
退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

返信を投稿する 新しい話題を投稿する

「皐ギャラリー」本⽇オープンです︕

1854 選択 Ｔ２８ 2007-10-31 18:18:08 返信 報告

皐ファンの皆様、こんばんは。
 ⼤変お待たせしましたが、「皐ギャラリー」をオープン致します。

 どうぞごゆっくりとご観覧下さい。

また、皐ギャラリーのオープンを記念して、期間限定の「Special Gallery」を公開します︕ 
 ファイル容量の関係でアップできませんでしたが、本当はこういうギャラリーを作りたかったのです。 

 「4th Media Gallary」の中に、ファイルのダウンロードリンクが隠されています。 
 運良くダウンロードできたら、2つのファイル（SG.swfとSG.html）を同⼀フォルダに⼊れて下さい。

（フォルダ名は何でもかまいません） 
 SG.htmlを開くと、「Special Gallery」がご覧いただけます。

運悪く「ハズレ」を引いても、ZARD研究所からの「粗品」をGetできます。 
 根気よく探して、是⾮「Special Gallery」もご覧下さい。

ダウンロードは、いずれも10/6までの期間限定となっていますので、 
 どうぞお早めにチャレンジして下さい︕ 
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Re:「皐ギャラリー」本⽇オープンです︕

1855 選択 Ｔ２８ 2007-10-31 18:24:56 返信 報告

URL忘れました。（笑）
 このページ内（左上）の、⾚い♡で囲まれた「附属美術館」からもリンクしています。

http://zardlabo.nobody.jp/
 

Re:「皐ギャラリー」本⽇オープンです︕

1856 選択 皐 2007-10-31 18:35:27 返信 報告

まず初めにお礼を書かせて頂きますね(o^ω^o)stray所⻑にT28部⻑、この度は本当にありがと
うございました︕

 私の加⼯画を研究所の附属美術館に置いてもらえて、⼼から嬉しく思います(≧ω≦｡)
 そしてxxxさんの隣に、というのも⼼地がイイですね(*^u^*)研究員の皆さまも⾊々と提案をあ

りがとうございました︕
 おかげで素敵な出来になったと思っています☆ﾐ

附属美術館造り、皆さまお疲れさまでした︕(o≧∇≦o)

*****************************************************
 皆さまへ

本⽇、無事にオープンする事が出来ました︕この「皐Gallery」は研究所皆さまが居てこそ
 完成する事のできたサイトです(o^ω^o)「Gallery」の内容もきっと楽しんでもらえるものだと思ってます︕

期間限定の企画もございますので、ぜひ⾜を運んでみてくださいね︕(o^∇^o)よろしくお願いします☆ﾐ

Re:「皐ギャラリー」本⽇オープンです︕

1857 選択 カーディガン 2007-10-31 18:49:03 返信 報告
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こんばんは、皆様。
皐ギャラリー、オープンおめでとうございます。

 いろいろと趣向を凝らして、皐さんの才能と研究員の皆様の努⼒でで素晴らし
い、ギャラリーが誕⽣しましたね。まずは、お疲れさまでした。

 これからもこのギャラリーと研究所を訪れるゲストがふえますように。
 プレゼントとして、研究員の私からですが、アルファロメオでフラワーギフトをお届けいたします(^_-)-☆

 

「皐ギャラリー」本⽇オープンです︕

1858 選択 ＳＳＳ 2007-10-31 19:49:16 返信 報告

 
ｓｔｒａｙ所⻑様、Ｔ２８部⻑様、皐さん、各研究員の皆様、皐ギャラリーＯＰＥＮ〜おめ
でとうございます︕︕

 待ちに待っただけに、いやー感激＆しびれました（笑）さぞかし徹夜作業の連続、⾮常に
⼤変だったと思います〜本当にお疲れ様でした、素晴らしき才能をお持ちの皆様に、ただ脱
帽です・・元 神楽坂市⺠ゆえ、ペコちゃん焼きをお祝いに置いていきます、どうぞ召し上

がって下さいね

 
  ※引き続き、皐ギャラリーを楽しく拝⾒させて頂きます。

Re:「皐ギャラリー」本⽇オープンです︕

1859 選択 皐 2007-10-31 21:07:56 返信 報告

カーディガンさんへ☆
 こんばんは︕私の⽅こそ⾊々とありがとうございました(o^∇^o)カッコイイ⾞ですね〜♡

 カーディガンさんがアルファロメオで颯爽⾛りながらフラワーギフトを運んでくれた姿が⽬に浮かぶようです☆ﾐ
 ギャラリーの⽅は本当に皆さまに感謝の気持ちでいっぱいですね︕(●＞ω＜●)

 私もギャラリーと研究所を訪れるゲストが増えるといいな、と願っています(o^ω^o)
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SSSさんへ☆
ありがとうございます︕待っていてもらえて本当に嬉しかったです︕(o^∇^o)

 ギャラリーの⽅も気に⼊って頂けてすごく嬉ですね☆ﾐ 所⻑と部⻑の腕が光っていると思います︕
 お祝いのペコちゃん焼きも嬉しいです〜(●＞∀＜●)早速チョコ味から頂こうかな♡

 その後はカスタードで〜♪♪…夜に⽢い物はキケンですよね(◎’□’◎)(笑)ほどほどにしておきます(笑)

