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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

崩れた「晴れ⼥」伝説（笑）
3544 選択 stray 2010-05-29 16:16:23 返信 報告

皆さんこんにちは。

music freak Es Vol.5に、驚くべき情報が︕

「晴れ⼥」伝説・・・崩れていたんですね。

Re:崩れた「晴れ⼥」伝説（笑）
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3550 選択 Ａｋｉ 2010-05-29 22:10:04 返信 報告

 意外と時間設定はアバウトだったのですね（苦笑）（⼣⽅の画がほしい場合、別⽇とかになりそうですけれども…個⼈的
には夜でもイメージが合っていると思いました）

Re:崩れた「晴れ⼥」伝説（笑）
3551 選択 stray 2010-05-29 22:37:22 返信 報告

誰も驚かないですね（笑）。

PVのところどころに、空がまだ明るい時の映像が
 サブリミナル的に挿⼊されてるんです。

なので、撮影中にわかに空が曇ってスコールになったのでしょう。
 なんだか「5.27 渋⾕」と同じだなぁと、⼀⼈感慨に浸ってます（笑）。

Ａｋｉさん
 夜景も合ってますよね︕ 結果オーライってやつですね（笑）。

 

Re:崩れた「晴れ⼥」伝説（笑）
3553 選択 stray 2010-05-30 12:11:35 返信 報告

皆さんこんにちは。

今⽇は町⽥公演ですね、ぼちぼち⼈が集まり出した頃でしょうか・
 誰か実況中継してくれないかしら（笑）。

music freak Es Vol.5 からもう⼀つ。
 AL『⽌まっていた…』PVロケ地は今だに解明されておりませんが、

 これによると、他にも「数曲」撮影されたとある。

「数曲」って１曲でも数曲って⾔う︖（笑）

AL『⽌まっていた…』販促⽤PVには、表題曲と、
 クロエの⿊Ｔで歌う「愛であなたを救いましょう」が収録されてますが
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（http://www.youtube.com/watch?v=bQa9TNthjp4）
ここも「⽌まっていた…」と同じスタジオなのでしょうか。

 確かに天井は⾼い。

 
 「pray」

 「出逢いそして別れ」
 「天使のような笑顔で」

 「悲しいほど 今⽇は⾬でも」

のPVも存在するのであれば、20周年コンサートで⾒せてほしいなぁ。

実況ルポ
3554 選択 アネ研 2010-05-30 12:33:43 返信 報告

こんにちは、みなさん
 JR町⽥駅前です。（笑）

Re:実況ルポ
3555 選択 stray 2010-05-30 12:39:38 返信 報告

おっ︕ 実況アナならぬ実況アネ発⾒︕（笑）

アネ研さん、ＺＡＲＤの横断幕が⾒えますね。
 町⽥は気合が⼊ってますね〜（笑）。
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会場に着いたら、またお願いします︕

町⽥
3556 選択 アネ研 2010-05-30 12:44:15 返信 報告

町⽥市⺠ホールに到着しました。

町⽥
3557 選択 アネ研 2010-05-30 12:48:20 返信 報告

ここは、けっこうポスターがあります。
 やっぱ嬉しいです。

町⽥
3558 選択 アネ研 2010-05-30 12:54:03 返信 報告
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２階がホールの⼊り⼝であと40待ちです。

町⽥
3559 選択 アネ研 2010-05-30 13:04:27 返信 報告

グッズをゲットして落ち着いたところですが、マスコミは今のところみないです。
 ⼊り⼝前に並んでるひとはまだいません。

 

Re:町⽥
3560 選択 stray 2010-05-30 13:18:32 返信 報告

やけに静かですね〜（笑）、マスコミも居ませんか・・・
 指定席なので皆さん悠々⼊場するつもりなのか。

渋⾕は垂れ幕どころか、ポスターもまったくなかったです。

開場
3561 選択 アネ研 2010-05-30 13:35:48 返信 報告

開場しました。
 こんな感じです。
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Re:開場
3562 選択 stray 2010-05-30 13:44:12 返信 報告

もうじき開演ですね︕
 楽しんで来てください。

あっ、ネグレスコホテルのソファの⾊、⾒逃さないでねぇ（笑）。

満員御礼
3563 選択 アネ研 2010-05-30 16:11:42 返信 報告

感激しました。
 たくさん新しい映像がありました。

 しかし、例の検証はソファだったの︖
 勘違いして床をしっかり⾒てました。(汗)どなたかソファの⾊をてないですか︖また、会場からでてみ

るとポスターがこうなってました。嬉しいです。
 夜の部のかた、検証ヨロシク。

Re:崩れた「晴れ⼥」伝説（笑）
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3565 選択 Ａｋｉ 2010-05-30 16:57:40 返信 報告

> music freak Es Vol.5 からもう⼀つ。 
 > AL『⽌まっていた…』PVロケ地は今だに解明されておりませんが、 

 > これによると、他にも「数曲」撮影されたとある。 
  この時期はＬｉｖｅツアーの時期とも重なっているので「かけがえのないもの」とかも撮影された場所でしょうか︖

Re:満員御礼
3566 選択 M.Dark 2010-05-30 16:59:42 返信 報告

アネ研さん お疲れさまでした。
 > 感激しました。 

> たくさん新しい映像がありました。

けっこう良かったでしょう。

> しかし、例の検証はソファだったの︖ 
 > 勘違いして床をしっかり⾒てました。(汗)どなたかソファの⾊をてないですか︖

 ぷ、ぷっっ  
 思わず咳こんでしまいますが（笑）

 所⻑さんの顔が浮かびます。

後ほどゆっくりとご感想ねがいますね。

到着
3567 選択 goro 2010-05-30 17:01:13 返信 報告

こんにちわ
 急きょ町⽥に来ることが出来ました

 予約が取れてホールの事務所でチケットを引き取ったのですが
 夜の部も完売だそうです

 楽しんできますね
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それからアネ研さんが⾒つけられなかったネグレスコホテルのソファーのいろも
因みに私の席は最後尾です

goroさんへ
3568 選択 アネ研 2010-05-30 17:13:47 返信 報告

でかしましたね。
 Z研の明暗がgoroさんにかかっています。（笑）

 あとは頼みます。
 ヨロシク。

 楽しんで来てください。

会場⼊り
3569 選択 goro 2010-05-30 17:17:26 返信 報告

電⾞の中もそうだったんだけど会場の中も暑いです
 外は珍しく寒いのにね

 情熱も微熱なのかな
 最後尾だけどよく⾒えます
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Re:実況ルポ
3570 選択 ドルチェ－ 2010-05-30 18:15:22 返信 報告

