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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

ZEST 5th Dreams!  〜LIVE inn ROSA  
15827 選択 吟遊詩⼈ 2014-11-30 21:31:09 返信 報告

こんばんは、皆さん 本⽇、池袋 ロサ会館 LIVE inn ROSAにて開催されたZEST 5th Dreams!〜me
ssage & invaluable moment with you〜にstrayさん、

 狐声⾵⾳太さん、goroさんと参加して来ました。

昼にランチオフ会を⾏いstrayさんとgoroさんとは5⽉の⽇本⻘年館以来、狐声⾵⾳太さんとは先週の渋
沢に引き続きの再会となりました。

 ライブ前の昼の⼀時、楽しい時間を過ごせました。

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧HOME

https://zard-lab.net/
https://zard-lab.bbs.fc2.com/
https://fc2.com/
javascript:;
https://zard-lab.net/rule.html
https://zard-lab.net/log-8.pdf
https://zard-lab.net/log-7.pdf
https://zard-lab.net/log-6.pdf
https://zard-lab.net/log-5.pdf
https://zard-lab.net/log-4.pdf
https://zard-lab.net/log-3.pdf
https://zard-lab.net/log-2.pdf
https://zard-lab.net/log-1.pdf
https://bbsee.info/straylove/
https://zard-lab.net/snm.html
https://zard-lab.net/another.html
https://zard-lab.net/lyrics.html
https://zard-lab.net/ekimero.html
https://wezard.net/zardlive/
mailto:info@zard-lab.net
javascript://%E6%8A%95%E7%A8%BF%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%92%E9%96%8B%E3%81%8F
https://bbsee.info/newbbs/?edt=on
https://bbsee.info/newbbs/id/15827.html
https://bbsee.info/newbbs/id/15827.html?edt=on&rid=15827
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15827
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/a4e56c27a3e2a2fc8ccd7d91a2945f90.jpg
https://bbsee.info/newbbs/manage/
https://bbsee.info/newbbs/rules/
https://bbsee.info/newbbs/slideshow/
https://bbsee.info/newbbs/album/
https://bbsee.info/newbbs/list/
https://bbsee.info/newbbs/
https://zard-lab.net/bbs.html


今回はオープニングアクトの Tk network に引き続き15︓00〜19︓00頃までZESTライブでかなりの⻑時間のライブ、途中休憩
を挟みましたが⾒応え、聴き応え⼗分でした。

私はフルライブは初めて拝⾒しましたが、定番ナンバ－からコアなファンにも満⾜出来るレアナンバ－まで⼜、⼥性メンバ－だけ
のセット、アコ－ステックセットなど観客を飽きさせない⼗分満⾜の⾏く内容でした。

 個⼈的に思い⼊れの深い楽曲はやはり聴いていて思わず涙腺が緩んできます。ZARDの楽曲の良さ、泉⽔さんの詞(ことば）の世界
の奥深さがZEST 和さんのボ－カルを通して改めて確認出来ました。

先週、渋沢でオフ会の幹事をされた、たかZさんとも再会しstrayさんを紹介する事が出来ました。mixiのサ－クルの⽅達も何⼈か
お⾒受けしました。

 会場内打ち上げ時にはNATSUOさんとも再会し短い間でしたがお話が出来ました。

本⽇はバンドメンバ－及びスタッフの⽅々、参加された⽅々、ご苦労さまでした。
 

Re:ZEST 5th Dreams!  〜LIVE inn ROSA  
15828 選択 吟遊詩⼈ 2014-11-30 21:34:14 返信 報告

ステ－ジ中央に置かれた花束はstrayさんが、贈られたものです。

Re:ZEST 5th Dreams!  〜LIVE inn ROSA  
15829 選択 goro 2014-11-30 22:57:05 返信 報告

strayさん 狐声⾵⾳太さん 吟遊詩⼈さん こんばんは

今⽇はお昼のランチとＺＥＳＴライブ、ご⼀緒にできて嬉しかったです。
 ありがとうございます。
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吟遊詩⼈さんが書かれているように、ＺＥＳＴのライブは想定通り︕素晴らしいライブでした。
沢⼭の歌を殆ど間違えず︖︕に歌われていて、ボリュームのある歌声に魅了すると共に、泉⽔さんが側にいるようでし
た。

