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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

第7弾♡【息もできない】

3973 選択 皐 2008-01-17 18:57:02 返信 報告

本⽇からDISC2のスタートです︕
 そして「Request Best 〜beautiful memory〜」の発売まで約⼀週間♪待ち通しいですね〜☆ﾐ

 後半初⽇の今⽇は1曲⽬に収録されている「息もできない」編です(*^u^*)
 メロディーもそうですが、泉⽔さんの歌声が可愛らしいですよね♪♪

Re:【永遠】***レスのお返事です＾＾

3974 選択 皐 2008-01-17 18:57:40 返信 報告

カーディガンさんへ︓
 こんばんは︕昨夜は休憩中にレスをありがとうございます(o^∇^o)本当に嬉しかったです☆ﾐ
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カーディガンさんはキャノンのカメラが印象的だったんですね♪当時、けっこう⻑い間オンエアーされていたようで
(’o’)

 “永遠”に⼀番であるカメラがあるのって、なんだか素敵ですね︕それでは、本⽇もレスを楽しみにしていますね︕よ
ろしくお願いします☆ﾐ

アネ研さんへ︓
 ⼀昨⽇は閉館⼨前だったんですか︕では、本⽇からは24時間営業にしますね︕(笑)

 前半最終⽇だった昨⽇は、「永遠」編にしました(*^u^*)凛々しい泉⽔さんに、英語verでかっこいいでしょ♪(笑)
 アネ研さんも「永遠」と⾔えば、Canonの印象があるようですね︕Z板では泉⽔さんの愛⽤カメラはCanonが有⼒だ

ったみたいですが、
 追悼ライブではNikonの紹介だったようで…。私はNikon派なので、ちょっと嬉しいです(笑)それでは︕今⽇も⾛りぬ

けますね〜☆ﾐ

部⻑へ︓
 こんばんは︕この企画もとうとう折り返し地点を過ぎてしまいました(*^u^*)意外と早かったですね。この企画が終

わっても、
 作りかけていた4thGの加⼯画がありますのでお楽しみに︕(笑)またまた私のお気に⼊りソングなので、皆さまにも気

に⼊っていただけるように頑張ります(o≧∇≦o)
 それでは︕部⻑からの優しい励ましを胸に、後半も頑張りますね〜︕P.S.携帯Gの更新をありがとうございました︕♪♪

チョコレートさんへ︓
 まずはお礼を︕︕(笑)所⻑からロゴの指⽰が出ていましたね。気づいていたんですが、他の事をしていたらすっかり

忘れてしまっていました︕(笑)
 ⼤事な事を思い出させて頂いて感謝です(o≧∇≦o;)カレンダーを作る際には、そのロゴを⼊れる案もいいと思います

よ︕
 Z研発のカレンダーみたいな感じで、私は⼤賛成です☆ﾐ そして、そのカレンダーの⽅ですが、案の定、サイズを⼤き

くすると画質の問題が出てきました(苦笑)
 ですが、ちょっと良い案があるので、期待していてもらっていいかもしれません☆ﾐ(笑)カレンダー企画の⽅もお楽し

みに♡

xs4pedさんへ︓
 お⺟様の緊急事態との事ですが、⼤丈夫なんでしょうか︖私が⼼配するのもあれですが…、悪い事ではないようにと



願っています。
そんな忙しい中レスを本当にありがとうございますね＾＾すごく嬉しいです。今回はライブverですが、xs4pedさん
のお気に⼊りショットは⼊れていません(苦笑)

 キャプ画のみで作成しちゃったので(*^_^*)いつかお気に⼊りの画像を⼊れた加⼯画を作ってみますね☆ﾐ
 P.S. 「かけがえのないもの」のレスもありがとうございます＾＾xs4pedさんのブログのタイトルは『かけがえのな

いもの』なんですね︕

ヒツキさんへ︓
 こんばんは︕レスありがとうございますね☆ﾐ「永遠」のPVに出てくる⾞のボンネットは少し開いていたようですね

(笑)
 この曲を聴くとドラマの印象を持ってる⽅もいると思いますが、私もヒツキさんの先輩さんと⼀緒で違いますね(笑)

 発売から10以上も経っていますが、本当に⾊褪せる事のない名曲だと思います。

pineさんへ︓
 本⽇から24間営業になりましたので、ぜひいつでも鑑賞に来てくださいね︕(笑)そして、こちらこそpineさんレスを

ありがとうございます☆ﾐ
 携帯の待受には設定出来たようですね︕すごく嬉しいです(o≧∇≦o)最初は悪戦苦闘中だったみたいですが、

 使われている内にマスターしたようで＾＾お疲れさまでした︕「かけがえのないもの」は携帯の⾊とマッチしている
ようで良かったです♪

 「永遠」の⽅も、そして本⽇の「息もできない」編も保存よろしくお願いしますね︕(笑)

ミキティさんへ︓
 今⽇は並んで待っていてくれたんですか︕ありがとうございます(o≧∇≦o)今から開店いたしますので、どうぞお⼊り

になって下さいね☆ﾐ(笑)
 でも、開店の時間が遅かったので、今は近場でお茶してるかな??