では、引き続き拝⾒なさってくださいね(o^∇^o)お祝いコメントどうもありがとうございました︕

Re:「皐ギャラリー」本⽇オープンです︕

1860 選択 ｍｉｙａ 2007-10-31 21:26:24 返信 報告

皐ギャラリー 開館おめでとうございます。

⼒を合わせると凄いものになるのですね。

楽しみがまた⼀つふえました。

今回は花束持参しました。
 クリーム⾊が好きなのですが⽣憎とありませんでした。

＃18︓18︓18のオープンかと… 。

カーディガンさん、ＳＳＳさんへ

1861 選択 stray 2007-10-31 21:34:26 返信 報告

こんばんは、お祝いありがとうございます︕
⼀度⼊館したら１時間は出てこれないと思いますが（笑）、

 お楽しみいただけましたでしょうか。

カーディガンさん、皐ちゃんの才能の賜物ですね。
 超⾼級な祝い、謹んで頂きます（笑）。

ＳＳＳさん、元神楽坂市⺠って、ますます何者なのかわからなくなってきましたよ（笑）。
 このペコちゃん、お顔が少し怖いですが元祖なんですよね︖

https://bbsee.info/straylove/id/1854.html?edt=on&rid=1860
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1860
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/96c5c28becf18e71190460a9955aa4d8.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/1854.html?edt=on&rid=1861
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1861


 
有難く頂戴します、ご馳⾛さまです︕

xxxさんへ

1862 選択 stray 2007-10-31 21:41:53 返信 報告

たいへんお待たせしましたが、本⽇、「皐ギャラリー」オープンしました。
 どこにも⾏きませんが、１⽇も早く⾒に来て下さいね︕（笑）

xxxギャラリーのオープンが10/13でしたので、まだ２週間ちょっとしか経っていません。
 ずい分前のことのように思えるのは私だけかなあ（笑）。

皐ギャラリーにかまけてて、xxxギャラリーの更新が滞っていましたが、
 今まで頂戴した作品を「⾵の便り」フォルダに、元画のまま収蔵しました。

 合わせてご確認ください。

皐バルーン（０７）発⾒︕︕

1863 選択 アネ研 2007-10-31 21:51:17 返信 報告

 皐ギャラリーオープンおめでとうございます。
 まずは、スタッフのみなさんお疲れさまでした。
 そして、待ちに待っていた皐フリークの皆様お待ちどうさまでした。

 ⼀度⼊ったら、なかなかでられませんよ。

いつまでも愛される皐ギャラリーでありますように・・・

Re:「皐ギャラリー」本⽇オープンです︕
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1864 選択 皐 2007-10-31 22:00:04 返信 報告

miyaさんへ☆
 綺麗な花束をありがとうございます︕(o≧ω≦o)⾊合いが優しくて、

 すごくお気に⼊りになりました☆ﾐ 部屋に飾っておきたいぐらいです♪♪
 miyaさんにとって附属美術館が楽しみの1つであるのなら、

 所⻑と部⻑を始め、私も嬉しく思います(*^∇^*)
 きっとxxxさんも同じ気持ちで居ると思いますよ︕
 お祝いのコメントに素敵な花束をありがとうございました︕(o^∇^o)

xxxさんへ☆
 所⻑がxxxさんへのお知らせを載せていたので、私も⾔っておこう︕(笑)

 体調がいい時に、ぜひ⾜を運んでみてくださいね(o^∇^o)☆ﾐ
ペーパーのスライドショーはかなりオススメですよ(o≧∇≦o)(笑)

xxxさんのギャラリーOPENから2週間ちょっとしか経ってないみたいですが…、
 私も随分前の事のように感じますね(◎’_’◎)どうしてでしょう?!(笑)

Re:アネ研さんへ☆

1865 選択 皐 2007-10-31 22:04:58 返信 報告

アドバルーンが︕︕(笑)しかも2つもある〜(●＞∀＜●)アネ研さんありがとうございます︕
 膨らますの⼤変だったのでは!?(◎’□’◎)(笑)

アネ研さんには⾊々と提案をしてもらえて、本当に感謝しています(≧ω≦｡)
 お祝いの⾔葉と嬉しいコメント…ありがとうございますね☆ﾐ

Re:「皐ギャラリー」本⽇オープンです︕

1866 選択 オーマイ 2007-10-31 22:18:21 返信 報告

みなさん、こんばんはです。
 早速、ギャラリー拝⾒させて頂きました。
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 メニュー２しか⾒てませんが、改めてＺ研の⽅々はスゴイですね。
これからも素敵な作品で癒してくださいね。

 （祝いは鯛しか思いつきません）

Re:「皐ギャラリー」本⽇オープンです︕

1867 選択 ＤＯＭＩＮＧＯ 2007-10-31 22:43:05 返信 報告

皆さん、こんばんは。
 皐ギャラリーオープンおめでとうございます＾＾ノ

 早速拝⾒させていただきました＾＾ｖ
 いや〜、素晴らしい︕

 「Secret paper」、いい味出てます＾＾︔

Re:「皐ギャラリー」本⽇オープンです︕

1868 選択 stray 2007-10-31 23:10:58 返信 報告

皐ちゃんは、もうお眠だと思いますので（笑）、私が代わってレスを。

miyaさん、こんばんは。xxxギャラリー開設以来でしょうか。
 #18:18:18って書いてあったので、花の数、数えちゃいました（笑）。

 が、途中で⽬が霞んでわからなくなりましたが…（笑）。
 キレイなお花ですね︕ お祝いどうもありがとうございました︕

アネ研さん、⾼かったでしょ︕（笑）２つで10万円くらいかな。
 ⼼のこもったお祝い、どうもありがとうございます︕

オーマイさん、こんばんは︕
お頭付きの鯛とは、⽬出度いですね︕ありがとございます。

 皐作品はどんどん増えますので、毎⽇チェックして下さいね︕（笑）
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ＤＯＭＩＮＧＯさん、こんばんは。
「Secret paper」は、腹が痛くなるほど⼤笑いしましたが、当事者以外にはさほど…（笑）

