
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

坂井泉⽔展に⾏ってきました︕︕

9719 選択 カーディガン 2008-09-26 22:20:13 返信 報告

みなさん、こんばんは。

今⽇、仙台の坂井泉⽔展に⾏ってきました。
 午後から⾏ったのですが、年齢層も幅広く、若い⼈から年配の⽅までたくさんの⽅が⾒に来ていまし

た。

他の会場へ⾏かれた⽅も多く、あまり詳しく書くといけませんのでサラッと書きますね。こちらの掲
⽰板で⾏くのは、所⻑とxs4pedさんでしょうか。お会いできるといいですね。

 これから⾏かれる⽅は、Z板にも書き込みがありますので参考にしてください。

続く
 

Re:坂井泉⽔展に⾏ってきました︕︕

9720 選択 カーディガン 2008-09-26 22:23:50 返信 報告
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まず、泉⽔さんの歌⼊れのときのブースを再現したものがあり、ヘッドフォンやマグカップ
などが置かれていました。歌詞も置かれていました。が、これは⼿直しした跡がないです。
なんででしょう︖︖︖

さまざまなパネルの展⽰があり、PVがたくさん流れていました。私はいろいろ⾒たものが
多かったです。多くのPVをあまり⾒ていない⽅は、感動ものだと思います。印象的な歌詞
もパネルとしていたり、とても完成度が⾼く、練られた展⽰物が多かったです。

泉⽔さんが撮影で使⽤した服や靴、ZARDグッズの展⽰もたくさんありました。

また、シアターコーナーは約20分。昨年の⾳楽葬やいくつかの映像、今年の代々⽊公演の映像などが流れていまし
た。

 みんな途中で席を⽴つことなく、最後まで⾒ていました。

あとは、ポカリスエット。これももらえました。先着かもしれません。今⽇は平⽇だからか、もらえました。
 また、CDやビデオ、パンフなどの販売もあり、CDの種類は豊富でした。ZARDのCDが揃っていない⽅は、ここでか

なり揃えることができそうです。ストラップも全⾊揃えることができました。

また、スクリーンペインティング・オン・キャンバスの販売もありました。値段は、かなりいいものです。余裕があ
る⽅はお求めになるとよろしいかと思います。

続く

私は四国に⾏ってきました︕︕（笑）

9721 選択 stray 2008-09-26 22:30:54 返信 報告

カーディガンさん、みなさん、こんばんは。

⻑らくご無沙汰しておりました︕
 脳梗塞で倒れたわけでも、借⾦取りに追われて夜逃げしたわけでもございません（笑）。

 四国は松⼭に出張してました。
 向こうは連⽇３０℃近い暑さで、汗だくになりながら松⼭城に登城してきましたが（笑）、

 我が家に帰ってきたら、な、なんと１１℃︕
 とても同じ国とは思えませんねぇ（笑）。
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残念ながら松⼭にZARDの⾜跡を⾒つけることはできませんでしたが、
観光都市・松⼭を堪能してきました。仙台じゃなくて「松⼭・三越」だと良かったのに・・・（笑）

Re:坂井泉⽔展に⾏ってきました︕︕

9722 選択 カーディガン 2008-09-26 22:37:35 返信 報告

さて、帰りはとっても恥ずかしかったです。
 ⼥の園の中を男が歩いていると、かなりあぶない雰囲気でした^_^;

 泉⽔さんは⾃分の展⽰会よりも、こっちのほうがよかったりして・・・
 でも、私が⾏くと⼥の⼈へのプレゼントだとしても、普通の男が買うものではないので、○

カマか○ンタイに⾒られそうです^_^;
 ネックレスやバッグなどならともかく、刺激が強すぎます(^_-)-☆

 堂々と坂井泉⽔展に⾏った帰りだという顔をして帰ってきてください。
 うーん、⼥の⼈ばかりでしたね。このデパートは⼥性⽤のものばかり扱っており、帰りは⼥の⼈へのプレゼントは喜

ばれるものばかりなので、ぜひ奮発して買ってあげてください。少しばかり株も上がることと思います。

では、まだ⾏っていない⽅、ぜひ⾏って泉⽔さんの世界を堪能してください(^^)/~~~
 

Re:坂井泉⽔展に⾏ってきました︕︕

9725 選択 xs4ped 2008-09-27 00:01:01 返信 報告

カーディガンさん、strayさん、こんばんは。

> 今⽇、仙台の坂井泉⽔展に⾏ってきました。 
 お疲れ様でした。

 レポートありがとう御座います。
 > ストラップも全⾊揃えることができました。 

 全⾊揃えましたか。
 私はどうしようか思案中です。

 でも、⾏ったら多分全部買っちゃうんでしょうね。(笑)
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栞も全⾊揃える気でしょうか︖
因みに名古屋では１⽇で５回も⾏った⽅が居たそうですので、カーディガンさんも挑戦してみてはどうですか︖(笑)

> ⼥の園の中を男が歩いていると、かなりあぶない雰囲気でした^_^; 
 > 泉⽔さんは⾃分の展⽰会よりも、こっちのほうがよかったりして・・・ 

 こっちの展⽰会も堪能したいですね。(笑)

strayさん
 暫く⾒えないと思ったら、松⼭に温泉巡りですか︖(笑)

 私も⾜が痛くて(職業病︖)歩くのが⾟いので、電気を掛けに整形外科巡り(通院)をしております。
 やっぱりお互い⽼後︖に備えないとね。(笑)

 松⼭には昔、出張で⼀週間程⾏った事が有りますが、松⼭駅から２時間半も掛かる⽥舎だったので何も無く観光は出
来ませんでしたね。

 ⽥んぼは有りましたが・・・(笑)
 温泉巡りもしてみたいですね〜

 何時か、Z研温泉巡りツアーでも企画してちょ︕(笑)
 処で、仙台の坂井泉⽔展は隠密⾏動ですか︖

 Z研のフラッグは持って⾏かないのかな︖(笑)

PS.
 このバッジ(画像)ってどうやって外すんでしょうか︖

 中々、外せなくて取り出せません。(>_<)

Re:坂井泉⽔展に⾏ってきました︕︕

9728 選択 stray 2008-09-27 08:42:44 返信 報告

yumi26さん、おはようございます。

> 取⼿部分の部分にまでデザインが⼀周廻ってるのか、切れてるのか︖ 
 了解しました︕ 映像ではそこまで確認できないようなので。

> レプリカもあるらしいし、 
 少し前にヤフオクで安く出回っていたのは（ミニピアノとセットで）、
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 形もデザインも異なります。

