
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

Z研1周年・前夜祭︕

9230 選択 チョコレート 2008-09-08 16:01:21 返信 報告

皆さん、こんにちは。チョコレートです。
 今⽇はいよいよ前夜祭。皆さん、お仕事も⼿につかないのでは︖(笑)。

 あと２時間ですね〜待ちきれません︕

さっそくお祝いのお花が届いてますよ〜。部⻑さーん、これ、どこに置いたら良いですか〜︖
 

Re:Z研1周年・前夜祭︕

9231 選択 チョコレート 2008-09-08 16:03:52 返信 報告

よいしょ、よいしょ･･･まだありますよ
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Re:Z研1周年・前夜祭︕

9232 選択 チョコレート 2008-09-08 16:06:55 返信 報告

すごいですね〜さすがZ研(笑)。

Re:Z研1周年・前夜祭︕

9233 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-09-08 16:15:40 返信 報告

御苦労様で〜す︕

えっと〜お祝いのお花ね・・・、あっ、そこら辺に置いといてちょ︕（笑）
 適当にヨロシク〜︕（笑）

 

Re:Z研1周年・前夜祭︕
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9234 選択 stray 2008-09-08 17:47:11 返信 報告

キャー、もう始まってるし︕（笑）

チョコレートさんこんにちは、ど派⼿なオープンニングですなあ（笑）。
 豪華なお花を数々どうもありがとうございます︕

部⻑︕ 私は22時頃まで来れそうにありません（汗）
 適当にやっててちょ︕（笑）

「ザ・スクープ⼤賞」の発表を22時頃に⾏います。もう⼀つ、
 皆さんの投票で決めていただきたいものがあるので、その投票を開始します。

 もうお気づきかと思いますが、ＢＢＳトップに「CHAT INFORMATION」なるモニタを設置しました。
 カニチャットが瀕死の重症なので、新たなチャットを探しました。

 チャットの⼊室状況がＢＢＳから⼀⽬でわかるモニタです。
 混雑時（夜間）のレスポンスを⾒たいので、「新チャットへ⼤集合」の案内を出します（笑）。

 今⽇はそんなところかなあ（笑）。

明⽇は、午後に、皐ちゃんが登場しますよ︕︕
  

Re:Z研1周年・前夜祭︕

9235 選択 チョコレート 2008-09-08 17:50:13 返信 報告

部⻑さん、これも･･･飾るのかな︖
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Re:Z研1周年・前夜祭︕

9236 選択 チョコレート 2008-09-08 17:51:33 返信 報告

もうひとつ・・・これも届いてますよ〜(笑)

Re:Z研1周年・前夜祭︕

9237 選択 チョコレート 2008-09-08 18:13:16 返信 報告

えっと･･･こんばんは。１周年おめでとうございまーす︕
 今⽇はお招きいただいて(?)ありがとうございます。

 １番ノリかな︖
 Z研の前途がバラ⾊でありますように〜。

 レインボーローズの花束を持ってきました︕
 すごいバラがあるんですねぇ〜。

 

Re:Z研1周年・前夜祭︕

9238 選択 チョコレート 2008-09-08 18:45:47 返信 報告

部⻑さんもお忙しいようなので･･･準備しておきますね。
 よいしょ、よいしょ･･･
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Re:Z研1周年・前夜祭︕

9239 選択 チョコレート 2008-09-08 18:46:42 返信 報告

これも･･･

Re:Z研1周年・前夜祭︕

9240 選択 M.Dark 2008-09-08 18:57:55 返信 報告

[9238]チョコレート:
 > お忙しいようなので･･･準備しておきますね。 

 > よいしょ、よいしょ･･･

みなさんこんばんは︕
 久しぶりのカキコです。

stray所⻑ 所員の皆様 
 ”Ｚ研⼀周年”おめでとうございます（そしてご苦労さまです）。
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M.Dark初の加⼯画（︖）ｱｯﾌﾟです（笑）。
道頓堀/戎橋で撮影（笑）を挙⾏したのですが少々恥ずかしかったです。

 （顔はひきつってるようなので⼿だけで〜す。(笑）)

先週末、甲⼦園に⽔浴び（TUBE野外ﾗｲﾌﾞ＝笑）に⾏ってました。
 （⼀年前の当⽇は奇しくもﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙﾎｰﾙでのZARD追悼ｺﾝｻｰﾄに参加した⽇です）