 笑い声は「本物のパー⼦さん」なんですよ︕（笑）

どなたか、お祝いに、鯛の刺⾝の⾈盛りをお願いできますでしょうか︕（笑）

おめでとうございます︕

1869 選択 yan 2007-11-01 01:23:14 返信 報告

Z研のみなさま、「皐ギャラリー」オープンおめでとうございます︕

ステキ過ぎです☆★☆
 あ〜癒される…

 皐ちゃんの作品とZARDの曲のコラボは最強ですね︕

遊び⼼も満載で楽しめます（＾＾）
 Secret Paperの⼒の⼊れ具合に度肝を抜かれました

あー、もう寝ようと思ってたのに寝れなくなっちゃった（笑）

では、これからも応援してます︕

p.s.
 ⼿ぶらですいませんm(__)m

祝「皐ギャラリー」

1871 選択 ALIL.1967 2007-11-01 01:49:32 返信 報告

研究所の皆様 おめでとうございます。
 まだ⼀部しか⾒ておりませんが，すばらしいいギャラリーができましたね。泉⽔さんも，楽しみにしていたそうで，

のぞきにきてくれています。
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ダウンロードリンクが…

1872 選択 ｍｉｙａ 2007-11-01 08:28:37 返信 報告

おはようございます。

楽しませてもらっております。

>運悪く「ハズレ」を引いても、… 
  嬉しいハズレですよ。

「当たり︕」と表⽰されますか (^-^︔ゞ
  チョット 難易度⾼いのかな… (>_<)

 ＃ >2007-10-31 18:18:08 

   >いずれも10/6までの期間限定となっていますので
  

ｍｉｙａさんへ

1874 選択 Ｔ２８ 2007-11-01 09:32:12 返信 報告

おはようございます。サポート担当者です。（笑）
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> 「当たり︕」と表⽰されますか (^-^︔ゞ 
>  チョット 難易度⾼いのかな… (>_<)

「⼤当たり︕」と表⽰されます。 
 ちょっと難しすぎましたかね・・・。所⻑には「お蔵⼊りにする気か︕」って⾔ったんですけどね。（笑）

・ヒントを⼀つ。 
 「ハートに⽕をつけて〜ピアノ・インストゥルメンタルver.〜」を聴きながら探して下さい。 

・特別ヒントをもう⼀つ。 
 番号ボタン以外ですよ。この⼆つのヒントを組み合わせれば分かると思いますので。

折⾓作ったので、お蔵⼊りにならないように、頑張って探して下さいね。（頼） 
 

Special Gallery に関して

1875 選択 stray 2007-11-01 11:34:23 返信 報告

オープンからまだ半⽇ですが、多くの皆様にご来館いただき、誠にありがとうございます。

「Special Gallery」に関して、少々宣伝させて下さい。
 作品に合わせて曲が切り変わる⾃動スライドショーが作れないか、さんざん検討しました。

 UPできるファイル容量が3Mまでのため、10曲程度なら何とかなるのですが、
 皐ちゃんの作品はどんどん増えていくので「無理」だという結論に達し、

 最終的に「4th Media Gallery」のような形になったのです。

ところが、館⻑（＝部⻑）は諦めきれなかったようで（笑）、
 所⻑に内緒で、⼀⼈コツコツ夜なべして、オープン前⽇に完成させてしまいました。

 ファイル容量が⼤きいため、アップすることは叶いませんでしたが、
 皐作品の歌詞に合わせて１曲１曲の⻑さを１秒単位で調整しながら作った、Ｔ２８部⻑の⼒作です。

せっかくなので、皆様にも⾒ていただきたく、隠しリンクにして配布しましたが、
 隠しリンクがなかなか⾒つけられなかったようですね。

 けっして、部⻑の作品をお蔵⼊りさせようって魂胆からではありません（笑）。
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リンク上ではマウスの形状が変わりますので、「4th Media Gallery」に⼊ったら、
マウスをあちこち動かしてみて下さい。すぐに⾒つけられると思います。

Re:「皐ギャラリー」本⽇オープンです︕

1876 選択 LUNA 2007-11-01 12:27:39 返信 報告

皆様、こんばんは!
 That's a great website,and thank you very much!

 I found the secret files.(6 files? ^^)
 It's really interesting!

LUNAさんへ

1877 選択 Ｔ２８ 2007-11-01 12:50:06 返信 報告

こんにちは。
 ご観覧ありがとうございます。

 あと⼀つ秘密のリンクがあります。
 秘密のリンクから2個のファイルをダウンロード出来ます。

頑張って探して下さい。

Hello. 
 Thank you for seeing. 

There is a link secret by another one. 
 The file of 2 pieces can be downloaded from a secret link. 

 Please hold out and look for.

通じるのかな〜。（笑）
 

本当に申し訳ございません ...

1878 選択 LUNA 2007-11-01 14:52:18 返信 報告
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I made a big mistake!
Now I should use "こんにちは"...

Ｔ２８さんへ~
 I am looking for it hard!