これが同型のマグです。
 http://bbsee.info/straylove/id/32.html

Re:坂井泉⽔展に⾏ってきました︕︕

9729 選択 stray 2008-09-27 08:50:55 返信 報告

カーディガンさん、おはようございます。

ニューグッズは⽩の携帯ストラップのみですか・・・残念ん。
 帰りは「⼥のカーニバル」会場を通り抜けなければならないの︖ ヤダなぁ（笑）。

 ところで、⼿直しした跡がない歌詞って、曲名は何ですか︖

 
 xs4pedさん、おはようございます。

私は「⾜が痛い」なんて⼀⾔も書いてないですよ、⼀緒にしないように（笑）。
 べつに隠密⾏動ってわけじゃないのですが、滞在時間が限られてるのと、

 いつ⾏けるかがはっきりしないので、アナウンス無しで⾏くということです。
 もちろんＺ研フラッグは持っていきません（って、持ってないし︕）（笑）

> このバッジ(画像)ってどうやって外すんでしょうか︖ 
 > 中々、外せなくて取り出せません。(>_<) 

 無理やり引っ張るとか︖
 私は買ってないのでわかりましぇ〜ん（笑）。

 

Re:坂井泉⽔展に⾏ってきました︕︕

9736 選択 ミキティ 2008-09-27 14:04:33 返信 報告

カーディガンさん みなさん こんにちは（＾－＾）
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 カーディガンさん 坂井 泉⽔さん展のレポートありがとうございます♪
より近くに泉⽔さんを感じられることが出来て良かったですね♪

  ストラップ全⾊揃って宝物ですね☆’.･*.･:★’.･*.･:☆’.･*.･:
  私も展⽰会へ⾏った気持ちになれました。ありがとうございます(=^ｰ^)ﾉ⼺☆

 お帰りの際はドキドキで(ｐ＿・ｑ) チラッ ちょっぴり早⾜になってなっていたことでしょう。 （笑） ちょ
っとハズカシそうなお顔が想像できます(*^_^*)

 横レス失礼します☆
 xs4pedさん こんにちは☆

 xs4pedさんは今頃 展⽰会へお出掛けでしょうか(^ｰ^)ﾉ~~
 泉⽔さんを近くに感じて カーニバルをメインに⾏かないように（笑）お出掛けくださいね。

 所⻑さん こんにちは（＾－＾）
  お姿をお⾒かけしなかったので 寂しかったです

                   @(´･ｪ･`)@ ｼｮﾎﾞｰﾝ
  きっと 泉⽔さん展に⾏った後 ワコールおんなのカーニバルへ⾏ったままお帰りにならないのでは(｡･o･)ﾉﾉ と

思ってました〜（笑）

 松⼭にご出張だったのですね。 家に着いたら気温１１度なんて さむぅ〜です。
 寒暖の差があったり お疲れでしょうから お⾝体を⼤事にゆっくり休んでくださいね

 (=^ｰ^)ﾉ⼺☆゜・。・゜★

 
  

Re:坂井泉⽔展に⾏ってきました︕︕

9739 選択 カーディガン 2008-09-27 16:13:27 返信 報告

yumi26さん、こんにちは。

この画像のものだそうですよ。会場のものはこの画像のものでした。会場のものは今回は本物のようですが、レプリ
カもあるのかもしれませんね。
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前にも私、Z板などにも投稿したり、この掲⽰板にも書きましたが、WEDGWOOD ホー
ム アルペンは既に⽣産中⽌で⽇本のものではなく、海外で販売していたものらしいです。
情報は、某デパートに問い合わせたものです。ですので、普通に購⼊しようとしても無理で
す。WEZARDなどに復刻してほしいことを、どうぞリクエストしてください。ある程度の
数量が⾒込めれば、復刻は可能と思われます。待っていても誰もつくってくれませんので、
要望が多ければ、事務所も復刻してくれるのではないかと思います。soffioなどで販売して

くれても素敵ですね(^^♪

所⻑、こんにちは。

＞ところで、⼿直しした跡がない歌詞って、曲名は何ですか︖

デビュー曲の「Good-bye My Loneliness」です。

ミキティさん、こんにちは。

ストラップ全⾊揃いましたよ(^^♪
 といっても、使⽤することはなさそうなんですけど。

 ほかにもZARDグッズやCDなどがたくさん販売されていました。
 ミキティさんは、坂井泉⽔展はまだでしたか︖早く⾏ったほうがいいですけど。

 仙台の次は遠いですね。東京あたりで、またあるといいですけど。ないかもしれないし。
 ミキティさんの地元はむずかしいかもしれないですよねぇ。旅費をおねだりして、遠征は・・・寒いですね、これか

らは^_^; 

ウェッジウッドのマグ

9744 選択 stray 2008-09-27 20:18:48 返信 報告

yumi26さん、こんばんは。

いやぁ、あの50万円で落札されたマグがレプリカかも知れないとは︕
 眼⼒鋭い、数々のご指摘、御⾒それしました。

 落札された⼈がご覧になってたら、⻘ざめてるでしょうねぇ（笑）。
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> 取⼿⽅向の画像を知りません。 
> 微妙に⾒えないものばかりです。 

 同感です。ので、きっちり⾒てきますね︕

> もうひとつの出品物は別のマグカップの 
 > ウェッジウッド・ホーム・アルピンの 

> 裏刻印の写真を紹介して、 
 > 同じ刻印があると説明してありました。 

 トールタイプに⾒せようとしてましたが、あれは⼀⽬で別物だなぁと⾒抜けました。

> ウェッジウッド・ホームは、 
 > もうマグカップのブランドとしてはもう無くなったと、 

 > 有楽町のウェッジウッド・ジャパン直営店の⽅が説明してくれました。 
 カーディガンさんの情報からして、そのようですね。

 私もギフトショップやリサイクルショップをかなり廻りましたが、
 同型のマグにはお⽬にかかれませんでした。

 イギリスのリサイクルショップ巡りをしなきゃなりませんね︕（笑）
  

 あのマグは欲しい⼈がけっこうな数いるはずなので（私も欲しい〜）、
 WEZARDがメーカーに掛け合って、1万円程度で販売してほしいです。（定価は5千円くらいか︖）

 5千個ならメーカーにとっても美味しい話だと思うのですが。
 ファンがまとまってWEZARDに要望するのが⼀番有効っぽいですね。

  
 ミキティさん、ただいま〜（笑）

 ワコールおんなのカーニバルへ⾏ったまま帰ってこなかったら笑いもんですね（笑）。
 こちらは今⽇も超寒くて、我が家はストーブを焚いてますよ〜（笑）。

Re:ウェッジウッドのマグ

9745 選択 ＭＩＫＩ－ｓｏ 2008-09-27 22:03:48 返信 報告
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確かウェッジウッドのご⼦息は、⽇本⼈と結婚して⽇本のウェッジウッドの⽀店にいるんじゃなかったでしょうか︖ 
復刻の話を持ちかけたら案外乗ってきたりして。

 これ程ウエッジウッドの話題が出ることなんて過去になかったですからね。
 まるで泉⽔さんはウェッジウッドの宣伝をしているような物ですね。  

ミキティさんへ

9746 選択 xs4ped 2008-09-28 08:35:51 返信 報告

ミキティさん、皆さん、お早う御座います︕

>  xs4pedさんは今頃 展⽰会へお出掛けでしょうか(^ｰ^)ﾉ~~ 
 まだ、居ます︕(笑)