 翌⽇hill'sﾊﾟﾝ⼯場に久しぶりに⾏ってみる予定でしたが
 やや⽅向を間違えてしまいました。（笑）

ﾁｮｺ先輩、早くからご苦労様ですﾈ。
 明⽇は仕事なので本⽇ﾁｮｺｯﾄ参加させてください。

  夜・路・詩・駆 〜

Re:Z研1周年・前夜祭︕

9241 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-09-08 19:15:15 返信 報告

みなさん こんばんは〜︕
 チョコレートさん 準備万端ですね（笑）いつも素晴らしいお気遣いをありがとうご

ざいます♪♪
 

Re:Z研1周年・前夜祭︕

9242 選択 チョコレート 2008-09-08 19:53:37 返信 報告

M.Darkさん、megamiさん、こんばんは︕
 私が⾔うのもなんですが(笑)、来て下さってありがとうございます︕

 まだ、部⻑さんも所⻑さんもお仕事が忙しいようなので･･･始まってないんですけど。
お時間がありましたら、ゆっくりなさってくださいね︕
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それにしても･･･M.Darkさん、素敵な加⼯画︕確かに⼿が出てます〜これがM.Darkさんですね(笑)。
⼿の込んだプレゼント、きっと所⻑さんも⼤喜びです︕

megamiさん⽤にジョッキを特別に⽤意いたしました︕これで乾杯に参加して下さいね〜(笑)。

Re:Z研1周年・前夜祭︕

9243 選択 チョコレート 2008-09-08 20:22:38 返信 報告

オードブルもそろそろ出しておきますか(笑)

Re:Z研1周年・前夜祭︕

9244 選択 チョコレート 2008-09-08 20:23:41 返信 報告

これも(笑)。

Re:Z研1周年・前夜祭︕

9245 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-09-08 21:15:33 返信 報告

こんばんは、チョコレートさん、 M.Darkさん、megamiさん、所⻑、部⻑︕

チョコレートさん、綺麗なお花をたくさんありがとうございます。
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M.Darkさん、第1作の加⼯画、すばらしい、実写なんですね。どおうやって撮ったのでし
ょうか︖

ｍｅｇａｍｉさん、花⽕なんて北京五輪の盛り上がりを思いだしてしまいました。(笑)
 どうか、せめて明⽇までは、ネット繋がりつずけますように︕

私は、ちょっと、画像の⼈たちと街を回ってきま〜す。(笑)
 

Re:Z研1周年・前夜祭︕

9246 選択 ドルチェ 2008-09-08 21:31:08 返信 報告

チョコレートさん、みなさん こんばんは〜♪♪

チョコちゃん、遅くなってごめんネ︕綺麗なお花が、いっぱ〜い♡
 M.Darkさんが初の加⼯画をUPされてるのを⾒て、ライバル⼼ムキダシで（ウソ♪）

 私も初の加⼯画を作って︖みました（笑）
  「幸せのバブルリング〜祝い〜バージョン」でございます… 

 ドルチェにはこれが精⼀杯なので、怒らないでね〜（汗）これでも何時間もかかったんだから
っ︕

とにかく、⼀周年記念・前夜祭バンザーイ︕

Re:Z研1周年・前夜祭︕

9247 選択 チョコレート 2008-09-08 21:43:16 返信 報告

アネ研さん、ドルチェさん、こんばんは。お待ちしておりました〜︕寂しかったですぅー(泣)。

>  「幸せのバブルリング〜祝い〜バージョン」でございます…  
 ドルチェさん、すごい︕バブルリングがなんと「祝」になってます︕︕（◎ー◎︔）ビックリ 

 加⼯画なんて私は出来ない⼈なので尊敬します。
 今⽇はまだ所⻑さんも部⻑さんもお仕事みたいですが、楽しく飲んで騒ぎましょうね〜。
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ところでアネ研さん･･･写真の⼈たちとっまわってくるって･･･チンドン屋さんなのぉ︖︖メイクも派⼿派⼿︖︖
また戻ってきてくださいよー︕