 P.S.カワイイ⼦猫ちゃんの写真をありがとうございます♡後頭部(笑)可愛いですね〜(o≧∇≦o)後頭部と⾔えば、柴⽝
の頭もすごい可愛いんですよ︕(笑)

こんばんは!︕

3975 選択 カーディガン 2008-01-17 19:16:12 返信 報告
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皐さん、皆さん、こんばんは。
あれ、今⽇はまだ皆さん来ていないのですか︖

 今⽇は中華⼀番のテーマ曲ですね。泉⽔さんが⼀番リミックスをしたとか。こだわりがあったのでしょうか︖
 帰りましたら、また、詳しいレスをしますね。

Re:第7弾♡【息もできない】

3976 選択 ミキティ 2008-01-17 19:16:47 返信 報告

皐さん みなさん こんばんは（＾－＾）
  

  今⽇は⼀番かなっっ︕
 （書き込みしている間に 出遅れたりして（笑）

 寒い中でも並んで良かったです〜。 喫茶店の誘惑に負けず⼼待ちにしていました（＾－＾）

 息もできないくらい ねえ 作品に夢中だよぉ(*^_^*)

 本⽇の作品 かっこいい泉⽔さんですね（＾－＾）
  ブルーがベースでキレイ度ＵＰです☆

  素敵な作品ありがとうございます（＾－＾）

 猫ちゃん ワンちゃん可愛いですよね(*^_^*)
  癒されます〜

 

Re:第7弾♡【息もできない】

3977 選択 ミキティ 2008-01-17 19:19:21 返信 報告

明⽇も 並びます〜♡
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Re:第7弾♡【息もできない】

3978 選択 stray 2008-01-17 19:31:13 返信 報告

皐ちゃん、こんばんは︕

いよいよ後半戦突⼊ですね（笑）。
 私はこの曲⼤好きなんです。フ〜ハァ〜で始まって（笑）、徐々に盛り上がるイントロが痺れますねぇ。

 気持ちがどんどん⾼ぶっていく曲なので、ハイテンションになりたい時は、この曲に限るね︕（笑）
 「息もできないくらい 君に夢中だよ」って、少し⻭が浮くくらい少⼥ポリックな歌詞が、

 若かりし頃の恋愛を思い出せませねぇ、遠〜い昔だけど（笑）。

カーディガンさん、こんばんは。
 ミキティさんが並んでるんだから、所員は遠慮しなさいって（笑）。

 部⻑から前に⾔われた⾔葉をカーディガンさんにバトンタッチ︕（笑）

ミキティさん、明⽇リベンジがんばって〜（笑）。

Re:第7弾♡【息もできない】

3979 選択 aki 2008-01-17 19:41:04 返信 報告

さっちゃん、みなさん、こんばんは^^

さっちゃんへ
 今⽇はなんとか3番以内には⼊れたかな…︖

いよいよ今⽇からDISC2のスタートだね︕
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「息もできない」はイントロがすごく好きです((●>ω<)
もちろん曲⾃体も好きだよ笑︕つい⼝ずさんじゃいます♪♪

 確かに泉⽔さんの声が可愛らしいよね〜(*＾＾*) 
 この曲は全体的にフレッシュな感じがします︕

加⼯画の背景のブルーがすごく綺麗で、泉⽔さん＆この曲ににぴったりだね^^

megamiさんへ
 こんばんは^^この企画の皆勤賞を⽬指していますので(笑)きっと明⽇も明後⽇もお話できます〜♪♪

 ちなみに私明⽇学校お休みなんです(＞v＜)なので３連休笑︕

こちらがakiセレクトの顔⽂字です〜(*ゝω･*)ﾉ
 今⽇は笑っている⽅を載せてみました^^

 megamiさんにはた〜くさん笑っていてほしいので、泣いたりしている顔⽂字よりもこっちの⽅が数が多めです(◎≧
u≦) 

使い⽅は⼈それぞれだと思うのですが、私はWordに保存して、それをコピーして使っています♪♪
 登録したりも出来るそうなのですが…私にはちょっと難しくて分かりません笑(= ^ ^ ゞ

↓これが顔⽂字です↓
 (*^▽^*)/ (/*^^)/ o(>▽<)o ((o(^-^)o)) ヽ(●>∀<●)/

 (●^ω^●)ﾉ (●>ω<)ﾉ ヽ(*ゝω･*)ﾉ (*＾Ｕ＾*)  (≧∀≦)ゞ (*＾Ｕ‘*）⌒☆★
 

Re:第7弾♡【息もできない】

3980 選択 pine 2008-01-17 20:09:22 返信 報告

皐さん みなさん こんばんは
 今回は早くやって来れました。*(^_^)*(今⽇２度⽬ですが）

今⽇の泉⽔さんはアクティブですね。右下の写真の⼤股開きがカッコ良くて好きです。
 「息もできないくらい ねえ君に夢中だよ〜」の「よぉ〜」の歌い⽅がかわいくって、そこだけ何度もリピートして

聞いたりしました。
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待受設定上⼿くできたことに気をよくして、今⽇はギャラリーの作品も過去のBBSたどって頂いて来ました。今⽇の
も保存させて頂きます。

 

