう。お待ちしていま

す。

部⻑様、
 この⼥性⽐率の多い、うらやましい︖研究所の中で、いつも幸せでしょうか︖そのうち、カラオケでデュエットをし

てくれるかもしれませんよ(^_-)-☆今⽇もファイトです︕

研究員の皆様、
 本家とこちらでのご活躍、お疲れ様です。今⽉もどうぞよろしくお願いいたしますm(__)m

 

研究所のみなさま、こんばんは♡

1103 選択 ドルチェ 2007-10-01 23:03:21 返信 報告

所⻑さま♡
 ＞ビデオに予約機能がないんじゃなくて、予約の仕⽅が分からないってことですよね。

 はい、そうです♪そんなにおかしいですか〜（︖︖）機械弱い⼥の⼦って可愛くない︖︖（爆）

部⻑さま♡
 所⻑と部⻑で可愛い系って…（－－）それだけは勘弁してね♡昨⽇はホントに早く寝ちゃいました。来てくれた︖

https://bbsee.info/straylove/id/976.html?edt=on&rid=1103
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アネ研さま♡
笑うことさえ忘れていましたか〜︖（笑）

 今⽇から癒し系のお笑いを任されたので、どんどん笑ってくださいネ♪

梨ぼーさま♡
 ＄＆梨コンビは、癒し系のお笑い担当になりましたよ〜♪ところで、なしぼーさんはビデオの予約できますか︖（笑）

Lcさま♡
 私もさっき泉⽔さんの未公開映像を⾒て、涙出ちゃいました…。それも、泉⽔さん可愛い〜♪ってニヤケながらの笑い

泣きでした。

カーディガンさま♡
 ⼀⽇の締めはやっぱりここがいいです＾＾

 この時間があるからキツイ本業もガンバレます♪

おはようございます。

1166 選択 なしぼー 2007-10-03 08:49:02 返信 報告

部⻑へ ぐれてないか⼼配しました〜。良かったですね。'救世主 ＰＡＮさん’現れる。（ご挨拶はまた後で）
 アネ研さんとのコンビも⾒たかったですけれど、寝る時間なさそう︖ですね。

副所⻑へ 部⻑が落ち着いたので、＄＆梨でいけそうです。癒し系ですね。毒⾆系にならないよう注意します︕それ
から、ビデオ予約できる︕ごめん︕でも、機械なんて当てにならないよね。（失敗もあるし）テレビの前で、⾃らリ
モコン持ってボタン押すのが⼀番です。（必死のフォロー）

所⻑へ 削除の追加説明ありがとうございました。でも難しい。このまま⼩さなミスは⾒逃して下さいね。（「だっ
たら最初から聞くな」って）すいません。

 新コンビ、もうイメージがピンクになっちゃいましたよ。どっちがぺーかパーかよくわからないけれど、頑張って下
さい。

それでは、お仕事いってきま〜す。

＄＆梨さんへ

https://bbsee.info/straylove/id/976.html?edt=on&rid=1166
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1169 選択 stray 2007-10-03 12:16:46 返信 報告

皐ちゃんにばかりかまってると怒られそうなので（笑）、
 ここらで、年喰ったお姉さま⽅にもレスを。（←必死のフォロー）

機械弱い⼥の⼦と、世話焼けるタイプの⼥性、どっちも私は好きです（笑）。
 ただね〜、問題は年齢だよね〜。

 前者は30までかな、後者も30までだなあ（笑）。

うちのカミさんも＄さんと⼀緒で、録画ボタン押さえてテレビの前でスタンバイしてるタイプです。
 若い頃はそれで可愛かったけど、今じゃ…（この先は恐くて書けない）（笑）。

＄＆梨・・・癒し系
 Ｔ＆P・・・毒⾆系︖
 皐家コンビ・・・カワイイ系

３組も誕⽣してしまうとは予想外だったなあ（笑）。

昇任辞令（KOH研究員）

1000 選択 stray 2007-09-30 15:53:39 返信 報告

 KOH 殿

  特別研究員（ほぼ常勤）に昇任する

         2007年9⽉30⽇  
          ZARD研究所所⻑ stray ♡

ZARDの⾳源・映像に対する嗅覚、執念が常⼈をはるかに凌駕しているので
 特別研究員に昇任します。これからもZARD研究に貴重な資料をよろしく︕

早速、今夜︖のスカパーお願いね♡
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Re:昇任辞令（KOH研究員）

1001 選択 KOH 2007-09-30 15:59:43 返信 報告

辞令受け取りました!!

これからもZARD研究のために尽⼒させていただきます!!

みなさんで盛り上げていきましょねぇ〜︕︕

エンターテインメントニュースは任されました!!（笑）

ご褒美

1002 選択 stray 2007-09-30 16:10:30 返信 報告

KOH研究員、受け取り、早っ︕（笑）

研究所の皆様へ
 今⽇は朝から⾼いテンションで働いてくれたので、図書館にご褒美を⽤意しました。

 映像⾃体は珍しくありませんが、番組⾃体が超レアです。
 私からの御礼です。

☆KOHさんへ☆

1011 選択 皐 2007-09-30 17:16:39 返信 報告

昇任おめでとうございます︕︕私もKOHさんの活躍を、これからも期待してますよ(o≧∇≦o)
 「エンターテインメントニュース」お願いしますね☆ﾐ

 P.S.MUGENの映像もありがとうございました♡

昇進おめでとう︕

1012 選択 Ｔ２８ 2007-09-30 17:55:57 返信 報告
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KOHさん、おめでとう︕
いいな〜。うらやましいな〜。

 俺も早く専務か社⻑になれるように頑張ろうっと︕（笑）
 

Re:昇任辞令（KOH研究員）

1026 選択 ドルチェ 2007-09-30 20:03:41 返信 報告

KOHさん、昇任おめでとうございまーす♪
 今までの活躍を⾒てたら当然ですよね︕

 これからもどうぞよろしくネ。
 

ＫＨＯさんへ

1035 選択 なしぼー 2007-09-30 20:24:44 返信 報告

昇任おめでとうございます。
 すごい︕スピード出世ですね。頑張ってくださいね♪

所⻑、私全く働いてませんが、ご褒美もらってもいいですか︖（怒らないで下さいね〜）

なしぼーさま♡

1039 選択 ドルチェ 2007-09-30 20:58:16 返信 報告

なしぼーさんって⾯⽩い⽅ですね。好きになりそうです♡
 是⾮、私と⼀緒にお笑い＆ボケ担当をしませんか〜︖

KOHさんへ

1048 選択 アネ研 2007-09-30 22:24:40 返信 報告

昇任おめでとうございます。
 研究、作品楽しみにしています。
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で、さっそくですが、所⻑じゃないけど今⽇のスカパーの
椅⼦に座るミニスカート（︖）の泉⽔さんのUPってできま

 せんか。⾒てるはずが記憶になかったです。

私も記憶にない。

1049 選択 stray 2007-09-30 22:39:03 返信 報告

アネ研さん、メールありがとうございました。
 今返信しましたので。

本家に今⽇の映像キャプが早々と上がっていますが、
 私も⿊のノースリーブスカート姿とオレンジのジャンパー姿をライブで⾒た記憶がありません。

 未公開映像ですか︖

あうっ︕︕

1052 選択 KOH 2007-09-30 23:03:16 返信 報告

昇任辞令頂いてすぐにポカしてしまいましたぁ︕︕

予約は⼊れておいたのですが予約が被っていたのが原因か⾒事にとれてなかったです(T^T)

やっぱりオチャラケやなぁ・・(^_^;)

この失敗を糧として必ず明⽇あさってにはやり遂げますので皆様もう少し猶予をお願いしますです!!

昇任取り消しかな（笑）

1053 選択 stray 2007-09-30 23:07:09 返信 報告

KOHさん、ドンマイです。
 KOHさんのことなので、何とかしてくれるでしょう（笑）。

 待ちますのでどうぞよろしく︕
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取り消しはご勘弁を〜︕︕（笑）

1055 選択 KOH 2007-10-01 02:23:13 返信 報告

ところで・・ＨＥＹ︕ＨＥＹ︕ＨＥＹ︕のスペシャルは⾒られましたか?

⼀応短いですけど置いときましたのでまだでしたらどうぞ〜。

ＨＥＹ︕ＨＥＹ︕ＨＥＹ︕スペシャル

1065 選択 stray 2007-10-01 18:27:25 返信 報告

KOHさん、どうもありがとう。⾒逃したので嬉しいです︕
 他で映らなかった映像もあったので助かりました。

 辞令は取り消さないから安⼼してね♡（笑）

所員の皆さんへ
 ＨＥＹ︕ＨＥＹ︕ＨＥＹ︕スペシャルは、図書館に移しておきましたので、

 ご⾃由にお取り下さい。8Mのwmvファイルです。

こっそり〜（笑）

1069 選択 KOH 2007-10-01 20:03:17 返信 報告

研究所の皆様、ばんはです・・。

所⻑、エンタテインメントニュース、仮でも⾒たいですか︖

Don't you see!の途中からなんですけど・・。

完全版は⽔曜の夜までお待ちいただけますか?

それまでこれで我慢してくださいね〜(^_^;)

ぎゃはは（笑）
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1071 選択 stray 2007-10-01 20:09:14 返信 報告

なに、こそこそしてんの、kOH特別研究員︕（笑）
 途中でもいいけど、例の⿊ノ－スリーブスカートと、オレンジのジャンパー

 シーンは⼊ってますか︖⼊ってたら今すぐ⾒たいです︕︕（笑）

＞完全版は⽔曜の夜までお待ちいただけますか? 
 ぜんぜんＯＫですよ〜、よろしく︕

ＨＥＹ︕ＨＥＹ︕ＨＥＹ︕スペシャル

1072 選択 Ｔ２８ 2007-10-01 20:13:48 返信 報告

こんばんは｡
 所⻑、「ＨＥＹ︕ＨＥＹ︕ＨＥＹ︕スペシャル」⾒あたらないけど。棚を間違えてませんか︖（笑）

 しょうがないから、直接KOHさんとこから貰っちゃった。
 KOHさん、あんがとね〜︕ m(_ _)m

 

Re:昇任辞令（KOH研究員）

1073 選択 KOH 2007-10-01 20:15:10 返信 報告

あ、⼊ってますよ!!

⿊のノースリーブ着てカフェで座ってるシーン、んで⼿を⼤振りで歩くオレンジジャンパーの泉⽔さんですね︕︕

アップしてありますんで⾒てくださいね〜

わっおぅ〜

1074 選択 stray 2007-10-01 20:23:49 返信 報告

KOHさん、チョー嬉しい〜、ありがと︕
 部⻑、ご指摘どおり棚を間違えてました（笑）。
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ＨＥＹ︕ＨＥＹ︕ＨＥＹ︕スペシャル
エンタテイメントニュース（仮）

 両⽅ともDL可能です、どうぞ〜︕

KOH特別研究員殿<(_ _)>

1075 選択 Ｔ２８ 2007-10-01 20:28:11 返信 報告

「ＨＥＹ︕」と「こっそりエンタ」拝⾒しました。
 ⽬茶苦茶感謝しています。すごくうれしいです。

 でも、はじめて⾒た泉⽔さんにホロッと来た︕ やっぱり悔しくて涙が出るよ︕
 

私はね〜・・。

1077 選択 KOH 2007-10-01 20:41:12 返信 報告

この表情にドキッとさせられました︕︕
 憂いを帯びて美しい〜・・。

武道館の感動がここに蘇る〜〜

1078 選択 stray 2007-10-01 20:46:49 返信 報告

エンタの映像は、武道館ライブで流れた映像そのものです︕
 いやぁ、あの時の感動が蘇ってきて、今、放⼼状態です。

 KOHさんのキャプ画シーンも⾒ました。
 ⿊のノースリーブ着てカフェで座ってるシーンも、

 ⼿を⼤振りで歩くオレンジ⾊のジャンパー姿も︕
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地下鉄の階段登ってくるときの○の揺れに気を取られて、忘れてるだけでしょう（笑）。

この映像が出るということは、DVD発売もあり得ますね。
 期待しましょう︕

 KOHさん、おおきに︕︕

KOHさんへ︕

1079 選択 stray 2007-10-01 20:54:13 返信 報告

ライブに⾏けなかった⼈、スカパーを⾒れない⼈のために、
 ウェブリンクで公開してもいいでしょうか︖

 今なら100M以下なのでリンク貼れます。

私はグレーにピンクの縞模様のポロシャツ姿（前に皐ちゃんが画像で使った）が
 好きだなあ。デレデレ♡（笑）。

いいですよ〜︕︕

1080 選択 KOH 2007-10-01 21:02:59 返信 報告

みなさんに公開してくださいな〜︕︕

よろしくですm(_ _)m
 

了解︕

1081 選択 stray 2007-10-01 21:06:45 返信 報告

皆さん、次スレ（別スレ）で⾏くよ〜︕︕︕︕

KOHさま♡

1083 選択 ドルチェ 2007-10-01 21:11:23 返信 報告
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ありがとうございます（＾＾*）
今、ヘイ︕とエンタＤＬ中です♪早く⾒た〜い︕

 ⾒終わったらまた報告レスしますね︕
 

☆KOHさんへ☆

1085 選択 皐 2007-10-01 21:21:32 返信 報告

いつも貴重な映像をホントにありがとうございますね︕すっごく嬉しいです(●＞ω＜●)
 私もドルチェさん同様、今DL中なので、明⽇改めてご報告させてくださいね☆ﾐ

 今⽇はちょっと早いですが、この辺で(*^_^*)おやすみなさい♡

KOH様、ＨＥＹ︕ＨＥＹ︕ＨＥＹ︕スペシャルのアップありがとうございます。

1091 選択 カーディガン 2007-10-01 22:11:10 返信 報告

KOH様、アップお疲れ様です。さっそく⾒せていただきました。ところで、この映像
は、遠い⽇のNostalgiaですね。

 それにしても、最近は、ファンクラブでは、この⼿の情報は公式サイトに情報としてNE
WSに載らないですね。あまり、追悼ライブのことは、お祭り騒ぎのようにはしたくな
いという意図なのかもしれませんね。某情報通の⽅が、いつも情報をくれるので、わか
るのですが、そうでないと、⾒逃しそうですね。事務所としては、公認だと思うのです

が。ファンの⽴場としては、偲ぶ意味でも、静かにでも教えてほしいところですよね。

ＨＥＹ︕ＨＥＹ︕ＨＥＹ︕スペシャルは研究価値が⾼い

1095 選択 stray 2007-10-01 22:25:16 返信 報告

カーディガンさん、こんばんは。
 ライブ映像研究には、ＨＥＹ︕ＨＥＹ︕ＨＥＹ︕スペシャルのほうが貴重ですね。

 #1091は「遠い⽇のNostalgia」だと思います。
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Ｍステ特番、スカパー特番のときはWEZARDで告知があったように記憶してますが、
短めのニュースなのでわざわざ知らせることもないと考えたのか…。

別スレのレスですが、ライン⼊⼒があるってことは、ＴＶチューナー内蔵パソですから、
 おそらく映像取り込み＆処理ソフトがインストールしてあると思います。

 私のはFUJITSUですが、DVDfunSTUDIOをいうソフトです。

KOHさん、⾒ました♡

1098 選択 ドルチェ 2007-10-01 22:34:32 返信 報告

初めて⾒る泉⽔さんばっかりで感動しました♡♡
 でもやっぱりあんなに元気な姿⾒ちゃうと、なんだか泣けてきます。

 ミニのノースリーブワンピース、かわいい♪

この映像って︖

1113 選択 アネ研 2007-10-02 05:23:54 返信 報告

ほんとこの⾵に吹かれるシーン「ドキって」しましたね。

しかし、この外⼈⼥性カメラマンによる画像はどこの企画だったのでしょうか︖
 また、やはりこれも当時のZARDとはそぐわないということでお蔵リになったのかなー

☆KOHさんへ☆

1122 選択 皐 2007-10-02 18:03:31 返信 報告

HEY︕×③とエンタテイメントニュースの映像⾒ました︕ほんっとにありがとうございます(o≧∇≦o)
 HEY︕×③は放送時に⾒てたんですが、⼀瞬だったから改めて拝⾒できて嬉しかったです(*^U^*)

 「エンタテイメントニュース」は初めて⾒るシーンがたくさんあって、こちらも⾒れて超HAPPYでした☆ﾐ
 これからもKOHさん期待してますね♡ありがとう︕

拝⾒しました。（感謝）
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1123 選択 なしぼー 2007-10-02 18:25:58 返信 報告

ありがとうございました。
 ⿊のワンピース姿、素敵でしたね♪もうちょっと⻑く⾒ていたかったですね。

 ⼤変だと思いますが、また宜しくお願いします。

こんばんはっ︕︕︕

1127 選択 KOH 2007-10-02 19:04:14 返信 報告

今⽇は普通に登場のKOHです︕︕（笑）

皆さんに喜んでもらえて嬉しいです!!CSなどが⾒られない環境のZARDファンの⽅々にも⾒てもらいたいからこれか
らも頑張りまっせぇ〜!(^^)!

取りあえず⽔曜の夜期待してて下さいね〜。あとMU-GENもチェックですね︕︕

あ、所⻑。ひとつJpop批評読んでて初めて知ったんですが、
 promised youのアレンジって⼟曜ワイド劇場verは徳永暁⼈さんで、リリースverはCybersoundなんですね〜。わ

たしも⼟曜ワイド劇場verCD化⼤賛成です!!

KOHさんへ

1130 選択 stray 2007-10-02 19:46:53 返信 報告

こんばんは︕ いい仕事でしたよ︕（笑）

私も「Jpop批評」で初めて知りました（恥）。
 徳永暁⼈さんの曲はあまり話題に上らないけど、私は好きですね。とくに「フォトグラフ」が。

＞わたしも⼟曜ワイド劇場verCD化⼤賛成です!!
 で、リクエストしてくれた︖

 もう受付終わったんじゃない︖（笑）

リクエストしたっ︕︕
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1132 選択 KOH 2007-10-02 19:58:21 返信 報告

webまだ受付してました!!
 たくさん要望があがったら可能性も上がるかなぁ︖

８票⽬

1133 選択 stray 2007-10-02 20:07:15 返信 報告

KOHさん、間に合ったね︕ありがとう︕（笑）
 でも、まだ８票だから、無理だろうなあ…（笑）。

⼟曜ワイド劇場ver.

1141 選択 カーディガン 2007-10-02 22:51:35 返信 報告

まじめな話で、
 promised youの⼟曜ワイドver.のCD化という場合、1番だけですか︖⼟曜ワイドでは、1番しかないのですが。C/W

はどうするのでしょうか︖ほかのタイアップの曲も⼀緒にするとかですか︖CFのセレクションをDVDにするとかを期
待しているのですが。

 リクメモ２にリクエストする場合、「promised youの⼟曜ワイドver.のCD化希望︕︕」と書いているのでしょうか
(＠_＠;)

 それから、Jpop批評には、徳永さんのアレンジの旨が載っていましたね。⼤きな違いが感じられないのですが。うー
ん、もう⼀度聴いてみます。⼀応、違いの記事は確認したのですが、いまいち・・・。

まじめな話、

1143 選択 stray 2007-10-02 23:01:40 返信 報告

カーディガンさん、こんばんは。
 まじめな話、リクメモ２には「promised youの⼟曜ワイドver.を︕︕」と書いてます。

 たぶん１コーラスしかないと思うので、実現したとしてもシークレットトラックでしょうか。
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フルコーラスあるのであれば「CD化」も可能だと思ってますが、たしかにc/wの問題もありますね。
Sg ver.と⼟曜ワイドver.ではアレンジが全然違います。

 もう⼀度UPしましょうか︖

わざわざお返事ありがとうございますm(__)m

1145 選択 カーディガン 2007-10-02 23:11:13 返信 報告

所⻑様、ありがとうございます。
 【promised you ⼟曜ワイド劇場ver.とは︖】

 74選択stray2007-09-09 21:24:37返信
 別スレでＴ２８さんが解説されておられますが、 

 promised you には３種類のヴァージョンがあります。＞
 で、⼀応違いの記事はとっております。Sg.と⼟曜ワイドで最初のイントロが少し違うということですね。所⻑のアッ

プされたyou tubeも聴いていますが。あのエンディング好きなので、DVD化してほしいです。
 

●●● スカパー「エンタテイメントニュース」（仮）配信 ●●●

1082 選択 stray 2007-10-01 21:08:35 返信 報告

映像配信には、今度から⽬⽴つように●印をつけることにします。
 ●が多いほど必⾒という意味です。

9/30放送のスカパー「エンターテイメントニュース」ですが、
 Don't you see の途中からの（仮）映像です。

 追悼ライブで流れた映像そのまんまですので、ライブに⾏けなかった⼈、
 スカパーをご覧になれない⽅、是⾮ご覧下さい。

 ライブに⾏った⼈は、あの時の感動をもう⼀度︕︕︕

http://www.filebank.co.jp/wblink/beedac0045acfd6a2bab71bb9654124e
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44Mのwmvファイルです。
（期間限定︓10/8まで）

やばっ︕

1084 選択 ドルチェ 2007-10-01 21:13:56 返信 報告

みなさん、こんばんは〜。
 ＄です♪

 この記事、あげときます♪
 

Re:やばっ︕part②

1086 選択 皐 2007-10-01 21:23:07 返信 報告

私が新たに書いちゃった︕(◎’□’◎)ゴメンナサイ(>U<;)

皐ちゃん、こんばんは（笑）

1087 選択 ドルチェ 2007-10-01 21:24:57 返信 報告

皐ちゃんも、あげっ︕したんだね＾＾
 ＄も研究所にきてるけど、もうちょっとしてからレスしますね〜♪

 

ドルチェ先輩へ☆

1088 選択 皐 2007-10-01 21:37:56 返信 報告

ドルチェさんこんばんは♡(←まだ寝てない(笑))
 リアルタイムにお話しできて嬉しいぃ〜(o≧∇≦o)でも本気でパソコン切らなきゃヤバい雰囲気が(笑)

 今度こそ、オヤスミなさ〜い☆ﾐ

また明⽇話そうね♪
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1089 選択 ドルチェ 2007-10-01 21:50:43 返信 報告

皐ちゃん、おやすみ〜。
 いい夢⾒てね♡

皐ちゃんって

1090 選択 stray 2007-10-01 22:04:35 返信 報告

⼩学⽣︖なわけないよね。
 中学⽣︖いやいや、まさか。

 ⾼校⽣︖妥当な線かな〜。
 ⼤学⽣︖お⺟さんに「パソやめなさい」とは⾔われないよね。

いやね、コンビ組むかも知れないから相⼿を知っておかないと、と思って（笑）。

皐ちゃんって②

1092 選択 Ｔ２８ 2007-10-01 22:13:06 返信 報告

中学⽣に１票。

所⻑、娘さんなんだから、別に幾つでもいいんじゃないの︖（笑）

副所⻑、＄＄しつこいですよ︕（笑） 怒ってます︖
 

皐ちゃんって③

1093 選択 stray 2007-10-01 22:19:21 返信 報告

もし中学⽣だったら、相当頭いいよね︕
 ⾃分の娘の年知らない⽗親いるか︖（笑）

副所⻑は気に⼊って使ってるんじゃ…。怒ってなんかいないと思うよ（笑）。
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＄です♪

1094 選択 ドルチェ 2007-10-01 22:24:29 返信 報告

みなさま、こんばんは〜♡
 ＄＆梨すっごく気に⼊っちゃいました（笑）部⻑、怒ってないよ〜（＾０＾）

 これから癒し系のお笑い担当でお願いします♪

他のトコにレスしてもいいかな〜︖

＄さんへ

1096 選択 stray 2007-10-01 22:28:00 返信 報告

こんばんは♡
 ほかのところにレスして、最後にここへ帰ってきて、映像の感想を述べて下さいませ（笑）。

 上げのためです。

皐ちゃんって④

1097 選択 Ｔ２８ 2007-10-01 22:28:18 返信 報告

頭がいいだけじゃなくて、性格もそうだし、⼈格も素晴らしい︕
 ドルチェ副所⻑⽈く、泉⽔さんのような⼈柄だし、将来が楽しみですね。

> 他のトコにレスしてもいいかな〜︖

だって＄さんが悪いんでしょ︕ だから所⻑も私も他のレス付けられないんじゃないですか︕（笑）
 

あら〜

1099 選択 ドルチェ 2007-10-01 22:37:29 返信 報告

元スレに感想レスしちゃった︕あ、申し遅れました＄です♪
 他のとこにレスして最後に上げますね︕（覚えてたら…汗）
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皐ちゃんって⑤

1100 選択 stray 2007-10-01 22:42:31 返信 報告

副所⻑︕どうでもいいから最後にここに帰ってきてちょ（笑）。

部⻑、⾮の打ち所がないお嬢さんだよね。わたしゃ、本気で娘に欲しくなってきた（笑）。
 ところで、皐ちゃんの「あだ名」はどうなったの︖（笑）

皐ちゃんって⑥

1101 選択 Ｔ２８ 2007-10-01 22:48:38 返信 報告

ここで聞くの︖ ところで所⻑はなんて付けたの︖
 もう少し、ドジったり、ミスったりしてくれると「あだ名」付けやすいんだけどね。

 今ちょっと発表しづらいですね。（笑）
 

皐ちゃんって⑦

1102 選択 stray 2007-10-01 22:54:00 返信 報告

副所⻑、ほかのところにレスしてないじゃんか︕
 たぶんNYに⾏ったね（笑）。

え〜、部⻑に任せたんじゃないっけ︖（笑）
 そうなんですよ、ぜんぜんドジらないし、少々ドジってもカワイイだけだし、

 あだ名付けるのは無理なんじゃない︖
 コンビ組むとしたら、芸⾵を決めないといけないんだけど、男⼥のお笑いだと、

 林家ペー・パーかな︖（笑）

あげときます♪

1104 選択 ドルチェ 2007-10-01 23:07:29 返信 報告
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皐ちゃんのあだ名︖︖決まったら教えてね︕

皐ちゃんって⑧

1107 選択 Ｔ２８ 2007-10-01 23:25:18 返信 報告

ドジってくれた時がチャンスなんだけどね。
 今⼀つ考えてるけど、あんまり⾯⽩くないんだよね。

 全然、「変なあだ名」になってないのよ・・・。（困）

所⻑、悪いけどそういう芸⾵に皐ちゃんを染めないでくれる︖（笑）
 皐ちゃんのイメージが、崩れてく〜。（笑）

出来れば、副所⻑が考えてよ︕ 私考えてもロクなのでないよ︕ ＄＆梨が精⼀杯だし〜。（笑）
 

皐ちゃんって⑨

1109 選択 stray 2007-10-01 23:28:56 返信 報告

部⻑に全⾯的に賛成︕
 皐ちゃんのイメージ崩したくないもんね。

 副所⻑のこと慕ってるから、副所⻑が付けたあだ名なら喜ぶと思うけど、
 皐ちゃんは「変なあだ名」がご希望なんだよねぇ（笑）。

 やっぱり、部⻑が付けたら︕︕（笑）

じゃ、おやすみ〜
朝起きたら、皐ちゃんの「変なあだ名」が決まってますように、お祈り♡

strayさん・みなさんお邪魔します。

1110 選択 奈良ZARDファン 2007-10-02 00:18:47 返信 報告

strayさん

こんばんは。
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研究所拝⾒させていただきました。

ありがとうございました。

またお邪魔させていただきます。

♪⽉の光に揺れて〜〜〜〜♪
 

いつもありがとうございます

1111 選択 GTO 2007-10-02 03:47:18 返信 報告

所⻑、所員の皆様、

いつも貴重な映像をありがとうございます。

「エンターテイメントニュース」ダウンロードさせていただきました。
 こんな映像があったんですね...。

 泉⽔さんも楽しそうに⽣き⽣きしてますね。

全編の映像も期待して待っています。

皐ちゃんって④

1112 選択 アネ研 2007-10-02 05:11:57 返信 報告

９時半消灯って、⽳ねらいで⼩学⽣に１票。
 しかし、早熟ですね。今後も楽しみです。

奈良のＺＡＲＤファンさん、ＧＴＯさんこんばんは。

しゅつぱい

1114 選択 アネ研 2007-10-02 05:42:23 返信 報告

早とちりしました、
 「皐ちゃんって⑩」の間違いです。
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奈良ZARDファンさんへ

1115 選択 Ｔ２８ 2007-10-02 10:11:44 返信 報告

ようこそ、歓迎いたします。
 本家でも⼤変お世話になったおります。

是⾮、頻繁にお⽴ち寄り下さい。お待ちしております。
 

アネ研さんへ

1116 選択 Ｔ２８ 2007-10-02 10:18:37 返信 報告

アネ研さん、おはようございます。

> ９時半消灯って、⽳ねらいで⼩学⽣に１票。 
私も、もしかしてって思っていました。（笑）

数字⾒た時、アレッえらい減ってるって驚きましたよ︕（笑）
 私だったら慌てて削除して、書き直して投稿し直すのに〜。

 だって、そのままにしておいたら誰かに、⽴ち直れないほど凹まされてしまうところです。（笑）
 たぶんアネ研さんには、そんなことしないでしょうけどね。

 

皆さん今⽇もよろしく︕

1117 選択 stray 2007-10-02 11:21:12 返信 報告

奈良ZARDファンさん
 「Stray Love」のメロディに乗ってのご登場ありがとうございます（笑）。

 別荘ともどもこれからいろいろお話していきましょう︕
 ご来所に感謝します。

GTOさん
 こちらこそいつもありがとうございます︕

 

https://bbsee.info/straylove/id/1082.html?edt=on&rid=1115
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1115
https://bbsee.info/straylove/id/1082.html?edt=on&rid=1116
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1116
https://bbsee.info/straylove/id/1082.html?edt=on&rid=1117
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1117


今しがたメール返信しましたので、ご教⽰よろしくお願いしますね。
追悼ライブには⾏かれなかったのでしょうか。

 巨⼤スクリーンに映し出された（Don't you seeの）泉⽔さんのお茶⽬な姿、
 よかったですよ〜。DVD出るといいですね。

アネ研さん
 いつ寝てるんですか︖（笑）

 いいんですよ、間違いは誰にでもありますから。
 ⼩学⽣の語彙・⽂章⼒じゃないですよ、中学⽣でもあり得ないと思うのに…。

部⻑︕
 #1115は直さなくていいのかな︖︕（笑）

 

フィーリングで読んでね（笑）

1118 選択 Ｔ２８ 2007-10-02 12:23:08 返信 報告

所⻑、＼（－"－）／ まいたっか︕︕︕（笑）

アネ研さん、失礼しました。⼈に指摘する前に⾃分の⽂章⾒直せってねぇ。（苦笑）

おっちょこちょい部⻑より
 

年齢不詳の皐です(=^⽫^=)(笑)

1121 選択 皐 2007-10-02 17:58:34 返信 報告

知らぬ間に所⻑と部⻑が⾊々褒めてくれてて、⼩恥ずかしいですね(*>U<*)でもありがとうございます♡(*^v^*)
 ところで、所⻑〜︕(笑)絞り込みに“⼩学⽣”ってありえないですよ︕(笑)それだけは⾔わせてください︕︕(笑)

 あと、9時半に“おやすみ”って書いたのが勘違いさせたみたいなので、そこも訂正します(^⽫^)(笑)
 確かに9時半にパソコンを消したんですが、眠りについたのは11時半とかその辺です(笑)

 親が夜にパソコンを付けるのが嫌みたいなんですよね(-n-)

P.S.コンビを組むとしたら、林家ペー・パーでもかまいませんよ︕(笑)カメラ⽚⼿にず〜っと笑っています(o≧∀≦o)
(笑)
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    そうしてたら、その内「変なあだ名」が付くかなぁ〜♪♪(笑)

皐ちゃんへ

1124 選択 stray 2007-10-02 18:32:33 返信 報告

お帰り♡（←娘の帰りを⼼配しながら待ってた⽗親みたい）
 いやぁ、寝てる間に３⼈でいじっちゃたから怒られるかとヒヤヒヤしてました（笑）。

 やっぱ⼈間ができてます、ありがとうね。

じゃあ、少しあり得る絞込みを
  １．林家ペー・パー

  ２．鳳啓介・京唄⼦（←知らないかも︕）
  ３．宮川⼤介・花⼦

 私とコンビ組むとしたら芸⾵がご希望でしょうか︖（笑）
 それによって「変なあだ名」が決まると思う（笑）。

 カメラ持って右往左往してるだけでいいから、１が⼀番楽かもね。
 ３は、私が脳出⾎で倒れるかもしれんから勘弁して︕

Re:所⻑へ☆

1126 選択 皐 2007-10-02 18:40:25 返信 報告

ただいま〜パパ(o≧∀≦o)(笑)

芸⾵はやっぱり①が楽ですね︕(笑)いつも『あっは〜あははは♡』って⾔ってカメラ撮ってるだけですし♪♪(笑)
 ②は残念ながら知らないです〜(^⽫^)京唄⼦さんは聞いたことあるけど｡｡｡＾＾

 ③は所⻑が倒れてしまいますね︕(笑)私も毒⾆全開にしなきゃならないし(◎U◎;)(笑)
 「変なあだ名」が決まる⽇が楽しみです♪♪

ここは、いったいどこ・・・

1136 選択 カーディガン 2007-10-02 22:01:36 返信 報告
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皆様、こんばんは
今⽇は何か雰囲気が関⻄吉本系か、太⽥プロ、などのお笑い系で、⼀瞬⼊る研究所を間違えた︖かと思ってしまいま
した^_^;

 けんか別れではなく、協議離婚（爆）ということでよろしかったでしょうか︖それとも、別居ですか(*_*)復縁とい
うのもあるので・・・

 ⽇本の法律では、重婚は、認められていないので、復縁するときは、⼀定期間ののちに、再度婚姻届を出すことにな
っています(^o^)

 所⻑と皐さんとは、養⼦縁組ですか︖その時は証⼈が２名必要ですので、私も含め、いつでもご相談ください(^^♪

Z研雑談室︖

1139 選択 アネ研 2007-10-02 22:33:20 返信 報告

こんばんは
 カーディガンさん

 そうですねここはどこ︖ってぐらい可笑しいですよね。
 親⼦漫才ってあんまり⾒ないけど。誰かいたかな︖

皐ちゃん
 そうだよね、⼩学⽣はないいはな〜

 たしかに、ミステリアスなのもなんかいいかも。

T28さん
 あまりにおもろかったので、即⾏レスしたら、またやってしまったのです。気持ちだけ感じてください。

所⻑
 夜更かしした次の⽇は早く寝てしまうので、早朝起きてしまうのです。⼾締りと新聞取りはおまかせあれ。

「揺れる想い」の映像はコンサートを思い出しちゃいますね。（涙）

はぁ…。

https://bbsee.info/straylove/id/1082.html?edt=on&rid=1139
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1139


943 選択 皐 2007-09-29 21:33:00 返信 報告

本家掲⽰板がまたまた嫌なムードが漂ってますね…。(︔_︔)
 所⻑の研究所はそんな事がまったくないので、居⼼地がいいです。批判はどうすることも出来ないんです

よね…。
 って、ここでしょげてても仕⽅ないですね(>_<;)

 そうそう︕所⻑にお聞きしたいのですが、図書館に壁紙をupしてるでしょ︖＾＾
 あれを加⼯画に使っても⼤丈夫ですか︖勝⼿にするのは悪いなぁと思ったので訊ねました☆ﾐ

また揉めてる

945 選択 stray 2007-09-29 21:44:44 返信 報告

皐ちゃん、こんばんは。
 まったくですね、最近頻度が⾼くなってきてるようだし…。

 ZARD情報欲しさにROMってる⼈が、いつも会話してる⼈数の数百倍いて、
 ⿂介類＆料理の写真や、「うまそうですね」なんて会話にまったく興味ないわけだから、

 両者が共存するのは難しいのですよ。

図書館の壁紙って「2006 ZARD壁紙」でしょ︖
 どうぞどうぞご⾃由に。図書館のものは皐ちゃんのものなので（笑）。

「今⽇はゆっくり…」の泉⽔さんカワイイですね。37才ですよ︕

気が滅⼊る・・・

947 選択 Ｔ２８ 2007-09-29 21:47:18 返信 報告

皐ちゃん、こんばんは。
 ゴメンね、私も気になっているけど、どうすることも出来ないんだよね。

 ほとんど書き込まなくなった今でも、毎⽇様⼦は⾒てるから、本家が揉めると気持ちが落ち込むよね。
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皐ちゃんは、ちゃんと意⾒を書いてるのに、⾃分はなにも出来なくて・・・。はぁ〜(-_-)
まぁでも、せめて研究所だけは、仲良く楽しくやっていきたいよね。

Ｐ.Ｓ. HNの読み⽅だけど、皐（さつき）ちゃんで合ってます︖
 

ほんとだ

952 選択 ドルチェ 2007-09-29 23:38:34 返信 報告

皐ちゃん、みなさま♡こんばんは。
 本家また揉めてるんですね…。なんか憂鬱になっちゃうよね。

 でもホントにここは揉め事もなくて楽園みたいです♪ずっとこのままの楽しい場所でありますように…♡

迷う

960 選択 アネ研 2007-09-30 02:22:21 返信 報告

こんばんは、皐ちゃん。
 皐ちゃんの画像みてるとほっとしますね。

 毎⽇パソコン⽴ち上げて、メール、掲⽰板、研究所の順でみてるけど（所⻑、ゴメンなさい（笑））
 最近、どちらが先かよく迷います。

 みんないらだってるのかなー︖
 せめてここは、笑い声が聞こえる所であり続けますように。

PS T28さんと同じです。昨夜のレスでタイトルに「皐（ちゃん）」と打ったら違う漢字がでたので、もしや違うの
では︖と不安になりました。

 

Re:はぁ…。

961 選択 ＤＯＭＩＮＧＯ 2007-09-30 03:00:12 返信 報告

夜勤から帰って来て、本家のぞいたら、またエライことに…。ちょっとだけレス⼊れさせていただきましたが…。
 本当に気が滅⼊りますね…。
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こちらは楽しく⾏きたいですね。

楽しくやるために

963 選択 stray 2007-09-30 09:26:53 返信 報告

皆さんおはようございます。

⾒るに⾒かねて本家に出向いたものの、私に⽕の粉が⾶んできて、
 にしまるさんが消⽕して下さいました。（にしまるさん、ホントにありがとう︕）

ここは楽しくやりましょうね。
 そのためには、私が多⽤する（笑）の意味を説明する必要があるかと思います（笑*1）。

短い⽂章で、⾃分の気持ち・考えを相⼿に100%伝えることは不可能です。
 かといって掲⽰板は、⻑時間推敲してカキコむ性格のものでもありません。
 私の（笑）は、決して⼈をバカにしてるとか、⾒下してるとかではありません。

 ⾃分では親しみを込めてるつもりなので、そう思って下さい。
 逆から⾔えば（笑）のない私のレスは、機嫌が悪いか、突っ込みようがない時です。

 部⻑に対しては、ホンキで凹まそうとしてますけどね（笑*1）。

笑*1 ウケ狙いの（笑）

皆さま申し訳ありません。

964 選択 にしまる 2007-09-30 09:50:28 返信 報告

にしまるです。皆さまおはようございます。いきなり失礼いたします。
 stray所⻑をはじめ、こちらの皆さまには、今回の⼀連の騒動で⼤変不愉快な思いをおかけし、あの⼆⼈に成り代わり

（って、私は保護者でも何でもありませんが）、深くお詫びする次第です。
 とりわけ、stray所⻑に対するコメントは許しがたく、あのようなコメントを掲載した次第です。

 私は、本家ともこちらとも違う場所に常駐しておりますが、これからもたまにお邪魔させていただくこともあるかと
思います。今後とも何卒よろしくお願いいたします。
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Re:どうしてだろう…

970 選択 皐 2007-09-30 10:53:42 返信 報告

stray所⻑へ＞
 掲⽰板はさらに暗い雰囲気漂ってますね｡｡｡

 っていうか、「どうして所⻑があんな事⾔われなきゃいけないの!?」と、こっちが半ギレです(`⽫´)(笑)
 私は彼が反省してると思っていたのに…。⽂字で気持ちを伝えるのは難しいことなので、

 勘違いする事もありますが、所⻑が謝っているのにどうして「そうだったんですか＾＾」ってなれないんでしょ
う…。

 批判する⼈については、確かに共存するのは難しいですよね。
 多くの⼈が集まる分、多くの考えがあるというわけですもんね…(>m<)

 P.S.図書館の壁紙の件、ありがとうございます︕⼤切に使わせてもらいますね(o^∇^o)
    あと、「今⽇はゆっくり…」の泉⽔さん…37歳に⾒えない…(◎Д◎)キレイすぎますね︕

T28部⻑へ＞
 今朝⾒てみたら、またとんでもない事になってますね…。なんで ああなっちゃうんだろう。(︔_︔)

 私も前回アキラさんの時に“何か書いても、どうする事も出来ない”と感じたので、
 今回はSSSさんに強く引き留める事は出来ませんでした。

 研究所だけはみんな仲良く、楽しくやっていきたいです(o≧ω≦o)
 P.S.私の名前は“さつき”で合ってますよ︕(o^∇^o)

ドルチェ先輩へ＞
 ホント、掲⽰板は荒れる頻度が⾼くなってきて、憂鬱ですね…。(︔m︔)

 この研究所はまだそんな事がないので、来ていて楽しいし安⼼できます☆ﾐ
 みんな優しい⼈ばかりだし♡ココで何かあった時は所⻑や部⻑、ドルチェ副所⻑に頼っていい︖(笑)

アネ研さんへ＞
 ホッとしてもらえる画像を載せて良かったです(o≧ω≦o)ありがとうございますね☆ﾐ

 掲⽰板は批判のスレが最近よくありますよね｡｡｡何を⾔っても通じなくて悲しいです。
 この研究所だけは明るい場所で居続けて欲しいですね(o≧ω≦o)

 P.S.部⻑にも書き残しましたが、名前は(さつき)で合ってます︕⼤丈夫ですよ♪♪
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ＤＯＭＩＮＧＯさんへ＞
掲⽰板はまた新たな問題が起こっていて悲しくなりました｡｡｡

 この研究所があって良かったですね＾＾掲⽰板が荒れていても、楽しい居場所がここにあるので☆ﾐ
 改めて所⻑に感謝ですね(o≧ω≦o)

にしまるさんへ＞
 おはようございます＾＾にしまるさんが謝ることではないですよ︕

 strayさんを守ってくださって感謝しています(o≧ω≦o)にしまるさん⾃⾝は“守った”つもりはないかもしれません
が、

 ここに集まってる私たちにとってあのコメントは“感謝”の⼀⾔です☆ﾐ
 これからもお話ししましょう︕よろしくお願いしますね(o^∇^o)

にしまるさんへ

971 選択 Ｔ２８ 2007-09-30 11:17:24 返信 報告

おはようございます。本家ではお世話になっております。
 わざわざお詫びのコメントを頂き、ありがとうございます。

 ああいう事態にまで発展してしまうと、（保護者ではないですが）にしまるさんに御登場頂くしか⽅法がないと感じ
ていました。

 strayさんに対するあのコメントは、私も許し難く思いましたので、にしまるさんには感謝しています。
 研究所も、にしまるさんが常駐している別荘（︖）ともども、もっともっと盛り上がる事を期待しています。

 両サイトが上⼿い関係を築いて、共に発展、交流出来たら嬉しく思います。
 こちらこそ、これからもどうぞよろしくお願いいたします。

 

Re:はぁ…。

973 選択 ドルチェ 2007-09-30 11:22:29 返信 報告

みなさん、おはようです︕

所⻑の（笑）の意味は充分わかってますので、ご安⼼を︕
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皐ちゃん、どうぞ頼って︕（頼りないけど笑）なにがあっても皐ちゃんのことはここのみんなで全⼒で守ります＾＾

あっ、にしまるさん♡昨⽇は本当にありがとうございました︕
 本家でのにしまるさんの⼀⾔に⼤感謝です＾＾

 またたまにでもいいので、ここにも遊びに来てください♪よろしくお願いします（＾０＾*）

ちょっとこれからお出かけしますので、また帰ってからゆっくりお話しましょう︕

☆ドルチェ先輩へ☆

974 選択 皐 2007-09-30 11:30:27 返信 報告

ありがとう︕ドルチェ副所⻑(o≧∇≦o)とても頼りのある先輩ですよ♡
 これからお出かけとの事なので、帰ってきたらお話出来るといいですね(o^ω^o)

 では☆ﾐ

にしまるさんへ

981 選択 アネ研 2007-09-30 11:52:30 返信 報告

こんにちは、にしまるさん。
 本家でもお世話になりました。

 なんでも誤訳はつきまのですが
 あんなふうに誤訳されてしまうとは残念です。

 所員として掲⽰板愛好者として感謝します。

また、遊びに来てください。
 

お返事ありがとうございます。

987 選択 にしまる 2007-09-30 13:59:27 返信 報告

にしまるです。皐さん、Ｔ２８さん、ドルチェさん、アネ研さん、皆さまお返事いただきありがとうございます（str
ay所⻑にもお礼申し上げます）。
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私は、2ヶ⽉前から別荘の⽅に常駐しておりまして、毎⽇せっせとキャプして過ごしておりま
す（相変わらずです＾＾︔）。

 Ｔ２８さんから（メールで）画像アップのお許しをいただいたので、ご挨拶代わりに1枚アッ
プさせていただきます（別荘で今⽇アップしたものです）。

 それでは、失礼いたします。
 

にしまる様へ

991 選択 カーディガン 2007-09-30 14:20:58 返信 報告

にしまる様、
 こんにちは。はじめまして。こちらの⼀研究員のカーディガンと申します。本家でもたまにおじゃましております。

今回は、うちの所⻑の件では、⼤変ご⼼配とご配慮をいただき、感謝しておりますm(__)mよろしければ、またこの
研究所にお越しください。お待ちしております。

P.S.にしまる様のお名前は、2004ライブ映像で歌う「クリクリ」お⽬々の泉⽔さんおキャプ画像でおぼえておりま
す。本家でお⽬にかかった際に、レスすることもあるかと思いますので、どうぞよろしくお願いいたしますm(__)m

カーディガン様へ

994 選択 にしまる 2007-09-30 14:40:09 返信 報告

にしまるです。はじめまして（ですが、本家でちょくちょくコメントを拝⾒していたような気が
します）。

この度は、私の微⼒では未然防⽌できず、こちらの皆さまには（特にstray所⻑には）とんだご迷
惑をおかけいたしましたm(_ _)m

 今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

＞「クリクリ」お⽬々の泉⽔さんキャプ画像
 を、置かせていただきますね（ライブＤＶＤは画像が暗くてキャプ泣かせです）。
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にしまるさんへ

996 選択 stray 2007-09-30 14:52:50 返信 報告

こんにちは、strayです。
 素敵なキャプ画どうもありがとうございます。

 元映像を考えていて返事が遅くなりました（笑）。
 「君に逢いたくなったら」の頃でしょうか、わかりませんので種明かしお願いします︕

さて、この度はご丁寧にありがとうございます。
 謝るのはこちらのほうで、私は勿論のこと、所員⼀同にしまるさんにはたいへん感謝しております。

 所員の気持ちに免じて、何卒ご容赦のほどお願いします。
 （どうやら終息したようで安堵しております）

ただのキャプ画とは違うようですね。何か技術がありそうな…。
 別荘のほうはぜんぜん急ぎませんので、どうぞよろしく。

 ここは平和なので、ちょくちょくお顔を出して下さいね︕
 （メールへの返信に変えさせていただきます）

 

にしまるさんへ

997 選択 Ｔ２８ 2007-09-30 14:58:00 返信 報告

こんにちは。早速、画像アップして下さってありがとうございます。
 さすが元祖キャプ名⼈ですね。泉⽔さんの表情が素敵です。

投稿⽅法ですが、こちらの仕様なのか、画像を投稿した後、更新しないと表⽰されないようです。
 きっとにしまるさんなら、２度⽬の投稿でお分かりですよね。

 今後とも、よろしくお願いします。

Ｐ.Ｓ. こちらで説明しましたので、メールの⽅はお預かりさせていただきます。御了承下さい。m(_ _)m
 

stray所⻑、Ｔ２８部⻑さんへ
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999 選択 にしまる 2007-09-30 15:45:04 返信 報告

にしまるです。三度失礼いたします。
 stray所⻑からのお問い合わせの件です。

＃987の画像は、確か7or8⽉のスカパーの追悼番組の中で放映された動画のキャプです。ＰＶ
ではないので、私も時期がわかりません＾＾︔

 動画をキャプし、Paint Shop Pro PHOTO XIで画像調整を⾏っております。

お答えが出来なかったお詫びに、もう1枚お答えができない画像をお届けしますm(_ _)m（やは
りスカパーです）。

それでは、失礼いたします。

Re:はぁ…。

1031 選択 ドルチェ 2007-09-30 20:09:15 返信 報告

にしまるさん、泉⽔さんのキャプ画像ありがとうございます♪どの瞬間もカワイイです♡
 また素敵なキャプ画像があれば、是⾮こちらにもご紹介くださいね︕

はじめまして、皐さん

1059 選択 kny 2007-10-01 14:29:09 返信 報告

こちらへは、初めてお邪魔いたします。
knyと申します。

 本家でお⽬にかかった⽅もいらっしゃいますが、
 にしまるさん達とともに別荘で過ごす内に、

 本家の⽅は、すっかりROM専になっておりまして、
 ご存知ない⽅が多いかと思います。

 このほど、stray所⻑さんが別荘にも顔を出されることになり、
 こちらのサイトを知ったしだいです。

 私は、いわゆる「にわかファン」でして、
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 先輩のみなさんに教わることばかりですが、
こちらにも、今後顔を出させていただき、（おそらくROMが多くなりますが）

 勉強いたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 まずは、ご挨拶まで。

 失礼いたしました。

Ｔ２８です （皐ちゃんでなくてすみません）

1061 選択 Ｔ２８ 2007-10-01 17:40:21 返信 報告

knyさん、こんばんは。
 本家でも⼤変お世話になっております。

 ご丁寧に「⼿⼟産」持参で恐れ⼊ります。（笑）

そうですか、stray所⻑は別荘にもお邪魔しているのですか。
 本家も掲⽰板が増えたし、れおさんの掲⽰板も出来たし、いろいろなZARDファンのサイトがリンクして、発展して

いけたらいいですね。

これからもどうぞよろしくお願いいたします。
 是⾮お⾒えになった際は、ROMするだけでなく、参加なさって下さいね。

 

☆knyさんへ☆

1063 選択 皐 2007-10-01 17:59:32 返信 報告

こんばんは︕皐です(*^U^*)
 T28さんもおっしゃっていますが、是⾮ROMだけではなく⼀緒に参加してくれると嬉しいなと思っています☆ﾐ

 私はファンになって⽇が浅いので、knyさんと⼀緒に勉強したいですね(o^ω^o)♪
 機会があれば、私ともお話ししてください︕(o≧∇≦o)これからもよろしくお願いしますね(*^U^*)

knyさん、ようこそ︕

1066 選択 stray 2007-10-01 18:30:03 返信 報告
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こんばんは、strayです。
ここでは所⻑なので威張ってますが（笑）、別荘では新⽶なのでよろしくご指導下さい。

 ためになるサイトだと⾃分では思ってますので、ちょくちょくおいで下さいネ︕

Ｔ２８さんへ

1105 選択 kny 2007-10-01 23:15:16 返信 報告

こんばんは。
 ご無沙汰をしております。

あの写真は、にしまるさんの⼒作です。
 拝借してまいりました。

>いろいろなZARDファンのサイトがリンクして、発展していけたらいいですね。

同感ですね。
 私も時間がとれれば、こちらにも顔を出させていただきますので、本家同様よろしくお願いいたします。

皐さんへ

1106 選択 kny 2007-10-01 23:22:59 返信 報告

初めまして、knyです。
 本家でも、お名前を拝⾒していましたが、

 なかなかレスする機会がなくて、ごめんなさい。
時間がとれれば、こちらへ顔を出しますので、

 よろしくお願いいたします。
 

strayさんへ

1108 選択 kny 2007-10-01 23:28:23 返信 報告
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こんばんは。
ちらっと覗かせていただきましたが、情報満載の掲⽰板ですね。

 さすが、ZARD研究所ですね。
 勉強させていただきますので、よろしくお願いいたします。

knyさん、ようこそ︕

1135 選択 stray 2007-10-02 21:32:18 返信 報告

こんばんは、strayです。
 危うく⾒落とすところでした︕（笑）

 情報と雑談、半々くらいでしょうか。それくらいがちょうどいいのです。
 今後とも、こっちとあっちでよろしくお願いしますね︕

相⽅へ

1131 選択 stray 2007-10-02 19:51:26 返信 報告

新しい相⽅が⾒つかったので、今、相⽅にお別れの⼿紙を書いてます（爆）。
 少々お待ち下さい。

コンビ解消

1134 選択 stray 2007-10-02 20:08:38 返信 報告

相⽅へ

短い間だったけど、君のことは絶対忘れないよ︕（笑）
 今⽇から、愛娘（まなむすめ）・皐ちゃんとコンビを組んで、親⼦漫才することになりました。

 決して相⽅を嫌いになったとか、飽きたとか、つまんない、とかじゃありません。
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これだけは信じて下さい（笑）。
ただいま〜パパ(o≧∀≦o)(笑) にクラクラきちゃったのです。

新コンビ名は「皐家ペー・パー⼦」です（笑）。
 どうか、皐ちゃんに「変なあだ名」をお付け下さいませ。

 誰でもいいから、新しい相⽅にカメラを恵んで下さい︕

勝⼿ながら、相⽅の今後の道を３択にさせてもらったので、好きに選んでね。
  １．＄さんと組んで、尻しかれ漫才

  ２．梨さんと組んで、ボケ・ボケ漫才
  ３．⼤⽳で、アネ研さんと組んで、深夜＆朝⽅漫才

 なお、交渉はご⾃分でやって下さい。

相⽅、お世話になりました。気を落とさないでね。
 どうかお元気で、「また会いましょう︕」（笑）

さぁ〜て、林家ペーの芸⾵、勉強しなきゃ︕
 

皐特別研究員と部⻑へ（業務連絡）

1120 選択 stray 2007-10-02 12:32:03 返信 報告

 
急ぎませんが、附属美術館にお越し下さい。

外は⾬、⼼も⾬なれど今を⽣きる。

1003 選択 ＳＳＳ 2007-09-30 16:30:12 返信 報告
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今回は私事にて多くの皆様に、多⼤な迷惑＆⽕の粉をかけてしまい⼼から何度も重ねてお詫び申し上げます・・・傷つくのも
責められるも私1⼈で⼗分、こんな事を申し上げるのも（無念の極み＆断腸の思い）ではありますが、引き続き本家掲⽰板＆Ｚ
ＡＲＤ研究所が明るく盛り上がり、多くの⼈が癒され＆元気を得て、さらなる発展＆平和であって欲しいと⼼から強く思いま
す〜以後この場に訪れる事も、返事を書く事もありませんし、名も無き⼈間として闇に消える強い覚悟を決めた⾝〜レス不
要、⼀読スルーして頂ければ本望、なお誠に勝⼿ながら、この素晴らしい場を邪魔したくもなく、数時間後に記事を削除させ
て頂きます、何卒、各皆様へのお詫び＆今まで感謝の意を含め述べさせて頂きました・・・以上。

ｓｔｒａｙ所⻑様、ＺＡＲＤ＆泉⽔さんを愛した1⼈の⼈間として、最初で最後に・突然の訪問＆乱記事を本当お許し下さい
（涙）

SSSさんへ

1004 選択 stray 2007-09-30 16:48:40 返信 報告

こんにちは、strayです。⼼中お察しします。
 ざっくばらんに話しますが、本家でも書いたように、SSSさんは求⼼⼒がおありなので、

 ご⾃分でブログを開設されて、思う存分海の猛者ぶりを発揮されたほうが楽ですよ。
 誰も、SSSさんが消えることなど望んでいませんし、私も遊びに⾏きます。

 私のおススメは↓ここです。画像もバッチリです。
 http://d.hatena.ne.jp/

本家には⾏きずらでしょうから、どうぞここに来て遊んでって下さい。
 所員が何と⾔うか聞いてみないとわかりませんが、私は⼤歓迎です。

＞数時間後に記事を削除させて頂きます
 いやいや、そんなこと⾔わずに残しておいて下さい。

 ここのルールブックは私であり、ROM専さんの意⾒など聞く必要のないところですから。

ようこそ︕ZARD研究所へ

1005 選択 Ｔ２８ 2007-09-30 17:01:27 返信 報告

https://bbsee.info/straylove/id/1003.html?edt=on&rid=1004
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1004
https://bbsee.info/straylove/id/1003.html?edt=on&rid=1005
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1005


SSSさん、こんにちは。
いらっしゃいませ︕ 私も歓迎いたします。

 本家掲⽰板は管理⼈様が書き込みに⼲渉しないタイプですが、この研究所は⼝うるさい管理⼈さんですので荒らされ
ることは無いと思いますよ。

 それで是⾮、そんな事態が起きたときに備えて、SSSさんにもガードマンのように働いて貰えませんかね︖
 活動ベースをこちらにしてもいいでしょうし、所⻑の⾔うように別にサイトかブログを始めるのもいいかもしれませ

ん。
 もし開設したのなら私達にもお知らせ下さいね。私も遊びに⾏きますので。

あのね。折⾓レス付けたんだから、削除しないで下さいよ︕（笑）

SSSさんへ

1006 選択 皐 2007-09-30 17:04:19 返信 報告

今回のことに関しては、私もすごく悲しいです(>_<)それは“迷惑”とかそういうのじゃなくて、
 SSSさんが掲⽰板からいなくなっちゃうことですよ。SSSさんがお詫びをする理由ありません︕(>m<)

 今回が初めてな訳ではないので、きっと掲⽰板にはもう戻りづらいですよね｡｡｡
strayさんが仰ってるように、ブログを開設してみてはどうですか︖

 私も遊びに⾏きます︕︕＾＾
 もしくはこの研究所に遊びに来てくださいね☆ﾐ stray所⻑同様、私も⼤歓迎です(o^∇^o)

部⻑より

1007 選択 Ｔ２８ 2007-09-30 17:09:32 返信 報告

あぁ〜もう、めんどくさいから・・・。

所⻑︕ ⽤⼼棒で雇っちゃったら︕

ガードマン募集︕

1009 選択 stray 2007-09-30 17:11:10 返信 報告
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SSSさん、ごめん。相⽅のレスに突っ込まずにいられないだけだから（笑）。
SSSさんに睨みを利かせてもらえれば、⻤に⾦棒、百⼈⼒です。

 部⻑も皐ちゃんも同じこと⾔ってるじゃないですか。
 SSSさんが闇に消えるなんてことはあり得ないよ。

 とにかく考え直してもらいませんか︖

皆様、本当にありがとうございます（涙）

1019 選択 ＳＳＳ 2007-09-30 19:37:14 返信 報告

そろそろ約束の時間ゆえ記事を削除に伺ったのですが、ｓｔｒａｙ所⻑様、Ｔ２８部⻑さん、皐さん〜元々、今回の
騒動は私の未熟ゆえに招いた⽕種、お⼼使い頂き感謝申しあげます・・しかしながら、昨⽇の今⽇と精神的に乱れ続
け、それなりの決死覚悟で最後の記事を書き退いた⾝、深い深い闇に転落中なので、⽤⼼棒など⼼の剣が折れた今の
私には１００％無理でしょう・・しかしながら、頑固者ゆえ不動の信念を貫き通すも〜せめてもの武⼠の情けを頂戴
し、⼀客⼈として〜ごく、たまにお邪魔させて頂きたく思います、誠に勝⼿とは思いますが〜今の⼼境下で出来る返
事ゆえ、何卒お許し下さい・・・

※皆様のような⼈々に出会え、ＺＡＲＤファンで良かったです。

SSSさんへ

1021 選択 Ｔ２８ 2007-09-30 19:47:47 返信 報告

泉⽔さんも｢promised you｣で歌っているよね︕

♪なんでそんなに速く歩くのかな♪
  ♪スピード落としたら 楽なのに♪

少し急ぎすぎてただけだと思うんだよね。SSSさんも、もちろん私も・・・。
 少しスピード落としてゆっくりやろうよ︕ 泉⽔さんが旅⽴ってからずっと、気を張ってきたんだからさ・・・。

 無理は⾔わないけど、たまには遊びに来てよね︕
 

よかったぁ、これで⼀安⼼

https://bbsee.info/straylove/id/1003.html?edt=on&rid=1019
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1019
https://bbsee.info/straylove/id/1003.html?edt=on&rid=1021
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1021


1022 選択 stray 2007-09-30 19:54:21 返信 報告

SSSさん、お返事どうもありがとうございます。
 何も今すぐにという話ではなかったのですが（笑）、

 少し⼼の整理をされて、落ち着かれたらここに顔を出してみて下さい。絶対ですよ︕
 その⼼の整理に、さっき紹介したブログが役に⽴つと思います。

 毎⽇の釣果写真に、簡単な⽇記や詞を添えれば、
 いつものSSSさんの投稿が出来上がるじゃないですか。

 で、誰かに⾒てもらいたくなったら、こっそりここに来て（笑）、
 URLを書き込んでくれればいいのです。

 何卒、私めの願いを聞き届けて下さいますように…。

P.S.本家には⾏かないほうがいいですよ、なおややこしくなるから（笑）。

また乗り遅れました〜

1024 選択 ドルチェ 2007-09-30 19:57:27 返信 報告

ＳＳＳさん、みなさまこんばんは。
 今回は⼤変でしたね…。SSSさんが掲⽰板を盛り上げる為に必死でやってるのを知ってただけに⾒てるのが⾟かった

です。
 少し落ち着いたら、是⾮ここにまた遊びに来てくださいね♪

 

良かった〜。

1029 選択 なしぼー 2007-09-30 20:07:10 返信 報告

こんばんは。削除されていなくて良かったです。時間が無くて遅くなってしまいました。

SSSさん、こんばんは。
 ⼤丈夫ですか︖元気出して下さいね。アジもエビも蟹も私好きですよ。コメント出来なかったけれど、泉⽔さんのバ

スツアー、振り返って⼀⾔も⾯⽩かったです。あちらの掲⽰板盛り上げようと頑張ってくれてましたよね。また、新
しい企画考えて下さいね。楽しみにしています♡味覚の秋、美味しいもの⾷べて頑張らないと︕秋はこれからですよ

https://bbsee.info/straylove/id/1003.html?edt=on&rid=1022
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1022
https://bbsee.info/straylove/id/1003.html?edt=on&rid=1024
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1024
https://bbsee.info/straylove/id/1003.html?edt=on&rid=1029
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1029


〜。
ここに遊びにきてくれる、もしくは、働きに来てくれたら、とっても嬉しいです。

 

Re:SSSさんへ

1043 選択 カーディガン 2007-09-30 21:40:12 返信 報告

SSSさんへ
 研究所に起こしくださいましてありがとうございます。

 昨⽇（といってもレスを打ったのは正確には今⽇でしたが）、Forever you の歌詞を本家掲⽰板に載せましたが、
読んでいただけたでしょうか︖あまり急がなくてもよろしいのではないでしょうか︖武⼠として討ち死にして本懐を
遂げるのもいいでしょうが、忠⾂蔵のようにそのあとの家族が悲惨なことを考えると、踏みとどまるのも勇気ではな
いでしょうか︖⽣きて汚名を雪いでください。いつか、花咲く⽇も来ると信じて。

 ⼀客⼈として〜ごく、たまにお邪魔させて頂きたく思います＞
 気が向いたら遊びにきてください。

休みましょうね☆

1044 選択 皐 2007-09-30 21:40:36 返信 報告

SSSさんにとって今は休息が必要みたいなので、ゆっくり休んでください(*^ ^*)
 気持ちが落ち着いたら⼀緒にお話ししましょうね☆ﾐ

 そして、もしブログなどを始める際には是⾮教えてください︕楽しみにして待っています(o^ω^o)

SSSさんへ

1054 選択 ＤＯＭＩＮＧＯ 2007-10-01 00:54:16 返信 報告

こんばんは。
 まずは⼀休みしましょう＾＾

 またお⽬にかかれる⽇を楽しみにしています＾＾ノ
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sssさんへ

1056 選択 アネ研 2007-10-01 06:47:42 返信 報告

おはようございます。
 まだみてないかも知れないと思い書きます。

 本家に新しく掲⽰板ができましたよ、のぞいて⾒てください。
 ⽔を得た⿂のように泳いでください。

本当に重ねて感謝いたします。

1057 選択 ＳＳＳ 2007-10-01 12:36:20 返信 報告

各皆様から温かいコメントを頂き、ありがとうございます・・・常連の皆様に今後のご活躍を祈りつつ、⾵邪など引
きませんように体を労わって下さいね、私は暫く海にて⼼の洗濯に没頭します、⼀括レスお許し下さい。

 『今を⽣きる、今⽇を⽣き抜く、ただそれだけさ』

strayさんしばらくです

982 選択 まさ 2007-09-30 12:15:20 返信 報告

ご無沙汰してます。最近は仕事が忙しくなったのと、多少体調がすぐれなかったりでなかなかＰＣを⾒れませんでした。昨⽇
珍しく本家の掲⽰板を覗いたら、またまた⼤変なことになっていましたね。少し前から雰囲気が悪くなったので個⼈的には多
少敬遠気味でしが・・・。strayさんにも⾶び⽕していましたが、strayさんの対応は”さすが”でした。この⼀⾔を⾔いたくて
研究所に来させてもらいました。頻繁に来ることは出来ませんがこれからも研究所頑張って下さいね。

まささん、待ってたよ〜

986 選択 stray 2007-09-30 12:53:12 返信 報告
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こんにちは、どうもお久しぶりですね︕
そんなこと書くと本家でイジメられるかも知れませんよ（笑）。

 でも、ありがとう。⼼配かけてごめんね。
 体調良くなって暇が出来たら、是⾮ZARD作品を語り合いましょうね︕

 待ってますよ〜、お元気で︕

まささん、はじめまして︕かな︖

1036 選択 ドルチェ 2007-09-30 20:29:14 返信 報告

お⾝体、お⼤事になさってくださいね︕
 これからもよろしくお願いします♪

 

初めてのスレ⽴て〜︕

706 選択 KOH 2007-09-22 10:29:29 返信 報告

研究所の皆さん、おはようさんです︕︕

今回本家で気になる画像を⾒つけたのでこの画像について教えて欲しいのです!

確かにどこかで⾒たことがあるのですが思い出せません!
会報もチェックしてみたのですが載ってないんですよ(汗)

 わかる⽅どうぞご教授下さいませ︕︕<(_ _)>
 

KOHさん、いつもアリガトウ︕

707 選択 Ｔ２８ 2007-09-22 11:16:46 返信 報告

KOHさん、おはようございます。
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いつも、動画の録画＆編集＆アップありがとう︕︕︕ 綺麗な映像で嬉しいです。ホント感謝︕<(_ _)>

なんか分からないのにレスしちゃって申し訳ないね〜。でも、この画像、私も気になっています。
 ちょっと解決には時間掛かるかも・・・。理由は、会議室の掲⽰板⾒て下さいね。

 以上、分からない⽅からでした。（笑）ごめんな︕m(_ _)m
 

そっかぁ今⽇は

708 選択 KOH 2007-09-22 11:34:08 返信 報告

休暇の⽅が多いんですね〜︕︕

部⻑様、いいですよ〜︕お返事くれただけでもうれしいっすよ︕︕

気⻑に待ちます〜(^_^)

たしか、

709 選択 stray 2007-09-22 15:23:23 返信 報告

会報にないとすれば、WEZARD（公式HP）に掲載されたメッセージじゃないでしょうか。
 毎年2⽉6⽇の泉⽔さんのバースデーに１⽇限りのバースデーBBSが設置されるんです。

 泉⽔さんも楽しみにしていて、毎年３〜４回書き込んでくれました。

このメッセージは、たしかその時のものだったような…。
 でも私の記憶は全然当てにならんので真に受けないように（笑）。

部⻑、お役⽬ご苦労様︕
知らないことにまでレスしてるし…（笑）

 5:30に起きて、やっと⽬的地に着いて、今ホテルに⼊ったところです。
 また夜になったら来るからね〜（泥酔してなければ）、じゃ。

君ディスの撮影⾵景ですが・・・

710 選択 カーディガン 2007-09-22 15:27:21 返信 報告
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こんにちは、皆様
以前、本家掲⽰板で⾒かけましたが、保存しないで流れてしまっていました。確認しようと思っていた写真でした。

 ファンクラブででたのではないかと思いますが。とても優しそうな泉⽔さんの写真ですよね。

(^^♪みんなの気持ちつながっていますよ。

バースデーＢＢＳかぁ〜︕︕

723 選択 KOH 2007-09-22 22:16:41 返信 報告

所⻑、カーディガンさんありがとうございます︕︕

会報2回⾒返しましたがやっぱり載ってなかったですね〜。

アップしてくれた⽅に感謝しなきゃね!!

♯７０６について

724 選択 アネ研 2007-09-22 22:38:53 返信 報告

KOHさん、こんばんは
 カーディガンさんのいうように『君とのDistance』⼀連の写真ぽいですよね、『君と今⽇の事は⼀⽣忘れない』の右

の⻄⽇を背にする泉⽔さんの写真に近いきがします。
 何⽇か前、『星のかがやきよ』の右のコンクリート打ちっぱなしの写真や、『⽉に願いを』の写真のロケ地の写真をZ

掲⽰してた⼈がいたけど、すごい調査⼒ですね。うらやましいです。
 PS『君Dis』のジャケットのビル（︖）を⽬指して渋⾕・代官⼭に２回アタックこころみましたが、収穫ぜろでし

た。悲しい。
 もうあのビルはないのかなー︖今は酒屋なのかな︖

 遅ればせながら今⽇銀座・伊東屋に⾏ってきました。すごい画材の多さと⼈の多さに驚きました。そして、泉⽔さん
愛⽤の保険証⼊れもいくつもアイテムがあり⼀応買ったけど同じかどうか不安です。

 また、画材を買いたいところでしたが、あきらめて、仕事で使うシャーペンで我慢しました。
 最後に９階でロイヤルミルクティー飲んで帰還。
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あー泉⽔さんの気配を感じる⼀⽇でした。
追伸カーディガンさんの名前間違えてすみません。

君ディス ジャケロケ地

726 選択 stray 2007-09-22 23:05:11 返信 報告

アネ研さん、こんばんは。
 私やアネ研さんの年代だと、ロイヤルミルクティーとか、ジョニ⿊とかって超⾼級品ですよね（笑）。

伊東屋さんは、東京の蒸し暑さに負けて⾏けず終いですが、
 涼しくなかったら私も「⻘い⾰の保険証⼊れ」を買いに⾏きます（笑）。

君ディスのジャケロケ地は私もとっても気になってます。
 東京在住なら毎⽇でも探索するところですが、

 なんなら部⻑に業務命令出しますので（笑）。

近くに学校（たぶん⼤学）があるような気がします。
 関連写真に、⾨のところにガラスに⼊った掲⽰板のようなものが写ってます。

 都内に⼤学はたくさんあるので、ぜんぜん参考にならないですね、失礼しました（笑）。

Re:初めてのスレ⽴て〜︕

732 選択 ｍｉｙａ 2007-09-23 11:28:10 返信 報告

はじめまして。
毎⽇、ROMだけですみません。

2005年 WEZARD で壁紙カレンダーの2⽉にありますが、
 原本についてはよく分かりません…。

＃ご存知でしたらごめんなさい。

ちょっと⼤⼈の泉⽔さんかな︖
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733 選択 GTO 2007-09-23 12:14:38 返信 報告

この写真は2004年の11⽉〜12⽉の写真ですよね。

特定の場所は分かりませんが、どなたかが指摘されていた本屋の周りだとすると、渋⾕・代官⼭ですよね。
 バックグラウンドはそんな感じかな︖

この写真は、ライブに近い泉⽔さんの感じが良く出ていると思いますが、所員の皆様はどう思いますか︖
 （ライブの年ですから当たり前ですが）

お邪魔します

734 選択 れお 2007-09-23 12:37:36 返信 報告

『君とのDistance』の泉⽔さんが読んでる本屋さんは、〝洋書ハックネット代官⼭店〟ですよ。
 他のロケ地も代官⼭で間違いないと思います。

お邪魔しました。

みなさんありがとうございます︕︕

735 選択 KOH 2007-09-23 13:33:29 返信 報告

君Disは代官⼭で撮影されたんですね!!

