
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

終わりました︕︕

312 選択 stray 2007-09-14 22:10:19 返信 報告

21:50終了で、今ホテルに戻りました。
 出てくるだけで⼤変で（笑）、ハアハア。

 待ってね、ビール飲んでからレポートするから（笑）。

ZARDの元気なライブでした。

313 選択 stray 2007-09-14 22:19:45 返信 報告

涙を誘うような演出じゃありませんでした。
 １曲⽬の「揺れる想い」から涙が溜まったものの、何とか堪えて（笑）、

 あとは瞬きもせずにず〜っとスクリーンの泉⽔さんを⾒つめていました。
 ⽣バンド演奏に合せて、スクリーンの泉⽔さんが歌うZARDのライブそのものでした。

 余計な演出もなく、B'zや倉⽊⿇⾐は出なかったし、ガネの中村由利と⼤野愛果はコーラスに徹していました。
 もう⾒たことない映像のオンパレードで、えっ︕なに映像︖⼼の中でそれっかり叫んでました。

 普通の⼈なら９割⽅⾒たことない映像じゃないでしょうか。
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私の場合、７割くらいになっちゃいますけども（笑）。
最後は葉⼭さんが出てきて、やっぱり「負けないで」でした。

 ちなみに、promised you は流れませんでしたが、あのジャケがいつ撮ったのか⾒当つきましたよ。
 私ってば、そういう映像のあら捜しばっかりしてました（笑）

まずはここまで。
 質問は何なりと。副所⻑、待っててくれてありがと♡（笑）

⽬の前に泉⽔さんが…

315 選択 stray 2007-09-14 22:26:21 返信 報告

私の席は２階のステージ正⾯、前から３列⽬だったので、巨⼤スクリーンと同じ⾼さだったのです。
 良い席でした。泉⽔さんと同じ⽬線なんですから。

 アリーナの⼈は⾸が痛くなったんじゃ（笑）。
 しかも真正⾯ですからね。ステージは演奏＆コーラスだけなので、⼈の顔なんて分からなくてもいいわけで、

 泉⽔さんと何回⽬が合ったことか︕（笑）

お茶⽬な映像もたくさんあって、泉⽔さんから♡をいっぱい貰ってきました（笑）。

いや〜ん、所⻑おかえりなさい︕

316 選択 ドルチェ 2007-09-14 22:29:08 返信 報告

すっごくすごく待ってたよー♡（笑）

なになに９割⽅未⾒の映像ですって︕︕すご過ぎる〜。
 promised you ジャケ写にもヒントあり︕︖

 聞きたいことはたっくさんあるけど
 ちょびっと他のスレにレスしてすぐ戻ってきますね♡

 

だって、⻑いんだもん（笑）

317 選択 stray 2007-09-14 22:37:48 返信 報告
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相⽅、皐さんはお⺟さんに叱られて寝ちゃうまだお⼦ちゃまなんだから、ひがむんじゃないの︕（笑）