此れから⾏ってきま〜す︕(^_^)
 > 泉⽔さんを近くに感じて カーニバルをメインに⾏かないように（笑）お出掛けくださいね。 

 そっちに⽬を奪われ、カーニバルがメインにならない様、注意しなくちゃね。(笑)
 泉⽔さんをいっぱ〜い、感じて来たいと思いま〜す︕(^_-)-☆

 

Re:坂井泉⽔展に⾏ってきました︕︕

9747 選択 カーディガン 2008-09-28 09:14:28 返信 報告

yumi26さん、はじめまして、おはようございます。

⻑⽂ありがとうございます。
本物か偽物かの基準は、泉⽔さんが使⽤したかどうかだと思います。

 ですので、同じ型であってもそうでなければ偽物です。それを⾒てもあまり意味はありません。
 われわれが持つのは、泉⽔さんと同じ型のものを持つことができれば⼗分だと思います。

今回のものは本物のようですよ。トイピアノに関してはレプリカはあるかもしれません。

＞英国ブランドの⾯⼦にかけて、⼀度決めた⽅針を
 簡単には変えないでしょう。

 ⼿に⼊れられるとしたら、在庫か中古だけです。
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復刻の件は、われわれの情熱次第かと思います。店員さんが⾔うのは、可能性が低いということであって、ゼロでは
ないと思います。事実、ブランドに詳しい⽅の話によると、そういう有名メーカーのものでも、いつ復刻するかはわ
からないけれど、復刻されたことがあるとのことです。要望＋α次第だと話しておりました。

 在庫か中古は古い型なので、そのほうが難しいかもしれないと思います。
 ＭＦＭも同じではありませんが、ＷＥＺＡＲＤは要望に応えてくれましたし、そういう要望が必要かと思います。

所⻑、おはようございます。

50万円のあれは、画像から⾒ると同型のようですよ。ヤフオクのものは似てましたが、明らかに別のものでした。１
万円〜２万円くらいなら、ほしい⼈は買うのではないでしょうか︖︖︖そのくらいなら、私も買って、おいしくコー
ヒーを飲みたいです(^^♪

 ＷＥＤＧＷＯＯＤにも要望してみます♪

ＭＩＫＩ－ｓｏさん、おはようございます。

そうですか、ご⼦息が⽇本にいらっしゃるんですか。だとすれば、ぜひ、ＷＥＤＧＷＯＯＤのブランドを知ってもら
うためにも復刻してほしいですね。私も、このブランド、全然興味がありませんでしたが、この件に好印象を持ちま
したので。いいお話ありがとうございましたm(__)m

xs4pedさん、おはようございます。

お気をつけてください。では、よろしくお願いします。

xs4pedさんへ

9748 選択 ミキティ 2008-09-28 09:43:43 返信 報告

xs4pedさん みなさん おはようございます♪

 xs4pedさん♪ 今頃向かっている最中ですね。
 お気をつけてお出掛けくださーい☆

 泉⽔さんをいっぱい感じてきてくださいね(=^ｰ^)ﾉ⼺☆゜・。・゜★

 お帰りはキョロキョロ(^・_・^ )( ^・_・^)(^・_・^ )( ^・_・^)しないで（笑）
 xs4pedさーん カーニバルの⽅へ視線が⾏ってますよ︕（笑） お気をつけてお帰りくださいね♦♫⁺♦♦♫⁺♦

 

https://bbsee.info/straylove/id/9719.html?edt=on&rid=9748
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=9748


 報告楽しみにしています☆

Re:坂井泉⽔展に⾏ってきました︕︕

9750 選択 カーディガン 2008-09-28 23:44:38 返信 報告

みなさん、こんばんは︕︕

坂井泉⽔展、仙台は今⽇が３⽇⽬です。
 今⽇の栞の⾊は緑です。栞集めも毎⽇でないといけませんので、がんばって通っているところで

す。なかなか味わい深いものになってきました(^^♪

さて、藤崎の外観は、正⾯がこんな感じで、垂れ幕が⼤きく⽬⽴っていました。

今⽇は⽇曜⽇ということもあり、⼈出が多く、特にシアターコーナーのところは⽴ち⾒の⽅も多
く、⼤盛況でした。⼣⽅にはポカリも品切れでした。今⽇も、多くの⽅に坂井泉⽔さんの魅⼒を

知ってもらえたことと思います。
 特にスタジオブースのところやシアターコーナーは⼈気のスポットでした。

 また、「かけがえのないもの」の⼿書き歌詞のところも⾳楽が流れていてじっと⾒⼊っている⽅が多く、いかに泉⽔
さんの⼈気が⾼いかがうかがえるものでした。

さて、あと３⽇ですので、お近くの⽅、こちらへ来れそうな⽅はぜひご来場ください。泉⽔さんの魅⼒満載の展覧会
ですよ。

Re:坂井泉⽔展に⾏ってきました︕︕(№.1)

9751 選択 xs4ped 2008-09-29 00:18:40 返信 報告

皆さん、こんばんは。

いやぁ〜、参った、参った。
 ⾼速に乗るのに１本間違えて(通り過ぎて)、次で乗ったまではいいが、今度は⽅向を間違えて、福島⽅⾯(逆⽅向)に

乗ってしまい仙台(藤崎)まで３時間半近くも掛かってしまいました。（笑）
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10:00前にhyperさんからTELが有り、会場⼊りするとの連絡が有り、仙台市内に⼊ってからhyperさんにTELしたが
繋がらず。

 藤崎の近くまで来た時に、hyperさんから１度、会場(藤崎)を出るとの連絡が⼊った。

カーディガンさんとの待ち合わせ時間が迫って来たので、１度TELしたが繋がらない。︖
 取り敢えず、駐⾞場を探し⾞を⽌めて、藤崎に向かう。

 藤崎に向かいながら再度、カーディガンさんにTELした所、⼦供(⼥の⼦)が出た。︖
 まさかと思いながらカーディガンさん︖と聞いてみたら、違いますとの返答。

 えっ、どうなってるの︖(番号違い︖)

藤崎到着⼨前にカーディガンさんからメールが来て、取り敢えずメールでやり取りをしながら、会場へ向かう。
 「⼥のカーニバル」会場を横⽬にしながら（笑）会場に到着し、カーディガンさんを探す。

 それらしき⼈が２⼈居たので、⻘いジャンパーを着ている⽅の⼈に声を掛けてみた所、ピンポ〜ン︕でした。

№.2へ続く
 

Re:坂井泉⽔展に⾏ってきました︕︕(№2)

9752 選択 xs4ped 2008-09-29 00:25:02 返信 報告

取り敢えず、記念にチケットを購⼊。(会員証を⾒せれば無料で⼊れます)
 ⼊り⼝で栞を貰い、いよいよ会場⼊りです。(今⽇は緑の栞でした)