ライブ終了後も、和さんとお話しできたり、suuさんやNATSUOさんともお会いできて良かったです。

また、来年も是⾮とも⾏きたいと思います︕
 ありがとうございました。

 

Re:ZEST 5th Dreams!  〜LIVE inn ROSA  
15830 選択 stray 2014-11-30 22:57:50 返信 報告

吟遊詩⼈さん、狐声⾵⾳太さん、goroさん、
 今⽇はたいへんお世話になりました。

 吟遊詩⼈さん、スレ⽴てどうもありがとうございます。

先ほど無事に帰還しましたが、19時終了ですか︕
 17:30終了予定[15308]だったので、早⽬の新幹線を予約済みで、

 「promised you」直前に途中退席してしまい失礼しました。
 和さんの「promised you」、聴きたかったなぁ(笑)。

椅⼦席50程度、⽴ち⾒は80〜100⼈くらいでしょうか。
 ⼤⼊り満員の⼤盛況でしたね︕

NATSUOさんらしき⼈を⾒かけたのですが、選挙で忙しいはずなので(笑)
 別⼈だと思ってスルーしてしまいました、NATSUOさん申し訳ない。

マニアックなセットリストでしたね、さずがZESTさんです。
 演奏も素晴らしいものでした。

12/23の駅メロ記念式典に続いて、トリバンフェスへの出演も決まったそうなので
 ZESTの演奏に触れたい⼈はトリバンフェスをオススメします。

⼥⼦メンだけのナンバー（「⽉に願いを」）の⾐装は全員お揃いの
 バラ⾊︖ワンピだったので、バラの花を贈って正解でした(笑)。
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詳細は後⽇報告するとして、ZESTの皆さん、スタッフの皆さん、
参加された皆さん、たいへんお疲れ様でした︕

Re:ZEST 5th Dreams!  〜LIVE inn ROSA  
15831 選択 goro 2014-11-30 23:00:57 返信 報告

和さん こんばんは

今⽇のＺＥＳＴライブ、いつにも増して素晴らしかったです。
 ありがとうございます。

 沢⼭ 新しい元気を頂きました︕
 来る度にパワーアップしているようですね︕

今回のセットリスト、お気に⼊りの曲ばかりです︕
 今度、旅する時に是⾮ともこのセットリストを旅のお供にしたいと思います。

今⽇のライブの⽇までに⾊々と準備とか段取りとか⼤変だったと思います。
 でも、その分、多くの⽅々に祝福されたと思いますよ。

１つのライブをするのに⾊んな⾯で⼤変かと思いますが、無理をなさらずに、
 ＺＥＳＴのメンバーのペースで私達にこれからもご披露頂ければと思います。

和さんを筆頭にバンドメンバーの⽅々そして、バックで⽀えて下さったスタッフの⽅々、
 今⽇は本当にありがとうございました。

goro
 

Re:ZEST 5th Dreams!  〜LIVE inn ROSA  
15832 選択 吟遊詩⼈ 2014-12-01 01:06:08 返信 報告

strayさん、こんばんは、⻑時間での御帰還ご苦労さまです。
  

> 先ほど無事に帰還しましたが、19時終了ですか︕
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ライブ終了は多分この位だった様な︖
この時間はちょっと曖昧な記憶で(-_-;)会場打ち上げで多分30分弱居て狐声⾵⾳太さんとNATSUOさんと帰ったのが19︓
30頃だったと思います。

 goroさんだけお⼀⼈でその後残られました。

> 和さんの「promised you」、聴きたかったなぁ(笑)。

「promised you」は⾃分にとっても本⽇のハイライトのひとつでしたね。本当にじ〜んと来る名演奏でした。(^^♪

アンコ－ルでの「⾒つめていたいね」は、特にお気に⼊りの曲で⽬を瞑って聴いていましたがgoroさんもお感じになって
た様に、まるで泉⽔さんがすぐ傍にいるようでした。

