
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

●●● 「Love is Gone」失楽園特別編 ED ver. ●●●

7706 選択 stray 2008-06-18 11:06:01 返信 報告

もう⼀つ、歌詞違いver.をアップします。
 Sg「永遠」がＴＶドラマ失楽園のOPだったのは皆さんご存知のとおりですが、

 その失楽園の特別編（総集編みたいなもの）のEDで流れたのが、
 「Love is Gone」の歌詞違いver.です。

詳細はRespect ZARD さんの記事をご覧ください。
 http://f24.aaa.livedoor.jp/~rzard/LRZ/trivia/lyrics.html

無理やり歌詞を変えてるので、メロディにまったく乗りません（笑）。
 泉⽔さんも不本意だったと思うのですが、ノーと⾔わずに、

 この番組のためだけにわざわざ歌⼊れされてるところが偉い︕
 泉⽔さんのマジメなお⼈柄が偲ばれますね。

※注）古⾕⼀⾏さんの”ケツ”が映りますので、⾒たくない⼈はmp3版をどうぞ︕（笑）
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（映像版︓29.3Mのwmv）
http://www.filebank.co.jp/wblink/c508bb1de8de8ef5ebb9dcad00b67f0d

（⾳声版︓1.4Mのmp3）
 http://www.filebank.co.jp/wblink/a8a672c6c05468551f7ffbbf385b47ff

Re:●●● 「Love is Gone」失楽園特別編 ED ver. ●●●

7710 選択 tree 2008-06-18 15:45:52 返信 報告

strayさん、皆さん、こんにちは︕
 今⽇3度⽬の書き込みです。

 ですがこれは書き込みせずにはいられません︕
 ドラマは「永遠」を聴くために数回⾒ましたが、

 特別編までは⾒てなくて、このver.の「Love is Gone」初めて聴きました。
 > 無理やり歌詞を変えてるので、メロディにまったく乗りません（笑）。 

 ⼥性視点になってるんですね。
 無理やり感は確かにありますが、泉⽔さんの違うver.の歌声が聴けたことが嬉しいです。

 泉⽔さんの歌声を堪能したい⽅は⾳声版がいいと思います。
 私は映像版を⾒たので歌声に集中できませんでした（笑）。
 でもこれ撮影してる姿を想像すると、ちょっと笑いが（苦笑）。

話し変わりますが、strayさんとoy-miyuさんのお話を拝⾒しました。
 こちらこそZ研を⽴ち上げていただいて、よかったなぁとしみじみ思っています。

 貴重な映像をいただけるのはもちろんですが、普段⾝近にZARD＝泉⽔さんの「コア」な話しをする相⼿がいない私
にとっては、皆さんの泉⽔さんに対する愛情溢れる書き込みを⾒ているだけで、参加したような気分になり、嬉しく
楽しくなるのです。

 これからは私も皆さんの会話に⼊っていけたらなぁと思っているところです。今はまだお礼のレスしかできません
が。

ところで、泉⽔さんの「タクシー」までお持ちなんですか!?
 噂では聞いていましたが、⾒ることができる⽇が来るなんて︕︕︕
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Z研に♪ずーっとずっとずっと♪貼りつきます、浮気などせずに（笑）。
って今仕事中なんですが。今⽇はZ研の合間に仕事してます・・・。反省・・・。

oy-miyuさま、はじめまして。
 突然お名前を出してすみませんでした。

 よくお名前拝⾒してました。
 優しい⽂章をお書きになるなあといつも感⼼してます。

 機会がありましたら⼀緒にお話しさせてください。

Re:●●● 「Love is Gone」失楽園特別編 ED ver. ●●●

7712 選択 stray 2008-06-18 17:27:43 返信 報告

treeさん、3度⽬の”こんにちは”です（笑）。

これからＤＬされる⽅へのナイスアドバイスありがとうございます︕（笑）
 ⼀発ＯＫが出ればよいですが、ＮＧで何度も撮り直すはめになったら超⾟いロケでしょうね（笑）。