 ⼊って直ぐ、右側にリクメモⅡのジャケ写パネルと略歴。
 泉⽔さんがギタークラブに⼊っていたとは初めて知りました。

 左斜めにスタジオセット。(トイピアノ・ヘッドホン・マグカップ・他)
 譜⾯台には「Good-bye My Loneliness」の直筆歌詞が有りました。

yumi26さんへ
 >ウｪッジウッド・ホームのマグカップ、 

 >取⼿部分の部分にまでデザインが⼀周廻ってるのか、切れてるのか︖ 
 カーディガンさんがUpした♯9739の画像と殆ど同じ向きで置かれていたので、取⼿部分のデザインは⾒えませんでし

た。
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カーディガンさんが⾔われてる通り、本物か偽物かの基準は、泉⽔さんが使⽤したかどうかだと思います。
現品は使⽤感から本物と思われます。(泉⽔さんが使⽤していたと⾔う意味です)

⾊々なパネルの展⽰が有り、PVも沢⼭流れていました。
 暫し、「負けないで」の直筆歌詞の前でフリーズ。

 その後「マイフレンド」「かけがえのないもの」
 の直筆歌詞前でフリーズ。（笑）

 その他、「Good-bye My Loneliness」のジャケ写で着ているジャケット、「⼼を開いて」のTシャツとブーツ、「D
on't you see! 」の

 アルマーニのスーツ、「揺れる想い」のオルゴールバス、「レコード⼤賞特別功労賞の感謝状と盾」その他、フリー
ズしっぱなしでした。（笑）

 Tシャツ、ジャケット、スーツ共、サイズ的に私も着れそうでした。ウエスト部分は多分、何とか⼊りそうな気がしま
したが、

 パンツは泉⽔さんの⾜が⻑いので、裾上げしないと地⾯にズリズリ状態になりそうな気がしました。（笑）
 もう感動の連続でしたね︕(^_^)

№3に続く

Re:坂井泉⽔展に⾏ってきました︕︕(№3)

9753 選択 xs4ped 2008-09-29 00:33:27 返信 報告

⼀通り⾒て、グッズ売り場へ。
 やっぱり、ストラップ５⾊買ってしまいました。（笑）(♯9720の画像と同じです)

 その他にも予定外の物を買ったので、予想通り予算オーバーです。（笑）

編み込みのストラップ、CDケース、ボールペン等は販売してませんでしたね。(残念︕)

グッズ購⼊後、シアターコーナーへ。
 私は代々⽊に⾏っていないので、「愛は暗闇の中で」「翼を広げて」の映像が⾒れて良かったです。(^_^)

 「負けないで」の映像でホクロが薄っすらと⾒えた気がしました。
 最後にポカリを貰って出⼝へ。

 その後カーディガンさんと別れてホテルにチェックイン
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カーディガンさんは再び会場へ(２度⽬)
えっ、カーディガンさん、今出て来たばかりですよと思いつつ・・・（笑）

結局２時間も会場に居てしまいました。（笑）

№4に続く
 

Re:坂井泉⽔展に⾏ってきました︕︕(№4)

9754 選択 xs4ped 2008-09-29 01:22:08 返信 報告

15:30頃ホテルにチェックイン。
 カーディガンさんと再び連絡を取り、ホテルの部屋でカーディガンさんと暫し、寛ぐ。

 その後、hyperさんと連絡を取り、16:30過ぎに合流し再び藤崎(会場)へ向かう。

２度⽬の会場⼊りなので(カーディガンさんは３度⽬ですが)サラッと⾒て終わりました。(それでも１時間近く居まし
たね)

 ２度⽬のシアターは前から⼆列⽬の正⾯だったので、画⾯はライブ会場より⼩さかったですが、2m位の距離しかない
ので泉⽔さんの顔がアップになるとど迫⼒でしたね。

 「揺れる想い」で顔がアップになるとうっとり状態でした。（笑）
 明⽇は、絶対⼀列⽬の正⾯で(⽬の前)で⾒るまでは帰りません。（笑）

パンフレットが有ったとカーディガンさんに聞いたので、パンフレットを貰おうと思って係り⼈に聞いたら、
 全部無くなったとの事でした。(>_<)

 ポカリは先着1,000名までなので残っていませんでしたね。

会場の出⼝の⽬の前が「⼥のカーニバル」会場なので、あんなのやこんなのが⾊々有って、⽬移りしながら藤崎(会
場)を後にし、⼣⾷(⽜タン)を⾷べに⾏きました。（笑）

 やっぱり、仙台に⾏ったら⼀度は⽜タンを⾷べないとね。
 美味しかったですよ〜(^_^)

 ⾷事をしながら歓談して20:00前に解散し、ホテルに帰りました。
 付近をブラリしようかと思ったが、少し酔ったので⽌めました。

 隣がダイエーなので22:00前にビールとジュースを買いに⾏きましたが、少し⾼めでしたね。
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と⾔う事で１⽇⽬終了で〜す︕
カーディガンさん、hyperさん、お疲れ様でした。

⾏かれた⽅で補⾜、訂正等有ったら、宜しくお願いします。
 ⻑⽂、乱⽂、失礼しました。m(_ _)m

 では、お休みなさい。
 

Re:坂井泉⽔展に⾏ってきました︕︕

9756 選択 カーディガン 2008-09-29 04:11:50 返信 報告

xs4pedさん、こんばんは。

こちらこどありがとうございました。この掲⽰板も盛り上がってよかったです(^_-)-
☆また明⽇もがんばってください。

 レポお疲れ様でした。

yumi26さん、こんばんは。

もちろん、私も同じデザインで、復刻ならば可能な限りこだわってほしいです。

＞取⼿部分の部分にまでデザインが⼀周廻ってるのか、切れてるのか︖
 さて、画像はこのようなものがありました。

Re:坂井泉⽔展に⾏ってきました︕︕

9757 選択 カーディガン 2008-09-29 05:54:55 返信 報告

>取⼿部分の部分にまでデザインが⼀周廻ってるのか、切れてるのか︖

このマグはデザインはほぼ同じですが、取⼿のところでデザインが切れている感じです。

この坂井泉⽔展のＣＭからすると切れは少ないタイプですね。
 http://www.filebank.co.jp/wblink/75b1fff9b0dd4db9b52c60c266c25c48

 

坂井泉⽔展にこれから⾏きます︕︕
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9758 選択 stray 2008-09-29 10:32:55 返信 報告

xs4pedさん、カーディガンさん、こんにちは。

昨⽇はご苦労さまでした。hyperさんとともに盛り上がったようですね︕
 詳しい報告どうもありがとうございます。

 私はこれから⾏きます︕ 13時頃の⼊場となりそうですが、
 あまり時間がないので、⾒かけても声をかけないで下さいね（笑）。

#9757のマグは初めて⾒ましたが、取っ⼿部分を⾒ずとも⼀⾒して贋物とわかりますね。
 ウェッジウッドのオーラがまったく出ていません（笑）。

 仙台の展⽰物はテプラ︖のネームが貼ってあるんでしょうか。
 取っ⼿部分は⾒えないようなので、それだけ⾒てきます（笑）。

 ****************************************************
  【追記（2008.10.6）】

  「贋物ではない」と、#9757のマグカップ出品者様から投稿がありました。 
  http://bbsee.info/straylove/id/9719.html#a9885