Re:第7弾♡【息もできない】

3981 選択 ヒツキ 2008-01-17 20:20:32 返信 報告

皐さん皆さんこんばんは
 「息もできない」

 元気ソングの⼀つですね＾＾
 「恋の相談をしているうちに、あの時笑顔が全てを受け⼊れてくれた」

 とか
 「君から⾒た私はどんな⾵に⾒えるの︖」

 の部分が好きです。
 恋愛の始まりと、ちょっと気になる相⼿の気持ちですね

 「今度こそは本物だって、神様信じていいですか︖」
 『泉⽔さん、この時何歳＾＾』

 なんて突っ込んだりしました（笑）
 時々こういう詞ありますよね＾＾

Re:第7弾♡【息もできない】

3982 選択 xs4ped 2008-01-17 20:33:26 返信 報告

皐ちゃん、こんばんは。

> 本⽇からDISC2のスタートです︕

今⽇から後半戦(DISC2)ですね。
 今⽇は、「息もできない」ですか。

 これはTVアニメ「中華⼀番」のオープニング曲でしたね。
 このアニメも好きで良く⾒てました。
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勿論、My Top10に⼊っています。(^.^)
「息もできないくらい ねえ君(泉⽔さん)に夢中だよ」♡♡♡

今回の意味有りげな詩は、もしかして・・・ですか︖

PS.
 ⺟の件は、取り敢えず⼤事にならず済みました。

 お気遣い感謝致します。

Re:第7弾♡【息もできない】

3983 選択 Ｔ２８◆HLV594mjiY 2008-01-17 20:40:00 返信 報告

皐ちゃん、みなさん、こんばんは。
 昨⽇までの6作品を追加した、皐ギャラリーも是⾮ご覧下さいね。

 ⼀部、「更新出来ていないんじゃ︖」 と、クレームも付いていますが・・・（笑）。
 ⼤丈夫なはずです（汗）。不具合がありましたら本気でクレームを︕（笑）

「息もできない」は、カーディガンさんも書いていますが、
 「中華⼀番︕」というアニメのオープニングテーマ曲でしたね。

 この曲聴きたさに、７︓３０にチャンネルを合わせて待っていたことがありました。
 曲だけ聴くつもりが、アニメまで⾒たことも・・・（汗）。何度かね（笑）。

pineさんが書かれてるように、あんなに男前な座り⽅はなかなか出来ませんよね（笑）。
 泉⽔さんだからこそ、カッコ良く決まるんでしょうね。

 隣に座ってる”奴”と、なに話してるのか気になります〜（笑）。

Ｐ.Ｓ. 明⽇はakiちゃんがお休みみたいなので、並んでるかもしれませんね。
  でも、ミキティさん今⽇はタッチの差だったし・・・（悩）。う〜ん、どちらも頑張れ︕（笑）

 

Re:第7弾♡【息もできない】

3984 選択 megami◆9SRngiiMNQ 2008-01-17 21:03:45 返信 報告
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皐さんへ
こんばんは︕「息もできない」編 初夏を思わせるエメラルドグリーンと泉⽔さんのラフな姿が爽やかですね〜ヽ
(*ゝω･*)ﾉ  

 今⽇はakiちゃんに顔⽂字を教えていただいたので 初めて使わせていただきました︕︕ちょっと緊張してます︕

皐さんのレスもいつも素敵な顔⽂字が踊っていて 気持ちがちゃんと伝わってきます☆
 お⼆⼈を⾒習って その内緊張しないで顔⽂字が使えるようになりたいと思います♪♪

 私の顔⽂字の使い⽅で『こうした⽅がもっと気持ちが伝わりそう』なんて気付かれましたら ぜひ教えて下さい☆
 それでは 明⽇の作品も期待しておりま〜す︕︕

akiちゃんへ
 明⽇から３連休なのですねヽ(*ゝω･*)ﾉごゆっくりお過ごし下さいネ☆

 そしてどうか１番⽬指して下さ〜い︕︕応援してます♪♪

かわいい顔⽂字 本当にありがとうございました☆教えていただいた⽅法なら私にも使えると思いま〜す♪
 どんな時に使ったら良いか これからじっくり考えてみますネ︕︕なんてお礼を申し上げたら良いか ⾔葉がでてき

ません（涙）
 >megamiさんにはた〜くさん笑っていてほしいので、泣いたりしている顔⽂字よりもこっちの⽅が数が多めです(◎

≧u≦)  
 その⾔葉を聞いただけで泣けちゃいます・・・笑うのも好きなのですが、同じくらい泣くことも多いです。(≧∀≦)ゞ

 でも今⽇からは笑う⽅が多くなるように努⼒したいと思います︕︕akiちゃんとの約束です♡
 それでは また明⽇(*^▽^*)/ホントにありがと〜

 

ｐｉｎｅさん ミキティさんへ

3985 選択 megami◆9SRngiiMNQ 2008-01-17 21:18:54 返信 報告

pineさんへ
 こんばんは︕はじめましてmegamiと申します。

 別スレ拝⾒致しました。私の携帯⽅式にならずに ちゃんと「かけがえのないもの」を待受にできて良かったですね
☆
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お坊ちゃまとアメリカに⾏かれてるお姉さまはお元気でいらっしゃいますか︖
以前からお話したいな〜と思っておりましたので 名前を出していただいて嬉しかったです。

 これからどうかヨロシクお願い致しま〜す(*＾Ｕ＾*) 