> これからは私も皆さんの会話に⼊っていけたらなぁと思っているところです。 
 是⾮とも会話にご参加ください。お待ちしてますよ〜︕

> Z研に♪ずーっとずっとずっと♪貼りつきます、浮気などせずに（笑）。 
 あはは、さしずめ”Ｚ研貼りつき第１号”決まりですね（笑）。

 treeさんのお仕事に⽀障あると困るので、「TAXI」のアップを⾒合わせてましたが、
 ５時を過ぎましたので、そろそろ⾏きますよ〜︕︕（笑）

 

Re:●●● 「Love is Gone」失楽園特別編 ED ver. ●●●

7721 選択 ⿊杉 2008-06-18 21:48:03 返信 報告

stray所⻑さん、皆さん、今晩は。

まさに、怒涛の如くのupありがとうございます!
 ドラマ「永遠」は刺激の強さに⾒ていなかったので、これもまた初めての映像? でした。

https://bbsee.info/straylove/id/7706.html?edt=on&rid=7712
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=7712
https://bbsee.info/straylove/id/7706.html?edt=on&rid=7721
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=7721


> ※注）古⾕⼀⾏さんの”ケツ”が映りますので、⾒たくない⼈はmp3版をどうぞ︕（笑）

興味本位で映像のVer.を⾒たのですが、treeさんの仰る通りでした。
 歌声に集中できないどころか、古⾕⼀⾏さん&川島直美さんの"後姿"に⼤笑いしてしまいました。(笑)

 あのシーンよく撮りましたよね。(苦笑)

坂井さんも、あの映像⾒たのでしょうか。⾃分の楽曲が、あのシーンに使われているのを⾒るのは、複雑だったと思
うなぁ。(苦笑)

別のスレで申し訳ないのですが、KOHさん、stray所⻑さん、「Get U're Dream」⾼画質Ver.ありがとうございま
す。

 stray所⻑さん、どの歌番組だったのか気にかけておられたのですね。
 私は、あの時stray所⻑さんから、3本もの映像を放出して頂いて、予想外の出来事に満⾜してしまって、今まで失念

しておりました。(恥)
 ⾃分で尋ねておきながら、申し訳ありません。

挙句に、⾼画質Ver.まで頂きまして、怪我の功名とはこの事でしょうか。(ちと、違うような…)(苦笑)

映像と曲が合ってない︕

7724 選択 シヴァ 2008-06-18 22:12:28 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑さん、こんばんは︕

本当に何でもお持ちですね︕
 歌詞が強引とのことですが、そういう曲はたまにありますよね︖なので私は気にならないですね︕

映像付きの⽅は・・。う〜ん・・。
 ⿊杉さんがおっしゃってますけど、映像と曲が合ってないですね︕

 確かに泉⽔ちゃんも不本意と思ったような・・。
 いただいておきながら、こんなことを⾔ってすいませ〜ん︕

「Ｇｅｔ Ｕ’ｒｅ Ｄｒｅａｍ」は素晴らしいです︕
 以前にｕｐされたＰＶがかわいくて綺麗で毎⽇のように観てたら曲まで好きになってしまいました︕

 ありがとうございました︕
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Re:●●● 「Love is Gone」失楽園特別編 ED ver. ●●●

7727 選択 stray 2008-06-18 22:29:03 返信 報告

⿊杉さん、シヴァさん、こんばんは︕

treeさんのアドバイス、読んでないでしょ︕（笑）
 この映像だけ⾒れば、たしかに笑えるかも知れません。が、

 失楽園＝楽園を追われたアダムとイブの物語なので、
 このエンディングはなかなかの出来だと私は思いましたよ。

 私の「注意書き」が悪うございました（笑）。
 

Re:●●● 「Love is Gone」失楽園特別編 ED ver. ●●●

7731 選択 アキラ 2008-06-19 06:18:37 返信 報告

おはようございますstrayさん、またまた懐かしい映像をありがとうございました＼
(^o^)／基本的に私はCDはALしか買わない⼈だったのでこの失楽園の特別編で流れ
た「Love is