新チャット（候補地）へお集まり下さい︕

9248 選択 stray 2008-09-08 21:46:59 返信 報告

はあ、はあ、皆さんこんばんは〜︕（急いで駆け付けたつもり）

チョコレートさん、しっかり仕切っていただき恐縮です︕
 あとで部⻑からご褒美出ると思いますので（笑）。

先ほど予告した、新チャット（候補地）の使い勝⼿を伺いたいので、
 たいへん恐縮ですが、ヒマな⽅は↓へお集まり下さい︕（笑）

 http://zard.crown.cgiboy.com/

合わせて、BBSを更新しながら、刻々と⼊室状況が変化するモニタも眺めてみてください。
 皆さんがチャットで遊んでるうちに、スクープ⼤賞を集計しますので︕︕（笑）

 なお、新チャット（候補地）は、動画祭りのファイナル会場となってます（笑）。

「ザ・スクープ⼤賞」の投票結果 発表︕︕

9249 選択 stray 2008-09-08 22:00:47 返信 報告

お待たせしました。
 Z研1周年企画「ザ・スクープ⼤賞」の投票結果を発表しま〜す︕

投票総数︓６０票
  なんでこんなに少ないの︖（笑） １⼈３票まで投票できたのに。

  皆さん投票お好きじゃない︖ ま、いっか（笑）。

ザ・スクープ⼤賞 第３位

9250 選択 stray 2008-09-08 22:01:55 返信 報告
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「シドニーロケ地発⾒」 １１票

最新スクープだけに、新鮮度だけで３位に滑り込みましたね（笑）。
 寄せられたコメントを紹介します。

・（＼益／） くっ、悔しいです!!! （ザブングル加藤⾵（笑））
  誰これ︖（笑）たぶｎ部⻑だな（笑）。

・ チョコ先輩 & pine先輩のお⼿柄ですね〜
  sakiさんでしょう（笑）

・レア画像ばかりだったので嬉しい︕
  ⼭茶花さんっぽくない︖（笑）

  

Re:ザ・スクープ⼤賞 第３位

9251 選択 チョコレート 2008-09-08 22:05:24 返信 報告

> 「シドニーロケ地発⾒」 １１票 
 おお〜︕（会場のどよめきふう）笑
 ２位は何かな〜わくわく、ドキドキ

ザ・スクープ⼤賞 第２位

9252 選択 stray 2008-09-08 22:05:29 返信 報告

 
「相模湖（じつは津久井湖）ロケ地発⾒」 １５票

HOLD ME 発売⽇にロケ地が判明する、まるで奇跡のような
 Z研ならではの華麗な展開に⼤興奮でしたね︕

 コメントにも感激の様⼦がありありと表れています。
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・⾒つけられないと思っていましたので。感激しました。

・ 「HOLD ME」に特に思い⼊れがあるドルチェにとっては、やっぱりコレが?１です︕

・津久井湖ロケ地じゃなかったんですか〜︖あのソファにたたずむゼットンの姿が ぜひ⾒たいです︕

・１３年間forever youの泉⽔さんに挨拶してから出勤しているので、ここだけは⾏ってみたいです。

・ソファーがそのまま残っていてビックリしました。私も⾏ってみたい〜〜

・いつも楽しく拝⾒してます。お馴染の正⾯からの写真が撮影された所とあって、数々の発⾒のなかでも印象に残っ
ています、これからも研究所の皆様の活躍楽しみにしています

・先⽇は気づいたら投票されていました。3回のチャンスをありがとうございます。今後も楽しく拝⾒させてもらいま
す︕私のスクープ⼤賞はドルチェさんのZ研復活。2⼈が居ないとZ研ではありません︕

・16年前のソファもそのまま残っていることに感激しました︕

・MISORAです。⼀周年おめでとうございます。

Re:ザ・スクープ⼤賞 第２位

9253 選択 チョコレート 2008-09-08 22:08:01 返信 報告

> 「相模湖（じつは津久井湖）ロケ地発⾒」 １５票 
 わお〜︕これが２位ですか︕︕

 ってことは・・・やはり１位は”あれ”ですかっ︕︕︕︕

ザ・スクープ⼤賞 第１位

9254 選択 stray 2008-09-08 22:11:13 返信 報告

 
ウェディングドレス姿撮影地「⽊更津ゼロ」発⾒ ２０票

やはり強かった︕
 10年経っても⾊褪せない⼤・⼤スクープですからねぇ。

 

https://bbsee.info/straylove/id/9230.html?edt=on&rid=9253
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=9253
https://bbsee.info/straylove/id/9230.html?edt=on&rid=9254
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=9254