みなさんの分析⼒、調査⼒には脱帽です〜m(_ _)m

代官⼭・・。いい響きやなぁ〜(^-^)

miyaさん はじめまして︕︕壁紙カレンダー残してらっしゃるんですかっ︖︕私は去年パソコンが逝ってしまわれて
それまで集めてたものがすべて⾶んでしまいました(;_;)

やっぱりバックアップは⼤切ですね!!（何の話やら）

まだ洋書屋でよかった。

736 選択 アネ研 2007-09-23 14:57:19 返信 報告
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れおさん情報ありがとうございます。
先⽇のどなたかのZARD掲⽰板を、当時の洋書屋は酒屋に変わったと、誤読していたので、なんだか嬉しいです。

 時間みつけて第３アタックしてみます。

Re:初めてのスレ⽴て〜︕

741 選択 ｍｉｙａ 2007-09-23 21:53:29 返信 報告

こんばんは。
 KOHさんご返事ありがとうございます。

はい、カレンダーは残っておりました。
 この画像は２⽉、泉⽔さんのお誕⽣⽇にはマークがついておりますね。

 切なくなりますね。

⼤事なZARD坂井泉⽔さん、趣味などのものは外付けのHDDで保存しております。

miyaさん、ようこそ︕

762 選択 stray 2007-09-24 21:13:22 返信 報告

こんばんは、所⻑のstrayです。ご挨拶が遅れました。
 「ZARD2006壁紙」の2⽉分ですね。私も実際に使っておりました。

 他の⽉も、泉⽔さんの素敵な写真満載なので、私も⼤事にHD（しかも複数のHDに）保存し
てます（笑）。

Re:miyaさん、ようこそ︕

779 選択 ｍｉｙａ 2007-09-24 23:20:38 返信 報告

こんばんは。
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早寝の所⻑さんはもうお休みかと…。

stray所⻑じきじきにお返事いただきありがとうございます。

ROM専⾨で申し訳ないと思っております。
 そんなオバサン（１０⽉５⽇で５８歳）ですがよろしくお願いします。

ｍｉｙａさんへ

783 選択 Ｔ２８ 2007-09-24 23:40:08 返信 報告

はじめまして、御挨拶が遅れてすみません。
 昨⽇は⾒るに⾒かねてのアドバイスありがとうございました。

 私は研究員ではなく、ましてや知識も資料も無いもので助かりました。
 お礼が遅くなり⼤変申し訳ありませんでした。

 是⾮これからも、ファンの先輩として御助⾔下さい。どうぞよろしくお願いいたします。
 

Re:初めてのスレ⽴て〜︕

789 選択 ｍｉｙａ 2007-09-25 05:46:08 返信 報告

Ｔ２８さん おはようございます。

本家ではない場所でお⾒受けしていますよ。
 よろしくお願いします。

ファン暦は2003年後半ですから知らないことばかりです。
ファン暦が浅いのに良い出来事も悲しい出来事もありました…。

休み明け、東京の朝は⾬模様…。
 9⽉決算忙しい⼀週間になりそうです…。

miyaさん、はじめまして︕

822 選択 ドルチェ 2007-09-25 23:41:03 返信 報告
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ROM専⾨と⾔わずに、どんどん書込みしてくださいね♡
泉⽔さんのコト、いっぱい語り合いましょ♪

Re:miyaさん、はじめまして︕

890 選択 ｍｉｙａ 2007-09-27 23:27:14 返信 報告

ドルチェさん こんばんは。

いま、気がつきました。ごめんなさい。
 よろしくお願いします。

今夜はなんだか考えさせられます。
 気持ちを少し切り替えねばと思いますが…。

＃流れを変えねば、(^-^︔ゞ
  ドルチェさん

  私の携帯はドコモのドルチェ851iのオレンジ⾊です。
  パートナーは⾊違いのブラック⾊です。

  パートナーの着メロは「信濃の国」です。折⾓「負けな いで」だったのに…。やはり故郷がよいのかなと…。
  

   
 

Re:miyaさん、はじめまして︕

897 選択 ドルチェ 2007-09-28 12:46:03 返信 報告

miyaさんの携帯はドコモのドルチェですか〜＾＾
 ドルチェシリーズは落ち着いていていい感じですよね。

 私もオレンジが素敵だと思っていました︕
 ちなみに、ドルチェの携帯はauです♪

 

お⼆⼈に感謝︕
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898 選択 stray 2007-09-28 12:52:52 返信 報告

ドルチェさんが昼間に出勤︕（笑）
 ⼼配かけてごめんね。⼤丈夫です。
 メールが迷惑フォルダに⼊ってて、さっき読んだばっかなの（笑）。

ｍｉｙａさん、こんにちは。
 流れを変えてくれて、ありがとうございます︕

 副所⻑のレスが遅くてごめんなさい。所⻑が謝ります（笑）。
 しかも、ドルチェさんはauって、なんという落ちなんでしょ︕（笑）。

Re:miyaさん、ようこそ︕

980 選択 ｍｉｙａ 2007-09-30 11:42:44 返信 報告

東京は冷たい⾬ですね。

ZARD坂井泉⽔さんの頂き物の画像を整理整頓（︕︖）していました。

やはりありました。カレンダーでないメッセージなしの画像が…。

2006.02.10に⼊⼿したものです。
 もう既にすぎた話題ですがすみません。

画像添付をしてみましたが⼤きすぎか「×」の中に埋もれました(^-^︔ゞ

 ＃今夜は寒いから、パートナーよりうどんが⾷べたいと  職場より連絡あり。（印刷関係）
   理由、駅の⽴ち⾷いの臭いが…。

   

もう１回アップしてみて

983 選択 stray 2007-09-30 12:35:36 返信 報告

miyaさん、こんにちは。
 今⽇は暖か〜いうどんがちょうどいいですね（笑）。
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ここは画像サイズ制限りません。
投稿直後は×印が出るのです。リロードすると表⽰されますので問題ないのです。

 すみませんがもう⼀度アップしてみて下さい。
 ⽇付とメッセージなしっていうのが気になるので。

Re:もう１回アップしてみて

1014 選択 ｍｉｙａ 2007-09-30 18:28:06 返信 報告

こんばんは。
 ただいまぁ〜。「葛飾天⽂博物館」にてプラネタリウム観てきました。泉⽔さんの居られる

天空は素晴らしい︕︕

サポートありがとうございます。
 お役に⽴つかどうか…。

 あちらでは⼀度「あいあとみっけ…」のタイトルで
 撮影場所とともに載っていたようなきがします。

 その時は意味が分かりませんでした。

では、画像⾏きますね。
 失敗しないように…

＃⼣飯の仕度しています。うどんスキ煮にしようかなと…

Re:初めてのスレ⽴て〜︕

1016 選択 ｍｉｙａ 2007-09-30 18:31:42 返信 報告

>あちらでは⼀度「あいあとみっけ…」のタイトルで 
 うちミス「あしあとみっけ…」です。

あっ、今度は成功したようですね。

このような感じです。
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ｍｉｙａさん、ありがとう︕

1018 選択 stray 2007-09-30 19:31:29 返信 報告

こんばんは、お⼿数かけました。
 うどんスキ煮のいい匂い、漂ってきそうですよ〜（笑）。

 miyaさんがアップして下さった画像は、#706を誰かが加⼯したもののようです。
 2006.02.10に⼊⼿されたそうなので、

 やはり、バースデーBBSが終わったあと、泉⽔さんが御礼として下さったものだと思われます。

私も☆空⼤好きです。プラネタリウムもよく⾏きます、⼀⼈で（笑）。

ｍｉｙａさん、こんばんは︕

1020 選択 ドルチェ 2007-09-30 19:47:45 返信 報告

画像のUPは、最初は×になるから失敗したと勘違いしますよね︕
 私も同じような経験があり、所⻑から教えてもらいました＾＾

 うどんスキ煮ですか〜、おいしそうですね♪
 ところで東京は今⽇は寒いのですか︕︖私のとこはまだまだ蒸し暑いですよ︕

 ｍｉｙａさんのパートナーさまもずっとお元気でいられますように…。
 プラネタリウム、私も⾏きたいな。満天の星空はステキですよね。

所⻑は、お⼀⼈でですか︖今度誘ってください（笑）

鑑定ありがとうございます︕

1033 選択 ｍｉｙａ 2007-09-30 20:21:28 返信 報告

うどんの匂い（これが正しいにおい）届きましたか (^-^︔ゞ
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お誕⽣⽇BBSでは気がつきませんでした。
書き込みは結構保存して後から読み返していました。

東京は⼀⽇⾬降りの寒い⽇でした。
 プラネタリウムは家から⾞で１５分位です。

 ⼩学校で習った「フーコーの振り⼦」も懐かしかったです。

パートナー（この歳でも主⼈とは照れて⾔えません）のことは毎⽇々が⼼配です。PCの前にいる時は忘れています。
 お気遣いありがとうございます。感謝︕

 

【 NO.の映像 配信 】

949 選択 stray 2007-09-29 21:55:29 返信 報告

Lcさんからのリクエストで、NO.（エヌオー）の映像を配信します。
 私が持ってる⼀番古い映像が「この愛に泳ぎ疲れても」です。

 副所⻑はもっと古いの持ってますか︖

４パターン（４週にわたって）あります。
 追悼ライブで⾒覚えあるスタジオ（⽇本⻘年館）＆洋服です。

 画質はあまり良くないので⼩さ⽬にしてご覧下さい。

この愛に泳ぎ疲れても①
 http://www.filebank.co.jp/wblink/79057e0cebc6fd84b50eb6c0018be881

この愛に泳ぎ疲れても②
 http://www.filebank.co.jp/wblink/3f2ec6f0d03adb1b0383500f8c521158

この愛に泳ぎ疲れても③
 http://www.filebank.co.jp/wblink/496fa3fe135b9a99ad5a59926adfb3ea

この愛に泳ぎ疲れても④
 http://www.filebank.co.jp/wblink/d6d8c29a2d8b420cfb82a050cf89189c

https://bbsee.info/straylove/id/949.html
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いずれも20Mのwmvファイルです。
（期間限定︓10/6まで）

 

NO.♪

950 選択 ドルチェ 2007-09-29 23:26:16 返信 報告

所⻑さま♡
 配信ありがとうございます。後でゆっくり⾒せてもらいますね。

 「この愛に泳ぎ疲れても」より古いの︖︖持ってないです〜。
 最初地元のテレビ局では放送されてなかったけど、ケーブルTVにしてやっと⾒れるようになったのです（︔︔）

 確か、ZARD BLEND 〜SUN & STONE〜くらいからだと思います。
 他のUPも⼤変じゃなかったら、お願いね♡

毎週じゃなくて毎⽇だっけ︖

951 選択 stray 2007-09-29 23:37:43 返信 報告

副所⻑、こんばんは♡♡
 NO.って毎⽇放送してたんでしたっけ︖

 毎⽇だとしても毎⽇ZARDが出るわけじゃなくて、週１くらいだったのか︖
 たしか途中から、「エヌオー︕」って叫ぶ声が、その⽇放送される歌⼿の声になったんですよね︖

 泉⽔さんの「エヌオー︕」、探してみようっと（笑）。

ZARD BLEND 〜SUN & STONE〜だと、そんなに後ではないですね。
 膨⼤な数あるのでUPは⼤変だけど、ドルチェちゃんのためならやってあげる♡（笑）。

ドルチェちゃん︕︖︕

953 選択 ドルチェ 2007-09-29 23:58:12 返信 報告

しょ、所⻑…⼤丈夫ですか︕︖（笑）
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そうそう確か毎⽇やってましたよ︕んで、週１くらいでZARD登場だったかな。
えっ︕「エヌオー︕」って叫ぶ声の話知らなかったです（＠＠）泉⽔さんバージョン、是⾮是⾮聞きたいです＾＾

あっ︕今思い出しました。
 あのね、美術館⾵額縁サイト⾒つけられませんでした。昨⽇遅くまで探してみたけど…ゴメンネ。

 

ごめん、皐ちゃんと間違えた（笑）

955 選択 stray 2007-09-30 00:06:46 返信 報告

ドルチェ「さん」、ごめん、飲んでるから皐ちゃんと間違えた（笑）。
 やっぱり毎⽇でしたか、最後に「see you tomorrow」って字幕出るもんね。

＞美術館⾵額縁サイト⾒つけられませんでした。
 慣れない仕事頼んでごめんね。ありがと♡

 なかなかないみたいですね。

お嬢様もような髪型

959 選択 アネ研 2007-09-30 01:09:46 返信 報告

所⻑、こんばんは
 たくさんの映像、楽しませてもらいました。

 泉⽔さんの上で結んでたらす髪型ってかわいいですね、
 なんかお嬢様みたいです。

しかし、撮影の時⽇本⻘年館はからっぽだったんですかね、もったいないなー。

また、別スレのクルージングライブの「負けないで」⾒ても、泉⽔さんって動きながら唄うのなれてそうだけど、レ
コーディングのときもカーテン閉めて踊ってたのかな︖

涙が...

965 選択 Lc 2007-09-30 10:02:08 返信 報告
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所⻑さま、
お⼿数をかけさせてしまったみたいで、申し訳ありません。でも、本当にありがとうございます。早速、DL させてい
ただきました。そして、映像を⾒ていたら、なんか涙が...

私ごとですが、坂井さんの歌声をずっと聴くようになったのは、坂井さんの歌声だと安⼼できるというか、⼼地良い
からなわけです。そして、そろそろ新しい CD を⼊⼿できないかと思い、net で検索したときに、例の悲報が⽬に⼊
ったわけです。

 なんと⾔いますか、頼っていた相⼿を失ったような感じでね。そんなとき、こちらの研究所の皆さんの楽しい会話に
惹かれ、ROM を始めた次第です。

それ故、所⻑さまお宝の映像を⾒せていただいていると、なんか涙が出てきます。

しかし、アネ研さん、申し訳ありません。坂井さんがレコーディング中にカーテンの裏側で踊っている姿を想像した
ら、涙しながらですが、笑ってしまいました。それは、とても楽しい光景だと思います。

アネ研さんへ

966 選択 stray 2007-09-30 10:09:04 返信 報告

おはようございます、メールの件了解です。どうもありがとうございました︕

⽇本⻘年館に居たかったですね（笑）。
 レコーディングのときカーテン閉める理由はそれだったのか︕︕︕（笑）

別件ですが、
 NTTがBフレッツ加⼊者に、スカパー等の2ヶ⽉無料サービスを始めました。

 私のところにも電話があって、「無料ならすぐに⾒れるよう⼿配して︕」って頼んだら、
 料⾦引き去り⼝座を登録して、2ヶ⽉後に⾃分で解除申告しないとそのまま契約が

 続くんだそうです。2ヶ⽉後に絶対覚えてないので⽌めました（笑）。
 KOHさんから貰ったスカパー特番、図書館にアップしておきますので。

Lcさんの涙…

975 選択 stray 2007-09-30 11:31:08 返信 報告
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よく分かります。みんな、⼤事な⼈を突然失ったのですから。
喜んでいただけて、ここを開設して良かったなぁと実感しています。

 次スレ（別スレ）で、NO.「OH MY LOVE」全曲紹介を配信しますので、
 また泣いて下さい（笑）。

 この頃の泉⽔さんが⼀番美しいですね。私も映像を⾒て⼤泣きすることあります。
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. オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [830]クルージングライブ映像番外編(39) [962]問い合わせに関して(0) [901]☆所⻑へ︓「BLENDⅢ」について｡｡｡(25) [89
3]所員の皆さんへ(13) [755]♡所⻑へ♡(13) [879]所員の皆さんへ(5) [877]突然・・(8) [792]Sg「揺れる想い」ジャケ写真の
謎︖(5) [829]皐ちゃん、元画像はこれ︖(10) [788]ただいま、戻りました〜♪(11)

新しい話題を投稿する

« 13 12 11 10 9 8 7 6 5 »

クルージングライブ映像番外編

830 選択 stray 2007-09-26 16:23:25 返信 報告

ZARD BEST リクメモ特典の「ENHANSED CD Ⅱ」に収められた、
 クルージングライブ映像番外編を、本家にアップしました。

 04ツアーと違って、動き回る泉⽔さんが⾒れますよ〜。

Quick Time player で再⽣して下さい。

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧
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Re:クルージングライブ映像番外編

835 選択 Ｔ２８ 2007-09-26 19:32:58 返信 報告

所⻑、こんばんは。
 んっ︖本家︖ ⾒に⾏ったけど、どうやってアップするの︖

 この映像是⾮⾒たいですっ︕︕︕
 

図書館に寄贈したじゃない︕（笑）

837 選択 stray 2007-09-26 19:51:28 返信 報告

部⻑、さてはDLするだけして中⾝を⾒てないな︕（笑）

もうだいぶ下のほうに⾏っちゃったけど、「やすきち様 クルージングライブについて教えてください」
 のスレです。

 ウェブリンクだからどこにでも貼れるんだけど、何が疑問なわけ︖（笑）

やっぱりアレか〜︕（笑）

842 選択 Ｔ２８ 2007-09-26 20:38:56 返信 報告

ゴメンゴメン︕いい訳ね…。（笑）
 ゲームがムズい︕ IEがバグる︕ QTが無かった︕(-_-;)それで⾒てなかった（みたい）です。しかもまだ⾒れない

のよ…。（悩）
 なんかQTも昔厭な思いをしたような気が…。（苦笑）

 そのままにしていて、うっかり忘れていました。<(_ _)>
 ゲームガンバってみます。マウスがないのでクリア出来そうに無いんだな〜（困）

Ｐ.Ｓ. 本家のレス、⾒落としていました。(>_<) 以前は、「stray（さん）」でワード検索して確認していたのだけ
ど、し忘れた。

 ここも、ワード検索出来たら便利なのにね。
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ワード検索ってチョー便利

843 選択 stray 2007-09-26 20:48:26 返信 報告

部⻑、本家に「ワード検索」なるものがあったの、初めて知りました︕（笑）
 いやぁ、これは便利ですね。⾃分で書いたのすぐ探せるし。

 ここにも欲しいなあ、なんとかして部⻑︕（笑）

ゲームはがんばる必要ないです。Shift+Zでクリアできます（笑）。
 QTはもともとMacだったのかな︖今のver.はWin機との相性は問題ないですよ。

マジで︕︖

846 選択 Ｔ２８ 2007-09-26 21:44:42 返信 報告

ワード検索、知らなかったの︖
 また⼈を騙そうとしてるでしょ︕（笑）

＞ ここにも欲しいなあ、なんとかして部⻑︕（笑） 
 無理です︕（笑） でも「機能向上掲⽰板」に要望書いてみますか︖

ゲームは「Shift+Z」でクリアですか︕
 前に本家で同じ質問⾒た時には、まったく無関係だったので、うろ覚えで…。「ctrl+Z」押してた。惜しい!!!（笑）

 あの映像、QT以外で⾒れね〜かな〜。
 

ちょっと待っててね

849 選択 stray 2007-09-26 22:40:40 返信 報告

部⻑、マジで知らなかったんです（笑）。
 「機能向上掲⽰板」は当てになんないから⽌めといたほうがいいよ。

＞あの映像、QT以外で⾒れね〜かな〜。
 今、wmv変換を試みてるから、ちょっと待っててね♡
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なんでそんなに〜♪

853 選択 stray 2007-09-26 23:17:45 返信 報告

QTが嫌いなんだろ︖（笑）
 別にインストすりゃいいだけじゃんか、ものの１分で⾒れるのに〜（笑）。

mpegには変換できたけど、ファイルサイズが1.5倍になって、
 wmv変換にチョー時間かかってしまうので⽌めました（笑）。

鯖（サーバのこと）はNGO活動の⼀環かなあ。
 PCはあと３台ほどあるけど、あげない（笑）。

こんばんはです!!

854 選択 KOH 2007-09-26 23:26:37 返信 報告

所⻑︕︕クルージングライブ映像、WMVでいりますか︖

取りあえず私の所にあげましたので⾒てみてくださいね〜︕︕

了解でっす

855 選択 Ｔ２８ 2007-09-26 23:28:27 返信 報告

待っててね♡って⾔われたので、素直に待ってました。
 申し訳ないなぁって･･･。ありがたいなぁって･･･。

 明⽇QTインストします。
 

KOHさん

856 選択 Ｔ２８ 2007-09-26 23:33:30 返信 報告

天の助けだ︕ ヒーローはここに居た︕
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もし差し⽀えなければ、直接招待頂ければDLします。
t28zf@yahoo.co.jp

KOHさん、部⻑

857 選択 stray 2007-09-26 23:36:51 返信 報告

KOHさん、こんばんは。
 私は要らないんだけど、部⻑がどうしても欲しいらしんだわ（笑）。

 やっぱりファイルサイズ⼤きくなるよね︖

部⻑、
 KOHさんのところから図書館に移しておいたから、勝⼿にもっていってちょ（笑）。

 私は寝ますね。

Re:クルージングライブ映像番外編

860 選択 カーディガン 2007-09-26 23:50:20 返信 報告

stray所⻑、研究所の皆様
 こんばんは。飲み会でこんな夜になってしまいました。

 さて、クルージングライブ（以下CLと略）に参加された⽅のスレもみましたが、その関連で盛り上がっているようで
すね。私も、CLのCDはもっていますが、参加していませんから（あたりまえ^_^;）その全貌は知らないのでみたい
ですね。
所⻑様の貴重なお宝、ありがとうございますm(__)mそれによると、どうも事務所・レコード会社としてはCLの発売
も予定しているのでしょうね。ただ、撮影機材はどれだけ⼊っていたのでしょうね。DVD化できるほどのクオリティ
のものがとれているのでしょうか︖編集もまだできていないとの噂もあるようですが。所⻑の業務命令とあらば、私
も事務所・レコード会社にCLのDVD化を要望してみます(^o^)いつになるかわかりませんが、発売されるかもしれな
いですよね。

P.S.私も豪華客船などをみると、あの船上ライブ以来、いつもぱしふぃっくびーなすを思いだしていました。そのう
ち乗ってみたいと思っています。所⻑もやっぱりはずれですよね。当選した⼈って運を使いきってますね、たぶん。
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KOHさん、所⻑

861 選択 Ｔ２８ 2007-09-27 00:01:50 返信 報告

かたじけない。m(_ _)m

カーディガンさん、割って⼊って申し訳ないです。
 CLに外れるまでは、私も結構真⾯⽬にファンをしていたのですよね。

 そして、リクメモ購⼊後からサボってしまったんですよね･･･。泉⽔さんに懺悔の⽇々です。
 

準備万端で万が⼀に備えて・・・

863 選択 カーディガン 2007-09-27 00:12:34 返信 報告

部⻑様、
 その当時、私は準備万端で万が⼀︖に備えておりました。平⽇でも、ちゃんと休みがとれるので、いつでも、宇宙の

果てでも泉⽔さんに会いにいく覚悟でした。でも、１枚しか出さなかったので（結果的には⼤正解、千数百倍の競争
率）、当たればいいなぁ、というところでした。⼥性が多いのでは・・・、やっぱり無理をしなくてよかったかな、
と思います。もともと、アイドルの追っかけのような⽅じゃなかったから、私は、おとなしく普通にCDなどを買って
いました。すごいショックは全然ありませんでした。

P.S.部⻑様は、⼤ショックを受けたのでしょうか︖時間が傷を・・・、癒えませんでしたか︖

Re:クルージングライブ映像番外編

865 選択 ALIL.1967 2007-09-27 01:03:14 返信 報告

本家からDLしました。今回はMac OS X 10.3.9 Safari でできました。UPしていただいた映像何度もくりかえし再⽣
してます。

cruising liveのCD-ROMのゲームも開始直後のShift+Zでゲームを回避してライブみれるようになりました(WinX
P)。嬉しいです。

所⻑，いつもありがとうございます
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CL映像

868 選択 stray 2007-09-27 08:45:44 返信 報告

皆さんおはようございます。
 KOHさんの映像は、CL CD付属の映像でしたね。部⻑はCL CDも持っていないのかな︖

 カーディガンさん、私も勿論ハズレ組です（笑）。１枚しか出しませんでしたけどね。
 DVDクオリティで撮ってると思います。当時はまだメディアの価格が⾼かったので、

 CD ROMになった（当然画像も⼩さめ）のではと推測してますが。
 ＞当選した⼈って運を使いきってますね、たぶん。

 あはは、それはハズレた⼈間のヤッカミというもの（笑）。

ALIL.1967さん、DLこちらこそありがとうございます。
 あのゲーム、時間内でクリアするの絶対に無理ですよね︕（笑）

Crusing & Live CD-ROM ゲームのライブ映像︖

870 選択 Lc 2007-09-27 09:38:47 返信 報告

また、突然お邪魔します。

その Crusing & Live の CD-ROM ゲームで⾒ることができるというライブ映像なんですが、ゲームを始めないと⾒
ることができないのでしょうか︖私、CD-ROM から直接⾒れますけど、違う画像なのかな︖MOVIE.MOV というフ
ァイル名で、355.4MB ほどのQt ファイルですけど。ひょっとして、ゲームからだと別の画像が⾒ることができると
か︖でも、サイズ的に別のライブ映像ファイルがあるとも思えないですけど。

P.S.
 今回も、前回も、当然割り込んでしまって失礼ました。^^; でも、前回は皆さんの暖かいリプライを⾒てほっとし

てました。
 

Lcさんへ

871 選択 stray 2007-09-27 10:19:29 返信 報告
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はじめまして、所⻑のstrayです。
前回は、すでにスケベ親⽗（部⻑）はじめ多くの所員がリプライしてて、

 私が付け⾜すことは何もなかったのでレスしませんでした。今後ともよろしくどうぞ︕

「ENHANSED CD Ⅱ」のCL映像は、ご指摘のとおり、ゲームをしなくとも⾒れます。
 CDを開いて、Mediaというフォルダの中のMOVIE.MOVを直接QTで再⽣すればよいのです。

 それではせっかくのゲーム性がなくなりますし（笑）、
 ゲームはおそらくクリアできませんが、それを回避できる⽅法もあるという、

 ⾯⽩い趣向（CLの抽選に外れた⼈へのサービス）が詰まった特典CDであることを
 実感していただきたいと思うのです。

 

クルージングライブの動画

872 選択 ALIL.1967 2007-09-27 10:50:13 返信 報告

Lcさん，所⻑さん，みなさま

CLの動画はリクメモの付録のEnhansed CDとCruising&Liveの付録のCD-ROMと⼆つあってどちらもゲームがクリ
アできるとみれるような仕掛けになっている。

ただしゲームはtime upしてしまうことが多く，Shift+Zでゲーム回避すればすぐにみれる。

直接Enhansed CDやCD-ROMのmovファイルをPCで再⽣もできる。（->このファイルを変換してiPodで持ち運びま
す︕）

movファイルは，ゲームクリア後にみれる映像よりも多くを含んでいるようである。CD-ROM制作者の意図は『ゲー
ム後に出現するようにみてもらいたい』ということでしょうか。

stray 所⻑さま、

873 選択 Lc 2007-09-27 10:51:54 返信 報告

挨拶が遅れてしまいましたが、どスケベ親⽗の Lc  です。はじめまして。そして、こちらこそ、よろしくお願いしま
す。
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ライブ映像の件、そういうことでしたか。所⻑さまの思慮の深さに脱帽です。

ちなみに、ZARD BEST リクメモ特典の「ENHANSED CD Ⅱ」のライブ映像番外編は、その CD を所有しておりま
せんので、ぜひ⾒てみたいです。現在、DL させていただいておりますが、⽥舎に住んでおりますので、ちょっと時間
がかかるようです。

しかし、CL の DVD 化、本当に実現してほしいですね。それも、坂井さんの MC を含めた形で。

ではでは、

クルージングライブの動画

874 選択 ALIL.1967 2007-09-27 10:58:58 返信 報告

もう⼀つ追加ですが，windowsなら不可視ファイルにすぐ気づくようですが，macのばあいOSXではなかなか気づき
にくく，OS9のエミュレーターで強制的にゲームが始まってしまう。私は今ようやくmovファイルにたどりつきまし
た。

Re:クルージングライブ映像番外編

875 選択 Lc 2007-09-27 11:12:58 返信 報告

ALIL.1967 さん、

詳細な説明をしていただき、ありがとうございます。全容が⾒えました。いや、実際は、たった今、DL が完了して E
nhansed CD の⽅の映像を⾒ることができました。かなり抜粋した版ですね。

しかし、そうなると、巷で出回っているCL のダイジェスト版の映像の出所はどこなんでしょうね。Divx で４分ほど
の映像なんですけど、映像のサイズも⼤きく⾶び回る坂井さんをはっきり⾒る事ができます。ただ、元ファイルは、D
ivx  でない可能性が⾼いですけど。

ところで、私も、iPod で CL の映像を持ちあるいてます。

ではでは、

P.S.
 stray 所⻑さま、映像ファイル、ありがとうございました。
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正しくは「ダイジェスト編」ですね

876 選択 stray 2007-09-27 11:43:06 返信 報告

Lcさん、ALIL.1967さん、こんにちは。
 スレには「番外編」と書いてしまいましたが、正しくは「ダイジェスト編」ですね。

 ENHANSED CD Ⅱは、BESTリクメモの第３次特典なので1999年11⽉頃です。
 CLライブCDは2000年1⽉発売なので、約2ヵ⽉早くダイジェスト映像を⾒ることができた、

 ってことになります。

ALIL.1967さん、#872の説明どおりです、ありがとうございます。
 ただ、ゲームクリアしたことがないので（笑）、映像の違いは私にはわかりません。

Lcさん、巷で出回っているCL のダイジェスト版の映像ですが、
 たしか「⾳楽の祭典2000」とかいう⾳楽番組に事務所が提供した映像だと思います。

 Le Port DVDの「負けないで」映像と同じですよね︖

Le Port DVDの「負けないで」映像って︖

894 選択 Lc 2007-09-28 10:39:39 返信 報告

stray 所⻑さま、

そうですか、巷で出回っているCL のダイジェスト版の映像は、事務所が提供したものですか。あの映像は、⼤きくて
いいですよね。

 でも、Le Port DVD は、昨年発売されたあの DVD のことですよね︖私の持っているその DVD の "負けないで" の
映像は、CL のシーンではないはないです。私の持っている DVD は所⻑さま所有のものとは内容が異なるのでしょう
か︖

ところで、恥ずかしい話ですが、私はあの DVD で初めて動いている坂井さんを⾒ました。

ああ、勘違い（笑）

895 選択 stray 2007-09-28 12:03:08 返信 報告
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Lcさん、こんにちは。
私の勘違いでした。Le Port DVDの「負けないで」映像は静⽌画verでしたね。

 私がオリジナルで作成したDVDの「負けないで」に、CLの映像（⾼画質版）を⼊れてるので、
 勘違いしてしまいました。申し訳ない。

2000年頃までは、NO.（エヌオー）というBeeing提供のTV番組があったので、
 動く泉⽔さんを毎週⾒れたんですよ〜（笑）。

NO.︕

896 選択 ドルチェ 2007-09-28 12:42:24 返信 報告

NO.私も⼤好きでした︕
 たった何分かの番組をいつも必死に録画してましたよ〜＾＾

 

うらやましぃ〜︕

899 選択 Lc 2007-09-28 12:56:05 返信 報告

動く坂井さんを毎週⾒れたのですか。うらやましい限りです。

１０年ほど前に、この⽥舎に引きこもってしまったので、その⼿の番組を⾒る機会を逸してしまいました。残念。

しかし、"負けないで" の DVD を⾃作されてしまうなんて、凄いですね。ひょっとして、その DVD とは、巷で出回
っているあの "負けないで" の映像がいっぱい詰まっている映像とか︖あれは、優れものだなぁ、と⾒る度に感⼼させ
られてます。

ではでは、
 

【巷で出回っている︖CL の「負けないで」】

900 選択 stray 2007-09-28 17:15:10 返信 報告

Lcさん、こんばんは。
 私もドルチェさん同様、NO.は毎週必死に録画していたので、かなりの数持ってます。
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少しずつアップしますので、乞うご期待︕

巷で出回っている︖CL の「負けないで」映像です。
 http://www.filebank.co.jp/wblink/219dafc8be2444b0784ac540edd1aaab

 （期間限定︓10/5まで）

1/4程度に圧縮してwmvファイルにしましたので画質は落ちてますが、元は⾼画質です。
 この映像のことですよね︖ 違ってたらどうしよう（笑）。

＞"負けないで" の DVD を⾃作されてしまうなんて、凄いですね
 説明不⾜でした。全シングルPVを１枚のDVDに⾃作編集したものがあって、

 「負けないで」はCLの映像を⼊れているという意味です。

Re:【巷で出回っている︖CL の「負けないで」】

926 選択 ｍｉｙａ 2007-09-29 00:23:06 返信 報告

こんばんは。
 今⽇は⽉末・決算⽉でいそがしかったぁ〜です。

>2000年頃までは、NO.（エヌオー）というBeeing提供の 
 >T.V番組があったので、 

>動く泉⽔さんを毎週⾒れたんですよ〜（笑）。

私はこの頃の泉⽔さんをまったく知りません。
 NOは戴き物で⾊々なバージョンを知りました。貴重なものです。

船上ライブ限定盤は運よく未開封のものを⼊⼿できましたが、ゲームが出来ず悪戦苦闘しました。
 現在はいつでもPCより⾒ることが可能です。

こんなことがPCを触るきっかけになりました…。

貴重な映像、ありがとうございます︕

936 選択 Lc 2007-09-29 12:24:25 返信 報告
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所⻑さま、早速 DL させていただきました。いですねぇ〜。
あの映像は、巷で出回っている "負けないで" 集に使われている元映像みたいです。CL の部分だけ⾒たい事がよくあ
りますので、うれしいです。ありがとうございました。

 ちなみに、私がみたことのある巷のは、異なるシーンの "負けないで" が複数⼊っている映像です。MS、CL、2k4、
等々は⼊ってます。Part 1 の部分が静⽌画の組み合わせですけど、その加⼯、及び使い⽅が、私はすばらしいと思っ
てます。所⻑さまもご覧になったことがあるのではないでしょうか。Divx で、340MB ほどのファイルです。

しかし、NO. という番組は、そうですか、皆さんのおっしゃることを聞いていると、ますます、⾒る事ができなかっ
たことを残念に思います。

ドルチェさん、
 初回の書き込み時はどうも。あの髪の乱れ⽅は、"おくれ⽑" と呼ぶのですか。勉強になりました。

miyaさん、
 私もゲームは１回⽬で即ギブアップしました。それで、即ディレクトリを覗いて、movie ファイルを取り出してしま

いました。短気なものですから。^^;

追伸:
 このスレを⻑く引っぱってしまって申し訳ありません。

"負けないで" が複数⼊っている︖

942 選択 stray 2007-09-29 19:14:24 返信 報告

Lcさん、こんばんは。
 どこまでも引っ張ってもらってかまいませんので（笑）。

MS、CL、2k4、等々が⼊ってるDivx はお⽬にかかったことがありません。
 たぶん、CLの⾼画質版と組み合わせて個⼈が作られたものではないでしょうか。

 私も是⾮⾒てたいです。ところで2k4って何ですか︖

所⻑へ

944 選択 Ｔ２８ 2007-09-29 21:33:19 返信 報告
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＞ 私も是⾮⾒てたいです。ところで2k4って何ですか︖
2004年のライブ映像の事では・・・。

部⻑、ありがと（笑）

946 選択 stray 2007-09-29 21:47:03 返信 報告

こんばんは、今⽇の東京は11⽉並の気温で寒かったとか。
 １週間前の京都の半分だもんね（笑）。

2k4＝2004年のライブ…なるほど︕ どうもありがと。
 企画書お願いね（笑）。

 

企画書︖

948 選択 Ｔ２８ 2007-09-29 21:51:35 返信 報告

＞ 企画書お願いね（笑）。 
 本当に私が作るの︖

 御希望に添えるか分かりませんよ︕
 

こんばんはです!!

954 選択 KOH 2007-09-30 00:06:16 返信 報告

Lcさんが⾔っていたもの、⾒つけました!!
 ZARD〜Makenaide Photo Album Live Selection〜となっています。所⻑、⾒てみますか?

確かにPART 1は良くできています!!

とりあえずアップしときましたので〜。

おお〜ありがたや︕︕

957 選択 stray 2007-09-30 00:14:14 返信 報告

https://bbsee.info/straylove/id/830.html?edt=on&rid=946
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=946
https://bbsee.info/straylove/id/830.html?edt=on&rid=948
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=948
https://bbsee.info/straylove/id/830.html?edt=on&rid=954
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=954
https://bbsee.info/straylove/id/830.html?edt=on&rid=957
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=957


KOHさん、ありがと︕︕♡♡♡
さすがですね、ボーナスは出ないけど、明⽇から特別研究員に昇任です︕（笑）

今DLしてるけど、１時間くらいかかりそうだから、明⽇報告しますね。
 所員の皆さん、図書館に移動しましたのでご⾃由にお取り下さい。

あら〜︕︕

958 選択 KOH 2007-09-30 00:24:13 返信 報告

昇任ありがとうございます〜(^_^)

みなさんのご期待に添えるべく頑張りますです!!

それだと思います。

967 選択 Lc 2007-09-30 10:17:57 返信 報告

元のタイトルを覚えていないのですが、それだと思います。クラッシュ前のシステムで、たまたま DL したファイル
だったので、サイトの情報も明記できませんでした。

そして、T28 さん、ありがとうございます。2k4 はその意味です。全部タイプすると⻑くなるので、そのように表記
してしまいました。(^^;

KOH さん、
 Part 1 は、静⽌画の巧みな組み合わせで、坂井さんのすばらしさを余すとこなく表現してますよね。

KOHさん、Lcさんへ

969 選択 stray 2007-09-30 10:52:21 返信 報告

おはようございます。
 いろいろあって返事が遅くなりました（笑）。
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ZARD〜Makenaide Photo Album Live Selection〜拝⾒しました。
静⽌画のフェードアウト・インを繰り返す⼿法で、個⼈が製作したもので間違いないでしょう。

 お⼆⼈には失礼になりますが、画像・映像とも⾒たことあるのばかりで、レア感はありませんでした。

KOHさんわざわざありがとう︕
 あとで昇任辞令出しますので受け取ってくださいね。

問い合わせに関して

962 選択 stray 2007-09-30 08:38:26 返信 報告

昨晩、問い合わせフォームから質問された⽅へ
 お名前がなかったので、ここで返事します。

管理画⾯に⼊ることができるのは私だけです。
 付属図書館へ⼊ることができるのは所員のみです。

画像・映像に関するリクエストがあればお気軽にどうぞ︕
 できる限りご希望に沿えるよう努⼒します。

お問い合わせありがとうございました。

☆所⻑へ︓「BLENDⅢ」について｡｡｡

901 選択 皐 2007-09-28 17:57:18 返信 報告

今このタイミングで載せていいのか迷ったんですけど…。
 「BLENDⅢ」の加⼯画が完成しました＾＾☆ﾐ 本当は昨⽇出来上がっていたのですが、

 今はまだ…と思いましたので｡｡｡
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作るのはホント簡単だったので、⼿直し(泉⽔さんが⼤きい&⼩さい)などがあれば
すぐに作り直せます＾＾教えてくださいね♪

Re:☆所⻑へ︓「BLENDⅢ」について｡｡｡

902 選択 皐 2007-09-28 17:59:20 返信 報告

ちなみに、上にupした“泉⽔さんだけ座らせたver.”は少し寂しいな…と、思いましたので、
 私なりに加⼯を追加してみました＾＾そのver.も載せておきますね☆ﾐ

カワイイっ︕

903 選択 ドルチェ 2007-09-28 18:44:06 返信 報告

皐ちゃん、こんにちは＾＾
 ミニミニ泉⽔さんが⽊の根元にチョコンと座っててカワイイ︕︕

 皐ちゃんが加⼯追加した⽅の光（プリズム︖）が綺麗ですね。
 ⼤きさはいい感じじゃないかな〜︖（センスないヤツが⾔うな〜︕）

⻘空Ver.がいい︕

904 選択 Ｔ２８ 2007-09-28 19:20:21 返信 報告

皐ちゃん、こんばんは。
 ⻘空Ver.の⽅が断然いいね︕ 泉⽔さんのサイズも⼤丈夫じゃないかな〜。
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でも、所⻑も気が利かないよね〜。⾞とおっさん、どいてもらえばいいのにね〜。（笑）
あぁ〜あとチャリも邪魔だな〜。これは皐ちゃんに何とかして貰おうかね〜。チャチャッと消しちゃってぇ︕（笑）

 副所⻑同様、⾃分じゃ出来ないくせに簡単に⾔うなってね。（汗）

Ｐ.Ｓ. 副所⻑、今⽇は早いですね︕ お昼頃のは偽物かと思ったよ。（笑）
 

わっおー︕

905 選択 stray 2007-09-28 19:43:18 返信 報告

皐ちゃん、どうもありがとう︕︕♡♡
 素晴らしいです、２枚⽬の写真で何ひとつ⽂句ありません。

 泉⽔さんの⼤きさもバッチリですよ︕
 簡単だったって⾔われると、おじさん⾝もふたも無いなあ（笑）。

 さあ、週末はこれで「BLENDⅢ」を作るぞ〜︕
出来たら写真アップするから待っててね♡

 ホントにありがとう︕

部⻑、⼼配しなさんなって。CDジャケは正⽅形だから、おっさんと⾞をカットすると丁度いいの（笑）。
 

選曲とサブタイトルは︖

906 選択 Ｔ２８ 2007-09-28 19:54:30 返信 報告

所⻑、選曲もサブタイトルも⼀⼈で決めちゃうの︖
みんなでアイデア出し合ったら⾯⽩くないかな〜︕

 いい参加企画になると思うのだけどね。
 まぁでも、ど〜しても今週作りたいのなら、しょうがないけどね。(笑)

Ｐ.Ｓ. 今ハト⾶ばしたから。(笑)
 

独断と偏⾒で（笑）

909 選択 stray 2007-09-28 20:57:13 返信 報告
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選曲もサブタイトルも⼀⼈で決めます（笑）。
14曲が精⼀杯（CD１枚）なのに、みんなでアイデア出し合ったら絞り込めないって︕（笑）

優秀なハトだねぇ、迷わず受信箱に⾶び込んできたよ（笑）。
 「単なる流れ星」も含めて全部了解です。ファイルはとっくにDLして⾜跡残してきました。

 ⾯倒くさいのでハトは返さないで、こっちで預かっておきますね（笑）。

☆嬉しい☆

912 選択 皐 2007-09-28 21:25:19 返信 報告

ドルチェさんへ＞
 こんばんは︕今⽇は早いですね(o^∇^o)ドルチェ先輩とお話しできて嬉しいです♡

 泉⽔さんの⼤きさはちょうどイイかな︖*＾＾*
 『泉⽔さんって⾔われないと分からないなぁ(苦笑)』って思っていたんですが、

 しょうがないですよね(^⽫^)デカいよりいいし︕(笑)
 太陽の光も綺麗に⾒えたのなら、安⼼しました〜(o≧∇≦o)

T28部⻑へ＞
 部⻑こんばんは︕(o^∇^o)

 ⻘空Ver.は“余計な加⼯”になっていなくて安⼼しました♡良かった〜(o≧ω≦o)
 泉⽔さんのサイズも⼤丈夫そうで何より☆ﾐ

 ⾞とおじさま、⾃転⾞も消そうと思えばチャチャっと消せる(笑)んですが、
 所⻑はカットするみたいなので、⼿直しは必要ないみたいですね(o^ω^o)

stray所⻑へ＞
 良かったです〜☆ﾐ気に⼊ってもらえたようで何よりです(o≧ω≦o)

 泉⽔さんの⼤きさもOKなんですね♪“⼩さい”って⾔われるかなぁと思っていたので＾＾
 加⼯はホント簡単だったんですよ︕(笑)加⼯慣れしてきたのかも(笑)

 週末は「BLENDⅢ」制作に励んでくださ〜い♪♪選曲を⾊々考えるのって楽しいですよね(o^∇^o)
 出来上がったら是⾮ 写真upしてくださいね☆ﾐ

 楽しみにしてます(o^ω^o)
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BLENDⅢのコンセプトは︖

913 選択 カーディガン 2007-09-28 21:27:10 返信 報告

stray所⻑、皆様、
 こんばんは。BLENDとBLENDⅡは、出てますから、BLENDⅢですか。夏と冬は出てるので、今度は、秋をコンセプ

トにするのでしょうか︖所⻑様、出来上がったら、作品のご説明をお願いしますm(__)m

所⻑にお願い︕

919 選択 Ｔ２８ 2007-09-28 22:07:04 返信 報告

カーディガンさん、こんばんは。
 カーディガンさんが仰るとおり、所⻑には選曲理由とサブタイトルを発表して貰いましょう。

 出来が良ければ真似しましょう︕ 私CDなら焼けるから︕（笑）

＞ P.S.部⻑様は、⼤ショックを受けたのでしょうか︖時間が傷を・・・、癒えませんでしたか︖
 別スレでしたが、返事が遅れまして・・・。<(_ _)>

 ショックはまったく︕（笑） （袋だたきにあいそうですが）はずれてホッとしたのも事実でした。
 その頃、オーディオが壊れて、⾃作PCはスピーカーレス（ビープ⾳さえ無し）で、⾞は⾳楽聞かない事に決めていま

した。
 どうせ聞けないので（ZARDに限らず）新たにCDを購⼊しなくなり、その後の忙しさにかまけて、泉⽔さんが旅⽴つ

まで不義理をしてしまいました。
 泉⽔さんを裏切っていた⾃分が許せなくているのです。

でも、本家掲⽰板に、⾃責の気持ちをスレ⽴てしたときに温かい⾔葉を掛けて頂いたため、今こうしてられるんです
よね。

 だから、ZARDファンのみなさんに感謝しています。
 話が随分それました、⻑⽂すみません。

所⻑、こんなバカな私なのでCLは持っていません。(T_T)
 

コンセプトは、ない︕（笑）
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920 選択 stray 2007-09-28 22:34:41 返信 報告

カーディガンさん、こんばんは。
 明確なコンセプトは、ない︕のです（笑）。

 皆さんもオリジナルZARDマイベストを作ってますよね︖
 私も⻑旅（京都旅⾏）のお供に、久々にマイベストを作り直したのと、

 たまたまこの写真がBLENDⅡのジャケ写に似ていたので、BLENDⅢって命名しただけで…。
 すんません、安易で。皆さんに怒られそうだなあ。

ですからCDはもう焼き上がっているので、曲⽬を先に発表しますが、
 私の場合、メジャーな曲はほとんどマイベストの中に⼊ってきません（笑）。

 マイナー曲だけ、マイ・ライナーノーツも記しておきますね。
 ⼀曲でもいいので、共感して下さる⽅がおられれば嬉しいです。

01 promised you [栗林]
 02 悲しいほど貴⽅が好き [⼤野]

 03 愛しき⼈よ 〜名もなき旅⼈よ〜 [岩井]
 04 Ready, Go! [川島]

 05 あなたを感じていたい [織⽥]
 06 Stray Love [川島]

 07 フォトグラフ [徳永]
 08 眠れない夜を抱いて [織⽥]

 09 I still remember [栗林]
 10 ⾬に濡れて ZARD ver. [栗林]

 11 Love is Gone [綿貫]
 12 少⼥の頃に戻ったみたいに [⼤野]

 13 あなたに帰りたい [栗林]
 14 君とのふれあい [⼤野]

 15 いつかは… [坂井]

03 「瞳閉じて」のc/w。
 ⺟親の膝枕で頭をナデナデしてもらってるような、暖ったかくて⼤きな
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愛情に包まれます。

07 8th AL オリジナル曲
 淡々とした曲調ゆえに、「♪そばにいるだけで それだけで よかった」

 サビのメロディーが強烈に響く、隠れた名曲。
  

 11 「My Baby Grand〜ぬくもりが欲しくて〜」のc/w。
 ギターがむせび泣き、泉⽔さんがこれでもかと声を張り上げる、

 ZARDロックバラードの真髄です。

13 5th AL ver.
 繰り返し⽖弾くクラシックギターの⾳⾊に、主旋律のピアノ伴奏が加わると、

 もう涙・涙です。Soffio di vento 版は、この秀逸なイントロが短くカット
 されているので要注意。

15 2th AL & Brezza de mare
 どちらも同じ（だと思う）。Brezza…で改めて聞いたら、転調また転調の

 メロディーいいですね。泉⽔さん作曲で、歌唱もとても丁寧です。
 「♪忘れないで ずっと あなたの中に ⽣きつづけるわ」

 歌詞が悲しすぎますが…。

部⻑の気持ちはわかるけど…

922 選択 stray 2007-09-28 22:47:58 返信 報告

私だって４年も浮気してたわけで、今となっては泉⽔さんに申し訳なかったと思ってるし、
 その分、今、新たにファンになられた⼈たちに、何らかの恩返しができるんじゃないかと、
 この研究所を⽴ち上げたわけで、部⻑もその⼀員なんだから、⼀緒に罪滅ぼししようね（笑）。

＞CLは持っていません
 そっか、あれも限定品で今となっては⼊⼿しづらいか…。

 CL DVD化実⾏委員会でも作る︖（笑）
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そっか︕

923 選択 Ｔ２８ 2007-09-28 22:58:19 返信 報告

CLのCDの再販は限定品を持っているファンに申し訳ないけど・・・。

＞ CL DVD化実⾏委員会でも作る︖（笑）
 CLのDVDなら問題なしだね。

 それっ、いいね︕（笑）
 

⽬覚ましバージョン

924 選択 カーディガン 2007-09-28 23:09:19 返信 報告

所⻑様、皆様
 所⻑様のBLENDⅢのコンセプトはないということですね。

 ただ、Stray's Faourite Songsというのが、コンセプトですね。どちらかというと、恋や愛をテーマにしています
ね。まぁ、そうなるでしょうが。どれも、ピアノやギターが綺麗な曲ですね。いいですね。

 私は、マイベストはつくったことがなかったのですが、最近つくろうと思っているのが、⽬ざましバージョンです。
ＭＤにつくろうと思っています。少し前に本家で話題になった、⽬ざましの曲をもとにつくろうと思っています。カ
ラッといこう︕を筆頭に、いくつか考えています。

今⽇は⼀⽇よく働きました。まる♪

927 選択 ドルチェ 2007-09-29 00:36:24 返信 報告

な〜んか、所⻑も部⻑も皐ちゃんも
 私がお昼出勤しただけですごい驚いてましたねぇ〜（笑）

 部⻑に⾄っては「偽者説」まで考えてるし（獏）本物のドルチェだよ〜♪

皐ちゃんとお話するのは私もとっても嬉しいですよ♡
 皐ちゃんのその性格の良さ＆可愛さを密かに盗み中（ウソ笑）
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部⻑︕私も途中からアノ⽇までZARD離れしてました。
部⻑だけじゃないですよ︕⼀緒にこれから前よりもっと泉⽔さんのこと愛して⾏こうね♡

所⻑の「BLENDⅢ」いいですね♪フォトグラフなんかたまりませんな♡

カーディガンさんの⽬覚ましバージョンも興味ある︕
 作ったら披露よろしくね♡

所⻑に対抗して（︖）随分昔に作ったものですが
 ドルチェのバラードコレクション（オヤスミバージョン）を紹介しちゃいます♡

01 This Masquerade （Royal Straight Soul 3 Vol.2より）
 02 Just for you 

 03 来年の夏も 
 04 眠り 

 05 カナリヤ 
 06 Boy 

 07 Teenage dream  
 08 遠い星を数えて  

 09 Change my mind  
 10 君がいたから

 11 Forever you    
12 ⾒つめていたいね 

 13 遠い⽇のNostalgia  
 14 So Together  

  
バラードじゃない曲もありますが、聴いていて⼼地の良いものを集めています。Boyがイチオシ︕お試しあれ♪

副所⻑様、お疲れさまです(^_-)-☆

928 選択 カーディガン 2007-09-29 01:00:54 返信 報告
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副所⻑様
お疲れ様です。バラードコレクション（オヤスミバージョン）とは、また、⾯⽩い趣向ですね。みなさん、けっこう
My Bestをつくっていますね。私は、以前は泉⽔さんのＣＤは買っていたので、カーステレオ⽤にそのままＣＤに焼
くくらいで、特にセレクションをつくっていませんでした。でも、曲が多い分、お気に⼊りは必要でしょうね。

 ただ今は、夜遅いですが、ＣＤシングルをパソコンに取り込み、曲の情報を書き込んでいました。他にもいろいろと
整理したりして。

 カーディガンさんの⽬覚ましバージョンも興味ある︕ 
 作ったら披露よろしくね♡ ＞

 つくったら披露したいと思います(^^♪

あれ、なぜかBoyが流れていますね。偶然すぎますね。

皐ちゃんすごいね。

929 選択 アネ研 2007-09-29 01:01:11 返信 報告

こんばんは、すがすがしくできましたね。
 122秒で⻘空＆光ができちゃうの(︖笑）

 まるで泉⽔さん、⽊陰での休憩に飽きたら、うしろの⾃転⾞に乗ってこって向かって来そうですね。
 

やっぱりみなさん︕︕

930 選択 KOH 2007-09-29 01:17:42 返信 報告

⾃分でベスト作ってますよねぇ〜︕︕
 私も少し前に作ったベストがあります。

その名も ZARD BEST HARD&BEAT（笑）
 もうそのまんまです。ハードなノリと疾⾛感のある曲を集めました︕︕

01 愛は暗闇の中で Good-bye My Loneliness
 02 恋⼥の憂鬱   Good-bye My Loneliness
 03 素直に⾔えなくて もう探さない
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04 Lonely Soldier Boy  もう探さない
05 I want you        揺れる想い

 06 Dangerous Tonight HOLD ME
 07 ⾬に濡れて  OH MY LOVE

 08 DAN DAN ⼼魅かれてく  TODAY IS ANOTHER DAY
 09 今⽇も  TODAY IS ANOTHER DAY

 10 Brand New Love  永遠
 11 ⽌まっていた時計が今動き出した

 12 サヨナラまでのディスタンス  君とのDistance
 13 異邦⼈ TAK MATSUMOTO Feat. ZARD

異邦⼈は少し違うかもしれないですが、ZARD名義ということで・・。

⻘空バージョンに１票︕

931 選択 ＤＯＭＩＮＧＯ 2007-09-29 03:04:47 返信 報告

皐さん、こんばんは＾＾ノ
 ⼀瞬、「泉⽔さんどこ︖」って探してしまいました＾＾︔

 ⽊の根元にちょこんと座っている泉⽔さん、かわいいわ〜。
 それに、⻘空と太陽の光…。

 このままジャケットになりますね＾＾

計画中⽌

932 選択 stray 2007-09-29 08:57:10 返信 報告

皆さんおはようございます。
 ⼀個⼈のオリジナルベストに「BLENDⅢ」とネーミングするのは、

 ZARDファンにたいへん失礼な話なので、この計画は急遽中⽌します。
 「BLENDⅢ〜Autumn Selection〜」と題して、BLENDⅠ,Ⅱ未収録曲から、
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秋にふさわしい曲・秋に発売された曲を皆んなで選びましょう︕
後⽇、企画書を部⻑に出させますので（笑）。

秋の⽊々は紅葉ですよね〜。
 皐ちゃんの⼒作は来年春まで取っておいて、「BLENDⅣ〜Spring Selection〜」

 に使いましょうか︖

テーマ別ベスト

933 選択 stray 2007-09-29 09:07:05 返信 報告

おはようございます。

ドルチェさんのオヤスミバージョンは「スローバラード」選集って感じですね。
 01を除いて、ほかは全部私も⼀緒です︕♡

 ４曲⽬には深い眠りに⼊ってしまいそうですが…（笑）。

カーディガンさんの「⽬覚ましバージョン」もとっても興味ありますが、
 これは１時間かけてゆっくり布団から出るための選集ですか︖（笑）

すぐに起きたいなら、KOHさんの「HARD&BEAT」がいいでしょうねぇ（笑）。
 「I want you」「⽌まっていた…」などは、ライブで聞くとゾクゾクしますよね︕

 ただ、かなりハイになるので、このCDは⾞の中では聞かないほうがいいかも（笑）。
 

Re:☆My BEST☆

934 選択 皐 2007-09-29 11:41:35 返信 報告

皆さんもオリジナルZARDマイベストがあるんですね♪♪
 私も何ヶ⽉か前に作ったのがあるんですが、今は追加したい曲がいっぱいで

 また新しく作り直さないと悪くなってきました(笑)
 所⻑の選んでる「君とのふれあい」、ドルチェ先輩の選んでる「カナリヤ」、

 KOHさんの選んでる「今⽇も」は私もお気に⼊りなので、⼊れる予定です(*^u^*)
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アネ研さんへ＞
あはは︕さすがに122秒では⻘空＆光は出来ませ〜ん︕(^⽫^)(笑)確か5分ぐらいかな＾＾

 この時は作って置いたのを載せました♪
 ところで、泉⽔さん…それって⾃転⾞ド●ボウになっちゃいますよ︕(笑)

ＤＯＭＩＮＧＯさんへ＞
 泉⽔さんがちっちゃくて、居る場所を知らないと分からないですよね(^⽫^)

 その前に「泉⽔さん」と⾔われないと誰かすら分からないかも…(苦笑)
 まぁ、それは仕⽅ないですね(o≧ω≦o)でもちょこんと座ってるのがカワイイでしょ♡

 所⻑がジャケットに使ってくれるみたいなので、嬉しいですね〜(o≧∀≦o)

⽬覚ましバージョン完成(^^♪

937 選択 カーディガン 2007-09-29 13:57:20 返信 報告

stray所⻑、副所⻑様、KOH様、皆様
 おはようございます。もう、こんにちは、ですね。

 昨⽇のMy Best⽬覚ましバージョンが完成しました。
 今朝は朝までパソコンで泉⽔さんの曲を整理していましたので、朝に寝て、昼前に起きました。ほんとにたくさんの

曲があるので、パソコンでもないと、管理が⼤変ですね。先ほど、また聞き返したうえで、効果を試してみました。
選曲は、いいと思いました。

 さて、⽬ざましバージョンですが、コンセプトは、基本的に私の趣味なのですが、歌詞とメロディーが、①普段、こ
れから仕事に向かう気分になる曲②アップテンポなど、⾳楽的に体内時計に作⽤するメロディーが多い曲③泉⽔さん
の優しく厳しい励ましのある曲

 といったところです。
 よさそうな曲をピックアップして、ならべかえたところ、以下のようになりました。

 ①「カラッといこう︕」Sg. Ver.
 ②「さわやかな君の気持ち」Sg. Ver. or Al. Ｂｒｅｚｚａ Ver.

 ③「⽌まっていた時計が今動き出した 」Al.⽌まっていた時計が今動き出したVer. or Al. Ｂｒｅｚｚａ Ver. 
 ④「Ready,Go!」Sg. Ver.

 ⑤「Ｌisten to me」Al.揺れる想い Ver.
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⑥「DAN DAN ⼼魅かれてく」Al. TODAY IS ANOTHER DAY Ver.
⑦「The only truth I know is you」Sg. Ver.

 ⑧「無我夢中」Sg. Ver.
 ⑨「Get U're Dream」Sg. Ver.

 ⑩「息もできない」Sg. Ver.
 ⑪「君に逢いたくなったら…」Sg. Ver.

 ⑫「⾵が通り抜ける街へ」Sg. Ver.
 ⑬「マイフレンド」Sg. Ver.

 ⑭「IN MY ARMS TONIGHT」Sg. Ver. or Al.揺れる想い Ver.
 ⑮「負けないで」Sg. Ver.

これは１時間かけてゆっくり布団から出るための選集ですか︖＞

という所⻑様の件ですが、そうかもしれないし、そうでないとも⾔えます。
 ①②は優しい感じです。特に①ははずせません。めざまし⼟曜⽇でもおなじみで、当然⽬覚めのための曲ですから。

②は絶対にSg. Ver. or Al. Ｂｒｅｚｚａ Ver.でないといけません。Al.⽌まっていた時計が・・・だと、イントロが
朝らしくないので。③で体内時計に働きかけます。④⑤⑥でさらにやる気を呼び起こし、⑦は私の趣味で、⑧以降は
その⽇の気分で選べるようにしています。⑮は定番です。毎⽇聴く曲なので、曲数は多くして、飽きのこないように
しました。

以上のとおりですが、泉⽔さんのように、妥協せずに選曲したつもりです。朝の⽬覚めに皆様も制作してみてはいか
がでしょうか(^^♪

 

泉⽔さん発⾒。

938 選択 なしぼー 2007-09-29 18:23:31 返信 報告

皆さん、こんばんは。
 皐さん、ありがとう。保存させて貰います。泉⽔さん、かわいい〜。拡⼤出来て良かったです。⾒逃すところでし

た。
 皆さん、My Bestやテーマに合わせて作っているんですね。当然︖でも、私作ってないんです。（⽯投げないで下さ

いね。）半年前と今とでは、よく聴く曲が違うんです。（悲しくなる曲は、はずしてます）
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朝は忙しく戦争状態なので、あまり聴けないのですが、お出かけ前に時間があれば、「Ready, Go!」「君に逢いたく
なったら」「あの微笑みを忘れないで」とか聴くかな。

 寝る前には、「promised you」「⾒つめていたいね」「Hero」[窓の外はモノクローム」「遠い星を数えて」「少⼥
の頃に戻ったみたいに」などゆっくりした曲を聴いてそのま寝てしまうことも・・・

私の場合、泉⽔さんの詞の中で「⾬」が⾊々な感情を揺らしてくれるので（不安、優しさ、体温（ぬくもり）、切な
さetc)、いつか集めて１つにまとめたいと思っています。

 １５２曲じっくり詞と、曲を楽しもうと思ったらまだまだですね。上に書き込んでくれた曲で知らない曲もあるの
で、聴いてみたいです。参考にさせてもらいますね♡

なるほど。

941 選択 stray 2007-09-29 19:04:51 返信 報告

カーディガンさん、こんばんは。
 ⽬覚ましバージョン、すごいですね︕

 ①②で優しく泉⽔さんに起こしてもらって、③のイントロで⼀気に布団から出る︕って感じですね（笑）。
 ⑦「The only truth I know is you」は好きです〜。

 「prromised you」のc/wなのでよく聞きました。
 ⑩「息もできない」を聞きながら出勤したいな〜、⾞で５分なので（笑）。

なしぼーさん、こんばんは。
 152曲もあって、ほとんどハズレがないですから、マイベストも容易じゃありまません（笑）。

 「⾬」をテーマにですか…
 やはり何かしらテーマを決めるのがZARDの場合合ってるようですね。

皐ちゃん、無事のようで何よりです（笑）。
 皐ちゃんのマイベストはみんな興味深々だと思います。

 とくにストーカーおじさんがね（笑）。
 私は「切ないバラード系」が⼤好きなんです。

Re:☆所⻑へ︓「BLENDⅢ」について｡｡｡
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956 選択 ドルチェ 2007-09-30 00:13:03 返信 報告

みなさま、こんばんは︕
 オリジナルZARDベストの話題で盛り上がってますね♪（皐ちゃんスレ借りますね〜）

KOHさんのHARD&BEAT、すごいですね︕特に前半はハードでノリノリ︕締めの「異邦⼈」はカッコイイですね。

カーディガンさん︕⽬覚ましバージョン完成したんですね♪仕事が早いっ（笑）「Ｌisten to me」は⽬覚ましには⽂
句なしですね︕

皐ちゃん、なしぼーさん、他のみなさんのマイベストもすごく興味があります♡

所員の皆さんへ

893 選択 stray 2007-09-28 09:20:44 返信 報告

図書館会議室に業務連絡を貼っておきました。

KOHさん、昨夜のMUGENはgetできましたか︖
 すっかり忘れてしまってた︕（笑）

Re:所員の皆さんへ

907 選択 KOH 2007-09-28 19:58:05 返信 報告

ばんはです〜︕︕

はい、⼀応ゲットできました〜。

今⽇中にはアップしますです〜。んで、

MJTVのエンターテイメント ニュース9/30〜でもライブレポするみたいなんでチェックしときますね〜（＾＿＾）

KOHさんへ
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908 選択 Ｔ２８ 2007-09-28 20:04:04 返信 報告

サスガ︕ 部下の鏡だね。
 きっと所⻑からボーナスが出るよ︕

 

さすが、KOH研究員︕

910 選択 stray 2007-09-28 20:58:52 返信 報告

KOHさん、こんばんは。
 さすがですね、どうもありがとう︕

 楽しみにしてます（笑）。
 MJTVのエンターテイメント ニュースもよろしく︕

 あ、ボーナスは出ないから（笑）。

え〜っ︖︕

911 選択 KOH 2007-09-28 21:20:33 返信 報告

ボーナスって⾔われて期待しちゃいましたよ〜（笑）

こうやってやりとりできるのがすごい嬉しいんで、それもZARDの事で共有できてるってだけでホンマに満⾜です(*^
_^*)

これまでどれだけ閉鎖的なファンだったか想像できるでしょ〜(^_^;)

☆KOHさんへ☆

914 選択 皐 2007-09-28 21:32:22 返信 報告

MUGENの映像GETしてくださったんですね︕すっごく嬉しいです(●＞ω＜●)
 いつもありがとうございますね☆ﾐ『MJTVのエンターテイメント ニュース』というのも

 あるそうなので、チェックお願いします(o^ω^o)
 楽しみにして待っていますね︕☆
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皐さんっ︕︕

915 選択 KOH 2007-09-28 21:43:45 返信 報告

こちらこそいつも画像ありがとうございます!!

所⻑と同じで今グロリアスマインドの画像がPCの壁紙です!!

って⾔ってる内にアップできましたよ〜所⻑︕︕

あとはよろしくです!!

MUGENアップ完了︕

916 選択 stray 2007-09-28 21:53:45 返信 報告

KOHさん、了解︕
図書館への移動終わりました。

 所員の皆さん、どうぞDLして下さい。

ん︖

917 選択 stray 2007-09-28 21:57:30 返信 報告

ライブ特集という噂があったわりに、短かすぎません︖
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KOHさん、途中で切れてるわけじゃないですよね︖

うん。

918 選択 KOH 2007-09-28 22:00:23 返信 報告

こんかいはそれだけ〜(-_-;)

だからこれからもまめにチェックしといた⽅が良さそうっすね。

了解︕

921 選択 stray 2007-09-28 22:39:31 返信 報告

本⽂なし（笑）

エンターテイメント ニュースの⽅が

925 選択 KOH 2007-09-28 23:51:13 返信 報告

良さげな気がしませんか?

＜ZARD 追悼ライブ＞
 9.14＠⽇本武道館

 What a beautiful memoryライブレポート
 「Don't you see!」映像公開!!

 となってるんで︕︕

でも時間は短そうかなぁ(^_^;)

ＫＯＨさんへ

939 選択 なしぼー 2007-09-29 18:29:42 返信 報告
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はじめまして。MUGENの映像ありがとうございます。私もダウンロードして、⾒ることが出来ました。貰うばっかり
で申し訳ないですけれど、これからもよろしくお願いします♪

ＫＯＨさんへ

940 選択 stray 2007-09-29 18:54:00 返信 報告

こんばんは。
 エンターテイメント ニュースってスカパーですか︖

 明⽇ですよね、よろしく︕（笑）
 期待できるんじゃないですかね、３分以上あると思います︕（笑）

♡所⻑へ♡

755 選択 皐 2007-09-24 16:48:13 返信 報告

所⻑のリクエストだった「グロリアス マインド」の加⼯画が出来上がりました(o^U^o)
 ポイントの「⿊」「無数の星」までは良かったのですが、「遠近感」に⼿こずっちゃいました…(^

_^;)
 結局こんな感じに出来上がったんですが、所⻑、気に⼊ってもらえましたでしょうか??(*^ ^*)

『違〜〜〜う!!(`⽫´)9』ってならない事を祈っています︕(笑)

うわっ︕すごい︕︕

756 選択 stray 2007-09-24 20:13:36 返信 報告

皐ちゃん、どうもありがとう︕︕♡♡♡
 私のイメージどおりじゃないですか︕

 ドロドロおじさんと気が合う証拠だね（笑）。
 泉⽔さん⿊髪が宇宙と同化して遠近感出てますね︕
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いやあ、やっぱ、皐ちゃんはすごいわ︕
さっそく別のＰＣの壁紙にしちゃいました（笑）。

 ⼤事にしますね、ありがと︕♡♡♡

良かったぁ〜〜♪♪

765 選択 皐 2007-09-24 22:22:21 返信 報告

所⻑にそう⾔ってもらえて⼀安⼼です︕(●＞∀＜●)
 イメージに近い出来になっていれば幸いですね(*^_^*)

 PCの壁紙にもしてもらえて、すっごく嬉しいです︕︕
 私も記念にこの写真をもらいます♡♡♡

私こそ、ありがとうございました︕︕(o≧∇≦o)

わー綺麗

766 選択 アネ研 2007-09-24 22:26:31 返信 報告

皐さんこんばんは、いいですね。
 泉⽔さんのなんともいえない横顔と、レコーディングしたことに意味があるといえる⾳⼊れシーン、しかし、星が難

しいとは聞かないとわかりませんね。
 モノクロ写真のふちのぼかしがなんともいえません。

 しかし、絵ごころのある⼈は、左右にもこだわるんですね。

PS１『揺れる想い』のジャケットの秘密を知った時は。ぶったまげました。
 ps２所⻑お帰りなさい。

何台あんだ!?
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770 選択 Ｔ２８ 2007-09-24 22:35:04 返信 報告

皐ちゃん、所⻑、私も頂いて宜しいでしょうか︖
 この画像、「グロリアス マインド」のジャケ写にして貰ったらいいんじゃないの。そのくらい素晴らしいよ︕

所⻑、何台PC持ってんの︖ アイコンが泉⽔さんに被ってますけど。（笑）
 いいな〜、専⽤画像作って貰えて〜、う・ら・や・ま・し・い︕（笑）

 

こんばんは︕

772 選択 皐 2007-09-24 22:43:31 返信 報告

アネ研さんへ＞
 いい感じに出来上がっているでしょうか?(*^_^*)「遠近感」はどうやって出そうかと考えて、

 モノクロ写真の縁をぼかすことで表現してみたつもりなんです＾＾
 アネ研さんにも気に⼊ってもらえたのなら嬉しいですね︕

 P.S.私は結構(いや、かなり(笑))こだわる⽅ですね(o^⽫^o)(笑)

部⻑へ＞
 是⾮貰ってくださ〜い︕(o≧∇≦o)いいですよね所⻑︖＾U＾(笑)

 今回も部⻑に嬉しい褒め⾔葉を掛けていただいてHAPPYです(●＞ω＜●)
 またイイ夢が⾒れそう♡部⻑もリクエストがあったら、いつでも⾔ってくださいね☆ﾐ

 …それにしても、所⻑はPCいっぱい持っていますね(◎□◎)うらやましい︕(笑)

さて︕もうPCの電源切らないと︕さっきから背後に殺気を感じます♡(笑)
 おやすみなさ〜い(*^m^*)

お〜︕︕

775 選択 KOH 2007-09-24 22:56:25 返信 報告

こんばんはです︕︕

https://bbsee.info/straylove/id/755.html?edt=on&rid=770
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=770
https://bbsee.info/straylove/id/755.html?edt=on&rid=772
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=772
https://bbsee.info/straylove/id/755.html?edt=on&rid=775
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=775


さすがは皐さんですね︕私も頂いて壁紙にしました(^-^)
なんか⾒てると吸い込まれそうな世界観がいいです〜。

またもやボ〜ッと⾒とれてます（笑）

☆KOHさんへ☆

804 選択 皐 2007-09-25 21:39:18 返信 報告

所⻑リクエストの「グロリアス マインド」画を壁紙にし下さってるんですね(o≧∇≦o)
 嬉しいです〜♡新しい加⼯画も出来上がって本家の掲⽰板に載せているので、

 良かったら⾒てみて下さいね(*^U^*)

すばらしい、ありがとう

814 選択 オーマイ 2007-09-25 23:05:56 返信 報告

いいすね
 所⻑の真似してメインマシンの壁紙にしてみました。

 モニターは、いまだに液晶でないですが拡⼤表⽰してます。
 壁紙は使わない⼈（以前のＯＳがＭＥではメモリ⾷われるので、いまでもクセで）なのですが、坂井さんに毎⽇あえ

るなら禁をやぶりますよｗ

しかし、癒されますね。

すごいすごい︕︕

820 選択 ドルチェ 2007-09-25 23:31:46 返信 報告

さすが、皐ちゃん︕これまた素敵ね♡
 私も壁紙に使わせてもらってもいいですか︕︖

 「グロリアス マインド」ジャケはこれで決まりだね♪
 

☆ありがとう☆
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831 選択 皐 2007-09-26 18:49:25 返信 報告

オーマイさんへ＞
 壁紙にしてくださってありがとうございます〜(o^∇^o)オーマイさんは壁紙をしなかったらしいですが、

 禁を破って設定してくれてすごく嬉しいです☆ﾐ泉⽔さんの美貌パワーですね︕(笑)
 毎⽇癒されてもらって下さいね(*^U^*)

ドルチェ先輩へ＞
 コメントありがとうございますっ︕「グロリアス マインド」ジャケなら、もっとも〜っと こだわりますね︕(笑)

 ⾊んな⼈に助けてもらいながらになりますが(=^⽫^=)(笑)壁紙は是⾮どうぞ︕︕嬉しいです(*≧∇≦*)

ダブルで御礼。

848 選択 なしぼー 2007-09-26 22:26:42 返信 報告

こんばんは。久々にあちらの掲⽰板のぞいたら、Don't you see.の画像⾒つけました。（気づかなかった）カッコイ
イので貰って来ちゃいました。こっちのも素敵なのでもっらっちゃいます。（⾊んな⾓度から泉⽔さんが⾒ることが
出来て嬉しいです）いつもありがとう♪

貰っちゃいますよ〜♡

858 選択 たまご 2007-09-26 23:43:15 返信 報告

こちらもスゴイ︕︕
 本当にセンス抜群ですね♡

 いつも沢⼭頂いちゃってありがとうございます♪
 壁紙に今は週替わりで使っていますよ♡

Re:お返事遅れてスミマセン｡｡｡(焦)

935 選択 皐 2007-09-29 11:44:48 返信 報告
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なしぼーさんへ＞
同じくダブルでお礼です(o≧∀≦o)貰ってくださってありがとうございますね〜☆ﾐ

 「Don't you see︕」のはカッコイイ⾵を感じてもらえれば嬉しいです(*^_^*)
 所⻑のイメージに合わせた「グロリアス マインド」画も気に⼊ってもらえて良かった(o≧∇≦o)

 これからもヨロシクお願いしますね♪♪

たまごさんへ＞
 貰ってくださってありがとうございます〜☆ﾐ私の作る画像でよろしければ、

 どんどん受け取って(o≧∇≦o)週替わりで壁紙に使ってくれてるようで嬉しいです︕
 また新しいのが出来たときも是⾮お願いしますね(*^U^*)

所員の皆さんへ

879 選択 stray 2007-09-27 17:11:55 返信 報告

図書館会議室に業務連絡を貼っておきました。
 私は今夜は飲み会で、飲み潰れる予定です（笑）。

Re:所員の皆さんへ

881 選択 皐 2007-09-27 18:48:27 返信 報告

さっき図書館に⾏ってきました＾＾
 ココには書かない⽅がいいのかな〜︖でも、了解です︕

Re:所員の皆さんへ

884 選択 Ｔ２８ 2007-09-27 20:00:33 返信 報告

了解しました。
 お気持ちは分からないではないけど、くれぐれも飲み過ぎないように･･･。
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Re:所員の皆さんへ

885 選択 なしぼー 2007-09-27 20:04:22 返信 報告

了解しました。⼤丈夫ですか︖

Re:所員の皆さんへ

887 選択 カーディガン 2007-09-27 21:01:54 返信 報告

了解いたしました。また、明⽇よろしくお願いします。

Re:所員の皆さんへ

892 選択 アネ研 2007-09-28 00:57:27 返信 報告

了解しました。
 所⻑、そろそろ帰宅しますか、たくさん⽔飲んで寝てください。

突然・・

877 選択 匿名 2007-09-27 12:11:25 返信 報告

strayさまへ
 初投稿から最後まで本当に御世話になりました。

 突然ですが、私は、今⽉⼀杯で、と⾔っても明⽇ですが、退職する事にしました、
 最近、無理して投稿のピッチを上げていたのは、その為です。

 体調が悪くなったのではなく、退職⾦が欲しいからです。（笑）

その資⾦で、妻と少し早い銀婚旅⾏をかね、ゆっくりと時間をかけて体調と相談しながら、遠⽅に住
む友⼈達や御世話になった⼈達に逢って、お別れをして来ます。
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東京の⽅にも⾏く予定で、坂井さんだけではなく、私にとっても聖地である
⽇本武道館に⾜を運ぶつもりです。

 PCの前に⽴つのもこれが最後です、strayさまともお別れですね、・・寂しいです。
 本当につまらない荷物を背負わせちゃったみたいで・・・すみません、

 もう肩の荷を降ろされてもいいですよ
 最近は、落ち着いてきて、悲しい現実を嘆くよりも・・・・の気持ちになっています。

約束の集合写真ですが、⾃分の構想としては、もっといいイメージだったんですが、
 なかなか思うようにいかず、こんな感じになってしまいました。

 もっと旨くなりたいんですが、今、これが精⼀杯です。
 お宝とか⾔っておられたようですが・・・・それは勘弁してください（笑）

strayさまからこっそり頂いた学⽣時代︖の写真から「ハートに・・」まで、集めてみました、私は、坂井さんの姿、形を加⼯
する事は⾃⾝の中でタブーとしています。

 坂井さんの事が好きで好きで堪らないんです・・・
 集合写真の⼀部分の構図を掲⽰板の⽅にもＵＰして⾏きます

 (そっちの⽅がシンプルでいいかも︖）
 昨⽇、皆さんに最後の御礼を⾔ったつもりだったのですが、

 とても暖かいレスが返って来て・・・”さよなら”を⾔うことが出来ません、
 私なりのお別れをしていきます。  最後の投稿です、レス下さいね︕

私も、研究所の⽅に来たかったのですが、嘘をつくのも⾟いなと思い遠慮しました、
 でも、ここの雰囲気とても好きです。

 皐画伯とも、画像の加⼯⽅法等、⾊々話がしたかったです・・・可愛いし（笑）

もう掲⽰版もＺＡＲＤ研究所も覗くことはありません。
 明⽇は、掲⽰板のレスのコピーを貰って職場のみんなに挨拶して終わりにします。

いつも⼀⽅的なレスですみません・・・

私は、⽂章を書くのが苦⼿なはずなのに、話したいこと、書きたいことが次々に浮かんできて、このまま続けると本⼀冊分書
いてしまうんじゃないかと⾔う勢いです

 いつまでもここから離れたくない・・・
 皆さんとお別れしたくない・・・・



 
これから友⼈達とも別れをしなければならないのに先が思いやられます。
沢⼭の暖かい⼼を持った⼈達に巡り会えて本当に良かったです。

 私⾃⾝も、性格が変わったみたいで⼈に優しく接する事が出来るようになりました。
 それも、これも坂井さんがこの場所を教えてくれたお陰だと思っています、

 逢ったら御礼をいいます、皆さんの事も・・・でも、⾏く先が違うような︖

最後に、私の病の原因は、遺伝もあるのですが、強い酒と喫煙の嗜好もあるそうです
 strayさま、お酒も程々に、強い酒は割って飲まないと・・・（笑）

 今後とも、strayさまのご健康とご活躍そしてご幸福を⼼からお祈りしています。

strayさまの事忘れません︕

本当に、ありがとうございました。  

                                      ⾵⼩僧 ｘｘｘ
 追伸︓

 壁紙、⾒せてもらいました、ありがとうございます。
 研究所の皆さんにも宜しくお伝えください。

 

⽩く煙った宇宙で、みんな笑って⽣きてる

878 選択 stray 2007-09-27 12:48:51 返信 報告

xxxさん、最後の作品（集合写真）を、約束どおりここへ寄贈して下さったんですね…。
 ありがとうございます、私もxxxさんとの約束どおり家宝とさせていただきます。

 具体的には、研究所付属美術館を開設し、xxxさんのすべての作品をギャラリー展⽰することで、
 永遠にZARDファンの間に残したいと考えています。

本家にアップされた「祈り」も素晴らしい出来栄えですね。PCの壁紙に頂戴します。

思ったより早く、お別れの時が来てしまいましたね。
 ⽬が霞んでディスプレイがよく⾒えなくなってきました。

 xxxさんとは、もっともっといろんなお話をしたかったのに…。
 残念で残念でなりません。
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もし泉⽔さんに遭えたら、
「⽩く煙った宇宙で、みんな笑って⽣きてますよ」

 と伝えて下さいね。

xxxさん、短い間でしたが、ホントにどうもありがとう︕
 あなたのことは⼀⽣忘れません。

 私は最後まで奇跡を信じてますからね︕
 

どんなに離れていても ⼼はそばにいるわ

880 選択 皐 2007-09-27 18:45:36 返信 報告

xxxさんとは短い間でしたが、本当に出会えて良かったです︕
 素敵な写真の数々、優しくて⼼遣いが溢れているコメントに、私は感動していました。

 今ちょっと気持ちが混乱しているので、うまく書けないんですが、
 xxxさんの事はこの先忘れることはありません。

 strayさんも⾔っているように、私も信じています。そして待っています︕

P.S.xxxさんに会えた時には、画像の加⼯⽅法等をいっぱい話しましょう︕(o≧u≦o)

無題

882 選択 ドルチェ 2007-09-27 19:02:53 返信 報告

strayさん宛てのスレに私がレスしてしまっていいのかわかりませんが…
 xxxさん、いつも素敵な画像ありがとうございます。

 実は私も、泉⽔さんが亡くなられたまさにあの⽇に泉⽔さんが最初に患われたのと同じ⼦宮の病気で⼊院していまし
た。

 幸い私は軽い⼿術で済んだのですが
 xxxさんが⾟い⼿術や治療を乗り越えられて少しずつ元気になっていかれるのを⾒て、

 普段は感じなかった健康のありがたさや絶対負けない︕という強い勇気を感じて、いつも⼒をもらっていました。
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恩返しを兼ねてこれだけは⾔わせてください。
「私も最後まで奇跡を信じています︕」

またお会いできる奇跡を信じて︕

883 選択 Ｔ２８ 2007-09-27 19:36:57 返信 報告

xxxさん、無事に御挨拶の旅から戻られますように祈っています。
 くれぐれも御無理なさらないようにして下さいね。

お会いしたことも声を聞いたこともない⽅なのに、こんなに⼼配なのは何故なのかな。
 きっと泉⽔さんを想う気持ちで、みなさんと繋がっているからなのでしょうね。

 まだ知り合ったばかりなのに、もうお会いできないのですか︖
 残念で残念でなりません･･･。

xxxさんと出会えたことを感謝しています。
 私もあなたのことを絶対忘れません︕

 もう⼀度お会いできる奇跡を信じて待っています︕
 

信じています。

886 選択 なしぼー 2007-09-27 20:27:31 返信 報告

私たちの気持ちつながっているよネ。泉⽔さんの歌、⼀緒に聴き続けましょう。

Ms.Sakai has said,"I hope my song could bring  people hope, hope I can always be singing 
hopeful songs".(本家で紹介されたサイトより）

