
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

ZARD 坂井泉⽔展

6564 選択 ATSUSHI 2008-04-26 00:00:56 返信 報告

池袋。

Re:ZARD 坂井泉⽔展

6565 選択 ATSUSHI 2008-04-26 00:02:55 返信 報告

札幌もおなじなのかな。
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Re:ZARD 坂井泉⽔展

6612 選択 yama 2008-04-29 21:20:41 返信 報告

ATSUSHIさま、stray所⻑さま、みなさま、こんばんは。

stray所⻑さま、あちらの掲⽰板では⼤変お世話になりました。
教えていただかなかったら、ずっとわからなかった気がします・・・インターネットで調べたのですが、どこにも載
っていなくて・・・なので、ほんとありがとうございました。

さて、今⽇はＺＡＲＤ坂井泉⽔展とモディリアーニ展に⾏ってきました。（同じコースの⽅、いらっしゃったか
な︖）

 坂井泉⽔展は午後に⾏きましたが、⼊るのに少し並びました。たくさんの⼈が来場していることがうれしかったで
す。

 後期の作品の直筆歌詞（どの歌かは、ネタバレになるので伏せたほうがいいでしょうか︖）を⾒られたことが、⼀番
感動しました。

 ライブシアターは、詳細を述べるのは避けますが、⾊々思い出して、うるっときてしまいました・・・

会期中に、もう⼀度⾏けたらと思ってます。

Re:ZARD 坂井泉⽔展

6615 選択 stray 2008-04-29 22:47:11 返信 報告

yamaさん、こんばんは。
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無事に未公開画像に辿り着けたようで何よりです︕
わざわざこちらにもご報告いただき、恐縮です。

 クルージングライブのCD-ROMも、同じように未公開画像が⾒れますので、
 お持ちでしたらやってみて下さい。

 http://bbsee.info/straylove/id/6485.html#a6499

> 後期の作品の直筆歌詞（どの歌かは、ネタバレになるので伏せたほうがいいでしょうか︖）を⾒られたことが、⼀
番感動しました。 

 ん〜、個⼈的には是⾮ともお聞きしたいです（笑）。
 

Re:ZARD 坂井泉⽔展

6616 選択 atti 2008-04-29 23:26:14 返信 報告

yamaさん、皆さん、こんにちは。

> クルージングライブのCD-ROMも、同じように未公開画像が⾒れますので、 
 > お持ちでしたらやってみて下さい。 

 実は、BooOffで購⼊後、このCD-ROMはまだ⾒ていないのです(笑)

> > 後期の作品の直筆歌詞（どの歌かは、ネタバレになるので伏せたほうがいいでしょうか︖）を⾒られたことが、
⼀番感動しました。 

 > ん〜、個⼈的には是⾮ともお聞きしたいです（笑）。 
 歌詞を⾒ながら、画⾯を⾒ていました。良かったですよ・・・

stray所⻑さんは、観にいかないの︖

追記:先ほどネタバレとなりますが、⾃サイトに書きました。

Re:ZARD 坂井泉⽔展

6617 選択 stray 2008-04-30 08:30:11 返信 報告

attiさん、皆さん、おはようございます。
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スポニチに⼩さ⽬ですがカラー記事が載っています。
開場4時間前に、100⼈が並んだとか。

 今朝のズームインでも放送されてました。

attiさん
 ブログ拝⾒してきました。超詳細なレポートありがとうございます︕

 直筆歌詞が展⽰してあるのは⾚字の曲︖（坂井泉⽔ 展 その2 でいいんですよね︖）

> stray所⻑さんは、観にいかないの︖ 
 破壊星⼈クンと⼀緒で、⼈込みが嫌いなので予定なしです（笑）。

 

Re:ZARD 坂井泉⽔展

6622 選択 yama 2008-04-30 20:01:30 返信 報告

みなさまこんばんは。

クルージングライブのCD-ROMもやってみまして、無事⾒ることが出来ました︕しかし、ほんと⾼速でした（笑）

直筆歌詞の曲については、attiさまにブログに書いていただいたみたいですので、それでよいでしょうか︖︕
 所⻑は、⼈ごみが苦⼿なんですね。

 ⼣⽅〜夜に⾏けば少し空いてて⼤丈夫かも︖、なんて。
 それでは

 

Re:ZARD 坂井泉⽔展

6623 選択 atti 2008-04-30 23:33:26 返信 報告

strayさん、皆さん、こんにちは。

> スポニチに⼩さ⽬ですがカラー記事が載っています。 
 > 開場4時間前に、100⼈が並んだとか。 

 > 今朝のズームインでも放送されてました。 
 先ほどHDDレコ早送りにて確認しましたが、
 エンパラにて、100⼈のタイトルはありましたが、
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 映像の放送は発⾒できす。⾒落としかな︖
紹介タイトルのみであったような。