 Gone」は当時歌詞違いだとは知らずに聞いてました（⼤汗）しかしこのドラマは凄
いドラマでしたよね、ほぼAVやんけ〜︕と思いながら⾒てました（笑）もちろん「永

遠」を聞いたついでに⾒てただけですよ〜<(_ _)>
 ※注）古⾕⼀⾏さんの”ケツ”が映りますので、⾒たくない⼈はmp3版をどうぞ︕（笑）

 はい、仰る通りmp3版にしておけばよかったとちと後悔しました（笑）懐かしさでついつい映像版をDLしてしまいま
した・・・しかしこの当時に戻れるものなら戻りたいですね〜、ZARDとしてはアーティストパワーは頂点を過ぎて
ましたがTVを付ければ何かしらのCM等でZARDソングが流れてましたしテレ朝のNoで貴重なPVが週に2,3回は⾒れ
ましたからね♪これからもstrayさんの貴重なお宝映像アップを期待してますよ〜!(^^)!

Re:●●● 「Love is Gone」失楽園特別編 ED ver. ●●●

7732 選択 miya 2008-06-19 10:00:49 返信 報告
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おはようございます。

> 「Love is Gone」の歌詞違いver.です。

はじめて聞きました。⼤事⼤切にに格納しました︕
 > 

> 詳細はRespect ZARD さんの記事をご覧ください。 
 はい、いつも⾒るだけですが伺っております。

> 泉⽔さんのマジメなお⼈柄が偲ばれますね。 
 真⾯⽬のかたまり…。

> 
> ※注）古⾕⼀⾏さんの”ケツ”が映りますので、⾒たくない⼈はmp3版をどうぞ︕（笑） 

 あっはは、川島さんも⾒たくありませんで〜す。
 ドラマそのものを⾒たことありませんでした。

strayさんありがとうございます。
 

Re:●●● 「Love is Gone」失楽園特別編 ED ver. ●●●

7733 選択 stray 2008-06-19 12:52:37 返信 報告

アキラさん、こんにちは。
 miyaさん、（私のレスは）お久しぶりです︕

映像に関する反応のほうが多くて困惑してますが（笑）、
 「Love is Gone」の歌詞違いver.の存在を、moonさんのサイトで知り、

 レンタルビデオ店で「特別編」を借りてきたんですよ〜（笑）。

失楽園は当時、社会現象と⾔えるほど話題沸騰でしたね。
 「不倫する」が「失楽園する」に置き換えられるほどでしたから。

 川島なおみさんは「お笑いマンガ道場」（なつかしいなぁ）のイメージが強くて、
 まさか、まさか、あんなに⼤胆に脱ぐとは思いもしませんでしたので、

 なおさら話題をさらったんだと思います。
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そんなドロドロドラマにあって、泉⽔さんが歌う「永遠」の清々しさは、
⼀服の清涼剤でしたねぇ。それを意図してZARDにテーマ曲を依頼したそうですが…。

まだまだありますのでご期待下さい︕（笑）

古⾕さんは/%)*^$#!@!?

7734 選択 GTO 2008-06-19 13:36:51 返信 報告

皆様こんにちは、

いやー、久々に笑わせていただきました。

ドラマを⾒ていませんので、ドラマ⾃体の感想はありませんが、
 このラストシーン、あまりにもアダムとイブそのまんま過ぎません︖

 みのもんたが、"さよなら"なんて$#!@!?

川島なおみさんは⾒たいですが、古⾕さんは⾒たくないで~す。

> まだまだありますのでご期待下さい︕（笑） 
 期待してま〜す︕
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