おめでとうございます。

1879 選択 なしぼー 2007-11-01 15:15:21 返信 報告

皆さん、こんにちは。
 お疲れ様でした。

 皐さん、ギャラリーオープンおめでとうございます♡
 ⾒応えあります︕ ゆっくり楽しませてもらいました。

 これからも皐ちゃんのセンスと技術で、素敵な作品を作り続けて下さいね。

⾃⼒で当たりだそうと、あっちこっちクリックしました。かなり苦労しましたが、⾒つけることができましたよ。ぼ
ーっと⾒⼊ってしまいました。当たって良かった〜。皆さんも頑張って下さいね。

Re:皆さんありがとうございますね︕♡

1880 選択 皐 2007-11-01 17:45:08 返信 報告

オーマイさんへ＞
 ギャラリーを⾒て下さってありがとうございますね︕(o^∇^o)嬉しいです☆ﾐ

私も所⻑と部⻑の技術には驚いています︕スゴイですよね〜(◎’∀’◎)
 これからもちょこちょこと更新していくと思うので、オーマイさんにまた癒しを感じてもらえれば幸いです☆ﾐ

 お祝いのコメントに鯛をどうもありがとうございました(●＞∀＜●)

ＤＯＭＩＮＧＯさんへ＞
 こんばんは︕⾒に⾏ってくださってありがとうございますね(o^∇^o)「Secret paper」はある意味

 ⾊んな想いがつまってる(笑)ので、楽しんでもらえたら嬉しく思います(o≧ω≦o)
 お祝いのコメント、ありがとうございました☆ﾐ
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yanさんへ＞
yanさんにも癒しを感じてもらえるようなギャラリーになっているみたいで嬉しいです︕

 『ステキ過ぎです☆★☆ 』と⾔ってもらえて感激ですよ(o≧∇≦o)
 本当にありがとうございます︕︕「Secret Paper」では結構思い⼊れ(笑)があるので、

 度肝を抜かれるような出来になっていれば幸いです(=^⽫^=)(笑)
 yanさん、お祝いコメントどうもありがとうございました☆ﾐ

ALIL.1967さんへ＞
 お祝いコメントどうもありがとうございますね︕(o^∇^o)泉⽔さんも覗きに来てくれたようで

 ホントに嬉しいです☆ﾐ 泉⽔さん、「Secret Paper」を⾒て、さぞ驚いたのではないでしょうか(笑)
 ギャラリーも⼤満⾜の出来で、ALIL.1967さんにも楽しんで頂けたら幸いですね(o^ω^o)

miyaさんへ＞
 楽しんでもらえてホントに嬉しいです(o^∇^o)部⻑の⼤ヒントで「⼤当たり」は引けたでしょうか｡｡｡

 でも、「ハズレ」はまったく「ハズレ」じゃないぐらい嬉しい品ですよね☆ﾐ

 
 To．LUNAさん＞

 LUNAさんこんばんは︕お祝いのコメントありがとうございますね(o^∇^o)
 (Good evening LUNA! Thank you for the comment of the celebration.)
 期間限定の企画も楽しんで頂けて嬉しいです☆ﾐ

 (I am glad to have you enjoy the time-limited plan.)
 最後のダウンロードリンクはもう⾒つかりましたか︖(o^ω^o)

 (Were you able to already discover the last download link?)
 通じるのかな〜??（笑）

なしぼーさんへ＞
 こんばんは︕なしぼーさんにも楽しんでもらえて嬉しいです〜(o≧∇≦o)

 ⾒応えがある出来なら、本当に頑張って作った甲斐がありますね︕
 これからも加⼯画が増えていった時には、更新を部⻑と所⻑にお願いしようと思ってます♡(笑)

 ところで、期間限定企画の「Special Gallery」は発⾒できたみたいですね(o^∇^o)
 皆さんも頑張ってGETしてほしいところですね☆ﾐ



Re:「皐ギャラリー」本⽇オープンです︕

1881 選択 LUNA 2007-11-01 19:29:02 返信 報告

皐さんへ~
 I found the secret sign(*♪*),and downloaded the files from that link.

 It's a beautiful and great animation too!
 Thanks again...^^

To LUNA

1882 選択 stray 2007-11-01 20:11:48 返信 報告

Hellow, You found our signature(*♪*), congratulations!（笑）
 The enjoyment is a light. 

 Thank you !

Re:「皐ギャラリー」本⽇オープンです︕

1883 選択 PAN 2007-11-01 20:59:03 返信 報告

皐ギャラリー、オープンおめでとうございます︕︕
 昨⽇はお祝いに駆けつけることが出来なくてほんとうに申し訳ありませんでした。

 今回、ギャラリーの作品を制作された皐さんは、いっさい妥協することがなく曲作りに⼿掛
けてこられた坂井さんの姿に通じるものを感じ、ほんとうに素晴らしいと思います。また、
⼯期の少ない中で⽇夜ギャラリー建設、プロデュースに尽くされたstray所⻑、T28部⻑、
ほんとうにお疲れ様でした︕︕

Re:「皐ギャラリー」本⽇オープンです︕

1884 選択 苦⾔を⾔わせてください 2007-11-01 21:19:05 返信 報告
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すみません。
坂井泉⽔様の作品を「粗品」とはどういう事でしょうか?