アネ研さんの写真（外観）と、pineさんのTVCMキャッチ（内観）の融合がなければ、
決してモノにできなかったでしょう︕

アネ研さん、pineさん、改めておめでとう︕︕
 皆さんからのコメントです。

・もう⼀票︕

・泉⽔さんらしからぬ格好ですから。感動ものです。

・ すご〜くインパクトが強くて 未だに忘れられません︕

・ なんといっても、ロケ地発⾒はこれにて始まった気がします。pineさんに感謝︕感謝︕です。

・ 教会なのか︖病院なのか︖

・ やっぱりこれしかないでしょう︕︕

・今までで、⼀番謎のヴェールに包まれていたところだと思います。だから、これに投票をさせていただきます。str
ay所⻑様、研究所のみなさまZ研1周年おめでとうございます︕︕

・地⽅在住者としては関東（近辺）地区在住の⽅がうらやましいですっ︕私も泉⽔さんの⾜跡をたどりたいです。

・幾度にも亘る現地捜査・聞き込み捜査が、CMという意外な所に繋がって…。CMを⾒たときの胸の⾼鳴りは忘れら
れません。私のZ研初投稿でもあり、思い出深い⼀件です。（⾃分が関わった物への投票ですみません）

・とても印象的な写真（特に室内を照らす光が）だったので、まさか⼈⼯的な光とは思いませんでした。それと、撮
影場所が⾒つかったのが奇跡のような感じがして、記憶に残っています。

 

Re:ザ・スクープ⼤賞 第１位

9255 選択 チョコレート 2008-09-08 22:15:36 返信 報告

> ウェディングドレス姿撮影地「⽊更津ゼロ」発⾒ ２０票 
 そうですよね〜やっぱり︕

 アネ研さんの⾜での捜査とpineさんのCM⽬撃情報で⼀気に解けた謎。
 素晴らしい解明劇にPCの前でわくわく、ドキドキしてました︕

 アネ研さん、pineさん、本当におめでとうございます︕そして、ありがとうございました︕

https://bbsee.info/straylove/id/9230.html?edt=on&rid=9255
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=9255


ザ・スクープ⼤賞 ４位以下のコメント

9256 選択 stray 2008-09-08 22:16:47 返信 報告

惜しくも上位⼊賞は逃した残りのスクープも、これだけ⾒れば凄いのですが、
 上位３つがすごすぎましたね（笑）。

●君Disロケ地発⾒ へのコメント

・毎週・・楽しく拝⾒しています。 
 ・ここは、何度も捜査に訪れたし、泉⽔さんの聖地が多い街でした。

 ・いつも貴重な情報有難う御座います。これからもお願いします。
 ・1周年おめでとうございます。このALは⼤好きなのでとても感動しました。

・皆さんアクティブに動いて謎を解明。⾒ていても、とても楽しいものでした。

  
 ●今⽇はゆっくり…屋上ロケ地潜⼊ へのコメント

・危険を冒したゼットンに!! あ・・・アネ研さんにも、・・・ね。(笑)
 ・ゼットンの命がけ︖の潜⼊ロケ、これをはずすわけにはいきません︕⻲井刑事、ゼットン、いつもありがとうござ

います︕︕ 
 ・カメさんお⼿柄︕ 撮影場所が⼀番気になってたPV、泉⽔さんがキュ〜ト︕ 写真のゼットンが誇らしげ︕（笑） 

皆さん︕ ご投票どうもありがとうございました︕︕
 

アネちゃん＋メガちゃん＋ドルちゃんのトリオ名を決める投票︕

https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/0eac690d7059a8de4b48e90f14510391.jpg
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9257 選択 stray 2008-09-08 22:30:53 返信 報告