 ****************************************************
  

 yumi26さん、こんにちは。
 WEZARDやウェッジウッドに要望するときは、

”泉⽔さんが使われていたウェッジウッド正規品マグの同型を”
 ということで統⼀しましょう︕（笑）

 8万円の椅⼦を売るより、ずっとファンのためになると思うんですがねぇ・・・

ＭＩＫＩ－ｓｏさん、こんにちは。
 泉⽔さんはウェッジウッドの宣伝をしているようなもの・・・同感です。

 復刻すれば5千〜1万個は固いですし、うまくマスコミを利⽤できれば宣伝効果抜群︕
 おいしい話ですよね、私がウェッジウッドの⼦息なら⾶びつくんですけど（笑）。

Re:坂井泉⽔展にこれから⾏きます︕︕
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9771 選択 xs4ped 2008-09-29 22:21:48 返信 報告

strayさん、こんばんは。

> 私はこれから⾏きます︕ 13時頃の⼊場となりそうですが、 
 > あまり時間がないので、⾒かけても声をかけないで下さいね（笑）。 

 あら、来てたのね〜(笑)
 私は、11:00頃(１回⽬)に⾏きましたが、hyperさんが居るかなと思いましたが、⾒当たら

ないので、TELしてみたら未だ、ホテルに居ました。(笑)
 hyperさんが15分位して来たので、⼜、⼀緒に⾒てました。

 今⽇は、勿論、シアターは最前列の正⾯で(⽬の前)⾒ました。(笑)
 午前中は割りと空いてましたね。

12:30頃から、買い物と昼⾷を取り、13:30頃から２度⽬の会場⼊りをしましたが、strayさんも居たんでしょうか︖
 Z研のフラッグは⾒かけませんでしたね。(笑)

 私は気付く物を⾝に着けていたのですが、気付きませんでしたか︖(バッチじゃ有りません)
 14:00頃から再び、シアターを⾒て(勿論、最前列の正⾯で)

 14:30過ぎにhyperさんと別れ帰路につきました。

Re:坂井泉⽔展に⾏ってきました︕︕

9773 選択 ⼭茶花 2008-09-29 22:34:26 返信 報告

カーディガンさん、皆さん、今晩は。

ZARDの展覧会に⾏かれたんですか。
 お疲れ様でした。

> 午後から⾏ったのですが、年齢層も幅広く、若い⼈から年配の⽅までたくさんの⽅が⾒に来ていました。 
 私の所と同じですね。やっぱりZARDはすごいアーティストなんですね。改めて感じます。

会場では、普段、⾳楽でしか触れることが出来なかったZARDを、より⾝近に感じられたことでしょう。
 お写真、ありがとうございます。展覧会の様⼦が少し伝わってきた気がします。
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ご報告、ありがとうございました。嬉しかったです。
⾃分も⾏ってきた⼀⼈なので、その時のことが思い起こされた感じです。

 

Re:坂井泉⽔展に⾏ってきました︕︕

9775 選択 カーディガン 2008-09-29 23:04:23 返信 報告

みなさん、こんばんは。

仙台の坂井泉⽔展は今⽇が４⽇⽬です。
 今⽇の栞の⾊は⾚でした。これで全⾊そろったようです。

 といっても、あとの会場で新⾊がでたらまたそろえないと・・・ということになるんですけ
ど。

 このとおり無事そろいました。ますます味わい深いものになりました(^^♪

ＰＶはどれも⾒たことがある映像であり、特に⾳が流れていないものが多いので、ほかのところをメインに⾒てきま
した。スタジオブースを飽きずに眺めたり、⼿書きの歌詞や筆跡をよく⾒てきました。今⽇は、経歴をよくみてきま
した。

 経歴で、今も⽣まれは福岡だとまだ信じられているようですが、坂井泉⽔展には、神奈川県にて⽣まれるとなってい
ました。泉⽔さんも神奈川県⽣まれと⾔っておりますし、出⾝が福岡だというのは、本籍か何かのゆかりによるもの
かもしれません。90年8⽉にビーイングのオーディションを受けたというところは、この前の「⼀周忌追悼特別番組Z
ARD坂井泉⽔の永遠の今」の中で紹介されていたところです。

さて、今⽇は、「かけがえのないもの」の歌詞をじっくりと⾒てきました。毎⽇じっくりと⾒ていますが、今⽇は、
特に、特に、じ〜くりと、⾒てきました。

 書く⼈が特別なので、同じことを書いても、全然受取りかたが違います。
 こればっかりは、”Special star ”のもとに⽣まれ、”Spesial destiny”を持つ泉⽔さんなのでしかたがありません。

シアターコーナーは今⽇もじっくりと⾒ました。「揺れる想い」と「グロリアス マインド」は年末の紅⽩の映像で
すね。どれも既出の映像ですが、また２回ほど⾒てしまいました。

泉⽔さんが着た展⽰物の⾐裳は何度⾒てもいいです。今まで、美術館など⾒てもこれほどの感動はありませんでした
ね。どういう展覧会でも、１度⾏けば⼗分でしたが、今回のように毎⽇通うなどというのは私の⼈⽣でも異例のこと
です。そのくらいすばらしいです。
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あと２⽇ですね。またじっくりと、とはいきませんが、通いたいと思います。⾏けるかなぁ。

Re:坂井泉⽔展に⾏ってきました︕︕

9776 選択 カーディガン 2008-09-30 01:19:41 返信 報告

⼭茶花さん、こんばんは。

最近はお姿をお⾒かけしませんでしたが、お元気だったようですね。
 ⼭茶花さんは、名古屋で⾏かれたので、内容はご存じだと思いますが、１度くらいではもの⾜りないくらいいい内容

の展覧会だと思います。もちろん、私にとってはこれ以上の歌⼿は現れないと思っておりますので、時間をつけて毎
⽇通っている次第です。せっかく地元ですので、⾏けるだけ⾏くつもりなんです。しかも、電⾞で何⼗分とかいうわ
けではない環境なのはとても嬉しいことでした。

＞やっぱりZARDはすごいアーティストなんですね。改めて感じます。

私にとってはこれ以上のアーティストはありえないと思います。
 同年代の⽅は、そう思っている⽅は多いと思います。

 お⾝体の不⾃由な⽅も、毎⽇⾒かけるくらい、多くの⽅が来られていました。

Re:坂井泉⽔展に⾏ってきました︕︕

9777 選択 カーディガン 2008-09-30 01:20:47 返信 報告

ついでに今回の坂井泉⽔展の広告です。

地元紙に掲載されたものです。
http://www.fujisaki.co.jp/saiji/saiji_top.html

 でWEBチラシとしてもDLできます（あと２⽇だけ）。
 「ワコールおんなのカーニバル」がとても⽬⽴ちますが^_^;、これは、記念すべき資料

ですので、そのままに掲載します。

なので、特別な広告はこのようなものくらいでした。
 ちなみに、地元のテレビ朝⽇系のKHB東⽇本放送では、坂井泉⽔展のCMがかなり多く放送されていました。もう何⼗

回も拝⾒できて感激です︕︕
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 今回の主催者でもあることから、⼒を⼊れてくれたようです。最近はほかの放送局を⾒ずに、KHBばかり⾒ていまし
た。夜間の試験放送の時間には、BEST ALBUM 「Golden Best 〜15th Anniversary〜」のDISC１を毎⽇のように
流してくれていました。こちらでこれだけZARDが放送されたことは嬉しい限りです。