 ご⾃分の作品を「粗品」と称するならともかく、良識を疑います。

粗品（そしな）とは、

1885 選択 stray 2007-11-01 21:27:12 返信 報告

粗品（そしな）とは、来店や商品の購⼊、契約などのお礼として贈呈される品物のこと。
 本来は、他⼈に贈呈する品物の謙遜した呼び⽅であるが、

 ⽇常的には主に商⽤⽬的におけるお礼の品物として解される。

Re:「皐ギャラリー」本⽇オープンです︕

1886 選択 皐 2007-11-01 21:42:49 返信 報告

To．LUNAさん＞
 「Special Gallery」をGET出来たようですね︕良かった︕

 (seems to have been able to get "Special Gallery"! It was good︕)
 楽しんでもらえて、嬉しいです♪♪

 (is glad you enjoy here. ♪♪)
 ありがとうございました(o≧∇≦o)

 (Thank you.(o≧∇≦o))

PANさんへ＞
 こんばんは︕お祝いコメントに花束どうもありがとうございますね(o^∇^o)

 加⼯画を作る時にはいつも“納得のいくものを”というのを⼼がけているので、
 PANさんにそんな⾵に感じてもらえていて嬉しいですね☆ﾐ

 ギャラリー造りに関しては、本当に部⻑と所⻑に感謝しています︕
 PANさんにも夜⾷のパンをたくさん頂いて、⼼が和みました(o^ω^o)

 ありがとうございますね︕これからも密かにパンを楽しみにしています｡｡｡☆ﾐ(笑)
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苦⾔を呈しっぱなしですか︖

1887 選択 stray 2007-11-01 22:58:41 返信 報告

⾼価な品でも”つまらないものですが…”と相⼿に差し出すのが⽇本⼈の美徳。

「名前も名乗れない」「⾃分の投稿に責任を持てない」ような⼈は、
 ⼆度と来ないでいただきたい。

お蔵⼊り… 

1889 選択 ｍｉｙａ 2007-11-02 08:03:31 返信 報告

おはようございます。

スペシャル・ヒントを頼りに探知機でコツコツと…
 現れるのは、進⼊禁⽌マーク、横▲と■のボタン

 変ですねぇ〜

この間、幾度も々、⼼地よいピアノ曲を聴きましたよ。
 オルゴールのようにピアノ曲のCDも発売されているのでしょうか。〜話がそれました (^-^︔ゞ

＃Strayさんと同様に眼が霞んできます。

ｍｉｙａさんへ

1890 選択 stray 2007-11-02 08:26:40 返信 報告

おはようございます︕
 まだ⾒つからないんですか︕困ったちゃんですねぇ（笑）。

 LUNAさんが答えを書いてしまってるんですが、
 ”♪”マークに「⼤当たり」へのリンクが張ってあります。

 これでもわからないと重症ですよ（笑）。
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ZARDのピアノ・インストゥルメンタルCDはないと思います。
オムニバスの中に１曲っていうのは確かあったような…。

 調べておきますね。

(*♪*) ですね︕

1891 選択 ｍｉｙａ 2007-11-02 09:12:47 返信 報告

Stray さん おはようございます。

安直に教えていただきすみません。
 (*♪*)に気がつきませんでした。

これから出勤ですので帰宅したら早速…。 楽しみです。

＃「粗品」の件、あちらの板に… ︖︖︖
 

苦⾔を⾔わせてください さんへ

1892 選択 Ｔ２８ 2007-11-02 09:40:45 返信 報告

おはようございます。
 挨拶⽂の「粗品」に対する苦⾔に、仕事上、「粗品」を差し上げる機会が多いので、経験をふまえてお答えします。

 まず私達が考える「粗品」とは、所⻑が書かれている通り、＜贈り物の謙称＞です。

私は、「粗品」の価値は受け取る⼈が決めることだと考えています。
 差し出す側は､「つまらないものですが・・・」と⾔いますが、

受け取った品を「素晴らしい」と感じるか、⾔葉通り「つまらない」と感じるかは、受け取る⼈によって違います。
 もし「素晴らしい」と感じたなら、それでいいはずで、仮に「つまらない」と感じたのなら、それまでです。

経験上、差し出す側がどんなにいい品だと思っていても、受け取る⼈の反応は様々です。
 すべての「作品」を所有しているファンにとっては、貰っても嬉しくないでしょうが、

 少なからずそうでない⼈も居ると思います。その⽅達への「粗品＜贈り物の謙称＞」です。
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最後に、「粗品」には、＜粗末な品＞の意味も持っていますが、
研究所の⼈間に、そんな事が頭をよぎった⼈は⼀⼈も居ないはずです。これだけは分かって頂きたいです。

 もちろん、私が作った物は「粗品＜粗末な品＞」です。重々⾃覚しております。
 しかし、その中にも、坂井さんの「作品」や⼀⽣懸命「加⼯画」を作った⽅の想いが詰まっています。

 私が作った部分はともかく、その気持ちは汲んで頂きたいと思っております。
 

初めまして・・

1893 選択 AQUA 2007-11-02 11:03:48 返信 報告

皆様、初めまして。AQUAと申します。

お友達のmiyaさんからここを教えていただき、
 以前から度々拝⾒させていただいておりました。

「皐ギャラリー」オープンおめでとうございます︕
 早速拝⾒させていただきました。

 「Special Gallery」も、⼤当たりが出ました。
 ただただ、スゴ〜イ!!と尊敬です︕

 それと「Secret Paper」、とっても楽しいです＾＾

話は変わりますが、私には９歳の娘がいます。
 私と旦那がZARDファンなので、その影響で

 娘もZARDファンなんです︕

これからも家族全員で、ZARDを愛していきます︕

ご祝辞ありがとうございます

1899 選択 Ｔ２８ 2007-11-02 13:07:56 返信 報告

AQUAさん、はじめまして。
 miyaさんのお友達ですか、初カキコありがとうございます。
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それから「皐ギャラリー」へのご祝辞ありがとうございます。
⾄らないところも多々ございますが、楽しんで頂けて嬉しく思います。