開始が少し遅れて19:08くらいだったかな。
 アリーナ席なんてまだ６割くらいでしたよ。で、終わりが21:50だから、2:40くらいぶっ続け。

 曲⽬は、いっぱいありすぎて覚えてない（笑）。
 最初と最後は書いたよね︖

 「グロリアス・マインド」も流れました。けっこうボーカル⼊ってましたよ。
 英語の詩らしくて、何⾔ってるかわかんなかったけど、アップテンポな曲でした。

 涙が出るようなバラードじゃないです。ＣＤ発売するそうです。
 あと、来年もまた追悼ライブやるようなこと⾔ってました。あの演出なら毎⽇でもやれるでしょう。

Re:終わりました︕︕

318 選択 Ｔ２８ 2007-09-14 22:39:36 返信 報告

stray所⻑、ライブお疲れ様でした。
 エンジョイ出来たようで、記念すべきＺＡＲＤ初ライブ体験になりましたね。

 もう少し楽に楽しまれたらいいのに・・・、なんか博⼠が研究会に出席したみたいですよ︕（笑）

> 私の場合、７割くらいになっちゃいますけども（笑）。 
また、ちょろっと⾃慢⼊ってるし。（笑）

stray所⻑、「Oh my love」の映像、⼼臓に悪いらしいけど、⼤丈夫でした︖（笑）
 

「Oh my love」の映像は、

320 選択 stray 2007-09-14 22:46:06 返信 報告

部⻑、ごめん。ついつい所⻑モード⼊っちゃって、最初の１時間はスクリーンに釘付けだったけど、
 後半は⾒慣れたPVが多かったので、少しだらけてしまいました。

 「Oh my love」の映像は、ジーパンをちょん切った単パンに、⽩のV⾸サマーセーター映像で、
 泉⽔さんのおみ⾜に釘付けでしたね（笑）。

私が探しつづけてきた、幻の「HOLD ME」のPVがたくさんありました。感動ものでしたよ︕︕

https://bbsee.info/straylove/id/312.html?edt=on&rid=318
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=318
https://bbsee.info/straylove/id/312.html?edt=on&rid=320
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=320


お待ちしてました。

321 選択 なしぼー 2007-09-14 22:47:52 返信 報告

こんばんは。皆さんも書き込んでいらっしゃるかな︖写真もたくさんＵＰして下さって、雰囲気が伝わってきまし
た。（ホテルの写真でチケット⾶んでいかないかちょっと⼼配しましたけれど、窓あったんですね。）お疲れなの
に、早速レポート書いて下さってありがとうございます。楽しんでこられたみたいなので、良かったです。映像って
どんな場⾯だったのでしょう︖ちょこっとでいいです。何かpromised you のジャケットに関する情報を得られたと
か︖また、落ち着いたら教えて下さいね。（昨⽇は、お忙しいのに書き込んじゃってすいませんでした。タイミング
悪かったです）

Re:終わりました︕︕

322 選択 ドルチェ 2007-09-14 22:51:57 返信 報告

部⻑︕
 > 私の場合、７割くらいになっちゃいますけども（笑）。 

ちょろっと⾃慢ですね〜。そこ私も笑った（笑）

幻の「HOLD ME」のPV︕︕︕⾒たいーっ︕
 ビジュアル的にあの頃の泉⽔さんが⼀番好きな私にとっては聞いただけで失神モノ︕ DVDにしろ〜

ディナーが来たので

324 選択 stray 2007-09-14 22:55:30 返信 報告

←ピンポーン、ルームサービスが来ました（笑）。

１５分くらい休憩します。その間に質問をどうぞ。

ドルチェ副所⻑はさすがに⼥⼼がおわかりで。部⻑に教えて下さいね。モノより♡だってこ
とを（笑）。
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モノより♡ネ・・・

325 選択 Ｔ２８ 2007-09-14 23:03:49 返信 報告

ドルチェ副所⻑、ＤＶＤにして発売する噂、もう出ていますね。
 いろんな情報⾒る限り、実現性かなり⾼そうですよ︕

> 部⻑に教えて下さいね。モノより♡だってことを（笑）。

そうか最近♡ハート付けるの忘れてた︕（笑）
 皐さんおやすみ〜♡♡♡ ←これでどうだ︕（笑）

 

Re:終わりました︕︕

326 選択 ドルチェ 2007-09-14 23:19:17 返信 報告

部⻑、DVD化の噂ってもう出てるんですか︕︖ドルチェうれP♡
 ＞そうか最近♡ハート付けるの忘れてた︕（笑） 

 ＞皐さんおやすみ〜♡♡♡ ←これでどうだ︕（笑）
 …そういう問題じゃないような︖（爆）

所⻑に質問です♡
 泉⽔さんがちゃんと曲に合わせて歌ってる映像もたくさんありましたか︖覚えていたらなんの曲かも教えて♡♡

⼀番印象に残った曲・映像は︖選ぶのすっごく難しいと思うけど、聞いてみたいの。
 

副所⻑、どこに⾏ってたのよ、

328 選択 stray 2007-09-14 23:31:24 返信 報告

なしぼーさん、コメント読みました。ごめんね、今⽇は興奮してるから後でまともなレスします（笑）。

ドルチェ副所⻑様、どこに消えてたわけ︖︕（笑） 
 明⽇もお仕事ですか︖お休みならもうちょっと付き合ってね♡、私少し興奮してるから（笑）。 

 夜のお誘い多いのわかるけど、たまには所⻑と副所⻑で…（笑）。
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えっと、｢揺れる想い」で始まって、意外だったのが次が「この愛に泳ぎ疲れても」だったんです。
たぶん読んでないと思うけど、「この愛に泳ぎ疲れても」のPVがpromised you ジャケの撮影年⽉を