ストちゃん、みなさん こんにちは。

アネちゃんの町⽥実況アネが⼊ってたんですね︕ ばっちり楽しめたみたいで良かったね〜〜︕︕
 ポスターもたくさん貼ってあっていいですね。

 そんで私ね、会場を出たあとのバーンと「完売御礼︕」と貼ってあるポスターにいたく感動してしまいました︕ 泉⽔さ
ん、おめでとー︕

 ネグレスコのソファの⾊は、ちょっとしくじっちゃったみたいですが（ゴメンネ︕）
 なんとなんと、またgoroさんが急遽町⽥夜の部に参加されているようで良かったですね︕ goroさん、よろしくねー︕

 またこの後の、みなさんの熱いレポが楽しみです♪

Re:崩れた「晴れ⼥」伝説（笑）
3571 選択 ドルチェ－ 2010-05-30 18:32:09 返信 報告

ストちゃん、music freak Esの記事ありがとうございます︕ こういう裏話はもっともっと聞
きたいですよね。

あら〜、「晴れ⼥」伝説が崩れちゃったんですか（笑）
 でも⾊んなイベントのとき、晴れの⽇の⽅が断然多いし⾬の予報を覆しちゃったりとかもある

ので、
 やっぱり泉⽔さんは、晴れ⼥率がすごく⾼いですよね︕

> PVのところどころに、空がまだ明るい時の映像が 
 > サブリミナル的に挿⼊されてるんです。 

そうそう︕ これは私もスタッフの遊び⼼なのかなぁと気になっていたのですが、こういうことだったんですね︕
 せっかく撮ったなら使わないとモッタイナイもんね（笑）

 それで、この空が明るい時の服装って「悲しいほど貴⽅が好き」でチョコっと出てくるときの服（添付画像）と⼀緒︖

ネグレスコホテル
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3572 選択 ドルチェ－ 2010-05-30 18:37:12 返信 報告

あと、←の画像の場所は、ネグレスコホテルですか︖︖
 何故かそう思い込んでいたのですが、解明されてました︖

⾚いソファーだ︕
3573 選択 goro 2010-05-30 19:57:57 返信 報告

こんばんは みなさん

無事に終えて⼆時間かけて家に帰る途中です
 今は⼩⽥急線に乗って新宿に向かっています

まず本題からです
 ネグレスコホテルはやはり⾚いソファーでしたよ︕

 これで⼀安⼼です
 アネ研さん 調べましたよ〜

いや〜今回も良かったです
 中盤までは誰も⽴たずに落ち着いてみていたようです

 終盤に少しずつ⽴つ⼈が増えたようです
 私は最後尾だったのでみなさんの様⼦が⾒えました

 最後尾でも良く⾒えて良かったです
 Don't you see ! は素晴らしいです
 4⼈くらいのモデルさん達とさっそうと歩く姿が印象的です

 未公開の場所はわかりませんね〜
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また観たいものです
遠征したいな〜

 

Re:⾚いソファーだ︕
3574 選択 stray 2010-05-30 20:27:15 返信 報告

アネ研さん、お疲れさまでした。

「完売御礼」・・・泉⽔さんに対する町⽥市側の気持ちがこもってて、いいですねぇ。
 新しい映像満載だったでしょ︕

 しかし、床⾒てどうすんのよ（笑）。

 
 goroさん、こんばんは︕

今⽇も⾏かれたんですか︕（笑）
 もしかして、ご⾃分の眼でソファの⾊を確かめに︖（笑）

 まだ同じソファが残っているとすると、なんとしてでも
 ネグレスコホテルのロビーに潜り込んで、座ってこなきゃ（笑）。

 Don't you see! は早くDVDで何度も⾒たい映像でしたね。

 
 M.Darkさん

 思わず天を仰いでしまいました（笑）。

Re:崩れた「晴れ⼥」伝説（笑）
3575 選択 stray 2010-05-30 20:34:22 返信 報告

ドルちゃん、こんばんは。

HNに何かついてるけど（笑）。
 え〜、彼⽒・陰性（なし）ってことかな（笑）。

たぶん、⾬にたたられたのはこのロケ１回きりじゃないでしょうか。
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> それで、この空が明るい時の服装って「悲しいほど貴⽅が好き」でチョコっと出てくるときの
服（添付画像）と⼀緒︖

⾊が似ているのでそう⾒えるけど、明るいシーンにも襟もとが少し開いてる
 ような映像があるので、暗いシーンと同じブルゾンだと思います。

#3572はま〜だ解明されてないけど、たしかホテルのバーだと分かる別ショットがあったは
ず。

 なのでネグレスコホテルだと私は思います。
 最近⾒たんだけど、どこで⾒たのか思い出せない・・・（笑）

Re:崩れた「晴れ⼥」伝説（笑）
3577 選択 ドルチェ 2010-05-30 21:18:47 返信 報告

ストちゃん、こんばんは。

> HNに何かついてるけど（笑）。 
 > え〜、彼⽒・陰性（なし）ってことかな（笑）。 

 ぎゃはは︕ 彼⽒かどうかはノーコメントですが、とりあえず陰性ってことで（笑） いいことだよ〜

> たぶん、⾬にたたられたのはこのロケ１回きりじゃないでしょうか。 
 今思い出したけど、decimoの撮影のときは天候に恵まれなかったみたいですね〜。でも、晴れ⼥でも100%は絶対ナイで