そうですか、娘さんもZARDファンですか︕
 まだまだ⻑くZARDを聴き続けてくれる⽅が居るって事で安⼼しますね。

> これからも家族全員で、ZARDを愛していきます︕ 
 ⼼強いですね。私も「負けないで」頑張ります。（笑）
 今後ともZ研をよろしくお願いします。

miyaさんへ
 お友達の御紹介ありがとうございます。これからもどうぞよろしく︕

 あれっ︖お友達の⽅が先に隠しリンクを⾒つけちゃったのですか︖ とにかく頑張って♡
 

Re:「皐ギャラリー」本⽇オープンです︕

1903 選択 xxxよりの使者 2007-11-02 13:53:07 返信 報告

遅くなりましたが、
 Z研究所の皆様、皐ギャラリー開設おめでとうございます。

xxxも待ち望んでいたのですが、今は来館する事が出来ません
 来館した際は改めてご挨拶をする事と思います。

 とても楽しみにしているようで、ペーパー物はどんな感じだと聞いてくるので、
 私が、内容を説明しようとすると「⾔うな︕楽しみがなくなる」と怒る始末で困っています

（笑）

今⽇は、xxxが皐さんの為に作っていた、お祝いの画像を代わりにお持ちしました。
 カラーのブーケだそうです、娘さんが、結婚する時は絶対これを持たせると⾔っていました。

 （まだ、その予定は無いようなのですけど、、、、）

P.S
 私は、ZARDのファンと⾔える者ではないのですが、

 いつも皆様からxxxに頂いたメッセージをコピーしながら読ませて貰っています。
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xxxが皆様の事を⼤切に想っている理由が、よく解ります。
先⽇、Z掲⽰板の⽅に思わず書き込んでしまって、

 ZARDの事は何も知らない部外者なのに余計な事をしてしまったと、深く反省しています。
 strayさんは、xxxの事を理解されてると聞き、投稿いたしました。。。お許し下さい。

 xxxを必ずここに連れて来ますので、それまで暫くお待ち下さいますようお願い致します。

xxxよりの使者様へ

1905 選択 Ｔ２８ 2007-11-02 15:16:45 返信 報告

はじめまして。Ｔ２８と申します。
 先⽇のZ板での書き込みも拝⾒しておりました。そんなに反省する程の事ではないと思いますよ。

 みなさん、xxxさんの事を気に掛けての事ですので、どうか許してあげて欲しいです。

ブーケのお祝い持参での、「皐ギャラリー」へのご祝辞ありがとうございます。
 stray所⻑はめずらしく（︖）忙しいようで、御返事が遅くなるかも知れません。
 皐ちゃん御本⼈は⼣⽅頃には、きっと⼤喜びで現れるでしょう。（笑）

 お⼆⼈に変わって御挨拶申し上げます。

xxxよりの使者様、わざわざお知らせ頂いてありがとうございました。
 xxxさん御本⼈の御来館を⼼よりお待ちしていると、お伝え頂けたら幸いです。

 

AQUAさん、ようこそ︕

1910 選択 stray 2007-11-02 17:13:00 返信 報告

はじめまして、所⻑のstrayです。 
 （miyaさん、ご紹介下さってどうもありがとう︕）

  
ご祝辞ありがとうございます。「皐Ｇ」楽しんでいただけたようで何よりです。

 ご夫婦・親⼦揃ってZARDファンとは︕羨ましいかぎりです。
 今からお嬢さんにコアな情報をびしばし叩き込んで下さいな（笑）。

 今後ともどうぞよろしくお願いします。
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xxxよりの使者さんへ

1914 選択 stray 2007-11-02 17:28:16 返信 報告

はじめまして、所⻑のstrayです。
 ご丁寧にどうもありがとうございます。

xxxさんのお加減が悪いのでなければよいのですが…。
 xxxさんは皐ギャラリーの完成をとっても楽しみにされていました。

 私もxxxさんの励みになればと、急いで頑張って作りました。
 お互いに尊敬し合ってる「xxxさん」と「皐ちゃん」の作品を展⽰できて、

 感慨ひとしお、喜びに浸っております。

xxxさんに、”ご来館をお待ちしておりますが、くれぐれも無理なさらないで”と、
 ”カラーの花をじっと⾒つめる泉⽔さんも、とても素敵な作品ですね、どうもありがとう︕”

 とstrayが⾔っていたと、お伝え願えれば幸いです。
 

Re:AQUAさんへ☆

1915 選択 皐 2007-11-02 18:10:08 返信 報告

こんばんは︕初めまして、皐と申します(o^∇^o)
 この度は「皐ギャラリー」に⾜を運んで頂き、本当にありがとうございます︕︕

 ⼤当たりの「Special Gallery」をGET出来たのですね☆ﾐ
 T28部⻑の⼒作を堪能してくださいね(*^u^*)

「Secret Paper」の⽅も楽しんで頂けたようで、嬉しいです︕

ところで、AQUAさんは家族全員ZARDファンなのですね︕
 素晴らしい家族〜♡(笑)娘さんもきっとカワイイんでしょうね☆ﾐ

 泉⽔さんの歌声を聴きながら、素敵な⼥性になることでしょう(o^ω^o)
 そうなると、旦那さまは愛娘が⼼配になっちゃうかな︖(笑)