ミキティさんへ
 別スレでわざわざレスありがとうございました︕︕

 いつもミキティさんのとっても明るいレスを拝⾒するのが楽しみです。
 かわいいネコちゃんが並んでいる姿が愛らしくて 思わず微笑んでしまいました〜ヽ(●>∀<●)/

 これからもどうぞヨロシクお願い致します☆

Re:第7弾♡【息もできない】

3986 選択 チョコレート 2008-01-17 21:42:57 返信 報告

皐さん、こんばんは︕
 この曲はかなり好きです。⽢酸っぱい感じですよね。

 泉⽔さんだから許せるような歌詞で、
 「息もできないくらい ねぇ 君に夢中だよ」の「だよぉ〜」をすっごく可愛くうたっているのがねぇ・・・。

このPVで泉⽔さんがバスケットボールを借りるシーン、
 バスケ部に所属していたこともあり（すっごい⼤昔の話ですが）、懐かしさも⼿伝って⼤好きなシーンであります。

 このカットがたくさん使われていてうれしいです︕
 ホントに皐作品はいつも私の⼼を鷲づかみ状態です〜。

 明⽇も期待してます︕

それからカレンダー企画も「期待してもらっていいかもしれません」なんて⾔っていただいて⼤感激︕
 でも、ロゴのこともありますので（なんといっても所⻑命令が先ですよね）

 のんびりと、期待は特⼤でお待ちしております。

Re:第7弾♡【息もできない】

3987 選択 シヴァ 2008-01-17 21:51:59 返信 報告
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皐さま ｓｔｒａｙ所⻑さま みなさま 初めまして

いつも楽しく拝⾒しています

この「息もできない」は私が⼤⼤⼤好きな曲なんです︕
 この曲と「⼼を開いて」は３⽇に１回は聴かないと

 禁断症状が出てしまいそう（＾＾）

いつ聴きたくなってもいいようにｉ-Ｐｏｄにいれて
 持ち歩いています

この作品も素晴らしいですね︕
 これまでの作品も勝⼿にいただいています

特に「カナリヤ」はすごく好きです︕
 下の段の３⼈の泉⽔さんは綺麗すぎ︕

今までは何も⾔わずにいただいていたのですが、
 さすがに⼼が痛んで・・

ただお礼が⾔いたかっただけなので、
 返信はけっこうですよ

今までと今回の作品、ありがとうございます︕
 遅すぎたお礼をお許しください・・

 

strayさんへ

3988 選択 xs4ped 2008-01-17 21:57:03 返信 報告

strayさん、こんばんは。

HOMEアイコンやっと変更しましたね。
 これは使者様からの提供画像ですね。(^.^)

 他は変更しないんでしょうか︖
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pineさん、megamiさんへ

3990 選択 チョコレート 2008-01-17 22:13:06 返信 報告

pineさん、はじめまして。チョコレートと申します。
 私は第4弾の「君とのふれあい」から投稿するようになりました初⼼者です。

 今⽇のpineさんのレスを⾒て「あー私とおなじように『よぉ〜』が可愛くて⼤好きな⼈がいる︕」
 とうれしくなって、ついついごあいさつしたくなりました。

 携帯待受け画⾯に設定できてよかったですね。私も今でも携帯は悪戦苦闘の連続です・・・。
 これからもよろしくお願いします。

megamiさん、こんばんは。
 プリントアウトは続いていますか︖

 携帯に7枚貼るって、どんなふうになっているのでしょう︖上に重ねて貼っているのですか︖それとも並べて︖︖
 そんなスペースないですよね(汗)。すみません、ちょっと想像ができなくて。

 私の携帯はネットにはつながるのですが、私の頭がつながっていない(苦笑)ので、
 Z研にたどり着けず、皐作品をDLできないんです・・情けない︕

 もう少し悪戦苦闘して、無理ならmegamiさん⽅式にしようかな、と思っています。
 

Re:strayさんへ

3991 選択 stray 2008-01-17 22:15:49 返信 報告

xs4pedさん、こんばんは。

おぅ︕ようやく気づいてくれた⼈が現れました︕（笑）
 １ヶ⽉くらい経ちましたかね（笑）。

 使者様から提供していただいた画像の、お顔の部分です。
 他のアイコンはそれなりに機能を果たしているので、変更しないことにしました（笑）。

チョコレートさんへ

3992 選択 stray 2008-01-17 22:23:30 返信 報告
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こんばんは、⼀度投稿してしまえば、あとは慣れです（笑）。
で、どんどんどんどんはまっていくのです（笑）。

まず画像をPCに「保存」してから、このサイトを試してみて下さい。
 携帯の種類を選んで、サイズを100KB以下にして携帯に送信すれば、たぶん⼤丈夫です。

 http://mobile.from.jp/howto.html

なお、ページ最上部右側の「オプション」をクリックすると、
 ここのURLを携帯に送信することができますので。

P.S.私も、『よぉ〜』が可愛くて⼤好きな⼀⼈です（笑）。

Re:第7弾♡【息もできない】

3993 選択 MIZUI 2008-01-17 22:23:57 返信 報告

皐さん。ZARD研究所の皆さん。今晩は。
 皐さん、またまた素晴らしい画像を有難うございます。

 遠慮なく保存させて頂きます。m(_ _)m

この曲も私のZARD、お勧めの⼀曲です。
 今⽇からDISC2のスタートですか。期待しています。

＞strayさん。今晩は、⼜遊びにきてしまいました。
  そうなんですよ。私は⼈⾒知りが凄いので最初の

  うちはコメントが堅いかも知れませんがそのうち
  慣れれば『助平オヤジ丸出し』←が本性ですので。

  になるかも知れませんが。(笑)