すよね︕

> ⾊が似ているのでそう⾒えるけど、明るいシーンにも襟もとが少し開いてる 
 > ような映像があるので、暗いシーンと同じブルゾンだと思います。 

 あ、ほんとだ︕ これには気付かなかったです。

> なのでネグレスコホテルだと私は思います。 
やっぱりネグレスコなのかな。勝⼿に思い込んでいた根拠はなんだったのかなぁ、私（笑）

 goroさんが書かれていたネグレスコの⾚いソファの辺りを歩く泉⽔さんの服装は、この時のもの︖ 別物︖︖
 疲れてスーツケースにもたれてるときは、服までは⾒えないんですよね〜。

町⽥市⺠ホール ルポ編集後記
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3578 選択 アネ研 2010-05-30 21:49:54 返信 報告

こんばんは、ドルちゃん、所⻑、goroさん、M.Darkさん
 やっと、帰宅して落ち着きました。

 ソファを床と、完売を満員と間違えるは、今⽇⼀⽇平常⼼じゃなかったみたいです。
 goroさん、どうもです。

 そうですか、⾚ですか〜。
 ちなみに床は、ベージュでした。(笑)

 しかし、フイルムコンサートはよかったですね。
 １、極秘映像があったこと。

 ２、ナレーターなどのMCがなかったこと。
 ３、いつもの楽器の演奏者にはわるいけど、泉⽔さんの集中できたこと。

 ４、予想どうり最後に盛り上がったあとに、バラード「かけがえのないもの」がかかったこと。
 これは、DVDを予感しました。

 ５、「Don't you see!」のモデルと並んで歩くのは、TVドラマ｢Gメン 75｣のまねでしょうか︖
 これって、所⻑とクロちゃんしかわからないかも。

といったわけで、Z研のみなさん、お近くの街にやってきたら、是⾮お勧めです。

Re:町⽥市⺠ホール ルポ編集後記
3580 選択 stray 2010-05-30 22:11:45 返信 報告

ドル-ちゃん、こんばんは。

まさかネグレスコホテルの映像が出てくるとは予想してなくて
 完全に不意を突かれたので（笑）、泉⽔さんの服装は覚えてないです（笑）。

 淡い⾊のカーディガンっぽいのを着ていたような・・・
 誰か覚えてないですか︖

アネ研さん、お帰りなさい︕
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極秘映像って何︖（笑）
２と３は同感。

 ４は⾔われてみればその通りですね。
 ５は古っ︕（笑） クロちゃんでも知らんでしょう（笑）。

泉⽔さん＋⼥２⼈＋男１⼈でしたね（去年の記憶は間違い）。
 泉⽔さんカッコよかったですよね︕さまになってました。

 向こうのエージェントは、泉⽔さんのスタイルの良さを全⾯に出した
 PVを作りたかったのかも知れませんねぇ。

 ⽣前あのような映像が出てこなかったってことは、
 泉⽔さんはイヤイヤやっていたのかも知れませんが・・・（笑）

Re:町⽥市⺠ホール ルポ編集後記
3584 選択 goro 2010-05-30 22:58:09 返信 報告

アネ研さん strayさん ドルチェさん みなさん こんばんは

私も戻ってきて落ち着いてきました。町⽥は遠かったけど、帰りの電⾞はぐっすり眠ってしまいました。
 アネ研さん、レポートありがとうございます。私は3⽇前まで⾏く予定は全く無かったのですが、やっぱり⼤画⾯で⾒る泉

⽔さんは既出でも素晴らしいなと思い、町⽥市⺠ホールへ電話したら、最後の⽅で残っていたらしく、予約を⼊れまし
た。⼀番後ろの席だったけど、プロジェクターが良かったのか、綺麗に字幕もくっきり⾒えましたよ。

 ドルチェさんの[3572]もネグレスコホテルなんですか︖。どこなんですかね〜。モナコのcaféも再び詳しく⾒ましたが、
以前のレポートの位置関係でおそらく現存していないかもしれないです。場所であれば、[3515]の左上の⽊と建物です
ね。もっとくっきり⾒えればわかるかもしれませんね。[3514]の左側はパントマイム︖というかパフォーマンスをする⼈
のような気がしますね。Don't you see!は何度⾒てもいいな〜って思う映像です。「Ｇメン７５」ですか〜、港が似合い
ますけど、バックは港ではなく建物だったような気がします。

 そういえば、マスコミ関係の⼈はいなかったですね。
 いずれにせよ、今⽇も楽しませて頂きました。今度は遠征して⾏きたいものです。

 

Re:町⽥市⺠ホール ルポ編集後記
3585 選択 M.Dark+++ 2010-05-30 22:58:48 返信 報告
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こんばんは 皆さん︕
殺処分まぬがれたDARKです（笑）

> しかし、フイルムコンサートはよかったですね。

泉⽔さんのお膝元ですからさぞかしｱｯﾄﾎｰﾑな
 ｺﾝｻｰﾄだったのではと想像します。

 次回まで間があるので内容を精査しとく必要ありますね。
 （私はもう忘れかけてますけど 笑）

 アネ研さん ご苦労さんでした。
 goroさん フォローお⾒事でしたね（笑）

PS
 ギョッとしたけどＨＮ(-)はドルチェさんのイタズラか〜。

 最初の（+）はなんではいったんだろ︖
 副所⻑はＭっていってたけどＳの気はいってません（笑）

 わたしゃイジられることに免疫ないので熱でてきました〜。
 （⿊杉さん ヘルプ︕ 笑）

 

Re:町⽥市⺠ホール ルポ編集後記
3587 選択 U.H.Z 2010-05-30 23:17:32 返信 報告

strayさん、皆さんこんばんは。

別スレの件についてで申し訳ありません。

>「ZARD研究所所⻑が、ZARDの魅⼒を語る」的な映像なら協⼒しますよ（笑）。

あ、ありがとうございます︕
本当にお願いしたいところなのですが、僕の学校には教室にテレビがないんです。廊下には20ｍごとにルーターが設置さ
れていて、どの教室でもインターネットは使えるようになってるのに、肝⼼のテレビが無いってのはおかしいと思いませ
ん︖（笑）

 学校では、アナウンスの⼈に原稿を読んでもらって、スピーカーで⾳楽を流す、という形でやりたいと考えています。映
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像は流せませんが「ZARD研究所の協⼒（ん︖何て⾔うんですっけ︖）でお送りしました」という感じでZ研を宣伝するこ
とは可能です（笑）