これからもZARDを愛していきましょうね︕☆ﾐ
 お祝いのコメントをどうもありがとうございました(o^∇^o)
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Re:xxxよりの使者さんへ☆

1916 選択 皐 2007-11-02 18:18:08 返信 報告

こんばんは︕お祝いの⾔葉をどうもありがとうございます(o^∇^o)
 それと、xxxさんからのお祝い画像も届けて頂いて、ホントに感謝です︕(o≧ω≦o)

xxxさんは今、ここに来る事が難しいみたいですね｡｡｡
 「お祝いの画像をどうもありがとうございます︕とっても素敵な出来映えですね☆ﾐ

 xxxさんとお話が出来る事を楽しみにして待っています(o^U^o)お⼤事に」と、
 お伝えしてもらえますか︖お願いしますね＾＾☆ﾐ

 ギャラリーの内容の⽅はxxxさんにも楽しみにしてもらえてて嬉しいですね♪♪
 ペーパー物を⾒たxxxさんの感想を聞きたいです(笑)

この度はxxxよりの使者さん、お祝いのコメントとxxxさんからの画像を
 届けてくださって本当にありがとうございました(o≧∇≦o)

P.S.Z掲⽰板ではxxxよりの使者さんに書き込みを頂いて本当に嬉しかったですよ︕
    akiちゃんとの共作作品を届けて頂いて、すごく感謝しています☆ﾐ

祝︕竣功 『皐ギャラリー』

1917 選択 Se 2007-11-02 20:43:10 返信 報告

stray所⻑様以下 ZARD研究所の皆様へ

皐ギャラリーの竣功おめでとうございます。
本掲⽰板ほかでお世話になっているＳｅと申します。

これまでも時折こっそりおじゃましておりましたが、アカデミックでコアな雰囲気にふれて、とても⼩⽣のようなな
まくらなミーハーファンの出る幕は無いと⾔うことでＲＯＭ専でおりました。

しかし、このたびの皐ギャラリーの竣功を⽬にして、⼀⾔お祝いを申し上げたいと思いおじゃましました。

⼤変すばらしい内容で、才能がうまくかみ合えばこんなものができてしまう・・・ということを⾒せていただきまし
た。
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 皐さんの⾮凡さは以前から感じていましたが、ギャラリーの所⻑様のコメントを読んであらためて納得しました。
周りの皆さんの暖かい協⼒をもらって、いきいきと励む皐さんの姿が⽬に浮かぶようです。

 若者の輝いている姿はまぶしいものですね。

⻑くなりましたので、皆さんのますますのご活躍をお祈りして失礼させていただきます。
 最後に、⼤当たりの豪華粗品有り難く頂戴いたしました。では。

 

隠しリンク＆AQUAさん

1918 選択 ｍｉｙａ 2007-11-02 20:50:29 返信 報告

こんばんは。

⽇課の病院より戻りました。

隠しリンクの「⼤当たり」Getしましたよ。(^-^︔ゞ
 「ハート」に拘っていました。お蔵⼊りならずよかったです。

 ボタンの画像とは違う楽しみ⽅ですね。ありがとうございます。

お友達のAQUAさんが訪問され紹介した甲斐があり嬉しいです。
 AQUAさんは泉⽔さんのようなイイ⼥を⽬指していますよ。

＃東京の外れ、⼩⾬が…  
 

Re:「皐ギャラリー」本⽇オープンです︕

1919 選択 atu-zardizm 2007-11-02 21:08:19 返信 報告

stray様、皐さん、Z研の皆様^^

OPENおめでとうございます♪
 先程、URLから⼊って⾒ましたが、「⾚い♡で〜♪」←スミマセン(^^; わ〜ん︕出て来ないよぅ。もう終わってし

まったのかなぁ．．．︖取り敢えず他の画像を楽しませて頂きました。どれも⼒作揃いデスネ︕これからも頑張って
下さい〜(^^)/~~~ 
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atu-zardizmさんへ

1920 選択 stray 2007-11-02 21:13:12 返信 報告

こんばんは︕ ご祝辞どうもありがとうございます。
 まだ終わってませんって。

 もしかして、スクロールする♪を追いかけてません︖（笑）
 じっとしてる♪ですよ（笑）。

ｍｉｙａさん、おめでとう︕

1921 選択 stray 2007-11-02 21:15:51 返信 報告

こんばんは。⾒つけましたか、よかったですね。
 安⼼していいですよ、まだ⾒つけられない⼈もいるようなので（笑）。

 ここに来られる⽅は、泉⽔さんのような素敵な⼥性が多いですよ〜（笑）。

Re:atu-zardizmさん まだまだ⼤丈夫です︕

1922 選択 ｍｉｙａ 2007-11-02 21:16:01 返信 報告

atu-zardizmさん まだ間に合いますよ。⼤丈夫です。
 オバサンだって出来ましたよ。

♡でなく♪ですよ。
  

 

Seさん、ようこそ︕

1923 選択 stray 2007-11-02 21:22:02 返信 報告
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はじめまして（ですよね）、所⻑のstrayです。
ご丁寧なお祝い、どうもありがとうございます︕