＞megamiさん。初めまして。お名前は存じていました。
  お詫びだなんて、とんでも有りません。

  よ〜く考えたら、⼥性に思われてもしかたがないかも
  知れませんね。わざわざレス有難うございました。

  今度、是⾮Zpにも遊びに来てみて下さい。
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＞Ｔ２８さん。今晩は。
 部⻑職、ご苦労さまです。私も初めての様な気がしませ

  んね。(笑)実は、ここだけの話なのですがいつの間にか
  勝⼿に部⻑などと皆さんから呼ばれているだけなのです
  よ。私はオバカでは、Ｚｐのなかでも⼀番だと⾃負して
  います。(⼤笑)

それでは、失礼します。⼜、書き込みさせてくださいね。

Re:第7弾♡【息もできない】

3994 選択 アネ研◆uvPzH8.dvc 2008-01-17 22:42:13 返信 報告

こんばんは、
 今⽇から24時間営業になったんですね（笑）じゃあその⽇のうちにと、急がなくてもいいんですね。深夜族の私には

嬉しいです。
 今⽇は「息もできない」ですか、かわいい曲ですよね、作品も泉⽔さんの姿勢といい、全体のバランスが決まってま

すね。中央の、はチョコレートさんが⾔うところの「バスケットボールを借りる」シーンでのボールでしょうか︖私
には借りるというより奪う感じがして、初めて⾒た時はドキドキしてしまいました。（笑）

 また、皐ちゃんも泉⽔さんと同じNikon派ですか〜お⽬が⾼いですな〜。
 明⽇を乗り切れば2連休の給⽔ポイントです。がんばってくださいね︕︕

Re:第7弾♡【息もできない】

3995 選択 カーディガン 2008-01-17 22:49:05 返信 報告

こんばんは、皆様。
 昨⽇に引き続き、また⼀番になってしまい、申し訳ないです。ゆっくりきたつもりでしたが、皆さん、遠慮している

みたいですね。明⽇は２番をねらいます(^_-)-☆

ミキティさん、タッチの差で、ごめんなさい(゜-゜)
 明⽇は、リベンジを果たしてくださいね(^^♪明⽇のレスも期待していますよ(^^)/~~~
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ミキティさんの猫ちゃんですか︖とってもかわいいですね(^^♪こちらまで⼼が癒される寝顔です
ね!(^^)!⽑並みがとても柔らかそうで、ほんわかしていていいですね。

また、素敵なお話をきかせてください(^_-)-☆

ところで、「息もできない」ですが、中華⼀番でのタイアップなのは有名ですね。ほかにも、ビ
ーイングのタイアップでは、素敵な曲がいっぱいです。中華⼀番のキャラのなかでは、メイリィ
ちゃんが⼀番好きでした。アニメを⾒るためにテレビを⾒ていましたので、このアニメはかなり
好きで、いつも⾒ていました。ストーリーが⾃然で、⾒ていて飽きませんでした(^^♪

 you tubeにものせてくれている⽅がいらっしゃいます。ありがとうございます。泉⽔さんの素敵な歌声をどうぞ︕︕

http://jp.youtube.com/watch?v=oeSxfY9ukO0

泉⽔さんのほかにも素敵な曲があるんですけど、今⽇は聴くのをやめときます。
 また、明⽇もどうそよろしくお願いしますm(__)m

P.S.アネ研さんへ
 泉⽔さんの最初のカメラの説ですが、あまりはっきりと確認できないですね。EOS５かもしれないですけど、EOS10

0もありうるでしょうし。武道館の時のカメラはデジカメではないでしょうか︖きっと最近のカメラかもしれないです
ね。何台かカメラをお持ちだったのかもしれませんね。ニコンかキャノンが無難でしょうけど、ニコンは昔は操作が
難しかったので、キャノンのほうが使いやすかったでしょうね。会報の写真を⾒る限りでは、ミノルタのレンズのよ
うでもありますが。α707siかα507siかな︖純正のレンズかな︖キャノンのUSMレンズらしくないですね。泉⽔さん
のカメラではないかもしれませんね。

 泉⽔さん、カメラの持ち⽅、逆ですよ︖僕が指導しますよ(^_-)-☆といいたいところですが^_^;

Re:第7弾♡【息もできない】

3996 選択 アキラ 2008-01-17 22:55:28 返信 報告

こんばんわ皐ちゃん☆いよいよDISC2ですか、でもまだ先は⻑いですので無理しない程度に頑張って下さいね（それ
が⼀番難しいんですけどね 笑）＞息もできないくらい ねえ 君が好きだよ〜♪このフレーズが物凄く⼤好きです♪
きっと多くの男性ZARDファンがこのフレーズが好きだと思いますが。クレアを誉めてくれてありがとね＼(~o~)／
でもかなりのオテンバ娘でステレオのスピーカーの配線かじって⽚⽅壊されました（涙）
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またまた横レス失礼します
＞megamiさん