モッチーさんが取材していたので、ズムサタで放送ですね。
 (確信)

> 
> attiさん 

 > ブログ拝⾒してきました。超詳細なレポートありがとうございます︕ 
 > 直筆歌詞が展⽰してあるのは⾚字の曲︖（坂井泉⽔ 展 その2 でいいんですよね︖） 

 そうです。
 映像と歌詞を観る⽅が多数います。

別途、ライブシアターについて後ほど書きますね。

> > stray所⻑さんは、観にいかないの︖ 
 > 破壊星⼈クンと⼀緒で、⼈込みが嫌いなので予定なしです（笑）。 

 それは、残念ですね・・・

Re:ZARD 坂井泉⽔展

6624 選択 ATSUSHI 2008-04-30 23:38:53 返信 報告

会場に近づくと、Club ONカードの⼊会を勧められます。⼊会するとその場で招待券がもらえ
るらしいです（⼊会していないので未確認）。

  ⼊り⼝で800円を払うと、
 １．チラシと同じ写真がきれいに印刷された⼊場券

 ２．ライブシアター⼊場整理券（開始時刻と座席の指定券）
 ３．⾚い縦⻑の紙製のブックマーク（ZARD IZUMI SAKAI Exhibition What a beautiful me

mory ⽩抜きで泉⽔さんの⼀本結びの影絵が⼊っている）
 ４．ZARD 坂井泉⽔展〜What a beutiful memory〜 レストランドリンクサービス券

 ５．今回のプレミアムボックスの予約票（WAVE 池袋店）
 を渡されます。

https://bbsee.info/straylove/id/6564.html?edt=on&rid=6624
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6624
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/781877bda0783aac5f1cf765c128b437.jpg


 
 交流サロンがなくなってブックマークとなったそうです。時間が早いとポカリスエットがもらえるらしい（専⽤の
⾃販機が会場内にあってそばにある液晶で過去のCMを流していました）。

  会場限定グッズはツアーグッズのストラップの⾊違いで、⻘、緑、オレンジ、パープルの４⾊（各1500円）。

Re:ZARD 坂井泉⽔展

6625 選択 atti 2008-05-01 00:51:08 返信 報告

ATSUSHIさん、皆さん、こんにちは

> ３．⾚い縦⻑の紙製のブックマーク（ZARD IZUMI SAKAI Exhibition What a beautif
ul memory ⽩抜きで泉⽔さんの⼀本結びの影絵が⼊っている） 

 この⾊は、紫⾊では無かったですか︖
 ＃6564の「ZARD 坂井泉⽔ 展」の背景⾊に同じ。

写真のBOX実物?がありましたが、この⻘⾊はきれいでしたね。

池袋の後に、渋⾕へ(別⽬的もあったが、達成できず)
 携帯で撮影したものをハリコしておきます。

 Tower@渋⾕ 壁⾯(側⾯はB'z)でした。

ttp://atti.jugem.cc/?eid=1683 (29⽇撮影)
 ttp://atti.jugem.cc/?eid=1525 (リクベスト時)

Re:ZARD 坂井泉⽔展

6630 選択 stray 2008-05-01 12:46:58 返信 報告

attiさん、ATSUSHIさん、こんにちは。

連⽇の情報提供どうもありがとうございます︕
 moonさんのブログに、歌詞展⽰に関するとっても興味深い記事があって、

 あれを読んだら、急に⾏きたくなりました（笑）。
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> エンパラにて、100⼈のタイトルはありましたが、 
> 映像の放送は発⾒できす。⾒落としかな︖ 

 > 紹介タイトルのみであったような。 
 私が⾒たのも紹介タイトルだけです（笑）。「やじうま」からチャンネルを切り変えたら、

 ちょうどエンタメコーナーが終わるところで、⼀瞬タイトルが⾒えたのですが、
 実際の放送はなかったようですね。ズムサタに期待しましょう︕

 

Re:ZARD 坂井泉⽔展

6633 選択 atti 2008-05-02 00:20:22 返信 報告

ATSUSHIさん、皆さんこんにちは

> > ３．⾚い縦⻑の紙製のブックマーク（ZARD IZUMI SAKAI Exhibition What a beautiful memory ⽩抜きで
泉⽔さんの⼀本結びの影絵が⼊っている） 

 > この⾊は、紫⾊では無かったですか︖ 
> ＃6564の「ZARD 坂井泉⽔ 展」の背景⾊に同じ。

もう1度観たいので、5/1に⾏ってきました。
 しおりの⾊は緑でかつ初⽇と配置構成が違うものでした。

 ⽇替わりで⾊が違うのかな︖

PS.⾃ブログを詳細は参照願います。
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