Re:町⽥市⺠ホール ルポ編集後記
3589 選択 suu 2010-05-31 06:42:35 返信 報告

所⻑さん、皆さん、おはようございます。

Don't you see!のモデルさんのような泉⽔さんは良く⾒ていました。
 > 淡い⾊のカーディガンっぽいのを着ていたような・・・ 

 > 誰か覚えてないですか︖ 
 シルクサテンのテカテカの⽣地の⽩いブラウスでしたよ。

 前はボタンが付いてませんでしたよ。
 町⽥市⺠ホールでは、アネ研さんに逢えるかなと思ったら

 またもや、ニアミスでした逢えたら御挨拶しようと捜したけど
 分かりませんでした、会場で⾒かけましたと聞いてましたから
 ゼットンを⽬印に捜したけど(笑)

 もう⼀度くらい関東付近で開催しませんかね︖

「愛が⾒えない」に⼀瞬だけ映る海岸は御⽤邸前かと思ったら
 ⼭の⾼さが⾼過ぎました。次の⽇に検証しました。

  

Re:町⽥市⺠ホール ルポ編集後記
3590 選択 pine 2010-05-31 13:50:40 返信 報告

所⻑さん 皆さん こんにちは︕
 music freak Es Vol.5情報ありがとうございます︕

 泉⽔さん晴れ⼥伝説－崩れていたんですね〜
 しかし、数時間で⽌んで、撮影が中⽌にならなかったことは、やっぱり晴れ⼥パワーですね。(笑)
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別スレですが、所⻑さんの「完全ネタばれレポ」拝⾒しました。
未公開映像を妄想しまくりです（笑）ワクワクしますね(^^)

 レポを読んで「ぜ〜ったい⾒に⾏きたい︕」と思った⼈が"わんさか"増えたことでしょう。
 素晴らしいレポート、ありがとうございました。m(^-^)m

アネ研さん goroさん suuさん 町⽥レポありがとうございます。
 泉⽔さんの地元での「完売御礼」嬉しいですね︕

 垂れ幕にポスター…温かさを感じますね(^-^)

Re:ネグレスコホテル
3591 選択 ＭＩＳＯＲＡ 2010-05-31 15:20:15 返信 報告

ドルチェ－さん、strayさん、みなさんこんにちは｡｡｡

> #3572はま〜だ解明されてないけど、たしかホテルのバー> だと分かる別ショットがあったはず。 
 > なのでネグレスコホテルだと私は思います。 

 > 最近⾒たんだけど、どこで⾒たのか思い出せない・・・ （笑）

ＷＥＺＡＲＤ Vol.34 の1ページ⽬で判明するのではないでしょうか? 裏表紙ではカジノでもされているようなショット
が…

vol.35 2ページ⽬にカウンターでのショットが掲載されています
 (写真を載せていいかわからなかったので控えておきます)

｢My Baby Grand｣「痛いくらい」のＰＶ時の服ですね

Re:ネグレスコホテル
3593 選択 stray 2010-05-31 18:38:09 返信 報告

ＭＩＳＯＲＡさん、こんにちは︕

キャー、ありました、これです、これです（笑）。
 ＭＩＳＯＲＡさんが助けてくれるんじゃないかと密かに期待してました（笑）。

ありがとうございます︕

https://bbsee.info/newbbs/id/3544.html?edt=on&rid=3591
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=3591
https://bbsee.info/newbbs/id/3544.html?edt=on&rid=3593
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=3593


奥に⾒えるのがバーカウンターだと思います。
なのでてっきりネグレスコＨだと思ったのですが・・・

（つづく）
 

Re:ネグレスコホテル
3594 選択 stray 2010-05-31 18:43:11 返信 報告

これがネグレスコＨのバー（ラウンジ︖）。
 似てるといえば似てますが、微妙に違うような気もします。

しかも３５号に⼩さく載ってる写真は、カウンターの椅⼦に
 背もたれが付いてます。

２階の⾒えない⼀画が怪しいような気もしますが・・・

goroさん︕
 新たな謎が（笑）。

 また⾏かなくちゃ（笑）。

Re:ネグレスコホテル
3595 選択 stray 2010-05-31 18:51:36 返信 報告

goroさん︕

#3487の写真暗いのでガンマ補正かけてみました。
 左の⾚いソファと、右の⾚いソファは同じものですよね︖

↓のブログの写真だと、
 http://blog.livedoor.jp/shimada_dental/archives/2007-05.html

 ソファの真ん中に、ケースに⼊った彫刻が鎮座しいているのですが、
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suuさん、こんにちは。

suuさんはＳＨを４回ご覧になったのでしょうか（笑）。
 ⽩いシルクサテンの前開きブラウスですね、さすが４回（笑）。

 情報どうもありがとうざいます。
 ついでに、もう⼀つ（笑）。

 ＳＨの映像に、こんな彫刻映ってましたっけ︖
 

Re:町⽥市⺠ホール ルポ編集後記
3596 選択 stray 2010-05-31 19:18:38 返信 報告

M.Darkさん、こんばんは。

+が3つに増えましたね︕（笑）
 尿検査だと重度の糖尿病ですよ︕（笑）

> 次回まで間があるので内容を精査しとく必要ありますね。 
 そうですね、私のレポで間違っている点、抜けている点があれば

 どしどしご指摘下さいませ。

 
 U.H.さん、こんばんは。

そうですか、教室にモニタがないんですか、変わってますね（笑）。
 映像が流せないとなると、泉⽔さんの美しさは伝わりませんねぇ。

 若い⼈でも⼀度や⼆度は聞いたことがある代表曲をメドレーでかけて、
 ありのままの現状を伝えるしかないでしょうね。

Ｚ研の宣伝はもちろん却下してくれていいです（笑）。
 原稿送ってもらえればチェックしてあげますよ。

 
 pineさん、こんばんは。
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ネタばれレポ、楽しんでもらえたようで良かったです。
⾏きたくなりました︖（笑） ⾏くしかないですよ︕（笑）