 ご丁寧な挨拶ありがとうございます︕こちらこそ宜しくお願いします(^^♪機会がありましたら是⾮Z.pにも遊びに来
て下さいね︕

＞ミキティさん
 お久しぶりです︕お元気そうでなによりです(*^^)v今度のリクメモⅡにミキティさんが⼤好きな「淡い雪が溶けて」

選曲されましたね︕因みに私はこの曲リクエストしましたよ☆

Re:第7弾♡【息もできない】

3997 選択 かず 2008-01-17 23:16:33 返信 報告

こんばんは。７つ⽬お疲れさまです
 少年時代に帰ってしまいそうな曲です︕

 今⽇も応援ネコいきます︕

ファイトォ︕

Re:第7弾♡【息もできない】

3999 選択 アネ研◆uvPzH8.dvc 2008-01-17 23:29:24 返信 報告

お疲れ様です。
 皐ちゃん横レスすみません。

 カーディガンさんへ
 泉⽔さんのことだから⼀眼レフは何機か持っていたでしょうし、EOSを持っているコメントをし

てますので、イタリアのはEOS 5 と思ってます。（ZARD 10th Anniversary Bookの17⾴の
上の写真のグラスの奥のカメラが傾いている事が根拠です。たしか陽炎さんの説と思います。）
また、追悼コンサートでの泉⽔さんの愛機の写真ではNikonで向って左側に⾚い縦のラインがあ
ったので、F3、F100,F80のどれかと思うんですよね〜。
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また、#3995のカメラの持ち⽅は以前もあった、泉⽔さんサウスポー説の有⼒な根拠ですね。（笑）
所⻑、ZARD LEFT 研究会作っていいですか︖（笑）

Re:第7弾♡【息もできない】

4000 選択 カーディガン 2008-01-17 23:35:33 返信 報告

アネ研さん、こんばんは。

＞また、#3955のカメラの持ち⽅は以前もあった、泉⽔さんサウスポー説の有⼒な根拠ですね。（笑）
所⻑、ZARD LEFT 研究会作っていいですか︖（笑）

４番ZARD 坂井泉⽔。
 どこかで聞いたような・・・。

ZARD LEFT 研究会、いいですね、(^^♪

利き⽬じゃないの︖

4001 選択 stray 2008-01-17 23:43:32 返信 報告

カーディガンさん、アネ研さん、こんばんは。

泉⽔さんは右利きですよ。
 カメラの持ち⽅の件は、「利き⽬」が”左”ってことじゃなかった︖

> 所⻑、ZARD LEFT 研究会作っていいですか︖（笑） 
 却下します︕（笑）

Re:利き⽬じゃないの︖

4002 選択 かず 2008-01-17 23:51:11 返信 報告

ぴんぽ〜ん︕︕
 かずは左利きですが、右利きの⼈と違う構え⽅ってないですよ
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利き⽬が左なんで、タテに構えると同じになります

Re:右打席

4003 選択 かず 2008-01-17 23:53:38 返信 報告

オフィシャルブック「きっと忘れない」に
 泉⽔さんがソフトボールで右打席に⼊っている写真ありましたね

 右利きですね

蛇⾜ですが・・・
 

所⻑、できました︕(涙)

4004 選択 チョコレート 2008-01-18 00:10:57 返信 報告

所⻑さん、こんばんは。
 携帯からなかなかZ研に接続できず、待受けをDLできずにいましたが、とうとうできました︕

 やったー︕うれしい︕私の携帯、すっごくかっこよくなりました︕
 QRコードを以前読み取ってみた時には、なぜか付属美術館の更新記事⼀覧︖が出てきてしまい、そこからどこのペー

ジにも移動できませんでした（泣）。
 どれだけ苦労したことでしょう・・。

今⽇、もう⼀度試してみたらちゃんと接続できましたよ。
 早速、皐作品を携帯にいただいたのですが、携帯の画⾯サイズより⼩さめでした。

そこで︕所⻑よりご紹介いただいたサイトで変換してみたら、ジャストサイズになりました〜︕ありがとうございま
す︕

 画⾯にフィットしたら超かっこいい携帯になりました。
 本当に感謝、感謝です。

> ⼀度投稿してしまえば、あとは慣れです（笑）。 
 > で、どんどんどんどんはまっていくのです（笑）。 

 ・・まさに、おっしゃるとおりですね。あぁ、どんどん深みにはまっていく〜。
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Z研はアリ地獄︖︖いえいえ、地獄だなんて・・楽しくってためになる素敵な研究所です。抜け出せなくて本望で
す・・。とっくにZ研に荷物も運び込んじゃいましたから︕

 

Re:利き⽬じゃないの︖

4005 選択 アネ研◆uvPzH8.dvc 2008-01-18 00:16:34 返信 報告

かずさん、所⻑、お⼿数かけました。
 そうですね、効き⽬でしたね。視⼒が左がいいってことなんでしょうね。

 いくつ研究会を作ろうとしたかな〜。
 

チョコレートさん Ｚ．ｐのMIZUI企画部⻑さん＆アキラ副管理⼈さん シヴァさんへ

4006 選択 megami◆9SRngiiMNQ 2008-01-18 01:45:32 返信 報告

チョコレートさんへ
 こんばんは︕

 >プリントアウトは続いていますか︖携帯に7枚貼るって、どんなふうになっているのでしょう︖ 
 >上に重ねて貼っているのですか︖それとも並べて︖︖ 

 プリントアウトは続いておりま〜す︕⼀枚⽬のグロリアスマインドだけは全⾯に貼って あとは⼀ヶ所だけをテープ
で⽌めて めくれば全部を⾒れるという貼り⽅です︕︕

 > 画⾯にフィットしたら超かっこいい携帯になりました。 
 待受画⾯の設定成功 本当におめでとうございますヽ(●>∀<●)/

素敵な携帯になられて良かったですね☆うらやましいで〜す（笑）

Ｚ．ｐのMIZUI企画部⻑さんへ
 こんばんは︕こちらこそわざわざレスをいただいてありがとうございました☆

 >お名前は存じていました。 
 え〜本当ですか︖︖︖ありがとうございま〜す︕

 >今度、是⾮Zpにも遊びに来てみて下さい。 
 企画部⻑さんから直々におっしゃっていただいたら「いつか」なんて⾔っていられませんね〜︕︖

 失礼のないように 近いうちご挨拶に伺わせていただきたいと思いますので どうかよろしくお願い致します。
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Ｚ．ｐのアキラ副管理⼈さんへ
こんばんは︕こちらこそご丁寧にありがとうございます☆