 解くカギになりそうだって話になったのね。私とカーディガンさんとで。
 だから、⽬を⽫にして映像に集中して、ヒントを得たわけんです。何しにライブに来たんだろう（笑）。

 その件はあとで詳しく（覚えていればだけど）するけど、曲⽬としては、シングルの他に印象的だったのが、
 「眠り」

 「デンジャラス・トゥナイト」…ごめん英語が出てこない。
 「season」

 ああ〜、覚えてない（笑）。

明⽇は休みよ♡

329 選択 ドルチェ 2007-09-14 23:44:16 返信 報告

所⻑、今⽇はとことん付き合っちゃいます♡
 あとで少しNYまで出張させていただきたいんですけど…（照）

へ〜、｢揺れる想い」の次に「この愛に泳ぎ疲れても」︕︖いきなり激しいのがくるのね。
 所⻑とカーディガンさんの「この愛に泳ぎ疲れても」の話は読んだよ︕

 あれは読むのキツカッタ〜。けど私もすっごい納得しました。
 是⾮落ち着いてから、その件について報告して︕（ホントはすぐ聞きたいけど…ボソッ）

なんと︕所⻑も私もイマイチ（汗）な「デンジャラス・トゥナイト」もあったんですか。へぇ〜へぇ〜。
 「サヨナラ⾔えなくて」「ハイヒール脱ぎ捨てて」とかはあった︖

 

皆さん、激しすぎて⼊り込めませんか︖

330 選択 stray 2007-09-14 23:56:05 返信 報告

すみません、なんか興奮しっぱなしで。
 良かったですよ、良かったけど、ライブで流した映像をDVD化︖するってことは、

 まだまだたくさんあって、それで来年もライブが出来るってことですよね︖
 ん〜、なんかそうなると、ビーイング商法に負うところが⼤きくてファンはしらけるんじゃないかなあ。
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カメラ・ビデオ・録⾳機はチェックなしだったので、オーディエンス録⾳や、
もしかしら映像までヤフオクで出品されるかもしれませんね。私は何も持っていかなかったけど。

ドルチェ副所⻑。じゃあ⼆⼈でしっくりやりますか。
 「この愛に泳ぎ疲れても」の件はあとでね。

 「サヨナラ⾔えなくて」「ハイヒール脱ぎ捨てて」はなかったですね。
 「遠い⽇のノスタルジア」と「⼆⼈の夏」「あなたに帰りたい」…

 もっといっぱいあったけど、わかんない（笑）、ごめん。
 

Re:終わりました︕︕

331 選択 stray 2007-09-15 00:06:37 返信 報告

「不思議ね」もあったんですけど、全然⾒たことないPVでした。
 ZARD研究なんて意味ないかも知れませんね。今⽇の映像⾒てそう思いました。

 次々に新事実が出てくるんじゃ研究にならないもんね。

AL「HOLE ME」のPVは確かに存在している。（お蔵⼊りになったけど）
 お蔵⼊りの理由は、泉⽔さんがお茶⽬モードなので、使えなかったのでしょう。（でもカワユイです）

 ⽇本⻘年館で撮ったPVと、テレ朝のスタジオ貸し切った映像のほかに、
 AL「HOLE ME」の映像と、もう⼀つ別のスタジオ（⼩さめ）で撮ったPVが存在する。

以上です。ごめん、皆さん私の涙のポートを期待していたのかあなあ…。（反省）
 

Re:終わりました︕︕

332 選択 ドルチェ 2007-09-15 00:10:36 返信 報告

⼤丈夫、その興奮私が全部受け⽌めるから︕

えっ、⼊場チェックなかったの︕︖所⻑の⽬がビデオだったら良かったのにね。。。
 でもきっと持ってても泉⽔さん映像に釘付けで撮るひまなさそう。

 「遠い⽇のノスタルジア」「⼆⼈の夏」あ〜すごい好き。
 

https://bbsee.info/straylove/id/312.html?edt=on&rid=331
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=331
https://bbsee.info/straylove/id/312.html?edt=on&rid=332
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=332