 バンド演奏⾃体も勿論素晴らしいのですが、和さんのボ－カルがそう感じさせるだけの素晴らしものを放っていました。
 ありがとうございました。<(_ _)>

そう〜あと和さんも紹介されていた・・・また名前を忘れてしまいましたが、(︔⼀_⼀）泉⽔さんの写真を撮られていた
カメラマンさんが会場に居た事も今回のライブでの感慨深い出来事の⼀つしたね。 

 

Re:ZEST 5th Dreams!  〜LIVE inn ROSA  
15833 選択 狐声⾵⾳太 2014-12-01 07:44:39 返信 報告

strayさん、goroさん、吟遊詩⼈さん、そして皆さん、お早うございます。

⼀夜明けて、思い出しながら書いています。

内容については、皆さんが書いている通り、⼤変満⾜した物でした。

休憩の後のＭＣで和さんが開始の時、花束を抱えて出て来た事に触れ、「花束はＺ研の所⻑より頂ました、Ｚ研の『歌詞
の理解の為に』を参考に読んでいます」というコメント戴き、感謝です。

 先週の渋沢の時も感じたのですが、レスが無くても読んで戴いている⽅がたくさんいることに改めて思いました。
 

Re:ZEST 5th Dreams!  〜LIVE inn ROSA  
15834 選択 幸（ゆき） 2014-12-01 12:26:01 返信 報告
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皆様、満喫されたようですね。
⾃分は家族の⽤で⾏けず残念でした。

バンドらしい、「Brand New Love」、「⽌まっていた時計が今動き出した」、
 「この涙、星になれ」、「この愛に泳ぎ疲れても」などに、「君がいたから」、

「天使のような笑顔で」、「クリスマスタイム」、「眠り」などレアなのも
 あって良いですね。もちろん定番曲も^^。

未だ調整中ですが、12/23のも楽しみにして下さい。

Re:ZEST 5th Dreams!  〜LIVE inn ROSA  
15835 選択 吟遊詩⼈ 2014-12-01 13:59:41 返信 報告

幸（ゆき）さん、こんにちは
 > バンドらしい、「Brand New Love」、「⽌まっていた時計が今動き出した」、 

 > 「この涙、星になれ」、「この愛に泳ぎ疲れても」などに、「君がいたから」、 
 > 「天使のような笑顔で」、「クリスマスタイム」、「眠り」などレアなのも 

 > あって良いですね。もちろん定番曲も^^。

「⽌まっていた時計が今動き出した」は相当ボ－カルも難しいのに本当に迫⼒満点でした。
 「クリスマスタイム」は時期的に意識されたのでしょうか︖

 「眠り」も個⼈的に⼤好きなナンバ－ 和さんのＭＣにも泉⽔さんの数少ない作詞、作曲、と注釈付けられてまし
た。・・・!(^^)!

 「愛は眠ってる」に到ってはレア中のレアですよね。イントロ聴いてこの曲やってくれるの︖ってビックリしました。
 > 未だ調整中ですが、12/23のも楽しみにして下さい。 

 記念式典にまたZESTさん登場で12⽉も⽬が離せないですね。（笑）

Re:ZEST 5th Dreams!  〜LIVE inn ROSA  
15836 選択 ZEST 和 2014-12-01 14:49:24 返信 報告

Z研の皆様、こんにちは。
 昨⽇はZESTの5thライブに所員の⽅々とお越し頂き、ありがとうございました︕
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所⻑には素敵な花束を頂き、ステージでメンバーの⼀員として出演していただきました♪

毎回、今年はダメでした、今年も最低でした、今年は残念過ぎました、等々strayさんに⾔って
は嘆いてる私ですが、今年こそ記録更新のグダグダな歌で坂井さんに申し訳ない気持ちでいっ
ぱいの中、皆様の優しい書き込みを読み、逃げ出したいところでございます（汗）