泉⽔さんの歌から⼀緒に希望（hope)をたくさん貰いましょうね。
 

Re:突然・・

888 選択 ｍｉｙａ 2007-09-27 21:22:30 返信 報告
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ｘｘｘ さん はじめまして。
画像いつもありがとうございます。

ｘｘｘ さんの病状
 今の我が家と被ってしまいます。

 涙が出てしまいます。
 同じくパートナーは10⽉20⽇治療専念のため退職します。

 64歳です。今年で結婚26年です。
 今の病状を話す⾃信もありません。
 治療の効果も薄く期待はあまり…。
 奇跡が起きて欲しいです。

このあとの⾔葉が⾒つかりません。ごめんなさい。

またお逢い（お話を）したいです。

＃ ｘｘｘ さんの⾔われるとおり、
   お酒、煙草はほどほどにと…

xxxさんへ

889 選択 stray 2007-09-27 23:14:59 返信 報告

xxxさん、こんばんは。⾒てますか︖
 今夜はいくら飲んでもちっとも酔えませんでした。

 xxxさんの忠告どおり、⽔で割りすぎたせいかな︖（笑）
 スモーカーは飲むと本数増えるけど、うまいものは⽌められないよね。

みんなのレス読んだ︖
 みんな必死で⽣きてるってことがわかっただろ︖

 俺だって、へらへらしてるけど、⽣活するためにいろんな苦労があるんだぞ。
 でもな、そんなこと微塵も出さずに、みんな精⼀杯明るく楽しく⽣きようとしてるんだ。

 その拠り所がTandoさんのZARD掲⽰板であり、ZARD研究所なんだと思う。
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xxxさん、楽しんでくれてありがとね。
⼈間楽しいのが⼀番だよね〜。

 泉⽔さんはそのことを「promised you」で⾔ってるんだと思うよ。
 現実は⾟く厳しいけど、「みんな笑って⽣きてる〜」ってね。

俺は「悲しい現実を嘆いたり」しないよ。そんなキャラじゃないし（笑）。

 願っても祈っても 奇跡 思い出
  少しは気にかけて

泉⽔さんに気にかけてもらえれば本望じゃない︖
 祈ってるよ、奇跡が起こることを︕

 元気出しなって︕ 俺たちが付いてるから︕︕

ｘｘｘさんへ

891 選択 アネ研 2007-09-28 00:36:59 返信 報告

所⻑宛のスレのようですが、少し書かせてもらいます。
 いつも美しい画像楽しみにしています。

 また、こだわりある製作に敬服いたします。

そして、これからの御知り合いと、思い出の地への御旅⾏なっとくいくかたちで戻られるよう、お祈りいたします。
 そして、もしどこかで、パソコンの前に座ることがありましたら、そのときの思いのまま、コメントでもなんでもく

ださい。
 待っています、奇跡を信じて。

Sg「揺れる想い」ジャケ写真の謎︖

792 選択 stray 2007-09-25 07:34:56 返信 報告
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アネ研さん、たいへん興味深かったので（#766）、別スレを⽴てました。
無視したわけではありませんので（笑）。

私は「眠れない夜…」PV撮影時のスチール写真だと思っていましたが、
 別説があるのでしょうか︖

マッチポンプか︖

823 選択 アネ研 2007-09-25 23:46:33 返信 報告

所⻑、⾔葉⾜らずで申しわけない。
 「揺れる想い」はアルバムです。

 知らない⼈のために書きますが、
 何で読んだか忘れたけど、アルバム「揺れる想い」のジャケットの泉⽔さんはボタンが右にあることからわかるよう

に左右反転してるとのこと。
 たしかに裏ジャケは左ボタンで⼥ものだもんね。

 理由は右顔が少ないからだったかな（︖）
 なんかすごい安易のようだけど、皐画伯の「グロリアス マインド」の泉⽔さんも反転ですもんね。作者には何か意

図はあるのでしょう。
 思うに、とうとう「揺れる想い」の淡いいろは50パターンでも満⾜いかず、反転したと⾔う説はどうかな︖

 そんなわけないですよね（泣）

ALジャケのほうでしたか（笑）

828 選択 stray 2007-09-26 07:27:24 返信 報告
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アネ研さん、私の早トチリでした（笑）。申し訳ない。 
AL「揺れる想い」のジャケ写真は、反転させて右顔にしてありますね。 

 ブック「きっと忘れない」に書いてありました。

皐ちゃんの作品が反転してあるのは、ツアパン１枚⽬の写真が半透明な紙なので、 
 裏からスキャンすることで「私が反転」させたのです（笑）。

ところで、Sg「揺れる想い」のジャケ写真は、 
 「眠れない夜…」PV撮影時のスチール写真という私の推理、合ってるのでしょうか︖ 

 誰か教えて︕（笑）。

Re:Sg「揺れる想い」ジャケ写真の謎︖

852 選択 ＤＯＭＩＮＧＯ 2007-09-26 23:16:58 返信 報告

所⻑、研究員の皆さんこんばんは。
 先⽇アップされていた「眠れない夜を抱いて」のＰＶをＤＬして⽬を⽫のようにしてチェックしてみました＾＾︔

 ＰＶのバックとＳｇの裏ジャケットを⽐較してみました。
 ⽐較のポイントは、泉⽔さんの髪のボリュームと、背景です。

 まず、泉⽔さんの髪型ですが、髪を下した状態を⽐較すると、ＰＶとジャケットで髪のボリュームはほぼ⼀致してい
ます。

 次に、背景ですが、⾮常に暗く、画質も荒いため、細かい部分での⽐較はできませんでしたが、写っている限りでは
使⽤している機材は酷似しているように思われますが、Ｓｇジャケットに写っている壁の模様はＰＶには映っていな
い…。

 ということから考えると、
 ①撮影時期はほぼ同⼀

 ②撮影場所はＰＶとＳｇジャケットでは異なる
 と思うのですが、どうでしょう︖

 

sg｢揺れる想い」とpv｢眠れない夜を抱いて」について

859 選択 アネ研 2007-09-26 23:46:05 返信 報告
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こんばんは、私なりに考察してみました。
きずいたことは｢揺れる想い」の裏ジャケの⾐装は先⽇の「のけぞる泉⽔さん」の服に似てる事ですね。頭の上にサン
グラスでもあればなー

 私にはかえってsg｢揺れる想い」と｢眠れない夜を抱いて」のジャケットが、泉⽔さんの髪と照明に凝ってるところが
にてるなーと思いました。

ＤＯＭＩＮＧＯさん、アネ研さん

869 選択 stray 2007-09-27 09:02:23 返信 報告

おはようございます、ご意⾒どうもありがとうございます︕
 アネ研さんとは時間帯が⼀度も噛み合わないですね（笑）。

さて、ＤＯＭＩＮＧＯさんの①撮影時期はほぼ同⼀ は私も同感です。
 もしかしたら同じ⽇（PV撮影前）の可能性も⼤ですね。

 「眠れない…PV」の泉⽔さんは⼤きなイヤリングをつけているのですが、
 「揺れる想い」表ジャケの写真は、⽿が半分切れていて確認できません。
 それでなおさら「怪しい」と私は感じたのですが（笑）。

お⼆⼈とも、裏ジャケが表ジャケと同⽇・同じ場所で撮ったというお考えですね。
 私は別ものじゃないかと思っていますので、後⽇発表します。

皐ちゃん、元画像はこれ︖

829 選択 ドロドロおじさん 2007-09-26 15:25:38 返信 報告

皐ちゃんに質問です（笑）。
 本家にアップした Don't you see 作品の元画像はこれですか︖

 で、泉⽔さんの⾜元に⻩⾊の看板置いて、ストーカー部⻑が指摘しているように
 靴の影を追加したの︖
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せいか〜い♪

833 選択 皐 2007-09-26 18:57:26 返信 報告

さすが所⻑♪元画像はこれですよ(o^∇^o)そして⾜下にロゴを配置してみました＾＾
 靴の影はそのまま泉⽔さんの影を使⽤してます☆ﾐよく⾒ると写ってますよ〜︕

ただ、ちょっと(影に)⼿直しはしていますけどね(^⽫^)
 それより、“ストーカー部⻑”って︕(笑)本当に会社に居そうなあだ名になってるじゃないですか(*≧w≦*)(爆笑)

P.S.「BLENDⅢ」了解しました☆ﾐ あの写真を⽊の根本に座らせますね(*^U^*)
    背後に殺気を感じた時は、スタンバイモードに切り替えます︕(笑)

「皐さん（笑）」

834 選択 ストーカー部⻑ 2007-09-26 19:27:22 返信 報告

ドロドロおじさんさん、皐ちゃん、こんばんは。
 あの影は元からあったのですね。私の勘違いですか〜。申し訳ないっす。（笑）

 本家スレで、「皐さん（笑）」って書いたのは、皐ちゃんを笑ったんじゃなくて、「皐ちゃん」と書きそうになった
⾃分に対しての（笑）だからね。コレは勘違いしないでよ。

Ｐ.Ｓ. 皐ちゃん、泉⽔さんのサイズ気を付けてね︕ あんまりデカイとカワイクないから〜（笑）
 

もう⼀つ質問（笑）

836 選択 stray 2007-09-26 19:45:55 返信 報告
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皐ちゃん、お答えどうもありがとう︕
あの⻩⾊の看板、すっごくいいよ〜。

 向こうでレスしなかったのは、こっちでゆっくり褒めちぎる作戦だからね〜（笑）。
 ⾊もいいけど、ロゴと←がいいです。とくにロゴの書体が︕︕

 中割れ⽂字っていうの︖道路にスプレーで字書くときによく使うけど、
 これがアメリカンっぽいんだよね〜（笑）。センスいいなあ。ほんとに。

さて、もう⼀つの質問ですが、
 ⻩⾊の看板をそのまま置いたら、泉⽔さんの⾜が隠れてしまいますよね。

 ⼀旦⾜を切り離して、再び看板の上で接合するんですか︖
 なんか外科医みたいだけど、皐ちゃんに切り刻まれるなら本望だっておじさんが約１名（笑）。

名前が・・・(笑)

839 選択 皐 2007-09-26 20:18:54 返信 報告

“ドロドロおじさんさん”に“ストーカー部⻑”…ものすごいニックネームになってますけど︕︕(笑)
 ちょっとうらやましいです〜☆私も変なあだ名ないかな︖(笑)

部⻑へ＞
 本家のスレにあったT28部⻑レスの『(笑)』はそういう意味だったんですね︕(=^⽫^=)

 てっきり勘違いしてました︕(笑)気になったんですが、“何笑ってんですかぁ〜”とも書けなくて(笑)
 P.S.泉⽔さんのサイズ気を付けます︕(o≧ω≦o)デカいと不気味ですもんね(笑)

所⻑へ＞
 やった〜︕いっぱい褒めて褒めて(●＞∀＜●)(笑)（なんか親⼦みたいな感じになってきてる(笑)）

 ただ、ここで⽩状しなければいけない事が…︕︕(笑)
 あのロゴは「Don't you see︕」のジャケットにあるのを使ってるんです。(ジャンジャンジャーン︕※「⽕サス」の

⾳楽)
 字の⾊を濃くして斜めに置いただけなんですよね(^⽫^)

あと、泉⽔さんの⾜ですが、切り刻んでませんよ︕(笑)⾜や影を避けて⻩⾊く塗った(︖)んです＾U＾
 そしてレンガっぽい模様を付けてロゴを置いた感じですね♪♪
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…え︖切り刻まれても本望??…今右⼿にメス持ってますよ…(-ω-)(なんてね(笑))

マジで付けちゃうよ（笑）

841 選択 stray 2007-09-26 20:34:51 返信 報告

＞私も変なあだ名ないかな︖(笑) 
 皐ちゃん、おじさんたちマジで変な名前付けちゃうよ、そういうのだけは得意だから（笑）。

そうか、あの字体は 
 ←だったのか︕（笑）でも、ジャケに気づくところが偉いよねぇ。 

 おじさんは⾯倒臭くて⾒もしないもの（笑）。

＞⾜や影を避けて⻩⾊く塗った(︖)んです 
 なんでそんなことできるのか不思議なんだよね〜。 

 ⾃分でやると絶対はみ出るんだけど（笑）。 
 今度皐ちゃん家に⾏くから、⼿取り⾜取り教えてくれない︖（笑）

♡ぜひ♡

844 選択 皐 2007-09-26 21:05:30 返信 報告

変なあだ名…ほんとに付けてください︕(o≧∇≦o)(笑)⾯⽩いの期待してますよ〜♪♪
 お願いしますね(*^U^*)

そうそう、昔は私も(塗ったりすると)はみ出していました(笑)でも慣れるとそんな事もなくなりましたね＾＾
今度、我が家で所⻑にレッスンします☆ﾐ(笑)背後に感じる殺気は気にしないで下さいね♡

何だ君は︕うちの娘とどういう関係だ︕（笑）

845 選択 Ｔ２８ 2007-09-26 21:33:45 返信 報告

＞ 変なあだ名…ほんとに付けてください︕(o≧∇≦o)(笑)⾯⽩いの期待してますよ〜♪♪ 
おじさんたちって、私を巻き込まないでくれます︖ こんなに期待されちゃったら下⼿なあだ名付けられないよ︕ガ
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ンバレ所⻑︕（笑）

＞ 今度、我が家で所⻑にレッスンします☆ﾐ(笑)背後に感じる殺気は気にしないで下さいね♡
 いやきっと、皐ちゃんちに⼊るまでにつまみ出されるねぇ（笑）。

 (☆゜-^)┬┬- ︓・・・・・・ ダダダダ
 

ん〜〜〜（笑）

850 選択 stray 2007-09-26 22:47:07 返信 報告

＞⾯⽩いの期待してますよ〜♪♪
 皐ちゃんは若くて（たぶん）可愛くて性格いいから、変なあだ名は似合わないんだよねぇ。

 ドルチェさんだと「クネクネお○さん」って、すぐに浮かぶんだけど（笑）。

おじさんVSおばさん、ストーカーVSアイドル、…ん〜〜〜。

こらっ︕ストーカー第１号が逃げしてどうする︕（笑）
 ⾦閣寺のマウスパッドお⼟産に持っていったら、⼊れてもらえるかな︖（笑）

そうなんだよね

851 選択 Ｔ２８ 2007-09-26 23:13:02 返信 報告

＞ 皐ちゃんは若くて（たぶん）可愛くて性格いいから、変なあだ名は似合わないんだよねぇ。 
 そうなんだよね。皐ちゃんは⾮の打ち所がないから、変なあだ名は浮かばないな〜。

＞ ドルチェさんだと「クネクネお○さん」って、すぐに浮かぶんだけど（笑）。 
そうだね。「クネクネお嬢さん」でしょ︖ たまにはフォローしないと︕（笑）そろそろおいでになるだろうしね
（汗）。

＞ こらっ︕ストーカー第１号が逃げしてどうする︕（笑） 
 逃げるんじゃなくて、ホントに思いつかないのよ︕（笑）

＞ ⾦閣寺のマウスパッドお⼟産に持っていったら、⼊れてもらえるかな︖（笑）
 恩師ですって⾔えば︖ 少なくともウソついてないでしょ︕（笑）
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は〜い♪

867 選択 ドルチェ 2007-09-27 01:10:00 返信 報告

クネクネお嬢さん登場です♡
 では、寝ま〜す♡♡

ただいま、戻りました〜♪

788 選択 ドルチェ 2007-09-25 01:43:59 返信 報告

所⻑、部⻑、所員のみなさん♡
 ただいま︕まだ起きてる⼈いるかな〜︖︖

 ２５時ちょっと前に戻ってたけど、バタバタしてて今になってしまいました。（ゴメンネ）

スゴクキツカッタので明⽇ゆっくりみんなの書込み読ませていただきますね＾＾ 
楽しく盛り上がってたみたいで良かったです♪部⻑ありがとねー︕

 ちなみに、所⻑とは偶然三連休のお出かけが合致しただけですよ〜（笑）
 所⻑ファンの⽅々、⼼配（︖）かけてゴメンね♡

あと、ドルチェをおばさん扱いした⼈は明⽇お仕置きね︕
 んじゃ、明⽇の夜また逢いましょー♪

お帰り︕♡

791 選択 stray 2007-09-25 06:33:45 返信 報告

副所⻑、お帰りなさい︕
 ⼼配じゃなくて「勘ぐり」です（笑）。

 まだちゃんと読んでいないようなので、「銀閣寺で泉⽔踊り…」のスレは削除するかもよ。
 ああ〜、夜が来るのがこわっ（笑）。
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パトロール中（笑）

794 選択 Ｔ２８ 2007-09-25 09:26:01 返信 報告

副所⻑、お帰り〜︕ お迎えしようと待ってたんですけどね…。また寝ちゃったよ。ゴメン︕
 銀閣寺に副所⻑が居たと⽬撃情報があったんですけど、⼈違いですか︖（笑）

> まだちゃんと読んでいないようなので、「銀閣寺で泉⽔踊り…」のスレは削除するかもよ。 
証拠確保（保存）しました。なんか私、警備員みたいだな。パトロールは疲れるよ〜（笑）

 

また⾃分で役職増やしてるし（笑）

795 選択 stray 2007-09-25 12:49:01 返信 報告

部⻑、巡回ご苦労さまです（笑）。
 また⾃分で役職増やしてしまいましたねぇ。

 「警備課⻑」を追加することにします（笑）。

お⼆⼈ともお帰りなさい。

796 選択 なしぼー 2007-09-25 15:32:27 返信 報告

副所⻑殿へ ハードスケジュールだったみたいですが、楽しまれました︖リフレッシュできたらいいですね。「眠れ
ない..」のPV、もう⼀回⾒てきました。泉⽔さんみたいにのけぞれるなんて、すごすぎ︕

 所⻑殿へ 美⼈ばかりみてちゃだめですよ〜。銀閣寺にプリン型の砂盛りもあったんですが、ご覧になりました︖PV
再配信して頂いて、ありがとうございます。１度⾒たんですが、⾒れなくなっていました。本、私も買いましたよ。
moonさんのところ、「なるほど」と思いながら読みました。変わっていくココロから⼤きな愛の表現へ移ると
き、’いつの間にか’ではなくて、分岐点があったんですね。（promised you ）後半の曲に好きなフレーズが多いのは
⼤きな愛のせいかな。そして、最後にグロリアスマインドで変わらぬココロ（不変）を伝えるなんてちょっとぐっと
きました。（新⽶の感想）

 T28さんへ １票⼊れてきましたよ〜。（肩の荷が下りました〜単なる優柔不断ですよね）新しい職務も頑張って下
さいネ。
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ありがとうございます

797 選択 Ｔ２８ 2007-09-25 17:20:01 返信 報告

なしぼーさん、こんばんは。
 ｢promised you｣⼟曜ワイドVer.への、清き⼀票ありがとうございます（笑）。

 役職増えるのは構わないのですけどね。どうせなら全て部⻑に統⼀してくれないと呼びにくいですよね（笑）。

Ｐ.Ｓ. moonさんに、⼤幅にカットする前の原稿をサイトで公開してくれるように頼んでおきました。
 moonさんより、前向きなお答えを頂いていますので、⾸を⻑くして待ちましょう︕ 楽しみですね。
 

こんばんは♪

798 選択 皐 2007-09-25 17:50:24 返信 報告

ドルチェ先輩お帰りなさい︕(o^∇^o)
 所⻑とは偶然ですか〜︖まぁそういう事にしときましょう(=^⽫^=)(なんちゃって(笑))

 連休は楽しく過ごせましたか︖私はパソコンが災難にあったんですよね(苦笑)

では︕また夜に☆ﾐ

銀閣の向⽉台

800 選択 stray 2007-09-25 17:56:43 返信 報告

なしぼーさん、こんばんは。
 京都は何度も訪れていますが、やはり秋がいいですね。今回はちと早すぎました（笑）。

 銀閣はお気に⼊りです。⾼い垣根回廊も、プリンみたいな向⽉台も、枯⼭⽔の庭園も…。
 眼⽬に広がる侘び寂びの世界は、部⻑の邪⼼でさえ洗い流してしまうでしょう（笑）。

「⾳楽誌が書かない…」読まれましたか。
 後期の作品がお好きな⽅には、moonさん執筆分だけでも読んでほしいですね。

 本が売れなくなると困るので詳しく述べませんが、なしぼーさんのご理解で正しいかと思います。
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「新⽶の感想」などと謙遜されることはありませんよ。
１票ありがとうございました︕……これで７票⽬と（笑）。

部⻑︕
 たしかにややこしいので、今までの役職を全部没収して、単に「部⻑」としましょう︕

 仕事内容は研究員がやらない仕事全部ということで、以後ヨロシク︕（笑）

こんばんは。

802 選択 なしぼー 2007-09-25 20:35:00 返信 報告

部⻑殿 これって、もっと⻑い原稿だったんですか︖moonさんに頼んでくれたんですね。もっと読みたいですもん
ね。公開してくれると嬉しいです。部⻑、仕事がはやい。

 所⻑殿 銀閣寺の向⽉台ＵＰまでして頂いてありがとうございます。名前覚えてなかったんですが、結構印象に残っ
ていたので、書いてしまいました。どんなに⾵情があっても、暑すぎるとちょっとね..って感じですね。（私も８⽉知
恩院の階段上って死にそうでした）やっぱり秋です。 

 それでは、お仕事ちょっと残しているのでまた今度です。

無題

821 選択 ドルチェ 2007-09-25 23:38:19 返信 報告

なしぼーさん、ありがとうです♡
 すっごいハードでしたが、リフレッシュできました＾＾

三⽇間、みなさんと逢えなくて寂しかったのですが
 ⾹港のCDショップでも泉⽔さんには逢ってきました♡

＞泉⽔さんみたいにのけぞれるなんて、すごすぎ︕
 ウフフ、なしぼーさんの視点おもしろい︕泉⽔さんってのけぞり上⼿ですよね〜。

  
皐ちゃんも、パソコン直ったんだね。おめでとー︕

 これからも素敵な作品期待してますね♡
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ドルチェさん♡

862 選択 たまご 2007-09-27 00:04:46 返信 報告

こちらこそよろしくお願いします♡
 ⾹港旅⾏、楽しんで来られたようですね♪

 これで誤解は晴れましたよ（笑）
 あっ「眠れない夜を抱いて」ＰＶ⾒ましたよ︕

 あの踊りですね♪ 今度ドルチェさんの「泉⽔踊り」
 アップして下さいね（笑）

たまごさん♡

866 選択 ドルチェ 2007-09-27 01:04:55 返信 報告

例の誤解は晴れましたか〜︖（笑）あはっ＾＾
 「眠れない夜を抱いて」の泉⽔踊りは、たまごさんも是⾮覚えてくださいね♪

 髪を結んだり下ろしたり、Tシャツをジーンズにinしたりoutしたり結構⼤変ですよ（笑）

それから、たまごさんの♡使い、いい感じです♡♡
 これからもよろしくネ︕
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. オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [807]ドルチェ的三連休旅記(10) [838]xxxさん、ありがとう︕(1) [738]ふぅ〜｡｡｡(15) [758]銀閣寺で泉⽔踊りしてるおば
さん⾒つけ︕(24) [579]【眠れない夜を抱いて PV 配信】(6) [611]【企画その１】 新曲「グロリアス マインド」のジャケ写真予
想︕(11) [716]カーディガンさん、レポートありがとう︕(8) [605]葉⼭たけしさんのブログの紹介(9) [664]辞令（なしぼー研究
員）(14) [677]所員の皆さんへ、お知らせ(9)

新しい話題を投稿する

« 12 11 10 9 8 7 6 5 4 »

ドルチェ的三連休旅記

807 選択 ドルチェ 2007-09-25 22:24:39 返信 報告

所⻑、部⻑、所員のみなさま♡
 ちょびっとですが、旅のご報告を…♪

 三連休を利⽤して超ハードスケジュールで⾹港に⾏ってきました（＾＾*）
 しかも（本物の）パパと︕笑

 ねっ︕所⻑とは別⾏動だったでしょ︕皐ちゃん、疑い晴れた〜︖（笑）

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧

javascript://
javascript://
https://bbsee.info/straylove/rss_messages.rdf
https://bbsee.info/roomlock.php?leaving=straylove
http://bbsee.info/newbbs/
javascript://%E6%8A%95%E7%A8%BF%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%92%E9%96%8B%E3%81%8F
https://bbsee.info/straylove/140.html
https://bbsee.info/straylove/12.html
https://bbsee.info/straylove/11.html
https://bbsee.info/straylove/10.html
https://bbsee.info/straylove/9.html
https://bbsee.info/straylove/7.html
https://bbsee.info/straylove/6.html
https://bbsee.info/straylove/5.html
https://bbsee.info/straylove/4.html
https://bbsee.info/straylove/1.html
https://bbsee.info/straylove/id/807.html
https://bbsee.info/straylove/id/807.html?edt=on&rid=807
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=807
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/6e7b33fdea3adc80ebd648fffb665bb8.jpg
https://bbsee.info/straylove/manage/
https://bbsee.info/straylove/rules/
https://bbsee.info/straylove/slideshow/
https://bbsee.info/straylove/album/
https://bbsee.info/straylove/list/
https://bbsee.info/straylove/


旅⾏中も副所⻑らしくZARD研究をしてきました（エライね〜）
⾹港のCDショップにはちゃんとJ－POPコーナーが設けられていて

 もちろんZARD欄もありました︕異国の地で逢う泉⽔さんになんだかウルウル…。
 ジャケットなどは⽇本と変わらず。その中で⼀枚だけ中国語表記の物を発⾒（シールのみ）

 ZARD BLEND 2 〜LEAF & SNOW〜「由坂井泉⽔所選取的」ですって。泉⽔さんの名前の前の「由」ってなんだろ︖︖中国
語わかる⽅、教えてください♪ 

たまに裏返しや別の⼈の欄にあった泉⽔さんCDをキチント正⾯向けて並べてきました（笑）
 たっくさんあるジャケットを⾒て思ったのですが、やっぱり泉⽔さんの美しさはピカイチでした♡

 

そして、帰りの⾶⾏機の中で…

808 選択 ドルチェ 2007-09-25 22:27:13 返信 報告

⾶⾏機の中でビデオや⾳楽のサービスがありますよね。（座席にイヤホン差込むヤツね）
 そのプログラムを⾒ていたら何曲かある中にZARDもセレクトされてました。曲は「永遠」

 曲の前にセレクトした⼈のコメントが⼊るのですが…

「去年の１０⽉、予約をしてZARDの１５周年記念アルバムを⼿に⼊れました。
 当たり前のように、これから先 ２０周年、３０周年と記念アルバムをリリースして、

 きっと予約購⼊するんだろうなぁと思っていた⽮先の坂井さんの突然の訃報。
あなたの歌は永遠に私たちの⼼に⽣き続けます。坂井泉⽔さん、あなたの事は きっと忘れません」

みたいなことを⾔われてました。これ聞いたら泣くよね。絶対。
 ちょうど⾶⾏機は雲を越えて⽇が暮れかかっている空に近づいて…

 永遠を聴きながら窓の外をぼんやり⾒ていると、泉⽔さんが何故かすぐ近くにいるような気がして。
 もっともっと⾼い所に⾏けばホントに逢えるのかな。

たった三⽇間だったけど、みんなと離れて泉⽔さんの事を語り合えない時間はすごくすごく寂しかったです。
 …というわけで、これからもみなさん どうぞよろしくね♡

Re:ドルチェ的三連休旅記

809 選択 ドルチェ 2007-09-25 22:33:41 返信 報告
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最後の⽅ちょっとだけ、おセンチ⼊ってますが「似合わないっ︕」と笑い⾶ばしてください（＾ｍ＾）

今から他のスレにレスしてきま〜す♡

改めてお帰り︕

812 選択 Ｔ２８ 2007-09-25 22:55:28 返信 報告

ドルチェ副所⻑、改めてお帰りなさい︕
 ⾹港旅⾏ですか︖ 羨ましいですね〜。

⾹港⾏くって分かっていたなら、「時間の翼」買ってきて貰えば良かったなぁ。
 以前本家で、そちらでまだ販売しているとの噂を聞いたことがあったんですよね。

 しかも、CDショップまで⾏ってるし、CD整理までしてるし…（笑）。
 それって店員さん、怪訝そうな顔してませんでしたか︖（笑）

＞ これ聞いたら泣くよね。絶対。 
 泣く︕絶対︕

 今⽇も運転中ZARD聴きながら、moonさんの記事思い出したら…（泣）。
 だらしねぇなぁ〜って思うんだけどね。(-_-;)

私も寂しかったな〜。いつものメンバーが居ないと…。留守番はつまんないです（苦笑）。
 ヤッパリねぇ、副所⻑が居ないと華がなくっていけませんね。（照）

 

⽇本脱出ですか︕

813 選択 stray 2007-09-25 23:02:05 返信 報告

改めて、ドルチェさんお帰りなさい。
 さびしかったよ〜（笑）。

 ⽇本脱出ですか︕いいですな〜、⾹港も暑かったですか︖
 写真があるので、これで疑いが晴れたと思いますが、皆さんいかがでしょ︖（笑）

⼏帳⾯なドルチェさんと、おセンチなドルチェさん、⾹港で何かありましたか︖（笑）
 部⻑がさっそくゴマすってますが、さっきまで皐ちゃんの追っかけしてたんですよ（笑）。
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 「由」は何でしょうね︖⽇本語の「故」みたいなものでしょうか。

部⻑、早速ありがとう♡♡

815 選択 ドルチェ 2007-09-25 23:08:41 返信 報告

あらっ、そういえば「時間の翼」はなかった︕ゴメンネ♡
 本家みて⾹港まで買いに⾏った⼈がいるのかな〜︖

 うんうん、CDショップではカナ〜リ怪しまれた︕（笑）
 CD整理するし、写真撮るし（爆）知らんぷりこして撮っても「カシャッ︕」って⾳しちゃうしね（泣）

 部⻑ぉ〜、そんな危険の中バッチリ写真撮影してきたドルチェをほ・め・て♡♡

運転しながら思い出し泣き…その⼼の優しさはすっごく好きだけど⾞の運転だけは注意してね︕

＞ヤッパリねぇ、副所⻑が居ないと華がなくっていけませんね。（照）
 …ヤッパリ、そうかしら︖（照）冗談でもドルチェ、うれP。

あっ、所⻑もありがとね♡

818 選択 ドルチェ 2007-09-25 23:19:02 返信 報告

そう、⽇本脱出です（笑）
 ⾹港はね、意外と涼しかったですよ〜。

 京都も暑かったみたいだけど、私の住んでいる所も激暑ですから︕
 ⽇本に帰って、おうちの⽅が暑かったです…。アツイ〜。

所⻑、ドルチェは多⾯体なのよ♡
 美⼈なお姉さんだったり、変⼈だったり、⼏帳⾯だったり、おセンチだったり…ネ♪

＞部⻑がさっそくゴマすってますが、さっきまで皐ちゃんの追っかけしてたんですよ（笑）。 
 も〜、部⻑ったら︕可愛いんだから（笑）

 

⾹港でしたか
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825 選択 アネ研 2007-09-26 00:36:55 返信 報告

ドルチェ副所⻑お帰りなさい。
 ⾹港なら所⻑と同伴や、銀閣寺クネクネ娘じゃないんですね。なんか残念(笑）

 しかし、⾹港は涼しかったなんてよかったですね。
 わたしが⾏ったときは熱くて汗だくだくでした。

 海外のCDショップのZARDコーナーって⾒たいなー羨ましいです。
 ⼟産話聞かせてください。

アネ研さん、ありがとうです♡

826 選択 ドルチェ 2007-09-26 01:26:45 返信 報告

今⽇も遅いNYから戻ってまいりました（笑）

そうだったんです、⾹港に⾏ってました（＾＾*）
 図書館への私の意味深な休暇願いで、所員のみなさまを惑わせてしまってゴメンナサイ︕で

もアネ研さんは残念なんですね（笑）
 ⾹港は本当に意外なくらい涼しくて、確か２５℃くらいでしたよ︕でも三⽇間のうち⼆⽇間

は⾬でした（泣）

ZARDコーナーの写真があるので貼っておきますね。あ、コーナーといっても普通に仕切ってあるだけです（汗）
 そしてほとんど隠し撮り状態だったのでブレブレですけど（笑）

 あと、CDと別でDVDのコーナーも設けてありましたよ♪

ドルチェ先輩 IN ⾹港♪

832 選択 皐 2007-09-26 18:53:06 返信 報告

ドルチェ先輩は⾹港に⾏っていたんですか〜︕(◎’∀’◎)うらやましい︕︕
 私海外に⾏ったことないんですよ(>_<)いつか⾏ける⽇を楽しみに待っているんです(笑)

⾶⾏機の中では「永遠」を聴いたんですね｡｡｡☆ﾐ 
 なんだかドルチェさんの載せてる写真と「永遠」を思い浮かべるだけで、泣けてきます(︔_︔)⽬頭が…(笑)
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 私もちょっとおセンチ⼊っちゃったけど、これからも先輩よろしくね(*^_^*)

皐ちゃん♡

864 選択 ドルチェ 2007-09-27 00:54:55 返信 報告

じゃあ、皐ちゃんの海外初体験は是⾮ドルチェと⼀緒に…♡♡
 泉⽔さんの軌跡を巡る旅とかステキだよね〜＾＾

 皐ちゃんはまだまだ若いからこれから楽しいコトがいっぱい待ってるよ︕

ね︖永遠の話、おセンチになっちゃうよね︖
 ⼥の涙は美しいのよっ︕

 こちらこそ、これからもどうぞよろしくネ(*^_^*)

xxxさん、ありがとう︕

838 選択 stray 2007-09-26 20:00:26 返信 報告

xxxさんが本家にアップした作品を頂戴して、PCの壁紙にしました。
 古いWin-Meマシンで、CPUが優秀なので鯖として使ってるPCです。

天空から⾒下ろしてる泉⽔さんが、ちょっぴり呆れ顔で微笑んでるように⾒えません︖

「なに、やってんだか、あの２⼈は…」って。もちろん、私と部⻑のことですが（笑）、
 泉⽔さんにそんな⽬で⾒られるなら本望だよね、部⻑︕︕

xxxさん、どうもありがとう︕⼤事にしますからね。

Re:xxxさん、ありがとう︕

847 選択 Ｔ２８ 2007-09-26 22:02:26 返信 報告
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いいな〜壁紙、私も設定したいな〜（笑）。
いいな〜PC、⼀体何台あるのかな〜︖

＞ 天空から⾒下ろしてる泉⽔さんが、ちょっぴり呆れ顔で微笑んでるように⾒えません︖
 たしかに…。（笑）わたしらがバカやってるの⾒て笑ってくれたら、こんなに嬉しいことないな︕(ノ_<。)うっうっ

うっ

鯖⽴てて、なにしてんですか︖ strayさんってPCマニア︖（笑） それともそっち関係なの︖

xxxさん、もしご覧になったら、是⾮⾜跡遺して下さいな。どうぞヨロシク♡
 

ふぅ〜｡｡｡

738 選択 皐 2007-09-23 16:03:06 返信 報告

パソコンがやっと⼀段落着きました︕疲れたよ〜(>_<;)部⻑に⼿伝ってもらえば良かった(笑)
 結局壊れた原因がわからないままで、また壊れるんじゃないかとヒヤヒヤです｡｡｡

…もしやお⺟さんの念⼒!?(○_○;)(笑)
 ⾊んなスレにコメント残したいけど、ちょっと無理っぽいです(苦笑)

 ちょこちょこ顔出しますね〜(*^_^*)
 なんだか所⻑とドルチェ先輩は連休留守みたいだけど…なんだかこの2⼈こそ怪しい!!?(笑)

P.S.なしぼーさん研究員就任おめでとうございます!!これからもヨロシクお願いしますね☆ﾐ

⼤変だったね〜

739 選択 Ｔ２８ 2007-09-23 16:12:33 返信 報告

皐ちゃん、こんにちは。
 あの⼆⼈はやっぱり怪しいよね〜。（笑）
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お⺟さんの念⼒でなければ（笑）、直せるはずですので、パソコンがどんな状態なのか教えて下さいよ︕
⼒になれる事なら協⼒するし、ただ無駄に過ごした時間とはいえ、おそらく皐ちゃんが⽣まれる前からパソコン使っ
てるからね。

 もしかしたら役に⽴つかもよ︖（笑）
 

お疲れ様でした。

740 選択 なしぼー 2007-09-23 18:46:54 返信 報告

皐さん、こんばんは。パソコン直って良かったですね。⾃⼒で直したなんてすごい。また壊れたら、ＰＣサポート体
制バッチリの掲⽰板だから、頼っても⼤丈夫かも・・ですよ。

 お祝いのお⾔葉ありがとうございます。こちらこそよろしくお願いします♡

皐ちゃんにだけレスします（笑）

742 選択 stray 2007-09-23 21:57:43 返信 報告

皆さんこんばんは。
 昨⽇（34℃）ほどじゃないにしろ、京都は今⽇も暑い（30℃）です。

 祇園の美⼈ママと楽しく飲んできたので、今⽇はけっこう酔ってます。
 「飲んだら書くな」がここの教訓ですが、せっかく皐ちゃんが来てくれたので、

 皐ちゃんにだけレスします（笑）。部⻑、ひがむんじゃないよ〜。

皐ちゃん、来てくれてありがと︕ でも無理しちゃダメですよ。
⼈⽣にはぐ〜っと我慢しなきゃいけない時もあるからね。

 私と副所⻑が怪しいって︖（笑） ⼤⼈の世界はドロドロだからねぇ（笑）。
 

こんばんは︕☆ﾐ

743 選択 皐 2007-09-23 22:07:35 返信 報告

T28部⻑へ＞
 怪しいですね︕あの⼆⼈｡｡｡(笑)きっと連休中にLOVEバカンスですよ♡(笑)
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パソコンは今はもう直った状態ですから、部⻑⼤丈夫ですよ︕(o^ω^o)
リカバリをする前に相談すれば良かった(>w<;)…って壊れた状態で相談できないか︕(笑)

 初期に戻したので、今までのデータがパァですよ〜(泣)
 これから、パソコンで分からない事があったら部⻑に頼もっと♪その時はお願いしますね☆ﾐ

なしぼーさんへ＞
 こんばんは☆ﾐ パソコンは直したというか、リカバリをしました(笑)どうやってもお⼿上げだったので、

 「もう、イイや︕」ってスパッとね︕(笑)だけど、データなくなっちゃったの やっぱりショックなので、
 これからは頼りにしようと思います(*^_^*)(笑)

stray所⻑へ＞
 こんばんは︕最近また暑い⽇が続いてますよね〜(>_<)私の住んでる所では蚊も出てきてます｡｡｡

ところで所⻑、今 酔っぱらいモード!?普通に⾒えますけど、部⻑が登場したら
 ものすごい事になりそうですね(笑)

 美⼈ママさんと楽しく飲んで…ドルチェ先輩と旅⾏…︖︕(笑)
 ⼤⼈の世界ドロドロ〜︕(笑)

部⻑登場︕（笑）

744 選択 Ｔ２８ 2007-09-23 22:47:48 返信 報告

みなさん、こんばんは。
 皐ちゃん、データがパーなの︖ もったいない事したね。

 じゃあ、⼒作の数々も全部消えちゃったのですか︖
 皐画伯の⼒作は、この追っかけ１号めが全部持っていますから、いつでもプレゼント返し致しますよ︕（笑）

 欲しいときは申し出て下さいね。
 今⽇は私も、所⻑程じゃないけど結構飲んじゃったので、このコメントの後、寝ちゃうかも知れませんので・・・。

 皐ちゃん、ゴメンね︕ 酔っぱらいに絡まれて迷惑だよね（笑）。
 今はまだ、あんまりドロドロした⼈とおつき合いしちゃダメですよ〜︕（笑）

 それでは、みなさん、お先に失礼。<(_ _)>
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やっぱり…

745 選択 stray 2007-09-23 23:24:34 返信 報告

飲んだときの部⻑はつまんないなあ（笑）。
 皐ちゃん、上の記事、削除していいかな（笑）。

ウメチャエ...( ・・)ノ))_ポンポン

746 選択 Ｔ２８ 2007-09-24 10:34:41 返信 報告

アレッ︖ ホントだ︕
 いつにも増してつまらね〜な〜（苦笑）

 

おじゃましま〜す

747 選択 たまご 2007-09-24 12:58:10 返信 報告

皆さん、こんにちは。
 そうですか〜所⻑と副所⻑は⼆⼈で旅⾏中ですか〜（笑）

所⻑さん、武道館はとーっても良い席だったそうですね。
 ２時っチャオ︕の⾃転⾞に乗って楽しそうに⼿を振る泉⽔さん♡ 何度もリピートして⾒てしまいました。

 先⽇、リクメモⅡにハガキでリクエストしたのですが、
 promised you ⼟曜ワイドＶer.もお願いしておきました。

 その他にもＤＶＤ発売など要望をたくさん書いてしまいましたが・・・（笑）

皐さん、パソコン回復したそうで、また皐画伯の作品楽しみにしてますよ♡
 なしぼーさん、会員証届いたのですね♪

 おめでとうございます︕
 私はまだですね〜 ⼿続きが先⽉２３⽇と遅かったせいもあるんで今週中かなと思ってます。

 それではまたお邪魔します。
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こんにちは♪

748 選択 皐 2007-09-24 13:02:15 返信 報告

部⻑へ＞
 こんにちは︕データは全部パーです(苦笑)愛⽝の写真や、いとこの⾚ちゃんの写真も…︔_︔)

 加⼯画も消えちゃいましたが、平気です︕また新しいのを作ってるところだし(*^U^*)
 ところで、なんだか酔っぱらった部⻑もそう酔って⾒えませんね(*^⽫^*)

 絡まれた感ないですよ〜♪♪(笑)

所⻑へ＞
 削除って〜(笑)なんか、かわいそう︕(笑)でも部⻑本⼈も“つまらない”って⾔ってる…(笑)

たまごさんへ＞
 こんにちは︕やっと使い勝⼿も良くなりました(o^∇^o)新しいの制作中なので、待っててくださいね☆ﾐ

たまごさんへ

749 選択 なしぼー 2007-09-24 14:27:10 返信 報告

こんにちは。お久しぶりです♡ちゃんとenter出来ました。ありがとうございます♪たまごさんももうすぐですね。WE
ZARDの封筒は薄い⽔⾊で定型です。ちらしや新聞に紛れないよう、今週あたり要チェックですよ〜。

 ちゃんとリクメモⅡにリクエストしているんですね。１つに絞れない私は、このまま期限が来てしまいそう・・・。

酔っていないVer.（笑）

750 選択 Ｔ２８ 2007-09-24 15:17:01 返信 報告

みなさん、こんにちは。

たまごさん、ご無沙汰ですね〜。もっとちょくちょく顔出して下さいよね。お願い♡（笑）
 あの⼆⼈はホントに怪し〜（笑）。⼈事部⻑としては頭の痛いところです（笑）。

 ｢promised you｣⼟曜ワイドＶer.へのリクエストありがとうございます。
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実⾏委員会会⻑はstrayさんですが、私も発起⼈の⼀⼈として嬉しいです。感謝しています。
たまごさんは会員証まだでしたか。もうすぐでしょうから楽しみですね。私も思っていた以上に感激したので…。

皐ちゃん、また「作品」作ってるんですね。今から楽しみ♡、ですよ︕
 それって所⻑のリクエストかな︖ あんなドロドロした⼈のお願いなんか、キャンセルしちゃいな〜（笑）

 あのねっ、酔ってるときに失敗しているから、そんな状態の時は、切れ味が鈍るんだよね〜（笑）
 まぁそれでも、酔ってなくても⼤して⾯⽩くはないんだけどね…（汗）。

 所⻑はね、⼈をヘコませる名⼈でね、昨夜あれ⾒てから寝たので、酔ってるのに眠れなくってね…（苦笑）。
 あまりに悔しいので、あんな返事書いたんだよね、⼀応プライド保とうかなってね。（笑）

なしぼーさん、ちゃんとリクエストして下さいね〜。
 その際は是⾮、｢promised you｣⼟曜ワイドＶer.へ、⼀つお願いいたします。<(_ _)>

 あのっ、コレ冗談ですよ、冗談︕ ちゃんと御⾃分の好きな曲にリクエストして下さいね。
 ただねっ、期限切れるくらいなら、マジでお願い♡（笑）

 

皐さん、お疲れ様でした^_^;

752 選択 カーディガン 2007-09-24 16:17:58 返信 報告

こんにちは、
 パソコンが、爆発＼(◎o◎)／︕してしまったんですか︖それは⼤変でしたね。リカバリとは・・・、古いデータが⾶

んでしまって、本当にお気の毒です(*_*)せっかくの⼤切な財産を失って、ショボ〜ん、としたことでしょう。⼼中
お察しいたします。

 私も、８⽉になってから、パソコンを買換えました。以前のは、Win.98だったので、もう、すぐにパソコンが落ちる
落ちる、せっかく泉⽔さんの記事を⾒ようとしていたのに、すぐ落ちて・・・。画像の処理は苦⼿のようです。イン
ターネットもほとんど使えませんでした。今は、Vistaにしたので、早い早い︕︕CDの製作も画像の加⼯も簡単です
ね。最初からソフトがついていて、楽ちんでした。

 バックアップはやはり必要でしょうね。新しいパソコンはしばらく⼤丈夫だと思いますが、古いパソコンは、いつ爆
発するか⼼配です^_^; 泉⽔さんのデータだけはすべて新しいパソコンに移しましたが、全部のデータを移すべく、
作業中でした。あと、いらないデータは削除していました。パソコンの性能にもよりますが、プログラムファイルの
⼊っているドライブ（Win.だとCドライブが多い）のいらないソフトはアンインストールしていました（たとえば、
あまりしない、買ってきたゲームソフトとか）。Win.98のときは、ウイルスにやられたのもあったかもしれません。
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原因がわからないときは、リカバリするしかないでしょうが、バックアップとっていないと、ショック(T_T)ですよ
ね。お⼤事に〜(@^^)/~~~

ドロドロ〜(笑)

753 選択 皐 2007-09-24 16:38:48 返信 報告

部⻑へ＞
 はい︕作成中ですよ(o^∇^o)実は所⻑に頼まれたのは完成しました〜☆ﾐ

 なのでもう1つのver.を今作ってます♪部⻑楽しみにして待っててね♡
 酔っていない部⻑もかなり⾯⽩いですよ︕お世辞とかじゃなくてリアルに︕(笑)

 だって「ドロドロした⼈のお願いなんか、キャンセルしちゃいな〜」で吹きましたもん(o≧∇≦o)(笑)
 所⻑ドロドロ扱いされてる〜︕みたいなね(笑)所⻑に⾒られたら怒られちゃいそう(*^⽫^*;)

カーディガンさんへ＞
 ホント気持ちがしょんぼりでしたね〜(苦笑)パソコンはこういう時があるから困ります(^^;)

 バックアップはしておかないといけませんね(>U<;)
 カーディガンさんもWin.98の時は⾊々トラブルがあったようで(◎ ◎)

 そういえば、私のパソコン(Win.XP)も時々勝⼿に落ちるんですが、PCが古いとそうなるのかな︕︖
 新しいVistaにはそんな事もないようですね〜☆ﾐ⾊んなソフトも付いてるみたいですし♪♪

 私も新しいの(⾃分専⽤(笑))が欲しいな〜(笑)

たまごさんにまで…（笑）

760 選択 stray 2007-09-24 20:55:31 返信 報告

たまごさん、こんばんは。
 たまごさんにまで「⼆⼈で旅⾏中」が浸透しちゃいましたか︕（笑）。

武道館は良い席でした。巨⼤スクリーンと⽬線（⾼さ）が⼀緒で、泉⽔さんの美しさに釘付けでした（笑）。
 promised you ⼟曜ワイドＶer.のリクエスト、どうもありがとうございます︕

 これで６票⽬と…（笑）。
 これからもちょくちょくお⽴ち寄り下さいね〜、ありがとうございました︕
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たまごさん、こんばんは︕

824 選択 ドルチェ 2007-09-25 23:47:10 返信 報告

たまごさんまで、所⻑とドルチェが旅⾏︕︖の噂は広まってたんですね（爆）
 実際は全くの別⾏動で、証拠スレ（笑）も⽴ててますので

 読んでみてくださいね︕
 これからもどうぞよろしくです♡

銀閣寺で泉⽔踊りしてるおばさん⾒つけ︕

758 選択 stray 2007-09-24 20:27:05 返信 報告

皆さんこんばんは、ただいま帰りました。
 京都は暑かったです、印象はそれだけです（笑）。

 関⻄の⼈は偉いでんな〜、よくあの暑さで⽣きてられるもんです。
 慣れなんでしょうけど、私には無理です（笑）。

さて、副所⻑が会議室に意味深な休暇願を置いていったせいで、皐ちゃんはじめ皆さんから
 あらぬ疑いをかけられてちゃいましたが、私と副所⻑は別⾏動ですので。

しかし今⽇、銀閣寺で、泉⽔踊りしてる40才前後のおばさんを発⾒しました︕（笑）。
美⼈で上⼿だったので、思わず⾒とれてしまって写真撮り忘れてしまった︕

 あれって、もしかしてドルチェ副所⻑かな︖…なわけないよな（笑）。

京都にハルニレの⽊︖

759 選択 stray 2007-09-24 20:42:48 返信 報告

ZARD BLENDⅡのジャケ写は北海道豊頃町のハルニレの⽊。
 冬をテーマにしたSelect ALなので、ハルニレの⽊も葉がすべて落ちて、
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今から考えれば、泉⽔さんの⽣命⼒を暗⽰していたかのようで寂しい気持ちにさせられま
す。

この写真は京都で⾒つけた「クスノキの巨⽊」です。
 どうです、この⽣命⼒溢れる緑の葉っぱ。

 皐ちゃんに加⼯してもらって、ZARD BLENDⅢを勝⼿に作りたくなるほど⾒事な枝ぶりで
した。

お帰り〜

763 選択 Ｔ２８ 2007-09-24 21:59:11 返信 報告

所⻑、お帰りなさい︕ 京都は盆地で暑いと聞きますが、本当なのですね。
 ドルチェ副所⻑が⾒たら怒るよ〜。40前後のおばさんはないんじゃないの、せめて⼥性と書いた⽅が・・・。(笑)

 泉⽔踊りが上⼿で美⼈なら、間違いなく副所⻑でしょ︕(~o~)
 挨拶遅れてゴメン。本買ってきて読んだので、moonさんとこに寄り道してた・・・。

 ところで、⾦閣寺のマウスパッドは・・・︖(笑)
 

この〜⽊、なんの⽊ 気になる⽊〜

768 選択 皐 2007-09-24 22:26:51 返信 報告

所⻑…もしこのスレをドルチェ先輩が⾒たら、ビンタされちゃいますよ︕(笑)
 と、その前に“泉⽔踊り”ってなんですか︖＾＾(笑)

ところで、この画像の⽊は⽴派ですね〜♪♪「クスノキの巨⽊」ですか｡｡｡☆ﾐ
 なんだか某CMの曲が頭を過ぎりました(笑)

おかえりなさい＾＾

771 選択 ＤＯＭＩＮＧＯ 2007-09-24 22:35:35 返信 報告

所⻑、こんばんは。ご無沙汰しております。
 ＺＡＲＤ ＢＬＥＮＤⅡ、最近好んで聴いてます。
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⾼校卒業まであのジャケットのような⾵景のところで育ちました。冬はとにかく寒いです＞＜︔⽇中の最⾼気温が氷
点下なんてのもありますし（いわゆる真冬⽇ってやつです）。

 普段ＣＤ垂れ流しでＰＣに向かっていることが多いので、あまりジャケットや歌詞カードを⾒ることはないのです
が、

 今⽇、ＢＬＥＮＤⅡの歌詞カードを引っ張り出してみたら１枚の紙が…。
 泉⽔さんからのメッセージカードが⼊っていたんですね…。

 ⼼がポッと暖かくなりました＾＾
 

あっ、忘れた（笑）。

774 選択 stray 2007-09-24 22:52:48 返信 報告

部⻑、ごめ〜ん、マウスパッド忘れた（￣＾￣）（笑）。 
 でも、ホントに売ってるの︖（笑）

皐ちゃん、ドルチェさんは「眠れない夜…」のPVに合わせてそっくりに踊れるん
だって。 

 それを「泉⽔踊り」と呼んでるわけ。⾒たい︖⾒たくないでしょ︖（笑） 
 この写真の泉⽔さんをクスノキの根元に⼩さく貼り付けて、 

 BLENDⅡみたいにできませんか︖ 
 マジでBLENDⅢ作りたいんです（笑）。

ＤＯＭＩＮＧＯさん、こんばんは。 
 私も寒いところなのでよくわかりますよ。⽊が割れるときの⾳がすごいんですよね。 

 BLENDⅡに⼊ってるメッセージは直筆じゃなくて活字ですが、「坂井泉⽔」と⼊ってるだけで、 
 泉⽔さんと繋がってるようで嬉しくなりますね︕

忘れたのは・・・

776 選択 Ｔ２８ 2007-09-24 22:59:49 返信 報告

マウスパッドじゃなくて、画像でしょ︕（笑）
 残念だったね。完全犯罪出来なくて︕ しっぽを掴んだよ︕（笑）
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Ｐ.Ｓ. ⾦閣寺のマウスパッドは外国⼈観光客に⼈気あるそうですよ。

しまった︕（笑）

777 選択 stray 2007-09-24 23:12:30 返信 報告

画像貼り付け忘れて５秒で削除したんだけど、部⻑に⾒られてしまった（笑）。
 ⾃分だって何度も何度もすてるくせに…（笑）。

副所⻑なかなか帰ってこないけど、先に寝ますので（笑）。

お帰りなさい

778 選択 カーディガン 2007-09-24 23:17:51 返信 報告

stray所⻑
 出張お疲れさまでした。所⽤か私⽤かはともかく、お疲れさまでした。いろいろと収穫があ

ったとしたらよろしいのですが。
 京都とは⾵情のあるところですね。私はもう何年も⾏っていません。お寺と神社がいっぱい

で、代表的なところは⾏きましたが、まだまだ埋もれた名所がいっぱいあるので、暇があれ
ば⾏きたいとは思っていますが。

 清⽔寺のおみくじは、凶がいっぱいなので、ひいてもあまり意味はなかったです。それを知らないと、ショックを受
けてしまいます^_^;

 PS︓「泉⽔踊り」ってこのクネクネ踊っているこれですか︖泉⽔さんとても気持ちよさそうですよね(^^♪

所⻑お帰りなさいです︕︕

780 選択 KOH 2007-09-24 23:24:09 返信 報告

京都は暑かったですか〜︕︕
 確かに⼤阪・京都は湿気が多い暑さですもんね︕︕

https://bbsee.info/straylove/id/758.html?edt=on&rid=777
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=777
https://bbsee.info/straylove/id/758.html?edt=on&rid=778
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=778
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/e07413354875be01a996dc560274708e.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/758.html?edt=on&rid=780
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=780


実は私もさっきまで京都にご飯⾷べに⾏ってました。
所⻑も来てたんだな〜って思いながらカレーラーメン⾷べてました（笑）

ドルチェ副所⻑の「泉⽔踊り」

781 選択 Ｔ２８ 2007-09-24 23:30:17 返信 報告

カーディガンさん、こんばんは。
 これは「眠り」ですよね。もちろんコレも「泉⽔踊り」でしょうけど、ドルチェ副所⻑コレもいけるのかな︖（笑）

 ⼀応、「眠れない夜…」のPVで歌っている泉⽔さんの踊り︖を差すようですよ︕（笑）
 もし実際にお会いする機会が会ったら披露してくれるようなので、楽しみにしているんですよね。（笑）

 

コンサートの「眠り」について

782 選択 アネ研 2007-09-24 23:30:38 返信 報告

カーディガンさんの記事⾒ていて、ふと思ったんだけど、コンサートでのノースリーブの⽔⾊のワンピースの「眠
り」のバックってこんな⽩いカーテンじゃなかったですかねー。

 どなたか検証願います。

Re:コンサートの「眠り」について

784 選択 ＤＯＭＩＮＧＯ 2007-09-24 23:43:54 返信 報告

アネ研さん、こんばんは（はじめまして︖）。
 「眠り」のバックですが、武道館のライブでは、この⽩いカーテンでしたね。ライブ中、「『Brezza~』に収録され

てる映像と⾐裳が違う…」と思った記憶があります。セットの配置は同じような気がするのですが…。

眠れない夜を抱いてのクネクネ

785 選択 カーディガン 2007-09-24 23:47:52 返信 報告
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部⻑さま
そんな映像があるのかすらよくわからず・・・。チェックしてみます。それでは、お休みなさいＺＺＺ

DOMONGOさんありがとうございます

786 選択 アネ研 2007-09-25 00:26:43 返信 報告

銀閣寺の泉⽔（くねくね）踊りが、「眠り」（DVDの付録）のくねくね踊りへ、そしてくねくね踊りで隠れた先が、
追悼ライブの「眠り」のバックへとつながる、点と線か︖（ひとり熱くなってるけど（笑））

 なんか興奮してきましたけど、３連休後なので、もう寝ます、おやすみなさいzzz
 

追加

787 選択 ＤＯＭＩＮＧＯ 2007-09-25 01:38:13 返信 報告

ＤＶＤ⾒直してみたのですが、
 ＤＶＤ→リハーサル⾵景︖

 ライブ映像→本番︖
 ではないかと思うのですが、どうでしょう︖

 では、おやすみなさいzzz

泉⽔踊りから思わぬ発⾒︕

790 選択 stray 2007-09-25 06:28:13 返信 報告

皆さんおはようございます︕
 副所⻑のクネクネが思わぬ発⾒を呼んだようですね（笑）。

＞ＤＶＤ→リハーサル⾵景、ライブ映像→本番
 このＤＯＭＩＮＧＯさんのご意⾒が有⼒かと思います。

#778の写真は「REALのTシャツ」がポイントかと思います。以下のスレをご参考下さい。
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#507
1995年9⽉には、モナコ（AL「TODAY…」）、イギリス（REALのTシャツでお馴染みの映像）で 

 ロケを敢⾏しています。

#512
 「⼼を開いて」のPVは、96年3⽉六本⽊のスタジオで、とあります。 

 「眠り」の、淡いブル－のノ－スリ－ブワンピース姿の映像は、このときのものかも︖

#534
 「眠り」は、95年8⽉発売の16thシングルのc/wで、アルバム未収録 

 であることから、テレ朝スタジオで撮影したとは考えにくく、 
 96年7⽉発売の7thアルバム収録の「突然」「君がいたから」と合わせて、 

 撮影時期・場所不明としました。
 （9/25訂正︓「眠り」は7thアルバムに収録されています）

そうだった︕

799 選択 皐 2007-09-25 17:53:41 返信 報告

思い出しました︕ドルチェさん⾔ってましたね“PVを踊れる”って(o^∇^o)
 それが「泉⽔踊り」なんですね♪♪私は⾒たいですよ︕(笑)そして指導してもらいます(笑)

「BLENDⅢ」ですが･･･もちろんです︕是⾮協⼒させてください(o≧∇≦o)
 ただ、この画像は⾜が途中で切れちゃってますけど、いいんですか｡｡｡︖

そうか︕

801 選択 stray 2007-09-25 20:23:11 返信 報告

バックが⽊の⾊と合わせ易いかと思ったけど、泉⽔さんの⾜が切れてましたか。
 皐ちゃん、別のを探しますのでちょっとお待ちを（笑）。

 背景はどんな⾊でも問題ないですか︖

ドルチェさんが皐ちゃんに「泉⽔踊り」指南するところは⾒たい気がする（笑）。
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了解です♡

805 選択 皐 2007-09-25 21:43:17 返信 報告

背景は何⾊でも⼤丈夫ですよ︕(o^∇^o)腕の⾒せ所ですね〜(笑)
 いい感じの写真が⾒つかったら、お知らせ下さい☆ﾐ

P.S.今度ドルチェ先輩にコツを教えて貰おうかな︕(笑)

じゃあ、これでお願い♡

806 選択 stray 2007-09-25 22:02:19 返信 報告

⾜の先まで写ってるのって、なかなかないものですね〜。
 皐ちゃん、この写真でお願いできますか︖

 巨⽊の根元に泉⽔さんを座らせてみて下さい。
 暇で暇でしょうがないときでいいからね（笑）。

 後ろに殺気を感じたら⽌めるように（笑）。じゃ、よろしくね〜。
 

Re:銀閣寺で泉⽔踊りしてるおばさん⾒つけ︕

811 選択 ドルチェ 2007-09-25 22:55:06 返信 報告

みなさん、どうも〜♪噂のドルチェです＾＾

銀閣寺での泉⽔踊りおばさんは残念ながら私じゃないですね〜。所⻑︕ドルチェ、おばさんじゃないし︕（獏）
 まぁ、美⼈というのだけは間違ってませんけど（ウソ）

 部⻑の頭の中では（ドルチェ＝美⼈）ムフッ♪
 この際、みんなで「眠れない夜を抱いて」ver.泉⽔踊りを覚えますか︕︖

＃７７８ カーディガンさん︕クネクネ踊りって︕可愛いネーミング♡
 これはまだ踊れませんよ〜。リクエストがあれば今から覚えます（笑）
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皐ちゃん、別スレで最新画像みました♡すっごい︕︕
所⻑にあげるのはモッタイナイくらい︕ほんとにセンスいいね〜（＾＾*）

 泉⽔踊りは昨⽇から学校授業の必須科⽬になってますよ〜。覚えてね︕

ＤＯＭＩＮＧＯさん、アネ研さんは追悼ライブ参加組なんですね︕またなにか思い出したら⾊々教えてください♡

KOHさん、いつも図書館でTV録画映像などお世話になってます♪これからもよろしくね♡

そっ、それは…

816 選択 stray 2007-09-25 23:15:15 返信 報告

やっぱり副所⻑じゃなかったようですね。
 服の中に⾍でも⼊り込んで、むず痒くてクネクネしてただけかも知れませんな（笑）。

＞部⻑の頭の中では（ドルチェ＝美⼈）ムフッ♪ 
 いやいや、それはですね、いくらなんでも「ぶさいくなおばさん」とは書けないもんね〜（笑）。

＞この際、みんなで「眠れない夜を抱いて」ver.泉⽔踊りを覚えますか︕︖ 
 「みんなで」って、私や部⻑も⼊るのかな（笑）。部⻑、どうする︖

副所⻑様、おかえりなさい

817 選択 カーディガン 2007-09-25 23:17:21 返信 報告

副所⻑様、おかえりなさい。
 ⾹港とはいいですね。３連休でこんだのではないですか︖帰ってきて、さっそく仕事でお疲れとは思いますが、さっ

そくのご報告でご無事を確認でき、安⼼ですね。
 また、明⽇も楽しい研究所でありますように。

 P.S.お疲れのところ、今⽇もお元気なようで。また明⽇もクネクネ踊ってください(^^♪

ただいま〜♪

819 選択 ドルチェ 2007-09-25 23:27:40 返信 報告
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所⻑、みんな＝男⼥関係なくALL所員ですよ〜＾＾
歌いながら、くるくる回ってくださいね。

カーディガンさん。
 ⾹港⾏きは三連休で空港からコミコミでしたよ︕

 昨⽇は寝るのが遅かったけど、今⽇も元気バッチリ♡
 ライブレポも読ませてもらいました♪すごかった〜（＾＾*）ありがとね︕

 

【眠れない夜を抱いて PV 配信】

579 選択 stray 2007-09-18 18:27:06 返信 報告

46Mのwmvファイルです。Windows Media Player で再⽣できます。

予めお断りしておきますが、画質は良くありません。
 ZARD・坂井泉⽔のカッコ良さだけを認識して下さい。

http://www.filebank.co.jp/wblink/3541c3e90364343d2bed1bb8bde59be2

ご要望があれば100Mぎりぎりに落としたISOファイルを配信します。
 

テストDL時間

580 選択 Ｔ２８ 2007-09-18 19:49:09 返信 報告

試しにDLしました。３分弱です。

この動画のDLは［期間限定︓9/25］までにお願いします。
 

うん、やっぱりカッコイイ︕

582 選択 ドルチェ 2007-09-18 21:30:11 返信 報告
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所⻑、ありがとね♡（あんまり嬉しくないだろうけど、とりあえず♡付けときます笑）
このPVの泉⽔さんを⾒ていると、歌うことが⼤好き︕っていうのがヒシヒシと伝わってきますよね。

 ホントに楽しそう︕

表情が

608 選択 ALIL.1967 2007-09-19 19:43:58 返信 報告

とってもうれしそうですね，坂井さん。
 SG_4のPVみせていただきました。サングラスかけて歌ってましたね。DL 5分でした(ADSL4M)。

ALIL.1967 さんへ

612 選択 stray 2007-09-19 20:17:25 返信 報告

こんばんは、strayです。
 泉⽔さんの嬉しそうな顔をみると、こっちまで嬉しくなって幸せ気分に浸れますね。

 なので、「眠れない…」と「p.y.」のPVは堪えられないのです。
 「p.y.」のISOファイル無事にDL出来たようで何よりです。指輪確認できて良かったですね（笑）。

 FILEBANKはMac不可で、⾃分のファイルさえ⾒れません（空⽩になる）。
 FireFoxでDLできるとは良いことを聞かせてもらいました。どうもありがとう︕

【眠れない夜を抱いて PV 再配信】

793 選択 stray 2007-09-25 07:39:53 返信 報告

最近の話題の多く（特に「泉⽔踊り」（笑））が、 
 【眠れない夜を抱いて PV】に依拠してますので、再配信します。

http://www.filebank.co.jp/wblink/b8ab5b376739e4b3f01ae289c88061f6

（期間限定︓10/2まで）

Re: Dancing Queen
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803 選択 カーディガン 2007-09-25 21:05:40 返信 報告

stray所⻑様、皆様
 こんばんは。きのうから泉⽔踊りが話題になっていて、とてもいいですね。泉⽔さんの初期の頃は、今とはずいぶ

ん、雰囲気が違って、どの映像もかっこいいですね!(^^)!
 Karaoke Queenならぬ、Dancing Queenですね。

 所⻑様、貴重な映像のご提供、ありがとうございますm(__)m
 DL終了いたしました。

【企画その１】 新曲「グロリアス マインド」のジャケ写真予想︕

611 選択 stray 2007-09-19 20:10:15 返信 報告

皆様、こんばんは。
 アネ研さんのアイデアを頂戴して、新曲「グロリアス マインド」のジャケ写真予想企画を実施します。

 奮って予想して下さい。
 正解者には、私から素敵なプレゼントを差し上げます（ただし図書館からDL可能なものに限る）。

なるべく画像を添えて下さい。UP可能な画像ファイルは、JPG（JPEG）、GIF、PNG のみです。
 投稿直後は×印が出ますが、リロードすると反映されます。

画像がない場合は、○○の×××なシーン、といったように具体的に書いてもらえば、私が探してUPします。

〆切は9⽉末⽇とします。

Re:【企画その１】 新曲「グロリアス マインド」のジャケ写真予想︕

616 選択 カーディガン 2007-09-19 21:57:56 返信 報告

stray所⻑様、皆様、
 こんばんは。さて、グロリアスマインドのジャケ写の予想ですが、まだ、発売⽇は決まっていませんよね。ありふれ
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た写真ではないかとは思いますが。もう少し、熟慮の上、予想したいと思います。
アネ研様、

 ご⼊所おめでとうございます。研究所が盛り上がるように今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
 

11⽉14⽇発売︖

673 選択 stray 2007-09-21 18:00:47 返信 報告

他のサイトからの情報では、11⽉14⽇発売に決まったようです。

アルバム「ZARD BEST〜Memorial Request 2〜」も同⽇発売とか。

企画倒れで終わらぬよう、誰か⼀⼈くらい予想してちょうだいな︕（笑）

今、シンキング中。

681 選択 ドルチェ 2007-09-21 20:59:56 返信 報告

もうちょっと待っててネ♡

待ち遠しい

703 選択 アネ研 2007-09-22 02:25:17 返信 報告

カーデガンさん、お祝いありがとうございます。
 のんびり⾒守ってください。

 しかし、『グロリアス マインド』とアルバムの同時発売って、なんかありえそうですね。
 早くコナン始まらないかなー。

泉⽔さんの思いだと思います

704 選択 カーディガン 2007-09-22 03:04:42 返信 報告
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アネ研さん、
夜分遅くですが、こんばんは。

 最初はいろいろな情報がほしかったです。グロリアスマインドの発売は本当に待ち遠しいのですが、あまり、次々に
発売されると、事務所のネタがつきそうです。それが⼼配です^_^;

 他のサイトからの情報では、11⽉14⽇発売に決まったようです。＞
 という所⻑からの情報ですが、本当でしょうか︖

 ⼼配なのは、いろいろありますが、あえて申し上げないほうがいいかな、と思うこともあります。とにかく、グロリ
アスマインドは泉⽔さんとしては、本当の「思い」がこもっていたのだと思います。だから、ご家族も近くで聞いて
いたので、発売に向かうことになったのだと思います。完成度の問題ではなく、泉⽔さんの最後の素直な気持ちを伝
えることを考えたのだと思います。

ＰＳ︓泉⽔さんじゃないけれど、私も基本的には夜型⼈間です。夜のほうが静かで能率はあがるかも。ただ、普段は
仕事があるので、夜更かしをしないようにはしていますが、今⽇は、特別です(^_-)-☆

 

ジャケ写予想①

751 選択 Ｔ２８ 2007-09-24 16:11:02 返信 報告

みなさん、こんにちは。
 私には絶対当たらないだろうけど、ジャケ写予想しますね。

⼿元にイメージ通りの画像がないので、⾒本画像を投稿します。
 ⾒本のような、微笑んだ泉⽔さんの写真が使⽤されるのではないかと予想します。

 理由は、（キッパリ）好きだから︕（笑）

15周年記念写真集「Le Portfolio」にある写真で、⽇付が最新のものが⼀枚（ウエディングドレス姿︖）あります
が、

 その⼀枚だけを撮っているとは考えられないので、その時に撮った中から、素敵な笑顔の写真が使われたら嬉しいで
す。

 今までのシングルのジャケ写は、クールな泉⽔さんのイメージで固めていましたが、
 最近公開された映像は、お茶⽬な表情をしている泉⽔さんが多いので、そんな⼀枚が選ばれたら幸せです。

 

https://bbsee.info/straylove/id/611.html?edt=on&rid=751
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またコレ、私の希望的観測です。（笑）
是⾮、研究員の⽅々のご意⾒も教えて下さい。お願いします。

Ｐ.Ｓ. 所⻑、11⽉14⽇の情報は、ガセだと確定したようですね。
 この予想は、頂いた「眠れない夜を抱いて」PVの11秒辺りの泉⽔さんの笑顔にやられたからですので…。（笑）

 バンドメンバーに向かって、微笑みながら合図送る泉⽔さん、無茶苦茶カワイィ〜♡♡♡(*^_^*)
 

う〜んっと｡｡｡

754 選択 皐 2007-09-24 16:45:02 返信 報告

スレ⽴ってから かなり⾊んな予想をしてみたんですが、まとまらないですよね〜(笑)
 多々ある予想の共通イメージは､､､↓↓

 ①横顔
 ②昔の未公開写真

 この2つです(笑)アバウトすぎるので、もうちょっと考えた⽅がいいですね(=^⽫^=;)(笑)

「眠れない夜を抱いて」PVの11秒辺りの泉⽔さんの笑顔

757 選択 stray 2007-09-24 20:18:36 返信 報告

部⻑がこの企画に参⼊するとは思わなかったなあ︕
 ま、当たらないだろうけど受け付けてあげるから（笑）。

いっそのこと、「眠れない夜を抱いて」PVの11秒辺りの泉⽔さんの笑顔
に予想変えたらどう︖（笑）

 私も⼤好きだなぁ、あの「みんな⾏くよ︕」って表情が。
 副所⻑も同じこと⾔うと思うなあ。

皐ちゃんの予想はアバウトすぎるね（笑）。
 部⻑の影響かな︖（笑）

ジャケ写予想①って︖

https://bbsee.info/straylove/id/611.html?edt=on&rid=754
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761 選択 stray 2007-09-24 20:58:29 返信 報告

部⻑、①って何なのよ（笑）。②もあるってこと︖（笑）

11⽉14⽇発売の情報は、ガセっぽいなとは思ったんだけど、いい線突いてたので、
 カップリング曲情報を除いてここで流してしまいました。

 やっぱりガセだったのか（笑）。

笑われるだけだろうけど︖

764 選択 Ｔ２８ 2007-09-24 22:20:08 返信 報告

予想受け付けてくれてありがとうございます。やめといた⽅が良かったかな︖(笑)
 ①は、⼀⼈⽬と⾔うことですよ。まだ予想した⼈が居なかったのでね。だから私の②はありません。(笑)

 あの情報は、現状ではガセのようです。出所は２ちゃん⾒たいですし、ガネの新曲とぶつかるそうです。

> 私も⼤好きだなぁ、あの「みんな⾏くよ︕」って表情が。 
あの表情に何となく似ている写真がその⾒本です。あぁ〜ドラマーになりたい︕(笑)

 出来ればね〜。あの笑顔を正⾯から撮った（ような）写真が（予想ジャケ写）希望ですね。
 

そういうことなの︕（笑）

769 選択 stray 2007-09-24 22:32:53 返信 報告

部⻑、ええっ〜、#751の写真はそういう意味だったの︕（笑）

いやいや、本も買ったようだし、最近ZARD研究にマジメに取り組んでるんだなぁって感⼼してます。

＞だから私の②はありません。(笑) 
 だよね、２つ予想するのは反則だもん（笑）。

カーディガンさん、レポートありがとう︕
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716 選択 stray 2007-09-22 21:37:08 返信 報告

今読み終わりました。
 多少お酒が⼊っていたのですが、読んで酔いがすっかり覚めました。

 そのくらいインパクトあるレポートでした︕ すごいです︕︕
 画像や映像キャプも⼊っていてすっごく分かり易いです。

 どうもご苦労さまでした。

ジョーカーさん（Respect ZARD BBS）はきっと、⼤阪で１回⾒て、２回⽬はメモに徹したんだと思います。
 ９分９厘信⽤できると思いますが、⻘年館なのかＭステでのプロモーションなのかは、

 私は少し意⾒が違います。私は「どこで、いつ撮ったのか」にこだわってますので、
 カーディガンさんはじめ他の皆さんとは視点が違っているのかも知れません。

カーディガンさんのレポートは、研究所に資料として保管してよろしいでしょうか︖
 部⻑も読みたがってることですし…（笑）。

Re:カーディガンさん、レポートありがとう︕

720 選択 カーディガン 2007-09-22 21:58:26 返信 報告

所⻑様、
 お酒はおいしかったですか︖ルームサービスはやはりいいでしょうね（笑）

 さて、レポートですが、ぜひ研究所に保管してください。分量が多いので、すべてアップするのは難しいでしょう
が。泉⽔さんのためならどのように使ってくださってもかまいませんので。

 それではまたどうぞよろしくお願いします。

カーディガンさんへ

722 選択 Ｔ２８ 2007-09-22 22:15:45 返信 報告

こんばんは。
 ⼤作のレポート仕上がったのですね。ご苦労様でした。

 研究所にお預け下さるようで、私からもお礼申し上げます。
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付属図書館は⾮常に広い資料室を持っていますので、おそらく全てのレポートをアップ可能でしょう。
拝⾒するの楽しみにしております。

 

ライブレポを付属図書館にUPしました。

725 選択 stray 2007-09-22 22:55:19 返信 報告

カーディガンさんへ
 お酒は美味しかたですよ〜。

 ルームサービス頼めれるようなＨじゃありませんので（笑）。
 ⼤作（ライブレポ）を付属図書館にUPしました。

 ファイル容量は⼩さいのでノープレです。

超⼤作レポートについて

727 選択 アネ研 2007-09-23 01:20:58 返信 報告

カーディガンさんお疲れさまでした。
 今読み終わりました。まるで海賊盤のDVDのために隠しカメラで撮ってたんじゃないかと思えるくらいの分析です

ね。すごい凄い。
 読みながら思いだしました。

わたしからしょうもないコメントを、いくつか。
 ＞コンサートグッズ売り場の⼥性のヘヤースタイルに泉⽔さんと同じ⼀本結びが多かった気がします。

＞最後の寄付の件ですが⼦宮癌といってたようなきがします。
 ＞泉⽔さんのカメラの愛機ですが、Nikon⼀眼レフで本体右側の縦に⾚いラインがありました。私の予想はフィルム

カメラNikon F100ですが。なんせ⼩⽣Canon EOS派なので・・・おやすみなさいzzz
 

訂正

728 選択 stray 2007-09-23 07:42:43 返信 報告
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#716記事
ジョーカーさんとあるのは、ショッカーさんの誤りでした。

 

読ませて頂きました。

729 選択 なしぼー 2007-09-23 09:05:35 返信 報告

皆さん、おはようございます。
 カーディガンさんのレポート読ませて頂きました。”すごい”の⼀⾔です。他の⽅のレポートも含めて、熱い想いが感

じられました。２時のテレビは⾒ましたけれど、⽂章の⽅が会場の雰囲気、進⾏状況などより伝わってくるものがあ
りますね。また、時間をおいて読ませてもらいます。お疲れ様です。ありがとうございました♪

カーディガンさんへ

731 選択 Ｔ２８ 2007-09-23 10:34:23 返信 報告

おはようございます。ライブレポート拝⾒しました。お疲れ様でした。
 細かく記憶しているのに驚いてしまいます。かえってライブが楽しめたのか、と⼼配にもなります。（笑）