 >(^^♪機会がありましたら是⾮Z.pにも遊びに来て下さいね︕ 
 ありがとうございます。企画部⻑さん・副管理⼈さん・akiちゃんと ３名の⽅からお声を掛けていただきました。

 きっとご縁があると思いますので 近いうち必ずご挨拶に伺わせていただきたいと思います。
 その時は どうかよろしくお願い致します︕

シヴァさんへ
 はじめまして megamiと申します︕

 ＨＮが「神様の名前繋がり」だわ〜︕︕と嬉しくて レスさせていただきました。
 >この「息もできない」は私が⼤⼤⼤好きな曲なんです︕この曲と「⼼を開いて」は３⽇に１回は聴かないと禁断症

状が出てしまいそう（＾＾） 
 お気持ちが良く分かるので 笑ってしまいました(*＾Ｕ＾*)

 私が最低３⽇に１回聴かないと禁断症状がでる曲は「I still remember｣と「promised you 」なのです（笑）
 もちろん「息もできない」と「⼼を開いて」も⼤好きな曲です︕

 これからどうぞ宜しくお願い致します☆

Re:利き⽬じゃないの︖

4007 選択 stray 2008-01-18 08:51:29 返信 報告

アネ研さん、おはようございます。

効き⽬と視⼒は無関係で、脳の問題だそうです。
 また訓練すれば効き⽬を変えることもできるようですよ。

 私は悪いほうの⽬が効き⽬です。使い過ぎか︖（笑）

シヴァさん、はじめまして︕

4008 選択 stray 2008-01-18 09:00:28 返信 報告

ようこそZ研へ、所⻑のstrayです。
 いつもご覧いただきありがとうございます。
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 あと5⽇も残ってますし、4thMG⽤のストックもあるということなので、毎⽇⽬が離せませんね（笑）。
気に⼊った作品があったら、本⼈の励みににもなりますのでレスして下さい。

 今後ともZ研をどうぞご贔屓に︕

チョコレートさん
 うまくいきましたか︕それはよかった（笑）。

 悩んでないでお気軽に相談してくださいね（笑）。
 

Re:チョコレートさん Ｚ．ｐのMIZUI企画部⻑さん＆アキラ副管理⼈さん シヴァさんへ

4010 選択 シヴァ 2008-01-18 09:22:10 返信 報告

megamiさま 初めまして シヴァと申します

> ＨＮが「神様の名前繋がり」だわ〜︕︕と嬉しくて レスさせていただきました。

このコメントを⾒て、「エエッ〜︕︕」と朝っぱらからビックリしてしまいました︕

このＨＮは私の好きな作家である司⾺遼太郎先⽣からいただいたのです
 と⾔っても読むようになったきっかけはかなり前ですが「るろうに剣⼼」というマンガにはまっていて、その作者の

かたがおすすめしていたからなのです

ネットで「シヴァ」と調べてみるとヒンドゥー教の破壊をつかさどる神様だとか・・

ということなので「神様の名前繋がり」というのは違うかもしれません
 気を悪くされたらゴメンナサイ

ＨＮを決めたときに何か意味がないか、調べればよかった・・
 

Re:シヴァさん、はじめまして︕

4011 選択 シヴァ 2008-01-18 10:33:17 返信 報告

stray所⻑さま 初めまして シヴァと申します

所⻑さまはいろいろな貴重な映像や⾳源をお持ちですよね︕
 こちらでそれらをご厚意に⽢えていただいていました

https://bbsee.info/straylove/id/3973.html?edt=on&rid=4010
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=4010
https://bbsee.info/straylove/id/3973.html?edt=on&rid=4011
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=4011


 とてつもなく遅くなりましたが、ありがとうございます

特に「ｐｒｏｍｉｓｅｄ ｙｏｕ」のＰＶはしょっちゅう⾒ています
 この泉⽔さんは、かわいすぎ＆綺麗すぎですよね︕

ところで泉⽔さんは左利きと右利きが混ざっていませんか︖
 「ｓｏｆｆｉｏ ｄｉ ｖｅｎｔｏ」のＭｙ Ｂａｂｙ ＧｒａｎｄのＤＶＤで⼿を組んでいるシーンがあります

が、左⼿の親指が上になっているから右⼿の⼩指が⼀番下になっています
 「ｄｅｃｉｍｏ」ではみなさんがおっしゃるとおり左⽬でファインダーを覗いている写真があります

 そしてなんといっても「君に逢いたくなったら・・・」のＰＶでは左⼿の親指でシャンパンのコルクを⾶ばしていま
す

実は私も左利きと右利きが混ざっているのでこの３例は左利きの特徴だと思っています
 私は勝⼿に「泉⽔さんとおんなじだ〜︕」って思っています（＾0＾）

利き⽬が”左”の決定的証拠

4012 選択 stray 2008-01-18 10:46:24 返信 報告

シヴァさん、おはようございます。

ご丁寧にありがとうございます。
 左利きでも、字を書くのと箸を持つのだけは右に矯正させられた⼈もいますので、

 「泉⽔さんは右利き」と断定できませんが、利き⽬が”左”の決定的証拠がこれです。

じつは私も、左利きが混じっていて、微妙な感覚は左⼿のほうが優勢です。
 たしかに⼿を組むと私も左⼿の親指が上になります。

 泉⽔さんと⼀緒のほうが良いので、泉⽔さんも左利きが混じってることにしましょう︕（笑）

字を書くのは”右”の決定的証拠

4013 選択 stray 2008-01-18 10:48:54 返信 報告

字を書くのは”右”ですね。
 この写真以外にも右⼿にペンを持ってる写真はたくさんありますので。
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Re:利き⽬が”左”の決定的証拠