次回こそは︕︕
 パワーアップした演奏と歌に出来るよう、また今⽇から頑張ります。

改めまして、ありがとうございました。
 これからもZ研を徘徊しては楽しませて頂きますので、よろしくお願いします★

Re:ZEST 5th Dreams!  〜LIVE inn ROSA  
15838 選択 stray 2014-12-01 15:13:49 返信 報告

吟遊詩⼈さん、こんにちは。

> そう〜あと和さんも紹介されていた・・・また名前を忘れてしまいましたが、(︔⼀_⼀）泉⽔さんの写真を撮られてい
たカメラマンさんが会場に居た事も今回のライブでの感慨深い出来事の⼀つしたね。

鮫島俊介さん、『負けないで』ジャケ写を撮影された⽅です。
 元B社のフォトグラファーさんで、和さんとのご関係はMCのとおりですが、

 なぜ今回LIVEの写真をお撮りになっていたのかは謎です（笑）。
 

Re:ZEST 5th Dreams!  〜LIVE inn ROSA  
15839 選択 陸奥亮⼦ 2014-12-01 16:09:27 返信 報告

皆さん、こんにちは。陸奥亮⼦です。

STRAYさん、狐声⾵⾳太さん、吟遊詩⼈さん、GOROさん、

NATSUOさん、そして、ZESTの和さん、皆さん、本当に、

ご苦労様でした。

私は、親戚の３回忌法要で、⾏かれませんでした。
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STRAYさんの花束も綺麗で、良かったでしょうね。＾－＾。
 
> 休憩の後のＭＣで和さんが開始の時、花束を抱えて出て来た事に触れ、「花束はＺ研の所⻑より頂ました、Ｚ研の『歌
詞の理解の為に』を参考に読んでいます」というコメント戴き、感謝です。

狐声⾵⾳太さん＞、和さんから、嬉しいコメントを戴いて、さ

ぞかし、お喜びかと思います。狐声⾵⾳太さんは、私より年上

にも係わらず、朝の早い時間から、オフ会やライブに参加され

て居られますので、羨ましい処です。私なぞは、途中に休息時

間を⼤分、取らないと、体⼒が持たないで〜〜す。(笑）。

吟遊詩⼈さん＞、相変わらず、スレッド⽴てが、早いですね。

写真の添付も、有難う御座います。

NATSUOさんとGOROさん＞、この所、お会いするのですが、

中々、お話する時間が⻑く取れませんね。次回には、宜しく

です。

ZESTの和さん＞、４⽉２０⽇の渋沢丹沢まつりに、⾏きました

ので、路上ライブは、拝⾒させて戴きました。＾－＾。

Re:ZEST 5th Dreams!  〜LIVE inn ROSA  
15840 選択 stray 2014-12-01 17:03:13 返信 報告

和さん、いらっしゃいませ（笑）。

昨⽇はたいへんお疲れさまでした。
 初めてZESTのLIVEに参加させて頂きましたが、やっぱり⽣演奏はいいですね〜。

私は⾟⼝⼈間なので、ダメなものはダメと⾔いますからご安⼼下さい（笑）。
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前半は演奏に押され気味で声が出てないような気もしましたが、
たぶん私の座席位置での聴こえ⽅だと思います（笑）。