 公開された映像の中に、たくさんのライブ（⾵）映像があることに、ビックリしました。
 今後是⾮、何らかの形で発表（発売）して欲しいと思います。

 追悼ライブＤＶＤでも、今回公開された未公開ライブ（⾵）映像でもいいので・・・。
 

ライブレポートについて（補⾜）

737 選択 カーディガン 2007-09-23 15:04:36 返信 報告

所⻑様、皆様
 おはようございます。さて、私のレポートを読んでいただけて光栄です。いろいろな⽅のレポートをくっつけた

ようなものですが、所⻑の期待する服装について書いているライブレポートが思ったよりも少なかったので、資

料探しに時間がかかってしまいました。資料を書いてくださり、サイト上にアップしてくださった⽅々に改めて

感謝です。
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基本的な構成として、武道館の余韻を残すことに重点を置いたので、武道館の演奏曲順に書き進めることにしま

した。基本は本家ライブ掲⽰板のNo.266のライブレポートです。理由は、この⽅は、⼤阪も含め、すべての公演

を観ているので、内容も信頼性が⾼かったからです（メモなどをとっていたと思われます）。それに、stray所⻑

が＃５３４で出したとりあえずの結論の部分の服装や背景などのメモをつけ、ほかのサイトなどから探したライ

ブレポートを付け加えて、最後に私が気になったところをコメントしたものです。いちおう、ライブレポート編

成内容は、レポートのはじめに書いてあるとおりです。

所⻑様
 DVDの発売も考えられると思いますので、「どこで、いつ撮ったのか」についてもまた詳しく検証できていけたら

と思います。

アネ研様
 「夜空に『ありがとう…』 名前︓ バイク野郎 [2007/09/16,23:45:44] No.250」

 を参考に⼤阪公演と武道館との主な変更点を原⽂のまま掲載させていただきました。したがって、私の意⾒では

ありません。武道館では、確かにガン撲滅ではなく、⼦宮癌治療研究のためと⾔っていましたね。
 ※泉⽔さんと同じ⼀本結びの⼥性が多かった︖ですか・・・。泉⽔さんのことで頭がいっぱいで、全然気にして

いませんでした。チェックが⽢かったようです（笑）

なしぼー様
 読んでいただけてありがとうございます。また、ライブがあった時には、また読んでください。

部⻑様
 ライブレポートの元を書いてくださった⽅のおかげで詳しく書けました。公演中は、泉⽔さんへの感謝の気持ち

とご冥福をお祈りすること以外に頭にありませんでした。DVDが発売されるといいのでしょうが。どうでしょうか

︖相⼿⽅次第かなぁ、と思います。
 

葉⼭たけしさんのブログの紹介



605 選択 Ｔ２８ 2007-09-19 18:28:23 返信 報告

みなさん、こんばんは。

追悼ライブのゲスト、葉⼭たけしさんのブログです。
 ZARDファンと坂井さんへの感謝の⾔葉が綴られています。

9/5 ttp://blog.livedoor.jp/hayamatakeshi_livedoor/archives/51012631.html
 9/6 ttp://blog.livedoor.jp/hayamatakeshi_livedoor/archives/51012633.html
 9/7 ttp://blog.livedoor.jp/hayamatakeshi_livedoor/archives/51012636.html
 9/14 ttp://blog.livedoor.jp/hayamatakeshi_livedoor/archives/51023398.html

胸が熱くなるメッセージで感動しました。未⾒の⽅は是⾮ご覧下さい。
 ZARDに関するコメントがある４つのリンクです。⼀応最初に「h」⾜してね。（笑）

 

追悼ライブＤＶＤ化の噂に対する私⾒

705 選択 Ｔ２８ 2007-09-22 09:47:17 返信 報告

みなさん、おはようございます。

御紹介した、葉⼭さんのブログを読むと、今回の追悼ライブの⽇程の秘密が分かります。
 そんな経緯があったのなら、秋に予定していたＤＶＤが発売中⽌になった事と関係あるのかも知れないと思いまし

た。
 追悼ライブＤＶＤの発売が噂されている情報もあり、もしかして秋に予定していた物を取りやめて、追悼ライブＤＶ

Ｄに切り換えたのかな︖
 どちらにも同じ映像を使うわけにもいかないだろうし、追悼ライブＤＶＤの⽅が話題性（厭な⾔い⽅ですが）でもイ

ンパクトがあります。

こんな事考えたのですが、私の考え⾶躍しすぎですかね。（笑）
 そうなってくれたら嬉しいのですけどね。

 

部⻑にお願い︕

https://bbsee.info/straylove/id/605.html
https://bbsee.info/straylove/id/605.html?edt=on&rid=605
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=605
https://bbsee.info/straylove/id/605.html?edt=on&rid=705
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=705


712 選択 stray 2007-09-22 15:40:08 返信 報告

部⻑、葉⼭さんのブログ読むの⾯倒くさいから、内容を要約してくれませんか︖夜までに（笑）。

旅の途中、9/19発売の「ZARD&アーリー90'sグラフィティ」を読みました。 
 moonさんも１セクション(3P)執筆されてましたよ︕ 

 「無常」をテーマにした歌詞解釈を述べられてて、ちょっと難しい内容でしたが、 
 「promised you」の位置づけ（ZARD第2章）に⾔及した部分があって、 

 私の考え⽅にかなり近いので《さすが︕moonさん》と嬉しくなりました。 
 moonさんとお話したことはないんですけどね（笑）。

(〜_ーメ） ヒクヒク

713 選択 Ｔ２８ 2007-09-22 16:56:24 返信 報告

しょちょぉ〜、⼈使い荒すぎですよ︕（笑）
 も〜っまだ読んでなかったの︖ ３⽇前に紹介した記事なのにぃ〜。（怒）

 ⾯倒くさいって、たくさんある記事の中から４つだけに絞ってあるのにですかぁ︖
 あんなに素晴らしいこと書いてあるのに、要約出来ませんよ︕

 今回の追悼ライブの⽇程についてなら、⼀番下の9/14だけ読んで下さい。
 出来れば、9/6も読んで欲しいな。お弁当美味しそうだから。（笑）

＞ moonさんとお話したことはないんですけどね（笑）。
 私はあります。（⾃慢）所⻑の次に尊敬してる⽅です。（たくさんゴマ擦っとくかな）（笑）

 私も早く本買って読まないとなぁ。（汗）

Ｐ.Ｓ. 暇そうに⾒えるだろうけど、⼀応勤務中です。研究所も、もちろん本業も。（笑）
 

読んだけど…

714 選択 stray 2007-09-22 21:19:32 返信 報告

いやぁ、関⻄は暑いでんな〜（笑）。
 まるでサウナに⼊ってるみたいです。

https://bbsee.info/straylove/id/605.html?edt=on&rid=712
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 ホテルが⼀番涼しいのでさっさと帰ってきました（笑）。

しょうがないから読んだけど、秋に予定していたＤＶＤが発売中⽌になった事との関係なんて、
 ⼀⾔も出てきてないじゃない︕（笑）

h抜きは私のような⾯倒くさがりには効果あるって証明できたことは確かだけど（笑）
 

要約して今投稿するところだったのに・・・

715 選択 Ｔ２８ 2007-09-22 21:27:33 返信 報告

また書いた⽂章、破棄ですよ︕（笑）

何故そう考えたか、後で書きます。
 あれっ︖飲んでないのですか︖

 

わかった。

717 選択 stray 2007-09-22 21:43:20 返信 報告

寝ないで待っててあげる（笑）。

Re:今⽇もお暑いですね^_^;

718 選択 カーディガン 2007-09-22 21:50:49 返信 報告

所⻑様、部⻑様、皆様、
 こんばんは。所⻑様、関⻄ですか︖それは⼤変なことで・・・。暑い分、ビールがおいしいでしょうね。

 本場の⽇本酒なんて、とてもおいしいのではないでしょうか。お⼟産話を期待しております。

部⻑様、葉⼭さんのブログ読みました。ご紹介ありがとうございます。けっこういろいろと苦労話がわかりますね。
スタッフも⼤変だったことがよくわかりました。どちらかというと今までは、ファンは不在というところがあったの
ですが、今回は、ファンが⼤きくかかわっていたように感じているようですね。泉⽔さんを主役とするときのライブ
上での演出についても議論がいろいろとあったんですね。参考になりました。

https://bbsee.info/straylove/id/605.html?edt=on&rid=715
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P.S.DVD発売はあまり期待していませんでした。それよりも「きっと忘れない」が出たことがよかったです。でも、
これからは、映像も⾒たくなっています。私は、8/15の２枚のアルバムの添付DVDがPVでなかったので、「︖」と
思ったところです。確かに武道館の映像⽤にしたのかもしれないですね、今のところ根拠がないですが。ほかの掲⽰
板でも、そんな話があったかもしれません。

私の希望的観測ですが・・・

719 選択 Ｔ２８ 2007-09-22 21:53:21 返信 報告

そんなにプレッシャー掛けないでくれます。（笑）
 何⽇も掛けて徹夜してまで作ったカーディガンさんのレポートと⽐べたりしないでよね。

たしか⾳楽葬の前⽇辺りに、追悼のＣＤ・ライブ・オフィシャルブック・写真集・ＤＶＤの話が出たと思うのです
が、

 おそらくライブ内容のアイデアを練るうちに、ゲストに歌ってもらうのは不可能だと気づいて、
 本格的に映像にあわせての演出に切り換えたのではないかと思ったんですよね。

 そうすると、秋に発売予定のＤＶＤに使おうと思っていた映像を⼤量にライブへ投⼊せざるをえなくなって、
 ＤＶＤの発売中⽌を決め、そのかわりとして追悼ライブＤＶＤを発売へ・・・、とね。

 あくまで、私の希望的観測を含めた予想、いやっ想像ですがね。（笑）

”♪⽐べることなんて 無意味なのにね ／ いつも 周囲（まわり）と⽐べては ヘコんで♪”

これ以上、ヘコませないでね。（笑）
 

なるほど…

721 選択 stray 2007-09-22 22:14:27 返信 報告

部⻑の話はいつも筋が通ってるから好きだよ♡（笑）。
 上の推論ごもっともです。全⾯的に賛成︕

 ZARDファンは、泉⽔さん以外の⼈に歌って欲しいなんて思ってなかったわけだから、
 B'zや倉⽊⿇⾐の名前が噂話として出てくること⾃体が間違ってると思うけど、

 追悼ライブの演出は⾒事でしたよ。スタッフも苦労は計り知れないものがあったと思います。

https://bbsee.info/straylove/id/605.html?edt=on&rid=719
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=719
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最後に全員が⼿をつないで、会場のファンに深々とお辞儀されたのですが、
葉⼭さんはじめ、出演者全員が泉⽔さんに本⼼から敬意を表してるのがわかりました。

 ステージ中央には⾚いジュータンが敷かれ、泉⽔さん愛⽤のマイクが置かれてました。
 ガネの中村さんも、⼤野愛果さんも、泉⽔さんの居場所に誰⼀⼈踏み込むことなく、

 余計なしゃべりをするわけでもなく、葉⼭さんのブログにあった通りです。

ん〜、なんか部⻑のこと⾒直しちゃった（笑）。
 

辞令（なしぼー研究員）

664 選択 stray 2007-09-21 08:49:40 返信 報告

 なしぼー 殿

  研究員（ほぼ常勤）を命ずる

         2007年9⽉21⽇  
          ZARD研究所所⻑ stray ♡

マニアックなおじさん・おばさんに気を遣うことなく、
 ぜひとも新鮮な視点からZARD研究に⼀⽯を投じて下さい。

思い切り薀蓄語れる相⼿ができて嬉しいです（笑）。どうぞよろしく︕

なしぼーさんへ

665 選択 stray 2007-09-21 08:55:52 返信 報告

恐縮ですが、上の「問い合わせ」から空メールを送信してください。 
 付属図書館への招待状をお送りしますので。よろしくどうぞ︕

所⻑殿、皆さんへ

https://bbsee.info/straylove/id/664.html
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670 選択 なしぼー 2007-09-21 15:32:02 返信 報告

こんにちは。辞令を出して頂き、ありがとうございます。謹んでお受けします。
 皆さんに追いつけるとは、思っていませんが、マイペースで後からついて⾏けたらなあと思っています。（新⽶なの

で、思いつきで書き込んでしまう事もあると思いますが、許して下さいね）どうぞ、よろしくお願いします。

所⻑さんへ メールのアドレス探すのにちょっとお時間下さいね。（めったに使わないので、どこかの画⾯で⾒たん
ですが）それから私、れっきとしたおばさんですが、世間では○○くんのママ、お⺟さんで通してますので、よろしく
お願いします♪これからも泉⽔さんのこと、たくさん語って下さいね。楽しみにしています♪

アネ研さんへ はじめまして。先にお声をかけて頂きありがとうございます。”⼀緒に学びましょう”と⾔って下さっ
て、少し気が楽になりました。これからもどうぞよろしくお願いします♪

なしぼーさんへ

671 選択 Ｔ２８ 2007-09-21 16:47:49 返信 報告

こんにちは。
 なしぼーさん、研究員就任おめでとうございます。

 マニアック過ぎる⽅に惑わされることなく、マイペースで研究作業をお続け下さいね。（笑）
 これからもどうぞよろしくお願いします。

＞ メールのアドレス探すのにちょっとお時間下さいね。
 んっ︖ 御⾃分のアドレスが分からないのかな︖ それはちょっと教えて差し上げられないですね。（笑）

 メールソフトがOutlook Expressなら、[ツール]→[アカウント]→使⽤するアカウントをＷクリックして、
 全般タブのユーザー情報の中、電⼦メールアドレス⾒れば分かりますよ︕（ソフトが違ったらゴメン）

Ｐ.Ｓ. WEZARDから会員証（他）届きましたか︖
 

Ｔ２８さん、お世話になります。

672 選択 なしぼー 2007-09-21 17:35:44 返信 報告
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こんにちは。ご祝辞ありがとうございます。頑張ります︕それから、いつもフォローして下さって、ありがとうござ
います。（感謝です）Outlook Express でアドレス⾒つかりました。（トホホですね）⾃分のアドレスすぐ⾒つから
ないって、レベル低すぎでしょ。このパソコンで私仕事もしているんですが、システムの中なのかアドレスわからな
くても平気なんです。私でもできるパソコンの仕事ってあるもんですね。

 P.S.会員証届いてます。お気遣いありがとうございます。本当はお話ししたかったんですが、⾔えなくてごめんなさ
い。ちゃんとできました。メッセージも橙⾊のハートも⾒つけました。これからもよろしくお願いします♪

なしぼーさんへ

674 選択 stray 2007-09-21 18:18:27 返信 報告

○○くんのママさんだったんですか︕
 じゃあ、ここではＴ２８クンのママさん役もお願いしますね︕（笑）。

付属図書館への招待状送りましたので、ちゃんとメールチェックして下さいね。
 で、図書館の会議室に辿り着かれたら、⾜跡を残してください、何だか⼼配なので（汗）。

かしこまりました。

678 選択 なしぼー 2007-09-21 20:07:09 返信 報告

こんばんは。私、男の⼦には厳しいですが、どっちかなあ︖（T28さんは、親切なので、私も優しいママでいきま
す。イヤがられそう。）

 所⻑殿、ちゃんと辿りつけましたが、⾜跡を残すのを忘れてきました。あちらにも、書き込んで下さって、ありがと
うございます。嬉しいです。”鍛える”って体育会系ですね。頑張ります︕でも、Active〜をインストールしない
と・・って出るんですが、その通りにすればいいですか︖（どれも⾒られないです）

了解です。

679 選択 stray 2007-09-21 20:32:17 返信 報告

なしぼーさん、無事に辿り着けたようで何よりです。
 「Active〜をインストールしないと・・」と出たらその通りインストールして下さい。
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資料をダウンロードするためのツールみたいなもので、１回⽬だけです。

Ｔ２８クンのことはビシビシしごいてかまいませんので（笑）。

なしぼーさん、おめでとうです♡

682 選択 ドルチェ 2007-09-21 21:05:10 返信 報告

なしぼーさんはママさんなんですね︕すてきぃ〜︕
 同じ⼥性として仲良くしてくださいね♪

 ホントにここは楽しいですよ︕
 ⼀緒に泉⽔さんの研究、頑張りましょうね♡

不安が・・・（笑）

688 選択 Ｔ２８ 2007-09-21 22:21:19 返信 報告

みなさん、こんばんは。
 こちらの研究所、いつの間にか⼥性の⽐率が⾼くなってますね〜。

 なんとか、お尻に引かれないようにガンバりまっす︕（笑）
 

部⻑、ごめん

689 選択 stray 2007-09-21 22:32:33 返信 報告

報告するの忘れてた。
 ５︓３だと思うんだけど、⼈事部⻑が把握してないでどうすんのよ（笑）。

所⻑、ゴメン（笑）

691 選択 Ｔ２８ 2007-09-21 22:50:28 返信 報告

また間抜けなこと聞くよ︕
 どっちが５︖（笑）

https://bbsee.info/straylove/id/664.html?edt=on&rid=682
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=682
https://bbsee.info/straylove/id/664.html?edt=on&rid=688
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=688
https://bbsee.info/straylove/id/664.html?edt=on&rid=689
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=689
https://bbsee.info/straylove/id/664.html?edt=on&rid=691
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=691


返事しなきゃいけないわけ︖

692 選択 stray 2007-09-21 22:52:00 返信 報告

そんな間抜けな質問に…（笑）。
 おやすみ〜、あとはよろしくね〜（笑）。

ドルチェ副所⻑殿

693 選択 なしぼー 2007-09-21 22:58:02 返信 報告

こんばんは。お祝いの⾔葉ありがとうございます。新⽶なので、とんちんかんな質問するかもしれませんが、どうぞ
よろしくお願いします。（⼥性が多い⽅がいいですよね♡）

 今⽇も別冊宝島のzard特集買ってきたので、週末は頑張って研究しておきます。（頭に⼊るかわかりませんが）

所⻑殿 インストールして、資料２つとりあえず⾒てきまた。すごい感動です。ありがとうございます♪

なしぼーさんへ

702 選択 アネ研 2007-09-22 01:47:30 返信 報告

なしぼーさん研究所、⼊所おめでとうございます。
 ワイワイ、研究したいですね。

 しかし、パソコンで仕事をしてるなんてついしらず、失礼しました。
 私にもご指導願いますね。

PS ZARD のことは男⼥⽚寄らず、好きなんですね。   すごいなー  
 所⻑殿 図書館に⾏ってきました。「グロリアス マインド」を、あんなに⻑く聴けて感激しました。私には、⼼を

開いて」の頃のようなZARD サウンドで懐かしいような気がしました。早くリリースされないかしらん。

所員の皆さんへ、お知らせ
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677 選択 stray 2007-09-21 19:55:08 返信 報告

会議室に「お知らせ」を貼っておきました。
 ⼤したお知らせではありませんが（笑）、

 いちおうチェックしといて下さい。
                   所⻑

同じく

684 選択 ドルチェ 2007-09-21 21:41:56 返信 報告

ドルチェからもお知らせがあります︕
 所⻑の真似っこしてあちらに書込みしてみました（笑）

 カーディガンさん、他のみなさんゴメンナサイ〜。
 

所⻑・副所⻑へ

687 選択 Ｔ２８ 2007-09-21 22:14:21 返信 報告

確認しました。
 了解です。

       部⻑ ♡印

Re:確認いたしました

694 選択 カーディガン 2007-09-21 23:08:23 返信 報告

所⻑様、副所⻑様
 所⻑様、副所⻑様とも仲がよろしいようで、なによりです。偶然かどうか、⾏き先も同じですか︖なわけないです

ね。
 TOP SECRETとして処理しておきます(^^♪

ご迷惑おかけします（ペコリ）
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696 選択 ドルチェ 2007-09-21 23:53:49 返信 報告

研究所のみなさま♡
 三⽇間も留守にしてしまうけど、変わらず楽しい話題で盛り上がってくださいね︕

部⻑さま♡
 もう寝た〜︖︖

 いつもの部⻑の楽しいトークで和気藹々を保っててね︕
 頼りにしてます♡

  
 カーディガンさま♡

 もう寝ちゃった︖︖

ドルチェはまだ眠たくないよ〜♪
 るるる〜♪

ポツ〜ン…

697 選択 ドルチェ 2007-09-22 00:12:57 返信 報告

誰も来ないねぇ〜。

んじゃ、みなさん２４⽇にまた逢いましょー♪

Re:25時以降も

698 選択 カーディガン 2007-09-22 00:15:48 返信 報告

副所⻑様、
 今⽇は２５時以降も起きています。酔いもさめてしまったので、また、ガソリンを補給するところです。泉⽔さんの

曲は全開です。ＡＬ．永遠のBrand New Loveを聴きながら打っています。 偉⼤なる⽂学者の⾔葉よりもスバラシ
イ、ですよ。明⽇は早いのですか︖泉⽔さんと違って朝は強いほうですか︖くれぐれも、アルコールを抜いてから、
出発ですね(^_-)-☆
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いたーっ︕

699 選択 ドルチェ 2007-09-22 00:42:24 返信 報告

カーディガンさん、⾒つけた♡頑張って起きてて良かったぁ〜。
 ＞今⽇は２５時以降も起きています。

 ２５時…泉⽔さん的コトバですね♪ムフッ。
 泉⽔さんの曲に包まれながら飲むのは最⾼でしょうね♡

 ちなみにドルチェはシラフですケド（爆）

明⽇はな〜んと朝5時半起きです︕
 お寝坊さんなんだけど、低⾎圧じゃないので⽬覚めはバッチリ♪

もうちょっとしたら寝ますね（ゴメンネ〜︔︔）
 

Re:まだまだです(^^♪

700 選択 カーディガン 2007-09-22 00:47:51 返信 報告

副所⻑様、
 先週はメモリアル武道館だったので、今はまたその余韻にひたりながら、レポしてるところです。泉⽔さんの⾔葉を

使うのが楽しくなっています。もう⾎⾁と化すくらいに曲を聴きたいと思っています(^^♪
 明⽇は早いのですね、では、無理をせず、お休みください(@^^)/~~~

ありがとね〜＾＾

701 選択 ドルチェ 2007-09-22 00:49:16 返信 報告

レポ楽しみにしてるよ〜♪
 じゃ、おやすみなさい♡
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. オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [680]こんばんは〜(^^)v(2) [626]副所⻑、これ⾒て︕︕(18) [675]個⼈的なお知らせ(3) [615]「グロリアス マインド」の
加⼯画(19) [614]辞令（アネ研研究員）(9) [507]武道館映像の解析(43) [543]2007/9/17 ＴＢＳ「２時っチャオ︕」映像
(21) [460]【 promised you PV  ISOファイル 配信 】(6) [600]『グロリアス マインド』(5) [552]初めまして(5)

新しい話題を投稿する

« 11 10 9 8 7 6 5 4 3 »

こんばんは〜(^^)v

680 選択 カーディガン 2007-09-21 20:57:40 返信 報告

stray所⻑、皆様
 こんばんは。さて、明⽇から３連休なので、今⽇は夜遅くまでパソコンをいじっていようと思っています。所⻑様は３⽇ほど

旅⾏だそうですので、お⼟産を期待して、皆さんお待ちしたいですね(^^♪
 なしぼー様、

 本⽇よりめでたく正式な研究員ですね。今後ともよろしくお願いいたします。楽しい話題で盛り上がりたいですね。ご活躍期
待しております。

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧
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PS:stray様、武道館研究の資料を送信するにあたり、誤送信防⽌のため、メールを⼀旦送信しますので、メールが届きました
ら、ご返信ください。添付ファイルの字数が多いので、ここの掲⽰板ではなくメールにて送信させていただきます。もうすぐ
研究レポートがまとまりそうです。今しばらくお待ちください。

 

カーディガンさん、了解です。

685 選択 stray 2007-09-21 21:55:33 返信 報告

こんばんは、超⻑〜いレポートがこれから届くのでしょうか。ドキドキ（笑）。

有名なZARDファンサイトに、超詳細な武道館ライブレポを⾒つけました。
 ⾒たいですか、⾒たくないですか︖（笑）

カーディガンさんへ

695 選択 なしぼー 2007-09-21 23:14:25 返信 報告

こんばんは。活躍というほど何も出来ませんが、気⻑に⾒て下さいね。そこそこ頑張りますので、これからもよろし
くお願いします♪

副所⻑、これ⾒て︕︕

626 選択 stray 2007-09-19 23:33:40 返信 報告

ドルチェさん、この写真⾒て下さい。
 髪下ろしてスタジオっぽいところで撮った写真が雑誌に載ったものです。

 で、雑誌の発⾏⽇が「平成4年8⽉」なのです。1992年だから⽇本⻘年館の映像ではない。
 記事の内容は「眠れない夜を抱いて」です。

幻の「HOLD ME」PVが存在するという根拠がこれなのよ。
 どう思われます︖
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遅くなってゴメンネ︕

633 選択 ドルチェ 2007-09-20 01:35:02 返信 報告

所⻑、今⽇は重役出勤してしまいました。えへっ。

ところで私、この写真は初めて⾒ました︕︕︕さすが♪ 
 髪もゆるやかウェーブで可愛いですね♡

パッと⾒た瞬間、所⻑がこの前配信してくれた 
 「眠れない夜を抱いて」PVでジーンズ＆Tシャツで歌ってる映像の中に 

カットカットで髪をおろした泉⽔さんが出てきますよね。 
 その泉⽔さんじゃないかな〜って思いました。 

 「眠れない夜を抱いて」PVはホントに⼤好きで何回も⾒たので、泉⽔さんと同じ動きで踊れます（爆） 
 …キャーこんなの書いたら引かれるかな（爆∞）みんな引かないでね♡

さすがは副所⻑︕

634 選択 stray 2007-09-20 07:28:39 返信 報告

実際重役なのでノープレです（笑）。

さすが副所⻑は鋭い。当たりでした。
 「眠れない…」PVに何ヶ所かカラー映像がカットインされてますが、
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その中に１つだけ同じ洋服のカットがありました。画質悪いですがたぶん同じでしょう。
この泉⽔さんの”のけぞり⽅”、⼤好きなのよね〜♡

私の疑問・推論は、
 １．「眠れない…」PVと同じ⽇に同じ場所で撮影したものなのか︖

 ２．わざわざカットインさせるためだけに撮ったの︖
 ３．撮り貯めした他の映像もあるのでは︖←幻の「HOLD ME」PV

 です。

当研究所は残業⼿当出ませんので︕（笑）

637 選択 Ｔ２８ 2007-09-20 12:54:34 返信 報告

副所⻑、夜勤ご苦労様です。（笑）
 その時間は、ダ〜レも返事してくれないからね〜。寂しいでしょ︖（苦笑） シ〜〜〜ンッてね。（汗）

> 「眠れない夜を抱いて」PVはホントに⼤好きで何回も⾒たので、泉⽔さんと同じ動きで踊れます（爆） 
> …キャーこんなの書いたら引かれるかな（爆∞）みんな引かないでね♡

ドン引き︕ なんちゃって〜︕（笑）
 崖っぷちに⽴ってたら、危うく命落とすとこですよ︕ も〜気を付けてくれないと。（笑）

 副所⻑、たま〜に背後確認した⽅がいいっすよ︕ 誰かに⾒られてるかも〜。（笑）← （・_｜ じ〜っ

いつも所⻑と⼆⼈で話している、「HOLD ME」幻のPV 映像、是⾮⾒たいですね〜︕
 ZARD研究所だけ特別に、資料提供してくれないもんかね〜。（果てしない夢ですね）
 

なにやってんだか︕（笑）

641 選択 Ｔ２８ 2007-09-20 16:59:11 返信 報告

仕事中失礼しまっす︕（仕事しながら思いついちゃってね）

別スレで所⻑が、「永遠」PVの中に使われている⾞の事について、
 > GTOと⾔えば、「ギャランGTO」しか知らない私です（笑）。 
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なんて、ちょっと「んっ︕おもしれ〜のか、それっ︕」てな事書いていますね。（笑）
まぁ、私には理解できるんですが、みなさんはどうなのかな〜︖（笑）

「GTO」って聞くと、たぶん副所⻑なんかは・・・、
 Great Teacher Onizuka（グレート ティーチャー オニヅカ）の⽅ですよね︖

 あれっ︖知らないかな︖（汗） TVドラマくらい⾒たことありますよね。
 

暇だねぇ（笑）

643 選択 stray 2007-09-20 17:11:36 返信 報告

部⻑、なにも副所⻑に２つもツッコミ⼊れなくても…（笑）。

> GTOと⾔えば、「ギャランGTO」しか知らない私です（笑）。 
これはウケを狙って書いたんじゃなくて、そういう年代だって意味だからね。

＞Great Teacher Onizuka（グレート ティーチャー オニヅカ）の⽅ですよね︖
 全然⾯⽩くないんだけど（笑）。

 副所⻑︕部⻑に蹴り⼊れていいからね︕（笑）

業務連絡です。私はこれから飲み会なので「飲んだら乗るな、飲んだら書くな」を守り、
 今夜はROMるかも知れないけど書き込みしませんので、後のことよろしく︕

今⽇は早出よ♡（悪い⼦部⻑の真似してコッソリ職場から）

645 選択 ドルチェ 2007-09-20 17:40:16 返信 報告

みなさま、こんにち｢は｣〜♪
 まずは所⻑さま♡

 あ、昨⽇の書込み合ってたんですね︕ヤター︕（＾＾）ｖブイブイ。
 ちなみに所⻑の疑問三択では…

  ズバリ③だと思います︕
 絶対、他にもたくさん撮り貯めした映像があると思うなー。

 ひとつの曲になんパターンかづつとか。
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今回結構⾊んな未公開映像みて、まず（シングルなら）ジャケ写と同じ服格好で歌ってるフル映像というのがあるん
じゃないかと思います。

 それに後は今まで散々⾒せられてきた（笑）イメージ映像ですね。
 それを全部放出してくれたらドルチェ嬉しい♡♡

つぎに部⻑さま♡ ナイスなツッコミありがとね♪
 昨⽇夜中に書込み終わって誰かレスしてくれるかもと10分くらい待ってました（爆）我慢強い⼦。

 なーんか視線感じたんだけど、ホントは部⻑が（・_｜ じ〜って覗いてたんじゃないですか〜︖
 たまに夜中に研究してるので、⾒つけたら相⼿してね♡

･･･やっぱり泉⽔踊り、ドン引きですか（笑）今度会う機会があれば⾒てくださいネ︕
 「GTO」のは私もGreat Teacher Onizukaだと思い込んでました（笑）「ギャランGTO」ってなんですか〜︖︖

仕事中は後⽅注意︕（笑）

646 選択 Ｔ２８ 2007-09-20 20:17:23 返信 報告

副所⻑、クビが⾶ばないように気を付けてね〜︕（笑）

＞ 昨⽇夜中に書込み終わって誰かレスしてくれるかもと10分くらい待ってました（爆）我慢強い⼦。 
 ＞ なーんか視線感じたんだけど、ホントは部⻑が（・_｜ じ〜って覗いてたんじゃないですか〜︖ 

 ＞ たまに夜中に研究してるので、⾒つけたら相⼿してね♡

１０分も待ったんですか、えらいね〜︕ よく我慢しました。（笑）
 ⾒たかったな〜残念︕ もうとっくに寝ちゃってた。ジュルルル （￣ｑ￣）ｚｚｚ

 たぶん副所⻑が感じた視線はROM専の⼈達かも・・・(个_个) ジッ〜って（怖）
 いつも機会は伺ってるんだけど、研究の邪魔しちゃ悪いからな〜。（迷）でも、くだらない話ならいつでも来〜いで

す。（笑）

「GTO」はやっぱりドラマ（漫画）だよね〜。漫画なら「湘南純愛組︕」は読んでました。（同じ作者）
 少年マガジンだから、副所⻑は読んでないだろうけどね。

 所⻑は、もしかすると漫画読まない世代かな︖ たまに世代間ギャップを・・・。（笑）
 そっか、所⻑は今夜飲み会で留守なのか〜。じぁっ、くだらない話で盛り上がりますかね。副所⻑︕
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Ｐ.Ｓ. じぁあ、もしお会いする機会があったら、泉⽔踊り披露して下さいね。約束ですよ︕（笑）

Re:本⽇もどうぞ(^^♪

647 選択 カーディガン 2007-09-20 20:53:04 返信 報告

皆様、こんばんは。
 今⽇はstray所⻑が飲み会でお留守ですか。所⻑も⽇頃の

 疲れがたまっているでしょうね。今⽇は⼤いに飲んでいただいて、明⽇ゆっくりとまたお話を伺いたいですね。stray
所⻑はお強いのでしょうか︖武道館のレポートでもビールが写っていましたね。今度は、酔いながら、書きこむとど
うなるのか、・・・研究になるのか。私も、酔って本性が現れないように注意します^_^;

幻の「HOLD ME」PVが存在するという根拠がこれなのよ。＞

どういうものなのでしょうね。写真があるというのですから、PVをついでに撮っていそうですよね。今までの泉⽔さ
んのイメージとはちょっと違う感じですね。われわれの知らないところで多くの映像を撮っていたのですね。

PS︓GTOというと昔は三菱の⾞でしたが、テレビの影響でGreat Teacher Onizukaも有名ですね。ちなみにSTOはS
pecial Tornado Ogawaです。。。プロレスラーの⼩川直也選⼿の技ですm(__)mスミマセン。 

みなさん、こんばんは〜♪

653 選択 ドルチェ 2007-09-20 23:12:07 返信 報告

部⻑さま♡遅くなってごめんね︕
 ＞副所⻑、クビが⾶ばないように気を付けてね〜︕（笑） 

⼤丈夫︕すぐ後⽅は壁なの♪しかも本業の時より真顔でレスしてるから︕（獏）
私、年中２４時間体制でツッコミ受け付けてま〜す。

 そのうちボロがボロボロ出てくると思うのでよろしくね♡

ん︖「GTO」ってドラマなのか〜。少年マガジンは⼄⼥なので読んだことはありませんっ（キッパリ）
 泉⽔踊りは任せてね︕でも顔は別物なのでそこんとこよろしくです♪

カーディガンさま♡
 所⻑は今⽇はロム専⾨ですかね〜。
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 酔った所⻑もツッコミ所満載な感じで好きなんですが（笑）
カーディガンさんもほろ酔い気分での書込み、⼤歓迎です♡

 全総⼒あげてツッコマせていただきます♪

ちなみに、ドルチェは酔ったらねぇ〜〜…誰も聞いてない︕︖

Re:副所⻑様、お疲れさまです(^^♪

654 選択 カーディガン 2007-09-20 23:34:28 返信 報告

副所⻑様お疲れさまです。
 私も、「今⽇はゆっくり話そう♪」を聴きながら、書きこんでおります＼(^o^)／もちろん、「⽉桂冠」の「⽉」を飲

みながら。酔って失⾔して、ボケを満載してしまいそうです。
 酔っ払ったお姉さまもほんのりと⾊づいて素敵(^^♪でしょうね♡

 あれ、私のほうが年下かな︖お姉さま、これからもどうぞ優しくしてください♡
 

ほろ酔いで〜す

655 選択 Ｔ２８ 2007-09-20 23:40:55 返信 報告

副所⻑、こんばんは。
 アハハッ︕本業より⼀⽣懸命って事ですか︖それじゃかえってバレるかもね。（笑）

 ボロが出れば出るほどツッコむネタが増えて⼤変かもね〜。

「GTO」は、ドラマも漫画もありましたよ︕そうだアニメもあったよ︕
反町隆史と松嶋菜々⼦が知り合ったキッカケのドラマですよ〜。

踊りだけなの〜、顔は別物って、謙遜でしょ︖

＞ ちなみに、ドルチェは酔ったらねぇ〜〜…誰も聞いてない︕︖

で、どうなっちゃうの︖

Ｐ.Ｓ. ツッコミきつかったら早めに⾔ってね。出来れば⼿遅れになる前に・・・。（汗）
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無礼講︕（笑）

656 選択 Ｔ２８ 2007-09-20 23:49:07 返信 報告

カーディガンさん、こんばんは。
 私も、⽇本酒飲んでほろ酔いですよ。（笑）

 ホントは「飲んだら書くな」何ですけどね。所⻑、もう寝たみたいだからいいかなって。（笑）
 副所⻑も酔ったらどうなるのか、興味ありますけど・・・。

 ⼀度でいいから、泉⽔さんと差し向かいで⼀杯やりたかったなと思います。ささやかな夢ですけどね。
 もう今夜は、無礼講で酔っぱらいトークでもしますか︖（笑）

 

Re:無礼講^_^;

657 選択 カーディガン 2007-09-21 00:25:06 返信 報告

部⻑様、こんばんは
 泉⽔さんを囲んで、お酒を⼀緒に飲みたいですね。泉⽔さんはお酒に弱いので、あまり無理強いをしないように、お

⾷事会がよさそうですね。イタリア料理・フランス料理にワインを飲みながら、ゆっくりと楽しい時間を過ごすのは
楽しいでしょうね。カラオケなどで歌ってくれたら最⾼でしょうね(^^)v

 今夜は酔いが・・・。明⽇、いえ、今⽇も仕事が・・・。３連休は盛り上がりたいですね。それでは、お休みなさい
ｚｚｚ

ポツ〜ン・・・

658 選択 Ｔ２８ 2007-09-21 00:40:10 返信 報告

昨夜のドルチェ副所⻑と⼀緒か︖

しょうがねえな〜。じゃっおやすみ・・・。
 

また出遅れたっ︕

660 選択 ドルチェ 2007-09-21 01:24:52 返信 報告
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NYに時間がかかって出遅れちゃいました♡

カーディガンさんは泉⽔さんの美声と⽇本酒に酔いしれる…いいですね〜（＾＾*）
 あら︖カーディガンさんはドルチェより年下なのですか︕︖

 私は泉⽔さんよりほんのちょこっと年下の⼄⼥ですよ〜。
 頼りないお姉さんですが、これからもどうぞよろしくね♡

部⻑、もう寝た〜︖︖
 さっきまで⼀⼈でお話してたんですね。あはっ︕

 「GTO」のドラマの事「ギャランGTO」の説明と勘違いしてました（汗）もちろんあのドラマは知ってるよ〜♪でも
マンガが最初なのかな。へぇ〜へぇ〜。

ちなみに、ドルチェはねぇ〜、酔うとねぇ〜すっごいカワユクなります♡♡（きっと誰も信じてないんでしょ…イジ
イジ）

 ツッコマれるのも⼤好きなので、どんどんお願いね♡

和気藹々でいいですなあ（笑）。

662 選択 stray 2007-09-21 06:36:07 返信 報告

おはようございます。昨夜は飲んで英気を養いました。みんな、お気遣いありがとう︕

マンガは読みません。 
 ドラマは⾒ません。 

 お酒は強いほうです。種類は選びません。 
 プロレスは好きですが、STOは知りません（汗）。 

 副所⻑が酔うとどうなるか…知ってます（笑）。NYが⻑いのも。 
 部⻑が酔うとどうなるか…ますますつまらなくなります（笑）。 

 カーディガンさんがほろ酔いでカキコ…意外だったぁ。

以上、簡潔レスでした。 
 本家は本格的に揉めてるようですが、ここは和気藹々でいいですなあ。 

 誰が何を投稿しても⾃由ですが、ここのルールブックは私です。 
 楽しくない投稿は私の裁量で削除しますので。
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撮り貯めしていた証拠⾒っけ︕

667 選択 stray 2007-09-21 12:32:03 返信 報告

いや〜、ドルチェ副所⻑の眼⼒にはお⾒それしました。 
 ありました、やっぱり取り貯めしてたようです。 

 「IN MY ARMS TONIGHT」Sg PVに、こんなカットがありました。

上の帽⼦姿の映像は追悼ライブでは映らなかったです。 
 「眠れない夜…」と同じＴシャツなのが気になるけど、

 他にもたくさん撮り貯めした映像がありそうです。

＞まず（シングルなら）ジャケ写と同じ服格好で歌ってるフル映像というのがあるんじゃないか
と思います。 

 ん〜、ジャケ写を撮った場所・時期と、PV映像を撮った場所・時期は違うと思います。 
 AL「HOLD ME」のジャケ写真を撮った場所は、Sg「眠れない夜…」ジャケと同じだと思うのですが、 

 時期は少し違うんじゃないですかね︖ お顔が微妙に違うと思いません︖ 
 Le Port 写真集のクレジットには「Sagamiko, 1992」とありますが、何⽉の撮影なのかが書かれていない。 

 書くと、AL「HOLD ME」とSg「眠れない夜…」のジャケ写真が違う時期であるのがバレるからか︖ 
 AL「HOLD ME」のジャケが使い回しだとバレるからという逆も有りだけど、とっくにバレバレだよね（笑）。

ヤバッ︕眠くなってきた〜（笑）

690 選択 Ｔ２８ 2007-09-21 22:48:06 返信 報告

みなさん、こんばんは。

副所⻑、ゴメン寝ちゃった。（笑）
 結構粘って待ってたんだけど、カーディガンさんもおやすみになっちゃって、酔いも回って…。（笑）

 ＮＹ出張のお帰り待っていたんだけど、また覗いてたって疑われちゃうかな〜。（笑）

＞ ちなみに、ドルチェはねぇ〜、酔うとねぇ〜すっごいカワユクなります♡♡（きっと誰も信じてないんでしょ…
イジイジ） 

 ＞ ツッコマれるのも⼤好きなので、どんどんお願いね♡
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 カワユイんですか♡︖ いいな〜酔うとカワユイ⼥性って。⼀緒にいたら楽しそうですな〜。（笑）
あんまりたくさんボケないでねっ︕ 疲れちゃうから。（笑）

所⻑は、私と違ってお酒強いんだ。私は経済的な体で⽸ビール⼀本でも、気持ちよ〜くなれます。（笑）
 でも「雑酒︖」なのは⼀緒です。酒なら何でもＯＫです。

＞ 部⻑が酔うとどうなるか…ますますつまらなくなります（笑）。 
 ＞ 楽しくない投稿は私の裁量で削除しますので。

 だから酔って書いたとき、削除されたんだな。つまらなかったから〜。（笑）
 

個⼈的なお知らせ

675 選択 皐 2007-09-21 18:49:26 返信 報告

所⻑、個⼈的なスレ⽴ててすみません(> <;)その〜･･･。パソコンが壊れてしまいました･･･｡(苦笑)
 なので、使いやすく状態を戻すまで ちょっとの間サヨナラです＾＾

 元に戻ったらすぐにココへ遊びに⾏きますね☆ﾐ･･・うぁ〜︕字も打ちにくい!!(>⽫<;)(笑)

では、この辺で︕また逢いましょ〜︕︕(笑)（スペース使ってホントすみませんでした｡｡｡(焦)）

⾸⻑くして待ってるからね（笑）

676 選択 stray 2007-09-21 19:30:41 返信 報告

皐ちゃんのお⺟さんが壊しちゃたんじゃ…（笑）。
 了解です、早く直るといいですね。

 １⽇も早く復活されることを願ってます︕
 

あらら〜（＠＠）

683 選択 ドルチェ 2007-09-21 21:10:42 返信 報告
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皐ちゃん、パソコン壊れちゃったの︕︖
早く直して遊びに来てね︕

ＰＣレスキュー︖

686 選択 Ｔ２８ 2007-09-21 22:08:34 返信 報告

お⺟さん、実⼒⾏使︖（笑）
 部⻑が直して上げましょうか︖ いつでも連絡してくれればレスキューに⾏きますよ〜︕（笑）

 

「グロリアス マインド」の加⼯画

615 選択 皐 2007-09-19 21:47:44 返信 報告

久しぶりに⼤きな加⼯画像作ってみました〜︕♪♪
 元画像は所⻑と部⻑のお世話になって、組み合わせてみました(o^u^o)

 画質はどうしようもなかったので、⼤⽬に⾒てね♡(笑)

私の中で「グロリアス マインド」のイメージ⾊は“深緑”か“ワインレッド”だったので、
 こういう⾊合いの画像にしたんですが、皆さんはどんな⾊がイメージに湧きました??☆ﾐ

ごめん、笑ってしまった。

617 選択 stray 2007-09-19 22:04:11 返信 報告

皐ちゃん、⼤作ご苦労様︕
 悪いけど、クリックしたらいきなりド派⼿メイクの泉⽔さんが⽬に⾶び込んできて、

 思わず笑ってしまいました（笑）、ごめんね。

＞「グロリアス マインド」のイメージ⾊は“深緑”か“ワインレッド”
 ふ〜む、私は⿊をイメージしてます。無数の☆が輝いてて、泉⽔さんが宇宙の彼⽅へ去っていくような遠近感…。
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わかるかな︖（笑）

なんでですか〜ッ︕︕(笑)

618 選択 皐 2007-09-19 22:22:02 返信 報告

所⻑、それ何気に泉⽔さんに失礼ですよ︕(笑)
 「笑わないでよ︕」って泉⽔さんからお仕置きされちゃいますね〜︕(^⽫^)

 朝起きて鏡を⾒たら、きっと所⻑の顔にはラクガキが……(笑)

“「グロリアス マインド」のイメージ⾊”は⿊なんですね︕イメージ分かります(*^^*)
 メロディのせいか、なんとなくダークトーンだったり、切ない印象を持ちますよね＾＾

ホントにごめん♡

619 選択 stray 2007-09-19 22:33:27 返信 報告

皐ちゃん、泉⽔さん、平にご容赦を。
 武道館でもこの映像流れたとき、思わず笑ってしまったんです。

写真提供したら、私のイメージで作ってもらえますか︖（笑）

笑いすぎ︕︕(笑)

621 選択 皐 2007-09-19 22:50:07 返信 報告

私は全然いいんですけど(*^u^*)♪…笑われた泉⽔さんはどうすることやら…(笑)

あっ︕所⻑イメージの「グロリアス マインド」の加⼯画ですか︖☆
 OKですよ〜＼(^∀^)／もちろんお作りします︕だって特別研究員だもん♡(笑)

ありがとう♡

622 選択 stray 2007-09-19 22:54:29 返信 報告
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皐特別研究員様、どうもありがとう︕（笑）
じゃあ、写真⾒繕って、明⽇にでもアップしておきますので、よろしくどうぞ︕

P.S.武道館でもけっこう笑ってた⼈いましたよ（笑）。

頂きました♡

623 選択 Ｔ２８ 2007-09-19 23:00:36 返信 報告

皐ちゃん、こんばんは〜︕
 この画像⾒て固まっちゃった。カチンッ︕ってね。（笑）

 素敵すぎて⾒とれちゃいました。私いっつも⾒とれてばっかですね。（笑）
 ⾒つめすぎて、⽳明いちゃいそうですよ︕

 頂いてばかりで申し訳ないです。アリガト︕皐ちゃん♡

今⽇は夜更かしＯＫ︕なのかな〜。振り向くとお⺟さん⽴ってたりして・・・。（笑）
 

皐ちゃん、これでお願い（１）

624 選択 stray 2007-09-19 23:14:25 返信 報告

別スレ「ジャケ予想企画」とも関連しますが、
 グロリアス マインドのジャケ写真は、誰も⾒たことない画像を使うか、

 あるいは、やっぱりこの写真で来るか、どちらかだと思うんですよね〜。

泉⽔さんの洋服の⾊は「⽩」。これしかないですね。

皐ちゃん、これでお願い（２）

625 選択 stray 2007-09-19 23:16:46 返信 報告

たぶん、誰も⾒たことない写真です。
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追悼ライブのツアーパンフの１枚。

やはり洋服は「⽩」。こっちのほうが難しいかな︖

皐ちゃん、ありがとう♡

631 選択 ドルチェ 2007-09-20 01:17:32 返信 報告

久しぶりの画像、とっても嬉しいです♪
 ハデハデ泉⽔さんもいらっしゃいますね〜（笑）

「グロリアス マインド」のイメージカラーはやっぱりダーク系かなァ。
 右上の泉⽔さんと同じ時っぽい画像があったので貼っときます☆同じ︖違う︖どぉ︖︖

＃６２５は「もう少し あと少し…」の映像のもの︖
 あのアップの切なげな表情の泉⽔さん、すっごい好き♡

#625の映像

635 選択 stray 2007-09-20 07:37:39 返信 報告

ドルチェさんへ
 #625の写真は、⼤きめのライトシルバーのマイクが特徴的ですね。

 このマイク、追悼ライブの映像で確かに⾒た覚えがあります。
 記憶を頼りに昔の映像を調査中です。しばらくお待ちを。

突然お邪魔します。

636 選択 Lc 2007-09-20 09:11:52 返信 報告
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私も、ドルチェさん同様、坂井さんのあの切なげな表情、⼤好きです。特に、背後のライトで照らし出されるほぐれ
た(?)髪の⽑の⼀本⼀本が、切なさを倍増させているような気がします。でも、まだ、あどけなさの残る坂井さんの顔
が、なんともアンバランスだったりもしますね。

いつも ROM させていただいていたのですが、突然お邪魔してしまいました。こちらの研究所では、皆さん和気あい
あいと会話されていので、いつも楽しく読ませていただいてます。

ちなみに、promised you に初めて出会ったのが、YouTube 上での PV だったためか、スケベ親⽗がデレデレとした
ような気分になってしまうのは私だけでしょうか。でも、⼟曜ワイド版では、そのように感じないので不思議です。

ではでは、

P.S.
 皆さん、絵⽂字等の使い⽅に慣れていらっしゃるのですね。

はじめまして︕

639 選択 Ｔ２８ 2007-09-20 13:13:17 返信 報告

Lcさん、はじめまして、こんにちは。(^_^)
 この写真ホントに切なげな表情ですね。泉⽔さんって瞳ウルウルだから余計そう感じるのかも知れませんね。

> 皆さん和気あいあいと会話されていので、いつも楽しく読ませていただいてます。 
 そう⾔って頂けると嬉しいです。これからも、どんどんカキコして研究所を盛り上げて下さいね。

> スケベ親⽗がデレデレとしたような気分になってしまうのは私だけでしょうか。 
 まぁ私も似たようなものですね。（汗）

 ⽣き⽣きしている泉⽔さん⾒ていると、⽬尻下がりっぱなしですよ。でも、たまにホロリとします。（涙）

是⾮また、興味ある話題の時は遠慮せず⾶び込んで下さいね。

Ｐ.Ｓ. こればっかしは習うより慣れろ︕ですね。(^_^;) ←折⾓だから使ってみました（笑）
 

Lcさん、はじめまして︕

642 選択 ドルチェ 2007-09-20 17:10:18 返信 報告
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本当に泉⽔さんの切なげな表情、素敵ですよね。なんか胸がキュン･･･ってなっちゃいます。
それと、おくれ⽑（︖）も泉⽔さんの魅⼒のひとつですよね︕

いつも覗いてくださってたんですね＾＾
 ここのみんなは適度におちゃらけていて（笑）いいですよ〜♪

 所⻑のお宝画像等も必⾒です♡
 絵⽂字等は実はほとんど他の⽅のパクリです（＾＾*）クスッ。

こんばんは〜☆ﾐ

649 選択 皐 2007-09-20 21:29:22 返信 報告

所⻑へ＞
 加⼯画像了解です☆ﾐ完成まで待っていてくださいね(o^∇^o)

組み合わせはupされた2枚の画像だけで作成していいんですかね︖
 よし︕貴重な写真を無駄にしないよう、そして所⻑に気に⼊ってもらえるような画像が

 作れるよう頑張ります︕︕(o≧∇≦o)9
 P.S.えぇ!!(笑)ド派⼿メイクの泉⽔さんカッコイイのに、笑ってる⼈が他にも居たなんて…(笑)

T28部⻑へ＞
 貰ってくれてありがとうございますね︕部⻑、泉⽔さんの美しさに思わずフリーズですか︖(笑)

 でも、このキレイさを⾒てスルーしちゃう⼈は絶対いないですよね〜(=^⽫^=)
 ＞頂いてばかりで申し訳ないです。

 私も部⻑にVTR頂いたじゃないですか☆ﾐこの画像を作れたのも部⻑のおかげです(o^u^o)
 P.S.昨夜は⺟がお出かけしてたので、気兼ねなく⾃由に過ごしていたんです♪♪(笑)

ドルチェさんへ＞
 こんばんは☆ﾐ画像にはハデハデ泉⽔さんも⼊れちゃいました〜♪♪しかも真ん中に︕(笑)

 ドルチェ先輩も「グロリアス マインド」のイメージカラーはダーク系なんですね＾＾
 “ダーク”ってところは、もしかしたらみんな⼀緒なのかも??

 ところで、載せてくれてる泉⽔さんの画像、ホント右上のと似てますね︕
 服装といい、髪型といい…私も同じ時に撮られた写真だと思いました☆ﾐ

https://bbsee.info/straylove/id/615.html?edt=on&rid=649
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Lcさんへ＞
初めまして皐と申します(o^∇^o)

 stray所⻑がupして下さった“切なげな表情の泉⽔さん”すごくキレイですよね☆ﾐ
 まぁ、キレイじゃない時なんてないですが(笑)私もすごく⼤好きな1枚となりました(o^u^o)

 Lcさん 良かったらまたお話しして下さいね☆では失礼します＾＾
 P.S.絵⽂字はT28部⻑の⾔う通り“慣れ”ですかね(^⽫^)ゞ(笑)

よかった〜︕

651 選択 Ｔ２８ 2007-09-20 22:05:29 返信 報告

皐ちゃん、こんばんは〜︕

よかったよ〜︕後ろにお⺟さんが⽴っていなくて。（苦笑）
 ＰＣ禁⽌にならないように、気を付けてね〜︕(^^)/

 

部⻑こんばんは♪

652 選択 皐 2007-09-20 22:25:46 返信 報告

今⽇もお⺟さん居ないので、パソコン付けてます♡(笑)でも、もう寝なきゃなぁ〜(>U<;)
 明⽇からは背後に⽴たれるかもしれません。怖ぁ〜い︕︕(笑)

では、おやすみなさい♡

皐ちゃんへ

663 選択 stray 2007-09-21 07:17:46 返信 報告

すみませんね、わがまま⾔って。
 加⼯画像ですが、２枚のうち、遠近感を出し易いほうを使って下さいという意味です。

 選択はもちろん皐ちゃんにお任せします。ごめん、説明を端折るクセあるので（笑）。
 なんぼでも待ちますよ〜、よろしくネ︕
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⼤きめのライトシルバーのマイク発⾒︕

668 選択 stray 2007-09-21 12:40:03 返信 報告

KOH研究員が「MUGEN」の映像をゲットしてくれました。
 45秒ほどZARDのニュースがあり、この写真は「揺れる想い」の映像をキャプしたもので

す。

画質が粗いのですが、⼤きめのライトシルバーのマイクを持っています。
 #625と同じですね。

 ということは、#625も1993年に⽇本⻘年館で撮ったもの。

カーディガンさん
 この切なそうな泉⽔さんの映像、追悼ライブで流れましたっけ︖

｢君がいない」でした。

669 選択 stray 2007-09-21 13:15:23 返信 報告

失礼。
 追悼ライブの｢君がいない」映像の間違いでした。

辞令（アネ研研究員）

614 選択 stray 2007-09-19 21:35:52 返信 報告
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 アネ研 殿

  研究員（ほぼ常勤）を命ずる

         2007年9⽉19⽇  
          ZARD研究所所⻑ stray ♡

ホンモノの研究⽣活で培った経験と鋭い洞察⼒をもって、 
 本研究所を「ZARD研究⽇本⼀」にして下さい。（何だか⼈ごとみたい）

ZARD研究所の陣容

620 選択 stray 2007-09-19 22:35:08 返信 報告

皆さんはもちろんのこと、私も誰が研究員かわからなくなってきたので（笑）、
 この辺でZARD研究所の陣容を整理しておきます。（敬称略）

  所 ⻑  stray
   副所⻑  ドルチェ

   ⼈事部⻑・図書館⻑・宣伝部⻑（⻑っ） Ｔ２８
   研究員  カーディガン

   研究員  KOH
   研究員  アネ研

   特別研究員  皐

漏れてる⼈いませんよね︖（笑）

なしぼーさん、最近お⾒かけしませんが忙しいですか︖
 研究員の席空けて待ってますからね（笑）。

特別研究員は、⾳楽・芸術等の分野で類稀な才能を有すると私が認めた⼈です。
 ホームページ作成に（とくにcss）お詳しい、ZARD FREAKを募集しております。

 我こそはと思われる⽅は、是⾮ご応募よろしくお願いします︕

なしぼーさんの席と、１名の特別研究員をもって、研究員募集は⼀旦終了させていただきます。
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所⻑、先輩がたへ

627 選択 アネ研 2007-09-19 23:41:25 返信 報告

このたびは、ありがたき辞令をいただき、感謝いたします。
 これよりさらなる、明鏡⽌⽔な精神で、ZARD 坂井泉⽔さんの研究に⽇夜励みたいと思います。

アネ研

（なんだかお相撲さんみたい）

PS 所⻑、研究所のポリシーに共感したのも確かですが、⼈事部⻑T２８さんの勇敢とお茶⽬さに誘われました。

（これで酔ってお⾦がない時迎えに来てくれるかな︖）

アネ研さんへ

628 選択 stray 2007-09-19 23:47:56 返信 報告

ご丁寧にありがとうございます。
 こちらこそどぞよろしくお願いします。

たしかに使者を前にお相撲さんが述べる⼝上（４字熟語）に似てますね（笑）。

＞⼈事部⻑T２８さんの勇敢とお茶⽬さに誘われました。
 部⻑から賄賂でも貰いましたか︖（笑）

恐縮ですが、上の「問い合わせ」から空メールを送信してください。
 明⽇になると思いますが、付属図書館への招待状をお送りしますので。よろしくどうぞ︕

アネ研さん研究員就任おめでとう︕

629 選択 Ｔ２８ 2007-09-19 23:55:32 返信 報告

こんばんは。
 アネ研研究員って、「けんけん」してて⾔いにくいっすね。（笑）
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どうかこれからも、ZARD／坂井泉⽔（さん）研究に励んで下さい。期待しています。
今後ともよろしくどうぞ︕

> PS 所⻑、研究所のポリシーに共感したのも確かですが、⼈事部⻑T２８さんの勇敢とお茶⽬さに誘われました。

何か誉められてる︖（嬉）調⼦に乗らないように気を付けよっと。（笑）

> （これで酔ってお⾦がない時迎えに来てくれるかな︖）

あ〜、それは無理だな︕ 迎えに⾏きたくても私も酔ってる可能性⼤︕（笑）
 

よろしくお願いしまーす︕

630 選択 ドルチェ 2007-09-20 01:03:38 返信 報告

アネ研さん、おめでとうございます♪
 坂井泉⽔さん研究、⼀緒に頑張っていきましょうね＾＾

所⻑殿、休息してました。

640 選択 なしぼー 2007-09-20 14:32:14 返信 報告

こんにちは。３連休、⼦供の運動会やらで、疲れてました。ちょっとへこんでたせいもあるけれど・・・。
 研究員の席空けて、待ってて頂いてありがとうございます。もう少しパソコン、ボケとツッコミ、空気を勉強してか

らの⽅がいいような気もしますが、⼤丈夫でしょうか︖
 審査して下さいね♪     

 

なしぼーさん、お久しぶりです︕

644 選択 stray 2007-09-20 17:14:55 返信 報告

あれこれ悩むより、パソコンも、ボケとツッコミも、ここの空気も、
 中に⼊って揉まれたほうが上達すると思うので、無理⽮理⼈事を進めますね︕（笑）
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明⽇、辞令を交付しますので受理に来て下さい。
どうぞよろしく︕

ちょっと挨拶が遅れました・・・(>u<;)

650 選択 皐 2007-09-20 21:31:33 返信 報告

アネ研さん研究員就任おめでとうございます︕︕＼(^∀^)／
 多分私が⼀番下っ端(笑)なので、⾊々お願いしますね☆ﾐ

 みんなで研究頑張りましょ〜♪♪

お祝い、ありがとうございます。

659 選択 アネ研 2007-09-21 00:52:13 返信 報告

所⻑殿
 「ZARD年表」に少しでも協⼒できればと、がんばります。

T２８⼈事部⻑殿
 ZARD研究所の内外のおける諸問題の折には突撃隊⻑にお供します。

ドルチェ副⻑殿
 お宝映像に声援と、研究所の規律に協⼒します。（⼟⽅歳三か︖）

なしぼー殿
 ⼩⽣、パソコンにはうといので、いしょに学びましょう。

皐殿
 しばらくは読み⽅がわかりませんでした。m(_ _)m

 ミスZARD研究所の親衛隊として、芸術作品の誕⽣に応援したいと思います。

宜しくお願いします。
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武道館映像の解析

507 選択 stray 2007-09-17 09:53:59 返信 報告

研究所らしくいきます︕

Tandoさんのレビューにもありますが、「発掘アイドルCOLLECTION2」（アサヒ芸能増刊︔1997年4/30号）に、
 ZARDのPVロケ情報が詳しく載っています。それによると、

「負けないで」ジャケ・・・91年11⽉スタジオにて
 「この愛に泳ぎ疲れても」PV・・・93年11⽉⽇本武道館（あとで⽇本⻘年館と判明）

となっています。今回の未公開映像の多くは、⽇本⻘年館で撮られたものだと思われます。

1995年9⽉には、モナコ（AL「TODAY…」）、イギリス（REALのTシャツでお馴染みの映像）で
 ロケを敢⾏しています。

また、AL「OH MY LOVE」のPVは、テレ朝のスタジオでＭステスタッフの⼿で撮影されたことがわかっています。
 時期はAL発売前の1994年春が有⼒です。この映像も今回かなりありました。

武道館レポートの中で、AL「HOLD ME」の幻PVがあったと書きましたが、
 まだはっきり検証できておりません。幻PVの有無に関しては、

 「素直に⾔えなくて」と「遠い⽇のNostalgia」の映像がポイントになりそうですが、
 私はどちらもまったく記憶が⾶んでいます。引き続き情報をお願いします。

武道館映像の解析（追加）

508 選択 stray 2007-09-17 09:59:26 返信 報告

「発掘アイドルCOLLECTION2」によると、

Sg「愛は⾒えない」スチール撮影・・・94年6⽉葉⼭

となっています。あとで画像アップします。

94年6⽉葉⼭の写真
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509 選択 stray 2007-09-17 10:08:39 返信 報告

Le Port 写真集の１枚です。
 クレジットに「Hayama,1994,June」とあります。

密葬の遺影に使われた写真の表情によく似ています。

2002年6⽉葉⼭の写真

510 選択 stray 2007-09-17 10:11:34 返信 報告

上の写真の隣のページの写真です。同じ時期に撮ったように⾒えますが、
 クレジットには「Hayama,2002,June」とあります。

 Hayama,1994,Juneの間違いでは︖WEZARDに確認する必要がありそうです。

この⼀輪挿しの映像が、ライブの「瞳閉じて」で映ったように記憶してますが、皆さんいか
がですか︖

発掘アイドルCOLLECTION2から（１）

511 選択 stray 2007-09-17 10:15:22 返信 報告

本⽂なし
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発掘アイドルCOLLECTION2から（２）

512 選択 stray 2007-09-17 10:18:18 返信 報告

「⼼を開いて」のPVは、96年3⽉六本⽊のスタジオで、とあります。

「眠り」の、淡いブル－のノ－スリ－ブワンピース姿の映像は、このときのものかも︖

発掘アイドルCOLLECTION2から（３）

514 選択 stray 2007-09-17 10:25:46 返信 報告

「ZARD INFORMATION」なる冊⼦︖があったようですね。

ＦＣの前進︖ 私は知りません。
 

発掘アイドルCOLLECTION2から（４）

522 選択 stray 2007-09-17 12:02:31 返信 報告

「もう少し あと少し…」PV撮影中 93年7⽉、K'sスタジオにて
 とあります。
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ライブでもこのセーター姿（7⽉なのに︖）の映像が流れたました。

追悼盤CD「Soffio…」のジャケ写真もこのセーター︖

だとしたら、
 「もう少し あと少し…」には泉⽔さんの強い想い⼊れが感じられてなりません。

Re:武道館映像の解析

524 選択 stray 2007-09-17 12:51:43 返信 報告

以上ライブでの1999年の作品だけをまとめると、

発売⽇ 収録AL 演奏曲名 
  91.12  2nd  ひとりが好き 

  91.12  2nd  不思議ね… ・・・⽩⿊の柄ものブラウス︖（⼩スタジオ） 
  91.12  2nd  素直に⾔えなくて 

  92.9  3th  遠い⽇のNostalgia 
  93.5  Sg8c/w Just for you 

  93.5  4th  揺れる想い 
  93.7  4th  Season 

  93.7  4th  IN MY ARMS TONIGHT ・・・歌詞間違えて⾆をペロっと。破れのあるGパン 
  93.7  4th  I want you 

  93.7  4th  君がいない 
  93.7  4th  負けないで ・・・Ｍステ最後の出演映像

●93.7 K'sスタジオにて「もう少し あと少し…」PV撮影

 93.9  Sg9  もう少し あと少し
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●93.11 ⽇本⻘年館にて「この愛に泳ぎ疲れても」PV撮影
 
 94.2  Sg11  この愛に泳ぎ疲れても ・・・ほぼSgのPV

●94.春 テレ朝スタジオでAL「OH MY LOVE」PV撮影

 94.6  5th  あなたに帰りたい ・・・⿊いレース⾵のドレス、電球で飾られたステージ 
  94.6  5th  I still remember ・・・タイトな⿊のパンツスーツ︖ 

  94.6  5th  きっと忘れない 
  94.6  5th  Oh my love ・・・短パン（⾜チョ〜キレイ） 

  94.8  Sg12  こんなにそばに居るのに

 95.8  Sg16c/w 眠り ・・・淡いブル－のノ－スリ－ブワンピース

●95.9 モナコ、イギリスでロケ

 96.7  7th  突然 
  96.7  7th  君がいたから 

  96.7  7th  サヨナラはこの胸にいます ・・・バスの中の映像と、歌わない⽩ブラウス姿 
  96.7  7th  ⼼を開いて ・・・LAロケ未公開映像、⾃転⾞乗ってCKの⿊のリュック背負って⼿

を振る 
  96.7  7th  Todays is another day ・・・PV＋PVロケ未公開映像 

  96.7  7th  愛が⾒えない ・・・PV＋PVロケ未公開映像 
  96.7  7th  マイ フレンド ・・・PV＋PVロケ未公開映像︖ 

  97.1  Sg19  Don't you see! ・・・PV＋PVロケ未公開映像（ド派⼿） 
  99.2  8th  少⼥の頃に戻ったみたいに ・・・⼤野愛果さんバンドINでピアノVer 映像なし 

  99.2  8th  永遠 ・・・PV＋PVロケ未公開映像

だいぶ、⾒えてきたような気がするけど…
 カーディガン研究員、どう︖

Re:武道館映像の解析

525 選択 Ｔ２８ 2007-09-17 13:18:05 返信 報告
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stray所⻑、こんにちは。
以下の、ZARD追悼ライブ"What a beautiful memory"レポート、もし参考になれば幸いです。

ttp://blogs.yahoo.co.jp/yuko_mimura/50129565.html

ご存じでしたら、申し訳御座いません。

Ｐ.Ｓ. 別館、お気に⼊りに登録して下さいね︕ まぁ気に⼊らねぇだろうけど。(笑)
 

すごいね︕

526 選択 stray 2007-09-17 13:39:47 返信 報告

部⻑、ありがと︕︕︕♡♡♡♡♡
 こんなすごいサイト知ってるんなら早く教えてよ（笑）。

 考えるまでもなく全部解決じゃんか（笑）。

昨⽇の失態取り返したね（笑）。
 お気に⼊りに登録したよ、紹介してくれたサイトをだけど（笑）。

「この愛に泳ぎ疲れても」AL ver.PVより

527 選択 stray 2007-09-17 13:45:48 返信 報告

「この愛に泳ぎ疲れても」のアルバムver.のPVキャプチャです。

⻩⾊っぽい似た洋服が２つあるんです。
 ライブのオープニング「揺れる想い」は、中左の洋服でした。中右のジーンズには破れがあり

ます。

左下の画像は前にもアップしましたが、エクステンションであることがライブ映像ではっきり
わかりました。

右下の髪を束ねてないジージャンの映像もありましたね。私はこれが「HOLD ME」PVなのかなと…。
 

「もう少し あと少し…」Sg ver. PVより

https://bbsee.info/straylove/id/507.html?edt=on&rid=526
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=526
https://bbsee.info/straylove/id/507.html?edt=on&rid=527
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=527
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/13f320e7b5ead1024ac95c3b208610db.jpg


530 選択 stray 2007-09-17 14:41:56 返信 報告

「もう少し あと少し…」シングルver.のPVキャプチャです。泉⽔さんが動かない静⽌画ver.で
す。

紫っぽく写ってますが、#522を横から撮ったものが下の写真でしょう。

「もう少し あと少し…」は93年9⽉発売ですから、同年7⽉のプロモ制作は辻褄が合います。

それにしても7⽉にセーターとは…。promised youジャケも案外、夏かも知れません。

「君がいない」Sg ver. PVより

533 選択 stray 2007-09-17 14:56:43 返信 報告

「君がいない」シングルver.のPVキャプチャです。
 モノクロで、スタジオ内で撮影したものです。

ピースしている泉⽔さんの映像がスカパー追悼番組で紹介されましたが、
 ライブもこの映像だったと記憶しています。

とりあえずの結論です。

534 選択 stray 2007-09-17 15:48:41 返信 報告

武道館追悼ライブ映像の解析結果（1999年までの作品）

●92年初頃、⼩さなスタジオで撮影
  ひとりが好き・・・１コーラス。⿊ジャケット

  不思議ね… ・・・⿊いトレーナーにジーンズ。
  素直に⾔えなくて・・・⽩⿊の柄シャツ、＆スパッツ︖
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●93.7頃、スタジオで撮影
 君がいない・・・ヤフー動画と同じ。最後にピースする。

  もう少し あと少し・・・特典DVDの映像＋スタジオでの歌。⽩いセーター、ジーンズ。

●93.11、⽇本⻘年館にて撮影
  遠い⽇のNostalgia・・・座って歌う。

  揺れる想い・・・⻩⾊い上着・⽩いシャツ・ジーンズ。マイク位置を調整しようとして失敗する。
  Just for you・・・「揺れる想い」と同じ⾐装か︖座って歌う。

  Season・・・１コーラス。ブルーセーター、ジーンズ。（この愛と同じ）
  IN MY ARMS TONIGHT ・・・ジーンズの上下。破れのある501。間奏で⽔を飲む。歌詞間違えて⾆をペロっ

と。
  I want you・・・ブルーのトレーナー。かなり激しく動く。

  この愛に泳ぎ疲れても ・・・ほぼAL ver.のPV

●94.春、テレ朝スタジオで撮影
  あなたに帰りたい ・・・⿊いレース⾵のドレス、電球で飾られたステージ、客席サイリューム

  I still remember ・・・タイトな⿊のパンツスーツ︖
  きっと忘れない・・・︖

  Oh my love ・・・ジーンズの短パン＋⽩シャツ（⾜チョ〜キレイ）

●SgPV流⽤
  こんなにそばに居るのに・・・SgのPV︖ インストでメンバー紹介。

  サヨナラはこの胸にいます ・・・バスの中の映像と、歌わない⽩っぽいブラウス姿

●SgPV＋海外ロケ未公開映像
  ⼼を開いて ・・・⾃転⾞乗ってCKの⿊のリュック背負って⼿を振る

  Todays is another day ・・・PV＋PVロケ未公開映像
  愛が⾒えない ・・・PV＋PVロケ未公開映像

  マイ フレンド ・・・PV＋PVロケ未公開映像︖＋スタジオ。グレーのシャツ︖
  Don't you see! ・・・PV＋PVロケ未公開映像（ド派⼿）

  永遠 ・・・PV＋PVロケ未公開映像



●TV出演流⽤
 負けないで ・・・Ｍステ最後の出演映像

●撮影時期・場所不明
  眠り ・・・淡いブル－のノ－スリ－ブワンピース

  突然・・・⽩⿊の横縞のトレーナー。
  君がいたから・・・グレーのＴシャツ︖

髪をサイドアップにしたお顔と、そうでないお顔とでは、
 ガラッと雰囲気が変わってみえます。

 ⽇本⻘年館の映像がすべて同じ⽇に撮ったとしたら驚きですね。

「眠り」は、95年8⽉発売の16thシングルのc/wで、アルバム未収録
 であることから、テレ朝スタジオで撮影したとは考えにくく、

 96年7⽉発売の7thアルバム収録の「突然」「君がいたから」と合わせて、
 撮影時期・場所不明としました。

ご意⾒および誤りのご指摘どうぞよろしくお願いします。

おまけ・・・「眠れない夜を抱いて」Sg PV

535 選択 stray 2007-09-17 16:12:17 返信 報告

Le Port DVD に未収録なんですね。

超カッコいいですよ︕

あまり画質良くありませんが、リクエストがあれば配信しますので、

Re:武道館映像の解析

536 選択 カーディガン 2007-09-17 16:30:06 返信 報告
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お返事が遅くなり申し訳ございませんでした。

以上ライブでの1999年の作品だけをまとめると、>

1999年までの作品で、という意味ですね。発売⽇ 収録AL 演奏曲名は合っているとして、映像が、この時期に撮ら
れたものかどうかは、私には分りかねるところです。資料が少ないので、あまり詳しくは特定できないかと思いま
す。

あと、遠い⽇のNostalgia は座って歌っていたと思います。確かに、⽬をいろんな⾓度に振りながら歌っていました
ね。オレンジっぽいワイシャツにジーンズだったかな・・・。うろ覚えです。＃534のとおりの結論で⼀応は落ち着
くところでしょうか。

 細かいことですが、「サヨナラはこの胸にいます」は 「サヨナラは今もこの胸に居ます 」ですね。ただの省略だと思
いますが。

promised youの会議招集の記事があったと思いますが、記事は永久保存だと思ってずっと今⽇は探していました
が、ありませんでした。削除しましたか︖あと、promised youの会議の件はどのように︖古い記事は閲覧はできな
いですか︖

 

カーディガンさんへ

537 選択 stray 2007-09-17 16:39:47 返信 報告

こんにちは〜。ご指摘の件すべてその通りで私のミスです、申し訳ありません。
 遠い⽇のNostalgia・・・「座って歌っていた」はすでに書きましたので、

 「オレンジっぽいワイシャツにジーンズ」を︖付けて追記します。

図書館の件ですが、私がここで「会議召集」のスレを⽴てたら、図書館会議室にお集まり下さい、
 ということで、今のところ会議は⼀度も開いておりません。

 了解でしょうか︖

Re:カーディガンさんへ

538 選択 カーディガン 2007-09-17 16:51:48 返信 報告
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stray様へ
いえいえ、ミスというほどではございません。ただ、所⻑様の詳しい研究に脱帽したので、細かいところでチェック
したところをご指摘したほうがいいかな、と思っただけです。

 「会議召集」のスレの件ですが、了解です。ただ、記事が多いので、⽬⽴つように、なるべく皆さんが、⾒逃さない
ようにご配慮いただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

 

カーディガンさんへ

539 選択 stray 2007-09-17 16:53:48 返信 報告

了解です。いえいえこちらこそ鋭くチェックしてもらったほうが助かりますので。

会議を招集するときは【重要】と付けます。
 あとは全部無視して下さってかまいませんので（笑）。

Re:武道館映像の解析

545 選択 ドルチェ 2007-09-17 22:55:51 返信 報告

所⻑、所員のみなさまこんばんは︕
 武道館の解析すごいですね︕︕

＃５０９と＃５１０は時期的に離れていて正解だと思いますよ〜。特別な根拠はございま
せんが（汗）

 ５０９は左の画像の別バージョンですよね。（×をクリックしたら画像⾒れます笑）

あとZARD INFORMATIONはFCの前⾝です。確かZARD友にコピーをもらった記憶が…。
探してみますね。

＃５２７「この愛に泳ぎ疲れても」のPVは⾊んな映像の切り合わせですよね。曲と⼝の動きが全く合ってないのが多
くあったので予想はしてたけど。

 所⻑が書かれてるように左中写真で歌っているのは「揺れる想い」（前のベストだっけ︖特典より）
 右上から１，２枚はギャオの追悼動画で流れた「君がいない」PVの⼀部です。
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右下の動いてる映像をもう少し⾒たーい︕あれが幻の「HOLD ME」PVかもしれないんですね♡
＃５３３「君がいない」PV右上写真は「果てしない夢を」でも出てくるような…これは全く⾃信なし♡

＃５３５「眠れない夜を抱いて」PVは私も⼤好き︕
 ビデオなら持ってるけど何回も⾒過ぎてテープ切れそうです（泣）なので配信して欲しいです♡♡

お疲れさまです。

546 選択 アネ研 2007-09-17 22:58:29 返信 報告

所⻑さん、T28さん、カーデガンさん武道館の解析、お疲れ様です。読みながら、すごいすごい、なるほどなるほど
と感⼼しました。

 わたしも⼀⾔書いてみます。
 先⽇の泉⽔さんのジャージの写真「仮称 ちゃんとやってよ」の腕組みが⽬に焼きついたと思ったら、武道館の映像

でも腕組みがあったので、なんの影響か考えています。
 また、映像を⾒て思ったことをいくつか。

 初期はあまり髪をあまり束ねてない。
 カメラマンがかなり写っているところから、カメラ割⽤か照明⽤のテストの映像では︖

 泉⽔さんがカミパッツク（ペットボトルかな︖）の飲み物を飲むところも、本番ではないような気もする。
 まとめると、髪を⼀本結びしてないのは、本番の仕事モードではないからではあるまいか。

 でも、かわいいからOK（笑)