Re:坂井泉⽔展に⾏ってきました︕︕

9778 選択 ⼭茶花 2008-09-30 09:31:01 返信 報告

カーディガンさん、おはようございます。

>>最近はお姿をお⾒かけしませんでしたが、お元気だったようですね。 
 はい、私は元気です。カーディガンさんもお元気そうなご様⼦ですね。良かったです。

#9757のマグカップの画像、Stray所⻑さんの仰っているとおり、実に私も欲しいと思っている⼀⼈です(笑)。
 坂井さんは、あのマグカップを⼝にしながら（中⾝はおそらくコーヒー(︖)）、毎⽇レコーディングに励んでいた。

そんな坂井さんの様⼦が思い浮かびます。おそらく天国でもレコーディングされてるんでしょうね。ファンのため
に、あんなに⼀⽣懸命、⾳源製作に努⼒されていた⼈だったので。

ところでStray所⻑さんって四国に⾏かれていたんですか。時々「出張」って仰っていますから、お仕事で⾏かれてる
んでしょうか・・・︖

 とにかく無事に戻られていたみたいで安⼼しました。
 お疲れ様です。

 

Re:坂井泉⽔展に⾏ってきました︕︕

9779 選択 stray 2008-09-30 12:42:32 返信 報告

xs4pedさん、こんにちは。
 13:30頃〜14:30って、もろにかぶってますよ︕（笑）

> 私は気付く物を⾝に着けていたのですが、気付きませんでしたか︖ 
 泉⽔さんしか⾒てないので、被り物でもしてないかぎり気づかなかったでしょう（笑）。

 で、参考までに何を持ってらしたんですか︖（笑）
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カーディガンさん、こんにちは。
毎⽇ご苦労さまです（笑）。

 歌詞＋PVモニタのパネルが⼀番⾯積取ってましたが、⾒慣れた映像なのでパス︕
 私はもっぱら⾐装の前をうろうろしてました。

> 90年8⽉にビーイングのオーディションを受けたというところは、この前の「⼀周忌追悼特別番組ZARD坂井泉⽔
の永遠の今」の中で紹介されていたところです。 

 おう︕ そうでしたか、⾒逃してたようです（笑）。
 WEBチラシありがとうございました︕ 記念品として保存させてもらいます︕

⼭茶花さん、ただいま（笑）。
 はい、四国は松⼭に「出張」してました。

 出張であって観光⽬当てじゃありませんけど、半分以上は観光でしたね（笑）。

Re:坂井泉⽔展に⾏ってきました︕︕

9782 選択 チョコレート 2008-09-30 14:24:56 返信 報告

カーディガンさん、皆さん、こんにちは。お久しぶりです、チョコレートです。

連⽇のカーディガンさんの「坂井泉⽔展レポ」、楽しく拝⾒させて頂いております。
 栞もストラップも全⾊そろっているなんて素敵ですね〜。毎⽇⾜を運べるなんて、本当にうらやましいです。

 ストラップは何⾊が⼈気なのでしょうか︖皆さん、全⾊買っているのかしら︖︖迷いますよね･･･。

坂井泉⽔展は特別な時間･空間でしょうから、何度でも、何時間でも、その場所に⾃分を置いていたいでしょうね。
 今⽇も出かけていらっしゃるでしょうか︖

私はまだ坂井泉⽔展には⾏ったことがないのですが、カーディガンさんが毎⽇レポしてくださるのを⾒ながら、⾏っ
たような気分になりました。ありがとうございました。

 あと2⽇になりましたけど、またレポート楽しみにしています。味わい深い⽇々になりますように。

Re:坂井泉⽔展に⾏ってきました︕︕

9785 選択 カーディガン 2008-09-30 23:14:06 返信 報告
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チョコレートさん、こんばんは。

＞ストラップは何⾊が⼈気なのでしょうか︖皆さん、全⾊買っているのかしら︖︖迷い
ますよね･･･。

データを取っているわけではないのでよくわからないんですけど。
 何⾊でしょうね。全⾊買っておけばまちがいないと思います(^^♪

＞あと2⽇になりましたけど、またレポート楽しみにしています。味わい深い⽇々になりますように。

毎⽇⾏って、今⽇で５⽇⽬ですが、さすがに少し恥ずかしいです^_^;
 ZARDグッズや何かしら毎⽇買っておりますが、百貨店本来のものが売れないといけませんしね。今⽇は、ZARDのグ

ッズのほかにハンカチを買いました。WEDGWOODのハンカチなんて初めて⾒ました。また、この包装もとても洒落
ていて素敵です。

Re:坂井泉⽔展に⾏ってきました︕︕

9786 選択 カーディガン 2008-09-30 23:22:16 返信 報告

パンフレットは、今⽇来たときには少しありましたが、もうなくなってしまいました。ここには数
⽇前にはたくさんあったんですけど、このとおりなくなってしまいました。

栞の⾊は、今⽇は紫で初⽇と同じでした。栞は、使いませんが、紫が⽐較的少なかったのが増えて
よかったです。

今⽇もたくさんの⼈が来場されていました。私はまた来た、という感じでしたが、恥ずかしなが
ら、ひととおりじっくりと⾒てきました。

 明⽇は最終⽇ですが、少し早めに閉まるので、来れるかなぁ、というところ。明⽇は何かあるのか
な、と少し期待です。

 

Re:坂井泉⽔展に⾏ってきました︕︕

9787 選択 カーディガン 2008-09-30 23:34:32 返信 報告
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泉⽔さんの⾐裳はたくさんありましたが、販促⽤のグッズも⾒たことがないものまでいろ
いろとありました。まだまだいろいろあるんでしょうけど、この君ディスの泉⽔さんのマ
フラーを模したタオルなんかもあって、とても味わい深かったです。どうせなら、このマ
フラーが⾒たいですねぇ。

 フェミニンな泉⽔さんらしいこの頃の⾐裳もまた素敵です(^_-)-☆

Re:坂井泉⽔展に⾏ってきました︕︕

9788 選択 カーディガン 2008-10-01 00:34:45 返信 報告

スタジオブースでは、「こんなにそばに居るのに」のこの映像が流れていました。泉⽔さん
がノリよく歌っているんですね。

 今回は泉⽔さんを近くに感じることができました。こんなにそばに居ることができて幸せで
す。

 このスタジオブースが近くに感じられるのも今⽇限りですねぇ。とても名残惜しいです。
 この映像はわれわれが知る映像よりも、泉⽔さんが歌いこんでいる映像が多いですね。とて