 ⼤阪に戻ってくるといいですけど・・・

Re:町⽥市⺠ホール ルポ編集後記
3597 選択 goro 2010-05-31 22:31:40 返信 報告

strayさん M.Dark+++さん(笑) pineさん みなさん こんばんは

[3487]のガンマ補正、ありがとうございます。
 右と左のソファーは同じものです。

 確かによく⾒るとケースらしきものがありますね。
 ケースと彫刻、ソファーの⾊に集中しすぎてまったく眼中に無かったです(笑)。

 詳細な動画が欲しい〜
 ネグレスコホテルにも泊まってみたいですね〜(笑)。

 

Re:町⽥市⺠ホール ルポ編集後記
3598 選択 アネ研 2010-05-31 22:45:52 返信 報告

こんばんは、suuさん、pineさん、まだ出てきてないけどチョコさん、みなさん

suuさん
 こんばんは、昨⽇は、かなりマスコミを探して、外にいたんで失礼しました。４回⾏くとはすごいですね。(笑)

 また、なにかのイベントでお会いしましょう。(笑)

pineさん、チョコさん
 こんばんは、ZARD・坂井泉⽔展の何倍もの感激と思うし、⼩学⽣もいたんで、近くに来たら、チビ怪獣も連れていって、

洗脳してくださいネ。

Re:町⽥市⺠ホール ルポ編集後記
3599 選択 ⿊杉 2010-05-31 23:18:48 返信 報告
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皆さん、今晩は。
「Screen Harmony」会場が増えてもやっぱり⾒れない、この頃地域格差をひしひしと感じる、⿊杉です(笑)

何だか、Don't you see!の映像が印象深かったようで!
 ご覧になられた皆さんに物凄い嫉妬を感じますが。(笑)

アネ研さん、stray所⻑さんがおっしゃっているように、さすがの私も｢Gメン 75｣はちょっと…
 ……夏⽊マリさんが綺麗だったなぁ〜、とだけ、⾔っておきますね。(笑)

殺傷処分は免れたM.Dark+++さん、御無沙汰しております。(笑)

糖尿病は⼀⽣の御付き合い。お察し申し上げます。(笑)
 >わたしゃイジられることに免疫ないので熱でてきました〜。 

 >（⿊杉さん ヘルプ︕ 笑）

いや〜、お助けしたのは⼭々ですが、私はイジられるというより、「放置」されるのが専⾨のところがありますので、何
の助けにもならないかと。

 ⼀つ⾔えることは、どうぞ、イジられることに⼼地よさを⾒出してみて下さい。新たな⾃分が発⾒できる筈です。(笑)

と云う事で(どう云う事で?)(笑)
 話をまとめますと、⾒に⾏けない⼈の救済のため、

 どうか⼀⽇でも早くDVDが出ますように、と嫉妬と祈りを込めまして…

失礼致しました。(笑)

Re:ネグレスコホテル
3600 選択 stray 2010-05-31 23:21:12 返信 報告

goroさん、こんばんは。

おう︕ 彫刻ケースがはっきり⾒えますね︕
[3511]もガンマ補正かけてみました（笑）。

 カメラは⼊⼝右側に向いているので、彫刻ケースが写っていませんね。
 泉⽔さんの後ろに⾞の⾞輪が⾒えますが、道路側がガラスに反射しているとしたら

 泉⽔さんの前になきゃいけないですよね（笑）。
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[3595]左の写真ですが、ホテル内から⼊⼝を撮ったものですよね︖
ということはgoroさん、ホテルの中に⼊ったんですね︕︕（笑）

 ⼊って右側を撮った写真があったらアップして下さい。

ネグレスコホテルは１泊３〜４万円ですね。
 私はこのホテル、趣味悪いと思うのですが・・・（笑）

 

Re:町⽥市⺠ホール ルポ編集後記
3601 選択 stray 2010-05-31 23:25:50 返信 報告

⿊杉さん、こんばんは。

放置キャラ・・・当たってる（笑）。
 夏⽊マリじゃなくて夏⽊陽⼦ですからね。

 にわか仕込みがバレたかな（笑）。
 早くDVDにしてほしいですよね。

 私はＳＨ最終（静岡）が終わったらすぐ出るような気がします（笑）。

Re:町⽥市⺠ホール ルポ編集後記
3602 選択 M.Dark 2010-06-01 00:24:29 返信 報告

> 尿検査だと重度の糖尿病ですよ︕（笑）

それはないんですけど（笑）
  

所⻑ 皆さん こんばんは。

思うんですけどコンサート会場なんかで待ち合わせたりする時
 ”パッ”と⼀⽬で解る⽬印がいるとおもいません。

 そこでひとつ考えたんですけど
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ゼットンマークのｴﾝﾌﾞﾚﾑやﾊﾞｯｼﾞなんかどうでしょう︖（笑）
（J.PRESSやかってのVANｼﾞｬｹｯﾄみたいな 古っ）

 遠⽬からは違和感なく近ずくとニタッとするような♪
 ”stray” ＆ ”アネ研”なんてNAMEは各⾃で

 ひょっとするとへんなブームになったりして（笑）
 ZESTさんのLIVEに集合したら壮観かも。

 SUUさんもご参考に（笑）
 商標権なんかの問題はあるかも

なんか当地域でへんな⾵邪広がってるみたいです。
 １．声がカスレて熱がでる

 ２．熱は余りでませんが咳が⻑期間つづく（咳喘息︖）の２種類です。
 気候が変なので病気もおかしいのやらもう絶滅したとおもってるのが

 復活（へんに進化した）してるんですかね。

泉⽔さんの復活がいいんですけどね。（笑い）

Re:町⽥市⺠ホール ルポ編集後記
3603 選択 ドルチェ 2010-06-01 00:25:01 返信 報告

みなさん、こんばんは。いきなりですけど、寒いですね（笑） 電気ストーブつけちゃいました。

出遅れて来てみたら、どんどん⾊んな情報が出てきてたんですネ。本当にみなさんの知恵と記憶が集結したらスゴイです
ね。

 アネちゃんをはじめ、町⽥レポをしてくださったみなさん 改めてどうもありがとうございました。
 これらのチェックどころをばっちり予習して、福岡の公演に臨みたいと思っています︕ 待ち遠しいな〜。