ドルチェさんへ

547 選択 stray 2007-09-17 23:03:53 返信 報告

こんばんは♡

ZARD INFORMATIONあるんですか︕︕是⾮、寝ないで探して︕（笑）

＞「この愛に泳ぎ疲れても」のPVは⾊んな映像の切り合わせですよね。
 そのとおりですね。さすが︕
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「果てしない夢を」は、⻑嶋さんと⼀緒に歌ってる映像があるので、
スタジオや⿊い服が同じなのでそう感じるだけかと思います。時期が違いますよね︖

問題は、＃５２７の下２枚なんです。
 サイドアップにしたのと、髪を下ろしたので、ぜんぜん違うんですよ。

 武道館のライブでも、髪を下ろして上下ジーンズの映像が２〜３あったのですが、
 同じ⽇に撮ったとは思えない。でも泉⽔さんならあり得るかも（笑）。

 左の茶⾊い髪の部分は間違いなくエクステンションです。

じゃ、ZARD INFORMATIONよろしく︕︕（笑）

なるほど

548 選択 stray 2007-09-17 23:07:19 返信 報告

アネ研さん、こんばんは。
 なるほど、鋭いご指摘です。

 髪を⼀本結びしてないのは、「カメリハ」だってことですね︕

⼗分説得⼒あります。ジーンズ上下は泉⽔さんの私服で、
 髪をサイドアップにして着替えて本番…。

なるほど、可能性⾼いですよ。
 撮影場所やセットを考えると、＃５２７の下２枚は同じ場所としか思えないので。

葉⼭での２枚

549 選択 stray 2007-09-17 23:17:01 返信 報告

ドルチェさん。
 どうもありがとう︕

わかりました。＃５０９は中に⿊いワンピース着てるんだ。ちらっと⾒えますもんね。
 ＃５１０は2002年で「瞳閉じて」の頃でいいわけだ。
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←密葬の遺影は2002年でいいんですね。
（前にZARD掲⽰板でそう断⾔しちゃったんで）

投稿したての時は×になるけど、上に戻って「記事閲覧」をクリすると表⽰されます。

どうもありがとう︕︕
 

ドルチェさんへ

550 選択 stray 2007-09-17 23:21:19 返信 報告

#509の写真、髪がペシャーンってしてない︖
 #527の半年後なんだけど。

これが武道館ライブの映像だ︕（１）

557 選択 stray 2007-09-18 13:29:36 返信 報告

画質が悪くて申し訳ないですが、

武道館ライブで「Oh my love」を歌う泉⽔さんです。

⾜が超〜キレイです。13,000⼈が全員うっとりしてました（知らないけど）。

これが武道館ライブの映像だ︕（２）

558 選択 stray 2007-09-18 13:40:00 返信 報告

髪を下ろしてます。
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これはどの曲でしたっけ︖

これが武道館ライブの映像だ︕（３）

560 選択 stray 2007-09-18 14:22:28 返信 報告

Don't you see のド派⼿メイク。

はっきり⾔って似合いません。怖いです（笑）。

これが武道館ライブの映像だ︕（４）

561 選択 stray 2007-09-18 14:26:50 返信 報告

｢⼼を開いて」の映像。

ロケ未公開映像で、群集の中を⾃転⾞に乗って通りすぎる際、満⾯の笑みで⼿を振ってます。

この表情がいちばんカワイらしかったかな。
 

是⾮、ダウンロードを。
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562 選択 stray 2007-09-18 14:29:43 返信 報告

以上、ＴＢＳ「２時っチャオ︕」映像のキャプチャでした。

部⻑がアップしてくれた映像ですが、是⾮ダウンロードして下さい。#543スレです。

ズムサタより武道館映像が多いですよ。

「果てしない夢を」PVから

573 選択 stray 2007-09-18 16:51:19 返信 報告

副所⻑が、正解でした。

「果てしない夢を」PVは、⻑嶋⽒と⼀緒に写ってる静⽌画が挿⼊されているだけで、
 「君がいない」PV映像の使い回しでした。

よく⾒てるなあ、感⼼しちゃった♡
 「眠れない夜を抱いて」PV……了解︕

Re:是⾮、ダウンロードを。

584 選択 カーディガン 2007-09-18 21:53:34 返信 報告

stray所⻑、皆様こんばんは。
 部⻑様がアップしてくださった映像をDLさせていただきました。97.2MBで、５分５９秒でDLできました。

 とても画質もよく、内容も素晴らしいですね。
 部⻑様、お疲れ様でした。そして、ありがとうございました。

Re:武道館映像の解析

585 選択 ドルチェ 2007-09-18 21:58:24 返信 報告
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まず最初に所⻑、ゴメンナサイ︕
ZARD INFORMATIONの件は私の勘違いでした…ゴメンネ。

 でも引き続きどういう物か調べてみますね♡

私の投稿画像ちゃんと表⽰されてるんですね︕
 最初×だったので諦めてたけど、良かったぁ（＾＾*）

 ＃５４９写真は２００２年でOKだと思います︕
 ＃５０９写真は確かに髪ペシャーンですね〜。結んでるからかな︖︖

 ＃５５７「Oh my love」映像。泉⽔さん⾜⻑〜い︕︕素敵︕
 どの泉⽔さんもマジで最⾼です♪

 ⾜がチラ⾒えしてる画像があるので貼っときますね。
 懐かしのNO．より「⾬に濡れて」です♡

追伸︓「果てしない夢を」PVの件調べてくれてありがとね︕

ホンモノの「⾬に濡れて」

587 選択 stray 2007-09-18 22:31:17 返信 報告

副所⻑、今⽇はお早いお帰りで（笑）。
 全部了解です。

この映像は「⾬に濡れて」とまったく無関係なのですが、
 「BESTリクメモ」の全曲紹介で使われてますね。

 持ってるから知ってると思うけど、踊り⽅がすっごく激しいのよね〜。
 ライブでは「I want you」でこんな踊り⽅してました。よね︖皆さん（笑）。

 たぶん同じ⽇に撮ったんだと思います。

で、ホンモノの「⾬に濡れて」の映像がこちら。
 歌に合わせてハーフレインコート着てます。

カーディガンさんへ
 この星空みたいな演出、ライブの「あなたに帰りたい」と同じでは︖
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5th AL 全曲紹介 から

588 選択 stray 2007-09-18 22:35:33 返信 報告

これも泉⽔さんが激しく踊っています。

ライブの「I want you」映像に酷似しているように思いますが。

もう⼀丁、

589 選択 stray 2007-09-18 22:37:22 返信 報告

5th AL 全曲紹介 から
 懐かしの NO.です。（エヌオーと読む）

この映像もライブで出てきたような気がするんだけどな…

Re:ホンモノの「⾬に濡れて」

590 選択 カーディガン 2007-09-18 22:54:38 返信 報告

stray様
 この星空みたいな演出、ライブの「あなたに帰りたい」と同じでは︖＞

 「あなたに帰りたい」はテレビ朝⽇のスタジオだったようですが。星空ではなかったと思いますが。
 私も、只今、いろいろなライブのレポをつなぎ合わせて、武道館の資料をつくっていました。作成したら、メールな

どで送信したいと思います。
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P.S.武道館でのグッズ販売なども書いたほうがいいでしょうか︖ほかのサイトなどでも書かれているので、特にいら
ないかとも思いましたが。

 

『⾬に濡れて』みたいですね

591 選択 アネ研 2007-09-18 22:56:39 返信 報告

先⽇のコンサートで内⼼「ZARD掲⽰板」でも話題になった、この『⾬に濡れて』を期待してたけど、なかったです
ね。

 誰か、泉⽔さんが激しく動きまくるとか⾔ってたので⾒たかったです。
 しかし、これにかぎらず、初期の泉⽔さんって洋楽の影響でか、本能の（Hな)詞やサングラスなどロックにいかれて

る、ロック⼤好きなオネーちゃんみたくていいですね。
 （気分悪くした⼈いたらごめん）

カーディガンさんへ

594 選択 stray 2007-09-18 23:03:38 返信 報告

こんばんは、解析ご苦労さまです（笑）。

5th AL「OH MY LOVE」を、テレ朝のスタジオで撮影したのです。
 ステージも☆に包まれましたが、私は、⿊レースドレスの泉⽔さんの背景も☆だったように覚えてます。

レポートどうぞよろしく︕

Re:武道館映像の解析＃558

595 選択 カーディガン 2007-09-18 23:04:18 返信 報告

stray様

「素直に⾔えなくて」か「ひとりが好き」のどちらか

という情報が、本家ライブ掲⽰板よりたどったサイトから判明しました。
 http://photos.yahoo.co.jp/ph/two_attack/lst?.dir=/bab5&.src=ph&.order=&.view=t&.done=http%3a//p
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hotos.yahoo.co.jp/ 
真偽につきましては、もう少し、ほかの情報とすり合わせたほうがよさそうです。

アネ研さんへ

596 選択 stray 2007-09-18 23:10:56 返信 報告

こんばんは、そろそろ正式にお⼊りになりません︖（笑）

私も「⾬に濡れて」が⼤好きで、もちろんZARD ver.のほうですが。
 ♪古いビルに逃げ込んだ moon

 こんな詞を書ける⼈は泉⽔さんしかいません。moonがいいんですよね︕

＞本能の（Hな)詞やサングラスなどロックにいかれてる、ロック⼤好きなオネーちゃんみたくていいですね。
 いやあ、そういうZARDを、泉⽔さんを好きなファンって多いですよね︕

 特に初期のファンの⽅は「眠れない夜を抱いて」の映像なんかみるとゾクゾクしてくるのでは︖
 と思ってPVをageたのですが…（笑）。

カーディガンさんへ

597 選択 stray 2007-09-18 23:12:04 返信 報告

貴重な情報どうもありがとう︕
 引き続き調査を続けてください。よろしく︕︕♡♡

グロリアス マインドの映像は

638 選択 stray 2007-09-20 13:11:05 返信 報告

上︓「２時っちゃお」の映像
 下︓AL「OH MY LVE」PV映像から

テレ朝Mステスタッフ撮影の映像ですね。
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2007/9/17 ＴＢＳ「２時っチャオ︕」映像

543 選択 Ｔ２８ 2007-09-17 22:28:05 返信 報告

みなさん、こんばんは。
 本⽇、ＴＢＳ「２時っチャオ︕」で放送された、ZARD武道館追悼ライブの映像です。

 ネットでの拾い物ですが、⽐較的⾼画質です。

http://www.filebank.co.jp/wblink/c7e8641773bda1bda1724ffa1845c0b5

divxファイル形式の映像ですので、視聴できない⽅は以下のサイトを参考に、
 codecだけインストールすれば、Windows Media Playerで⾒ることが出来ます。

http://www.higaitaisaku.com/divx.html

先⽇、KOHさんがアップしてくれた映像と違うところもあるようです。
 ⼤分重いですが、宜しかったらご覧下さい。

［期間限定︓9/24まで（FILEBANKの仕様です）］
 

DLの⽬安です

544 選択 Ｔ２８ 2007-09-17 22:40:31 返信 報告
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試しにDLしてみました。
私の環境では、６分前後でDL終了しました。

 

映像DLしました

551 選択 ALIL.1967 2007-09-18 00:22:26 返信 報告

97.2MB 約12分です(ADSL実質$M)。
 画像はノンインタレースのようなのでよいと思います。

 ちょっと横⽅向に延びているような。横640が720に増えてます。
 QuickTimePlayerでみたファイルの情報

 フォーマット DivX 6.0、720 × 480、約 1670 万⾊
 MPEG Layer 3, ステレオ, 48.000 kHz

 FPS 29.97
 再⽣FPS 44.38

 データ容量 96.54 MB
 データレート 1631.11 キロビット／秒

 現在の時間 0:00:02:18.23
 再⽣時間 0:00:08:17.66

 通常のサイズ 720 x 480 ピクセル
現在のサイズ 720 x 480 ピクセル（実際の⼤きさ）

#”どうでもいいこと気に”なるのですが，データフォーマットを変換しても（⽔平480の）ノンインタレースが維持で
きればかなりよい画質になるようです

 #HN変更しました. ALIL.GTO -> ALIL.1967

DLありがとうございます

554 選択 Ｔ２８ 2007-09-18 12:24:04 返信 報告

ALIL.1967さん、こんにちは。
 DLありがとうございます。これは拾い物ですので詳しい事は分かりません。(笑)

https://bbsee.info/straylove/id/543.html?edt=on&rid=551
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=551
https://bbsee.info/straylove/id/543.html?edt=on&rid=554
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=554


 
特に映像絡みの知識はコレっぽっちも持ち合わせていないもので・・・。（⼤汗）
ALIL.1967さんの説明読む限り、横⻑になっているのが問題だが、画質はまぁ良い⽅だと、ですよね。(笑)

 私は今回初めてFILEBANKで公開したので、上⼿くDL出来て安⼼しました。
 詳細報告ありがとうございました。

Ｐ.Ｓ. ALIL.1967さんは、もしかして泉⽔さんと⽣まれ年が⼀緒ですか︖
 

部⻑、ありがとう♡

555 選択 stray 2007-09-18 12:59:04 返信 報告

撮り忘れたのでいただきました。
 DLにかかった時間は約６分（名⽬100M回線）でした。

DivX Player は無料だけど期間制限があったような。
 いちいちアカウント作るの⾯倒あので私は使ってませんが、画質はキレイですよ。

部⻑、助けて︕

556 選択 stray 2007-09-18 13:21:24 返信 報告

＞codecだけインストールすれば、Windows Media Playerで⾒ることが出来ます。
 そのとおりやったんだけど、映像が上下逆さまに映ります（笑）。

 途中で「codecのダウンロードエラー」が表⽰されます。
 

無理︕（笑）

565 選択 Ｔ２８ 2007-09-18 14:47:35 返信 報告

> そのとおりやったんだけど、映像が上下逆さまに映ります（笑）。 
> 途中で「codecのダウンロードエラー」が表⽰されます。

無理だね。（笑） 
 どうしてそんな器⽤な事するんですか︖（笑） 
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逆（さか）さまって、逆（ぎゃく）にレアですな。（笑） ←ふりがな付き︕

ウ〜ン、もう⼀回インストールすれば直りませんか︖ 
 あの〜、もしかしてDLせずに、いきなりインストールしていないですよね。 

 「codecのダウンロードエラー」が気になります。（悩） 少し時間下さい。調べてみますので。

Ｐ.Ｓ. stray所⻑なら、瞬間でいけるのに。
 あとさ、投稿して削除した記事って、管理⼈は分かっちゃうの︖（汗）

 

直ったのね︖

567 選択 Ｔ２８ 2007-09-18 15:01:52 返信 報告

stray所⻑、直ったんですよね︖
 別スレにキャプした画像アップしてるから、調べなくていいよね︕（笑）

また無駄な事して笑われるのは、勘弁︕（笑）
 

直ってない（笑）。

569 選択 stray 2007-09-18 15:10:09 返信 報告

部⻑、直ってないです。あとで証拠アップします。笑えるよ（笑）。

キャプチャは別のプレーヤーでやった。 
 Windows Media Player が起動して、「コーデックを要求中」と出て、その後、 

 「コーデックのダウンロードエラー」と表⽰されます。

部⻑が⾔うとおりに、DLして、codecだけインストールしたんだけどなあ。

wmv映像も逆さまになったら責任取ってもらうからね︕（笑）
 削除したのは管理者にもわかりません。

笑っていいよ。

570 選択 stray 2007-09-18 15:17:12 返信 報告
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上下逆って初めて⾒た︕（笑）

でも、なかなか⼄かも。

いや〜笑えねぇ〜っす

571 選択 Ｔ２８ 2007-09-18 16:24:03 返信 報告

さっきまで笑ってたのだけど、バチが当たったのか、ＰＣがおかしくなっちゃったよ。（汗）
 「アハハッ」って書いてたらソフトが強制終了して、記事が消えちゃったぁ〜。ほぼ完成していたのに・・・。

 だから、笑えねぇ〜っす・・・。(/_;)
 stray所⻑もきっとバチが当たったんだよ︕ 上司想いの部下が⼀⽣懸命やったのに笑うから。（笑）

でも、⼄って⾔やぁ⼄かな。（笑）う〜ん、困ったな〜、どうしたものか︖
 あらっ、よく⾒ると上下だけ逆さまなんだね。

 ノートＰＣ持って画⾯逆さにしても、まだ逆さだったよ︕（笑）
 あ〜っそれでＰＣ壊れたんだ。やっぱ所⻑のせいだ︕ んっ待てよ・・・。そっか結局⾃分が悪り〜んだね。（笑）

で、そろそろ直ったかな︖（笑）
 なにも別のプレーヤーで⾒れるのなら⽌めとけばいいのに〜。

 もう⼀回インストールしてもダメですか︖
 じゃあ責任持って調べます。

> wmv映像も逆さまになったら責任取ってもらうからね︕（笑） 
責任って・・・。クビ︖それとも降格︖

> 削除したのは管理者にもわかりません。 
 良かった〜︕ホッとしたぁ、ふぅ〜。（笑）これ以上弱み握られちゃたまらん。（笑）

 

あきらめた。

https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/a86c450b76fb8c371afead6410d55534.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/543.html?edt=on&rid=571
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=571


572 選択 stray 2007-09-18 16:43:59 返信 報告

＞ノートＰＣ持って画⾯逆さにしても、まだ逆さだったよ︕（笑）

それ、俺もやってみた（笑）。PCは壊れなかったよ。
 上下逆さじゃなくて、⽔平⽅向に折り返されてるっていうのが正しいね。

WMPがダメだからVLC media playerで再⽣したんだけど映像が粗いのよ。
 再インストしたけど直らないから放ってある。wmv映像は⼤丈夫だから諦めた。

なに、また酔っ払って変なこと書いて消したわけ︖（笑）

アンインストール

574 選択 Ｔ２８ 2007-09-18 16:54:02 返信 報告

とにかくまずアンインストールしませんか︖
 やり⽅分かるよね︖

あと今調べた範囲では、Codecがいろいろ⼊りすぎていると、問題起こるみたいです。（2ch情報）
 

投稿削除は

576 選択 Ｔ２８ 2007-09-18 17:04:36 返信 報告

他の投稿が⼊る前なら削除してもNo.が⾶ばないんだね。証拠残さず完全犯罪︖（笑）
 酔ってないけど、投稿したら狙った通りに表⽰されなくて・・・。結局３回もミスった︕（笑）

では、WMPで⾒た画像の⽅が綺麗なことは綺麗なの︖
 なら、それでキャプして、画像を反転︖処理してアップしたら︖

 ところでキャプは何のソフト使ってます︖
 それとstray所⻑のDVDドライブはDVD-R何倍速︖（機種選定の参考にしたくて）

 

部⻑へ回答

577 選択 stray 2007-09-18 17:49:07 返信 報告
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部⻑、⼀度にいっぱい質問しないように（笑）。
とりあえずアンインストしました。Codecがたくさん⼊ってるから混乱したのかも。

WMPが⼀番キレイだと思いますが、Playerのデコーダ性能（圧縮を解凍しながら再⽣）や、
 オーバーレイの設定（フィルターをかけてノイズやちらつきを抑える）にもよります。

 キレイな映像は、WMPでオーバーレイを解除してやるとよりキレイに出ますね。
 オーバーレイを解除しないとPrint Screenできませんし。

キャプチャソフトは、VOBファイルやmpg、mpegなら「DVD2JPG」ですね。超簡単でサルでも使えます。

wmv映像は上で書いたようにオーバーレイを解除して、Print Screenしてます。

DVDドライブは古いPhilip製で、DVD±R 読み込みX8、書き込みx4です。
 今は、書き込みx16なんてのもありますが、DVD±Rが粗悪だと途中でエラー起こしますし、

 x16でも実際はx10程度です（内側と外側でspeedが違うので）。
 「DVD±R 読み込みx16、書き込みX8」で⼗分ではないでしょうか。

 外付けか内蔵かでも違いますよ。USB2なら問題ありませんが、USBの転送速度以上は出ませんので。

ああ〜、疲れた（笑）。
 

♡嬉しい♡

578 選択 皐 2007-09-18 18:04:39 返信 報告

部⻑〜ありがと〜〜〜︕︕私、昨⽇の「2時っチャオ︕」⾒れなかったんですよ(>_<)
 『あ、始まる︕』と思ってTV付けたら違うのやってて…午後からブルーな気分でした(笑)

 なので、今すっごく嬉しいです♡♥♡(笑)
 所⻑はWindows Media Playerではトラブルで⾒れない(逆さ)みたいですね｡｡｡なんででしょう︖

 ……逆さ画像⾒た時、つい笑ってしまいました(笑)(ゴメンナサイ︕)

部⻑ありがとう♡♡

581 選択 ドルチェ 2007-09-18 21:24:43 返信 報告
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「２時っチャオ︕」の事紹介してくれてありがとうです（＾＾*）
⾊んな泉⽔さんが⾒れて、⼤満⾜♡

 満⾯笑みの泉⽔さんカワイイ〜ってこっちまで笑顔になりながらも、なんだか涙⽬に…。
 シュチュエーションは全く違うけど何故か

 『遠い⽇のNostalgia』の「（⼆⼈とも）明⽇の⾏⽅知らない笑顔 無邪気な昔 胸が痛い」
 この歌詞が強烈に頭の中に浮かんできて、すごく切なくなりました…。

 でもやっぱり笑顔の泉⽔さんは最⼤級に可愛いです♡♡
 

こちらこそ嬉しいです♡

593 選択 Ｔ２８ 2007-09-18 23:02:52 返信 報告

ただ拾い物アップしただけなのに、こんなに喜んで貰えるなんて…。(T_T) ←うれし泣き
 苦労した甲斐が（どこが︕）あったな〜。みなさん、アップしてくれた⽅に感謝しましょうね。

皐ちゃんに感謝されるなんて…、ジ〜ン…。感動しちゃったよ︕(/_;) ←うれし泣き２
 皐ちゃんがHappy♡な気分になれたのなら嬉しいです。喜んでくれて、ぶちょ〜もHappy♡です。

ドルチェ副所⻑、短いけどライブで流れた映像が結構あるみたいですね。（私は確認できませんが…）
 所⻑は信じてくれないのですが、貰ったお宝映像⾒ていると、strayさんと泉⽔さんに感謝の涙が出ます。

お⼆⼈は、映像すんなり⾒れたのですね。（何もしなくて⾒れたのかな︖）
 やっぱり素直な⼈は⼤丈夫なんだね。所⻑はやっぱりひねくれてるから、映像もひねくれた︖（笑）

 所⻑も今回、⾯⽩いとこ⾒せられたので、「おいしいな︕」とか思っているんじゃないかな。（笑）
 とにかく喜んで貰えて、私の⽅こそ嬉しく思っています。また何か⾒つけたらアップしますね。

あっ忘れるとこだった、ついでに所⻑も、返答アリガト︕（笑）
 

ついでかよ、

599 選択 stray 2007-09-18 23:26:00 返信 報告

せっかく、あんなに易しく解説してあげたのに、なにその扱いは（笑）。 
 いいなあ、ただ拾っただけで皐ちゃんから感謝♡♡されちゃってさあ（笑）。 
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クソ〜、なんとかしなきゃ︕

Re:DLありがとうございます

606 選択 ALIL.1967 2007-09-19 19:03:17 返信 報告

T28さんへ
  坂井泉⽔さんとは同世代です。（ちょっと上です。）

  なぜ1967かというとPVの中の⾞が1967年モデルPontiac GTOだからです。PVの⾞の
ナンバープレートがALIL GTOとなっているんですが，Yeah little GTO! というフレーズ
で有名な1960年代の曲があるそうです。

  ⼆⼈の⼥性が運転するGTOが⽌まって，ボンネットがどんとあいてそこから⻁が出てく
るというようなテレビCMだったそうです。

  ⾞の写真です。⾞体が⻘でソフトトップが⽩の1967イヤーモデルのGTOは坂井泉⽔さんを表現しているのではと思
っています。（以前からのファンの間では有名な話ですか︖）

ALIL.1967さんへ

610 選択 Ｔ２８ 2007-09-19 20:07:07 返信 報告

> 坂井泉⽔さんとは同世代です。（ちょっと上です。） 
そうでしたか。失礼しました。

 ALIL.1967さんのか、または泉⽔さんの⽣まれ年なのか、ちょっと疑問に感じてしまい、つい聞いてしまいました。
アメ⾞︖は詳しくないもので、ご説明頂けて勉強になりました。

 泉⽔さんと深い関わりがあると知ることが出来て、嬉しく思っています。

> （以前からのファンの間では有名な話ですか︖） 
 私は、「永遠」の頃からファンを離れてしまった⼈間でして、その辺りはまったく分からないんです。（汗）

 所⻑ならご存じだと思うのですが・・・。

分からないことがありましたら、また教えて下さい。どうぞこれからもよろしくおねがいします。
 

知らない（笑）
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613 選択 stray 2007-09-19 20:24:49 返信 報告

ALIL.1967さん、部⻑、その話聞いたことありません。
 聞いたとしても外国⽂化にからきし弱いので、何のこっちゃで頭の隅にも⼊る余地なかったでしょう。

 GTOと⾔えば、「ギャランGTO」しか知らない私です（笑）。

【 promised you PV  ISOファイル 配信 】

460 選択 stray 2007-09-16 22:49:49 返信 報告

皆様お待たせしました︕
 promised you PV を、ISOファイルで配信します。

 95Mあります。ライディングは各⾃お願いします。

http://www.filebank.co.jp/wblink/17833052aa76622a4349511f62ee4c07

（期間限定︓9/20まで、リクエストあればその後再アップします）

前に、これでDVD焼いて、茶の間の⼤画⾯ＴＶで画質を確認して…
 と書きましたが、DVD Player抱えて茶の間に降りて⾏ったら、

 カミさんに「何しとん︕︖」と怒られて、確認できませんでした（笑）。

皆様のほうで確認されて、画質等の情報をbackしていただけると助かります。

では、with you♡をご堪能ください︕︕

with you♡

529 選択 GTO 2007-09-17 14:21:43 返信 報告

所⻑、所員の皆様、
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アップロードありがとうございます。
早速いただきました。

filebankのサーバーと私の接続環境、もしくはproxy制限があるのか、何回もトライしてやっと取れました。
 cable tv接続環境で私だけでしょうか、結果4時間15分掛かりました。

 時間が掛かるのは気にしませんが、しょっちゅうダウンするのがつらかったな...その都度やり直し。

ダウンロードしたISO fileと29.5mbのwmv fileをDVDにcompileして、TV画⾯で⾒⽐べてみました。
 ISO fileは確かに画質は良い、でも、多少シャープさに⽋けますが、29.5mbのwmv fileも悪くは無いな...。

 というのが正直な感想です。（ブラウン管テレビですので、液晶テレビでは分かりませんが...）

どちらのファイルもPCと上記のようにテレビ上で再⽣してみましたが、
 その結果、PCではクオリティの差が少ないのはcodecが良いのか、Divx Playerで再⽣した時でした。

 ということは、元データがテレビクオリティであれば、Divx formatで充分かもしれませんね。

しかし、⼤容量ファイルが⾼画質なのは事実です。
 これからも「ZARD研究所」では、クオリティにこだわって頂きたいなと、勝⼿なお願いをしちゃいます♡。

KOHさん、
 “⽇テレ特番”ありがとうございます。

 ウルウルとしてしまいました。
 いい番組でしたね。

所⻑、所員の皆様︕
 with you♡です。（気持ち悪い︖）

詳細報告感謝します︕

532 選択 Ｔ２８ 2007-09-17 14:56:05 返信 報告

GTOさん、こんにちは。

DL⼤変でしたね。やり直しは困るんだよね〜。時間掛かるのは、ほっときゃいいんだけどね。(笑)
 所⻑もクオリティーにこだわっているけどファイルサイズがね・・・。(笑)

 DLのスピード向上は今後の課題ですね。
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画質⽐較の詳細報告ありがとうございます。
私はPC上でしか視聴出来ないので、TV画⾯での⽐較は助かります。

 やはりサイズが⼤きいだけあるよね。髪の⽑の艶とか違います。(笑)

あと、GTOさんにちょっと教えていただきたいのですが・・・
 Divx Playerって、スパイウェアが⼊っていませんか︖

 以前、使⽤していた時HDDが変なアクセスするので、スパイのチェックしたら出てきたんですよね。
 最近のは⼤丈夫なのかな︖

 

GTOさんへ

541 選択 stray 2007-09-17 17:00:55 返信 報告

こんにちは、strayです。 
 部⻑も書いてますが、ホントに詳細なご報告とっても助かります。感謝です。

研究所で試したときは40分程度でDLできたのですが、運が悪かったのですかね︖（笑） 
 でもご満⾜いただけたようでとても嬉しく思います。

私はcodecとかビットレートとか、詳しく知らないものですから、 
 その⽅⾯はうちの優秀なKOH研究員に任せようかと思っています。 
 今後ともよろしくご教⽰お願いしますね。

「ZARD研究所」は、今後もクオリティにこだわりつづけます︕♡

T28さんへ

559 選択 GTO 2007-09-18 13:59:04 返信 報告

T28さん、こんにちは。

＞Divx Playerって、スパイウェアが⼊っていませんか︖

確かに以前の5.XX ver.には強制アドウエアが付属してましたよね。
 でも、今の6.XX ver.には無いから、問題ないと思いますよ。
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GTOさんへ

566 選択 Ｔ２８ 2007-09-18 14:56:47 返信 報告

> 確かに以前の5.XX ver.には強制アドウエアが付属してましたよね。 
> でも、今の6.XX ver.には無いから、問題ないと思いますよ。

ご回答感謝します。
 codecだけインストールする⽅法があったので、それでやってみました。

 今その⽅法で、Windows Media Player使って再⽣出来ています。
 どうもありがとう︕

 

promised you PV  ISOファイル 受信しました

609 選択 ALIL.1967 2007-09-19 19:57:10 返信 報告

所⻑ ありがとうございます
  受信ばかりさせていただいております。感謝。

   MacintoshのSafariではなぜか最初からDLできず，Firefoxに変えたらすんなりできました。所要時間はわかりませ
ん。研究所のファイルはqualityが⾼くてうれしいです。

  泉⽔さんの左⼿中指の指輪は幅が広い銀⾊で飾りもなくシンプルな物のようです。

『グロリアス マインド』

600 選択 匿名 2007-09-19 02:06:26 返信 報告

『グロリアス マインド』の発表や発売は、泉⽔さんにとっては未完成だから不本意なのか、それとも、遺作として(スポーツ
選⼿でいえば引退試合︖ちょとちがうけど）許してくれるのか、わからないけど、わたしは聴けることで嬉しいです。

 だれかが書いてたけど、できれば次のアルバムの付録か、シークレットトラックが理想だけど、⾳楽産業の中そんなこともな
く、シングルになってしまうのでしょう。
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といったことは前置きですが、ガラット変わって。ジャケット写真を予想したいと思います。

①コンサートで『グロリアス マインド』の曲が流れてた時の映像の「天井のRのステンドグラス」はなんか合ってました。で
も、なにかのPVかもしれないですね。

 ②About ZARDの表紙で使ってる2007年4⽉病院での撮影のの別ショットの紫⾊の指輪してる左後ろからの写真。
 ③泉⽔さんのモノクロの写真

 ④泉⽔さんの花の油絵

ってところでしょうか。

PS 所⻑からの嬉しいお⾔葉、どれだけできるかわかりませんし毎⽇は無理と思いますが、⼊所の審査願います。

Re:『グロリアス マインド』

601 選択 アネ 2007-09-19 02:21:58 返信 報告

すいませんなぜか名前が消えてました。
 ♯600のアネ研です。

「しゅつぱい」どころじゃなく「超はずかしー」
 では。おやすみなさいzzz

すみません

602 選択 アネ研 2007-09-19 02:37:09 返信 報告

⾃分の操作ミスでした。

アネ研さんへ

603 選択 stray 2007-09-19 06:33:04 返信 報告

おはようございます。この前誓約書を頂戴しましたので何も問題ないかと思いますが、
 同じく飲んで失態犯した⼈事部⻑にいちおう審査させます（笑）。

 あとで辞令交付および付属図書館への招待状をお送りしますので。
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『グロリアス マインド』の発売形態、たいへん気になりますね。
悲しいかな死んだ⼈間に選択権はありませんが、泉⽔さんもファンのために納得してくれるでしょう。

Re:『グロリアス マインド』

604 選択 皐 2007-09-19 17:28:03 返信 報告

『グロリアス マインド』、私も気になりますね〜＾＾
 妥協を許さなかった泉⽔さんが“未完成”の作品を世に送り出すことを

 「どう思うのかな…」って最近考えるんですけど、所⻑の⾔う通り“ファンのために”と
 納得してくれそうですね☆ﾐ

 アネ研さんの⾔う“ジャケット写真”はどんな物になるんでしょうか(*^^*)
 私はなんとなく“昔の未公開写真”な気がします(o^u^o)

そのアイデア、いただきますね︕

607 選択 stray 2007-09-19 19:37:41 返信 報告

アネ研さん、こんばんは。

＞ジャケット写真を予想したいと思います。 
 そのアイデア、いただきますね︕

 別スレ⽴てて「グロリアス マインド」ジャケ写真予想を⾏なおうと思います。
 当たった⼈に、私から素敵なプレゼント差しあげます。

初めまして

552 選択 あいら 2007-09-18 01:23:37 返信 報告

皆さん、初めまして。
 Ｔａｎｄｏさんのサイトから来ました。あいらです。
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よろしくお願いします︕

皆さんに質問なんですが、シングル「⾵が通り抜ける街へ」のＰＶの泉⽔さんがすごく可愛くて好きなんですけど、このＰＶ
はいつ頃撮った物でしょうか︖

 発売が１９９７年の夏なのでその頃でしょうか︖
 疑問なのが、このＰＶの泉⽔さんは髪がセミロングで短いのですが、この前後の他のＰＶでは皆髪が⻑いんです。

 （マイフレンド、Dontyousee、永遠等）
 今すご〜く気になってます。 知ってる⽅お願いします。

はじめまして、ようこそ︕

553 選択 stray 2007-09-18 07:34:55 返信 報告

あいらさん、ようこそ。所⻑のstrayです。

「Don't you see!」は 1996/9 ニューヨークで撮影。
 「⾵が通り抜ける街へ」は 1997/4 ロスかサンフランシスコで撮影されたと⾔われています。

 「永遠」も同⼀⾏でカルフォルニアの砂漠で撮影したものです。

髪の⻑さについては、PVを⾒直してキャプチャ画像で⽐較してみましょう。
 研究対象としてたいへん⾯⽩いです。質問どうもありがとうございます。

研究資料を提供します

575 選択 stray 2007-09-18 17:03:33 返信 報告

上２枚・・・「Don't you see!」 
  左︓SgPVから 右︓ライブで流れた映像（⽚⽬つぶって”バキューン”…カワイイ）

 カールがかかってる理由は「２時っチャオ︕」の映像を⾒れば分かります。

中２枚・・・「⾵が通り抜ける街へ」SgPVから

下２枚・・・「永遠」
  左︓雑誌から 右︓SgPVから（砂漠の砂嵐がひどかったそうな。泉⽔さんのアップ少な

し）
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あいらさん、「⾵が通り抜ける街へ」ファンは多いですよ。
⼤勢巻き込んで徹底的に議論して下さいね。

私の意⾒は、1997/4に髪を10cmほど切った。動機は不明。以上です。

あいらさん、はじめまして︕

583 選択 ドルチェ 2007-09-18 21:36:51 返信 報告

「⾵が通り抜ける街へ」のPVの泉⽔さん、ウロチョロ歩き回ったりして可愛いですよね︕
 いつ頃の撮影なんでしょうね︖（お役に⽴てなくてゴメンナサイ︕）

これからもよろしくお願いします♪

Re:初めまして

586 選択 あいら 2007-09-18 22:24:08 返信 報告

strayさん、有難うございます︕

９７年頃ですか〜。前の年に撮ったDontyouseeでは⼤⼈っぽいのに⾵を通り抜ける街へはすごく若いというか、可
愛いですよね。本当に泉⽔さんは⾊んな顔を持ってますね︕

あいらさんへ

592 選択 stray 2007-09-18 22:57:06 返信 報告

こんばんは、strayです。
 ロングでカールがかかってると⼤⼈っぽくなりますね。

 逆にショートだと⼦供っぽいというかカワイくみえる。

今、武道館ラウブの映像を解析中なのですが、同じ⽇に撮ってるのに全然違って⾒えるんですよ︕
 こんな⼥性は滅多にいないでしょうねぇ。
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シラフの時と飲んだ時でガラっと変る⼥性はいますが…。
あっ、副所⻑のことじゃないからね〜（笑）。

で、髪の⻑さの件は︖（笑）
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. オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [430]なんか悔しい〜(笑)(14) [434]辞令（皐特別研究員）(8) [436]お待たせしました!!(6) [411]泉⽔さんのマイブームにつ
いて(12) [402]ちょっとご報告・・・(7) [389]情報下さい︕(20) [446]【promised you ⼟曜ワイドver. mp3配信】(0) [228]
脳内メーカー(8) [371]最後のレポートです。(15) [359]⽇テレ特番(17)

新しい話題を投稿する

« 10 9 8 7 6 5 4 3 2 »

なんか悔しい〜(笑)

430 選択 皐 2007-09-16 12:48:25 返信 報告

所⻑〜…。外字でのハンコの件なのですが、作れませんでした…(>_<;)
 外字に⾊は付けられないそうなので、⾚いハートは断念｡｡｡なので、ちょっと違うハンコを作っても

みたんですが、
 よく調べてみたら、作成したパソコン以外では外字が⽂字化けして表⽰されないみたいなんですよ

(泣)
 う〜。。。残念です↓↓
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javascript://
javascript://
https://bbsee.info/straylove/rss_messages.rdf
https://bbsee.info/roomlock.php?leaving=straylove
http://bbsee.info/newbbs/
javascript://%E6%8A%95%E7%A8%BF%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%92%E9%96%8B%E3%81%8F
https://bbsee.info/straylove/140.html
https://bbsee.info/straylove/10.html
https://bbsee.info/straylove/9.html
https://bbsee.info/straylove/8.html
https://bbsee.info/straylove/7.html
https://bbsee.info/straylove/5.html
https://bbsee.info/straylove/4.html
https://bbsee.info/straylove/3.html
https://bbsee.info/straylove/2.html
https://bbsee.info/straylove/1.html
https://bbsee.info/straylove/id/430.html
https://bbsee.info/straylove/id/430.html?edt=on&rid=430
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=430
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/f74909ace68e51891440e4da0b65a70c.jpg
https://bbsee.info/straylove/manage/
https://bbsee.info/straylove/rules/
https://bbsee.info/straylove/slideshow/
https://bbsee.info/straylove/album/
https://bbsee.info/straylove/list/
https://bbsee.info/straylove/


あはは(笑)

431 選択 stray 2007-09-16 13:02:17 返信 報告

皐ちゃん、いろいろやってくれてありがとう♡
 福岡で涙した泉⽔さんの画像が付いてたので、笑っちゃいけないとは思いつつも、笑ってしまいました。

そうですか、外字に⾊づけは無理か…。
 画像はテキスト欄に貼り付けできないし、諦めるしかないですね。

あとで♡印押した辞令出しますので、受け取りに来て下さい（笑）。
 あと、上の「問い合わせ」から空メール送信してもらえば、付属図書館への案内状を差し上げますので。

ごめんネ︕

433 選択 Ｔ２８ 2007-09-16 13:06:58 返信 報告

皐ちゃん、こんにちは。
 ゴメンね〜︕所⻑が無理なお願いして。<(_ _)>

おそらくそうだろうと予想していたのですが、皐ちゃんに苦労掛けちゃったですね。申し訳ないね。
 こうなったらstray所⻑、CSSを勉強してアイコン使える様にして上げるしかありませんね。

Re:なんか悔しい〜(笑)

441 選択 皐 2007-09-16 14:50:51 返信 報告

☆strayさんへ☆
 いえいえ＾＾応えられずにスミマセン所⻑(≧ω≦;)ゞ

 外字に⾊づけは出来ないみたいですね｡｡｡ハンコはいい提案だったんですけど…
 泉⽔さんの涙 画像で気持ちを代弁してもらいました(笑)

あっ︕辞令受け取りに⾏きます(o^∇^o)嬉しい〜♡あと、付属図書館の案内状も是⾮︕
 空メール送信しておきますね︕
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☆T28さんへ☆
全然いいんですよ〜︕(o^∇^o)⼀⼈でムキになって、⾊々やっていただけですから(笑)

 外字って⾊々あるんですね︕ハンコについては所⻑にお任せです(*^_^*)ゞ
 P.S.酔っぱらい部⻑…⾒たかったです(笑)

今から︖

449 選択 stray 2007-09-16 17:01:11 返信 報告

私にCSS勉強しろって︖無理無理（笑）。
 ⼈事部⻑なんだからCSSに詳しい⼈探してきてよ︕（笑）

＞酔っぱらい部⻑…⾒たかったです(笑)

皐ちゃん、付属図書館に来れば⾒れるから（爆）。

♡所⻑ありがとう♡

453 選択 皐 2007-09-16 18:27:00 返信 報告

案内状受け取りました︕ありがとうございます〜︕︕＼(*^∀^*)／
 『付属図書館ってどんな所だろう︖︖』と思ってましたが、素敵な場所ですね♡

 感動しちゃって、コメント欄でドジっちゃいました(苦笑)

気に⼊ってくれたようで、

454 選択 stray 2007-09-16 19:07:54 返信 報告

皐ちゃん、気に⼊ってくれたようで嬉しいです♡
 素敵なお姉さま（おばさんかな︖）と、ストーカーおじさん２⼈が可愛がってあげるからね〜（笑）。

 ドジっちゃったコメント消してあげたから。部⻑がツッコミ⼊れると悪いから（笑）。
 

始末が早え〜な︕
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458 選択 Ｔ２８ 2007-09-16 19:43:10 返信 報告

皐ちゃんが何を間違えちゃったのか⾒に⾏ったのに〜︕

どおりで⾒あたらないと思った。（笑）
 私のミスは晒し者なのに、さすがに扱い違うな︕（笑）

 まぁ、ＺＡＲＤ研究所の♡アイドル♡だからしょうがないか︕
 

良かったぁ〜☆(笑)

459 選択 皐 2007-09-16 21:53:24 返信 報告

☆strayさんへ☆
 レス読んで吹いちゃいましたよ〜︕(笑)ストーカーおじさんって︕︕(o≧∇≦o)(ツボ!!(笑))

 あ、図書館でのミスコメント消してくださってありがとうございます︕＾＾
 時間が経つにつれて、どんどん恥ずかしくなってきてたので(笑)

 付属図書館は本当にお気に⼊りの場所になりました♡

☆T28さんへ☆
 セーフ︕︕(笑)部⻑にまで恥ずかしい失敗を⾒られたくなかったので、良かった︕(笑)

 所⻑には⾒られちゃったけど、それは仕⽅ないですね(笑)
 ところで部⻑、アイドルって︕(笑)私そんな存在で居れていますか︖︕

 いや〜、ありがとうございます(*^_^*)今⽇はイイ夢が⾒れそう♡(笑)

お姉さんですよ〜

473 選択 ドルチェ 2007-09-17 00:03:17 返信 報告

皐ちゃん、所⻑にだまされないでね︕
 ドルチェはお姉さんです♡

 泉⽔さんよりもちょこっと年下なので（＾＾*）

ん〜
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475 選択 stray 2007-09-17 00:08:43 返信 報告

微妙だなあ（笑）。
 おばさんかな︖ってちゃんと︖⼊れたでしょ。

 境界線って何歳くらいなわけ︖

41歳

476 選択 ドルチェ 2007-09-17 00:14:52 返信 報告

境界線は４１歳かなぁ。
 だから泉⽔さんもドルチェもお・ね・え・さ・ん♡

チョー半端（笑）

477 選択 stray 2007-09-17 00:18:23 返信 報告

副所⻑飲んでます︖
 部⻑みたくならないで下さいよ、始末がたいへんなんだから（笑）。

 今⽇はみんな図書館で⼀所懸命働いたの。
 けっこう蔵書が増えたから、暇なときに⾏ってみてね。

 ドルチェお姉様のリクエストもアップしたから（笑）。

☆ドルチェさん＆所⻑☆

505 選択 皐 2007-09-17 09:37:19 返信 報告

おはようございます〜(^∀^)“ドルチェお姉さま”ですね♪♪
 “おばさん”の境界線って…やっぱり40歳になってからな気がするけど、

 泉⽔さんの事をどう考えてもそう呼べない︕︕(笑)あんなに⾒た⽬が若いと、当たり前ですね(笑)

図書館蔵書
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542 選択 ドルチェ 2007-09-17 22:13:56 返信 報告

すごいですね︕ホントに⼀気に増えちゃって♡
 所⻑、リクエストも受けてくれてありがとうです♪

皐ちゃん︕
 もちろんまだ皐ちゃんの考える おばさん境界線まで

 ⾏ってないので、お姉さんでよろしくネ♡

辞令（皐特別研究員）

434 選択 stray 2007-09-16 13:16:43 返信 報告

 皐 殿

  特別研究員（ほぼ常勤）を命ずる

         2007年9⽉16⽇  
          ZARD研究所所⻑ stray ♡♡←特別だから２つ

若さと、可愛らしい性格と、素晴らしい才能で、
 ぜひ本研究所を盛り⽴てて下さい☆ミ（笑）。

Re:辞令（皐特別研究員）

442 選択 皐 2007-09-16 14:56:42 返信 報告

所⻑︕謹んでお受け致します︕(●≧ω≦●)ありがとうございます〜☆ﾐ
 盛り上げていけるように頑張りますね♡♥♡(思わずトリプルハート(笑))

Re:辞令（皐特別研究員）

444 選択 stray 2007-09-16 15:23:30 返信 報告
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こちらこそどうぞよろしくお願いします︕
招待状送りました。

 届かなかったら、ここへレスして下さい。

Re:辞令（皐特別研究員）

461 選択 カーディガン 2007-09-16 22:52:36 返信 報告

皐様、研究所ご⼊所おめでとうございます。これから、この研究所のアイドルとして、おじさま︖・お姉さま⽅にか
わいがってもらってください。私、⼥性には、ボケのつっこみはしませんので、ご安⼼を。⼥性ならではの感性で、
研究所をぜひ盛り上げてください(^^♪

Re:辞令（皐特別研究員）

470 選択 ドルチェ 2007-09-16 23:57:54 返信 報告

皐ちゃん、正式な辞令おめでとう♡♡
 研究所のアイドルとしておじさま達を喜ばせてあげてね︕

 同じ⼥性としてお姉さんのお相⼿もよろしくね♪
 

♡ありがとう♡

506 選択 皐 2007-09-17 09:39:34 返信 報告

カーディガンさんへ
 おはようございます︕レスありがとうございました〜(o^∇^o)嬉しいです♡

 研究所のアイドル!?(笑)になれるように、頑張っていきます(笑)⾊んな話題で盛り上がりましょうね♪
 カーディガンさんはツッコミなしで、温かく⾒守るお⽗さん的な存在になりそうですね☆ﾐ

ドルチェさんへ
 おはようございます︕レスありがとうございまね♡

 私の⽅こそ、⼥性同⼠仲良くしてください(o≧∇≦o)ドルチェお姉さんは先輩なので⾊々学ばさせてもらいます(o^u
^o)
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これからもよろしく〜︕

518 選択 Ｔ２８ 2007-09-17 10:50:20 返信 報告

皐ちゃん、今は酔っぱらってない追っかけ１号の部⻑です。おはよー︕(^o^)
 昨夜のうちにお祝い書こうと思ったんだけどね〜。ちょっと酔っぱらいだったので⾃粛。(^_^;)

 遅くなっちゃっけど、特別研究員就任おめでとう︕︕︕
 これからも研究所のアイドルとして、そして画伯として、明るい話題を振りまいてね〜。

Ｐ.Ｓ. カーディガンさんの投稿⾒て考えたんだけど・・・。
 たしか私、皐ちゃんにはツッコんだりしていないよね。（悩）

 

Re:辞令（皐特別研究員）

520 選択 KOH 2007-09-17 11:00:49 返信 報告

皐様、おめでとうございますです!!

作品凄い楽しみにしています!!これからも頑張ってくださいね〜︕︕実は皐様の作品を携帯の待ち受けにしてるKOH
でした!!(^_^)/

 

♡よろしくお願いしますね♡

531 選択 皐 2007-09-17 14:50:13 返信 報告

☆T28さんへ☆
 部⻑こんにちは︕レスありがとうございます(o^∇^o)

 昨⽇は酔っぱらっていたんですか〜︕︖(笑)でも酔っぱらった感じも⾯⽩そうですね(笑)
 最近、⼤きめの画像はお休みモードでしたので、今度作成しようかと思います♪♪

P.S.部⻑は“まだ”私にツッコんでいませんよ(笑)ボケた時はお願いしますね♡(笑)

☆KOHさんへ☆
 こんにちは♪レス嬉しいです︕
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KOHさんには、図書館の⽅でお世話になってますよ♡ありがとうございますね(*^u^*)

P.S.画像を待ち受けにして下さってるんですか︕︖すっごい嬉しい!!ありがとうございます〜︕(o≧∇≦o)

お待たせしました!!

436 選択 KOH 2007-09-16 14:07:10 返信 報告

⽇テレ特番アップしました!!

本家にはもう誰かがアップしてスレができてましたが
 （＾＿＾︔）

http://jp.youtube.com/watch?v=yIj_o0AnNDg
 http://jp.youtube.com/watch?v=SlmYbIAljRI

⾒てない⼈はどうぞ〜︕︕なかなかいい特集でした!!

感謝します︕

437 選択 Ｔ２８ 2007-09-16 14:16:26 返信 報告

KOHさん、こんにちは。
 いろいろな意味で、御迷惑おかけしました。

早速アップしてくれてありがとうございます。こらから⾒てきます。
 まず先にお礼まで・・・。

 

拝⾒しました

438 選択 Ｔ２８ 2007-09-16 14:40:41 返信 報告

KOHさん、本当にありがとう︕感動しました。
 リアルタイムに⾒れなくて悔しかったのですが、お陰様で救われました。
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お世話になりっぱなしで申し訳ないです。スゴク感謝しています。

いえいえ︕

440 選択 KOH 2007-09-16 14:49:14 返信 報告

部⻑!!⾒ていただいてありがとうございますっ!!

こちらこそこうやって研究所の皆さんと話題を共有できるのがすごい嬉しいし楽しいんですよ〜︕︕

だから私にできることは何でもやっていこうと思ってますんでこれからもよろしくです︕︕m(_ _)m

部⻑に続き、感謝します︕☆ﾐ

443 選択 皐 2007-09-16 15:00:21 返信 報告

KOHさん ありがとうございました〜＼(^∀^)／UP作業お疲れさまです︕
 昨⽇の朝⾒た映像なのに、すごく新鮮に感じます＾＾

 …やっぱり朝だったから私の記憶が定かじゃなかったのかな…(笑)

部⻑も私も、そしてBBSを覗いてる皆さんも きっと嬉しい気持ちでいっぱいですね︕♡
 このスレをドルチェさんも⾒たら、喜ぶでしょうね︕

初仕事、⼤儀であった（笑）。

448 選択 stray 2007-09-16 16:47:43 返信 報告

KOH研究員、初仕事ご苦労様でした︕
 とても良い仕事をしてくれました。本家で紹介されてるのより画質もいいですね。

 点数⾼いですよ、部⻑が点数落とした分もあげちゃいます（笑）。

ところで元映像はmpegですか︖
 mpegならDVD2wmvというソフトを使ってwmvファイルに落としてほしいのですが、出来ますか︖

 その後のファイル交換のことは会議室で。
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⾒ました♪

468 選択 ドルチェ 2007-09-16 23:53:07 返信 報告

KOHさん、私たちのお願いをきいてくれてありがとうです♡
 初めて⾒る泉⽔さんもたくさんあって、WOW︕

 結構⻑く特集組んでくれてたんですね〜＾＾

いつもみなさんからナニカをもらってばっかりで申し訳ないです。
 今⽇のところは♡♡♡←これで勘弁してね（欲しくないって︕︖）

泉⽔さんのマイブームについて

411 選択 アネ研 2007-09-16 00:00:27 返信 報告

昨⽇のコンサートで泉⽔さんのカメラの愛⽤機の映像がありました。
 Nikonでした。

 私はてっきりCanon EOSと思ってたので、驚いてしまい機種はわかりませんでした。
 また、油絵の映像もあり、花か果物でした。⾃画像があればみたいですね。（⾸がながいかな︖）

 また、フラワーアレジメントもできて資格を持ってるかそれに近いとのことでした。花による冠みたいな写真がありました。
（私に知識なくてすみません）
最後に趣味じゃなくて本業の作詞に関してだけど部屋からでてきた⾔葉のスケッチ、たぶん⾳が同数のいい⾔葉を並べて書い
てる紙の多いこと多いこと、そうとう苦労して作詞してたんだろーなーと思いました。これからは聴くのも⼤切にしますね。

へぇ〜へぇ〜

415 選択 ドルチェ 2007-09-16 00:52:04 返信 報告

アネ研さん、⾊々泉⽔さんのマイブーム情報ありがとうです♡
 泉⽔さん、カメラに絵画にお花と多趣味ですね︕
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私も今すごく写真に興味があって、デジ⼀を欲しいなぁと思ってるんですが、買うならNikonにしちゃおうかな
（笑）

 

愛⽤品

417 選択 Ｔ２８ 2007-09-16 01:10:42 返信 報告

アネ研さん、ドルチェ副所⻑、お邪魔します。

８年くらい前の機種ですが、Nikonのデジカメなら持っています。⼀眼ではありませんがね・・・。（汗）
 基本的に⿊のボディーに⾚のアクセントがNikonの伝統だと思います。

 最近のはシルバー系のデジカメを発売していますが、⼀眼レフだけは、伝統を守っていますね。
 ⿊字の⾚にやられるんですよ︕古いながらも私のも⿊⾚です。

泉⽔さん愛⽤品と同メーカーのものがあると、うれしいです。
 今のところ、カメラだけですが、今度ＡＫＧのヘッドホンを買おうと思っています。

 泉⽔さんＡＫＧのマイクをよく使⽤されていたので、同メーカーのヘッドホンなら相性良くていい⾳するかなって考
えています。（笑）

 

ASHIDAVOXのヘッドホーンST－３１

418 選択 アネ研 2007-09-16 02:06:25 返信 報告

ドルチェさん、T28さんこんばんは
 スタジオバードマンでのASHIDAVOXのヘッドホーンのST-31のはなしですが、HPのカタログには、「なまはんかな

アンプじゃあー⾳が出ない」と書いてあったのではらはらして購⼊したのですが、我が家のダサイラジカセに⽻が⽣
えたようなステレオでも⾳は出てるのでご⼼配なく。

ST-31

419 選択 れお 2007-09-16 08:54:13 返信 報告

https://bbsee.info/straylove/id/411.html?edt=on&rid=417
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=417
https://bbsee.info/straylove/id/411.html?edt=on&rid=418
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=418
https://bbsee.info/straylove/id/411.html?edt=on&rid=419
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=419


皆様 おはようございます。
アネ研さんもST-31をお持ちでしたか。

 実は私は偶然同じヘッドホンでびっくりしたんですよ。
 10年以上前に楽器屋さんで買ったんですけど。。

 アームが⼆つになってて、カッコイイってだけで⾒た⽬で決めてしまったのです（笑）
 それが泉⽔さんお気に⼊りだなんて嬉しすぎ。

 実際使⽤してると、かなりの密閉感があって、ひとつのALを聴き終わった後には⽿が汗汗状態。。
 そのくらいマニアックなヘッドホンですよね。

ST－３１ その２

420 選択 アネ研 2007-09-16 10:20:23 返信 報告

れおさんおはようございます。
 偶然ST－31を持ってたなんて凄いですね。

 わたしは訃報後、ZARD掲⽰板で詳しく教えてもらってから購⼊しました。いまは売り切れみたいですね。
 しかし、⾶び跳ねても落ちないというとうり、聴いてるだけで汗かきますね。

 泉⽔さんはさらに歌ってるわけだから⼤変でしょうね。
 しかし、ヘッドホーンのアームを下にしてかける泉⽔さんや、⽚側だけ⽿にあててる泉⽔さんって⼤好きです。

マニアックだなあ

424 選択 stray 2007-09-16 11:02:56 返信 報告

皆さん、真夜中のマニアックな話、読ませてもらいました（笑）。
 私はハードに何のこだわりもなくて、普通のMDコンポしか持ってないし、録画も今だにビデオだし、

 そんなハードに⾼級なヘッドフォンはお⾦の無駄だろうと考えていたのですが、
 そうでもないのですね。でも私は汗かきなのでST－31は向かないなあ（笑）。

 ちなみにST－31っていくらするんですか︖
 

確か…
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425 選択 れお 2007-09-16 11:26:52 返信 報告

stray所⻑ おはようございます。

私が買ったときは、確か15,000円くらいだったと思いますが。
 メーカー⾃体、あまりメジャーでないせいかスタジオ（プロ⽤︖）専⽤なのか、普通の量販店では置いていないみた

いですよ。
 クルージングライブの時のリハーサルか何かの写真でギターを弾いている泉⽔さんが居ますけど、あれは多分「ギブ

ソン」だと思うのですが…
 そのような⾳源もあれば聴いてみたいですね。

これですね。

426 選択 stray 2007-09-16 11:31:52 返信 報告

れおさん、返信ありがとうございます。
 意外に安いんですね、てっきり１０万円以上するのかと思いました。椅⼦が９万なので（笑）。

ギブソンってこの写真ですね。
 私は楽器はちんぷんかんぷんで…。

ヘッドホンについて

427 選択 Ｔ２８ 2007-09-16 11:33:47 返信 報告

おはようございます。
 れおさんは泉⽔さん愛⽤ヘッドホンをお持ちなのですね、羨ましいです。

 ⾃分が所有しているモノが、好きな⼈と同じ趣味だと分かると、特にうれしいものですね。
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アネ研さんも購⼊されたのですか。確かにメーカー︖のＨＰ⾒ると購⼊をためらいますね。
でも泉⽔さんが聴いていただろう⾳で聴ける喜びは、何事にも代え難いのでしょうね。

私は、カナル型の商品が欲しいので、その中だと、マイクとヘッドホンの違いはあるけどＡＫＧかなと、（笑）
 調べた限りでは、もう⼀つ使⽤していたマイクのノイマン社はヘッドホンを作っていないようなので、

 ＡＫＧの商品しか、繋がりがないのかなと考えています。まぁこじつけですけどね。（笑）

Ｐ.Ｓ. stray所⻑、発売先でSOLD OUTになっていますね。（確認済みでしょうが︕）
 記憶では（あてになりません（汗））１万２〜３千円だったような︖ あれっ︖１万５千円だったかな︖

 > へなちょこな環境では鳴りません。 
 こんな事書かれると、へなちょこな私は、さすがに引きます。（笑）

 

イスね〜（苦笑）

428 選択 れお 2007-09-16 11:41:29 返信 報告

所⻑は9万円のイスを購⼊されるのですか︖
 置き場所にも困っちゃうし、普段座ってしまうのも何だし…眺めるにはコレクションボードに⼊らないし（笑）

そうですこれです。
 ギブソンのレスポールタイプでして、お値段的には50万以上する代物ですよ。

 本⼈のものか、ギターの⼤賀さんあたりの物なのか…︖ですけどね。

テプラなし

451 選択 アネ研 2007-09-16 17:44:46 返信 報告

ST－31は7⽉ですが2万円でした。偲ぶ会直後はマグカップやカワイのピアノもほしかったけど、へッドホンで泉⽔
さんの気分してます。泉⽔さんみたく、さらにテプラで名前も貼りたかったのですが、⿊に⽩⽂字のテープも、ZAR
Dの太い⽂字も、⽒名のヒッツキ体の⽂字も我が社にはなく（会社のをあてにするのはせこいけど）完全なコピーまで
いってません。

イスは買いません（笑）。
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457 選択 stray 2007-09-16 19:20:16 返信 報告

れおさん、こんばんは。
 ほんと、イスは置き場所にも困っちゃいますよね（笑）。

 私はもちろん買いません。同じようなイス買って、テプラでZARDって書いて貼るかもしれないけど（笑）。

アネ研さん、こんばんは。
 最近のテプラは機能がすごいんですよ。

 ⿊に⽩⽂字のテープも、ZARDの太い⽂字も、筆記体も可能です。お作りしましょうか︖（笑）

ちょっとご報告・・・

402 選択 Ｔ２８ 2007-09-15 22:57:12 返信 報告

みなさん、こんばんは。私事で失礼します。
 昨⽇付で、正式にみなさんのお仲間になれましたことをご報告いたします。

 昨夜、本家のアキラさんのスレで少しばかりお祭り状態になりましたので、ご存じの⽅もいるでしょうが、
 私もファンクラブの正式会員になりました。頼りない後輩ですが、どうぞこれからもよろしくお願いします。

画像は、会員限定サイトの泉⽔さんのメッセージの最後に付けられたハートマークです。
 会員の証明書代わりに頂いて来ちゃいました。（笑）

 すんごくしょぼい画像で申し訳ありませんが、うれしかったのでお許し下さい。

Ｐ.Ｓ. 昨⽇書こうか︖（悩）、ライブ当⽇なので、⼀応遠慮・・・。⼩⼼者ですから（笑）
 

おめでとう︕（笑）

404 選択 stray 2007-09-15 23:14:50 返信 報告

部⻑、WEZARD会員おめでとうございます︕
 お仲間ですな。
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あんまり⼩っちゃいんで、⾔われないと画像だって気づかなかったです（笑）。
昨⽇書いたら埋もれてたでしょうなあ（笑）。

 まずはおめでとうございます。早速グッズの案内が届くと思いますよ。
 ９万円の椅⼦買います︖

2004/04/30 ⼤阪ＭＣ

422 選択 stray 2007-09-16 10:43:56 返信 報告

ここに部⻑のレスがあったのを⾒た⼈もいるかも思いますが、
 酔って⼈格を失った別⼈による投稿と判明しましたので（笑）、削除しました。

ブック「きっと忘れない」に書いてある、2004ツアー04/30⼤阪公演における泉⽔さんのＭＣです。
 http://www.filebank.co.jp/wblink/333a4135d3e769c84e50e42dc1f8601c

出⾃は、FC限定iPod購⼊特典CD「Acoustic Selection」です。不⼿際お詫び申し上げます。

（期間限定︓9/23まで）

<(_ _)> 感謝します

423 選択 Ｔ２８ 2007-09-16 10:51:42 返信 報告

所⻑、ありがとうございます︕
 ホ・ン・ト・に出来の悪い後輩で・・・。（⼤汗）

 今後とも、先輩として厳しくご指導下さい。どうか末永くよろしくお願いします。

貴重な資料の数々、すごくありがたく思っています。
 初めて⾒る泉⽔さんに触れる度、うれしい気持ちでいっぱいになります。

 やはり感謝の気持ちで涙が出ました。近頃涙もろくっていけません。
 今、⼈に親切にされるとすぐ泣きます。（恥） 歳のせいもあるんだろうね︖（笑）

> ９万円の椅⼦買います︖ 
欲しいな〜。折り畳みなら買うのに。（笑） 

 まず置き場所なんとかしないとね。今より広い家にでも引っ越さないと無理ですね。（笑）
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Ｐ.Ｓ. stray所⻑、お⼼遣い感謝します。<(_ _)> 体調＆内容、⼤丈夫︖

♡部⻑おめでとう♡

429 選択 皐 2007-09-16 12:45:13 返信 報告

T28部⻑WEZARD会員おめでとうございます︕︕＼(^∀^)／
 良かったですね〜♡なんだかその後、酔っぱらって別⼈のようなレスを書いちゃったそうで(笑)

 会員限定サイトにあるメッセージに付けられたハート絵⽂字、カワイイですね(o^∇^o)
 ハートが光ってる〜♪♪

♡皐ちゃんへ♡

435 選択 Ｔ２８ 2007-09-16 13:17:55 返信 報告

お祝いの⾔葉、どうもありがとう♡

他にも会員限定サイトの頂き物あるけど、アップ出来ないので♡位ならお許し頂けるかなと思ってね。（笑）

酔って書いた記事は、皐ちゃんが⾒ていなければＯＫですよ。（笑）
 図書館に⾏けば⾒れるかも知れません。まぁバカだなと笑っちゃって下さいな。

 モ〜嫌だね〜。酔っぱらいは〜。（爆）
 

⼤阪ＭＣに(^⼈^)感謝

439 選択 オーマイ 2007-09-16 14:48:54 返信 報告

所⻑様あんがとです。
 声だけでもお美しいですね

 宝物が、また１つ増えました。

オーマイさんへ

456 選択 stray 2007-09-16 19:17:03 返信 報告
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わざわざの御礼ありがとうございます。
今気づいたのですが、⼤阪では２回やってますが、

 3/2のMCと、iPod付属CD（4/30）のMCが同じなのです。
 3/2は「揺れる想い」で出遅れた（笑）⽇です。（ブック161P参照）

情報下さい︕

389 選択 stray 2007-09-15 16:55:59 返信 報告

記憶が薄れないうちに、追悼ライブの映像を分類しておきたいのですが、
 個々の映像は⽬に焼きついてるものの、35曲もあるので、どれがどの曲の映像だったのか極めて曖昧です。

ライブに参加された⽅、ご記憶を頼りに、泉⽔さんの服装だけでもけっこうですので、情報を下さい。

※私の記憶（キーワード）
 ⽩⿊の細い横縞トレーナー、破れたジーンズ（２つあったような）、⾜元電飾、⿊レースロングスカート、⻘いワンピース、

ステージ右に階段、⻩⾊の⻑袖シャツ、⿊のトレーナー＆ジーンズ（２つあったような）…… 思い出したら書き⾜します。

 揺れる想い（１）
  この愛に泳ぎ疲れても

  IN MY ARMS TONIGHT
  Just for you

  遠い⽇のNostalgia
  Season

  ひとりが好き
  不思議ね… ・・・⽩⿊の柄ものブラウス︖

  I want you
  突然

  君がいたから
  眠り
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 素直に⾔えなくて
 少⼥の頃に戻ったみたいに

  もっと近くで君の横顔⾒ていたい
  瞳閉じて

  あなたに帰りたい
  I still remember
  My Baby Grand 〜ぬくもりが欲しくて〜

  ⽌まっていた時計が今動き出した
  サヨナラはこの胸にいます

  もう少し あと少し
  こんなにそばに居るのに

  きっと忘れない
  君がいない

  ⼼を開いて
  Todays is another day ・・・PV＋未公開映像

  愛が⾒えない ・・・PV＋未公開映像
  マイ フレンド

  Don't you see! ・・・PV＋未公開映像（ド派⼿）
 （ENCORE）

  Oh my love ・・・短パン（⾜チョ〜キレイ）
  グロリアスマインド

  永遠 ・・・PV＋未公開映像
  揺れる想い（２）

  負けないで ・・・Ｍステ最後の出演映像 

Re:情報下さい︕

392 選択 カーディガン 2007-09-15 18:53:16 返信 報告
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stray所⻑様、皆様、こんばんは
昨⽇のライブの件ですが、私まだ、帰宅しないでおります。

 インターネットカフェでくつろいで情報を収集しております。いちおう、家でビデオはセットしておりますが、また
詳しいことはご報告いたします。

 http://www3.ezbbs.net/06/sh525/
 にも、詳しい情報が載っております。

 服装ですが、未公開映像ばかりですね。
 最初の「揺れる想い」も⾒たことない映像です。あのかわいい振り付けの時の映像には⼀度も出てこない映像ばかり

でしたね。私の好きな（＾o＾）「あなたに帰りたい」では、素敵な⿊いレース⾵のドレスでしたね。I still rememb
er もタイトなパンツスーツでしたが、上の⾐装が⿊っぽい上品な感じ（うまく表現できませんが）だったと思いま
す。

 「My Baby Grand 〜ぬくもりが欲しくて〜」はナビゲーターの野⽥さんが詩を読んでいましたね。それとピアノの
演奏があったけれど、PVは流れなかったと思います。

 「⽌まっていた時計が今動き出した」 では中村由利さんの紹介と会場が⾚いライトに照らされて、中村さんが歌って
いましたね。⽌まって〜の時に、泉⽔さんが、あたためていた⾔葉だと紹介がありましたね。この曲では、ビジュア
ル映像はあったけれど、泉⽔さんの歌っているPV映像はなかったですね。

 そんな感じで覚えていますが、私の席は後列のほうで、あまり覚えておらず、申し訳ありません。泉⽔さんの追悼へ
の気持ちでいっぱいでした。

 あと、promised youの映像の年代ですが、やはり、今まで、古い映像を使い回して・・・、と⾔われてきました
が、今回のPVの映像を考えると、promised youの映像は、93年頃ではないと思います。93年頃は顔が引き締まった
感じですが、promised youは顔がやはり、⼤⼈の⼥性ですね。Don't you see!・My Baby Grand 〜以降と思われ
ます。つまり、96年、97年頃かと。オーストラリアでいろいろと撮影があったという時期が濃厚かもしれません。
帰宅しましたら、また詳しくレポートしたいと思います。

カーディガン研究員、ありがとう︕

393 選択 stray 2007-09-15 19:13:11 返信 報告

カーディガンさん、ライブお疲れ様でした。感動の2:40でしたね︕
 やはりあまり覚えておられませんか。でも⼤分助かります。
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ご紹介サイトのレポートを書いて下さったJ・Mさんにも感謝です。

promised youの映像の年代ですが、「サヨナラは今も…」で、
 ⽩いブラウスを着た泉⽔さんの歌っていない映像が流れましたよね。髪型は違いますが、

 あのお顔がまさしくpromised youジャケの表情だと私は確信しました。
 この件は戻られたらゆっくりと（笑）。

無事のご帰還を祈ってます、お気をつけて。

お帰りなさい

394 選択 れお 2007-09-15 19:45:51 返信 報告

お疲れ様でした〜

私も瞬きを極⼒抑えて、ジッとスクリーンを観ていたのですが、35曲という曲の多さではなく、単なる私の記憶⼒の
問題かもしれませんがあまり⾃⾝ありません。が…

IN MY ARMS TONIGHT が確か歌詞間違えて⾆をペロっと。Gパンに上が︖
 ⼼を開いて は、LAあたりを⾃転⾞乗ってCKの⿊のリュック背負って⼿を振ってました。⼿を振ってる表情で泣けて

しまいました。
 永遠の未公開もドライビングシーン（表情がわずかに確認できました）

 愛が⾒えない もメーキングで靴脱いで⽴てひざ作るのにドアがチョット開いていました。（変なところばかり覚え
てるなあ）

＞カーディガンさん
 あれっ、promised younoのPV時期ですか︖

 そうですね、表情が93年とかと99年あたりでは全然違いますね。PVはリアルタイムに近いと思いますが。
 00年春か初夏あたりで。

 ジャケ写は微妙ですね〜、

れおさん、ありがとう︕

395 選択 stray 2007-09-15 20:06:32 返信 報告
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れおさんもお疲れ様でした。感動でしたね︕
情報ありがとうございます。助かります。

 克明に覚えている⼈って案外少ないと思いますよ。（⾔い訳）

歌詞間違えて⾆をペロっと・・・かわいかったですね︕
 スタンドにマイクを返したときにずる下がって苦笑っていうのもあったような。

 Gジャン、少し破れるのあるGパン、短パン⽣⾜のPVが、幻の「HOLD ME」PVだと思います。

p.y.の話はジャケ撮影時期のことです。
 PVは2000年で間違いないです。

 

更新情報

396 選択 stray 2007-09-15 20:09:36 返信 報告

今までにわかった映像です。（順次更新します）

 揺れる想い（１） 
  この愛に泳ぎ疲れても ・・・ほぼSgのPV

  IN MY ARMS TONIGHT ・・・歌詞間違えて⾆をペロっと。破れのあるGパン 
  Just for you 

  遠い⽇のNostalgia 
  Season 

  ひとりが好き 
  不思議ね… ・・・⽩⿊の柄ものブラウス︖ 

  I want you 
  突然 

  君がいたから 
  眠り ・・・淡いブル－のノ－スリ－ブワンピース 

  素直に⾔えなくて 
  少⼥の頃に戻ったみたいに ・・・⼤野愛果さんバンドINでピアノVer 映像なし 

  もっと近くで君の横顔⾒ていたい ・・・ライブDVDの映像 
 

https://bbsee.info/straylove/id/389.html?edt=on&rid=396
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=396


 瞳閉じて 
 あなたに帰りたい ・・・⿊いレース⾵のドレス、電球で飾られたステージ、客席サイリューム

  I still remember ・・・タイトな⿊のパンツスーツ 
  My Baby Grand 〜ぬくもりが欲しくて〜 ・・・⽻⽥裕美ピアノ演奏、野⽥幹⼦が歌詞を朗読

  ⽌まっていた時計が今動き出した 
  サヨナラはこの胸にいます ・・・バスの中の映像と、歌わない⽩ブラウス姿

  もう少し あと少し 
  こんなにそばに居るのに 

  きっと忘れない 
  君がいない 

  ⼼を開いて ・・・LAロケ、⾃転⾞乗ってCKの⿊のリュック背負って⼿を振る 
  Todays is another day ・・・PV＋未公開映像 

  愛が⾒えない ・・・PV＋未公開映像 
  マイ フレンド 

  Don't you see! ・・・PV＋未公開映像（ド派⼿） 
 （ENCORE） 

  Oh my love ・・・短パン（⾜チョ〜キレイ） 
  グロリアスマインド 

  永遠 ・・・PV＋未公開映像 
  揺れる想い（２） ・・・今回使われた映像がダイジェストで流れる

  負けないで ・・・Ｍステ最後の出演映像

短パンは…

397 選択 れお 2007-09-15 20:21:13 返信 報告

短パンは⽣⾜と、薄い⿊茶っぽいストッキングのもありませんでしたか︖記憶が曖昧で（苦笑）
 Gパン（501）も、今回のライブ映像では2〜3本あったと思います。Gジャンも後ろでかなり絞っていましたね。だぶ

だぶ状態のもあったと記憶してます。
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恐らくGパン・Gジャンはメンズ物なのでしょう。レディースもあるのに、ザックリと着るのが初期の泉⽔さんのお気
に⼊りだったのかなあ︖

PVで洋服の好みの変化もうかがえますね。
 promised youあたりからノースリーブ・ハイネックを着だしたみたいな。⼼境の変化でもあったのかな︖

Re:短パンは…

403 選択 stray 2007-09-15 23:07:44 返信 報告

れおさん、こんばんは。
 短パンって、ジーンズを切ったようなやつですけど、もう⼀つありました︖

 薄い⿊茶っぽいストッキングといえば、Ｍステのこの映像ですが、昨⽇映りましたっけ︖

＞恐らくGパン・Gジャンはメンズ物なのでしょう。
 なるほど、たしかにかなり緩かったです。

＞promised youあたりからノースリーブ・ハイネックを着だしたみたいな。⼼境の変化でもあったのかな︖
 それとも、何かを隠していたのか…

謎がさらに深まったライブでしたね（笑）。

楽しそうですね♡

405 選択 ドルチェ 2007-09-15 23:26:24 返信 報告

昨⽇のライブ映像検討会、とっても楽しそうですね♪
泉⽔さんがどの曲でどんな服だったとか、書込みを⾒てるだけで私も楽しいです。

 でも私はライブお留守番組だったので、参加組の⽅々にはかなりリードを許してしまいましたっ（泣）

そういえば
 服装が初期の頃と近年ではだいぶ変わったみたいですが

 流⾏や時代の変化に伴うものも⼤きいと思いますよ。
 もちろん泉⽔さん⾃⾝の好みの変化もあると思いますけど。
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なかなか埋まらない

406 選択 stray 2007-09-15 23:36:57 返信 報告

ドルチェさん、いらっしゃい。
 ⼈間の記憶ってまったく当てにならないですね、まだ半分も埋まらないし（笑）、

 １曲⽬の服装が思いだせないんだから、情けないです（笑）。
 でも、こうしてリストにするだけで、伝わってきますよね︖

 副所⻑のために⼀所懸命思い出すからね︕♡

⿊レースのドレスは、数珠っぽい⻑い⼆重のネックレスしてて、未亡⼈⾵でした。
 ⼟曜ワイド劇場に⼥優として出てきてもおかしくなかったです（笑）。

 でね、配られたサイリュームが⼀⻫に折られて、ステージも電球で埋められ、とっても幻想的でした。
 よかったよ〜（笑）。

 

副所⻑へ、業務連絡

407 選択 stray 2007-09-15 23:38:57 返信 報告

ところで、付属図書館からの重要なお知らせ（メール）届いてます︖
 

ありがとね♡

409 選択 ドルチェ 2007-09-15 23:45:26 返信 報告

そうそう、図書館からのお知らせ来てました︕
 今とんちんかんながらも必死にDLしてみてます（最中←もなかじゃないよ）

 それに前ね、promised you の⼤画⾯バージョンのも⾒せてもらいましたよ。
 すっごい良かった、ありがとね♡

カメラが

410 選択 れお 2007-09-15 23:54:32 返信 報告
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ニコンでしたね。永遠がらみで、キャノンだと信じ込んでいたのでこれも発⾒。。