も貴重です。
 さて、今⽇も⾏ってこよう。

 

Re:坂井泉⽔展に⾏ってきました︕︕

9789 選択 xs4ped 2008-10-01 01:24:59 返信 報告

皆さん、こんばんは。

strayさん
 > 13:30頃〜14:30って、もろにかぶってますよ︕（笑） 

> 泉⽔さんしか⾒てないので、被り物でもしてないかぎり気づかなかったでしょう（笑）。 
 > で、参考までに何を持ってらしたんですか︖（笑） 

♯9771の加⼯画(名刺)です。
 左胸のポケットに付けてましたよ。
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何名かの⼈が気付いて、チラッと⾒てました。
strayさんじゃなかったようですね。(笑)

 strayさんなら⾒れば、⼀⽬で気付いたでしょうね。(笑)

チョコレートさん
 > 坂井泉⽔展は特別な時間･空間でしょうから、何度でも、何時間でも、その場所に⾃分を置いていたいでしょうね。

> 私はまだ坂井泉⽔展には⾏ったことがないのですが、カーディガンさんが毎⽇レポしてくださるのを⾒ながら、⾏
ったような気分になりました。 

 近くで開催される様なら、絶対⾏った⽅が良いですよ。
 感動、感動の連続ですよ︕

カーディガンさん
 > 毎⽇⾏って、今⽇で５⽇⽬ですが、さすがに少し恥ずかしいです^_^; 

 毎⽇、ご苦労様です。
 もう、係りの⼈にも顔を覚えられてしまっているでしょうね。

 きっとこの⼈、また来てるって、思ってるでしょうね。(笑)
 > 明⽇は最終⽇ですが、少し早めに閉まるので、来れるかなぁ、というところ。明⽇は何かあるのかな、と少し期待

です。 
 > さて、今⽇も⾏ってこよう。 

 私も⾏って来よう︕
 最終⽇だし、何かサプライズでも有れば良いですね。

 

Re:坂井泉⽔展に⾏ってきました︕︕

9790 選択 ミキティ 2008-10-01 01:30:05 返信 報告

カーディガンさん こんばんは♪
  

  毎⽇通って 宝物がますます増えましたね（＾－＾）
  いろんな想いもこころの♡も たくさん増えたことでしょう。
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  じっくりとごらんになって （じっくりの⾔葉が何回出てきたか数えちゃいそうになりました〜
 (0＾ー＾0）  

  きっと 『あっ カーディガンさん︕』とお声かけしても気づいてもらえないくらい
 じっくりご覧になって。 泉⽔さんを感じているのですから☆’.･*.･:★’

 最終⽇ お出掛けできましたら レポートを楽しみにしています。
  

  ☆ ⼼遣いをいただきありがとうございます
   無事に拝⾒する事ができました（＾－＾）ありがとうございました☆

Re:坂井泉⽔展に⾏ってきました︕︕

9791 選択 ミキティ 2008-10-01 01:40:43 返信 報告

xs4pedさんへ

 xs4pedさん こんばんは♪
レーポート拝⾒させていただきました（＾－＾）

 ⾏きはハプニンがあったとの事でしたが、こころに残る思い出になりましたね。
  あのとき。。。って.｡o○(0＾ー＾0） 

   みなさんと無事に集合出来て 良かったですね♪

  ストーリーのような 雰囲気が伝わるレポートでうれしいです。
  直筆歌詞をごらんになれて フリーズ 私も会場へ⾏けたらきっと同じ姿で 同じ場⾯で フリーズしていると思

います。
  思い出深い⼀⽇の レポートをありがとうございました☆’.･*.･

  

坂井泉⽔展先ほど終了です

9797 選択 カーディガン 2008-10-01 17:21:10 返信 報告
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みなさん、こんばんは。先ほど坂井泉⽔展終了しました。今⽇の栞の⾊はピンクです。
名残惜しいですね。

Re:坂井泉⽔展に⾏ってきました︕︕(№5)

9806 選択 xs4ped 2008-10-02 03:42:04 返信 報告

皆さん、こんばんは。

最終⽇(10/1)も⾏って来ました︕
 10:30に出発し、ドライブがてら⼀般道を通って少し遠回りをしながら仙台に向かったが、14:

00頃到着予定が15:00頃着と何と４時間半も掛かってしまいました。
 はぁー、疲れた、疲れた。(笑)

15:00頃に会場に⼊り、栞を貰い(ピンク)、ふと振り向くと、なっ、何とカーディガンさんが居
るでは有りませんか。(笑)

 いやぁ〜、本当にビックリしましたね〜(笑)
 泉⽔さんが私の到着を遅らせて、カーディガンさんと再会させてくれたんでしょうかね︖(笑)

 カーディガンさんは、もうすっかり係りの⼈に顔を覚えられてたみたいでした。
 皆勤賞ですね、みたいな事を⾔われてましたね。(笑)

もう私も３⽇⽬(５回⽬)なので、サラッと周るつもりでしたが、やはり直筆歌詞や泉⽔さんが着ていた⾐装の前で
は、フリーズしてしまいますね。

 何度、⾒ても飽きませんね〜(^_^)
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シアターは⽴ち⾒で、⾒てみようかなと思ったが、⾜が勝⼿に前に前にと進んで⾏ってしまいました。(笑)
真正⾯では有りませんが、最前列に座っていましたね。(笑)

 ⾞の運転で⽬が疲れていたので、ホクロは揺れる想いの映像の時しか⾒えませんでした。

今回はカーディガンさんとは⼊り⼝付近だけで、各々、好きな所でフリーズしてたので、途中で何処に居るのか分か
らなくなりました。

最終⽇は16:30が最終⼊場時間との事だったので、16:15過ぎに⼀旦会場を出て、WCへ。

№6に続く
 

Re:坂井泉⽔展に⾏ってきました︕︕(№6)

9807 選択 xs4ped 2008-10-02 03:44:57 返信 報告

WCから出てきたら、何とパネルが⼀点、会場外に展⽰されているのに気付きました︕
 エレベーターで会場に来れば直ぐに気付く所でしたが、初⽇(28⽇)に３⼈で１回だけしかエ

レベーターで会場⼊りしていないので、⾒逃してました。(笑)
 あとは、エスカレーターで来ていたので。

 係員に⾒つからないように陰からパチリ。(笑)

その後16:30直前に再び会場に⼊る。
 時間が30分しか無いので、最後はサラッと周り、最後のシアターへ直⾏︕

 最後は、やっぱり最前列の正⾯に座っていましたね。(笑)
 最後の「翼を広げて」のPVではウルッとしてしまいました。

 左隣のオバサンは涙してましたね。

席を⽴ち、カーディガンさんを探していたら、チャッカリ、係りのオバサンと仲良く話をしてましたね。(笑)
 最後にポカリを貰い、会場を出てガーディガンさんと17:15頃に別れクリスロードを少しブラリし、17:30過ぎに帰