4014 選択 Ｔ２８◆HLV594mjiY 2008-01-18 11:18:46 返信 報告

みなさん、こんにちは、お邪魔いたします。

盛り上がっているところ恐縮ですが（笑）。
 #4012の写真、写りを気にしてこうなったとは、考えられないですかね︖

 もし、陽射しや背景を優先したら、こちらからしか撮影できなかったとか、
 こちらから撮影した場合、右⽬を開けて覗いていると変になるし、カメラが顔に被りませんか︖

 所⻑︕ 怒らないでね（笑）。ド素⼈の戯⾔です（笑）。
 もちろん、決定的な根拠も⾃信もありゃしません（キッパリ）。

 たんに、スナップ写真として撮られたなら、私の意⾒は却下です。
 

Re:利き⽬が”左”の決定的証拠

4015 選択 stray 2008-01-18 11:47:45 返信 報告

部⻑、こんにちは︕

今⽇は⾮番なのでakiちゃんにデート申し込めばよかったな（笑）。

「ｄｅｃｉｍｏ」買ったんじゃなかった︖
 あの写真で⼗分決定的だと思うけど、念を⼊れてこの写真を貼ったのだから、
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部⻑の意⾒は却下します︕（笑）

所⻑へ

4017 選択 Ｔ２８◆HLV594mjiY 2008-01-18 13:10:50 返信 報告

こんにちは。
 ファンとしてもド素⼈で、申し訳ないです（汗）。

「ｄｅｃｉｍｏ」のP.56とP.130ですね。確認しました。
 泉⽔さんの美しさに⾒とれて、⾒過ごしてました（笑）。
 

Re:利き⽬が”左”の決定的証拠

4018 選択 チョコレート 2008-01-18 13:36:34 返信 報告

所⻑さん、こんにちは。今⽇は⾮番でしたか。
 チョコレートです。アイドルのakiちゃんでなくてすみません(笑)。

 おかげさまで、携帯もZ研仕様になりました︕ありがとうございます。
 そうですね、早く相談すればよかったです。⼀⼈で悩んでいてもつながるはずもなく・・。

> たしかに⼿を組むと私も左⼿の親指が上になります。 
 > 泉⽔さんと⼀緒のほうが良いので、泉⽔さんも左利きが混じってることにしましょう︕（笑） 

 ・・⼿を組んで親指が上になったほうが利き腕なんですか︕︖知らなかった〜。
 私は幼少期より完璧な右利きですが、⼿を組むとなぜか左⼿の親指が上になりますっ︕

あれ︖私、左利きなの︖︖びっくりです。
 でも泉⽔さんと同じなんてウフフ、所⻑さんとも⼀緒でムフフです。

megamiさんへ
 megamiさん、こんにちは︕

 私の携帯、所⻑さんのアドバイスにより、難問(?)解決しました〜。
 でもmegamiさんみたいに何枚もペラペラ⾒れるのも魅⼒的ですね。
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だって携帯に「ミニ写真集」が付属しているんでしょう︖しかも皐作品。ちょっとうらやましいですね。
私もちっちゃく写真⽤紙にプリントして、お⼿製写真集をくっつけようかしら・・（←かなり本気）

追伸、私もmegamiさんと同じく「promised you」は禁断症状でます︕(笑)

こんなに盛り上がるのだから

4021 選択 アネ研 2008-01-18 15:30:17 返信 報告

ZARD 効き⽬左 右ききだけど左も器⽤よ 研究会 やりませふ︕︕新作はまだかなーちょっと廻ってきます。（笑）

Re:こんなに盛り上がるのだから

4022 選択 Ｔ２８◆HLV594mjiY 2008-01-18 15:35:17 返信 報告

アネ研さん、こんにちは。
 並んでんの︖（笑）まだだとおもうなぁ（笑）。

> ZARD 効き⽬左 右ききだけど左も器⽤よ 研究会 やりませふ︕︕ 
 俺はそれより、⽬が良いはずなのにめがね好き、泉⽔さんは元祖「めがねっ娘」なのか研究会のほうがいいなぁ

（笑）。
 

早すぎだって（笑）

4023 選択 stray 2008-01-18 15:42:07 返信 報告

アネ研さん、こんにちは。
 早すぎだってば︕（笑）

 今⽇はレスも多いので、19:30と⾒た︕
 並んでてもいいけど凍えないように（笑）。

⼆⼈とも研究会の名前、⻑すぎっ︕却下︕（笑） 
 

Re:早すぎだって（笑）
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4024 選択 Ｔ２８◆HLV594mjiY 2008-01-18 15:45:26 返信 報告

ちぇっ︕（笑）
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