M.Dark+++さん、
 > 所⻑はＭっていってたけどＳの気はいってません（笑） 

 えっ、私前にそんなこと⾔ってました︕︖（笑） ⿊ちゃんも無事助けに︖出てきてくれたみたいで良かったですね︕
 ⿊ちゃんの沖縄にも、追加の追加公演で来てくれるといいですね。。
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suuさんは、4回も参加されたんですね。羨ましいです。
ネグレスコの⾚いソファの辺りを歩く泉⽔さんの服装を、しっかり覚えていてくださってありがとうございました︕

 じゃあ#3572と#3600はどちらもTシャツなので、そのときのお洋服とは違うんですね。

ＭＩＳＯＲＡさん、ネグレスコのバーカウンターの写真情報ありがとうございます︕
 私もこれを⾒てネグレスコかな、と思ったみたいですが実際のバーの写真と⽐べると微妙に違うようですね。

 また映像・画像の記憶班としてよろしくご協⼒お願いします（笑）

本当に、pineさんやチョコちゃん、ここにお集まりのみなさんの近くでフィルムコンサートが開催されて、
 お⼀⼈でも多くの⽅が参加できるといいですよね。沖縄や四国でも開催されますように・・

Re:町⽥市⺠ホール ルポ編集後記
3604 選択 M.Dark+ 2010-06-01 01:06:16 返信 報告

 
> > 所⻑はＭっていってたけどＳの気はいってません（笑） 

   ↑ここ（笑） 
 > えっ、私前にそんなこと⾔ってました︕︖（笑） 

なんか騙されそうなんですけど（笑）

所⻑はもちろんＳですが（笑）
 副所⻑はたしか〜 違いましたっけ︖︖︖

神聖な板に相応しくない⽅向に転ばないように致しましょう。（礼）

⿊杉さん お久しぶりです。
 オヨビタテいたしまして失礼しました。

＞いや〜、お助けしたのは⼭々ですが、私はイジられるというより、
＞「放置」されるのが専⾨のところがありますので、何の助けにもならないかと。

この切り替えし さすがです（笑）
 天神のＳＨへぜひ⾶んで副所⻑をギャフンといわしてください。
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レポ 期待
熱でそうなのでもう寝ます。（笑）

Re:崩れた「晴れ⼥」伝説（笑）
3605 選択 ⼭茶花 2010-06-01 09:35:04 返信 報告

strayさん、皆さん、おはようございます。
 ⼭茶花です。

[3544]や、[3551]を観る度に、坂井さんの訃報のときを思い出します。
 あの頃、この映像をバックに、某局で訃報が流れていたので、いろんな意味で複雑です。

 坂井さんが永眠されてから3年が経つんでしょうか。
 早いですね。

[3558]で、ケータイで写メを撮っている男性が、アネ研さんだと思いました(笑)。
 ところで、会場内での撮影は禁⽌なんじゃないんでしょうか。

 いろいろ撮られてますが･･･

[3593]の画像、確かどこかで⾒た、会報Vol.34や、15周年ベスト盤の、
 裏ジャケ写と同じショットのような気がします。

 「町⽥市⺠ホール」とありましたが･･･つまり、海外で撮影されたものではないんでしょうか。

strayさん、坂井さんの“晴れ⼥”伝説へのスレッドを⽴ち上げて下さってありがとうございます。
 

Re:ネグレスコホテル
3606 選択 pine 2010-06-01 15:03:03 返信 報告

みなさん こんにちは︕
 ⾚いソファーからどんどん膨らんでますね（笑）

 ネグレスコホテルの⾚いソファー周辺が映った動画を⾒つけました。
 おばさまがちょっぴり邪魔ですが…（^^;)
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ttp://www.youtube.com/watch?gl=JP&hl=ja&v=vfSY1gyYS8k
それにしてもこのホテル、不思議なホテルですね。ゆっくりと寛げるのでしょうか︖（笑）

M.Darkさん 笑わせてもらってます。(^-^)
 +が増えたり減ったり…ご病状が⼀進⼀退ってことでしょうか︖（笑）

 今⽇はお元気でしょうか︖早く良くなられますように…

MISORAさん 先⽇のベストの写真といい、記憶⼒がすごいですね。
 頭の中がどうなっているのか、覗かせてもらいたいくらいです。（笑）

 最近、⼈の名前がなかなか出てこなくなってきて、ちょっぴり焦ってます。(--;)

アネ研さん、ドルチェさん
 残念ながら、もう⼀度⼤阪で︕なんてことは、きっとないでしょう。

 京都・神⼾へも⾏けない距離ではないですが、１⽇中家を空けるのはまずい…(苦笑)
 ということで、

 >話をまとめますと、⾒に⾏けない⼈の救済のため、 
 >どうか⼀⽇でも早くDVDが出ますように、と嫉妬と祈りを込めまして… 

 という、⿊ちゃん応援団に⽴候補︕（笑）
 と⾔いつつ、早くDVDが出ることを強く︕強く︕祈っています。

Re:ネグレスコホテル
3607 選択 stray 2010-06-01 18:12:22 返信 報告

M.Darkさん、こんばんは。
 アイビージャケットですか︕ M.Darkさんも古いなぁ（笑）。

しかもゼットンマークのエンブレムって、カッコ悪くて着れやしない（笑）。

> ”パッ”と⼀⽬で解る⽬印がいるとおもいません。 
 いや、私のほうは別に⽬⽴ちたいわけじゃないので要りません（笑）。

 私に⾒つけて欲しい⼈が⽬⽴つ格好してもらえばいいわけで（笑）。

東京から帰ってきてから、私も調⼦悪くて
 １．喉が痛くて（朝起きた時だけ）、⿐⽔が出て
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２．咳が出る
なにか変なもの貰っちゃったかなぁ・・・