路につきました。

最終⽇なので、込んでいるかと思いましたが、平⽇の為か、閉場時間が早かった為か分かりませんが、結構、空いて
ましたね。

 ポカリも未だ余っていたので、もっと貰ってくればよかったかな〜
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泉⽔さん、スタッフの皆様、お疲れ様でした︕
そして、ありがとう御座いました︕

 「泉⽔さん」をいっぱい感じられ、良い思い出が出来ました。(^_^)
 ⼜、いつか泉⽔さんに逢える⽇を祈っております。

PS.
 ガーディガンさん「皆勤賞」おめでとう御座います。(笑)

 お疲れ様でした︕
 また機会が有ったらお会いしましょう︕

strayさん、今回はお会い出来ず残念でした。
 次︖までは、⽬印のZ研フラッグを作って置いて下さいね〜(笑)

以上、坂井泉⽔展(仙台)レポート終わりで〜す︕
 会場に⾏けなかった⽅に、少しでも雰囲気が伝われば幸いです。

お⼟産です︕

9808 選択 xs4ped 2008-10-02 03:49:51 返信 報告

仙台と⾔えば萩の⽉ですね。(^_^)

萩の調と⾔うのも有ったので、試⾷してみたら美味しかったので半分づつに分けて貰いまし
た。

ミキティさんへ
 > ストーリーのような 雰囲気が伝わるレポートでうれしいです。 

 > 直筆歌詞をごらんになれて フリーズ 私も会場へ⾏けたらきっと同じ姿で 同じ場⾯
で フリーズしていると思います。 

 雰囲気が伝わった様で良かったです。
 ミキティさんも是⾮、展覧会に⾏ってフリーズして来て下さい︕(笑)

 絶対感動しますよ。
 

贋物と決めつけるのはあんまりです。
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はじめまして。
 #9757の写真を使ってオークションに出品した者です。

私もZARDファンなので、⽇頃ZARD関係のサイトをROM巡回しています。こちらの研究所も楽しく拝⾒しておりま
す。ありがとうございます。（苦情で初書き込みをすることになったのは、とても残念ですね･･･）

出品した10客のマグは、私が1998年にイギリスを旅⾏したときにロンドンのウェッジウッドの正規代理店で12客買
ってきたものの⼀部です。

ウェッジウッドの製品でもHomeというクラスは、⽐較的安価で⾷洗機や電⼦レンジにも対応した普段使いのもので
す。私もホームパーティーなど気軽に使うためにまとめてお⼟産に買いました。

坂井泉⽔さんの突然の訃報をテレビで⾒てショックを受けて、⼀ヶ⽉後の⾳楽葬のテレビを⾒ていて、あのマグを⾒
たときには本当に驚きました。

しばらくどうしようかと迷ったのですが、ZARDファンの⽅ならきっと坂井さんを偲ぶ⼿がかりのようなものとし
て、⼤切に使ってくださるだろうと思って、オークションに出品することにしました。（オークションの利益は、持
っていなかったZARDのCD購⼊に使い、残りはがん基⾦に寄付しました。）今は⼿元に2客だけ、私と妻が使うため
に（妻も私の影響でZARDファンになりました）残っています。

私の出品⽤に撮った写真がまずいのでしょうが、「⼀⾒して贋物」と決めつけられてしまったのには、正直がっかり
しました。Homeシリーズの器には、正直な話あまりオーラはありません（笑）。

私も池袋のZARD展に⾏きましたが、坂井さんが使っていたものは、テプラシール以外は拙宅のものと全く違いはあ
りませんでした。どちらも取っ⼿の所は、模様が切れています。ご不審ならば、⼀周年記念追悼番組の8分52秒あた
りの映像をご覧ください。切れているのがわかるはずです。⼿元にあった12客をよく⾒てみると、この切れ⽬が若⼲
ですが、広めのものと狭めのものとがありました。坂井さんのは狭めのようでした。

オークションで私を信⽤して購⼊してくださった⽅々が、ここの掲⽰板をご覧になったときに、要らぬ⼼配をさせた
くないので、あえてこの書き込みをしました。藪から棒ですみません。

あと、#9757の写真を張り込んだ⽅、私のへたくそな写真の無断使⽤は今回限りにしてください。管理者の⽅、掲⽰
板の記事削除は必要ありませんよ。よろしくお願いします。

https://bbsee.info/straylove/id/9719.html?edt=on&rid=9885
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乱⽂をお許しください。
ZARDを愛する⼼優しい皆様の仲間であることを誇りに思っています。ではまた。

 

お詫び
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ERGOSさん、はじめまして、所⻑のstrayです。

写真の無断転載および、私の#9758発⾔に関しご迷惑をおかけしましたこと、
 謹んでお詫び申し上げます。たいへん申し訳ありませんでした。

写真と#9758の⼀部発⾔を即刻削除したいところですが、
 「掲⽰板の記事削除は必要ありません」との寛⼤なお⾔葉を頂戴しましたので、

 #9758に、
 ”「贋物ではない」と、#9757のマグカップ出品者様から投稿がありました”を【追記】した上で、

 確たる証拠もなく贋物と決め付けてしまったことへの⾃戒の念をこめて、
 また今後の教訓とすべく、このまま残させていただきます。

取っ⼿の部分の模様が切れているかどうかについては、
 おっしゃるように、切れ⽬なく１周しているデザインでないことは、

 ⼀周年記念追悼番組の8分52秒（添付画像）と、#9756の画像から明らかです。

このスレッドで論じていたのは、
 取っ⼿周辺の縦の部分が狭いか広いかであったと、私は思っているのですが、

 ERGOSさんのご出品写真では、かなり広いように⾒えたのと、
 ⾊合い、艶等が、泉⽔さん愛⽤マグと違って⾒えたからです。

 弁解の余地はありませんが、これが贋物と断定してしまった理由です。

今度は⼆度とこのような失態を犯しませんので、
 何卒ご理解とご容赦をいただきたくお願い申し上げます。

  

対応ありがとうございます
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Stray さま、早速の対応ありがとうございました。

取っ⼿部分の⽩い部分は、ものによって数ミリの違いがありました。
 あと底のメーカー銘のスタンプが、必ずしも真ん中に押してないものも混じっていました。

 ウェッジウッドでもHomeクラスの製品だと、あまり気にしないようですね。
 ですから、⽩い部分の幅は真贋の基準にはなりませんよ。

写真の⾊合いは撮影条件やカメラの癖で変わりますし、Photoshopなどを使えば、あとでいくらでも⾊合いの修正は
可能です。

 同様に、追悼番組に映るマグカップのあの⾊合いは、最⾼に美しく⾒えるように照明や陰影を調整されて映されてい
ると考えるのが⾃然でしょう。

私の写真は、むしろできるだけ演出せずに実物に近づけるようにして撮影するように⼼がけました。
 もう少しライティングなど演出すれば、もっと⾼額取引になったかもしれませんが（笑）、実物を⼿にしたときの印

象とあまり違うのもどうかと思いました。

ではまた。
 研究所のさらなる発展をお祈り申し上げます。
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