これは泉⽔さんがちゃんと歌ってる映像で︖︖
シングルでね、未⾒で泉⽔さんが歌ってるフル映像もあった︖

Re:終わりました︕︕

333 選択 ドルチェ 2007-09-15 00:13:34 返信 報告

ん︖所⻑もう少し余韻から醒めてきちゃった︖
 

泉⽔さんの歌っている映像

334 選択 Ｔ２８ 2007-09-15 00:20:20 返信 報告

stray所⻑、ドルチェ副所⻑、お邪魔でしたかね︖（笑）

｢promised you｣の映像も特典DVDの「もう少し あと少し…」⾒てもそうですけど、泉⽔さんが歌っている映像が
特に⾒たいんですよね。

 私は特に「今⽇はゆっくり話そう」のＰＶが好きなのですが、アレも⼝ずさんでいるから魅⼒的なんだと思います。

そういう意味での、泉⽔さんが歌っている映像の曲って 、結構ありましたか︖
 

シングルで未⾒で泉⽔さんが歌ってるフル映像︖

335 選択 stray 2007-09-15 00:20:30 返信 報告

ありがとう♡（笑）、みんな寝たのかな︖

泉⽔さんのボーカルだけを抜き出して（もともと別に取るわけだから簡単だけど）、
 演奏は⽣なのです。巨⼤スクリーンに泉⽔さんの⾒たこともない映像（もちろん曲に合わせた⼝パク）が

 映し出されるから驚きました。
 年代的に合ってないのもあるんです。なんで今頃この曲のPV撮りしてんの︕︕みたいな。

 今⽇のデータがないと議論はしづらいですが、副所⻑にもライブ⾒てほしかったなあ。
 私の隣だったら、すぐに⼆⼈で分析できたのに（笑）。
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「きっと忘れない」の映像は所⾒でした。「きっと忘れない」のPVじゃにのにすでに使っているのに、
「きっと忘れない」の⼝パクなんです。わかるかな、⾔ってる意味が︖

 

分からない⾔ってる意味が（笑）

336 選択 Ｔ２８ 2007-09-15 00:25:49 返信 報告

ドルチェ副所⻑︕

> ん︖所⻑もう少し余韻から醒めてきちゃった︖

違う違う、酔いが回ってきたの︕（笑）

stray所⻑、タッチミスと変換ミスが多くなっていますよ︕よく分からないです。（笑）
 

醒めてきた。

337 選択 stray 2007-09-15 00:26:25 返信 報告

酔いが醒めてきたので、アルコール買ってきます（笑）。
 このライブ⾒たら、副所⻑も混乱すると思います。

 私の頭の中、わけがわからなくなってます。

部⻑、「今⽇はゆっくり話そう」は残念ながらありまでんでした。全盛期中⼼の元気なZARDライブ
 って最初に書いたでしょう︕（笑）

映像は、全部泉⽔さんの⼝が曲に合ってました。ALの１曲１曲までPVを撮ったようです。
 それが公開されたから、驚愕してるとともに⼾惑ってるわけなのです。

Re:終わりました︕︕

338 選択 カーディガン 2007-09-15 00:27:53 返信 報告

stray所⻑、皆様、
 お疲れ様です。武道館にしばらくいたあと、宿（少し遠いです）まで戻りまして、今、少し落ち着いたところです。
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感動でしたね。詳しいレポートは明⽇以降にしたいと思います。私も、promised youのことも考えていましたが、
コンサートに釘付けでした。泉⽔さんは、来ていましたよ。また、天に帰って⾏きましたが。

 ZARD・坂井泉⽔は永遠です︕︕︕

たしかに

339 選択 stray 2007-09-15 00:28:09 返信 報告

酔いが回ってきました（笑）。
 タッチミスお許しを。

Re:終わりました︕︕

340 選択 ドルチェ 2007-09-15 00:34:43 返信 報告

部⻑、なにを⾔ってるんですか︕所⻑と⼀緒に待ってたのよ♡
 やっぱり部⻑も泉⽔さんが歌ってる映像が⾒たいんですよね。今まではほとんどPVはイメージ映像でしたからね。

 でも「君に逢いたくなったら…」みたいに演技︖してるのも可愛くて⼤好き♡ですが。

所⻑が本家でチケット余ってますカキコしたでしょ︖
 実は私、⽴候補しようかと本気で思ってたんですけど
 ５⽉に⼊院してて職場には迷惑かけっぱなしでどうしてもお休みが取れなかったんです（泣）