さて、もう１つ投票を準備中です（笑）。

Z研は、stray＆Ｔ２８のおちゃらけコンビに始まって、
 stray＆皐ちゃんが組んだ「皐家ペー・パー⼦」、

 アネ研さん＆megamiさんによる「⻲家ピー・ポー⼦」（知らないかも）（笑）と、
 次から次へとお笑いコンビが誕⽣しています。

ドルチェさんが復帰されたので、私にコンビ解消され、淋しくピン芸⼈の
 道を歩んでいたＴ２８部⻑とコンビが作れないものか…。

 いろいろ画策したのですが、部⻑が頑なに拒否したので（笑）、
 アネ研さん＋megamiさん＋ドルチェさんの３⼈で「トリオ」を
 組むことになりました（笑）。

そこで、トリオ名をあれこれ考えたのですが、なかなか結論が出ないので、
 いっそのこと皆さんの投票で決めてしまおう︕かと（笑）。

つづく。
 （疲れたので⼀服してきます）（笑）

Re:アネちゃん＋メガちゃん＋ドルちゃんのトリオ名を決める投票︕

9258 選択 stray 2008-09-08 22:43:03 返信 報告

つづきです。

トリオ名の候補は３つ。

１．「⻲家manネンドウ」
  man＝メガちゃん、ネン＝アネちゃん、ドウ＝ドルちゃんです。

  ご存じのとおり、⻲⾕万年堂のパクリですが、少し苦しいかな〜。

２．「泉⽔家 愛詞・恋詞・お歌詞〜」
  愛詞（いとし）＝メガちゃん、恋し（こいし）＝ドルちゃん お歌詞〜（おかシー）＝アネちゃん
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 いとし・こいしのパクリです。

３．「ＳＡＲＤ」
  ＺＡＲＤの“Ｚ”を“Ｓ”に変えただけですが、発⾳すると「３rd」に聞こえるので。

  お笑いトリオの名前っぽくないですけどね（笑）。

以上３つから１つを選ぶ投票を間もなく開始しま〜す︕
 １票でも投票成⽴（笑）。

 締切は明⽇22時。即開票・発表です。

 

Re:「ザ・スクープ⼤賞」の投票結果 発表︕︕

9259 選択 ドルチェ 2008-09-08 22:56:41 返信 報告

みなさん こんばんは＾＾ チョコちゃん、またまた遅れてごめんね︕

加⼯画作りに疲れ果てたので、息抜きでNYへ⾏ってました（笑）「Don't you see!」信
号をみなさんへのお⼟産に引き抜いてきましたよ〜

キャ〜︕スクープ⼤賞、決定したんですね︕︕
 「HOLD ME」のが第２位に⼊ってるぅーーーー︕ｷｬｰｷｬｰ︕

 たぶん最近のロケ地の⽅が⼈気があると思ってたので、「HOLD ME」の不変の⼈気に感激しております♡
 なんかドルチェに対しての、嬉しいお⾔葉まで…どなたサマか（笑）ありがとうございます♡

 でも、シドニーロケもウエディングロケも ホントに素晴らしいですよね♪ アネちゃん＆ゼットンも⼤⼈気♪
 それもこれも、みなさんの努⼒の賜物ですね︕ Z研、⼤好き〜♡

…えええー︕ロケ地⼤賞発表で感極まって泣きそうだったのに、トリオ名アンケートするの︕︖恥ずかしい〜︕やめ
て〜（願）

 とりあえず、チャット⾏こうっと。

いつのまにトリオ名が投票制になってるんですか〜︖︖︖

9260 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-09-08 23:09:17 返信 報告
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チョコレートさん 専⽤のグラスまで ご⽤意いただいて どうもありがとうございまし
た︕

M．Darkさん お久しぶりです。加⼯画 すごいですね〜︕︕

ドルチェさんの「祝」の加⼯画もス・テ・キ〜︕私達のトリオ名の投票なんて恥ずかしいで
すよね〜 o(>▽<)o 

アネ研さん もう戻ってきて下さる頃かしら︖︖︖
 いつの間にか トリオ名が投票になっててビックリですね（笑）メガちゃん＝megamiより

stray所⻑さんへ
 >新チャット（候補地）は、動画祭りのファイナル会場となってます（笑）。 

 キャ〜︕イランからはチャットできないみたいで・・・このような画⾯しか出てきませ〜ん（泣）
 動画祭りに参加できないっていうことですね ｡゜ﾟ(>ヘ＜）ﾟ ゜｡

Re:いつのまにトリオ名が投票制になってるんですか〜︖︖︖

9261 選択 stray 2008-09-08 23:14:20 返信 報告

megamiさん、こんばんは。

トリオ名は投票で決めることにしました︕（笑）
 すでに７票も⼊ってますよ︕︕（笑）

新チャット（候補地）に⼊れませんか・・・
 ん〜、困ったなぁ・・・

 別のも探してみま〜す。

もう７票ですか（笑）

9262 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-09-08 23:21:32 返信 報告

stray所⻑さん こんばんは〜︕
 今頃 みなさんがチャットで楽しんでいらっしゃるのではないかと ＰＣの前で想像しているｍｅｇａｍｉで〜す
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（笑）