ランニングしてる時のグレーのジャージがアディダスで。。

泉⽔さん靴のひもを結び直すのが癖（好き︖）みたいですね。（⼼開いてのPVにもありましたっけ）

ジャケ写⾒て思ったんですが、頬杖つくのも癖︖

おっと、11時過ぎてる︕
 おやすみなさい☆

カーディガンさんへ

412 選択 stray 2007-09-16 00:04:49 返信 報告

#382の新聞に写ってるのが、I still remember ・・・タイトな⿊のパンツスーツ ですか︖
 あとで思い出してね♡

れおさん、もう休まれたかな︖
 ニコンでした（笑）。キャノンも持ってるとは思うけど…。

 ランニングシーンは、ゴールデンベスト特典DVDにも⼊っています。
 頬杖つく、腕組みする、スタンドマイクの位置を気にする（04LIVEもそうだった）、…

 けっこうありますね、その仕草がみなカワイイんだよなあ。

ドルチェさん、まだまだ起きてますか︖（笑）
 promised you 堪能してもらえたようで嬉しいです。

 図書館は続々と新刊⼊るから急いで読まないと…（笑）。

マイクスタンド

413 選択 アネ研 2007-09-16 00:36:26 返信 報告

以前「ZARD掲⽰板」でxxxさんかな︖
 2004年のコンサートについてのコメントで「マイクスタンドが杖がわり」っていうのでドキッとしたし、ありえるな

ーと思ったのですが、ーmemory コンサートでの過去の映像でもけっこうマイクスタンドとマイクをつかんで唄うシ
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ーンがあったので、少し安⼼してしまいました。
泉⽔さんの好きな外タレにそういう⼈がいないかしらん。

まだまだ︕

414 選択 ドルチェ 2007-09-16 00:45:16 返信 報告

たった今出張より戻ってまいりました〜。

うんうん、泉⽔さんって可愛いだけじゃなく、カッコイイのもすごく様になっててイイッ︕
 あぐら座り︖もよくやってますよね。

 

Re:情報下さい︕

445 選択 カーディガン 2007-09-16 16:07:05 返信 報告

stray様、皆様
 本⽇、出張より戻りました。武道館当⽇はは暑かったですね。⾳楽葬ほどではないですが、ギンギンの暑さでした

ね。⾬が降らなかったのは幸いです。⾬が降ったりして、びしょ濡れにならなくてよかったです。
 さて、報告ですが、

 #382の新聞に写ってるのが、I still remember ・・・タイトな⿊のパンツスーツ ですか︖ ＞
 という件ですが、違いますね。未公開映像なので、表現の難しいところです。チュニックというらしいですが、チュ

ニックの⻑めのグレーっぽいのに、ＯＬさんがはいているようなスーツで、⿊のパンツスーツだったと思います。服
装は、ＤＶＤ出ないと難しいかも。
ＴＶで⼀応チェックしました。⼟曜の朝にズームインサタデーを放送していて、ＺＡＲＤ特集をしていましたね。⾒
た⽅も多いと思います。ＺＡＲＤの好きな曲をアンケートとっていましたね。５位から、⼼を開いて、あの微笑みを
忘れないで、マイフレンド、揺れる想い、負けないで、でしたね。ただ、これは街頭アンケートなので、コアなファ
ンからすると違うと思いますが。それと、グロリアスマインドもＴＶ初公開ですね。ほかの曲でも少しＺＡＲＤ情報
があって、グロリアスマインドが流れていましたね。

 泉⽔さん愛⽤のものが映像で流れていましたが、カメラは、フィルムカメラだとするとニコンのＦ７０Ｄ、Ｆ５０Ｄ
あたりかな︖デジカメだとよくわかりませんが、中級機種ですね。ただ、商品名は、画像の修正で削除されたので
は︖
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ニコンのカメラだと、Ｆ１（古いです）〜Ｆ４・Ｆ５・Ｆ６が最上位機種なので、Ｆ７０Ｄあたりだと中級機種です
ね。セミプロが使うカメラといったところでしょうか。ただ、ニコンのカメラについては、批評はしないでおこうと
思います。ぜひ、お⼿にとって、ご覧頂いたほうがよくわかると思います（⼀眼レフは初⼼者向きではないものが多
いと思います）。

 それから、「あなたに帰りたい」は、ALBUM「OH MY LOVE」バージョンですね。イントロがギターの繊細な調べ
が⻑く続いていたので。

それから、最初に開演するとき、電気が消えて、泉⽔さんが「私は⾔葉を・・・」と話し始めたとき、泉⽔さんがい
るかのような演出でしたね。とてもよかったと思います。最初のうちは、みんなおとなしく聴いていましたね。で
も、盛り上がらないとだめですから、私も、ひとりが好き、からは、⼝ずさんで⼿拍⼦をして、盛り上がるようにし
ました。それからは、しだいに会場も盛り上がっていったかなぁ。隣の⽅も⼿拍⼦などするようになりましたね。未
公開映像はどれも素晴らしかったですね。歌っている途中にジュースを飲んでいたのもありましたが、どれも、ＰＶ
としては⼗分なクオリティだと思います。「あなたに帰りたい」は本当によかったですね。私は本当にこの曲が好き
なので、あの演出には感動しましたね。泉⽔さんは、もう彼のもとに帰ったのでしょうか、そんなことを感じさせ
て、いい曲です。アンコールはコールは起こらなかったのですが、⼿拍⼦でそれを表現していました。アンコールが
５曲ですから、楽しめました。「永遠」の曲解説では、「坂井さんの存在そのものといえる曲」といった解説でした
ね。ラストはもちろん負けないでですね。前の曲、揺れる想いから会場総⽴ちで⼤合唱でしたね。やはり、会場全体
で、とても盛り上がれて、⼀体感を共有できた貴重な時間（とき）でした。最後まで結構時間がありましたが、で
も、終わるとまだ居たいという気持ちでした。

 いろいろな下⾺評を覆した、最⾼のコンサートだったと思います。泉⽔さんは、約束を果たされて、⼗分に満⾜して
いることと思います。私も、献花、⾳楽葬、コンサートと⾏き、泉⽔さんへの感謝の気持ちを表せ、少しほっとして
いるところです。このあとは、かの地で安らかにお休みくださるように、という思いで帰路につきました。来年の夏
も（春夏秋冬いつでもいいですが）という気持ちになりました。

お帰りなさい︕

447 選択 stray 2007-09-16 16:43:26 返信 報告

カーディガンさん、ご苦労様でした。
 泉⽔さんへの想いがたくさん詰まったレポートありがとうございます。

 私のレポが⾒劣りしちゃって困ります（笑）。

https://bbsee.info/straylove/id/389.html?edt=on&rid=447
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=447


私も⾒事な演出だったと思います。点数を付ければ95点。
最後の「負けないで」で、クルージングライブでの「みんな、⼀緒に︕」が⼊れば

 より盛りあったでしょうね。あと個⼈的には「promised you」がなかったのが残念かな（笑）。
 「あなたに帰りたい」は最⾼でした。「⽌まっていた…」

 で涙が出そうになったのですが、
 あの曲が持つ激しさ・情熱に圧倒され、中村由利さんのコーラスにぐっとくるものがありました。

＞チュニックの⻑めのグレーっぽいのに、ＯＬさんがはいているようなスーツで、⿊のパンツスーツ

細かいチェックですね、ありがとうございます。曲は「I still remember」で間違いないですよね︖

カメラのことやヘッドフォンの話は、マニアックな⽅々が別スレで盛り上がっておりますので、
 是⾮そちらのほうにも参加下さい。

 

電気が消えて

450 選択 アネ研 2007-09-16 17:05:15 返信 報告

座席に置いてあった「あなたに帰りたい」での演出の件の紙に、演出で⾮常灯も消えますとあったので、もしかした
らオープニングの「わたしはいつもー」のところは真っ暗だったのかもしれません。

 しかし、だからこそ、その次の瞬間の泉⽔さんの映像と「揺れる想い」の感激したのかも知れません。

Re:お帰りなさい

452 選択 カーディガン 2007-09-16 17:45:34 返信 報告

＞チュニックの⻑めのグレーっぽいのに、ＯＬさんがはいているようなスーツで、⿊のパンツスーツ

細かいチェックですね、ありがとうございます。曲は「I still remember」で間違いないですよね︖ ＞

そうですね、あなたに帰りたいのあとも泉⽔さんがフェミニンな服装だったので、I still rememberだと思います。
このあとがMy Baby Grand 〜ぬくもりが欲しくて〜 だったので、２曲ともフェミニンだったですね。記憶もあやふ
やなところがあるので、「︖」をつけといてください。
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カメラのことやヘッドフォンの話は、マニアックな⽅々が別スレで盛り上がっておりますので、 
是⾮そちらのほうにも参加下さい。＞

そうですね、あまり、泉⽔さんの持ち物で同じものを持ちたいとは思いませんが、盛り上がるかもしれませんね。あ
と、⼀つ、このところ書きたかったのですが、雰囲気的に今⽇になってしまいました。あのマグカップの件ですが、
某デパートに問い合わせたところ、ホームのアルペンという種類だそうです。ただ、国内はもちろん、本場の英国で
も、もう廃版の商品で、在庫はないそうです。そこで、書いておきたかったのですが、ファンの間ではＷＥＤＧＷＯ
ＯＤのあのマグカップがほしい⼈が多いのでしょうか︖ほしい⼈が多いなら、復刻したらいいのですがね。もちろ
ん、ある程度の注⽂数がないと難しいでしょうから、ファンの要望で、最低発注数量以上なら、復刻は可能だと思い
ますが。どうしても、泉⽔さんと同じデザインのあのマグでないとだめだというなら、復刻しかないでしょうね。事
務所で、ファンクラブの通販にでもしたらいいのに。

 P.S.さきほど、このレスを打っていたところ、ブレーカーがとんでしまいました。とんだハプニングでした。また、
打ちなおしました。パソコンのハードディスクに問題はありませんでしたが、投稿フォームではなく、ワードなどに
保存しながら打ったほうがよかったようです。

 

要望は多いと思う

455 選択 stray 2007-09-16 19:12:53 返信 報告

カーディガンさん、I still rememberの件、了解です。
 私も物欲ない⼈ですが、毎⽇使えるもので泉⽔さんと同じ物なら欲しいですよ。

 ＷＥＤＧＷＯＯＤのマグは4〜5千円すると思いますが、あれを今回グッズで販売したら、
 たとえ１万円でも売れ筋商品になったと思います。

 副所⻑も「欲しい〜」って⾔ってましたし（笑）。
 もちろん同じデザインでってことなので、案外、事務所ですでに交渉に⼊ってるかもしれませんネ。

 

【promised you ⼟曜ワイドver. mp3配信】

446 選択 stray 2007-09-16 16:30:04 返信 報告
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前にYouTubeにアップしたpromised you ⼟曜ワイドver.の
映像と⾳声を分離して、mp3（⾳声ファイル）にしました。

 iTunes等でそのまま聴けます。
 1.8MですからDLは数⼗秒でしょう。

http://www.filebank.co.jp/wblink/791806ebf02811b2d5458e9eda734b8d

（期間限定︓9/23まで）

脳内メーカー

228 選択 アネ研 2007-09-13 00:34:46 返信 報告

皆さんは脳内メーカーって知ってますか︖
 頭のなかを⽂字化する占いみたいなものです。（︖）

 そんなの古いと⾔われるかもしれませんが、わが社では若⼿が社員みんなのをプリントまでするしまつでした。
 かくゆうわたしは、坂井泉⽔さんで調べてみました。

 うむうむ、なるほどなるほど、なんとなくそうかなという感じでした。
  

 先⽇の所⻑さんのお⾔葉のT28さんの宣伝部⻑案（笑）ですが、それって、泉⽔さん御⽤達の鯛焼き屋の浪花家総本店でいえ
ば、お店の前で呼び込んでいる親⽗さんみたいものなのでしょうか︖（笑）

 PS 調⼦にのりすぎました、ごめんなさい、T２８さん。

Re:脳内メーカー

229 選択 Ｔ２８ 2007-09-13 00:57:53 返信 報告

アネ研さん、こんばんは。
 脳内メーカーは、知ってはいますが、試したことは無いな〜。
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結構変な結果が出るって聞いたことあるのですが、泉⽔さんのは⼤丈夫でしたか︖
聞きかじった所では「坂井泉⽔（さん）」の姓と名の間に、スペース⼊れただけでも結果が違うんですよね︖

＞ 調⼦にのりすぎました、ごめんなさい、T２８さん。
 どんどんイジって下さいな︕ その⽅がきっと私、活躍できると思いますので・・・。（笑）

 いっつも、strayさんに鍛えられてるから、こんなの何とも思わないって⾔うか、おいしいでしょ︕（笑）
 ホントはね、アネ研さんを勧誘して、研究所初めて訪れる時に、私に誘われましたって書いて貰おうと企んだのです

が、遅かったんです。（笑）
 そうして、ポイント稼げば、stray所⻑にクビにされないかなって思ったんだけどね〜。（笑）

 

こんばんは〜

230 選択 ドルチェ 2007-09-13 01:15:28 返信 報告

アネ研さん、みなさんこんばんは♪
 今⽇は本業が忙しくてこっちの出勤が遅くなっちゃいました。

 脳内メーカー、私もやりましたよ︕もちろん泉⽔さんのも（笑）ちょっと前だったので結果は忘れてしまいました
が…。

 恋愛相性占いとかあると同性なのについつい泉⽔さんと⾃分とで占ってしまうんですよね（恥）

やっぱり宣伝部⻑向き

236 選択 stray 2007-09-13 06:21:26 返信 報告

＞アネ研さんを勧誘して、研究所初めて訪れる時に、私に誘われましたって書いて貰おうと企んだのですが、

そんなこと考えてたわけ︕︖（笑）
 やっぱり宣伝部⻑向きだわ、３つ⽬の肩書きにしようっか︖（笑）

アネ研さん、いらっしゃ〜い。
 相⽅のことはどんどんいじって下さい。いじられるのが快感みたいなので（笑）。

 浪花家総本店の親⽗さんには爆笑しました（笑）。
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Re:やっぱり宣伝部⻑向き

244 選択 Ｔ２８ 2007-09-13 16:16:55 返信 報告

stray所⻑、そんな勧誘⽅法は、あり︖なし︖ どっち︕

これだとたいした⼈数集められないけど、私らしくて、地道でしょ︕（笑）

Ｐ.Ｓ. ドルチェ副所⻑、⼥性でしたか︕ <(_ _)> ←すみません
 stray所⻑との髪のお話しを⾒て、アレッ︖ て思っていたのですが、また勘違いしておりました。ホントにバカだな

オレ︕（笑）
 

研究所開設祝賀会があったとしても

282 選択 アネ研 2007-09-14 02:51:51 返信 報告

T２８さん、ドルチェさん、所⻑さんレスどうもです。私事ですが、きのうは知⼈の退職祝いの⾏ったのですが、実は
すでに再就職していて、激励会でもあったのです。当然、酒もでまして、何杯のんだことやら・・・

 そして、１時間後には警察より警告をもらってしまいました。チャンチャン「しゅっぱい」どころではありませんで
した。５０万円、⾸などの⾔葉が浮かびました。あーおどろいた。そしてしばらく休んでろと、みなさんは、そんな
ことはないと思いますが、祝賀会があったとしても、電⾞、バスを利⽤しましょう。⾃戒をこめて。

アネ研さんへ

285 選択 stray 2007-09-14 09:37:37 返信 報告

こんにちは、もしかして檻の中からピーコピコじゃないですよね︖（笑）
 いけません、絶対にいけません。時にはタクシー代のほうが⾼く付くときもありますが、

 ⼈を殺傷する前に咎められてよかったのかも知れませんよ。
 皆さんも飲んだら絶対にダメですからね。

アネ研さんへ

291 選択 Ｔ２８ 2007-09-14 12:49:16 返信 報告
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こんにちは。頼むよ︕アネ研さん。今後は気を付けてよ〜︕
「検問に気を付けろ︕」じゃないよ。「飲んだら乗らないように」気を付けて下さいね。

 stray所⻑が仰るように、誰かの⼈⽣狂わせたら、⾃分だけでなく、
 アネ研さんを⼤切に思ってくれている⼈達まで悲しませる事になるのですから・・・。

 

反省します

421 選択 アネ研 2007-09-16 10:33:24 返信 報告

所⻑さん、T28さんレスありがとうございます。
 そうですね、ほんと私のことよりも、動く凶器だったのだから被害者がでなくてよっかたのですね。今後は⾞を置い

とくか、代⾏など利⽤することを誓います。

最後のレポートです。

371 選択 stray 2007-09-15 09:39:09 返信 報告

そろそろホテルを出て、泉⽔さんゆかりの地を回ってきます。

夜まで交信（更新︖）できませんのであしからず。

拙いレポート読んで下さってありがとう。
飲んだ後のカキコはめちゃくちゃだな（笑）。

グランドパレスからでした。では。

無事に︖帰りつきました。

376 選択 stray 2007-09-15 15:25:53 返信 報告

今⽇の東京は超蒸し暑くて、慶応⼤学病院に⾏っただけで汗だくになったので、
 ほかはパスしてさっさと帰ってきました（笑）。
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部⻑、ごめん、期待裏切っちゃって︕

事故現場

377 選択 stray 2007-09-15 15:29:00 返信 報告

泉⽔さんが亡くなった場所です。
 思ったとおり、たいした⾼さじゃありません。⼿摺の上部まで地上から2.5mくらいでしょ

うか。
 ⼟の⼀部が変⾊していました。ファンがお線⾹でもあげたのでしょうか。

⼿を合わせ、泉⽔さんの冥福を祈ってきました。

私と同じように写真撮って⼿を合わせてる⼈が数⼈いました。

セットリスト

378 選択 stray 2007-09-15 15:42:04 返信 報告

追悼ライブのセットリストです。
 ツアーパンフ（#303）の中に書いてありました。

 ⼊場の際にプログラムが貰えなかったので、右隣の⼈（チケットお譲りした○○さん、とってもマ
ジメそうな好⻘年でした）

 に聞いたら、「ツアパンに書いてありましたよ」だって。ホテルに置いてきちゃった︕（笑）
 曲順・出演者もわからないままライブが始まったのでした。

 左隣の⼈は、回覧板をはさむ板の⼩さいのをクビからぶらさげて、
⼀所懸命に曲名をメモしながら聞いていました。
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「⾬に濡れて」が⼊ってますが、実際には演奏されませんでした。
東京は晴れだったからなあ。⼤阪では演奏されたのですか︖

 「⾬に濡れて」は⼤好きな曲なので、少し残念。
 「⾬に濡れて」と「promised you」が流れたら、きっと号泣してたと思います（笑）。

お帰りなさい、お疲れさま︕

379 選択 Ｔ２８ 2007-09-15 15:45:47 返信 報告

stray所⻑、お帰りなさい。お疲れ様でした。

もうちょっと遅くなるのかと思っていましたが・・・。（笑）
 確かに今⽇の東京は暑いです。ジッとしていても汗かく位だから歩くのは⾟いね。

 期待してたのですが、伊東屋いけなくて残念でした。それに、また変なこと書いてすみませんね。（笑）

武道館追悼ライブ道中記、楽しかったです。（笑）
 ライブレポートの続き、期待していますのでヨロシク♡

 

実際の演奏曲⽬

380 選択 stray 2007-09-15 15:47:19 返信 報告

東京中⽇スポーツ紙です。５紙買ってきましたが、東京中⽇の扱いが⼀番⼤きかったです。

「揺れる想い」が２つ⼊ってますが、それぞれ別映像でした。
 全35曲、2:40のステージ、アッという間でしたよ。

ドルチェさん、「デンジャラス・トゥナイト」じゃなくて「I want you」の間違いでした。
 どっちもあまり好きじゃないので混同しちゃいました。

「⾬に濡れて」は

381 選択 Ｔ２８ 2007-09-15 15:51:55 返信 報告
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> 「⾬に濡れて」が⼊ってますが、実際には演奏されませんでした。 
> 東京は晴れだったからなあ。⼤阪では演奏されたのですか︖

お天気は関係ないのでは︖（笑）
 たしかmoonさんによると、⼤阪でも演奏されなかったみたいですよ。

 逆にmoonさんは、武道館で演奏されるのか、気になっているみたいです。
 

デイリスポーツ

382 選択 stray 2007-09-15 16:00:04 返信 報告

私のレポートより、新聞記事読んだほうが100倍正確だと思います（笑）。
 記事が読めるよう、⼤画像のままＵＰです。

部⻑︕

383 選択 stray 2007-09-15 16:11:13 返信 報告

いやいや、売り切れていれば⾒事なぼけツッコミが完成していたと思うので（笑）、許す（￣＾￣）。

何で⼊ってるんだろ︖（笑） ⼤阪も⾬降らなかったのでは︖
 「⾬に濡れて」は、ハーフコートみたいの着てるpvでカワイイんだけどなあ…。

「⾬に濡れて」のＰＶ

385 選択 Ｔ２８ 2007-09-15 16:22:39 返信 報告
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そんなのあるんですか︖ すげーな︕
カワイイんだ。まぁどれもカワイイけどね〜。⾒てみたいな〜︕

 

⼀瞬だけ

387 選択 stray 2007-09-15 16:33:29 返信 報告

ほんの２〜３秒、ベストのPVに⼊ってます。
 あれがフルならゾクゾクすると思うよ。

Re:事故現場・・・再び涙

398 選択 S424 2007-09-15 21:23:27 返信 報告

stray所⻑，皆様こんばんは。
 坂井さんの最期の場所ということで，この場所に⾏かれたのですね。

 私もこの写真に合掌して，どうか天国で安らかにされるように・・・とお願いしました。

事故現場のスロープの写真はいろいろとありましたが，こんなに近くからのものは初めて⾒ました。
 これを⾒ると，普通の体調の⽅であれば亡くなることは無いと思いました。

 （⼿すりに腰掛けた状態で意識を失っちゃったのかなぁ）
 

S424さん、こんばんは。

399 選択 stray 2007-09-15 22:09:56 返信 報告

東京まで⾏って、ここを素通りするわけにはいきませんでした。
 ＪＲ信濃町駅を出てすぐ⽬の前です。

 コンクリート壁上部がスロープのほうに張り出ていて、簡単に⾜をかけて⼿摺に上れます。
 左側（南側）にレンガ造りの建物があって、私が⾏った時間でも薄暗かったです。

 あれこれ詮索してもしょうがないですが、無念な気持ちしか沸いてきませんでした。
 この写真で祈ってもらえて感謝です。
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所⻑、おつかれさまです。

400 選択 ＤＯＭＩＮＧＯ 2007-09-15 22:23:54 返信 報告

おかえりなさいませ。
 事故現場、訪問されたんですね。

 現場写真拝⾒させていただきました。
 看護師という職業柄、現場にはどうしても⾜を運ぶ気になれなくて…。

 僕も写真に向かって合掌させていただきました。

現場写真の⼿すりが直線からカーブし始めるところ、コンクリートの部分に、何か写っているような気がするんです
が…、気のせいでしょうかね・・・。

 

ＤＯＭＩＮＧＯさん、こんばんは。

401 選択 stray 2007-09-15 22:49:31 返信 報告

⾏ってきました。これはコンクリートの汚れです。そこだけ何故か汚れてました。
 私は事故死に納得していない⼀⼈なので、少し回りの状況も調べてきました。

←の写真左奥に⾒えるのが監視⼩屋で、警備員さんがいました。
 監視⼩屋から現場はよく⾒通せます。

 通路を⼿前のほうに⾏って突き当たると、そこにも監視⼩屋がありました。
 泉⽔さんが毎⽇ここを通っていたら、警備員さんも気になるんじゃないかと思うのですが…。

 いやいや、これ以上の詮索はやめましょう。

Re:ＤＯＭＩＮＧＯさん、こんばんは。

408 選択 ＤＯＭＩＮＧＯ 2007-09-15 23:42:20 返信 報告

所⻑、ありがとうございました。
 泉⽔さんもあまり触れられたくないところでしょうから、

 この話題はこの辺で…。
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それにしてもライブは感動的でした〜。
ラストの「揺れる想い」「負けないで」の⼤合唱は最⾼でしたね。最⾼の贈り物をくださった泉⽔さんに感謝です。

 

⽇テレ特番

359 選択 stray 2007-09-15 07:56:00 返信 報告

おはようございます。
 起きてＴＶ付けたら、ちょうど⽇テレのZARD特番をやっていました。

 昨夜の映像がかなり映りましたが、ご覧になられたでしょうか。

副所⻑、ごめん、New Yorkに⾏ったまま帰ってこないんで寝ちゃった。
 ⻘いワンピース、喪服っぽい⿊レースのロングスカート、短パン、⿊トレーナー＆ジーンズ、…

 ⾒たことない映像多かったなあ。
 

⾒ました!!

360 選択 KOH 2007-09-15 08:22:40 返信 報告

おはようございます、所⻑。

⾒ましたよ〜︕結構⻑い時間特集してくれてましたね!!
グロリアスマインドも流れたしね︕︕

Re:⽇テレ特番

362 選択 stray 2007-09-15 08:24:32 返信 報告

KOHさん、おはようございます。
 良かったですよ〜、昨夜のライブは。美しい泉⽔さんを堪能できました。

 ところで⽇テレ特番録画してません︖欲しい︕︕（笑）
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Re:⽇テレ特番

364 選択 れお 2007-09-15 08:28:23 返信 報告

所⻑、おはようございます。
 ⽇テレ⾒ました。

 13,000⼈もいたんですね。
 どうりで⼈がいっぱいだと思いましたよ。

不思議ね…には驚きました。
 ノーチェックでしたから。

 

れおさん

366 選択 stray 2007-09-15 08:34:20 返信 報告

おはようございます。
 19:00頃はまだけっこう席が空いていて（特にアリーナが）⼼配したのですが、

 20:00には超満員でしたね。バックステージに空席があるくらいで。
 13,000⼈︕すごいなあ。

「不思議ね」…ビックリでしたね。（不思議ね…の詞と泉⽔さんの⼝がちゃんと合ってる）
 なんで「不思議ね」のPVを、あの時期に撮る必要があるのか分からないですねぇ。

ZARDの謎はますます深くなりましたね（笑）。

Re:⽇テレ特番

367 選択 KOH 2007-09-15 08:48:24 返信 報告

あ、⼀応録ってありますよ。

めざまし⼟曜⽇でもやってましたね〜︕︕
 ⼆分くらいやったけどね〜。
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Re:⽇テレ特番

368 選択 れお 2007-09-15 08:55:56 返信 報告

PVの謎は深まるばかりですね。

もしかしたら、ある⼀定の時期までは全てのPVが存在するのかと期待もありますが。

⽤意してた⽬薬が紛失してしまい、⼤⾬のワイパー状態で⼤変でしたよ。
 ⼼を開いてやDon't you see︕は良かったですね。

 素の泉⽔さんに逢えた感じで。

ビーイング、やるじゃん︕って感じです。

KOHさん

369 選択 stray 2007-09-15 08:57:06 返信 報告

それ、お願い︕♡（笑）
 私の♡で不満なときはドルチェ副所⻑からもお願いしてもらうから（笑）。

録画忘れた〜︕

370 選択 Ｔ２８ 2007-09-15 09:31:47 返信 報告

(T_T) ⾒てないし、撮ってないし、しかも寝不⾜で仕事している私です。みなさん、おはようございます。

ハッと気づいた時には遅かった・・・。もう失敗ばかりで⾃⼰嫌悪ですよ︕

誰かアップしてくれないかな〜。KOHさん、もし可能なら、お願い!!! 
 ｍ（＿ ＿︔︔ｍ

 

Re:⽇テレ特番

372 選択 皐 2007-09-15 10:26:26 返信 報告
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皆さんおはようございま〜す︕(…って、もうお昼近いけど(苦笑))
所⻑は今“泉⽔さんゆかりの地巡り”の最中みたいですね♪

 今朝のニュース私も観ましたよ☆ﾐ「strayさん達もここに居るんだなぁ」と思いながら観ていま
した︕

 そして、未公開映像の泉⽔さんを⾒てまたまたビックリ︕︕ロックスター⾵メイクをしていた
り、

 ダンスしてる外⼈の後ろで おどけていたり…♪
 新曲の「グロリアスマインド」も流れていて、TVの前でもう⼤感動でした︕(o≧∇≦o)

 きっと武道館では、その何倍もの盛り上がりだったのでしょうね︕︕(●≧ω≦●)

P.S.残念ながら、録画はしてませんでした(>_<;)KOHさん、私も、もう1度⾒てみたいので お願いします︕♡（笑）

☆ドルチェさんへ☆
 なんだか、コメントを投稿した後(実際は前に)に所⻑がお戻りになっていたみたいで︕＾＾

 パソコンが⾃分の部屋にあればエンドレス会話したかったのになぁ〜(笑)

あっ︕ドルチェさん“ちゃん付け”全然OKです︕むしろ嬉しい☆ﾐ親近感が湧いていいですね(o^∇^o)

今頃stray所⻑は（想像）・・・（笑）

373 選択 Ｔ２８ 2007-09-15 12:13:51 返信 報告

追っかけ１号の、ぶちょ〜で〜す。オハヨ〜♡︕ 皐ちゃん。 ←ドルチェ副所⻑のまね（嫌なら⾔ってね）
 また「作品」アップしてくれて、ありがとネ︕ 保存しました。

 ⼀⽣懸命に歌ってくれる泉⽔さんの姿に感動するよね。この画像からも伝わりますよ︕

皐ちゃんはテレビ⾒たんですね。良かったね〜。
 私なんか忘れてて、８時過ぎに「あっそういえば、テレビでやるって何時からだろう︖」って新聞⾒たら、

 「終わってんじゃん(>_<)︕︕︕」もう朝からガックシですよ︕ハ〜〜〜ッ（深いため息）

エ〜、今頃きっと所⻑は、銀座の伊東屋で「⻘い⾰の保険証⼊れ下さい︕」と⾔って、
 「もう売り切れました︕」って⾔われて、しょげていますよ︕（笑）

 stray所⻑しっかりしろ︕ 背中が寂しいぞ︕（笑） 所⻑もし購⼊出来たら写真でいいのでアップしてね。♡
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こんにちは♡ドルチェです

374 選択 ドルチェ 2007-09-15 12:38:36 返信 報告

所⻑はじめZARDファンのみなさん、こんにちは︕

フムフム、所⻑は今頃「泉⽔さんゆかりの地巡り」ですね＾＾
 ⽇テレのZARD特番、⾒逃しました（︔︔）

 昨⽇夜更かししすぎて起きれませんでした…。
 KOHさん、私も⾒てみたい〜。お願い♡♡

れおさんも昨⽇はいい具合に酔ってましたね（笑）
 部⻑は今⽇お仕事だったんですね、頑張ってくださいね︕

 皐ちゃん、テレビ⾒れたんだね♪やっぱり泉⽔さん可愛かった︖︖
 いつも素敵な作品、ありがとね︕いつかエンドレスで話してみたいね♡

今⽇はこれから出かけるので、また夜遊びに来ますね♪

こんにちは♪

375 選択 皐 2007-09-15 14:33:20 返信 報告

☆T28さんへ☆
 部⻑おはよう︕(o^∇^o)ぜひ“ちゃん”で呼んでください︕(●＞∇＜●)嬉しいです〜♡

 画像も貰ってくださってありがとうございますね︕☆ﾐ
 今朝はライブのニュースを⾒るために早く起きました︕(笑)いつもは、⼟曜⽇に⽬覚ましセットなんてしないのに

(笑)
 未公開映像はホントに“貴重”といった感じのものばかりでしたよ☆ﾐみんなでKOHさんにしつこいほどお願いをしまし

ょう︕(笑)
 ところで｡｡｡所⻑は今頃どこに居るんでしょうね＾＾「もう売り切れました︕」って⾔われてなければいいけど…＾

＾︔

☆ドルチェさんへ☆
 ⾒逃しちゃったんですね〜(>_<)逆に私は早く布団に⼊ったのが幸いで、朝ちょ〜早くから起きてました(笑)
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 泉⽔さんホントに可愛かったですよ♡Don't you see︕のPV撮影時の未公開映像だと思うんですが、
(先ほど書きましたが)外⼈の後ろでおどけていたり、歩きながら笑顔で話をしてるアップの映像だったり…(*^u^*)

 でも1番印象に残ってるのが“ロックスター⾵のメイク”︕(笑)映画のデスノートを思わせるアイメイクで︕(^⽫^)
 今回のライブDVD、発売してほしいですね〜☆ﾐ

P.S.ドルチェさん、こちらこそ画像についてｺﾒﾝﾄありがとうございます︕⼥の⼦同⼠、エンドレスで話してみた〜い
♡

れおさん

384 選択 stray 2007-09-15 16:18:02 返信 報告

こんにちは、家に帰り着きました。

＞もしかしたら、ある⼀定の時期までは全てのPVが存在するのかと期待もありますが。

そうですね、さっそく今それを検証しているところです（笑）。
 5thAL以降の店頭⽤PVは持っていますが、それ以前のは⾒たことありません。

 「HOLD ME」はPV撮影だけしてお蔵⼊り。
 「揺れる想い」はテレ朝のスタジオでＭステのスタッフの⼿で作られ、べストのPVに⼀部使われています。

 これが今回惜しげもなく次々出てきたので、⽬が点になっちゃいましたよ（笑）。
 

皐ちゃん、ただいま〜（笑）。

386 選択 stray 2007-09-15 16:25:27 返信 報告

私も「ちゃん」付けしていいかな︖（笑）
 皐ちゃんのほうが、かわいらしくいいんじゃない︖

またまた作品ありがとうございます。
 昨⽇武道館に集まった13,000⼈の想いがつまってますね。

 デザインも歌詞の選択もお⾒事、素晴らしいです。

Don't you see︕のPV撮影時の未公開映像のことは、
 ブック「きっと忘れない」に書いてるのですが、

https://bbsee.info/straylove/id/359.html?edt=on&rid=384
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=384
https://bbsee.info/straylove/id/359.html?edt=on&rid=386
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=386


 まさかあそこまでやったとは思いませんでした。
“ロックスター⾵のメイク”は、⼀瞬誰だか全然わかりませんでしたよ（笑）。

とにかく、⾒たことない映像のオンパレードで素晴らしいライブでした。⾏ってよかった︕

皆さんの期待が・・。

388 選択 KOH 2007-09-15 16:46:48 返信 報告

研究所の皆様こんばんはです︕

映像アップやってみますね〜︕︕
 実はCPRMにてこずってまして・・。気⻑に待っていただければ・・。(^_^;)アップできたら報告しますので!!

あと事務連絡になるのですが、所⻑宛に掲⽰板のメールフォームから報告をお送りしたのですがもう⾒られましたで
しょうか〜︖    

KOH研究員へ

390 選択 stray 2007-09-15 17:19:16 返信 報告

ライブお疲れ様でした。よかったですね、感動の連続でした︕

副所⻑も、若くてカワイイ皐ちゃんも、ついでに部⻑からも希望がありますのでヨロシク︕（笑）

DVDレコーダーですか。私は貧乏で買えないのでビデオ録画なので、CPRMのことはわかりません。
 部⻑のほうが詳しいかも知れません。

メール今拝⾒して、返事出しましたので。

ゆかりの地巡りから、おかえりなさい︕(o^∇^o)

391 選択 皐 2007-09-15 18:30:57 返信 報告

☆stray所⻑へ☆
 こんばんは〜☆ﾐ所⻑も ぜひ“ちゃん”付けで呼んでください(o≧∇≦o)お願いします♡
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画像の⽅は、やっぱりライブ時のものを選択しました︕歌詞のイメージもピッタリかなぁと＾＾♪
そうそう、TVで泉⽔さんの“ロックスター⾵のメイク”を⾒た時、私も⼀瞬誰だか分かりませんでしたよ(笑)

 ♡⼩悪魔 泉⽔さん♡って感じでしたね♪(笑)武道館では他にもたくさんの映像が流されたようで、
 素晴らしいライブに⾏かれた所⻑がうらやましいです︕(笑)

☆KOHさんへ☆
 ありがとうございます〜︕︕お願いが通じて幸せです(o≧∇≦o)きっと部⻑もお喜びになりますね♡

 楽しみに待っていますね〜︕＾＾
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. オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [361]グッズ通販(2) [312]終わりました︕︕(42) [299]武道館直前レポート１(12) [298]コンコン、失礼します(2) [286]
いざ、武道館へ(7) [238]ここでの話題は、(25) [137]【第１回研究会︓promised you のジャケ写真はいつ撮ったのか︖】(28)
[237]辞令（KOH研究員）(2) [214]皐画伯の「promised you」完成︕︕(15) [251]ショック︕︕︕(3)

新しい話題を投稿する

« 9 8 7 6 5 4 3 2 1

グッズ通販

361 選択 stray 2007-09-15 08:23:03 返信 報告

今回のグッズは通販で買えます。
 座席にパンフが置いてありました。

 たぶんＦＣ会員には郵送で送るのだと思います（〆切が10/12なので間もなく）。
 

メモリアチェアー

363 選択 stray 2007-09-15 08:26:39 返信 報告

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧
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こんなものまで。
９万円です︕

「負けないで」譜⾯

365 選択 stray 2007-09-15 08:28:49 返信 報告

これは３万円。
 ただのカラーコピーなのに（笑）。

終わりました︕︕

312 選択 stray 2007-09-14 22:10:19 返信 報告

21:50終了で、今ホテルに戻りました。
 出てくるだけで⼤変で（笑）、ハアハア。

 待ってね、ビール飲んでからレポートするから（笑）。

ZARDの元気なライブでした。

313 選択 stray 2007-09-14 22:19:45 返信 報告
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涙を誘うような演出じゃありませんでした。
１曲⽬の「揺れる想い」から涙が溜まったものの、何とか堪えて（笑）、

 あとは瞬きもせずにず〜っとスクリーンの泉⽔さんを⾒つめていました。
 ⽣バンド演奏に合せて、スクリーンの泉⽔さんが歌うZARDのライブそのものでした。

 余計な演出もなく、B'zや倉⽊⿇⾐は出なかったし、ガネの中村由利と⼤野愛果はコーラスに徹していました。
 もう⾒たことない映像のオンパレードで、えっ︕なに映像︖⼼の中でそれっかり叫んでました。

 普通の⼈なら９割⽅⾒たことない映像じゃないでしょうか。
 私の場合、７割くらいになっちゃいますけども（笑）。

 最後は葉⼭さんが出てきて、やっぱり「負けないで」でした。
 ちなみに、promised you は流れませんでしたが、あのジャケがいつ撮ったのか⾒当つきましたよ。

 私ってば、そういう映像のあら捜しばっかりしてました（笑）

まずはここまで。
 質問は何なりと。副所⻑、待っててくれてありがと♡（笑）

⽬の前に泉⽔さんが…

315 選択 stray 2007-09-14 22:26:21 返信 報告

私の席は２階のステージ正⾯、前から３列⽬だったので、巨⼤スクリーンと同じ⾼さだったのです。
 良い席でした。泉⽔さんと同じ⽬線なんですから。

 アリーナの⼈は⾸が痛くなったんじゃ（笑）。
 しかも真正⾯ですからね。ステージは演奏＆コーラスだけなので、⼈の顔なんて分からなくてもいいわけで、

 泉⽔さんと何回⽬が合ったことか︕（笑）

お茶⽬な映像もたくさんあって、泉⽔さんから♡をいっぱい貰ってきました（笑）。

いや〜ん、所⻑おかえりなさい︕

316 選択 ドルチェ 2007-09-14 22:29:08 返信 報告

すっごくすごく待ってたよー♡（笑）
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なになに９割⽅未⾒の映像ですって︕︕すご過ぎる〜。
promised you ジャケ写にもヒントあり︕︖

 聞きたいことはたっくさんあるけど
 ちょびっと他のスレにレスしてすぐ戻ってきますね♡

 

だって、⻑いんだもん（笑）

317 選択 stray 2007-09-14 22:37:48 返信 報告

相⽅、皐さんはお⺟さんに叱られて寝ちゃうまだお⼦ちゃまなんだから、ひがむんじゃないの︕（笑）

開始が少し遅れて19:08くらいだったかな。
 アリーナ席なんてまだ６割くらいでしたよ。で、終わりが21:50だから、2:40くらいぶっ続け。

 曲⽬は、いっぱいありすぎて覚えてない（笑）。
 最初と最後は書いたよね︖

 「グロリアス・マインド」も流れました。けっこうボーカル⼊ってましたよ。
 英語の詩らしくて、何⾔ってるかわかんなかったけど、アップテンポな曲でした。

 涙が出るようなバラードじゃないです。ＣＤ発売するそうです。
 あと、来年もまた追悼ライブやるようなこと⾔ってました。あの演出なら毎⽇でもやれるでしょう。

Re:終わりました︕︕

318 選択 Ｔ２８ 2007-09-14 22:39:36 返信 報告

stray所⻑、ライブお疲れ様でした。
 エンジョイ出来たようで、記念すべきＺＡＲＤ初ライブ体験になりましたね。

 もう少し楽に楽しまれたらいいのに・・・、なんか博⼠が研究会に出席したみたいですよ︕（笑）

> 私の場合、７割くらいになっちゃいますけども（笑）。 
また、ちょろっと⾃慢⼊ってるし。（笑）

stray所⻑、「Oh my love」の映像、⼼臓に悪いらしいけど、⼤丈夫でした︖（笑）
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「Oh my love」の映像は、

320 選択 stray 2007-09-14 22:46:06 返信 報告

部⻑、ごめん。ついつい所⻑モード⼊っちゃって、最初の１時間はスクリーンに釘付けだったけど、
 後半は⾒慣れたPVが多かったので、少しだらけてしまいました。

 「Oh my love」の映像は、ジーパンをちょん切った単パンに、⽩のV⾸サマーセーター映像で、
 泉⽔さんのおみ⾜に釘付けでしたね（笑）。

私が探しつづけてきた、幻の「HOLD ME」のPVがたくさんありました。感動ものでしたよ︕︕

お待ちしてました。

321 選択 なしぼー 2007-09-14 22:47:52 返信 報告

こんばんは。皆さんも書き込んでいらっしゃるかな︖写真もたくさんＵＰして下さって、雰囲気が伝わってきまし
た。（ホテルの写真でチケット⾶んでいかないかちょっと⼼配しましたけれど、窓あったんですね。）お疲れなの
に、早速レポート書いて下さってありがとうございます。楽しんでこられたみたいなので、良かったです。映像って
どんな場⾯だったのでしょう︖ちょこっとでいいです。何かpromised you のジャケットに関する情報を得られたと
か︖また、落ち着いたら教えて下さいね。（昨⽇は、お忙しいのに書き込んじゃってすいませんでした。タイミング
悪かったです）

Re:終わりました︕︕

322 選択 ドルチェ 2007-09-14 22:51:57 返信 報告

部⻑︕
 > 私の場合、７割くらいになっちゃいますけども（笑）。 

ちょろっと⾃慢ですね〜。そこ私も笑った（笑）

幻の「HOLD ME」のPV︕︕︕⾒たいーっ︕
 ビジュアル的にあの頃の泉⽔さんが⼀番好きな私にとっては聞いただけで失神モノ︕ DVDにしろ〜
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ディナーが来たので

324 選択 stray 2007-09-14 22:55:30 返信 報告

←ピンポーン、ルームサービスが来ました（笑）。

１５分くらい休憩します。その間に質問をどうぞ。

ドルチェ副所⻑はさすがに⼥⼼がおわかりで。部⻑に教えて下さいね。モノより♡だってこ
とを（笑）。

モノより♡ネ・・・

325 選択 Ｔ２８ 2007-09-14 23:03:49 返信 報告

ドルチェ副所⻑、ＤＶＤにして発売する噂、もう出ていますね。
 いろんな情報⾒る限り、実現性かなり⾼そうですよ︕

> 部⻑に教えて下さいね。モノより♡だってことを（笑）。

そうか最近♡ハート付けるの忘れてた︕（笑）
 皐さんおやすみ〜♡♡♡ ←これでどうだ︕（笑）

 

Re:終わりました︕︕

326 選択 ドルチェ 2007-09-14 23:19:17 返信 報告

部⻑、DVD化の噂ってもう出てるんですか︕︖ドルチェうれP♡
 ＞そうか最近♡ハート付けるの忘れてた︕（笑） 

 ＞皐さんおやすみ〜♡♡♡ ←これでどうだ︕（笑）
 …そういう問題じゃないような︖（爆）

所⻑に質問です♡
 泉⽔さんがちゃんと曲に合わせて歌ってる映像もたくさんありましたか︖覚えていたらなんの曲かも教えて♡♡
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⼀番印象に残った曲・映像は︖選ぶのすっごく難しいと思うけど、聞いてみたいの。

副所⻑、どこに⾏ってたのよ、

328 選択 stray 2007-09-14 23:31:24 返信 報告

なしぼーさん、コメント読みました。ごめんね、今⽇は興奮してるから後でまともなレスします（笑）。

ドルチェ副所⻑様、どこに消えてたわけ︖︕（笑） 
 明⽇もお仕事ですか︖お休みならもうちょっと付き合ってね♡、私少し興奮してるから（笑）。 

 夜のお誘い多いのわかるけど、たまには所⻑と副所⻑で…（笑）。

えっと、｢揺れる想い」で始まって、意外だったのが次が「この愛に泳ぎ疲れても」だったんです。
 たぶん読んでないと思うけど、「この愛に泳ぎ疲れても」のPVがpromised you ジャケの撮影年⽉を

 解くカギになりそうだって話になったのね。私とカーディガンさんとで。
 だから、⽬を⽫にして映像に集中して、ヒントを得たわけんです。何しにライブに来たんだろう（笑）。

 その件はあとで詳しく（覚えていればだけど）するけど、曲⽬としては、シングルの他に印象的だったのが、
 「眠り」

 「デンジャラス・トゥナイト」…ごめん英語が出てこない。
 「season」

 ああ〜、覚えてない（笑）。

明⽇は休みよ♡

329 選択 ドルチェ 2007-09-14 23:44:16 返信 報告

所⻑、今⽇はとことん付き合っちゃいます♡
 あとで少しNYまで出張させていただきたいんですけど…（照）

へ〜、｢揺れる想い」の次に「この愛に泳ぎ疲れても」︕︖いきなり激しいのがくるのね。
 所⻑とカーディガンさんの「この愛に泳ぎ疲れても」の話は読んだよ︕

 あれは読むのキツカッタ〜。けど私もすっごい納得しました。
 是⾮落ち着いてから、その件について報告して︕（ホントはすぐ聞きたいけど…ボソッ）
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なんと︕所⻑も私もイマイチ（汗）な「デンジャラス・トゥナイト」もあったんですか。へぇ〜へぇ〜。
「サヨナラ⾔えなくて」「ハイヒール脱ぎ捨てて」とかはあった︖

 

皆さん、激しすぎて⼊り込めませんか︖

330 選択 stray 2007-09-14 23:56:05 返信 報告

すみません、なんか興奮しっぱなしで。
 良かったですよ、良かったけど、ライブで流した映像をDVD化︖するってことは、

 まだまだたくさんあって、それで来年もライブが出来るってことですよね︖
 ん〜、なんかそうなると、ビーイング商法に負うところが⼤きくてファンはしらけるんじゃないかなあ。

 カメラ・ビデオ・録⾳機はチェックなしだったので、オーディエンス録⾳や、
 もしかしら映像までヤフオクで出品されるかもしれませんね。私は何も持っていかなかったけど。

ドルチェ副所⻑。じゃあ⼆⼈でしっくりやりますか。
 「この愛に泳ぎ疲れても」の件はあとでね。

 「サヨナラ⾔えなくて」「ハイヒール脱ぎ捨てて」はなかったですね。
 「遠い⽇のノスタルジア」と「⼆⼈の夏」「あなたに帰りたい」…

 もっといっぱいあったけど、わかんない（笑）、ごめん。
 

Re:終わりました︕︕

331 選択 stray 2007-09-15 00:06:37 返信 報告

「不思議ね」もあったんですけど、全然⾒たことないPVでした。
 ZARD研究なんて意味ないかも知れませんね。今⽇の映像⾒てそう思いました。

 次々に新事実が出てくるんじゃ研究にならないもんね。

AL「HOLE ME」のPVは確かに存在している。（お蔵⼊りになったけど）
 お蔵⼊りの理由は、泉⽔さんがお茶⽬モードなので、使えなかったのでしょう。（でもカワユイです）

 ⽇本⻘年館で撮ったPVと、テレ朝のスタジオ貸し切った映像のほかに、
 AL「HOLE ME」の映像と、もう⼀つ別のスタジオ（⼩さめ）で撮ったPVが存在する。
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以上です。ごめん、皆さん私の涙のポートを期待していたのかあなあ…。（反省）

Re:終わりました︕︕

332 選択 ドルチェ 2007-09-15 00:10:36 返信 報告

⼤丈夫、その興奮私が全部受け⽌めるから︕

えっ、⼊場チェックなかったの︕︖所⻑の⽬がビデオだったら良かったのにね。。。
 でもきっと持ってても泉⽔さん映像に釘付けで撮るひまなさそう。

 「遠い⽇のノスタルジア」「⼆⼈の夏」あ〜すごい好き。
 これは泉⽔さんがちゃんと歌ってる映像で︖︖

 シングルでね、未⾒で泉⽔さんが歌ってるフル映像もあった︖

Re:終わりました︕︕

333 選択 ドルチェ 2007-09-15 00:13:34 返信 報告

ん︖所⻑もう少し余韻から醒めてきちゃった︖
 

泉⽔さんの歌っている映像

334 選択 Ｔ２８ 2007-09-15 00:20:20 返信 報告

stray所⻑、ドルチェ副所⻑、お邪魔でしたかね︖（笑）

｢promised you｣の映像も特典DVDの「もう少し あと少し…」⾒てもそうですけど、泉⽔さんが歌っている映像が
特に⾒たいんですよね。

 私は特に「今⽇はゆっくり話そう」のＰＶが好きなのですが、アレも⼝ずさんでいるから魅⼒的なんだと思います。

そういう意味での、泉⽔さんが歌っている映像の曲って 、結構ありましたか︖
 

シングルで未⾒で泉⽔さんが歌ってるフル映像︖

335 選択 stray 2007-09-15 00:20:30 返信 報告
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ありがとう♡（笑）、みんな寝たのかな︖

泉⽔さんのボーカルだけを抜き出して（もともと別に取るわけだから簡単だけど）、
 演奏は⽣なのです。巨⼤スクリーンに泉⽔さんの⾒たこともない映像（もちろん曲に合わせた⼝パク）が

 映し出されるから驚きました。
 年代的に合ってないのもあるんです。なんで今頃この曲のPV撮りしてんの︕︕みたいな。

 今⽇のデータがないと議論はしづらいですが、副所⻑にもライブ⾒てほしかったなあ。
 私の隣だったら、すぐに⼆⼈で分析できたのに（笑）。

「きっと忘れない」の映像は所⾒でした。「きっと忘れない」のPVじゃにのにすでに使っているのに、
 「きっと忘れない」の⼝パクなんです。わかるかな、⾔ってる意味が︖

 

分からない⾔ってる意味が（笑）

336 選択 Ｔ２８ 2007-09-15 00:25:49 返信 報告

ドルチェ副所⻑︕

> ん︖所⻑もう少し余韻から醒めてきちゃった︖

違う違う、酔いが回ってきたの︕（笑）

stray所⻑、タッチミスと変換ミスが多くなっていますよ︕よく分からないです。（笑）
 

醒めてきた。

337 選択 stray 2007-09-15 00:26:25 返信 報告

酔いが醒めてきたので、アルコール買ってきます（笑）。
 このライブ⾒たら、副所⻑も混乱すると思います。

 私の頭の中、わけがわからなくなってます。

部⻑、「今⽇はゆっくり話そう」は残念ながらありまでんでした。全盛期中⼼の元気なZARDライブ
 って最初に書いたでしょう︕（笑）
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映像は、全部泉⽔さんの⼝が曲に合ってました。ALの１曲１曲までPVを撮ったようです。
それが公開されたから、驚愕してるとともに⼾惑ってるわけなのです。

Re:終わりました︕︕

338 選択 カーディガン 2007-09-15 00:27:53 返信 報告

stray所⻑、皆様、
 お疲れ様です。武道館にしばらくいたあと、宿（少し遠いです）まで戻りまして、今、少し落ち着いたところです。

 感動でしたね。詳しいレポートは明⽇以降にしたいと思います。私も、promised youのことも考えていましたが、
コンサートに釘付けでした。泉⽔さんは、来ていましたよ。また、天に帰って⾏きましたが。

 ZARD・坂井泉⽔は永遠です︕︕︕

たしかに

339 選択 stray 2007-09-15 00:28:09 返信 報告

酔いが回ってきました（笑）。
 タッチミスお許しを。

Re:終わりました︕︕

340 選択 ドルチェ 2007-09-15 00:34:43 返信 報告

部⻑、なにを⾔ってるんですか︕所⻑と⼀緒に待ってたのよ♡
 やっぱり部⻑も泉⽔さんが歌ってる映像が⾒たいんですよね。今まではほとんどPVはイメージ映像でしたからね。

 でも「君に逢いたくなったら…」みたいに演技︖してるのも可愛くて⼤好き♡ですが。

所⻑が本家でチケット余ってますカキコしたでしょ︖
 実は私、⽴候補しようかと本気で思ってたんですけど
 ５⽉に⼊院してて職場には迷惑かけっぱなしでどうしてもお休みが取れなかったんです（泣）

 ライブホントにホントに⾒たかったです。
 …だから⾊々お話聞かせてね♡ しつこく聞くよ〜（笑）
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Re:終わりました︕︕

341 選択 れお 2007-09-15 00:35:23 返信 報告

こんばんは

とても興奮がおさまりません。
 未公開映像、とても綺麗でした。

普段飲まないアルコールが⼊っているので…です。
 すみません。

 

なんのために撮ってあったんでしょうね︖

342 選択 Ｔ２８ 2007-09-15 00:41:04 返信 報告

stray所⻑
 それじゃ、ライブ⽤に作られていた映像があったって事でしょうかね。違うか︕︖

 まぁ最初からそのつもりではないのでしょうが、でも発売時に撮ったものと違う年代の泉⽔さんが歌っているって事
ですか︖

おっと、れおさんいらっしゃい︕
 その興奮をこの掲⽰板にぶつけて下さい︕

 

Re:終わりました︕︕

343 選択 ドルチェ 2007-09-15 00:43:10 返信 報告

カーディガンさん、おかえりなさい︕
 すっごくいいライブだったみたいですね♡いいな〜。

 泉⽔さんや他のみなさんと同じ場所で同じ時間を共有できて良かったですね（＾＾*）
 詳しいライブレポートも楽しみにしています♪

部⻑、ほんとに所⻑のタイプミス多くなりましたよね（笑）私もあんまりよくわかんないです。ぷっ︕
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あら︕れおさんもおかえりなさい︕
みなさんご機嫌でアルコール⼊っちゃってますね（笑）

Re:終わりました︕︕

344 選択 れお 2007-09-15 00:43:49 返信 報告

T28さん こんばんは

凄く良い映像盛り沢⼭ですよ。
 ⻄海岸あたりを⾃転⾞に乗って、⼿を振ってる姿が印象的でした。

 何回も涙が溢れてしまい、ホント困りました。
 

ご無礼お許しを

345 選択 stray 2007-09-15 00:44:50 返信 報告

酔いが回ってきて、タッチミス＆訳の分からない⾔動、申し訳ないです。

PVはもともと⼝パクなわけで、部⻑の⾔ってる意味がよくわかんないのです。
 promised you のPVだって⼝パクなんですよ。

 でも、そうは思えないでしょ︖そこがプロなんですけど、いずみんの場合、「HOLD ME」撮りで、かなり「しっぱ〜
い」してるんです。

 例えば、スタンドマイクが緩くて、歌い終わって⼒かけたらマイクがずり下がったりして（笑）。
 だから、すごくカワイイんだけど、PVとしては使えなかったのかぁって思うんです。

副所⻑

346 選択 stray 2007-09-15 00:49:30 返信 報告

ごめん、レス忘れた（笑）。
 そうですか、いろいろたいへんでしたね。

 私もドルチェさんと⼀緒に⾒れたら素敵だなあ思って、チケット譲るスレ⽴てたんですけど（笑）．
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Re:終わりました︕︕

347 選択 れお 2007-09-15 00:50:23 返信 報告

stray所⻑ こんばんは
 お疲れ様でした。

その⼝パクは、今⽇のライブの最初のほうに歌詞を間違えちゃったのありましたね。
 ホットパンツ有、ニューユークロケの濃いメーク有、でもすべて綺麗でした。

 もっと早く⾒たかったですよ。

やはりpromised youはやりませんでしたね…残念。

部⻑へ

348 選択 stray 2007-09-15 00:57:18 返信 報告

ごめん。良く読んだら鋭い指摘だってことに気づきました。
 私もライブの途中で、このPVを撮る意味は何なの︖（今まで公開しない意味でもあるけど）

 と思いました。たぶんベストアルバムを意識して撮っておこうかってくらいのものだったのかも。
 でも、全部フルなんですよ︕

 泉⽔さん、さぞかし疲れたろうなって可哀想になったくらいです。

そろそろ寝ますか︖

349 選択 stray 2007-09-15 00:59:55 返信 報告

タイプミス少なくなってきたでしょ︖
 アル中の兆候かなぁ（笑）。

 そろそろ寝ますか︖
 寝たら、たぶん忘れますよ、それでも良ければ寝ます（笑）。

れおさんも酔ってるなあ
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350 選択 stray 2007-09-15 01:02:10 返信 報告

＞ニューユークロケ
 読めば読めるけど、酔ってますね（笑）。

 お互い興奮してるのであとでゆっくり議論しましょう。

Re:終わりました︕︕

351 選択 ドルチェ 2007-09-15 01:06:44 返信 報告

所⻑はじめ他のみなさんもきっとお疲れでしょう。
 今⽇はゆっくり話そう…じゃなくて、ゆっくりおやすみくださいね。

⾊々貴重なお話ありがとね。
 今⽇のこと思い出すように質問の内容いろいろ考えときますね。

 じゃ、みなさんおやすみなさい♡♡♡
  

 A domani!

Re:終わりました︕︕

352 選択 れお 2007-09-15 01:09:09 返信 報告

やばっ︕
ミス発⾒。。

興奮しますよ〜
 まだ頭の中に、泉⽔さんが居るんですから。

⽬が疲れた。。

エ〜寝るの︖（笑）

353 選択 Ｔ２８ 2007-09-15 01:09:26 返信 報告
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私は明⽇仕事だからいいけど・・・。（笑）
みなさん休みなんでしょ︕私そろそろ寝ますけど、起きたら参加しますので続けていてね。（笑）

 （冗談だよ︕明⽇の朝来なくて明⽇みなさんから袋だたきになったら困るので・・・）

寝る前に、⼀つだけ質問です。

> でも、全部フルなんですよ︕

その映像を撮ったのは、まとめて同じ時期に撮ったって事でしょうかね︖
 

寝ますので・・・

354 選択 Ｔ２８ 2007-09-15 01:13:45 返信 報告

stray所⻑、最後の質問、忘れないうちに、記憶が無くならないうちに、答えといて下さい。

じゃっ、おやすみ〜♡

だ・か・ら

355 選択 stray 2007-09-15 01:23:11 返信 報告

今⽇流れたのは、
 ・AL「HOLE ME」のPV（これは超お宝）

 ・⽇本⻘年館で撮った「この愛に泳ぎ疲れても」PVと
 ・テレ朝のスタジオ貸し切った映像

 ・もう⼀つ別のスタジオ（⼩さめ）で撮ったPV

ですが、時期が同じかどうかってのもすご〜く鋭い質問で（⾒直した）、
 そこが判断つかないんでよ、飲んでるから（笑）。

 おやすみ〜。
 とことん付き合うって⾔ってくれた副所⻑はどこ︖（笑）

初期の楽曲があるとは

https://bbsee.info/straylove/id/312.html?edt=on&rid=354
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=354
https://bbsee.info/straylove/id/312.html?edt=on&rid=355
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=355


356 選択 アネ研 2007-09-15 01:37:07 返信 報告

プロローグの『負けないで』でウルウルしだし、いきなりの『揺れる想い』の泉⽔さんに感激しました。
 また『ひとりが好き』の「抱いて」ってところで泉⽔さんが右腕を⾃分の体に巻きつけるところは「ゾクッ」としま

した。
 また『グロリアス マインド』を聴けたのは予想だにしなかったので、得した気分です。

 しかし、かなり英詞が多いので是⾮⾃分でも訳したいと思います。

覚えているうちに書きますが、

357 選択 stray 2007-09-15 01:57:19 返信 報告

泉⽔さん（PVで）歌ってる途中で、腕組み（FRIDAY記事参照）しちゃうのが２つほどありました。
 私はそういう素の泉⽔さんが⼤好きなのに、⼀般向け映像としては不向きなのでしょうね。

では、お休みなさい。
 明⽇になると多分何も覚えてないと思う（宣⾔）。

ただいま〜

358 選択 ドルチェ 2007-09-15 02:05:50 返信 報告

ってもうホントに寝ちゃった︕︖
 出張から帰ってまだ盛り上がってたら参加しようと思って

覗いてみたけど、タッチの差だったね〜。

アネ研さん、おかえりなさい︕
 初期の楽曲、いいですね。聞いてみたかったです。

 「抱いて」で⾃分を抱きしめるんですね、素敵♡
 また⾊々教えてくださいね︕
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武道館直前レポート１

299 選択 stray 2007-09-14 16:54:46 返信 報告

グッズ購⼊してきました。
 ⼤阪では16:00開始ということでしたが、私が15:45に武道館に着いたときには、

 すでに袋を提げて帰っていく⼈の姿があり、すでに50mの⾏列ができていました。
 ブースはかなりの⼈数のスタッフが対応していますしたが、⼀品ずつ箱を開けて客に確認させるの

で、遅いのなんのって（笑）。
 私の番が来たのは16:25分でした。

武道館直前レポート２

300 選択 stray 2007-09-14 16:58:59 返信 報告

購⼊したグッズは、携帯ストラップ、キーホルダー、ポストカード、パンフ、ポスター３種
類です。

陶器類を買ってる⼈もかなりいましたが、売れ筋は携帯ストラップ、キーホルダー（各1,5
00円）。

 Le Port 写真集、オフィシャルブック「きっと忘れない」もありました。
 ポストカードは全シングルが冊⼦のようになっています。

Re:待ちに待った…☆ﾐ

301 選択 皐 2007-09-14 17:03:40 返信 報告

とうとうstrayさん東京に着いて、武道館直前レポートしてくださってるんですね＼(o≧∇≦o)／
 今は超⾼級ホテル(笑)に戻ってグッズを眺めているのかな︖＾＾

 うらやましいなぁ〜☆ﾐ⼤⼈買いじゃないですか〜(笑)箱や袋が⾼級っぽいですね♪♪

22時頃にまた来ます♡
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武道館直前レポート３

302 選択 stray 2007-09-14 17:07:45 返信 報告

ポストカード１枚だけお⾒せします。
 もちろん「promised you」（笑）。
 なんてことない、ただのSgジャケです。2,500円は⾼い︖

武道館直前レポート４

303 選択 stray 2007-09-14 17:12:17 返信 報告

皐さん、こんにちは。無事に着きましたよ（笑）。
 はい、⾼級ホテルです（笑）。またあとで来てね〜♡

つづきです。
 ハンフは薄っぺらです。アーティストファイルみたいな感じと思って下さい。

これで2,500円は⾼すぎだなあ（笑）。

武道館直前レポート５

304 選択 stray 2007-09-14 17:18:44 返信 報告

皐さんが前に作品で使われた写真も含めて、追悼番組PVのキャプチャがたくさん載ってい
ます。

右に⾒えるのがポストカードの冊⼦です。厚くて超めくりにくいです（笑）。
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武道館直前レポート６

305 選択 stray 2007-09-14 17:22:21 返信 報告

武道館正⾯、アリーナ席⼊場⼝です。

右側にはずら〜っとお花が並んでいますが、献花です。

グッズを買って、そのまま武道館前で開場を待ってる⼈もたくさんいました。
⾏列待ちの⼈にＴＶ局だと思いますがカメラを向けて取材してる光景があちこちで…。

武道館直前レポート７

306 選択 stray 2007-09-14 17:30:46 返信 報告

私がホテルに戻る時の⾏列。
 ⾨の外です。先頭まで150mくらいあるでしょうか。

 この⼈たち、たぶんまだ買えてないと思う（笑）。

以上、直前レポートでした。
 18:00にホテルを出て、いよいよ泉⽔さんとご対⾯です。

が…、どうして３年前、⽣きている泉⽔さんに会いに来なかったのか、先⽴つ思いは後悔の
みです。

すでに、これを書いていて涙ぐんできました。

では、⾏ってきます。

308 選択 stray 2007-09-14 17:58:21 返信 報告

皆様、これから武道館に向かいます︕

この⾨をくぐり抜けると
    安らかなその腕にたどりつける
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また夢を⾒る⽇まで

皐さんの本家の作品をパクりました（笑）。
 今⽇は「永遠」をテーマでいってみましょう︕

⽬薬差したし、⽤も⾜したし、相⽅︕ では⾏ってくるぞ︕

コップの⼿前の⾚いのが⽬薬ね。⾚いハートっぽい形なんだけど分かった︖
 こんな写真⼊らないってか（笑）。

まだかな〜︖

310 選択 ドルチェ 2007-09-14 21:45:12 返信 報告

ウフフ、所⻑はじけちゃってますね。…カワイイ♡

⼀⽇お休みしてただけなのに、新しい⽅もたくさん来てくださってて（＾＾*）
 みなさん、どうぞ仲良くしてくださいね。

 それに所⻑と皐さんが相思相愛の仲になってるし（爆）
 T２８部⻑が私のことを男と思ってたのもかな〜りウケました。

えっと実は武道館が気になってカキコどころじゃないので
 あとはパソコンの前で更新連打して待ってまーす。

まだでしょ〜︖

311 選択 Ｔ２８ 2007-09-14 22:00:17 返信 報告

こんばんは。

ドルチェ副所⻑には、失礼の数々（はじめましてや性別）本当に申し訳御座いません。
 どうか広い⼼でお許し頂きたい。<(_ _)>

そうなんですよ︕所⻑と皐さんが相思相愛の仲になっちゃったんですよね。
 確か本家で皐さんに初めてレスしたの私だったんですよね。それなのにいつの間にか所⻑に・・・。（悔）

 

https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/a8c88a0055f636e4a163a5e3d16adab7.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/299.html?edt=on&rid=310
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=310
https://bbsee.info/straylove/id/299.html?edt=on&rid=311
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=311


やはり⼥性はプレゼント攻撃に弱いものですかね︖（笑）
どう思います︖ドルチェ副所⻑は・・・。

 

まだみたいですね〜

314 選択 皐 2007-09-14 22:22:42 返信 報告

ドルチェさん、T28さん こんばんは(o^∇^o)
 所⻑の帰りが待ち遠しいですね〜☆ﾐ えっ︕相思相愛︖︕

 所⻑には すでに泉⽔さんのような素敵なレディが居るはずです(笑)

⼥性はプレゼント攻撃に弱いものですよ︕(笑)だけど肝⼼なのは質より気持ちです♡
 T28さんも彼⼥さんには気持ちのこもったプレゼントをネ♡♥♡

う〜｡｡｡早く皆さんとお話したいな〜っと思っていたのも束の間…
 ⺟にスゴイ形相で「パソコンやめなさい(怒)」とすごまれちゃいました〜(︔Д︔)(泣)

 怖い〜〜〜︕(笑)また明⽇、お話に参加させて下さいね(>m<)

それでは☆ﾐおやすみなさい＾＾(気になって眠れないけど(笑))

みなさま、所⻑がお戻りですよ♡

319 選択 ドルチェ 2007-09-14 22:43:12 返信 報告

T28さん︕私ぜんっぜん気にしてないので安⼼してくださいね♡
 （気にしてないと⾔いつつ、♡♡♡攻撃でさりげなく⼥性をアピール）

そうそう︕いつの間にか所⻑と皐ちゃんが…（笑）
 私はちゃんと覚えてますよ︕部⻑が先にレスされたの。

 だってストーカー第⼀号ですもんね〜（いい意味で♪）

プレゼント攻撃には私はあんまり興味ないかな。
 １００個のプレゼントより１個だけでも⼼のこもったものがいいです♡ 

 皐ちゃんも⾔ってるように、質より気持ちですね。
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皐ちゃん。
本家で勝⼿にちゃん付けにしてごめんね︕

 でもこれからも愛情こめて 皐ちゃんと呼ばせてもらいますね♡（ハート奪ったり︕）

コンコン、失礼します

298 選択 たまご 2007-09-14 16:02:18 返信 報告

stray所⻑さん、お邪魔します。
 T28さん、昨晩は御紹介頂き有難う御座いました。

 研究所は素晴らしい画像の宝庫ですね︕私は写真集は持ってないので嬉しいです︕沢⼭頂いちゃいます︕
 promised you ⼟曜ワイドVer,初めて聴きました。

 泉⽔さんの歌い⽅がスローテンポでとても良いですね。
 本当にCD化して欲しいですね。

 ＃２４５⾒て来ました︕１分４０秒でした。
 ⼤きな画⾯で⾒れて感動してます︕有難う御座いました♪

 また寄らせて頂きます。
 最後に私も with you♡ 
 PS 今⽇の武道館もうすぐですね︕レポート楽しみにしてます♪

 

たまごさん、ようこそ︕

307 選択 stray 2007-09-14 17:50:45 返信 報告

ここでは初めましてですね、ようこそZARD研究所へ︕
 with you♡ありがとうございます（笑）。

 たくさんありますので、何でも貰っていって下さい（笑）。

promised you ⼟曜ワイドVer.も素敵ですよね︕
 コーラスもSgと全然違ってて、私には♪try again って聞こえるんですけど。
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再出発（ZARD第２章）にこれほどふさわしい曲はないと思ってます。

では、夜のライブレポもお楽しみに︕︕

いらっしゃいませ︕

309 選択 Ｔ２８ 2007-09-14 17:58:34 返信 報告

たまごさん、こんにちは。ＺＡＲＤ研究所へようこそ︕
 stray所⻑は、出張中のため、変わって御挨拶・・・って、もう挨拶してんじゃん︕

 所⻑〜︕あと５分ぐらい時間くれれば、先に御挨拶出来たのに・・・。（書き直しました）

本家にＺＡＲＤ研究所の御紹介をしたくても、なかなかキッカケが難しくて・・・。
 昨⽇のたまごさんのコメントは、逆にありがたかったです。感謝します。

 研究所の画像は、本家よりも画質がいいです。stray所⻑は太っ腹なので、ドンドン頂いちゃって下さい。

｢promised you｣ＰＶのＤＬありがとうございます。
 今後もっと⾼画質の映像のアップも予定しているようですので、まめに⾜を運んで下さいね。

 これからもＺＡＲＤ研究所をどうぞよろしく
 

いざ、武道館へ

286 選択 匿名 2007-09-14 09:53:02 返信 報告

こちらは雲ひとつない秋晴れ、空気も澄んでいてすがすがしい朝です。
 朝から気持ちが⾼ぶっています。

 東京は⾬でしょうか︖ ⾬に濡れて、泉⽔さんに会いに⾏くとしましょうか。

♪⾬に濡れて 想いでごと流して
  あなたのこと 忘れられたら

  ⾬に濡れて 歩きつづける歩道に
  涙の⾊ にじんで…
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早くもうるうるモード突⼊です（笑）。これで⾬が降ってないとシャレにならんなぁ（笑）。

お昼に出発、早めに武道館近くの⾼級ホテル（ウソ）に⼊って、
 16時にグッズ販売が開始されるそうなので、買うもの買って⼀旦ホテルに戻ります。

 ここで皆様にご⼀報できると思います。武道館の様⼦やグッズ写真などを交えて。
18時⼊場開始なので、その頃ホテルを出て泉⽔さんの元に向かう予定。

 終わるのは21時過ぎですが、ホテルに戻ってディナーのルームサービス（ウソ）が来るまでの間、
 レポート書こうと思っています。

 22時頃覗いてみて下さい。

電⾞の中で聞くCDは、「Brezza…」と「BESTリクメモ」を準備しました。

部⻑︕⽬薬もカバンにちゃんと⼊れたからね︕（笑）

ギャ〜

287 選択 stray 2007-09-14 09:56:51 返信 報告

↑私です、所⻑です（笑）。
 ⾃分の名前書き忘れるなんて…興奮してる証拠︖（笑）

Re:いざ、武道館へ

288 選択 れお 2007-09-14 10:04:01 返信 報告

おはようございます。
いよいよですね(^^♪

落ち着かなくて困っています。
 私も⽬薬ポッケに⼊れて、準備万端︕

では武道館でお逢いしましょう。

Re:いざ、武道館へ
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289 選択 Ｔ２８ 2007-09-14 10:25:34 返信 報告

stray所⻑、れおさん、おはようございます。

思いっきり泣いて、思いっきり感動して、思いっきり楽しんで、思いっきり感謝を伝えて来て下さいね。

東京、⾬降ってません。（笑）きっと泉⽔さんが⾬雲吹き⾶ばしたんだろうね。

興奮するのは分かるけど・・・、もう⼀度持ち物確認して下さいよ︕（笑）

レポート楽しみにしています。でも無理しないでね。ライブの余韻に浸って下さい。
 くれぐれも飲み過ぎて、お宝満載のノートＰＣ無くさないように。（笑）

では、気をつけていってらっしゃいませ︕︕︕
 

Re:いざ、武道館へ

290 選択 stray 2007-09-14 10:56:42 返信 報告

危ねぇ、危ねぇ、ライブチケット⼊れ忘れてた︕（笑）
 部⻑、どうもありがとう︕（笑）

⾬降ってないの︕︖困るなあ（笑）。
 お宝は昨晩ポータブルHDに移したから⼤丈夫。

 PCも⾝軽になったよ〜ん。
 じゃ、⾏ってきま〜す、楽しんでくるからね〜。

ホテルに着きました。

295 選択 stray 2007-09-14 15:03:18 返信 報告

皆さん、東京は⻘空ですよ〜。
 少し雲はありますが、空気が澄んでいてホテルの中は爽やかです（笑）。

 危うく忘れそうになったチケットと、部⻑に⾔われた⽬薬を添えてみました（笑）。
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昨⽇寝るとき⾒た予報では、午前中⾬の確率80%、午後40%だったのに、なんてことでし
ょう︕

 泉⽔さんが⾬雲を吹き⾶ばして（⼤宮は空⼀⾯雲だったからそっちのほうに）くれたのでし
ょう。

今⽇のレポートは「⾬に濡れて」をテーマに考えてたんだけど、ホントに困ったなあ
（笑）。

 誰か、何かいい案ない︖

Re:ホテルに着きました。

296 選択 Ｔ２８ 2007-09-14 15:15:51 返信 報告

こんにちは、ようこそ東京へ︕（笑）

天気いいでしょ︕暑いくらいだもんね。
 おぉ〜︕さすが⾼級ホテルだ︕景⾊いいな〜︕（笑）

stray所⻑、何もいい案ありません。（キッパリ）（笑）

Ｐ.Ｓ. ⼀応仕事中・・・。（笑）
 たまたま、ちょっと⼿がすいて、掲⽰板覗くとタイミング良く投稿されているんだよね。

 なんでだろう︖別に張り付いて⾒張っているわけではありませんから。（笑）
 もしかして、念⼒でも⾶ばしてる︖（笑）

 

それは、やっぱり…

297 選択 stray 2007-09-14 15:20:31 返信 報告

相⽅とは気が合うんだと思うよ、少し気持ち悪いけど（笑）。
 うん、汗ばむくらいですね。でもカラっとしてて気持ちいいですよ。

 これからグッズ購⼊に⾏ってきます︕
 じゃ、またあとで。
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ここでの話題は、

238 選択 stray 2007-09-13 06:31:17 返信 報告

何もZARD・坂井泉⽔に限定するものではありません。
 楽しければ、⾯⽩ければ、何でもＯＫです。

 スペースの無駄などとお考えにならずにどうぞ。

promised you PV の配信に関して（予備調査）

240 選択 stray 2007-09-13 11:12:38 返信 報告

所⻑殿が「話題は何でもいい」とおっしゃるので（笑）、ATOKスレがらみの話をします。

私も歳を⾷ってる分、パソコン暦は⻑いです。最初に触ったのはNECのPC88シリーズでした。
 ワープロソフトが発売されてからも、しばらくはシャープの書院というワープロ専⽤機を併⽤してましたねぇ。

 若い⼈には何のこっちゃ︖かも知れませんが（笑）、そう⾔わずにつづきを読んでください。

ある⽇、アメリカ帰りの同僚が「Mac Classic」を背中に背負って⽇本に帰ってきました（笑）。
 たしか10インチ、モノクロ、CPUは30MHz、価格は100ドル程度（1＄＝180円くらい）だったかと…。

触らせてもらって衝撃を受けました︕
 何が驚いたかというと、描画や画像をマウスで囲ってどこにでもペーストできたんです。

 当時のNEC製にそんな機能ありませんでしたし、アイコンをダブルクリックで開くのもMacだけだったのでは︖
 グラフィック系、⾳楽制作系のソフトが充実していて、さすがアメリカ︕と思いました。

 グラフィック系、⾳楽制作系に携わる⼈は今でもMacにこだわる⼈が多いですね。

その後、Classic II、SE、…と次々にMac買い換えて、Windowsも持ってないと仕事にならないので、
 現在は、Mac、Windowsの両⼑使いです。

 と⾔っても仕事はグラフィック系でも⾳楽制作系でもないのですが…（笑）。

さて、ここからが本題で、皆様へのお知らせというか予備調査です。
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⼈事部⻑と２⼈で「付属図書館」の開設準備を始めています。
画像・映像を置いておくレンタルサーバのことですが、

 研究所らしく「付属図書館」と名付けようってだけの話です。

サイズの⼩さな映像（Windows Media Player再⽣）はウェブリンクを張れるので、
 記事の中にURLを記載することで、誰でもダウンロードすることができます。そうするつもりです。

 問題はサイズの⼤きな映像をどうするかです。
 promised youのPV（110Mの映像）をダウンロードするのに30分かかることがわかりました（笑）。

本家も含めて何度も書いてますが、promised youのPV（Le Port DVDに未収録）は、
 YouTubeで⾒ても全然その良さが伝わってきません。何だこんな映像かと思われるのが癪なのです（笑）。

 店頭⽤ビデオ映像ですので、ハイビジョン⼤画⾯で⾒ても意味ありませんが、
 パソコン上ではなくテレビ画⾯で、泉⽔さんのwith you♡を堪能してもらいたいのです。

 そのためには家庭⽤のDVD Playerで再⽣可能な形式で配信して、
 ダウンロードした⼈が⾃分でDVD-Rに焼く以外にありません。

 とくに難しいものではないのですが、そこまでして欲しいという⼈がいなけば無意味ですので、
 ご意⾒を聞かせていただければ幸いです。もちろん焼き⽅は伝授します。

 （匿名で、⼀⾔「⾒たいです」「下さい」でもけっこうです）

昨⽇、⼈事部⻑がダウンロードして、DVDに焼いたどうかまでは知りませんが、
 promised youのPVを⾒て「泉⽔さんに感謝の涙が出た︕」と⾔ってますので（笑）、

 ⼈事部⻑（今までYouTubeでしか⾒たことない⼈です）の感想も参考にして下さい。

では⼈事部⻑、昨夜の感想をここで披露してネ︕︕（笑）

「promised you」PV チョ〜⾼画質版の感想⽂（笑）

241 選択 Ｔ２８ 2007-09-13 13:22:27 返信 報告

＞ では⼈事部⻑、昨夜の感想をここで披露してネ︕︕（笑）

そんな前振りされると、書きにくいなぁ。（笑）
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⼀⾔、美しい︕ですね。ため息が出ますよ︕（笑）
stray所⻑が仰るとおり、歌っている泉⽔さんは凛としていて素敵です。

 以前に私がスレ⽴てた、「謎の微笑み」も映像綺麗だから、めちゃカワ♡×１００です。
 今までは、こんなにアップな映像は無かったのじゃないですかね。

 アップ映像に関しては「Brezza di mare」特典DVDの「もう少し あと少し…」
 の中で歌う泉⽔さんに、匹敵するのではないでしょうか︖

 （stray所⻑、私は詳しくないので、間違いは補⾜して下さいね。）

もう⼀⾔、⾒なきゃ損です。
 どんなに苦難が待ち受けていようが、乗り越えましょう︕

 その先に、泉⽔さんの笑顔♡が待っています。 ←⼤袈裟︖（笑）

近いうちに、DVD-Rを導⼊しますよ︕ DVD焼いて、家庭⽤DVD Playerで⾒てみます。
 あらっ、まず先に⼤画⾯液晶テレビ買わなきゃね。（笑）

 私、⼦供の頃から感想⽂苦⼿でね〜。御希望に沿えなくて申し訳ない。（笑）<(_ _)>
 

promised you PV の配信に関して（訂正と補⾜）

242 選択 stray 2007-09-13 14:02:14 返信 報告

⼈事部⻑、素晴らしいご感想、泉⽔さんに成り代わって御礼申し上げます。

泉⽔さんの美しいお顔が、これほどアップで⻑くつづくPVは他にないでしょう。
 それには訳があって、この時の泉⽔さんは全⾝がとってもグラマラスなので、

 お顔を撮る以外になかったのだと考えます（苦笑）。私がカメラになりたいくらい近いです（笑）。
 それまでのZARDなら、古い映像を使うか、古い写真で静⽌画を作るかしたと思うのですが、

 こんなにグラマラスな肢体を惜しげもなくファンの前に晒したということは、
 泉⽔さんのこの曲に賭ける想いが相当強かった証拠ではないかと考えてます。
 より⼤画⾯で⾒ることにより、ライブハウスの臨場感がヒシヒシと伝わってくる映像です。

⼈事部⻑が「チョ〜⾼画質版」と書きましたが、ビデオ映像ですから⼤画⾯には耐えません。
 #240で「店頭⽤PV」と書きましたが、TV放送されたPVの録画映像の誤りです。

 また、ウェブリンクを張ることができるのは100M以下のファイルに限定されることが判明したため、 
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皆様にDLしていただくファイルは、元映像を85%程度に圧縮したISOファイルとなります。
ISOファイルは、DVD Decrypterという無料ソフトでDVD-Rに焼くことができ、家庭⽤DVDで視聴可能です。

⼈事部⻑がどんな環境で視聴したのか書いておりませんが、DVDを焼いたことがないのは明らかで（笑）、
 ⼈事部⻑に送った「切り出し」フォルダ中のVOBファイルをreal player を使って、

 PC上でめいっぱい拡⼤して視聴したものと推測されます。その感想と思って下さい。

DLにかかる時間ですが、⾃分でやってみたら７分程度でした（100M⾼速回線）。
 回線の種類やPCのスペック、回線の込み具合でDLは⼤きく変わりますことを記しておきます。

⼈事部⻑どうもご苦労さまでした。♡♡♡（笑）

⾒たいです♡

243 選択 GTO 2007-09-13 14:48:14 返信 報告

stray所⻑殿、⾒たいです︕
 遅ればせながら、ZARD研究所開設おめでとうございます。

私のような新⼊promised youファンには、研究員の⽅々の研究内容についていけず、ただROMのみでした。
 それにしても所⻑殿、⾒たことも無い画像がどんどん出てきますね︕

 ⼀体、幾らお持ちなんだか︖

ところで、サイズの⼤きな映像のハンドルと「付属図書館」をお探しとの事、すでにご存知かもしれませんが、私が
普段利⽤してるダウンローダーとフリーストーレージをご紹介します。

ダウンローダーはOrbit Downloader、p2pベースのフリーソフトですので、ダウンロードは⾼速です。
 下記より⼊⼿出来ます。（各国⽤あります）

 http://www.orbitdownloader.com

フリーストーレージは、今年からAOL傘下になり容量、使い勝⼿の良くなったhttp://xdrive.comが容量もあり、Sh
are機能、URLリンクも張れますので便利かと思います。

 5GBまで無料、期間制限、データの種類、アップロード毎の容量制限もありません。
 利⽤に際しては、フリーのメンバー登録が必要です。
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個々の回線状況によって変わりますが、テストではCable回線でorbitdownloaderを使い、100MBダウンロードに約
3分でした。

 検討なさってください。

⾼画質な泉⽔さんのwith you♡が私も⾒たい♡

with you♡ ⾒せます♡

245 選択 stray 2007-09-13 17:26:03 返信 報告

まずはwmvファイルでお⾒せします。
 元映像を５分の１程度に圧縮してますが、パソコンで全画⾯表⽰で⾒るには⼗分です。

 wndows Media Player で再⽣できます。
 （9/20までの期間限定です）

http://www.filebank.co.jp/wblink/2242fa4959ba169295d1998dd6117ec3

DLにかかった時間、画質等の情報をbackしていただけると有難いです。

GTOさん、ようこそ︕

247 選択 stray 2007-09-13 17:48:58 返信 報告

こんにちは、祝辞どうもありがとうございます。
 GTOさんまでが♡マークとは︕（笑） ずいぶん浸透してきましたね。

 ⾃分でも把握できていないので、資料整理のための付属図書館でもあるわけです。

Orbit Downloaderは知ってましたが、AOLのxdriveは存じませんでした。
 貴重な情報ありがとうございます。興味があったのでまずはAOLのアカウントを取得しようとしたのですが、

 なぜか蹴られてしまいます（笑）。phoneとzipの⼊⼒がまずいのでしょうか︖

GTOさんから「⾒たいです♡」とリクエストをいただきましたので、
 まずは、wmvファイルで配信しました。この形式でよければ他の映像もお⾒せできます。
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ISOファイルのほうは、wmv映像の反響を⾒てから決めたいと思っています。
「是⾮これをＴＶで⾒たい︕」という声が多ければＵＰするつもりです。

 ZARDファンの輪を広げるためなら、出し惜しみは致しません（笑）。
 今後ともどうぞよろしくお願いしますね♡。

 

動画の画質とダウンロード時間

248 選択 Ｔ２８ 2007-09-13 18:39:38 返信 報告

GTOさん、ZARD研究所へようこそ︕
 パソコンに詳しい⽅がいると⼼強いです。これからもどうぞよろしく︕

うちの通信環境では、このファイルのダウンロード時間は、２分弱ですね。
 画質確認しました。綺麗に⾒えます。ＰＣで⾒るには⼗分じゃないですか︕
 ただし、私はノートＰＣで⾒ている、スゴク〜かわいそうな奴なので（笑）、

 ⼤画⾯ディスプレイで⾒ている⽅の意⾒も聞きたいですね。

> stray所⻑さんに質問 
ライブＤＶＤもノートＰＣで鑑賞しているのですが、かわいそうでしょ。コレって損してる︖（笑）

 

Re:ここでの話題は、

250 選択 KOH 2007-09-13 19:05:00 返信 報告

所⻑︕こんばんはです!