⼭茶花さん、お久しぶりです。
 某局は訃報の際「今⽇はゆっくり…」の映像を流したんですか、知りませんでした。

 [3593]は会報Vol.34です（って書いてるじゃん（笑））

> 「町⽥市⺠ホール」とありましたが･･･つまり、海外で撮影されたものではないんでしょうか。 
 ん︖ どれのこと︖

ドルちゃん、こんばんは。
 福岡の会場は６００席ちょっとしかないですよ。

 ⼤都市の地⽅公演は、案外激戦になるような気がしますね（笑）。

> じゃあ#3572と#3600はどちらもTシャツなので、そのときのお洋服とは違うんですね。 
 いや、中にＴシャツを着ていたような・・・

 横からの映像だから#3600かどうかは不明。天神でしっかり⾒てきてちょ︕（笑）

pineさん、こんばんは。
 よく⾒つけましたね︕ さすがに映像探しのプロです（笑）。

 初めのほう、ワンコがいるあたりにカメラがあって、
 左から⾚ソファのほうへ移動する泉⽔さんを捉えた映像だったような気がします。

> 不思議なホテルですね。ゆっくりと寛げるのでしょうか︖（笑） 
 いや、落ち着かない配⾊ですよね、私ならイライラすると思うなぁ（笑）。

 

町⽥ルポ
3611 選択 アネ研 2010-06-01 22:36:26 返信 報告

こんばんは、⼭茶花さん、みなさん

⼭茶花さん
 こんばんは、

 > [3558]で、ケータイで写メを撮っている男性が、アネ研さんだと思いました(笑)。 
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そう錯覚しそうですね。(笑)
でも、⾃分で⾃分は撮れないです。(笑)

 ちなみにここは、２階の会場⼊り⼝前のホールです。

> ところで、会場内での撮影は禁⽌なんじゃないんでしょうか。 
 > いろいろ撮られてますが･･･ 

 たしかに、放送で、携帯やカメラなどで、映像や⾳を撮ったているのをみつけたら没収もあり得ますと⾔ってました。
 ⼭茶花さんはしないでくださいね。

pineさん
 こんばんは、あいかわらず捜査の詰めはすごいですね。

 SHですが、DVDもいいけど、できれば⼤きな画⾯で観てほしいな〜。(笑)

M.Darkさん
 こんばんは、例のブレザーですが、ゼットンがなんだか、

 ⾍にみえるんですが〜。(笑)

また、所⻑とおなじく我々は⽬⽴ちたいわけじゃないので、
 よく⾒るとわかる胸の「ZK」のバッチくらいならいいかな︖

所⻑、ZKのピンバッチ作りません︖(笑)

Re:ネグレスコホテル
3612 選択 goro 2010-06-01 23:05:59 返信 報告

strayさん pineさん みなさん こんばんは

ネグレスコホテルは恐る恐る中に⼊った記憶があります(笑)。⼊⼝に屈強︖のボーイさんがいて、
 中にも受付付近にボーイさんがいたので、そそくさと中に⼊ってしまったのです。

そしてやや望遠で撮ったのが[3595]左側の写真です。
 そんな訳で受付付近を堂々どカメラでパシリする余裕はありませんでした(笑)。

 しかしながら、pineさんが動画を⾒つけてくださいましたね︕お⾒事です︕
 うん、確かにあんな感じのロビーでした(笑)。
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Re:町⽥ルポ
3613 選択 stray 2010-06-01 23:22:40 返信 報告

アネ研さん、こんばんは。

ゼットンが⾍に⾒える・・・たしかに（笑）。

> 所⻑、ZKのピンバッチ作りません︖(笑) 
 ＺＫなのかな︖ ZARD-LABだから「ＺＬ」じゃない︖

 いいかも知れませんね、ステータスとしては（笑）。

 
 goroさん、こんばんは。

pineさんが⾒つけてくれた映像によると、⼊ると左右両⽅にカウンターがあって
 対称的な円形空間ロビーのようですね。

 あの４〜５秒の映像を何としてでももう１回⾒たい︕（笑）

ＭＩＳＯＲＡさんへ
3615 選択 stray 2010-06-01 23:32:54 返信 報告

ＭＩＳＯＲＡさん、こんばんは。

> ｢My Baby Grand｣「痛いくらい」のＰＶ時の服ですね

｢My Baby Grand｣はすぐに分かったのですが、
 「痛いくらい」はピーンと来なくて、ようやく探し出しました（笑）。

同じですね︕
 このＴシャツ、泉⽔さんのお気に⼊りだったのかも。

Re:町⽥市⺠ホール ルポ編集後記
3616 選択 チョコレート 2010-06-02 08:54:20 返信 報告
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皆さん、おはようございまーす。やっと︖出てこれたチョコです(笑)。すっかり出遅れちゃってすみませ〜ん。
なんだか、呼ばれている気がしていた(笑）のですが、ドタバタしていまして････(苦笑)。

さて、アネ研さん、goroさん、お疲れさまでした︕町⽥の⽣レポをありがとうございました︕
 私は出張中(?)で⽣レポを⾒ることはできませんでしたが、会場の様⼦を知ることができて、うれしいです︕︕

 私もなんとかしてフィルムコンサートに⾏こうと、ひそかに決⼼しました︕(笑)
 DVDが出るとは思いますけど、やはり会場で⾒てみたいです。

 ⼩学⽣も会場にいましたか︕︖でも、うちのチビチョコは静かに⾒てくれないんじゃ･･(汗)。
 連れて⾏きたいような、連れて⾏きたくないような･･･(苦笑)。悩みますねぇ。

今回、ゼットンはお留守番︖︖(苦笑)それともM.Darkさんとのコンビに変更になったのかな︖(笑)。
 それにしても、M.Darkさん、そのゼットンのジャケットは･･･ぎゃははは︕(笑)ちょっと･･･(苦笑)。
 Tシャツの背中にゼットンのシルエットを貼り付けるくらいなら･･･イイかも︖(苦笑)

goroさん、NY捜査から引き続いて泉⽔さん⽉間︖になっている感じですね〜(笑)。うらやましいなぁ〜〜。
 NYレポもまとめている頃でしょうけど、おつかれがでませんように︕