 ライブホントにホントに⾒たかったです。
 …だから⾊々お話聞かせてね♡ しつこく聞くよ〜（笑）

Re:終わりました︕︕

341 選択 れお 2007-09-15 00:35:23 返信 報告

こんばんは

とても興奮がおさまりません。
 未公開映像、とても綺麗でした。

https://bbsee.info/straylove/id/312.html?edt=on&rid=339
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=339
https://bbsee.info/straylove/id/312.html?edt=on&rid=340
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=340
https://bbsee.info/straylove/id/312.html?edt=on&rid=341
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=341


普段飲まないアルコールが⼊っているので…です。
すみません。

 

なんのために撮ってあったんでしょうね︖

342 選択 Ｔ２８ 2007-09-15 00:41:04 返信 報告

stray所⻑
 それじゃ、ライブ⽤に作られていた映像があったって事でしょうかね。違うか︕︖

 まぁ最初からそのつもりではないのでしょうが、でも発売時に撮ったものと違う年代の泉⽔さんが歌っているって事
ですか︖

おっと、れおさんいらっしゃい︕
 その興奮をこの掲⽰板にぶつけて下さい︕

 

Re:終わりました︕︕

343 選択 ドルチェ 2007-09-15 00:43:10 返信 報告

カーディガンさん、おかえりなさい︕
 すっごくいいライブだったみたいですね♡いいな〜。

 泉⽔さんや他のみなさんと同じ場所で同じ時間を共有できて良かったですね（＾＾*）
 詳しいライブレポートも楽しみにしています♪

部⻑、ほんとに所⻑のタイプミス多くなりましたよね（笑）私もあんまりよくわかんないです。ぷっ︕

あら︕れおさんもおかえりなさい︕
 みなさんご機嫌でアルコール⼊っちゃってますね（笑）

Re:終わりました︕︕

344 選択 れお 2007-09-15 00:43:49 返信 報告

T28さん こんばんは
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凄く良い映像盛り沢⼭ですよ。
⻄海岸あたりを⾃転⾞に乗って、⼿を振ってる姿が印象的でした。

 何回も涙が溢れてしまい、ホント困りました。
 

ご無礼お許しを

345 選択 stray 2007-09-15 00:44:50 返信 報告

酔いが回ってきて、タッチミス＆訳の分からない⾔動、申し訳ないです。

PVはもともと⼝パクなわけで、部⻑の⾔ってる意味がよくわかんないのです。
 promised you のPVだって⼝パクなんですよ。

 でも、そうは思えないでしょ︖そこがプロなんですけど、いずみんの場合、「HOLD ME」撮りで、かなり「しっぱ〜
い」してるんです。

 例えば、スタンドマイクが緩くて、歌い終わって⼒かけたらマイクがずり下がったりして（笑）。
 だから、すごくカワイイんだけど、PVとしては使えなかったのかぁって思うんです。

副所⻑

346 選択 stray 2007-09-15 00:49:30 返信 報告

ごめん、レス忘れた（笑）。
 そうですか、いろいろたいへんでしたね。

 私もドルチェさんと⼀緒に⾒れたら素敵だなあ思って、チケット譲るスレ⽴てたんですけど（笑）．

Re:終わりました︕︕

347 選択 れお 2007-09-15 00:50:23 返信 報告

stray所⻑ こんばんは
 お疲れ様でした。
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その⼝パクは、今⽇のライブの最初のほうに歌詞を間違えちゃったのありましたね。
ホットパンツ有、ニューユークロケの濃いメーク有、でもすべて綺麗でした。

 もっと早く⾒たかったですよ。

やはりpromised youはやりませんでしたね…残念。

部⻑へ

348 選択 stray 2007-09-15 00:57:18 返信 報告

ごめん。良く読んだら鋭い指摘だってことに気づきました。
 私もライブの途中で、このPVを撮る意味は何なの︖（今まで公開しない意味でもあるけど）

 と思いました。たぶんベストアルバムを意識して撮っておこうかってくらいのものだったのかも。
 でも、全部フルなんですよ︕

 泉⽔さん、さぞかし疲れたろうなって可哀想になったくらいです。

そろそろ寝ますか︖

349 選択 stray 2007-09-15 00:59:55 返信 報告

タイプミス少なくなってきたでしょ︖
 アル中の兆候かなぁ（笑）。

 そろそろ寝ますか︖
 寝たら、たぶん忘れますよ、それでも良ければ寝ます（笑）。

れおさんも酔ってるなあ

350 選択 stray 2007-09-15 01:02:10 返信 報告

＞ニューユークロケ
 読めば読めるけど、酔ってますね（笑）。

 お互い興奮してるのであとでゆっくり議論しましょう。
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Re:終わりました︕︕

351 選択 ドルチェ 2007-09-15 01:06:44 返信 報告

所⻑はじめ他のみなさんもきっとお疲れでしょう。
 今⽇はゆっくり話そう…じゃなくて、ゆっくりおやすみくださいね。

⾊々貴重なお話ありがとね。
 今⽇のこと思い出すように質問の内容いろいろ考えときますね。

 じゃ、みなさんおやすみなさい♡♡♡
  

 A domani!