 まさに核⼼を突かれたコメントの数々、たいへん嬉しく頂戴しました。
 才能ある若者が、安⼼してのびのびと活動できる環境を整えることくらいしかできませんが、

 部⻑はじめ、才能溢れる所員の皆さんのご協⼒を得ながら、皆さんに喜んでいただける
 美術館にしていきたいと思っております。

私も部⻑も、おちゃらけ⼤好き⼈間なので、脱線することしきりです（笑）。
 それほどアカデミックでコアなサイトではないと思いますので（笑）、

 今後もどうぞ気を楽〜にしてご参加下さい。
 ありがとうございました︕

Re:こんばんは☆ﾐ

1924 選択 皐 2007-11-02 21:26:12 返信 報告

Seさんへ☆
 お祝いのコメントをどうもありがとうございますね︕(o^∇^o)

研究所も覗いていてくれたみたいで嬉しいです☆ﾐ

ギャラリーの内容の⽅は、stray所⻑T28部⻑、そして研究員の⽅達のおかげで
 素晴らしいものになっていると思います︕私の加⼯画を載せたものだけじゃ

 こんな楽しいサイトにはなっていませんね(*^ ^*)

Seさんには⾊々と嬉しい⾔葉をかけていただいて感謝です(●＞ω＜●)
 ありがとうございました︕︕

P.S.期間限定の企画も楽しんで頂けたようでホントに良かったです♪♪

*******************************************************************************

atu-zardizmさんへ☆
 お祝いの⾔葉をありがとうございますね☆ﾐ

 「⼤当たり」は⾒つかりませんか??
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引き続き、画像と⼀緒に楽しんでもらえると嬉しいです♪♪
♪を…じ〜っとしてるヤツをね♡（笑）

Re:「皐ギャラリー」本⽇オープンです︕

1926 選択 AQUA 2007-11-02 21:59:28 返信 報告

 
T28さん、strayさん、皐さん、miyaさん

 コメントありがとうございます♪
 とっても嬉しいです︕

 これからちょくちょくお邪魔させてもらいますので、
 よろしくお願いします。

娘はまだ９歳ですから、恋愛の詞とか
 意味がわかってないですけど、きっとこれから恋愛する

 歳になったら、もっともっと泉⽔さんの詞が好きになると思います＾＾

miyaさん、やっと最初の⼀歩が踏み出せました︕
 素敵な場所を教えてくださり、ありがとうございました♪

⼤当たり〜♪

1927 選択 atu-zardizm 2007-11-02 22:49:23 返信 報告

strayさん、miyaさん、皐さん^^ ありがとう〜☆

当⽅のPC不調のため、ブラウザのセキュリティレベルが邪魔して「♪」マークが表⽰されていなかったようデス。
 簡単でしたぁ v(^^)v ←知らなかったクセに．．．。

イヤ、これ凄いですね〜⾒⼊ってしまいましたw(°o°)w 
 勿体無いおばけが出そうなので、明⽇ゆっくり拝⾒させて頂きますね〜♪

でもちょっと⾒ちゃった．．．えへへ(=－ω-)ゞ
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ｍｉｙａ

やりましたね︕

1933 選択 GTO 2007-11-03 01:51:49 返信 報告

所員の皆様、

久しぶりにお邪魔したら、凄い事になってるではありませんか。
 いや〜、皐ギャラリーは⾒て聞いて楽しめる、素晴らしものに仕上がってますね。

 所員の⽅々が、毎⽇夜業なさったんですね....。
お疲れ様でした。

無事にsecretいただきました。
 ありがとうございます。

皐ギャラリーのオープンを祝して、乾杯︕

やりましたね︕乾杯︕

1934 選択 GTO 2007-11-03 01:54:16 返信 報告

所員の皆様、

久しぶりにお邪魔したら、凄い事になってるではありませんか。
 いや〜、皐ギャラリーは⾒て聞いて楽しめる、素晴らしいものに仕上がってますね。

 所員の⽅々が、毎⽇夜業なさったんですね....。
お疲れ様でした。

無事にsecretいただきました。
 ありがとうございます。

皐ギャラリーのオープンを祝して、乾杯︕

atu-zardizmさん、おめでとう︕
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1935 選択 stray 2007-11-03 11:20:49 返信 報告

こんにちは、Getできたよですね︕
 atuさんのPCが不調だったようすね。どうりでatuさんがわからないはずないもの（笑）。

ニューPCで、ゆっくりご覧になって下さいね〜。

GTOさんへ

1936 選択 stray 2007-11-03 11:23:28 返信 報告

こんにちは、お久しぶりです︕
 どこかで浮気されてましたね（笑）。

乾杯どうもありがとうございます︕（笑）
 お褒めいただき恐縮です。ご満いただけたようで嬉しいです。

 おそらく頻繁に更新することになると思いますので、毎⽇覗いて下さいね︕（笑）

Re:atu-zardizmさん・GTOさんへ

1972 選択 皐 2007-11-04 11:04:21 返信 報告

atu-zardizmさんへ
 ⾒つかったようですね︕おめでとうございます(*^∇^*)

 昨⽇はじっくりと⾒てもらえましたでしょうか??
部⻑の⼒作をご堪能下さいね〜☆ﾐ

*******************************
 GTOさんへ

 こんにちは︕お祝いありがとうございますね︕☆ﾐ
 1⽇出遅れちゃいましたが、乾杯︕(*≧∇≦*)(笑)

ギャラリーの⽅はxxxさんの展⽰室も含め、
 視覚でも聴覚でも楽しめるものに仕上がっていて

 それがGTOさんにとっても“素晴らしいもの”という⾵に
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 なっていれば嬉しいです︕(o^ω^o)
“secret”も無事にGET出来たみたいで安⼼しました︕☆ﾐ

最後にもう1度…☆かんぱ〜い♪♪
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