今DLさせてもらいました!︕1分40秒でした。

やっぱりいいですね〜 with you♡
 再⽣してボーっと⾒てしまいました。

うちは17インチですが綺麗ですよ〜︕︕
こんなレベルで⾒れるのなら是⾮是⾮お願いしますです!︕

Re:with you♡ ⾒せます♡
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253 選択 カーディガン 2007-09-13 19:33:22 返信 報告

stray所⻑様、皆様、こんばんは。
 promised youの動画のアップお疲れさまです。さて、私のパソコンでは、ＤＬに２分４秒かかりました。私のパソ

コンはデスクトップの１７インチですが、画⾯いっぱいだと、やはり少し粗いですね。鑑賞には堪えますが、ベスト
な画像ではないですね。少し画像を縮⼩して⾒たほうがいいですね。

私、これから、武道館モードに突⼊いたしますので、⽇曜まで、パソコンから離れる予定です。時折、連絡を⼊れる
かもしれませんが、基本的には、武道館に専念いたします。それでは、武道館でお会いしましょう︕︕

おちこぼれそう〜

254 選択 なしぼー 2007-09-13 20:26:16 返信 報告

所⻑、皆さん こんばんは。内容が難しくてついていってませんが、とりあえずダウンロードはできました。ありが
とうございます。１分４０秒かかりました。私のパソコンは、たぶん１７インチのデスクトップだと思います。でも
「画⾯いっぱい」ってどうやったら⾒ることができますか︖１６×１６ｃｍぐらいで⾒ています。でも、ちっちゃいY
ou TubeのＰＶとは⽐べものにならないです。泉⽔さん、スタイル良すぎです。もっと⼤きく⾒たいのに〜。できま
したら、教えて下さい。

頼りないサポート担当

255 選択 Ｔ２８ 2007-09-13 20:47:59 返信 報告

なしぼーさん、こんばんは。
 Windows Media Playerで再⽣して、泉⽔さんの顔の上で右クリック、全画⾯表⽰をクリック、で⽬⼀杯⼤きくなり

ますよ︕
 他の⽅法もあるけど、とりあえずこれで試してね。

 戻すときも同じ⽅法でメニューが出ますから分かりますよね。

右クリックは泉⽔さんの顔にちゃんと合わせてやってね︕（笑）

なしぼーさんのために、誰か私に突っ込んでね〜︕（笑）
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みせていただきました

257 選択 ALIL.GTO 2007-09-13 21:08:39 返信 報告

研究所⻑，皆様，はじめまして
 ダウンロード時間は５分(ADSL実質4M)

 iMac20インチワイドの全画⾯です。マイクを持つ⼿の甲の動きがわかります。youtubeはにじんでしまっていたと思
います。

 圧縮がないと指輪のデザインの詳細も確認できるのでしょうか︖

ありがとうございます

出来ました。

258 選択 なしぼー 2007-09-13 21:23:37 返信 報告

T28さん こんばんは。ありがとうございます。画⾯⼤きくなりました。泉⽔さんも⼤きくなりました。とっても嬉
しいです。ちゃんと泉⽔さんのところでクリックしましたよ。頼りなくなんか無いです。私でも⼀回で、出来ました
から。サポート感謝しています。微笑んでる泉⽔さんがいいですね〜。

ご報告ありがとう︕

264 選択 stray 2007-09-13 22:18:58 返信 報告

皆さんこんばんは。ご報告ありがとうございます。

私も２分程度でした。ウェブリンクはけっこう早いようです。

画質に関してですが、15インチ全画⾯には耐えると思いますが、19インチ以上は無理ですね（笑）。
 もともと少しフォーカスが⽢く、もや〜っとした映像なのでしょうがないのです。

 「⽩く煙った宇宙」をスタジオで再現してるんだと思います。はっきりしないとこが良いのです。

＞stray所⻑さんに質問 
 ＞ライブＤＶＤもノートＰＣで鑑賞しているのですが、かわいそうでしょ。コレって損してる︖（笑）
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ん︖家庭⽤のDVDを（も）持ってないってことなの︖（笑）

95MのISOファイルで、どの⼤きさまで⾒えるか︖
 具体的にはGTOさんから指摘があった「指輪のデザインがわかるか」ですが、

 私の部屋のＴＶは１５インチなので答えられません（笑）。
 武道館から帰ってきたら茶の間の⼤画⾯で試してみます。

ALIL.GTOさんへ

266 選択 stray 2007-09-13 22:31:09 返信 報告

はじめまして、所⻑のstrayです。
 うちの研究員のGTOさんと間違えてしまいました。

 たいへん失礼しました。
 今後もレアな映像配信しますので、お⽴ち寄り下さい。

GTOさんへ

268 選択 stray 2007-09-13 22:35:37 返信 報告

すみません、うちの研究員にしちゃいました（笑）。 
 GTOとKOHさん、英字３⽂字で似ているので、つい。 
 あ〜、何が何だかわかんなくなってきた〜（笑）。

Re:ここでの話題は、

270 選択 オーマイ 2007-09-13 22:49:43 返信 報告

こんばん、本家も含めて初めて書かせていただきます。
 年齢的には皆さんよりチット上（皆さん４０歳前後と勝⼿に仮定して）の⼦持ちオヤジです。

 坂井さんの曲は９８年頃から（コナンのテーマ曲）聞いてます。
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ＤＬさせて頂きましたがケーブルＴＶ（３Ｍ）で６分弱でした。
お美しい坂井さんのアップO(-⼈-)O アリガタヤ・・

 

みせていただきました

271 選択 ＤＯＭＩＮＧＯ 2007-09-13 22:54:23 返信 報告

stray所⻑、こんばんは。
 こちらには初めて書き込みさせていただきます。

 ⼤変遅くなりましたが、研究所開設おめでとうございます。
 ＰＶ拝⾒させていただきました。

 当⽅、１７インチのブラウン管モニター使⽤していますが、
 全画⾯表⽰でもきれいに⾒ることができます。

 ＤＬの所要時間は、当⽅の環境では１分程度でした。
 with you♡堪能させていただきました＾＾ノ

オーマイさん、ＤＯＭＩＮＧＯさん、ようこそ︕

278 選択 stray 2007-09-13 23:59:39 返信 報告

オーマイさん、はじめまして。
 ＤＯＭＩＮＧＯさんは、向こうでお世話になっております。

 お祝いとご報告どうもありがとうございます。
with you♡堪能していただき有難うございます。

 たいへん参考になります、１分は最短記録です（笑）。

ちょくちょく覗いていただければ幸いです。サプライズがあるかも知れません。

with you♡楽しみです♡♡

280 選択 GTO 2007-09-14 01:02:34 返信 報告
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所⻑、研究員の皆様。
早速のアップロードありがとうございます。

この時間は込み合っているのか、Cable接続環境からは10~20分と波があるようですので、後程再トライしたいと思
います。

 ♡♡楽しみです♡♡

＞phoneとzipの⼊⼒がまずいのでしょうか︖

実在の市外局番と五桁のzip codeが⼊⼒されていないと蹴られるようです。
 そこでこの番号は如何︖

 電話︓202-456-1111（市外局番以外は何でも可）
Zip Code: 20500

 これでアクセプトされるはずです。

＞第１回研究会︓promised you のジャケ写真はいつ撮ったのか︖
 ＞もしかしてエクステンション︖

そこまでは気がつきませんでした。
 さすが所⻑殿︕

 しかし、私ここの辺は疎いので分かりませんが、そこまで違う⾊をエクステンションに使うものなんでしょうか︖

with you♡楽しみです♡♡

補⾜です

281 選択 GTO 2007-09-14 02:04:37 返信 報告

参考までに、こちらは200mb、14⽇間（無料sign upすると、無期限）。
 アップロードし終わると、URLが表⽰されます。

 http://www.youbackitup.com

♡武道館の報告を楽しみにしています♡

所⻑さんへ

https://bbsee.info/straylove/id/238.html?edt=on&rid=281
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=281


283 選択 ALIL.GTO 2007-09-14 06:34:48 返信 報告

ぜひ，よらせてもらいます。このハンドルネームは永遠のナンバープレートからいただきました。よろしく︕ 

そうでしたか、

284 選択 stray 2007-09-14 06:59:03 返信 報告

ALIL.GTOさんのＨＮは、⾞のプレートからですか。
 「永遠」をこよなく愛してらっしゃるのでしょうねぇ。

 ←画質悪いですが、読み取れます。

GTOさん、ありがとうございます。
 トライしてみます。200mbはちょっと容量不⾜ですね。

 エクステンションの件は私もまったく疎いので、ドルチェ副所⻑に期待したのですが、
 夜のお誘い♡が多いらしくって（笑）。

 

いいですね♡

293 選択 GTO 2007-09-14 14:48:42 返信 報告

所⻑、研究員の皆様、

いただきました。

思っていたより数段いいですね︕

これは2000年初秋頃の撮影だと思いますが、この時はグラマーで体調も良く⾒えます。
 でも、これからすぐですよね、体調を崩され休養に⼊られるのは...。

初めはクオリティ優先で⼩さいサイズで⾒てたんですが、maxまで伸ばして⾒ると、その臨場感の違いに感動しまし
た。

 違うんですね、やっぱり⼤きく⾒るとライブ感覚に近くなってくるようです。
 これをもっと⼤画⾯で︕ 泉⽔さんの息使いを感じながら⾒たい︕
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所⻑、ISOファイルをアップしてください︕
これで終わりは酷ですよ。

しかしながら、私の環境からはこのfilebankサーバーに何度トライしても遅いですね。
 でも、⼀分が⼀時間になってもかまいませんので、⾼画質バージョンをお待ちしています。

＞Ｔ２８さんは「てぃーにじゅうはちさん」じゃないのです（笑）。
 違うんですか︖

 なんとお呼びしたらよろしいのでしょう︖

最後に所⻑に苦⾔を⼀⾔。

⼟曜ワイドver.をアップしたなら⼀⾔いってよ︕

でも、このバージョンもいいですね♡

追伸︓メールで♡を使えるのはここだけ。

でしょう︕︕

294 選択 stray 2007-09-14 14:58:23 返信 報告

GTOさん、こんにちは。
 でしょう︕（笑） 多少画質が悪くなっても⼤きいほうが圧倒的な臨場感が出ます。

 私の部屋のＴＶは15インチですが、ＴＶの前にへばりついて⾒てますもの（笑）。
 ⼼配しないで下さい。95MのISOファイルを武道館から帰ったらＵＰしますので。

⼟曜ワイドver.に関しては、#67、#74のスレですでにお知らせ済みです。ちゃんと⾒てね〜（笑）。
 これも後⽇wmvファイルでＵＰする予定です。毎⽇来ないと⾒逃すよ︕（笑）

 

【第１回研究会︓promised you のジャケ写真はいつ撮ったのか︖】

137 選択 stray 2007-09-10 22:39:13 返信 報告
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皆様、こんばんは。
最初にお断りしておきますが、私もＴ２８さんも仕事は持ってます（笑）。

 私の場合は⾃由業に近いですが。Ｔ２８さんはまさか無職じゃないですよね︖（笑）

さて、昨⽇からすでに話題になっていますが、
 「promised you のジャケ写真はいつ撮ったのか︖」

 というお題で、第１回研究会を開催します︕︕︕

私は⾦曜⽇に武道館ライブに参加して、⼟曜の夜まで不在ですので、開催期間は、
「9/11(⽕)0:00 〜 9/13(⽊) 24:00」

 とします。
 それぞれ仕事をお持ちですので、来れるときに来て、ご⾃分の推理を述べて下さい。

もちろん、推理の根拠もです。

11:00に寝ますので（笑）、質問はお早めに。

Re:【第１回研究会︓promised you のジャケ写真はいつ撮ったのか︖】

138 選択 カーディガン 2007-09-10 22:58:13 返信 報告

私も、参加させていただきたいのですが、よろしいでしょうか︖研究員募集というお知らせを⾒て、遅ればせなが
ら、研究所の⾨をたたいているところですが。常勤研究員とは申さず、⾮常勤研究員でよろしいのですが。もちろ
ん、無給で、かまいませんので。まずは、⽫洗いかトイレ掃除からしたいと思います!(^^)!みなさんの⾜を引っ張ら
ないように頑張りますので。あと、参加の連絡のことなのですが、事前に連絡したほうがよろしいでしょうか︖⾶び
⼊りな⽅、ＯＫなのでしょうか︖連絡⽅法は︖ご検討いただけたらと思います。

カーディガンさんは、

139 選択 stray 2007-09-10 23:02:18 返信 報告

⾃動的にもう研究員（常勤研究員）になってます（笑）。
 あとで辞令交付しますが、もちろん無給なのでご了解を（笑）。

参加⽅法ですが、このスレに、好きなときに書き込んで下さい。
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ROMってる皆さんも⾯⽩そうだと思われたら、どんどん参加して下さいネ︕

祝い︕︕研究員＼(^o^)／

140 選択 カーディガン 2007-09-10 23:06:42 返信 報告

stray所⻑様、ありがとうございます。それでは、おやすみなさいzzz

Re:【第１回研究会︓promised you のジャケ写真はいつ撮ったのか︖】

142 選択 stray 2007-09-10 23:12:16 返信 報告

他に質問がないようなので、私も寝ます（笑）。
 あと1時間後に開始です︕

 夜ピカリな⼈は早速どうぞ︕︕
 

Re:【第１回研究会︓promised you のジャケ写真はいつ撮ったのか︖】

144 選択 ドルチェ 2007-09-10 23:21:20 返信 報告

New York に⾏ってたら出遅れました。
 この件に関しては、⽇を改めてゆ〜っくり語らせていただきます（＾＾*）

 

もう⼀つ注意を。

145 選択 stray 2007-09-10 23:27:21 返信 報告

タイトルに結論を書いて下さい。

例１）１年前だと思う
 例２）１年後だと思う（笑）

といったように。わかった︖（笑）
 じゃ、ホントにお休み〜。
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New York ねぇ、おやじギャグだよ、歳がバレるんじゃ（笑）。

ヒント

156 選択 stray 2007-09-11 06:05:08 返信 報告

最初は書きづらいみたいですね（笑）。
 私からヒントです。（⼀昨⽇のスレから引⽤）

＞ 髪の⾊に注⽬して下さい。⼤きな謎があるんです。 
   ＰＶは珍しく茶髪ですが、ジャケでは⿊髪に戻っています。 

   ⾁付きもＰＶとジャケではぜんぜん違います。

ＰＶは、YouTubeでpromised youで検索すればすぐに⾒つかります。

ズバリ、７年前。

169 選択 stray 2007-09-11 20:31:02 返信 報告

私が⼝⽕を切りましょう︕（笑）

ズバリ、７年前と⾒ました。
 根拠は今探してます（笑）。
 古い写真を使い回していたことは、Tandoさんのレビューをお読みになった⽅はご存知のはず。

Tandoさんの「Get U're Dream」のレビューと、
 バストトップ近くまである髪の⻑さ（＃２８記事参照）

これが謎を解く鍵ですね。

かなり前、かなァ

172 選択 ドルチェ 2007-09-11 21:13:06 返信 報告
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何年前かは検討つきませんっ︕けどかなり昔の写真だと思います。
古い写真の使い回しは有名ですよね。

 AL「forever you」の表写真を泉⽔さん⾃⾝がAL「HOLD ME」の頃の写真に変更したって話はなんかで聞きまし
た。（所⻑、合ってますかー︖）

そうそう。
 ＞New York ねぇ、おやじギャグだよ、歳がバレるんじゃ（笑）

 …いいのいいの︕泉⽔さんもおやじギャグ好きだったらしいし、ネ♡

そうそうパート２。
 どうしても画像のUPに失敗しちゃうんですケド︖

 参照から写真を選んで投稿したら×になるの。なんで〜︖︖

JPEG、GIF、PNG

174 選択 stray 2007-09-11 21:24:00 返信 報告

ドルチェさん、ＵＰできる画像は、JPEG、GIF、PNG だけです。たぶん拡張⼦が違う画像なのだと。

泉⽔さんもおやじギャグ好きだったので許します（笑）。

その話を確実に覚えているわけありませんが、AL「forever you」とAL「HOLD ME」は良く似てますね。
 ただ、AL「forever you」の裏ジャケの写真はリアルタイムだと思います。

で、「かなり前、かなァ」だけじゃ研究会にならないんだけど（笑）。

CDでーた2000年9/20号

176 選択 stray 2007-09-11 21:41:43 返信 報告

Get U're Dream のジャケ写真では、髪の⻑さと着ているものがわかりませんが、
 この写真を⾒ると、promised you ＃２８写真と同じ⻑さであることがわかります。

⼥の⼈も歳を取ると髪の⽑の絶対量が減るのですか、副所⻑︖（笑）
 promised you も、Get U're Dream も、ボリュームが豊かですよね。
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NHKシドニー五輪特集にビデオ出演したときは、こんなに豊かじゃありません。
Get U're Dream のジャケ写とほぼ同じ頃の写真と考えてよいのでは︖

この写真の洋服ですが、AL「揺れる想い」のジャケをめくってみて下さい。
 同じ服を着た泉⽔さんがいます。

Re:CDでーた2000年9/20号

180 選択 ドルチェ 2007-09-11 22:25:39 返信 報告

そうそう︕「Get U're Dream 」ジャケ写はAL「揺れる想い」のブックレットの中のものと同じ様な写真なんですよ
ね。

 そういえばAL「forever you」のブックレット表紙はAL「Brezza di mare」の表紙とも同じですよね。

＞⼥の⼈も歳を取ると髪の⽑の絶対量が減るのですか、副所⻑︖（笑） 
 はい、減ります︕なんかね、ペシャ〜ンってなりますよ（笑）

 私も泉⽔さんと同じで若い頃はかなりボリューミーだったな〜。いまは…（悲）

AL「揺れる想い」ブックレットから

182 選択 stray 2007-09-11 22:48:16 返信 報告

そうそう、Tandoさんはレヴューでそのことを⾔ってるのです。
 でも〜、さっき紹介した雑誌（CDでーた）を持ってなきゃわからないことで、

 「コアなZARDファンならすぐわかる」というのは、ZARD記事掲載の雑誌を必ず買うような⼈っ
てことなんですよ。

 泉⽔さんの死後にファンになった⽅に、そんなこと⾔われてもわかるわけがない。
 この研究会が、少しでも新しいファンのお役に⽴てれば嬉しいですネ。
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ここまでは、皆さん納得されましたでしょうか︖（笑）
AL「揺れる想い」は1993年7⽉発売ですから、

 髪の⻑さ・量から考えて、promised you は遠くないその前後。

問題は、前なのか、後なのか…。
 今⽇はもう寝ようっと（笑）。

＞ペシャ〜ンってなりますよ。
 なるほど、そっか、実に⾒事な表現でした（笑）。

ドルチェさんへ追伸

183 選択 stray 2007-09-11 22:53:23 返信 報告

AL「Brezza di mare」の表紙は、アーティストファイルの表紙と同じで、
 AL「forever you」のブックレット表紙も同じ時に撮ったものですが、

 両⽅ともSg「眠れない夜を抱いて」のジャケ撮影時のものなのです。
 つまり、AL「forever you」も使い回しってこと（笑）。

Re:【第１回研究会︓promised you のジャケ写真はいつ撮ったのか︖】

185 選択 カーディガン 2007-09-11 23:04:37 返信 報告

投稿#176と#182だとpromised youの写真の泉⽔さんに似ていますね。私も、少ない資料からいろいろと似た感じ
の泉⽔さんを探してみました。でも、promised youの髪形の泉⽔さんもセーターを着た泉⽔さんも⾒つかりません
でした。アルバムforever youのジャケット写真は何度も使われているのに、なぜ、promised youの写真はほかで使
われていないのか不思議です。仮に1993年に撮られた写真なら、これだけいい写真なのだから、2000年までに使わ
れてもよさそうなのですが・・・。

鋭い︕

186 選択 stray 2007-09-11 23:18:50 返信 報告
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寝ようと思ったらカーディガンさんの意⾒が…（笑）。

さすがZARD研究所の研究員は鋭いですね︕︕

＞promised youの髪形の泉⽔さんもセーターを着た泉⽔さんも⾒つかりませんでした。
 髪型は#176とかなり似てません︖

 男性から⾒るとそんな⼤差ないように思えるのですが。
 ただ、あのセーター姿の写真は他にないです。（今のところ）

＞これだけいい写真なのだから、2000年までに使われてもよさそうなのですが・・・。
 う〜む…、⾯⽩くなってきましたネ︕（笑）

 寝られないかも（笑）。

Re:１８６

188 選択 カーディガン 2007-09-11 23:36:04 返信 報告

髪形はどの時代の写真よりも似ているかな・・・。決定的な決め⼿とはならないですが・・・。コインを投げて、ど
うだ︕︕・・・。秘密(-"-) また明⽇お会いしましょう。お休みなさいzzz

説明はあとで。

203 選択 stray 2007-09-12 17:23:09 返信 報告

①と②は、皐さんの作品から切り出したものです。
 ③はpromised…のジャケ写真です。

promised…の#28写真とも⾒⽐べてみて下さい。

説明はあとで。

Re:【第１回研究会︓promised you のジャケ写真はいつ撮ったのか︖】

208 選択 カーディガン 2007-09-12 20:15:23 返信 報告
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こんばんは。昨⽇のpromised you のジャケ写の撮影時期ですが、昨⽇ＰＶ等をよく調べまして、候補の時期を⾒つ
けました。セーターは同じものはないだろうから、髪形が特にポイントになりそうです。まず、

 ①この愛に泳ぎ疲れてもを気持ちよく(^^♪♡歌っている♡ときのＰＶの髪形
 ②Don't you see!のＰＶの髪形

 ③新しいドア〜冬のひまわり〜及びGOOD DAYのジャケ写・ＰＶの髪形
 がpromised you のジャケ写の髪形とよく似ていると思います。特に、③がよく似ていると思うのですが。時期的に

は、この①〜③の撮影の時期に近いのではないかと思います。
 AL「揺れる想い」の時に撮影した写真がGet U're Dreamのジャケ写に使⽤されているなら、①もあるのでしょう

が。
 若そうだから①とは限らないのでは。ZARD Le Portfolio 1991-2006の明⽇を夢⾒ての泉⽔さんも、promised you

と似ている雰囲気ですし。
 P.S.コアタイムの件、了解です。

「この愛に泳ぎ疲れても」は、かなり有⼒

209 選択 stray 2007-09-12 21:00:08 返信 報告

カーディガンさん、こんばんは。
 ①はかなり有⼒だと思います。PVは93年秋に⽇本⻘年館で撮影されたものと⾔われています。

 ②Don't you see!・・・ノーマークでした（笑）。 
 ③新しいドア＆GOOD DAY・・・これの静⽌画は古い写真の使いまわしの可能性あり。

 明⽇を夢⾒て・・・⾚紫⾊の服はリアルタイム、アップの歌シーンは古い映像では︖

ということで、私は93年秋〜初冬が有⼒かと。

#203の②と③は良く似てると思いません︖ promised…のほうは、
 寝不⾜＆寝起き（といっても泉⽔さんの場合昼ですが）で、⽬が少し腫れぼったいのかな…と。

 

Re:「この愛に泳ぎ疲れても」は、かなり有⼒

210 選択 カーディガン 2007-09-12 21:18:02 返信 報告
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所⻑様、返信ありがとうございます。
＃２０３の②と③はよく似ていますね。いつ頃の写真なのでしょか︖セーターを着ているし、秋⼝くらい以降かとは
思いますが。春、夏でもセーターを着ることは撮影だからあるとしても、可能性はすくないかなぁ。

それがわからない（笑）。

211 選択 stray 2007-09-12 21:24:15 返信 報告

カーディガンさんも似てると思われますか、少し安⼼（笑）。
 ①と②は追悼番組の映像ですが、時期が特定できません。

 ブラウス姿なので、秋の終わり〜初冬だと、暖かい⽇と寒い⽇がころころ変るので可能性
ありですね。

＞①この愛に泳ぎ疲れてもを気持ちよく(^^♪♡歌っている♡ときのＰＶの髪形
 って、この映像ですよね︖

Re:この愛に泳ぎ疲れてもを気持ちよく(^^♪♡歌っている♡とき

213 選択 カーディガン 2007-09-12 21:57:26 返信 報告

はい、この映像です。腕の振りをつけて、かわいく♡歌っている時です。セーターも着ているので、雰囲気も似てい
ますね。

なしぼーさんに励まされたので、

222 選択 stray 2007-09-12 22:57:26 返信 報告

寝る前にもう⼀丁⾏きましょうか︕（笑）

まだ#203の説明をしてませんでしたね。
 私が注⽬したのは、髪の⾊、⻑さもありますが切り⼝、ストレートさ、の３つです。

 Get U're…や#211写真は、少しウェーブがかかっているのですが、
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promised you のジェケは、真っ⿊なストレートで、分かりづらいですが切り⼝も揃ってます。
#203の②と③が良く似ていて、①を⾒ると切り⼝がきれいに揃っている。

この映像の撮影時期が特定できれば、解決かな︖

もしかしてエクステンション︖

239 選択 stray 2007-09-13 07:33:48 返信 報告

#211写真ですが、ウェーブかかってる部分（茶⾊っぽい）と、ストレートの部分（⿊い）がありますね。
 ウェーブかかってる部分は、もしかしてエクステンション（つけ⽑）ですか︕︖

「この愛に泳ぎ疲れても」PVですが、前半は⽇本⻘年館を貸し切ったリアルタイム映像で間違いありませんが、
 後半は、別映像のような気がしてなりません。

Re:【第１回研究会︓promised you のジャケ写真はいつ撮ったのか︖】

273 選択 なしぼー 2007-09-13 23:08:44 返信 報告

こっちにもちょこっとお邪魔します。研修中の札下げているので書き込んでも⼤丈夫かな。先ほど Le Portfolioを⾒
ていたのですが、「もう少し あと少し・・」のところで、襟がロールアップになったセーターを着た泉⽔さんが、p
romised you のジャケットの泉⽔さんによく似ていると思いました。訃報後に買ってきてもらった雑誌（たぶんＦＲ
ＩＤＡＹ）の切り抜き（ＺＡＲＤ坂井泉⽔未公開８枚のマル秘素顔写真）に少し似た泉⽔さんが写っています。（半
袖ピンク系のストライプ）そこに93年７⽉「もう少し あと少し・・」の制作に没頭中と書かれています。髪の⾊
は、光線で明るく写っていますが、髪のボリュームが抑えられていて、結構似ていると思いました。「もう少
し・・」は、１９９３年９⽉に４⽇にリリースとなっているので、この辺はどうでしょう︖全然違っていたらすいま
せん。

FRIDAY 2007/6/22 より

275 選択 stray 2007-09-13 23:26:06 返信 報告
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なしぼーさん、こんばんは。
もう⽴派な研究員ですよ〜、早く決断しちゃいましょう（笑）。

この写真ですよね︖ かなり似ています。ただ半袖なので夏なのでしょう。
 promised you はセーターなので、部屋をガンガン冷やして撮ったのならともかく、

 早春か、晩秋か、どちらかだと思うのです。

でも1993年に間違いなのでは︖と思いますが、
 副所⻑も、カーディガン研究員も留守なので、今回は結論を出さず、保留扱いになりそうです（笑）。

なしぼーさんも調査を続けてくださいネ︕

Re:【第１回研究会︓promised you のジャケ写真はいつ撮ったのか︖】

277 選択 なしぼー 2007-09-13 23:50:30 返信 報告

了解しました。調査続けます。
 明⽇は、気をつけて⾏って来て下さい♪

辞令（KOH研究員）

237 選択 stray 2007-09-13 06:25:07 返信 報告

 KOH 殿

  研究員（常勤）を命ずる

         2007年9⽉13⽇  
          ZARD研究所所⻑ stray ♡←ハンコのつもり

⼈事部⻑に負けない「おちゃらけ」を期待しております（笑）。

ところでＨＮは何てお読みするのでしょう︖
 まさか⽔酸化カリウムさんじゃないですよね︖（笑）
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Re:辞令（KOH研究員）

252 選択 KOH 2007-09-13 19:24:43 返信 報告

所⻑こんばんはです︕︕

確かに辞令受け取らせていただきました!!
 頑張っておちゃらけるで〜っ(^_^)/

HNは「こう」ですよ〜。確かに何のひねりもないなぁ
 (^_^;)

 

こちらこそよろしく︕

276 選択 stray 2007-09-13 23:30:10 返信 報告

KOHさんは「こうさん」ですね、了解しました。
 Ｔ２８さんは「てぃーにじゅうはちさん」じゃないのです（笑）。

 私は「ストレィ」あるいは「ステレー」と読んで下さい。
 あと、不明なのは、皐さんの「☆ミ」ですかね（笑）。

皐さん、「☆ミ」ってどういう意味なんですか︖（笑）

皐画伯の「promised you」完成︕︕

214 選択 stray 2007-09-12 21:59:13 返信 報告

本家に私とカーディガンさんが依頼した「promised you」がＵＰされました。
 素晴らしい出来栄えです︕︕

 もう感無量で、第１回研究会はどうでもいいです（笑）。

https://bbsee.info/straylove/id/237.html?edt=on&rid=252
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=252
https://bbsee.info/straylove/id/237.html?edt=on&rid=276
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=276
https://bbsee.info/straylove/id/214.html
https://bbsee.info/straylove/id/214.html?edt=on&rid=214
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=214


皐さん
気に⼊ったなんてもんじゃないですよ〜。

 フィルム⾵のPV映像は、なんだか元画像より画質ＵＰしてません︖（笑）
 ⾊合いもこちらのイメージどおりでしたよ︕

 ピンク⾊の「with you♡」もカワイイです（笑）。
 素晴らしい才能ですね、ホントにどうもありがとうございました︕

私への感謝を読んだときは涙が出そうでした。
 こちらこそありがとうございました︕☆ミ（笑）

あとでお礼しますけど、期待しないで待っててね（笑）。
 

Re:皐画伯の「promised you」完成︕︕

218 選択 カーディガン 2007-09-12 22:17:48 返信 報告

stray様、皐様
 promised youの画像完成おめでとうございます。最新情報に更新したら、⾶び込んできたのですが、あまりの素晴

らしさに感動しすぎです＼(^o^)／(^^♪(^.^)/~~~
 皐様の芸術的な感覚は素晴らしいですね。美術⼤学かどこかで⼼得があるのでしょうか︖感動しています。これを機

会にpromised youをはじめとして、泉⽔さんの魅⼒が広がるといいですね。そうすれば、きっと来年の夏も。
 

Re:皐画伯の「promised you」完成︕︕

219 選択 Ｔ２８ 2007-09-12 22:45:14 返信 報告

所員のみなさん、こんばんは。
 stray所⻑、本家の情報ありがとうございます。

 いや〜スゴイね︕ ちょっとビビッた︕ マジで素晴らしい「作品」です。
 皐さんの追っかけやっててよかった〜。今は⼆重の幸せ感じています。

 早速頂いて来ました。これからお礼書き込んできます。

カーディガン研究員、stray所⻑、そして皐さん、お三⽅に感謝♡♡♡ ←もうやめろって（笑）
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Re:皐画伯の「promised you」完成︕︕

220 選択 なしぼー 2007-09-12 22:48:42 返信 報告

こんばんは。今、画像拝⾒してきました。すごく素敵に仕上がってますね。よかったですね〜。with you♡がピンク
で際だってましたよね。今⽇は皆さんにこにこですね。壊れたらだめですよ〜。⽴ち直ってくださ〜い。

カーデイガンさん はじめまして。今⽇は研究会どころじゃないかも・・ですね。いい⽇でした。また、よろしくお
願いします♡

Re:皐画伯の「promised you」完成︕︕

221 選択 カーディガン 2007-09-12 22:56:49 返信 報告

Ｔ２８様、なしぼー様、こんばんは。私も感動していて、研究どころじゃないです(^^♪泉⽔さんの魅⼒がキラキラと
輝いています、輝きまくっています(^_-)-☆

Re:皐画伯の「promised you」完成︕︕

223 選択 KOH 2007-09-12 23:01:46 返信 報告

こんばんはです!︕

私も⾒てきました︕︕いや素晴らしいっ︕︕
 皐様のセンスが光る作品ですね!︕

Re:皐画伯の「promised you」完成︕︕

224 選択 stray 2007-09-12 23:06:03 返信 報告

壁紙にしたいところだけど、デスクトップにアイコン１ヶも置けなくなるね（笑）。

相⽅のレス、まともだったなぁ。ツッコミたいところだけど⽌めておこうっと（笑）。

Re:皐画伯の「promised you」完成︕︕

https://bbsee.info/straylove/id/214.html?edt=on&rid=220
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=220
https://bbsee.info/straylove/id/214.html?edt=on&rid=221
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=221
https://bbsee.info/straylove/id/214.html?edt=on&rid=223
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=223
https://bbsee.info/straylove/id/214.html?edt=on&rid=224
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=224


227 選択 Ｔ２８ 2007-09-12 23:50:41 返信 報告

＞ 相⽅のレス、まともだったなぁ。ツッコミたいところだけど⽌めておこうっと（笑）。

strayさん、こういう事書かれるとビビるのよ〜⼩⼼者だから。（笑）
 「あれっ︕なんかまずいこと書いたっけ︖」ってわざわざ確認に⾏く⾝になってよ︕（笑）

じゃっ、おやすみ〜。

Re:皆さん⼤好き︕︕(笑)

249 選択 皐 2007-09-13 18:49:18 返信 報告

皆さんこちらこそ本当にありがとうございました〜︕向こうの掲⽰板に書かれていたレスもすごく嬉しかったです(●
≧ω≦●)

 ただ、1つ⼼残りが…︕T28さんからのリクエスト…⾒ていなくて、ノータッチになってしまいました(○□○;)スミマセ
〜ン︕︕(>□<)

 “どうしよう”とオロオロしちゃいましたが、コメントを読んで⼀安⼼です＾＾☆ﾐ
 そうそう︕strayさんの⾔っている“PV映像の画質”は縮⼩&⾊の調節で画質が良く⾒えるんですよ♡

 皆さんにも⾊々褒めて頂いて嬉しい気持ちでいっぱいです!!☆本当にありがとうございました(o^∇^o)

Re:皆さん⼤好き︕︕(笑)

256 選択 Ｔ２８ 2007-09-13 20:57:58 返信 報告

皐さん、あなたの追っかけのＴ２８です。こちらではご無沙汰でした。
 私のリクエストの事ですが、ちょっと思いついただけですから気にしないで下さいね。

 それより、あの画像は最⾼傑作ですよ︕もちろん他の作品どれも素晴らしいのですがね。
 これからも是⾮ちょくちょく遊びにいらして下さいね〜。

 

Re:♡良かったです♡

259 選択 皐 2007-09-13 21:27:10 返信 報告
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T28さん こんばんは︕(o^∇^o)ここのBBSではご無沙汰ですね〜(*^_^*)
ちょっと勘違いをしていて、皆さんとお話をする事が出来ませんでした(苦笑)

 画像の⽅は、気に⼊ってもらえて良かったです♡これからもちょくちょく顔を出しますね☆ﾐ

皐さん⼤好き♡（笑）

260 選択 stray 2007-09-13 21:43:30 返信 報告

皐さん、こちらでは久しぶりですね（笑）。
 この度は本当にありがとうございました︕

 ←私からの御礼です、いらないでしょうけど受け取って下さい（笑）。

早速「壁紙」にさせてもらってます。３×４じゃなくて、９×１６サイズなので、私のノー
トにピッタりです︕

 知ってたんですか︖ そんなわけないか（笑）。
 でも、ＰＣの壁紙⽤に作られたのは間違いないですよね︖

 デスクトップアイコンをバラバラに散らして、泉⽔さんにかからないよう使ってます（笑）。
 明⽇はこのＰＣ持って武道館ライブです。終わったらライブレポートＵＰしますので︕（笑）

もう⼀つの御礼は、皐さん作品の私なりの分析です。
 どこが良いと思うのかを伝えてこその賛辞というものですからね。

 なんといっても、ＰＶキャプチャ画像をとことん引き⽴ててくれたことです。
 背景を暗くし、泉⽔さんを明るくすることでコントラストをつけたのですよね︖

 しかもフィルム⾵にしてあるので⽬⽴ちます。ここで写真５枚使って、右側が１枚少ない４枚なのは、
 シンメトリーにならないようにと、もう⼀つ、私が本家で質問した画像がポイントなのだと思います。
 正⾯向いた写真がないので、ネットで⼀所懸命探してくれたのではないでしょうか。

 ところが画質が悪かったので、他の画像も同様に画質を落とさざるを得なかった。
 そうすることで逆にＰＶ画像のほうが引き⽴つ効果を⽣むってことがおわかりだったのでは︖

 ところが、左側ばっかりに⽬が向くかというとそうじゃないんです。
 正⾯向いた泉⽔さんの位置がこれまた絶妙で、ＰＣに向かうとなぜか真っ先にここに⽬が⾏きます。

 右利きの⼈は右にマウスを置いてるからでしょうね。
 私はデザインに関しては何の知識もないので、ほとんど合ってないかも知れませんが（笑）、
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 壁紙として使う⼈への、とくに私への（笑）、愛情がこもってる作品だと思います。
こんな分析しかできませんが、私の薀蓄だと思って聞き捨てて下さい（笑）。

これからの、益々のご活躍をお祈りし、感謝の⾔葉とします。どうもありがとう︕︕︕
 

皐さんへＰ．Ｓ．

261 選択 stray 2007-09-13 21:55:21 返信 報告

私も追っかけていいですか︖（笑）

Re:strayさん⼤好き♡(笑)

265 選択 皐 2007-09-13 22:27:08 返信 報告

こちらではお久しぶりですね(o^∇^o)この度は私の⽅こそありがとうございました︕︕
 strayさんからのお礼…本当にウルッと来てしまいました︕すごく嬉しいです(o≧ω≦o)画像頂きますね︕☆

 strayさんの優しい⼼遣いの気持ちがとても伝わってきました!!ホントにありがとう︕(●＞∇＜●)

この画像のサイズに関しては、実は適当なんですよ(笑)データのサイズなどを考えて1度⼩さくしたんです＾＾
 なのに、strayさんのPCにピッタリだったなんて☆ﾐスゴイ偶然ですね︕︕(o^∇^o)

 それと、strayさんの分析☆読んでいてビックリしました︕⼼理学とか習っていたんじゃ!?(◎Д◎;)と思うぐらい
 ズバッと当てられています(笑)

 ＞画質が悪かったので、他の画像も同様に画質を落とさざるを得なかった。
 ここは⼀字⼀句間違いがありませんよ!!(笑)もし画像について質問されたら、この通りにお話していたでしょう(笑)

違うところと⾔えば“画像のサイズについて”だけでした︕＾u＾

こちらこそstrayさん⾊々とありがとうございます(●≧ω≦●)これからもヨロシクお願いしますね♡♡♡

P.S.明⽇は武道館へ⾏くのですね︕楽しんできてください＼(^∀^)／レポート待っていますね〜♪♪
    それと、是⾮☆追っかけて下さい(●＞∇＜●)(笑)私からもお願いしますよ♡(笑)

感激︕（笑）
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269 選択 stray 2007-09-13 22:41:34 返信 報告

相⽅、⾒てる︖（笑）。
 追っかけてもいいって（デレデレ）（笑）。

 しかも「strayさん⼤好き♡」だよ〜︕︕︕︕︕︕（笑）

ね、ちゃんとどこが良いのか褒めなきゃダメなのよ、わかった︖（笑）

皐さん、⼤きさは適当だったんですか︕（笑）
 タスクバーで下が少し隠れますが、私のノートにピッタリなので、⼤きさも考えてのことだと勝⼿に理解しますね

（笑）。
 武道館、楽しんできます。涙、涙のレポートになるかも知れませんが、乞うご期待︕（笑）

分かったっ分かったっ

274 選択 Ｔ２８ 2007-09-13 23:16:45 返信 報告

ハイハイ⾒てますよっ(-_-) そりゃ良かったねっ(-_-;)

画像貰ったからじゃないのっ(=_=)
 

ショック︕︕︕

251 選択 皐 2007-09-13 19:14:41 返信 報告

今⽇、驚愕の事実(笑)を知りました…。私、BBSに⾜を運んでいたんですが、《○○○さん、ありがとうございます︕》という
 スレから更新されてないと思っていたんです…(笑)そして今⽇、strayさんのコメントを読んでこちらに来たんですが

 やっぱり更新されてなくて…。フッと気づいたら3ページ⽬から進んでないだけで“4、5、6ページ”と続きがあるのに
 さっき気づきました(○□○;;)(笑)私バカだぁ〜〜〜︕︕(笑)

そして⾊々読ませて頂きました＾＾☆
 その中の揉め事があった件について少し書かせてもらいたいんですが、strayさんが「本家での居⼼地の悪さを感じてた」と
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書いてましたが、私も少し分かる部分があります(>_<)いやっ︕皆さんからのコメントはものすごく嬉し
いんです︕︕

 だけど、画像をupする際やレスの際に、掲⽰板のスペースが気になって仕⽅ないんですよね＾＾︔
 ⼤丈夫だろうかと不安があります(> <;)私とstrayさんの⽴場が逆だったら、私も同じ事をしていたの

で、
 揉め事の件は気にしないで下さいね♡…って終わった事を蒸し返すのおかしいですね(笑)

 その後、ドルチェさんと「泉⽔さんみたいな素敵な⼥性に」と褒めて頂いてるのを⾒て、嬉しくって……
もう今なんて書いたらいいか

 わかりません︕︕(笑)恐れ多いですよ〜(*>u<*)私はまだまだお⼦ちゃまですから(笑)
 こちらのBBSでも読んでいて嬉しい気持ちになれて感謝感激です☆ﾐありがとうございました(o≧∇≦o)

P.S.
 「皐画伯の「promised you」完成︕︕」のスレにも少しだけお返事書いています*＾＾*

 あと、 ＞皐さんへ業務連絡
 とのスレがあってビックリしました(ﾟ□ﾟ)ん︖ハンコって何ですか??

 特別研究員にはこちらこそお願いします︕︕まだまだ未熟者の私なんかでよろしければ是⾮(o≧∇≦o)(笑)

よかったぁ。

262 選択 stray 2007-09-13 22:03:49 返信 報告

皐さん最近来てくれないので、私は⼩⼼者だから、てっきり嫌われたんだとしょげてました（笑）。
 いや〜、４ページ以降、⼀通り読むだけでも⼤変だったでしょう（笑）。

皐さんは本家のスペースの⼼配することないですよ。レスが200くらいついて、
 スペース⼀⼈で独占したって誰も⽂句⾔う⼈いないと思いますよ。

 私と相⽅の場合はスペースの問題じゃなくて⼈間性の問題なので…（笑）。

特別研究員、承諾してくれてありがとう︕
 所⻑辞令が出るのですが、辞令ってハンコが押してあるじゃないですか。

 今は♡を使ってるんですけど、全然さまにならないので（笑）、外字で何か作ってもらえないか、
 というお願いだったのです。Ｔ２８さんのお願いに答える（答えなくていいんだけど）意味でも、
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⾚いハートを外字でこしらえてもらえませんでしょうか︖
ハンコとして様にならないのは⼀緒ですが（笑）、すっかり♡マークが定着したので（笑）。

 暇な時でかまいません。
 皐さんには、⾚いハートハンコを押した辞令を出したいのです。

忘れた。

263 選択 stray 2007-09-13 22:09:19 返信 報告

すみません、またまた作品を頂戴した御礼を忘れてました（笑）。
 これは、明⽇の武道館ライブに参加する私へのプレゼントですね︕︕︕（笑）

 どうもありがとございます。
 今度は本家で宣伝しないことにします（笑）。

皐さんの幸せを握ってるのが私なんですか︖（笑）
 うれピーなあ（笑）。

 下の泉⽔さん、⽬を細めて指差してて、with you 第２弾♡♡♡って感じですよね（笑）。

いや〜、これもいいなあ。素晴らしいです。
 壁紙は無理だけど、ミニポスターとして部屋に飾ります。

 どうもありがとう︕︕︕

♡ハンコ♡

272 選択 皐 2007-09-13 22:56:47 返信 報告

私も⼩⼼者なんです〜︕(笑)愛⽝の散歩中に、草がガサッてなっただけでもビクついちゃって!!…って話が逸れてます
ね(笑)

 strayさんの事を嫌うわけないじゃないですか︕(ﾟДﾟ)だって私の幸せのカギ握ってくれてるんでしょう︖♪♪
 …さっきから、ふざけ過ぎですね私(笑)⼤体が夜型⼈間なので、テンションが変なんです(笑)

掲⽰板のスペースは⼤丈夫なんでしょうかね｡｡｡ついつい いっぱい書いてしまって…(>u<;)
 でも、そう⾔って頂けて少し気が楽になりました(o^u^o)誰かに指摘されちゃった時は、しょんぼりとココに来させ
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てください(笑)

特別研究員、すっごく嬉しいです(●≧ω≦●)マメに来る事が出来ませんが、ヨロシクお願いしますね︕☆ﾐ
 そしてハンコの意味も了解しました(o^∇^o)“外字”での作成ですね︕初めての挑戦なので、出来るかどうか分かりま

せんが、
 やってみたいと思います︕︕⾚いハートですね♥「with you♡」にちなんでてイイと思いますよ︕可愛いし♪♪

 時間がある時に作ってみますね︕(o^∇^o)

P.S.画像のお礼、わざわざありがとうございますネ(*^u^*)部屋に飾って頂けたら嬉しいですっ☆ﾐ
    掲⽰板の⽅での宣伝は…⼤丈夫です(^⽫^)(笑)きっと掲⽰板に来てる⽅はこのBBSにも⾜を運んでると思います

しね＾＾♪♪
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. オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [246]研究所員のみなさんへ(0) [129]はじめまして。strayさんへ(16) [206]遅ればせながら・・・。(3) [168]ジャージ姿
（FRIDAY 2004/4/16）(11) [148]祝 研究所開設(6) [154]辞令（カーディガン研究員）(3) [141]⼈事部⻑へ業務連絡(9) [16
2]OL(0) [155]皐さんへ業務連絡(0) [105]2001年オフィシャルカレンダー April(8)

新しい話題を投稿する

« 8 7 6 5 4 3 2 1

研究所員のみなさんへ

246 選択 Ｔ２８ 2007-09-13 17:44:16 返信 報告

研究所員のみなさん、こんばんは。

明⽇は、武道館での追悼ライブですね。
 御参加される⽅、気を付けていってらっしゃいませ。

⼤阪に参加されたファンの感想では、⼤変素晴らしい内容だそうです。
 いい想い出として⼼に刻まれることを、祈っております。

 （⾔葉が適切ではありませんが）ライブ⽬⼀杯、楽しんで来て下さいね︕
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また、お帰りになりましたら、必ずレポートの提出お願いいたします。（笑）
もちろん、出張経費は出ませんので、⾃⼰負担でお願いいたします。（笑）

以上、⼈事部⻑兼図書館⻑兼宣伝部⻑より（⻑っ︕）

Ｐ.Ｓ. stray所⻑、⽬薬もお忘れ無く。（笑）

はじめまして。strayさんへ

129 選択 なしぼー 2007-09-10 21:37:39 返信 報告

こんばんは。朝から気になっていました。いつも素敵な泉⽔さんの画像をＵＰして下さったり、⾊々な情報、お話を書き込ん
で下さってありがとうございます。（挨拶とお礼が遅れました。）⼀番最初に書き込みをしたり、画像を探したりは、⼤変だ
と思います。私は何もできないので、ただただ感謝しています。こちらが１段落されましたら、また掲⽰板にも書き込みして
下さいね。なんだか寂しいです。私は、能⼒的に、なかなか書き込みできませんが、お待ちしています。（私もwith youの所
すごく好きです♪）

なしぼーさん、ようこそ︕

135 選択 stray 2007-09-10 22:23:27 返信 報告

はじめまして、所⻑のstrayです。
昨晩はたいへんご⼼配かけて申し訳ありませんでした。

 ご来所たいへん嬉しく思います。お⼼遣いに感謝です。

ケンカして出てきたわけでありませんので（笑）、もちろん本家にも顔は出します。
 が、今までのように親スレ⽴てることはないかも…。

with you♡がお好きなら、ここの研究員になりませんか︖（笑）
 with you♡が好きな⼈たちが集まってるので、気が楽ですよ〜（笑）。

 副所⻑も⼈事部⻑もああいう⼈たちですし…（笑）。
 若⼲名だけ募集してますので、早くしないと埋まりますよ〜（笑）。
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マジメな話、考えてみてくださいね。

Re:なしぼーさん、ようこそ︕

147 選択 なしぼー 2007-09-10 23:34:23 返信 報告

あちらにもお顔を出して下さるということで、ほっとしました。研究員のお誘いありがとうございます。でも、私は
新⽶で、おまけにＰＣもハートマーク打とうと思ったんですけど、打てないというレベルなんです。掲⽰板も初めて
で、研究会に書き込みなんて、たぶん能⼒的に無理なので皆さんの意⾒を拝⾒して、勉強させて頂いてもよろしいで
しょうか︖

席を空けて待ってます

152 選択 stray 2007-09-11 05:38:51 返信 報告

なしぼーさん、返信ありがとうございます。
 決⼼がつかないようですので（笑）、まず１回⽬の研究会の様⼦をご覧になってみて下さい。

 研究員の席を空けて待ってますので。

PCもZARDも最初は誰でも新⽶です。覚えようとする興味と向上⼼があれば可能性は無限です。
 ハートマークは、皆さん⾃分で⼊⼒してるわけじゃないのです。

 私も♡打てません（笑）。皐さんが打った♡をパクってるだけなんです。
 欲しいところをマウスでドラッグすると、そこだけ⾊が反転しますので、
 Ctrl+C でコピーし、打ちたいところにカーソルを移動してCtrl+V すればペーストされます。

まずはやってみることです。⼈に聞くのは何ら恥ではありませんよ。

よかった〜

159 選択 Ｔ２８ 2007-09-11 10:09:25 返信 報告

私だけじゃなかったんだ〜。（笑）
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♡ ←探したらATOKにはありました︕
♡ ←⽐較⽤、こちらの奴をコピペ︕

ワープロで200ポイント位で⽐較しても分かりませんね。（笑）
 おそらく同じものでしょう。そうじゃないと⽂字化けして、みんな⾒れないしね。

 何やってんだか。（笑） ⼀応仕事・・・、してきます〜。（汗）
 

Re:席を空けて待ってます

177 選択 なしぼー 2007-09-11 21:43:17 返信 報告

stray所⻑ 皆さん こんばんは。” with you ♡ "  できました︕ご指導ありがとうございます。パソコン指導まで
して頂けるなんて（感激です）まさか、コピーして貼り付けるなんて思いもよらなくて...。１つ賢くなりました。こ
れから、ゆっくりじっくりＺＡＲＤもＰＣもレベルアップをはかりたいです。とりあえず研修中という感じでよろし
いでしょうか。

 先ほどカレンダーの画像とドレスの画像保存させて頂きました。ありがとうございます。

それから、第⼀回研究会への質問です。「ジャケットの写真〜年前」って今から考えてでしょうか、それとも発売年
から考えてでしょうか︖

T28さん こんばんは。もしかして私のレベルまで下げてくれました︖良かったら教えて下さい。ATOKでどうやって
♡だせます︖お忙しそうなので、すごく暇なときにでも教えて下さい。

かんたんでしょ︖（笑）

178 選択 stray 2007-09-11 21:50:08 返信 報告

なしぼーさん、こんばんは。
 ちゃんと” with you ♡ " になってますよ〜（笑）。

 了解です。「研修中」ということで⼈事部⻑に承認させます。

ご質問の件ですが、発売当時から⾒てってことです。
 promised you は2000年11⽉発売ですから、私は1993年の写真だと主張してることになります。

 ゲッ︕って思われましたか︖（笑） それがZARDなんですよ。
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T28さん、私にもATOKでの出し⽅教えて︕（笑）

なしぼーさん、はじめまして︕

179 選択 ドルチェ 2007-09-11 22:09:02 返信 報告

ドルチェと申します♪
 私もパソコンはチンプンカンプンですよ︕

 今、ここに画像をUPしようと必死に格闘中です。わかんないんだなっ、これが。
 ところで、ATOKってなんですか︖︖

どうぞよろしくお願いしますね♡
 

ＡＴＯＫで「♡」「♥」を出す⽅法

181 選択 Ｔ２８ 2007-09-11 22:47:34 返信 報告

なしぼーさん、カラオケクイーンマニアのお⼆⼈、こんばんは♡

暇なのでお教えしますね。（笑）画⾯最下段のタスクバーの時計の隣にＡＴＯＫパレットありますので、右クリッ
ク、

 その中の、ＡＴＯＫ⽂字パレットを開くと［記号・マーク］のフォルダ︖の中、上から４段⽬／左から３つ⽬に
「♡」ありませんか︖

副所⻑さん、ＡＴＯＫは「ＩＭＥ」の⼀つです。
 あれ︖副所⻑さんはＭＡＣでしたっけ︖ＭＡＣで⽇本語変換システムってなんて⾔うんだろう︖

所⻑さん、私７年前って、2000年9⽉かと思っていました。バカだね〜。（笑）それだと発売間に合わないよね〜。
 でも1993年とは驚きです。確かに若く⾒えますね。あの表情めちゃカワで⼤好きですよ♡

 あと、いろいろな画像ありがとうございます。本家より画質が良くて、うれしいです♡♡♡
 

♡♡♡は勘弁して（笑）

184 選択 stray 2007-09-11 23:02:09 返信 報告
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⼈事部⻑、今⽇も１⽇ご苦労さまでした（笑）。

Macでは「ことえり」っていうんですが、使いづらいのでATOKが普及したんだと思います。
 Windowsには標準でATOKが⼊ってるのですか︖私のＰＣにはないです（笑）。

私もpromised you のジャケ写は⼤好きで、Tandoさんも絶賛されてますね。

本家は画像サイズ250kに制限されてるので、画質落とさざるを得ないのですが、
ここは１枚１枚の制限はないので2Mでも10MでもＵＰできるんです。

 ♡♡♡（ハート３つ）は気持ち悪いから勘弁してね（笑）。
 では、今⽇はこの辺で。

夜勤中︖

193 選択 Ｔ２８ 2007-09-12 04:18:42 返信 報告

こんばんは。

ハーフタイム中です。０－２で負けとります。
 strayさんはWindowsじゃないの︖ ＡＴＯＫ使いで、⼀太郎ユーザーなのかと思っていました。

 ⼀太郎／ＡＴＯＫは、ＤＯＳ時代から使っていまして、「松茸」なんて⾔う名前の「ＦＥＰ」も使⽤していました。
 誰も知らないか〜︖ 古い⼈間︖ですのでいまだに「フォルダ」の事を「ディレクトリ」なんて⾔いそうになりま

す。（笑）
 昔話すみません。そろそろ後半始まりますので・・・。コレこそスペースの無駄って奴ですね。（汗）

 

 皆さん、おはようございます。

198 選択 なしぼー 2007-09-12 09:07:14 返信 報告

ドルチェ副所⻑殿 はじめまして。気を遣って頂いてます︖ATOKって何かと尋ねられたら、「⽂字変換するもの」ぐ
らいしか答えられないんです。でも、部⻑さんが説明してくれたので、ほっとしました♪こちらこそよろしくお願いし
ます。

 ⼈事部⻑殿 おはようございます。ATOKの⽂字パレット（記号）に♡を発⾒。嬉しいです。また、レベルアップ出来
ました。教えて頂いてありがとうございます。
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所⻑殿 おはようございます。昨⽇、所⻑に殿つけ損ねてましたね。失礼しました。あんまり使ってないので、すい
ません。質問への回答ありがとうございます。「ゲッ」とまではいきませんが、ちょっとびっくり︕ you tubeで⾒た
PVの泉⽔さんは、2000年の泉⽔さんってことでいいんでしょうか。いつでも綺麗なのでいいですが、pvが正しい年
代ってことでしょうか。分けがわからなくなりそうです。（新⽶の質問で疲れませんか︖ものすごく暇な時に教えて
下されば、嬉しいです）それではまた、時間無くなってしまいました。

なしぼーさんへ

199 選択 stray 2007-09-12 12:17:32 返信 報告

こんにちは、所⻑殿です（笑）。今後は「所⻑」でかまいませんので。 
 PVの泉⽔さんは、間違いなく2000年の泉⽔さんです。

 PVにも、動く泉⽔さんと動かない泉⽔さん（静⽌画）があって、どうやら映像の使い回しはないようです。
 YouTubeの⼩っちゃい映像では、promised youにおける泉⽔さんの良さが伝わらないので、

 今、⼤画⾯⽤映像ファイルの配信⽅法を検討しています。少しお待ち下さい。

＞新⽶の質問で疲れませんか︖
 全然疲れませんよ、それどころか、思いっきり薀蓄を語れるので⼤歓迎です︕（笑）

 質問は何でも受け付けますので。

Re:夜勤中︖

225 選択 S424 2007-09-12 23:10:15 返信 報告

Ｔ２８さん。こんばんは。
 DOSの話題をされていたので，懐かしくなり思わずレスしてしまいました。

 その当時はATOKもよく使いましたし，FDやVzにもお世話になりました。使い勝⼿の良さに感動したものです。
 あ、すいませんスペースの無駄でしたね。失礼します♡。

昔話に花が咲く︖

226 選択 Ｔ２８ 2007-09-12 23:38:50 返信 報告
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S424さん、こんばんは。
懐かしいですよね。いや〜お仲間がいてうれしいな︕私はパソコン歴だけは、⻑いんですよ︕ 中⾝は伴っていませ
んが。（笑）

 「FDやVz」ありましたね。使いましたよ︕ ⼀太郎はVer.4.3からだと記憶しています。
 表計算なんて「123」だったもんね。⾼くて買えなかったなぁ。「アシストカルク」使ってた。（笑）

 あの頃はＰＣ⾼かったもんね。ＨＤＤも無かったし、ＦＤＤだった。（笑）思い出すと笑っちゃうよね。
 stray所⻑、スペースの無駄遣いごめんなさい。（笑）

 

ＡＴＯＫ

231 選択 ドルチェ 2007-09-13 01:20:51 返信 報告

KQM（カラオケクイーンマニア）のドルチェです。
 なしぼーさん、Ｔ２８さん

 ＡＴＯＫのこと、教えてくださってありがとう♡

この話題は・・・︖

235 選択 S424 2007-09-13 01:42:45 返信 報告

Ｔ２８さん。お付き合いしてくださってありがとうございました。でも，この話題はこの辺で⼀旦おわりにしましょ
う。

追伸︓ こちらの掲⽰板にもたま〜に来ますので
    よろしくお願いします。

遅ればせながら・・・。

206 選択 KOH 2007-09-12 19:37:22 返信 報告

研究所開設おめでとうございます!!
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みなさんのZARDに対する想いがすごく深く、そして知識も広いなぁと思いました!

promised you いいですよね〜︕︕
 PVを初めて⾒たときに泉⽔さんがバンド引き連れて(︖)歌ってる〜︕︕って釘付けで⾒てました。

これからちょくちょく研究所に寄らせてもらいますね〜。
 皆さんのカキコ⾒てるだけでも楽しいので!︕

では、なぜかpromised youのCDが3枚もあるKOHでした︕!

合い⾔葉は with you♡だぁ〜︕︕
 (ごめんなさい、壊れました。) 

 

KOHさん︕ ようこそ︕︕

212 選択 stray 2007-09-12 21:41:37 返信 報告

こんばんは、ご祝辞ありがとうございます。
 ここでは、カーディガン研究員を除いて、全員壊れてますから⼤丈夫です（笑）。

promised you のPVは最⾼ですよね︕
 前に本家でも書きましたが、⼩っちゃなライブハウスで泉⽔さんが⾃分のためだけに

 歌ってくれてるような感覚に陥ります。

KOHさんもwith you♡お好きなんですよね〜（笑）

ここの掲⽰板はスレも画像も流れませんので、焦らずお暇な時に来ていただければ幸いです。
 無理にとは⾔いませんが、研究員の席も空いておりますので遠慮なく申し出下さい（笑）。

Re:KOHさん︕ ようこそ︕︕

215 選択 KOH 2007-09-12 22:11:02 返信 報告

ありがとうございます!所⻑殿!︕

おちゃらけ研究員で良ければ⽚隅に席をお願いします(笑)
 しかし皆さんの研究会はホントに勉強になります!︕
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KOHさん、了解です︕︕

217 選択 stray 2007-09-12 22:16:01 返信 報告

早速に、ありがとうございます。
 おちゃらけ研究員、⼤歓迎です（笑）。

 ⼈事部⻑の承認もらってから辞令出しますので（笑）。

いえいえ、私も研究員の皆さんと語り合うことでたいへん勉強させてもらってます。
 こちらこそどうぞよろしく︕︕

ジャージ姿（FRIDAY 2004/4/16）

168 選択 stray 2007-09-11 19:55:19 返信 報告

ありましたよ、泉⽔さんのジャージ姿が︕︕

つい最近、本家で話題に上ったのですが、まさかホントにあるとは思いませんでした（笑）。

研究会⽤の資料探してて⾒つけました。

ライブツアーの楽屋に潜⼊して撮ったものですね。

⾚いジャージ、どこのブランドでしょう︖アディダスでないことは確か。

この写真⾒ていると・・・

189 選択 Ｔ２８ 2007-09-11 23:47:54 返信 報告

怒ってるの、泉⽔さん︖

「も〜っ︕ちゃんと仕事してよねっ︕」って、怒っているのですね︖︖
 ごめんネ︕明⽇からちゃんと仕事しますから。（笑）
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Ｐ.Ｓ.所⻑さん、04年ということですか︖ オフィシャルブックに書いてある印象より、お元気そうに⾒えます。

＞ ⾚いジャージ、どこのブランドでしょう︖
 ファッションもブランドも疎いので分かりません。ネットで探しても、コレだ︕って奴、⾒つかりませんでした。

 もうちょっとヒントがあればね〜。所⻑さん、泉⽔さんにお願いして、Ｔシャツ少し捲って貰えませんかね〜。
 ウエスト辺りのデザインが分かればヒントになるんですけど。（笑）

 

意外と・・・

190 選択 アネ研 2007-09-11 23:48:50 返信 報告

最近泉⽔さんは意外と男っぽいところもあるような記事もありますが、この腕組みなどそうともとれますね。
 しかし、ポカリのストローが上品さをかもし出しています。

 

出勤ご苦労様です

192 選択 Ｔ２８ 2007-09-12 00:08:24 返信 報告

アネ研さん、こんばんは。

どうもこちらの研究所、所員の帰宅が早くて・・・。（笑） 
 今晩も私⼀⼈、残業しているみたいです。周り⾒回しても誰も居ないみたい。（笑） 

 最近、寝不⾜なのですよね。準備のお⼿伝いと、揉め事処理で・・・。（笑） 
 今⽇は、もう私も寝ます。３時頃起きて、サッカー⾒なきゃいけないので・・・。

＞ しかし、ポカリのストローが上品さをかもし出しています。
そんなところが、メチャ好きです♡

 

たしかに、

195 選択 stray 2007-09-12 06:18:12 返信 報告

ちゃんと仕事してよねっ︕って怒ってるような顔ですね。 
 FRIDAYスタッフにイラついてるんじゃないでしょうかね（笑）。 
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「なんであんなの⼊れるのよ︕」って。

04年のライブツアーの始めの⽅でしょう。東京フォーラムか、横浜か。 
 東京フォーラムは出来が悪かったですよねぇ、⾼⾳が出なくて何度も歌うのを⽌めてまし

た。 
 顔は締ってますが、ウエスト及び下半⾝はかなり太めで、DVD映像ではわかりにくいです

が、 
 こういう⽣写真で⾒ると明瞭です。病気の影響なのかなあ︖

研究所の勤務時間

197 選択 stray 2007-09-12 07:30:13 返信 報告

⼈事部⻑さん、毎⽇の残業ご苦労さまです（笑）。
 揉め事処理は役⽬だからしょうがないねぇ、⾃分で拡⼤してる⾯もあるし（笑）。

ここの勤務時間ですが、１⽇１時間、コアタイムは21:00〜23:00ってことにしましょう︕

カーディガン研究員も⾔っておられますが、急ぐと疲れるし、⻑続きしません。

♪なんでそんなに速く歩くのかな 
  スピード落としたら 楽なのに

私は、promiseed you のこの詞が好きなんです♡♡♡。
 泉⽔さんもそう気づいたのでしょうねぇ。

 promiseed you は「再⽣song」だと思います。
 promiseed you 第２章始まり論と関連するので、端折りますが…（笑）。

♡♡♡（苦笑）

200 選択 Ｔ２８ 2007-09-12 12:53:20 返信 報告

所員のみなさん、こんにちは。
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所⻑さん、了解しました。まぁ、ゆっくりじっくりやろう︕って事ですね。
研究所のモットー「明るく♡楽しく♡無理せずに」か、「楽しく♡無理せず♡ゆったりと」あたりで、いいですか
ね。

＞ ⾃分で拡⼤してる⾯もあるし（笑）。 
 ⽕事場で栗を拾うがごとく勇敢で素晴らしく（アネ研さん談）って誉めて貰ったのにな〜。

 まぁ⽕を消せるとは思っていなかったけど、油注いでしまったとは・・・。反省です。
 でも、ほっとく事だけは、（⾃分を）許せなかったので、⼼意気だけは買って下さい。（笑）

＞ 泉⽔さんもそう気づいたのでしょうねぇ。
 御⾃⾝にあてた詞でもあるのですね。

では、21:00〜23:00頃に時間を作るようにします。
 しかし、こんなに♡が多い掲⽰板、世界中探してもないだろうね。♡

 

↑の投稿

201 選択 Ｔ２８ 2007-09-12 12:58:41 返信 報告

キリ番踏んだ︕なんかプレゼントあるのかな〜︖
 掲⽰板にキリ番はないか︕（笑）

キリ番プレゼントに、

202 選択 stray 2007-09-12 17:14:45 返信 報告

もうすぐ開設する予定の付属図書館の館⻑にしてあげましょうか︖（笑）
 ⽕事場で栗を拾うがごとく勇敢に働いてくれたご褒美も必要なことだし…（笑）。

 いいなあ、役職が２つも︕もらえるなんて（笑）。

で、ダウンロードするのに何分くらいかかりました︖

なんで分かるの︖
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204 選択 Ｔ２８ 2007-09-12 18:29:58 返信 報告

stray所⻑、こんにちは。なんで分かるの︖ 掲⽰板読んだ︖
 今投稿しようとしている時に邪魔が⼊って…。（笑）ほとんど仕上がってまま時間経っちゃって…。

 （以下は変更なしですので、時間経過がおかしい所あり）
 お静かになさっているなぁと思っていたら、相変わらずお仕事早いですね。（笑）

 御招待ありがとうございます。今落としてます。やっぱり３０分ちょい掛かりそうですね。
 以前の経験では、マネージャなど必要なかったのですが、あれはファイルだからなんですね。

 フォルダごとだと、マネージャをインストールする必要があるんですね。
 アップもこんなに時間掛かるの︖ アップは⼀度で負荷掛からないから早いのかな。

 あと、残り期間の問題があるけど、ゲストフォルダ⾒る限り、期間解除出来るのですか︖
 おっ︕ 今終わりました。うちは３４分でした。⾒るの楽しみです!!!

 それから、ゲスト掲⽰板にもトピックとテストコメント残しておきました。

＞ DVD ShrinkでそのままＤＶＤに焼ける形式
 (T_T) そんな素敵な環境…、持ってません。(>_<)

 strayさん、こんな（まだ未⾒）スゴイ物たくさん⼊ってたら、ＰＣも重くなりますよ︕（笑）
 これ投稿したらスグ⾒たい…けど、サッサと仕事⽚づけてじっくり⾒ますね。

 だってこれって、本家で私が、まだ購⼊できるのか、質問した奴でしょ︖
 スゲー興奮してきた︕ ホントありがとうございます。stray所⻑殿!!!