Re:終わりました︕︕

352 選択 れお 2007-09-15 01:09:09 返信 報告

やばっ︕
 ミス発⾒。。

興奮しますよ〜
 まだ頭の中に、泉⽔さんが居るんですから。

⽬が疲れた。。

エ〜寝るの︖（笑）

353 選択 Ｔ２８ 2007-09-15 01:09:26 返信 報告

私は明⽇仕事だからいいけど・・・。（笑）
 みなさん休みなんでしょ︕私そろそろ寝ますけど、起きたら参加しますので続けていてね。（笑）

 （冗談だよ︕明⽇の朝来なくて明⽇みなさんから袋だたきになったら困るので・・・）

寝る前に、⼀つだけ質問です。

https://bbsee.info/straylove/id/312.html?edt=on&rid=351
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=351
https://bbsee.info/straylove/id/312.html?edt=on&rid=352
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=352
https://bbsee.info/straylove/id/312.html?edt=on&rid=353
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=353


> でも、全部フルなんですよ︕

その映像を撮ったのは、まとめて同じ時期に撮ったって事でしょうかね︖
 

寝ますので・・・

354 選択 Ｔ２８ 2007-09-15 01:13:45 返信 報告

stray所⻑、最後の質問、忘れないうちに、記憶が無くならないうちに、答えといて下さい。

じゃっ、おやすみ〜♡

だ・か・ら

355 選択 stray 2007-09-15 01:23:11 返信 報告

今⽇流れたのは、
 ・AL「HOLE ME」のPV（これは超お宝）

 ・⽇本⻘年館で撮った「この愛に泳ぎ疲れても」PVと
 ・テレ朝のスタジオ貸し切った映像

 ・もう⼀つ別のスタジオ（⼩さめ）で撮ったPV

ですが、時期が同じかどうかってのもすご〜く鋭い質問で（⾒直した）、
 そこが判断つかないんでよ、飲んでるから（笑）。

 おやすみ〜。
 とことん付き合うって⾔ってくれた副所⻑はどこ︖（笑）

初期の楽曲があるとは

356 選択 アネ研 2007-09-15 01:37:07 返信 報告

プロローグの『負けないで』でウルウルしだし、いきなりの『揺れる想い』の泉⽔さんに感激しました。
 また『ひとりが好き』の「抱いて」ってところで泉⽔さんが右腕を⾃分の体に巻きつけるところは「ゾクッ」としま

した。
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また『グロリアス マインド』を聴けたのは予想だにしなかったので、得した気分です。
しかし、かなり英詞が多いので是⾮⾃分でも訳したいと思います。

覚えているうちに書きますが、

357 選択 stray 2007-09-15 01:57:19 返信 報告

泉⽔さん（PVで）歌ってる途中で、腕組み（FRIDAY記事参照）しちゃうのが２つほどありました。
 私はそういう素の泉⽔さんが⼤好きなのに、⼀般向け映像としては不向きなのでしょうね。

では、お休みなさい。
 明⽇になると多分何も覚えてないと思う（宣⾔）。

ただいま〜

358 選択 ドルチェ 2007-09-15 02:05:50 返信 報告

ってもうホントに寝ちゃった︕︖
 出張から帰ってまだ盛り上がってたら参加しようと思って

 覗いてみたけど、タッチの差だったね〜。

アネ研さん、おかえりなさい︕
 初期の楽曲、いいですね。聞いてみたかったです。

 「抱いて」で⾃分を抱きしめるんですね、素敵♡
 また⾊々教えてくださいね︕

パスワード︓  編集  削除

Powered by bbsee.info. Copyright © 2005-2022

https://bbsee.info/straylove/id/312.html?edt=on&rid=357
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=357
https://bbsee.info/straylove/id/312.html?edt=on&rid=358
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=358
https://bbsee.info/