 後半、PAさんに指⽰を出された後は声に伸びがあって、
 ⼥⼦ZESTの「⽉に願いを」や「君とのふれあい」はとても良かったです。

セトリの⾊紙どうもありがとうございます。
 goroさんに来春まで預かってもらうことにしました（笑）。

 12/23の⼤役に加えて、2⽉のトリバンフェスもありますので、
 体調万全でこの冬を乗り切って下さいね。

 私のところは明⽇から１周間、天気予報が「雪」マークです（笑）。

ついでに訂正というか、正しい情報を２つほど。

「Z研の○○です」と名乗って良いのは、↓に名前がある「所員」だけです。
 http://zard-lab.net/info.html

他の⼈は「主にZ研BBSに出⼊りしている○○さん」にすぎないので、
 中には私が預かり知らない「Z研の○○さん」が居るかも知れません（笑）。

花束は私が⼿配したものですが、吟遊詩⼈さん、狐声⾵⾳太さん、goroさんからも
 多少のカンパを頂きましたので、MCでの紹介（Z研の⽅から）が正解です。

 ⼥⼦ZESTのバラ⾊ワンピはビックリ・ドキッ︕でした（笑）。
 

Re:ZEST 5th Dreams!  〜LIVE inn ROSA  
15841 選択 NATSUO 2014-12-01 21:05:05 返信 報告

> NATSUOさんらしき⼈を⾒かけたのですが、選挙で忙しいはずなので(笑) 
 > 別⼈だと思ってスルーしてしまいました、NATSUOさん申し訳ない。

確かに、普通、そう考えますよね^^
 実は、和さんとは地元が⼀緒なので、声を掛けられ、来てしまったのですよ^^

こんなことを書くと誰だかわかっちゃうかな^^;

https://bbsee.info/newbbs/id/15827.html?edt=on&rid=15841
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Re:ZEST 5th Dreams!  〜LIVE inn ROSA  
15843 選択 noritama 2014-12-01 23:38:23 返信 報告

こんばんは

>「Z研の○○です」と名乗って良いのは、↓に名前がある「所員」だけです。 
 >http://zard-lab.net/info.html 

 >他の⼈は「主にZ研BBSに出⼊りしている○○さん」にすぎないので、 
 >中には私が預かり知らない「Z研の○○さん」が居るかも知れません（笑）。

気にはなっていたのですけれど､ 
 先⽇の渋沢オフ会では判り易さから("書き込みしています"を省いて)何気に使っていたと思います｡

 了解いたしました!! 以後気をつけます(^-^)ゞ

>今回のセットリスト、お気に⼊りの曲ばかりです︕ 
 曲数いっぱいですね｡

 これは聴き応えありますね｡
 満⾜度⾼かったでしょう｡いつかは観に⾏きたいなぁ(^^)

 

Re:ZEST 5th Dreams!  〜LIVE inn ROSA  
15844 選択 stray 2014-12-02 08:39:24 返信 報告

noritamaさん、おはようございます。

> >「Z研の○○です」と名乗って良いのは、↓に名前がある「所員」だけです。

↑は建て前ですので（笑）。

> 先⽇の渋沢オフ会では判り易さから("書き込みしています"を省いて)何気に使っていたと思います｡ 
 > 了解いたしました!! 以後気をつけます(^-^)ゞ

いえいえ、所員は⾏⽅不明者や幽霊ばかりなので（笑）、
 書き込み常連の皆さんは「Z研の◯◯」を名乗って頂いてかまいません。

https://bbsee.info/newbbs/id/15827.html?edt=on&rid=15843
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15843
https://bbsee.info/newbbs/id/15827.html?edt=on&rid=15844
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15844


Re:ZEST 5th Dreams!  〜LIVE inn ROSA  
15854 選択 stray 2014-12-04 08:53:12 返信 報告

チケットと記念品です。

Re:ZEST 5th Dreams!  〜LIVE inn ROSA  
15858 選択 吟遊詩⼈ 2014-12-04 12:09:57 返信 報告

strayさん、こんにちは

私もこないだのライブ打ち上げで渋沢での顔⾒知りの⽅と対⾯して「Ｚ研の吟遊詩⼈です」って何気なく使ってしまいま
した。m(__)m

私など今年、⼊った新⼈ですからＺ研最優秀新⼈賞を受賞しないと名乗れませんね・・・・(-_-;)（苦笑）

ＺＥＳＴオリジナルボ－ルペン、バッグにしまいこんでしまって、すっかり存在を忘れていました。いけない︕︕(ー_
ー)!!

今回のライブはこんな記念品も配布されるなんて⼤盤振る舞いでしたね。チケット価格以上の価値がありました。!(^^)!
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