> トリオ名は投票で決めることにしました︕（笑） 
 > すでに７票も⼊ってますよ︕︕（笑） 

すごいですね〜（笑）アネちゃん＝アネ研さん ドルちゃん＝ドルチェさん メガちゃん＝ｍｅｇａｍｉの説明がな
いので 皆さんはお分かりにならないのではないかと思ったんですけど・・・

 投票して下さった⽅ どうもありがとうございま〜す︕

ちなみに『ＳＡＲＤ』に決定した場合には いつか『Ｚ研「ものまね」パーティ』を開催したいですね〜（笑）

メガちゃん、こんばんは︕

9263 選択 ドルチェ 2008-09-08 23:24:31 返信 報告

メガちゃんへ
 イランから新しいチャットは⼊室できないの︕︖え〜、寂しい〜（︔︔）

 トリオ名もいつの間にか投票になってるし（笑）困るよね〜
 チョコちゃんへ

 昨⽇はNYに⾏って帰ってくるのが遅くなってゴメンナサイ︕⼣⽅から盛り上げてくれてて、すっごく嬉しかったで
す。

 明⽇こそ、時間が合えばチャットしたいです♡
 

ドルちゃん こんばんは〜︕

9264 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-09-08 23:32:07 返信 報告

ドルちゃん リアルタイム初めてじゃないですか︖︖︖嬉し〜♪♪
 それだけで 感激しているｍｅｇａｍｉで〜す（笑）

 ぜひチャットでお話したいですね︕

メガちゃ〜ん

9265 選択 ドルチェ 2008-09-08 23:44:59 返信 報告
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うんっ、リアルタイム（＾０＾）
メガちゃんがちゃんと⼊室できるチャットが⾒つかるといいな〜

 

皐ちゃんからです。

9266 選択 stray 2008-09-09 00:10:52 返信 報告

前夜祭祝い(︖)として、Z板以前に持っていた動画をUPしました☆ﾐ
 新しいゲストさんがいらっしゃるので

 もしかしたら持っていない⽅に、と思いまして（*^u^*）
 所⻑と私と部⻑の“運命の出会い(笑)”である

 ｢恋するハニカミ･コメント｣はオススメですね︕(笑)

http://www.filebank.co.jp/wblink/84c9ddcf692ac645e0636860cf5c8032

皐ちゃんは明⽇（もう今⽇になりましたが）の午後に登場します︕︕
 乞うご期待︕

  

Re:Z研1周年・前夜祭︕

9267 選択 カーディガン 2008-09-09 01:42:10 返信 報告

みなさん、皐さん、こんばんは。

もう、前夜祭も終わって、ｚｚｚの頃と思います。
皐さんが復帰されるので、今⽇は楽しみ(^^♪です。

 どんなオープニングか、期待ワクワク、です。
 近況など、いろんなこと、お話ください。

Re:Z研1周年・前夜祭︕

9269 選択 M.Dark 2008-09-09 07:24:11 返信 報告
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皆さん こんばんは︕ 
夜のDarkです。

 って 今は朝ですが仕事なので出勤前にﾚｽしときます。

⼀息ついて、"Hi︕aneken" ﾋﾞｰﾙはいかがでしょうか︖(笑)
 （アネ研さんってHNはいじりやすいですﾈ。アネ研さんｺﾞﾒﾝ )

 この写真をとるのはなーんにも恥ずかしくはなかったです。(笑)

アネ研さん
 > 実写なんですね。どおうやって撮ったのでしょうか︖

嫌がる相⽅にとってもらっただけで〜す。
 とられる⾃分のほうがよっぽど恥かしかったのです。

 ⼼持 下をむいてるでしょ。（笑）
 泉⽔さんがうつむく気持ちがよーくわかりました。(笑)

ﾁｮｺ先輩、”ﾏﾄﾞﾓｱｾﾞｰﾙ”ﾄﾞﾙﾁｪさん、megamiさん
 お久しぶりで〜す。(ﾁｮｺﾚｰﾄさんは直ﾚｽ初めてですﾈ ﾖﾛｼｸです。)

 加⼯画ではなくて写真を切り刻んでるだけなので(笑)
 ムキにならないでネ。
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