Ｐ.Ｓ.ゲスト掲⽰板に書いたこと、もう少し考えてアイデア固めてみます。
 !(^^)! ヤッタ〜︕ キリ番踏んでよかった〜

＞ では、夜に研究所で。???（笑）
 ちゃんと駆けつけますとも︕ ???は ←もしかして♡♡♡かな︖（⽂字化け）

 

読んだから（笑）。

207 選択 stray 2007-09-12 19:41:29 返信 報告

何でわかるって、読んだからに決まってるじゃない（笑）。 
 興奮するのはわかるけど、抑えて、抑えて（笑）。 
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 向こうに書いたけど、ダウンロードに時間かかりすぎかも。 
たった3分の映像が、いくらDVD画質といえ34分もかかるんじゃねぇ。あとで向こうで相談しましょ。

＞ そんな素敵な環境…、持ってません。(>_<) 
 ごめん、間違えた。DVD Decrypter だった（笑）。

 でも、ソフトは無料だから（笑）。 
 ↓のとおりにやればpromised you のDVDが出来上がります。 

 http://www19.big.or.jp/~shine/dvd/decrypter-01.htm

圧縮したWMVファイル貰っても嬉しくないよね︖ 
 もう⼀つフォルダにしないでファイルで送る⽅法もあるんだけど、かかる時間はたぶん⼀緒。 

 期間解除の件は調査中︕

???は・・・想像にお任せします。ハートが多いの好きみたいだから送ったんだけど（笑）。

⼈事部⻑は…

216 選択 stray 2007-09-12 22:13:02 返信 報告

promised you ⼤画⾯PVに釘付けになってるのかあ（笑）。

祝 研究所開設

148 選択 アネ研 2007-09-10 23:42:37 返信 報告

遅ればせながらZARD研究所開設おめでとうございます。先⽇は掲⽰板さえ⾒れず、みなさんに遅れて失礼します。
 ⼩⽣も実は何かを研究する組織の研究員の端くれだったのですが、もはや記憶も薄れていてZARD三昧の⽇々です。
 どうかひとつ本⽇よりZARD研究所の⽚隅の置いてくださるよう。よろしくお願いします。

ＺＡＲＤ研究所へようこそ︕

149 選択 Ｔ２８ 2007-09-10 23:58:31 返信 報告
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アネ研さん、ＺＡＲＤ研究所へようこそ︕

何故か⼈事部⻑を任命された、Ｔ２８です。
 申し訳御座いませんが、所⻑さん、副所⻑さんとも、おそらくもう就寝したようです。（笑）

 まだ若⼲名、研究員に空きがあるようですので、明⽇にでも、所⻑さんの⽅から通達があるでしょう。（笑）

でもよく考えると、私に⼈事権があるんじゃないのか︖（笑）

まぁ、とにかく、これからもどうぞ宜しくお願いします。
 

お詫び<(_ _)>

150 選択 Ｔ２８ 2007-09-11 00:04:07 返信 報告

アネ研さん、ごめんなさい。

私、思い違いしていました。てっきりアネ研さんは⼥性なのだと思っていました。

すみませんでした。<(_ _)>

なにとぞ、上司にはご内密に願います。（笑）

T２８さんへ、そういえば・・・

151 選択 アネ研 2007-09-11 00:48:59 返信 報告

そういえば少し︖︖︖の時もありましたが、なんせ台⾵と地震が⼀度の来たみたいな時期だったのでスルーしてしま
い失礼しました。

 かえってT２８さんの研究所開設に関するレスは⽕事場で栗を拾うがごとく勇敢で素晴らしく、のようでした。
どうか宜しくお願いします。

 

アネ研さん、ようこそ︕

153 選択 stray 2007-09-11 05:46:15 返信 報告
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所⻑のstrayです。本家ではいつもお世話になっております。
⼤歓迎です︕︕

 研究員は常勤と⾮常勤がありまして、常勤はほぼ毎⽇何かしら⾜跡を残さないとクビになります（笑）。
 ご希望を⼈事部⻑にお伝え下さい。

Ｔ２８さんを⼈事部⻑に任命したのですが、宣伝部⻑のほうがよかったですかね︖（笑）
 でも、研究所に宣伝部⻑なんていませんよね︖

stray所⻑様こんばんは。

187 選択 アネ研 2007-09-11 23:34:19 返信 報告

うれしいーありがとうございます。是⾮是⾮、研究所の中へ⼊れてください。がんばりたいとおもいます。
 そして、まだ何にも成果もあげてませんし、肩書きなんていいですよ。まずは、研究所前の道路でも掃いてきます

ね。あーこれが修⾏なんだなーと⾃分に⾔い聞かせ、「⽌まっていた時計が今動きだした」を⼝ずさみたいとおもい
ます。

宜しくお願いします。
 

アネ研さん、了解しました。

196 選択 stray 2007-09-12 06:26:59 返信 報告

アネ研さん、おはようございます。
 わかりました。昔の研究員時代の情熱を取り戻されたら、正式に辞令交付しますね（笑）。

それまでどうぞ気を楽においで下さい。
 今後ともよろしくお願いします。

辞令（カーディガン研究員）

154 選択 stray 2007-09-11 05:55:49 返信 報告
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カーディガン 殿

  研究員（常勤）を命ずる

         2007年9⽉11⽇  
          ZARD研究所所⻑ stray ♡←ハンコのつもり

私と⼈事部⻑には無い「良識」に期待しております（笑）。
 よろしくお願いしますね。

Re:辞令（カーディガン研究員）

170 選択 カーディガン 2007-09-11 20:44:54 返信 報告

こんばんは。ありがとうございますm(__)m
 本⽇も、研究にいそしみたいと思います。

 ♡（ハートマーク）はそちらに表⽰されていますか︖
 表⽰されないと困るので・・・。

 所⻑様、⼈事部⻑様とも、今⽇は忙しかったようですね。サイトの使い勝⼿の問題もあるので、少しずつ改良する必
要があるのですね。それから、このサイトの⼊⼝の壁紙を素敵なものにしないといけないでしょうね。とりあえずの
ところ、promised youのジャケット写真あたりをアップしてはいかがでしょうか︖

 それでは、また、気づいたことがありましたら、ご報告いたします。

無題

171 選択 ドルチェ 2007-09-11 20:52:53 返信 報告

カーディガンさん、こんばんは︕
 チョー頼りない副所⻑のドルチェでございます。

 どうぞよろしくお願いしますね〜。

ハートマークちゃんと⾒えてますよ♡
 これからバンバン研究して是⾮この場で研究発表してくださいね♪
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お帰りなさい。

173 選択 stray 2007-09-11 21:17:46 返信 報告

カーディガンさん、ドルチェさん、こんばんは。
 お⼆⼈の♡マーク、ちゃんと⾒えてますよ（笑）。

カーディガンさんのナイスアイデア、早速検討させていただきます。
 が、ここは最近新たにレンタル掲⽰板に参⼊した会社のようで、

 まだカスタマイズが充実しておりません。
 CSS（スタイルシート）を書き換えれば何とでもなるらしいのですが、

 私にはそんな知識はありません。どなたかお詳しい⽅がおられたら⼒を貸して下さい。
 お願いします。

⼈事部⻑へ業務連絡

141 選択 stray 2007-09-10 23:10:43 返信 報告

⼈事部⻑、あんな本買わなくていいからね（笑）。
 さあ、さあ、お仕事ですよ。

カーディガン研究員（常勤）と、
皐特別研究員（⾮常勤）の⼈事案件を処理しておくように（笑）。

⼀⾔「承認」ってレスするだけだけど、いちおう⼈事部⻑だから（笑）。

⼈事案件の処理

146 選択 Ｔ２８ 2007-09-10 23:34:18 返信 報告

承認致します。
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♡ ←ハンコ押しときますか︕（笑）

別件

157 選択 stray 2007-09-11 07:37:08 返信 報告

おはようございます、♡ハンコありがとう（笑）。
 別件ですが、無料のレンタルサーバをご存知ないですか︖

 

Re:⼈事部⻑へ業務連絡

158 選択 Ｔ２８ 2007-09-11 09:36:31 返信 報告

おはようございます。
 遅刻かな︖ 出勤遅くてすみませんね。（笑）

無料のレンタルサーバですか︖ 使⽤経験ないので分からないですが、⼀応調べてみますね。

きっと、チョ〜巨⼤動画ファイルでもアップしてくれるのだろうから、容量でかいの⾒つけます︕（笑）

ファイルバンク

160 選択 Ｔ２８ 2007-09-11 10:42:41 返信 報告

ちょっとだけ、調べた結果を報告します。

利⽤⽅法やCGIが必要か分からないので、詳しくは調べていません。
 無料レンタルサーバのほとんどは、画像や⾳楽や動画の、サイズが⼤きいファイルを置くことを禁⽌していますね。

 まぁ、ダウンロード⽤に使われると、負荷が掛かるので無理もないでしょうね。
 前に別サイトで動画公開に使われていたサービスがあったので調べました。

 http://www.filebank.co.jp/
こんなのどうでしょうか︖ 100GBで７⽇間でファイルが消えてしまうのですが・・・。

 もうさすがにこれ以上無理なので、今度はホントに仕事してきます。（笑）
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サンクス

161 選択 stray 2007-09-11 12:10:57 返信 報告

ありがとう︕ でも、
 本業で会社の⼈事部⻑からクビを⾔い渡されたらシャレにならないから（笑）、

 お仕事に専念してちょうだい。頼んだ私が悪かった、ごめん。

⽤途はお察しのとおり「ファイル置き場」オンリーです。
 なかなかないんですよ、無料でやっても宣伝効果ゼロだから。

 100GBで７⽇間でファイルが消えてしまう・・・
 ん〜、逆にこのほうがプレミア性があって（貴重な動画を配信予定）いいかな︖

 仕事終わったら意⾒聞かせて下さい。

あ、そうそう、研究所の説明⽂、３回変わったの気づいてた︖

 promised you をこよなく愛する ZARD FREAK 憩いの場
             ↓

  promised you をこよなく愛する ZARD FREAK 憩いの場 〜with you〜
             ↓

  promised you をこよなく愛する ZARD FREAK 憩いの場 〜with you♡〜

なんてことなく、♡を⾃分で簡単にコピペするためだったのよ〜ん（笑）。

ご⼼配なく︕

163 選択 Ｔ２８ 2007-09-11 14:27:30 返信 報告

こんにちは。仕事の事はご⼼配なく。⾃⼰責任でやっていることですので・・・。

＞ 私の場合は⾃由業に近いですが。Ｔ２８さんはまさか無職じゃないですよね︖（笑） 
 私も、同じ様なものですね。分類すると⾃営業かな︖

 ⼀応⼩さくても会社ですので、役職はあります。まぁ実質的には、取締役ヒラ社員だと⾃覚していますが。（笑）
 要するに何でもやる（やらされる︖）と⾔うことです。（笑）
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＞ あ、そうそう、研究所の説明⽂、３回変わったの気づいてた︖
⼆個⽬は気が付かなかったです。

 そういう理由でしたか。⾃分もレスするとき、「♡」探して別窓開いたことがあります。（笑）
 その⽅が便利で助かりますね。（今これエディタで書いてるのですがコピペすると「︖」になります）

「ファイル置き場」オンリーなら、アレでいいんじゃないですかね。
 削除しに⾏くの⾯倒くさいし、消えてしまった物は再アップなどの⽅法もあります。

 プレミア感も増すし、それ（再アップ希望）によるコミュニケーションもはかれるんじゃないですか︖

では、またしばらく離れますので・・・。
 

第２候補︖

164 選択 Ｔ２８ 2007-09-11 18:17:02 返信 報告

こんばんは。仕事⼀段落しましたので、もう少し調べてみました。

ttps://www.webfile.jp/
 もうどっか決めてしまったでしょうか︖⼀応、お知らせしておきます。

無料オンラインストレージサービスも、いろいろありますね。
 先程のは期間限定ですが、今回のは制限することも、しないことも出来るようです。

 ただ、ファイル拡張⼦を制限しているかどうか、確認できませんでした。ご参考まで・・・。

業務連絡（何度もすみません）

166 選択 Ｔ２８ 2007-09-11 18:25:22 返信 報告

上の投稿、直リンクを避けたのですが、この⽅がいいでしょうか︖ 
 今後のために、ご意⾒聞かせて下さい。よろしく〜。

＞ （期間限定︓相⽅がダウンロードしたら終了）
 昨夜のうちに、ご褒美︖頂いたのですが、いつまでも削除しなくて⼤丈夫でしょうか︖

 余計なお世話かな︖（笑）
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遅くなってすみません

167 選択 stray 2007-09-11 18:59:29 返信 報告

ごめんなさい、珍しく忙しかったので（笑）。
 いろいろ調べて下さってありがとうございます︕

 まだ決めていませんが、Ｔ２８さんのアイデアも含めて第⼀候補を採⽤したいと思います。
 リンクは、個⼈サイトは「h抜き」にしませんか︖

 期間限定はこれから削除します。（忘れてた）

さて、ここからが本題ですが、私は「プチ謹慎中」だったわけ︖（笑）
 当⼈はそんなつもり全然ないんだけど（笑）。

 xxxさんは、最初の投稿時に著作権のことでいきなり槍⽟にあげられちゃって、
 私が助け⾈出して「気にしないでこれからも…」とアドバイスした経緯があるから、

 今の活躍が嬉しい反⾯、私も相⽅同様気が⼩っちゃいので（笑）、彼の闘病記は気の毒すぎて…
 だから、⾃然に彼に対してはいつもああいう書き⽅なのです。

 

OL

162 選択 stray 2007-09-11 12:53:39 返信 報告

前に本家でＵＰして評判良かった写真です。

ＯＬ時代、お友達の⾞の助⼿席に乗っているところをパチリ。

笑顔が素敵です。
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皐さんへ業務連絡

155 選択 stray 2007-09-11 05:59:30 返信 報告

くだらないお願いで申し訳ないのですが、
 所⻑と⼈事部⻑のハンコを作ってもらえないでしょうか（笑）。

 ♡では様にならないので。

それから、皐さんには特別研究員（⾮常勤）をお願いしたいのですが、了解していただけますか︖
 これ以上関わり合いたくないでしょうか（笑）。

2001年オフィシャルカレンダー April

105 選択 stray 2007-09-10 19:52:18 返信 報告

ドルチェ副所⻑お気に⼊りの、2001年オフィシャルカレンダー４⽉分です。

2001年カレンダーの中では、この写真がダントツです。
 

⼤好き♡です

111 選択 ドルチェ 2007-09-10 20:32:38 返信 報告

はい、ドルチェお気に⼊りです︕
 この泉⽔さんの髪は珍しいですよね（＾＾*）かわいい〜♡
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２００２年カレンダーなんですが
記憶がないんですよ…。もうファンクラブ脱退してたのかな︖︖UP希望しま〜す。

ぜんぶ︖（笑）

112 選択 stray 2007-09-10 20:37:57 返信 報告

ドルチェ副所⻑、夜のお誘い♡を断ってダッシュで帰ってきてくれてありがとう︕（笑）

済んだことは忘れましょう、⼤した揉め事でもないですよ。
 皐さんに申し訳なかっただけで。

ところで2002年カレンダー全部ＵＰ希望ってこと︖（笑）

えっと

116 選択 ドルチェ 2007-09-10 20:53:26 返信 報告

皐さんはなんかえらいですね〜。
 泉⽔さんみたいな素敵な⼥性になるんだろうな〜。

カレンダーですが
 とりあえず１、２ヶ⽉位珍しそうなのをUPしてください︕所⻑、お願い♡

 

2002年オフィシャルカレンダー July

119 選択 stray 2007-09-10 21:03:54 返信 報告

じゃあ、夜のお誘い♡を断ってダッシュで帰ってきたご褒美ね（笑）。

2002年カレンダーは、これといったのがないんですよ（笑）。
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Re:2002年オフィシャルカレンダー June

122 選択 stray 2007-09-10 21:11:35 返信 報告

所⻑、お願い♡に負けて、もう１枚。

相⽅、ついて来れるかなあ（笑）。

ありがとうございます♪

124 選択 ドルチェ 2007-09-10 21:18:49 返信 報告

やっぱり２００２年版は持ってませんでした。
 UPありがとうです♡（ボチボチと全UPお願いします︓汗）

 あと皆さん、マニアックな話題を話しすぎてゴメンナサイ︕
 常駐ではないのでご安⼼くださいね（笑）

 

皐さんは、
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136 選択 stray 2007-09-10 22:29:58 返信 報告

本家で⾒事な事後処理してますよ。

きっと泉⽔さんみたいな素敵な⼥性になれる（もうなってる︖）と思う。

皐さん、ありがとネ︕

今⾒てきたら、

143 選択 stray 2007-09-10 23:15:08 返信 報告

相⽅がまた蒸し返すようなこと書いてるし（笑）。

ま、いいけど（笑）。

相⽅、おやすみ〜。

今⽇は⼼の底から楽しかったです。ありがと。

相⽅とドルチェさん（カーディガンさん、皐さんも）に感謝︕
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. オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [102]東映ＫＱポスターより(6) [127]副所⻑、⼈事部⻑に業務連絡(1) [128]こちらこそ、よろしくお願いいたします
(^^♪(0) [123]こんばんは〜(^^)v(2) [117]辞令(1) [93]辞令(3) [90]昨夜の揉め事に関して(9) [107]写真集 Le Port folio
より(0) [106]2002年オフィシャルカレンダー January(0) [95]○○○さん、ありがとうございます︕(0)

新しい話題を投稿する

« 7 6 5 4 3 2 1

東映ＫＱポスターより

102 選択 stray 2007-09-10 19:37:25 返信 報告

お⼝直しにどうぞ。

泉⽔さんの⽉命⽇（9/27）に本家にアップする予定でしたが、変更です。

２２〜２３才の写真ですね。

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧
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Re:東映ＫＱポスターより

104 選択 Ｔ２８ 2007-09-10 19:47:40 返信 報告

サンキュ〜です♡ ←男が使うと気持ち悪いでしょ。（笑）

♡ ←コレ、どういう仕組みなの〜︖ 記号︖ 外字︖

そうそう

113 選択 ドルチェ 2007-09-10 20:41:01 返信 報告

東映のカラオケ映像で泉⽔さんが５曲くらい出演してるんですよね︕
 東映機材が置いてあるところを探して、泉⽔さん⾒ましたよ♪ちゃ〜んと演技してました（笑）

 ちょっとぽっちゃりしてたけど、やっぱり綺麗だったなァァ。
 みなさんも機会があれば、是⾮︕

副所⻑も相当な…（笑）

115 選択 stray 2007-09-10 20:51:01 返信 報告

ドルチェ副所⻑は、やっぱり相当なお⽅ですね（笑）。
 ⾒込んだ甲斐がありました（笑）。
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私も東映レーザーカラオケ映像すべて持っていますが、
ダビングを重ねた⾮正規品なので⼤きな声では⾔えません（笑）。

綺麗でしたね、私の好きな映像のキャプです（粗いけど）。
 曲は「カリビアンナイト」とかじゃなかったなあ…。

所⻑もやりますな（笑）

118 選択 ドルチェ 2007-09-10 21:02:45 返信 報告

やっぱりご存知でしたか〜（ニヤリ）
 きっとこういう話あちらでしたら完璧に引かれますね（笑）

 それにしても、所⻑︕
 私も東映レーザーカラオケ映像すべて持ってるんですか︕︖スゴーイ︕

 ↑画像の泉⽔さん、綺麗ですね♪
 「カリビアンナイト」

 「⼿をつないでいて」あと忘れました、残念。
 私は曲名は忘れちゃったけど

 ⾬の⽇にガラス越しに切ない表情で佇む…みたいな映像の
 泉⽔さんがすごく綺麗だった記憶があるなー。

⾬の⽇にガラス越しに切ない表情で佇む…

121 選択 stray 2007-09-10 21:09:15 返信 報告

これでしょ︖（笑）

完璧に引かれて、「⽌めてください」って⾔われるでしょうね（笑）。

でも、ＫＱ時代とＲＱ時代を⼀緒にしちゃいけません。
ＲＱ時代はアップする予定ありませんので。
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副所⻑からの密書、

134 選択 stray 2007-09-10 22:13:04 返信 報告

ちゃんと届きましたよ〜（笑）。
 控え⽬なところがカワユイです（笑）。

さて、もう１枚サービスでＵＰして打ち⽌めにします。

曲⽬ですが、以下の５作品です。
 ・未練〜Still〜（２枚⽬）

 ・ONE NIGHT IN HEAVEN（ドラキュラにさらわれるやつ）
 ・23才（この写真、前半は⾃転⾞レーサーみたいなの）

 ・CARIBEAN（１枚⽬）
 ・⼿をつないでいて（カップルでピクニックしてるやつ）

副所⻑、⼈事部⻑に業務連絡

127 選択 stray 2007-09-10 21:33:12 返信 報告

少し休憩して（笑）、１０︓３０〜１１︓００頃に「討論会」企画を提案しますので。
 

Re:副所⻑、⼈事部⻑に業務連絡

130 選択 Ｔ２８ 2007-09-10 21:53:23 返信 報告

∠(￣∧￣) ラジャ︕

こちらこそ、よろしくお願いいたします(^^♪
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128 選択 カーディガン 2007-09-10 21:35:36 返信 報告

こちらこそ、よろしくお願いいたします(^^♪末永く、泉⽔さんに逢うまで、いえいえ、逢ってからも、ずっとよろしくお願い
いたします(^.^)/~~~

こんばんは〜(^^)v

123 選択 カーディガン 2007-09-10 21:12:07 返信 報告

stray様、こんばんは。遅くなりまして申し訳ありませんでした。⽇中は、私、仕事をしている⾝ですから、メールもできず申
し訳ありません。ご⼼配していました。

♪どんなに情熱 かたむけても
  わかりあえない ⼈もいる

  そんな⽇は ⼼が曇ってしまうわ

泉⽔さんは⾔葉を⼤切にしていたと⾔っていましたが、その⾔葉で理解しあうのが難しいから、こんな詩を書いたのではない
でしょうか︖わかっていたからこそ、ずっと黙っていたのだと思います。⼈間には感情がありますから、しょうがないですよ
ね。あまり、⼈の⾔うことに反応しないで、いいと思いますよ。あまり、⼈の気持ちを理解してくれる⼈っていないですし、
泉⽔さんをのぞいては・・・。

♪そう あせらずに そう 急がずに 愛したいの

 それは暖かいあなたに出逢うまでの試練

泉⽔さんに逢うまでは、まだまだ先は⻑いんですよ︕︕
 ファイトですよ︕︕泉⽔さんのように、たまには、気分転換をしたらどうですか︖いつも、スレを先頭で⽴てて、お疲れでし

ょう。六○⼦さんという⽅、もどってこないですねぇ。受験といいなから、疲れたのでは︖それか、いわゆる「にわか」だった
のかも。ただ、あまり、急ぎ過ぎる⼈は⻑続きしませんよ、彼⼥も、少し、正論を述べすぎました。はっきり⾔って⾯⽩くな
かったです。弁護⼠など、裁判官の判決を覆すほどの⼒はないのに、ちょっとがんばりすぎましたねぇ。

 社会にでると、いろいろあるのにねぇ。

泉⽔さんの曲、落ち込んだときは、私、これを聴いていますよ。
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♪カラッといこう︕
以下略。聴いてください(^^♪

今度、⼤野さんに会えるのを楽しみにしています＼(^o^)／

それでは、また︕︕

 
 

カーディガンさん、こんばんは︕

125 選択 ドルチェ 2007-09-10 21:25:03 返信 報告

私も仕事をしてるので慌てて帰ってきてここを覗きにきました。
 あちらの掲⽰板でのカーディガンさんたちのレス読みました︕すごくしっかりした考えをお持ちで素敵ですね。

これからもどうぞ仲良くしてくださいね♪

ご⼼配かけました

126 選択 stray 2007-09-10 21:25:29 返信 報告

カーディガンさん、こんばんは。
 たいへんご⼼配かけて申し訳ありません。

「少⼥の頃に戻ったみたいに」の詞、⾝に染みますね。

♪なんでそんなに速く歩くのかな
  スピード落としたら 楽なのに

本家では、⽬的もなく速く歩きすぎたのかもしれません。stray（彷徨う）ですからね。
 今は気分転換で、ドルチェ副所⻑とフリークぶりを競い合ってるところです（笑）。

ここは、私がルールを決めることができるので、スピード落として楽になります。

今後ともよろしくご教⽰お願いします︕︕
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辞令

117 選択 stray 2007-09-10 20:54:27 返信 報告

ドルチェ殿

  副所⻑を命ずる

         2007年9⽉10⽇  
          ZARD研究所所⻑ stray

要するに、所⻑の暴⾛を⽌める役⽬ね（笑）。
 ⼈事部⻑に、われわれをクビにする権限はありません。

 よろしくお願いしますね。

Re:辞令

120 選択 ドルチェ 2007-09-10 21:08:20 返信 報告

謹んでお受けいたします。

でも本物のお仕事が忙しい時はきっと疎かになっちゃうけどゴメンネ。
 所⻑の暴⾛⽌められるかな〜。私⼀応、感情で⽣きてる⼈なので（笑）
 とりあえず、楽しくやっていきましょうね︕

辞令

93 選択 stray 2007-09-10 15:59:28 返信 報告

Ｔ２８殿

  ⼈事部⻑を命ずる
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         2007年9⽉10⽇ 
         ZARD研究所所⻑ stray

要するに⼈集めと、揉め事処理だな。
 じゃ、よろしくね︕（笑）

Re:辞令

96 選択 stray 2007-09-10 16:44:12 返信 報告

ドルチェ副所⻑も辞令欲しいですか︖（笑）

Re:辞令

99 選択 Ｔ２８ 2007-09-10 17:53:16 返信 報告

謹んでお受けいたします。（笑）

でも、でかい会社に所属したことないので、何すりゃいいのやら・・・︖

もしかして⼈事権もあるの︖ それって上司もクビに出来るのかな。（笑）

とりあえず何しますか︖
 これ、読んだほうがいいかな・・・。

 http://bookweb.kinokuniya.co.jp/htm/486167137X.html
 在庫やばそうだから、早くしないとね。（笑）

 

あっ

114 選択 ドルチェ 2007-09-10 20:45:57 返信 報告

私も辞令欲しいです（笑）
 あと、⼈事部⻑からクビにされないように頑張りま〜す＾＾
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昨夜の揉め事に関して

90 選択 stray 2007-09-10 06:03:56 返信 報告

Ｔ２８さん、皆さん、おはようございます。
 遅くまで⼼配してくれてどうもありがとうございました。

 いつものことですが説明を端折りすぎましたかね︖（笑）
 この件、たしかに難しいです。

⼈気画伯の絵を、新・古どちらの画廊が預かるか…。
 預かった新参画廊が⽼舗画廊に対して「うちにあるよ〜」と⾔ったら、宣伝・呼び込みになる。

 逆に⾔わないでおけば、「なんで皐画伯は向こうに預けたの︖」と変な勘ぐりを受ける。

しかし、それはお互いが商売仇であればの話で、本家とここには何の利害関係もない。
カーディガンさんがフォローしてくれたように、情報発信基地は多いにこしたことないわけで、

 それがZARD坂井泉⽔の魅⼒を伝える⼀⼿段になると思うんだけどねぇ。

ここを⽴ち上げたのは、皐さんに依頼した件で、本家のスペースを喰うのは申し訳ない
 ってことからだけど、私⾃⾝、本家での居⼼地の悪さを感じてたことは確かで、

 ここ数週間、Ｔ２８さんとコンビを組ませてもらってバカなことやって、
 楽しいことは楽しいけど、居⼼地は良くなかったよね、相⽅さん︖

 武道館収容⼈数の半分くらいはZARD掲⽰板を⾒てると思うけど、
 けっこう冷たい視線を感じたなあ。

そういう気持ちがあるから、「何の利害関係もない」と⾔い切ることは難しい…。

Ｔ２８さんが感じた「難しい」は、そういうことなんじゃないですか︖

まあ、でも、単なる趣味の世界だから、⼈に気兼ねしてやってたら楽しくないし、健康にも悪い。
 「promised you をこよなく愛する ZARD FREAK 憩いの場」っていうのは、

 そういう意味であって、ROM専さんのためにやってるわけではありません。

皐さん、ごめんなさいね、思慮が浅かったかも。ご迷惑おかけしました。
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＞ 本来ならここに投稿したかったのを、私のところに投稿して下さったのだと
＞ 理解したものですから、皆様の中にも皐さん作品を楽しみにしている⽅が

 ＞ 多いだろうと思って紹介した次第です。

説明しなくても伝わって欲しかったなあ…。
 

Re:昨夜の揉め事に関して（⻑⽂失礼します）

91 選択 Ｔ２８ 2007-09-10 15:36:51 返信 報告

strayさん、こんにちは。
 余計な事したと反省しています。

＞ 説明しなくても伝わって欲しかったなあ…。 
 ⾔葉（思い）を伝えるのって難しいですね。

 ⽂章に表れない、配慮や深意を感じて欲しいのは、欲張りすぎなのですかね。

＞ 楽しいことは楽しいけど、居⼼地は良くなかったよね、相⽅さん︖ 
 (^_^;) ですね。

 SSSさんの⼀件でも書きましたが、私的な書き込み排除したら、掲⽰板の意味がない。
 掲⽰板を殺すのなんて簡単な事なのかも知れませんね。

 掲⽰板を⾒る⼈が居ないと死ぬのではなくて、掲⽰板に書き込む⼈が居なくなると死ぬのでしょうね。
 strayさんも、楽しさの後、⼀⼈になった時ふと、「虚しい」こと、あるでしょ︖

 私なんかも、みんなと繋がっていることで、気を紛らわせているのだと思うし。

＞ けっこう冷たい視線を感じたなあ。 
 たくさんの⼈が⾒ていることは理解しているつもりです。

 あちらの掲⽰板のみなさんには、すごくお世話になっているし、
 私は、居ても役に⽴たないことは⾃覚しつつも、少しでも盛り上げられたらと考えていたのですが・・・。

＞ Ｔ２８さんが感じた「難しい」は、そういうことなんじゃないですか︖ 
 ⼀⾔で表すと「複雑な⼼境」以外思いつかないのですけど。

 あちらにお世話になったし、みなさん（ROM専除く）にもそうだから、事は簡単ではないですね。
 strayさんも居⼼地悪いからって、出て⾏くつもりではなかったでしょ︖
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クレーム書かれるのは結構だけど、最初からもう少し分かりやすく説明して欲しいよね。
まあ、もう解決したようなので、これ以上はいいでしょう。

 （書いている時点で確認しました。ＨＮ呼び捨ては逆に嬉しく思います。）

＞ 「promised you をこよなく愛する ZARD FREAK 憩いの場」っていうのは、
 微⼒ながら、お⼿伝い致しますので、楽しく盛り上げていきましょう︕

⻑⽂・乱⽂失礼しました。お許し下さい。

Ｐ.Ｓ. 最後に愚痴︕
 strayさんは、投稿書くとき、テキストエディタとか使っていますか︖

 それとも投稿フォーム直接編集しますか︖ お知恵貸して下さい。
 なんでそんなこと聞くのかって、思うでしょ。おかしいよね。

 今朝、書いて編集して、読み直して編集して、で１時間半ほど掛けて書き上げて、
 よし︕これでいいだろうって、投稿ボタン押したら・・・。

 ・・・んっ︖ 何︖ パスワード︖って・・・。
 ガーン︕ き、消えちゃった・・・。＿|￣|○

 そんなこんな（どんなだ︕）で、その時と内容が相当違います。
 思い出せないのよ︕ 頭悪いから（笑） もっと良いこと書いてた気が・・・、気のせいか（爆）

 投稿が遅くなった理由はこれですので、⾒捨てていたわけではありませんから。

補⾜説明のお願い

92 選択 Ｔ２８ 2007-09-10 15:47:07 返信 報告

＞ そういう気持ちがあるから、「何の利害関係もない」と⾔い切ることは難しい…。

この部分がちょっと、難しくて・・・。
 ⾔葉（思い）を受け取るのも難しいですね。

申し訳ない。<(_ _)>

相⽅、ありがとう︕（涙）
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94 選択 stray 2007-09-10 16:27:39 返信 報告

朝からどんだ⽬に遭いましたね︕（笑）
 私はいろいろです。たくさんの⼈にレスするときは脇に「メモ帳」置いて、

 ブラウザ⾒ながら返事書くことが多いし、親スレはたいてい直⼊⼒だけど、
 【送信】する前に⾃分の書いた⽂をコピーするクセをつけるといいですよ。

＞ そういう気持ちがあるから、「何の利害関係もない」と⾔い切ることは難しい…。 
 ＞ この部分がちょっと、難しくて・・・。

たしかに。また端折りすぎたから（笑）。
 相⽅も書いてるように、掲⽰板を殺すのは簡単で、書き込む⼈（親スレ）がいなくなれば死ぬのです。

 今年３〜４⽉の本家は死んだも同然でしたから。
 ⼈のスレにレスするのは簡単だけど、親スレ⽴てて、返事書いて、最後に締めるのは、⾯倒臭いし、労⼒を使うので

す。
 私は親スレ⽴てることが多かったけど、⾃分のＢＢＳのほうが居⼼地良いに決まってるから、

 本家から出ていくつもりなんて⽑頭ないけど、⾜が遠のくのは当然予想できるわけで…。
 加えて、promised you⼤好き⼈がここに多く集まるようになれば、本家のにぎわいは衰退していく。

 すでにライブ後を⼼配するカキコも現れましたよね。
 だから「何の利害関係もない」と⾔い切ることは難しい…ってなるわけ。

 ほら、⻑いでしょ、だから端折ったのに（笑）。

＞ strayさんも、楽しさの後、⼀⼈になった時ふと、「虚しい」こと、あるでしょ︖

あるねぇ、誰のためにやってんの︖ってね。

＞ 微⼒ながら、お⼿伝い致しますので、楽しく盛り上げていきましょう︕

どうもありがとう︕︕︕
 涙が出るほど嬉しかったから⼈事部⻑の辞令出しておいたから︕（笑）

＞ ＨＮ呼び捨ては逆に嬉しく思います。

ん︖（…確認中…）あれは単なるタイプミスだな、深読みさせてゴメン︕（笑）
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相⽅さんへＰ．Ｓ．

97 選択 stray 2007-09-10 17:21:02 返信 報告

＞ ⾔葉（思い）を伝えるのって難しいですね。 
 ＞ ⽂章に表れない、配慮や深意を感じて欲しいのは、欲張りすぎなのですかね。

難しいですね…
 泉⽔さんは、それを「詞」の世界だけでやってたんだから、すごいよねぇ。

 ちゃんと伝わってるもの。
 解釈する側の（思考・感情・技量の）問題でもあると思うけど。

Respect ZARD掲⽰板にて

98 選択 Ｔ２８ 2007-09-10 17:46:52 返信 報告

以前に、strayさんご存じの「Respect ZARD掲⽰板」に投稿したことがあるのです。
 もしかしたら読んで笑ってたかな︖

投稿番号がNo.2246です。
 もし読んでなかったら、是⾮笑ってやって下さい。（笑）

Re:Respect ZARD掲⽰板にて

100 選択 stray 2007-09-10 18:04:47 返信 報告

記事、拝⾒しました。初⾒です。
 あそこは字が細かいのと、いろんな⾊があるので、年寄りの⽬には厳しいんですわ（笑）。

 moonさんは、私が及びもつかないSUPER ZARD FREAKです（尊敬の意味で）。
 ⼈の数だけ「作品」がある……お⼆⼈の会話、素晴らしいじゃないですか。感動ものです。

その中で、同じ「作品」を共有している者同⼠が集まれたら、素敵でしょ︖
 それがここのコンセプトであり、泉⽔さんから送られた原曲が「promised you」なのです。
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泉⽔さん、promised you をありがとう︕︕

間違えた（笑）

101 選択 stray 2007-09-10 18:27:18 返信 報告

カッコよく決めようと思ったら、最後のところで間違えた。

  泉⽔さん、with you♡ をありがとう︕︕

皐さんへのリクエスト

103 選択 Ｔ２８ 2007-09-10 19:40:57 返信 報告

別スレの、皐さんへのリクエスト、指くわえて⾒ていたのですが、私にもちょっとだけアイデア出させて下さい。

「♪あなただけは 私を そっと包みこんでくれる」
  「♪とても 愛してる ⾚いハートで」

バックの⾊使いによっては問題あるのですが、出来たら・・・。

「♪with you♡」のハート、「♪⾚いハートで〜」（笑）

こんばんは〜

108 選択 ドルチェ 2007-09-10 20:25:51 返信 報告

昨⽇のあちらの書込みの件
 反応がすっごく遅くなってしまってごめんなさい︕

 ⾊々⼤変だったのですね…。
 お昼休みにチラリと覗いたものだから、気になって気になって。

 今⽇は夜のお誘い♡を断ってダッシュで帰って参りました。
 それにしても皆さん、きちんとした意⾒を持ってらっしゃいますね〜。特に⼈事部⻑のレスは涙物でした（︔︔）

 私も⾃分の考えをまとめるのは下⼿ですが、やっぱり皆さんと同じようなレスになったと思います。
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所⻑からは教えていただく事が本当に多くって。
これからも熱く楽しく薀蓄を語っていきましょうね♪

写真集 Le Port folio より

107 選択 stray 2007-09-10 20:03:59 返信 報告

ダウンロードし損ねた⼈のために。

「ハートに⽕をつけて」ＰＶロケ時に撮影したと思われる。

ウェディングドレス姿は、彼⼥の《哀願》だったのか…

本家で、かずさんがロケ地特定に向け奮闘中。

2002年オフィシャルカレンダー January

106 選択 stray 2007-09-10 19:57:48 返信 報告

オフィシャルカレンダーは、2002年版もあります。

少し儚げな表情…
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○○○さん、ありがとうございます︕

95 選択 stray 2007-09-10 16:42:44 返信 報告

○○○さん、メールフォームからの連絡ありがとうございます。
 本家で進⾏中の話題、いつも楽しく拝⾒しております（笑）。

ROMでも⼀向にかまいませんが、
 はまりネタが⾒つかりましたら、是⾮、⾜跡を残していって下さい。

 今後とも（本家も含めて）どうぞよろしくお願いします︕
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. オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [33]strayさん感謝です︕︕(15) [72]お邪魔します(5) [47]｢promised you｣ＰＶより 謎の微笑み︖(9) [74]【promised y
ou ⼟曜ワイド劇場ver.とは︖】(0) [8]ＺＡＲＤ研究所設⽴おめでとうございます＼(^o^)／(3) [67]これがpromised you ⼟曜ワイ
ドver.だ︕︕︕(0) [7]⾃ＢＢＳを設置しました(4) [46]10周年記念写真集「decimo」より(4) [51]ポエトリー「promised you」-
2(1) [50]ポエトリー「promised you」-1(0)

新しい話題を投稿する

« 6 5 4 3 2 1

strayさん感謝です︕︕

33 選択 皐 2007-09-09 11:03:11 返信 報告

☆strayさんへ☆
 掲⽰板を⾒て来ちゃいました☆ﾐ

 BBS⽴ち上げてくださってありがとうございます＼(^∀^)／
 それに、PVの画像・ジャケ写etc も助かります〜(o≧∇≦o)遠慮無くstrayさんに⽢えさせてもらいますね♥(笑)

 あとは写真を組み合わせて作成の予定です︕＾＾
 promised you ⼟曜ワイド劇場ver.ＣＤ化実⾏委員会会⻑さん!!(笑)本当にありがとうございました〜☆ﾐ

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧
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☆カーディガンさんへ☆
必須の『with you』リクエスト、しっかり承りましたヨ(o^∇^o)あと歌詞の⽅も了解です︕︕

 前半のサビと 後半サビになるので途中は省略しますね(*^_^*)
 奥が深い「promised you」は妥協出来ません︕(笑)

 画像の⽅はstrayさんに援助してもらうことになりました☆ﾐ

皐さん、ようこそ︕︕

34 選択 stray 2007-09-09 11:24:46 返信 報告

よく来て下さいました、ありがとうございます。
 これだけの写真を向こうにアップしたらひんしゅく買いますよね（笑）。

ＰＶキャプチャは、画質⾯を⼼配しましたが使えそうなので⼀安⼼です。
 もう⼀つ⼼配してるのは「⾊」です。

 茶⾊っぽい⾊しかないじゃないですか（笑）。
 そこは皐さんの腕で、なんとかして下さい（笑）。

この「セイル」の画像はここで頂戴してよいのですか︖
 （もう貰ってしまったけど）

 夏らしく、しかも爽やかな⾊使いで素晴らしいですね︕
 有難く頂戴します、どうもありがとう︕︕

Re:strayさん感謝です︕︕

35 選択 カーディガン 2007-09-09 13:45:49 返信 報告

皐様、お忙しいところとは思いますが、素敵な画像を妥協なく、つくってください。素敵な画像で泉⽔さんの魅⼒を
出せたらいいですね。今⽇、promised youを調べてみたのですが、シングルと時の翼では、ver.が違い、Brezza di
mareもシングルver.ですね。
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皐さんへ♪

43 選択 ドルチェ 2007-09-09 15:12:39 返信 報告

いつも素敵な画像、ありがとうございま〜す。
 素晴らしい才能がおありで羨ましいです︕

 ホントにセンスいいもんね〜＾＾
 私も今度なにかリクエストしちゃうかもしれませんが

 その時はよろしくお願いしますね♪

☆こちらこそ、ありがとうございます☆

48 選択 皐 2007-09-09 17:09:12 返信 報告

strayさん＞
 ＰＶキャプチャは助かりますよ〜＼(^∀^)／画質もこれならOKです︕

 ⾊の⽅は ダークベージュ系な感じですが、変える事は出来るのでやってみます♪♪
 でも、ベージュ系で統⼀すれば そんなに⾊合いは気にならないと思いますよ＾＾☆

 あっ︕⾊合いの事…。カーディガンさんに聞いておかなきゃ(笑)

P.S.「セイル」の画像は全然このBBSでもいいですよ︕
 というか、私の⽅こそ画像を載せて良かったのかな、と思っていました＾＾ゞ

 strayさん貰ってくださってありがとうございます☆ﾐ

カーディガンさん＞
今 作成中ですよ〜♪♪下準備(︖)ぐらいの段階ですが(笑)

 カーディガンさんに気に⼊ってもらえるような画像に出来るよう、頑張ります(o≧∇≦o)
 そして、1つお聞きしたいんですが、カーディガンさんの中で

 『「promised you」のイメージ⾊は何⾊』というのはありますか︖＾＾

ドルチェさん＞
 こんにちは︕そう⾔ってもらえてホントに嬉しいです︕(o≧ω≦o)
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⾃分では分からないんで、誰かに褒めて頂けると すごく⼼に響きます(*^_^*)
ドルチェさんからもリクエストをいただいたら、是⾮作らさせてくださいね(o≧∇≦o)

Re:☆こちらこそ、ありがとうございます☆

53 選択 カーディガン 2007-09-09 17:35:22 返信 報告

皐様
 スレありがとうございます。promised youのイメージですが、やはり、ほかの曲よりも⼥性的な（ＰＶにはfemale

と銘打っています）イメージなので、暖⾊系のオレンジやピンクですね。泉⽔さんの優しさ、やわらかさが表現でき
るといいかなぁ、と思います。stray所⻑様は、泉⽔さんの中性てきなところを好んでいるようなので、意⾒は分かれ
るところかもしれませんが。⻘が泉⽔さんの好きな⾊とのことですが、この曲に関しては、暖⾊系だと思います(^^♪

 with youがとてもかわいらしいですし＼(^o^)／

みなさんヨロシク︕

56 選択 Ｔ２８ 2007-09-09 17:43:35 返信 報告

皐さん、みなさん、こんにちは。
 ブランクがあると話題に⼊り込みにくいもんですね〜。（笑）

皐さん、こちらの美術館にも作品発表して下さってありがとうございます。
 ありがたく保存しました。これからも発表ヨロシク︕

カーディガンさんは、ご存じでしょうが｢promised you｣は、３つのVer.が存在するようです。
［シングルVer.］と［「時間の翼」P-edition Ver.］と［⼟曜ワイドVer.］です。

 その３つ⽬の［⼟曜ワイドVer.］を今度のリクエストアルバムにＣＤ化して収録してもらおうという運動がありまし
て、その代表が、「promised you」 ⼟曜ワイド劇場ver.ＣＤ化実⾏委員会会⻑で、ＺＡＲＤ研究所所⻑のstrayさん
です。（⻑っ︕）

 残念ながら、活動実態がともなっていません。（汗）

ドルチェさん、副所⻑就任おめでとうございます。
 もう忘れませんので（汗）、これからもどうぞよろしく︕
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strayさんには、業務連絡。
スレの返信は⼦も孫もないようですが、タイトルに⼊⼒される［Re:］後が違いますね。（お気づきでしょう
が・・・）

 

暖⾊系、オレンジ系でお願いします︕

57 選択 stary 2007-09-09 17:47:32 返信 報告

皐さん
 私の「promised you」のイメージ⾊は⽩なのですが、

 カーディガンが書いてらっしゃるように、ＰＶのイメージは暖⾊系、オレンジ系です。

⽩＋オレンジでいきましょう︕

中性的というのは「性的対象として⾒たことない」っていうことなんですよ。
 向こうでは「性的」と書きづらかったので（笑）。

with you ハート もよろしくね︕︕

⽩＋オレンジです

79 選択 stray 2007-09-09 21:45:45 返信 報告

↑「さん」が抜けてました。カーディガンさん、ごめんなさい。

皐さん
 カーディガンさんが了解なら、⽩基調＋オレンジでお願いします。

本家掲⽰板に、皐さんからいただいた作品を宣伝してきましたので、事後ご了解下さい。

☆了解です☆

82 選択 皐 2007-09-09 22:06:51 返信 報告

カーディガンさん＞
 こんばんは☆ﾐ イメージ⾊は“暖⾊系”で、オレンジやピンクですね︕了解です〜(o^∇^o)
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実は私のイメージも淡いピンク･オレンジだったんですよ♪♪
staryさんもPVのイメージはオレンジ系みたいなので、“オレンジ”に決定ですね︕

 それでは、引き続き作成しておきます☆ﾐ

T28さん＞
 こんばんは︕画像貰ってくださってありがとうございます〜(o≧∇≦o)…って、私いつも同じ事⾔ってますね(^⽫

^;)ゞ
 嬉しい気持ちを⽂字で表すのは難しいです(笑)

 ⼩さい画像(携帯サイズ)は、まだ たくさんあるので、これからも是⾮受け取ってくださいね(*^u^*)☆ﾐ

staryさん＞
 こんばんは☆「promised you」のイメージ⾊は⽩なんですね(o^∇^o)そしてPVはオレンジ系だそうで♪♪

 staryさんが援助してくださった宣材写真がベージュ&⽩系な感じなので、
 ⽩＋オレンジを表現出来ると思います︕＾＾

 あっ!!それと⼤事な事を教えてもらいました︕「with you」は「with you♡」にした⽅がイイんですね︕了解です☆
ﾐ
 P.S.掲⽰板の⽅に画像の事を書いてくださってありがとうございます!!すごく嬉しいです(●＞ω＜●)

with you♡

83 選択 stray 2007-09-09 22:17:12 返信 報告

いいなあ、このハートマーク（笑）。
 泉⽔さんも会報のメッセージに必ず♡が付いていました。

 ♡は外せませんね（笑）。

＞掲⽰板の⽅に画像の事を書いてくださってありがとうございます!

それがねぇ、クレームついちゃったんです（笑）。
 皐さんが、本家で「新作出来ました。画像はstrayさんのところからダウンロードして下さい。」

 とスレを⽴てても、結果として同じことだと思うんですがねぇ。（画像置き場の問題）

皆さんどう思われます︖
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Re:⽩＋オレンジです

84 選択 カーディガン 2007-09-09 22:26:27 返信 報告

stray様
 イメージは⽩＋オレンジで了解です。返信が遅れましてすみませんでした。

 ⼟曜ワイドのyou tubeを⾒ました。とても懐かしいですね。私も⻑いこと着メロにしていたので思い出深い曲なんで
す。カースレレオにもいつも⼊れて、ＣＤは２枚持っていましたし、時の翼もいつも⾞に⼊れていたので。私も、
昔、ビデオに撮っていたと思いますが、どこにいったか・・・本当にいい曲です。

 promised you ⼟曜ワイド劇場ver.がＣＤになるといいですね。あぁ、ＰＶをリクメモ２にでもセットしてもらえな
いかなぁ。

♡♥♡

86 選択 皐 2007-09-09 22:35:04 返信 報告

♡はしっかり⼊れますね♥(笑)泉⽔さんも会報のメッセージには必ず♡を付けていみたいなので、
 やっぱり♡は必須♪♪「with you」には⾊んな想いが込められますね☆ﾐ

掲⽰板の⽅は、私も先ほど覗いてきました＾＾クレームがついてて、ちょっとビックリ＾＾;
 画像置き場の問題??皆さんはどう思われたでしょう｡｡｡

 私としてはstrayさんの⼼遣いがすごく嬉しかったですよ︕(o^u^o)

疲れました（笑）。

87 選択 stray 2007-09-09 23:05:05 返信 報告

寝る前に思わぬ労⼒を使ってしまいました。
 寝ますので、あとは勝⼿にどうぞ（笑）。

難しい問題

88 選択 Ｔ２８ 2007-09-09 23:14:44 返信 報告
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＞ それがねぇ、クレームついちゃったんです（笑）。 
＞ 皆さんどう思われます︖

strayさんが仰るように、結局は画像置き場の問題なのでしょうね。
 設⽴祝いにアップして頂いた画像ならば、あちらにお知らせする必要はなかったのかも知れません。

 皐さんや、こちらに来ていない皐さんの作品のファンのために気を使われたのは⼗分理解しているつもりですが、
 それが結果的に私的な書き込み（呼び込みや勧誘）と誤解されたのでしょう。（こちらに来ていない⼈にとって）
 私が分かり難いと（漠然と）感じたのは、そのせいなのかも知れません。

難しいですね。⽂章が下⼿で、説明しきれないです。御免なさい。
 

何度もすいません

89 選択 Ｔ２８ 2007-09-10 00:38:06 返信 報告

あちらの掲⽰板に書き込みしていると分かってきた事があるので書かせて頂きます。

以下は、お知らせの記事全⽂です。

＞皆様にお知らせです。
 ＞ZARD研究所（私の⾃ＢＢＳ）の設⽴祝いとして、皐さんから素敵な作品を頂戴しました。

 ＞テーマは「夏を待つセイルのように」。
 ＞夏らしく、爽やかな、皐さんのセンスが光る⼒作です。

＞画像を頂戴された⽅は、ZARD研究所ではなく、このスレに、
 ＞皐さんへの感謝を述べていただければ幸いです。

今の時点で私が感じる事は、最後の２⾏は無くてよかったのではないか、という事です。
 変わりに研究所のリンクを貼れば素直だったのでしょう。

 宣伝や呼び込みと取られることをstrayさんは避けたかったのでしょうが、残念ながら理解して貰えなかったのです
ね。

寝不⾜で頭の回転が遅いから、怪しい所があるかも知れません。明⽇の朝、⾃分で⾒て驚かないか⼼配してます。
 失礼しました。お休みなさい。
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お邪魔します

72 選択 匿名 2007-09-09 21:06:53 返信 報告

stray所⻑ こんばんは。
 そして、ZARD研究所設⽴おめでとうございます。

 こちらのほうでも、どうぞヨロシクお願いします。

サングラスの件ですが、decimoをすっかり忘れてました。(^^♪
 あと、decimoを⾒直していたらカメラのシャッターきるポーズを⾒ると、効き⽬は左︖ですよね。私は右なので、真似してみ

ましたが違和感アリアリで…
 つまらないことですみません。

 

Re:お邪魔します

73 選択 れお 2007-09-09 21:07:55 返信 報告

↑れおです。
 やっても〜た〜_(._.)_

 

れおさん、ようこそ︕

75 選択 stray 2007-09-09 21:29:28 返信 報告

お待ちしておりましたよ︕（笑）
 今、⼟曜ワイド劇場ver.の解説をアップしたところで、

 以前れおさんに解説していただいたものを、そのまま使わせていただきました。
 れおさんもpromised youはお詳しいですから、ときどき覗いてはご教⽰お願いしますね。

「泉⽔さんの効き⽬は左」・・・いやぁ〜、これはすごいトリビアですよ︕︕︕（笑）
 さっそく向こうで発表してきて下さい。私はまったく気づきませんでした。素晴らしい。
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すごいですね

78 選択 ドルチェ 2007-09-09 21:43:21 返信 報告

れおさん、こんばんは〜。
 「泉⽔さんの効き⽬は左」…⼤発⾒ですね︕

 私も効き⾜は左です。（関係ない︖）

decimoはデザイン的にすっごく好きなんです。
 あれにインスパイアされてイタリア旅⾏の写真を
 マイブックというサイトで写真集にしました♪（真似っこだっ）

是⾮是⾮、れおさんのpromised you論もお聞きしたいです＾＾

だんだん楽しくなってきましたね

81 選択 れお 2007-09-09 22:01:23 返信 報告

stray所⻑、歓迎してくださり恐縮です。

＞⼟曜ワイド劇場ver.
 拝⾒させていただきました。strayさんの仰る通り、ボーカルが同じなのか違うのか︖

 奥が深いですね。何度も聞き⽐べてるのですが、決定的な箇所か⾒つからず…です。
 あと、泉⽔さんの髪の⾊︖のこともありましたね。

 PVをよく⾒ると、上にあるライトが⻩⾊とオレンジ︖っぽいのが真ん中にあるのが⾒て取れますが、その影響は考え
られないですか︖
Promised youのジャケ写とPVは同じ時期で、休業前の貴重な映像に⾒えました。（Get U're Dreamのジャケ写の
時期に近いような）

＞ドルチェさん、こんばんは
 こちらでも、ヨロシクお願いします。

 …私も効き⾜は左です。っておもいっきり悔しい︕デス。。
 なんか、泉⽔さんと同じだと嬉しくて、そうでないとわかった途端、↓な感じですm(__)m
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だんだん疲れてきました（笑）。

85 選択 stray 2007-09-09 22:34:36 返信 報告

いえいえ、いつでもお越しください。
 １⽇で８０件以上のスレ、だんだん疲れてきました（笑）。

 １１︓００には寝ますので（笑）。

多少はライトの影響もあるかと思いますが、⿊髪には⾒えませんよね︖
 NHK特番のGet U're Dreamのキャプチャをアップしてますが、

 髪の⾊がほとんど同じです。NHK特番でもロングスカートで体のラインを隠しているような…。

ま、この件は後⽇⼀緒に楽しみましょう︕︕（笑）

｢promised you｣ＰＶより 謎の微笑み︖

47 選択 Ｔ２８ 2007-09-09 17:08:43 返信 報告

ただ今帰りました。
 私が居ないと静かでいいですね〜（笑） なんか⼊りづらくてウロウロしちゃった︕（汗）

 ドルチェさんが副所⻑に決定しましたが、資料も知識も記憶⼒︖（笑）も無い私は、何かお役に⽴てるのでしょうか︖（汗）

タイトルにあるように、｢promised you｣のＰＶを⾒ていて気になったことがあるので質問します。
⾔葉では説明できないので、下のYouTube動画参照して下さい。

http://jp.youtube.com/watch?v=QOkDVYjM29I
 ２分１１秒辺りに、所⻑さんの⼤好物である「with you（ハート）」があるのですが、（あぁ〜タグ使いてぇ︕）

 ３０秒後の２分４１秒辺り、「淡い君との時間♪」の後、泉⽔さんが⼾惑ったような微笑みで右を向いてしまいます。
 撮影スタッフが、泉⽔さんの視線の先で、何かして笑わそうとしたのではないかと考えました。

 さすがに研究所でも、これについての資料はないかな︖ でも気になるんですよね〜。スタッフは何したんですかね︖
 所⻑さんの予想、想像、妄想でもいいので、ご意⾒お聞かせ下さい。<(_ _)>
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Ｐ.Ｓ. ｢promised you｣のＰＶって、所⻑さん所有の映像も２コーラス⽬からなのでしょうか︖
あれっ、またもう⼀つ、新しいスレッド⽴てる時、名前と削除キー、⾃動⼊⼒されないんですね。

 

Re:｢promised you｣ＰＶより 謎の微笑み︖

54 選択 stary 2007-09-09 17:41:26 返信 報告

お帰りなさい、静かでよかったです（笑）。
 Ｔ２８さんは事務所⻑と営業部⻑で、どっちがいいですか︖（笑）

｢promised you｣のＰＶは、２コーラス⽬しかありません。
 私もフルコーラスを必死に探しましたがないですね。

ＨＮと削除キーは、新規投稿の度に聞かれます。
 不便といえば不便ですが、CSSを⾃分で書き直せばよいみたいです。（私には無理）

さて、お尋ねの件ですが、私は読みが深いのでちょっと違います（笑）。
  with you でスタッフの誰かが泉⽔さんに指差された。

  その当⼈が照れてしまい、周りのスタッフに⼩突かれてるのをみて、
  吹き出しそうになって顔を背けた。

 どうだ、まいたっか︕︕︕（笑）

Re:｢promised you｣ＰＶより 謎の微笑み︖

58 選択 Ｔ２８ 2007-09-09 17:51:34 返信 報告

＞ どうだ、まいたっか︕︕︕（笑）

まいたっか︖︖︖

＼（－"－）／ マイッタ︕（笑）
 

ちゃんと裏づけもある

62 選択 stary 2007-09-09 18:22:37 返信 報告
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すぐ降参したので、追い討ち掛けづらくなりましたが（笑）、
あのシーンのあと映像が切り替わりますよね。

 おそらく、泉⽔さんが吹き出しちゃったので、撮り直したんだと思います。
 説得⼒あるでしょ︖（笑）

あと、髪の⾊に注⽬して下さい。⼤きな謎があるんです。
 ＰＶは珍しく茶髪ですが、ジャケでは⿊髪に戻っています。

 ⾁付きもＰＶとジャケではぜんぜん違います。
 promised you は奥が深いなあ（笑）。

ああ〜、⽌まらなくなってきた〜〜〜（笑）。

私も絡ませて（照）ください︕

64 選択 ドルチェ 2007-09-09 19:05:31 返信 報告

Ｔ２８さん、おかえりなさ〜い♪
 そしてこれからも忘れないでよろしくお願いしますね︕

 やっぱり所⻑とＴ２８さんのトークは⾯⽩いですね〜。
 私はみんなの前だと⼝下⼿になっちゃいますぅ（ウソ）

Ｔ２８さんの質問の件ですが
 泉⽔さん、サビの前とか区切りのいい所で

 視線キョロ＆ニヤリとしながら横を向くことって
 結構あるのでクセなのかな〜って思ってました。
 スタンドマイクの時は特に︕

所⻑の謎については
 ＰＶはリアルタイムで撮影。

 ジャケットはきっと昔の写真使⽤ですね〜。
 promised you前後のジャケ写も怪しいですよね（笑）

 

Re:私も絡ませて（照）ください︕
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68 選択 stray  2007-09-09 19:27:46 返信 報告

あはは、副所⻑、「絡み」に恥じらってますね（笑）。
 ご指摘のとおり、顔を（たいてい右）に背けるのは泉⽔さんのクセです。

 が、promised you のシーンは、だいぶ前からにやけ顔になってますので、
 私の推理で間違いない︕と確信してるわけです（笑）。

髪の⾊の謎について。
 さすがは副所⻑︕鋭いです︕︕

 ここで２⼈で結論出したら他の⼈がつまらないでしょうかえら（笑）、
 後⽇改めてスレを⽴てて、みんなで⾯⽩くやりましょう︕

あと、別スレの返事ですが、
 2004年秋に復帰後の資料は私の⽅でばっちり揃ってます。

 （蒲池幸⼦〜1999年もばっちりです︕）
 2000〜2003年が少し弱いので、できたら補強をよろしくお願いしますね。

 

Re:私も絡ませて（照）ください︕

70 選択 Ｔ２８ 2007-09-09 19:54:47 返信 報告

上司⼆⼈の会議中に失礼します。（笑）

＞ 事務所⻑と営業部⻑で、どっちがいいですか︖（笑）
 ウ〜ン・・・、じゃあ倉庫整理で︕（笑） なんて・・・、私は何でもいいですよ。

 ところでstrayさん、参加者の呼び込みをした⽅がいいでしょうか︖ 
 あちらの掲⽰板でも、誘導するようなコメントしても⼤丈夫でしょうか︖

 この件も、会議で決まったら、通達して下さい。（笑）

さっき私が参ったのは、strayさんの「まいたっか︕︕︕」にですよ︕（笑）
 まぁ質問の答えも、お⼆⼈の会議で結論出して下さい。

さてと、「倉庫整理、倉庫整理」っと・・・（笑）

Ｐ.Ｓ.strayさん［Re:］の件、私の勘違いです。さすがＭｒ．ミスだな︕（笑） すみませんです。
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やめときましょう

71 選択 stray  2007-09-09 20:13:19 返信 報告

Ｔ２８さん、研究所ってあまりポストがないんですよ（笑）。
 統括研究員とかにしましょうか︖（笑）

参加者の呼び込みはしないでおきましょう。
 私も２度ほどここのURLを書いてきましたし、

 興味があって、仲間に⼊りたい⼈は黙ってても集まるのでは︖
 われわれはそれほど⼈気者でもないと思いますし（笑）。

［Re:］の件、でしょう〜〜︕︕︕かなり悩んでまだレスしてないでしょ（笑）。
 で、分かったの︖（笑）

Re:やめときましょう

76 選択 Ｔ２８ 2007-09-09 21:34:27 返信 報告

strayさん、呼び込みの件、了解しました。
 それと、本家掲⽰板の皐さんへのお礼のスレ、ちょっと分かり難いかも知れませんね。

 私がアレにレスすると誘導することになってしまいそうです。
 肩書きにこだわりないので、そのうちstrayさんが⾯⽩いの思いついたら、任命して下さいな︕

＞ われわれはそれほど⼈気者でもないと思いますし（笑）。
 重々承知いたしております。（笑）

＞ ［Re:］の件、（省略）で、分かったの︖（笑）
 今また分からなくなっちゃったよ︕

 さっきと動きが違いました。この掲⽰板は安定していないのかな︖
 

業務連絡

80 選択 stray 2007-09-09 21:51:38 返信 報告
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じゃあ、そのうち考えますね（笑）。

＞本家掲⽰板の皐さんへのお礼のスレ、ちょっと分かり難いかも知れませんね。

そうですか︖
 こっちにレスされても困るんですよ。皐さんのスレは、業務連絡⽤に取っておきたいので。

 ⾃分でレスすると宣伝に来たみたいでイヤだなあ。
 れおさんのように、来てくれる⼈に礼を尽くせばいいんじゃないですか。

＞今また分からなくなっちゃったよ︕
 あはは、⾃スレに⾃分でレスするとRe:が付かないみたい。

【promised you ⼟曜ワイド劇場ver.とは︖】

74 選択 stray 2007-09-09 21:24:37 返信 報告

別スレでＴ２８さんが解説されておられますが、
 promised you には３種類のヴァージョンがあります。

１．Sg ver.
 ２．P-edition（AL「時間の翼」収録）

 ３．⼟曜ワイド劇場ver.

２は、ピアノのゆったりしたイントロが３０秒ほどあって、
 その後Sg ver.が流れます。

３は、イントロがシンセサイザーとアコギの⾼い⾳で、シングルに似ています。
 ですが、歌い始めの♪⼟曜には〜 と⼊る前にイントロが⼀度しっかり途切れます。

で、伴奏は（♪⼟曜には〜 ）シングルもP-editionもシンセサイザーとアコギの⾼い⾳です。
 ⼟曜ワイドVer.の伴奏はピアノです。

 少しすると（♪あの頃の思い出が〜）からドラムが⼊ります。
 【解説︓れおさん】
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なぜ⼟曜ワイド劇場ver.が存在するかというと、
「promised you」は2000年12⽉発売ですが、同年4⽉より、

 ⼟曜ワイド劇場のエンディングテーマとして使われていました。
 4⽉〜Sg発売までの間、このver.が使われていたものと思われます。

⼟曜ワイド のpromised youはテレビから流れてくる坂井泉⽔さんの歌声は
 すがすがしく気持ちよい響きなんですわ。（nagatokiさん）

皆さんもこのような感想を持たれたのでは︖

私の感想ですが、
 １．同じボーカルとは思えないほどゆっくり聞こえる。

 ２．そのため、⾬が降る〜 の「る」が⾳程をはずしているかのように聞こえる。
 ３．⼀拍おいて始まるピアノの伴奏がgood︕（おじさんはピアノ伴奏に弱い）

 ４．とにかく軽快ですがすがしい。
 ５．これは絶対ＣＤ化して欲しい︕︕︕︕︕（笑）

 です。

私が「promised you ⼟曜ワイド劇場ver.」を⼿に⼊れるまでの苦労話（間抜け話ともいう）は、
 いずれ（笑）。

ＺＡＲＤ研究所設⽴おめでとうございます＼(^o^)／

8 選択 カーディガン 2007-09-09 00:09:30 返信 報告

カーディガンです。このたびは、研究所設⽴おめでとうございます。私も、泉⽔さんを応援していきたいと思います。まず
は、promised you からでしょうか。がんばりましょう︕︕

 以下は私のメールアドレスです。

sp5357x9@rondo.ocn.ne.jp

Re:ありがとうございます

https://bbsee.info/straylove/id/8.html
https://bbsee.info/straylove/id/8.html?edt=on&rid=8
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=8
mailto:sp5357x9@rondo.ocn.ne.jp


10 選択 stray 2007-09-09 00:17:00 返信 報告

カーディガンさん、わざわざありがとうございます。
 ＺＡＲＤ研究所所⻑の肩書きのほかに、

 「promised you ⼟曜ワイド劇場ver.ＣＤ化実⾏委員会」
 という⻑ったらしい肩書きも持っています。

 どちらも、Ｔ２８さんが勝⼿に付けたのですが、
 本⼈は気に⼊ってます（笑）。

上の「アルバム」をクリックすると、ここの画像⼀覧になりますので、向こうより便利です。

完成まで何卒よろしくお願いします。

Re:ＺＡＲＤ研究所設⽴おめでとうございます＼(^o^)／

61 選択 Ｔ２８ 2007-09-09 18:14:36 返信 報告

「promised you」⼟曜ワイド劇場Ver.ＣＤ化実⾏委員会会⻑は、私が付けましたが、
 もう⼀つの、ＺＡＲＤ研究所所⻑は、ライダーさんです。

お詫びして訂正いたします。（笑）<(_ _)>
 

ライダーさん、ごめんなさい。

69 選択 stray  2007-09-09 19:30:26 返信 報告

ZARD研究所はライダーさんが名付け親でした。
 すみません、物忘れがかなりひどくなってます、お許しを。

これがpromised you ⼟曜ワイドver.だ︕︕︕

67 選択 stray 2007-09-09 19:11:25 返信 報告
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お待たせしました。 
promised you ⼟曜ワイドver.をYouTubeにアップしました。

 まずは聴いてみてください。

http://www.youtube.com/watch?v=fNJXyJn2wwA

解説は後ほど。

⾃ＢＢＳを設置しました

7 選択 stray 2007-09-08 23:44:37 返信 報告

どんどん画像をアップしていきますので、

ご⾃由にお取り下さい。

私の意に沿わない投稿は削除します（笑）。

Re:⾃ＢＢＳを設置しました

13 選択 mepachikurin 2007-09-09 00:46:10 返信 報告

strayさん、こんばんは。はじめまして。

Tandoさんの掲⽰板で拝⾒しまして、
早速、画像を貰いに来ました。(^^♪

UPされる画像、期待しています。(^o^)

Re:⾃ＢＢＳを設置しました

17 選択 stray 2007-09-09 06:58:36 返信 報告
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mepachikurinさん、まささん、Ronさん、ドルチェさん
皆様ようこそ「ＺＡＲＤ研究所」へ︕

 よくもあんな遅い時間に起きてられるもんですねぇ（笑）。

副所⻑はドルチェさんに内定してますが、平の研究員でよければ登録しますので申し出て下さい（笑）。

誰に気兼ねすることなく私も薀蓄を語れますし、皆さんが⾜跡を残すも残さないのもご⾃由です。

基本的には、私と相⽅の掛け合い中⼼になろうかと思いますが（笑）、
 憩いの場として、楽しくやっていければと思っています。

 今後ともどうぞよろしくお願いします︕（感謝）

Re:ZARD研究所

63 選択 S424 2007-09-09 18:31:39 返信 報告

strayさん。ZARD研究所の設⽴，所⻑就任おめでとうございます。益々のご活躍期待しております。

ところで，「promised youとZARD第⼆章」の研究発表についてはこちらでされるのですか︖

S424さんへ

65 選択 stary 2007-09-09 19:08:00 返信 報告

ZARD研究所へようこそ︕ 祝いのお⾔葉ありがとうございます。
 そうですね、私の薀蓄など聞きたくない⼈もいるでしょうから、
 promised you をこよなく愛して下さる皆様の前で発表することになるでしょう。

ちゃんとZARD掲⽰板でもお知らせしますので、気⻑にお待ち下さい。
 今はそれどころの話でなくなっちゃってるので（笑）。

たま〜にでよいですから覗いて下さいネ︕
 

10周年記念写真集「decimo」より
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46 選択 stray 2007-09-09 16:37:13 返信 報告

丸いサングラスした泉⽔さんです。

カッコいい︕︕

Re:10周年記念写真集「decimo」より

49 選択 カーディガン 2007-09-09 17:10:06 返信 報告

stray様
 素敵な泉⽔さんですね。私も、15周年写真集を最近⼿にいれました。ＢＧＶの通販でしたが。d

ecimoはまだ⼿に⼊らないです。武道館で販売しているといいのですが。増刷してくれるといい
のですが。あまり、私はすごい写真もっていませんので、お役にたてるかどうかわかりません
が、写真を添付いたします。特に説明はいたしませんが、これです。

オプトロム︖

52 選択 stary 2007-09-09 17:34:13 返信 報告

カーディガンさん

これは説明がないとわかりませんよ（笑）。

ＣＤ製造所か何かでしたっけ︖
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decimo「⼊荷待ち」状態ですね、武道館にあることを願ってます。

Re:10周年記念写真集「decimo」より

55 選択 カーディガン 2007-09-09 17:42:01 返信 報告

仙台にあるＣＤ製作所の⼯場です。ここから、全国に泉⽔さんのＣＤが出ていくと思うと感慨深
いですよ＼(^o^)／

 下のは、⼊⼝から撮ったものです。

Re:10周年記念写真集「decimo」より

60 選択 Ｔ２８ 2007-09-09 18:06:30 返信 報告

こんばんは。
 私は15th Anniversary 写真集「Le Portfolio」より、こちらの写真集の⽅が好きです。

 たくさん⽂章が載っていて、読んでも楽しめるからね。
 

ポエトリー「promised you」-2

51 選択 stary 2007-09-09 17:18:33 返信 報告

探せばあるもんだなあ（笑）。

少し困ったような表情ですね。

うちの相⽅を⾒て「困ったちゃんね」と思ってるのかな（笑）。
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Re:ポエトリー「promised you」-2

59 選択 Ｔ２８ 2007-09-09 18:02:09 返信 報告

それじゃ〜 
 く（*´ー｀） デレデレだな︕（笑）

ポエトリー「promised you」-1

50 選択 stray 2007-09-09 17:14:49 返信 報告

まだありました（笑）。
 詩集を忘れてました。

 笑ってますが、和紙みたいな半透明な紙に印刷してあるので、
 画質が良くありません。

 もう１枚のほうがよいかも。
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. オプション  購読

退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

話題 [32]WEDGWOODのマグ(3) [36]所⻑様、おはようございます。(3) [31]Music Freak NOV.2000 vol.72(0) [30]CDでーた
2000年11⽉号(0) [29]CD HITS! 2000年12⽉号(0) [28]Girls Hits! 2001年1⽉号(0) [26]promised Sg ジャケ(1) [16]ｓｔｒ
ａｙさん こんばんはです︕(0) [15]どうも、おじゃまします︕(0) [14]所⻑、こんばんは︕(0)

新しい話題を投稿する

« 5 4 3 2 1

WEDGWOODのマグ

32 選択 stray 2007-09-09 10:02:19 返信 報告

ぜんぜん関係ないのですが、泉⽔さんがスタジオで愛⽤していた、
 WEDGWOODのマグカップです。

この写真はヤフオクで拾ってきたものなので、このまま転載すると著作権に触れます。

ZARDファンで年配者も多いので財⼒ある⼈もいるんでしょうね。私は貧乏だけど（笑）。

ちなみにこのマグ、落札価格は５０万円でした。

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧
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Re:WEDGWOODのマグ

38 選択 ドルチェ 2007-09-09 14:28:09 返信 報告

所⻑さま、みなさまこんにち「は」〜♪
 泉⽔さん愛⽤のマグカップ、WEDGWOODなんですね︕

 欲しいですね〜、でもお⾦ないですね〜（汗）

別スレレスなんですが
 あの〜私、やはり副所⻑に任命されたのでしょうか…︕︖

 お役に⽴てるかわかりませんが、頑張ります♪
 

逃れられない（笑）

41 選択 stray 2007-09-09 14:58:00 返信 報告

ドルチェ副所⻑殿、こんにちは（笑）。
 はい、もう、逃れられません（笑）。

 サポートどうぞよろしくお願いします︕

このマグ、私も欲しくて楽天とかで探したのですが、
 かなり前のデザインらしくて新品では売ってませんでした。

 リサイクルショップに⾏くと、まず真っ先に⾷器コーナーに⾏って探してます（笑）。

どうも〜♪

42 選択 ドルチェ 2007-09-09 15:07:29 返信 報告

全⼒でサポートいたしますっ♪
 ですが…私最近年の情報にはかなり疎いんですよ（汗）

 「Le portfolio」も「きっと忘れない」も持ってませんし（滝汗）
 というわけで、チョイ昔のZARD情報担当でということで＾＾
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所⻑様、おはようございます。

36 選択 匿名 2007-09-09 14:07:00 返信 報告

所⻑様、おはようございます。もう、お昼すぎましたが。いろいろと画像があるようですね。泉⽔さんは、あまり普通の雑誌
には出ていませんでしたが、⾳楽雑誌などには出ていたのですね。いろいろと研究していきたいと思います。まずは、泉⽔さ
んの魅⼒を世に広めていかないと。私もいろいろとほかのサイトを⾒ましたが、tando様のようなサイトって思ったよりも少
ないんですね。tando様のサイトも画像が多いと、すぐにスレが流れてしまって、毎⽇⾒ないと情報が・・・。掲⽰板の容量
が限られているので、しょうがないのでしょうが。promised you をはじめとして、ＺＡＲＤを語っていける場が増えること
はいいことです。あせらずにがんばりましょう。私もいい情報がありましたら、アップしたいと思います。

 P.S.「with you」か「with you❤」か、迷うところかと思います。皐様のつくる画像も、❤が⼊るとかわいいような・・・。
泉⽔さんは、どう考えていたのでしょうか︖

Re:所⻑様、おはようございます。

37 選択 カーディガン 2007-09-09 14:08:22 返信 報告

名前が抜けていました^_^;上のは、私、カーディガンです。

ハートマークですよね︖

39 選択 stray 2007-09-09 14:33:42 返信 報告

カーディガンさんでしたか︕（笑）

❤は「ハートマーク」ですよね︖
 もしかしてMacをお使いでしょうか︖

 私のＰＣ＋ブラウザ（Win+IE）では、□になっているんです。
 カーディガンさんも向こうで「with you❤」と書かれていたし、

 この匿名さんも同じこと書いてるから、私の知らない何かがあるのか悩んでました（笑）。
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泉⽔さんがどうお考えだったか不明ですが、ハートマークあったほうがカワイイと思います。
が、機種依存⽂字なので、画像として組み込むしかないですね。皐さんできますか︖（笑）

ブック「きっと忘れない」にも書いてありますが、
 泉⽔さんは⾳楽誌のインタビューには極⼒丁寧に答えています。

 ですから私の資料も膨⼤なのです。
 情報があったらどうぞよろしくお願いしますね。

今、⼟曜ワイド劇場ver.をYouTubeにアップすべく編集中です。お楽しみに。
 

Re:ハートマークですよね︖

40 選択 カーディガン 2007-09-09 14:46:43 返信 報告

stray様、
 はい、「❤」はハートマークです。私の機種はWin.Vistaです。なので、管理⼈さんのところに投稿した時には、"

"（ダブルクオーテーション）を⼊れると、⽂字化けしてしまいました。どうも、Win.VistaとXP以前だと不具合のあ
る⽂字があるようです。ハートマークは、外字⽂字作成でもいいのでしょうね。

Music Freak NOV.2000 vol.72

31 選択 stray 2007-09-09 09:13:35 返信 報告

promised you の画像って、このカットばっかりなんだよねぇ。

https://bbsee.info/straylove/id/36.html?edt=on&rid=40
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=40
https://bbsee.info/straylove/id/31.html
https://bbsee.info/straylove/id/31.html?edt=on&rid=31
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=31
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/c16a5320fa475530d9583c34fd356ef5.jpg


CDでーた 2000年11⽉号

30 選択 stray 2007-09-09 09:00:22 返信 報告

（雑誌社で）引き伸ばした分、画質が粗いですね。

CD HITS! 2000年12⽉号

29 選択 stray 2007-09-09 08:58:47 返信 報告

ジャケ写と同じ。
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Girls Hits! 2001年1⽉号

28 選択 stray 2007-09-09 08:50:14 返信 報告

少し眠そうな感じがしないでもない。

promised Sg ジャケ

26 選択 stray 2007-09-09 08:46:55 返信 報告

この程度の画質で⼤丈夫かな︖

Re:promised Sg ジャケ

27 選択 stray 2007-09-09 08:48:06 返信 報告

画像忘れた（笑）。
 ホントは、レスに画像付ける練習です（笑）。
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ｓｔｒａｙさん こんばんはです︕

16 選択 まさ 2007-09-09 04:50:56 返信 報告

⼊院していたのと、14⽇に⾏くライブのネタばれを恐れてここ暫らくはあまり掲⽰板を覗いていませんでしたが、⽴派な研究
所を⽴ち上げられたのですね︕おめでとうございます。たまに寄らせて頂いてもいいですか︖それにしても研究所所⻑さまの
「promised you」への強い思いを感じる研究所ですね・・頭が下がります・・これからも宜しくお願いします。

どうも、おじゃまします︕

15 選択 Ron 2007-09-09 03:34:57 返信 報告

ZARD研究所開設おめでとうございます︕
 いや〜、本当に開設なさるとは・・・感服です。

 所⻑、張り切っていきましょう︕

所⻑、こんばんは︕

14 選択 ドルチェ 2007-09-09 03:04:01 返信 報告

素敵な研究所が出来ましたねー♪
 お宝画像のＵＰ楽しみにしてます＾＾

 

« 5 4 3 2 1
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