ドルちゃん︕やっぱりドルちゃんも⾏かなくちゃね︕︕
 ⼀度⾒たら忘れない記憶⼒をココで発揮してもらいたいです(笑)。

 きっと、ドルちゃんが⾏けば、もっといろんなことを頭の引き出しから引っ張り出だして、解明してくれそうな気がしま
す(笑)。

 ホントに、⼀⼈でも多くの⽅が⾒ることができると良いなぁ〜。pineさんや⿊ちゃんもね︕︕DVD!!ぜひお願いします、B
さん︕(笑)。

Re:ネグレスコホテル
3618 選択 ⼭茶花 2010-06-02 11:36:00 返信 報告

strayさん、皆さん、こんにちは。

> [3593]は会報Vol.34です（って書いてるじゃん（笑）） 
 ええ、確かに「会報Vol.34」て書いてありますね。

  
[3593]は、撮影場所のグネレスコホテルと⾔うことですよね︖
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「町⽥市⺠ホール」と書き込んでしまいましたが誤りです。つまり、
そのグネレスコホテルと⾔うのは海外なんでしょうか︖

 （説明の意味がお解りでしょうか︖）

◆アネ研さんへ◆
 > そう錯覚しそうですね。(笑) 

 > でも、⾃分で⾃分は撮れないです。(笑) 
 > ちなみにここは、２階の会場⼊り⼝前のホールです。 

 確かに説明では２階って書かれてありますね。
 誰かに撮ってもらったのかと思いまして･･･。

 

Re:ネグレスコホテル
3619 選択 stray 2010-06-02 12:15:22 返信 報告

⼭茶花さん、こんにちは。

> そのグネレスコホテルと⾔うのは海外なんでしょうか︖

グネレスコホテルじゃなくて、ネグレスコホテル（笑）。
 フランスのニースにある有名ホテルです。

 BORO（「⼤阪で⽣まれた⼥」が有名）が同名の曲を歌っていて、
 私らの世代は皆知っているのですが（笑）、若い⼈は知らないでしょうね。

 http://www.youtube.com/watch?v=5SRPg5gtg90

泉⽔さんもたぶん、この曲を聴いて「泊まりたい︕」となったのだと思われます。

Re:ネグレスコホテル
3622 選択 ⼭茶花 2010-06-02 13:48:23 返信 報告

strayさん、再びこんにちは。

> グネレスコホテルじゃなくて、ネグレスコホテル（笑）。 
 > フランスのニースにある有名ホテルです。 
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あら、また⽂字が違ってた＞＜ごめんなさい･･･

> BORO（「⼤阪で⽣まれた⼥」が有名）が同名の曲を歌っていて、 
 > 私らの世代は皆知っているのですが（笑）、若い⼈は知らないでしょうね。 

 > 泉⽔さんもたぶん、この曲を聴いて「泊まりたい︕」となったのだと思われます。 
 なるほど、そう⾔うことだったんですね。教えて下さってありがとうございます。

 曲名を聞いて、なんとなくピンと来ました(笑)。親が良くTVで(BS)、
 ネット通信によるCDアルバム('70〜'80の歌謡曲など)の宣伝を聞いてるので、

 何となく⽿に⼊ってきたりします。
 

Re:町⽥市⺠ホール ルポ編集後記
3626 選択 ドルチェ 2010-06-02 21:29:12 返信 報告

みなさん、こんばんは。

昨⽇は、SAGAは⼤荒れの天気で雷⾬と共にバタバタと雹が降りました︕ 
 そして⾬上がりには空に綺麗な虹がかかりました（⾒えるかな︖）

この前の書込みは、M.Darkさんとほぼ同時だったみたいですね。気が合いますね（笑） も
う、お⾵邪は⼤丈夫︖︖

 それと「副」をコピーし損なってましたけど、私はドMなので安⼼してくださいね︕（笑） 

Z研のピンバッジ、いいですね〜。欲しいかも（笑） エンブレム付きのジャケットは・・恥ずかしいかも（笑）

pineさんは、ネグレスコロビーの動画を⾒つけてくださったんですね︕ さすがです︕ 早速⾒てみたのですが・・
 あの太っちょおばさんみたいなオブジェって、ゆっくり回転するんですね〜（笑） このホテル、⾯⽩すぎるんですけど

（笑）

ストちゃん、福岡会場の600⼈というと少ない⽅ですか︖︖ スタートダッシュが超苦⼿なので、チケット取れるか不安
です〜。。

 チケット争奪戦に勝てる裏技みたいなのがあったら教えてね︕（笑）

チョコちゃん、お久しぶり︕︕ 出張、お疲れサマでした（笑）
 チョコちゃんもどうにかして参加する事を決めたんですネ︕ 私もみなさんのレポを⾒ていたら、どうしても⼤画⾯で泉
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⽔さんに逢いたくてたまらなくなったヨ。お互い楽しみだね︕
⾃分の⽬で⾒て、なにかひとつでも新しいことが解明できればいいなぁ︕ そのためにも、⽇々予習予習っと（笑）

 そして全会場終了したあとすぐでも全然OKなので、本当に是⾮ともDVDを発売して欲しいですね。

Re:町⽥市⺠ホール ルポ編集後記
3630 選択 marionette 2010-06-03 00:43:26 返信 報告

stray所⻑、皆さん、こんばんは︕

そして、ZEST YOSHIさんの御紹介を受けた suu さん、
 唐突で困惑されたと思います。

 改めまして、はじめまして、こんばんは︕

そして、もう⼀度申し上げます･･･
 HN︓marionette （マリオネット）と、申します。

此⽅、Z研ではsuuさんのお名前は存じ上げていましたが、
 私は、まだ1年⽣なものですから、お解りになるのは不可能だったと思います。

⼤変、驚愕させてしまい失礼致しましたm(_ _)m

今後、何処かでお逢いした際には、宜しくお願い致しますm(_ _)m

別スレします･･･

追伸︓YOSHIさんにも確認したのですが、アネ研さんを御⾒掛けしていないとの事でしたので、残念に思っています。
 いつかまた何処かで･･･

画像は、やはり同じになっているのが多いですよね。。。
 駅前の垂れ幕も（笑）

 この町⽥公演は敢えて、画像はup致しません。

（soffio postcard のみ、1枚upします）

Re:町⽥ルポ
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3639 選択 M.Dark 2010-06-03 18:45:44 返信 報告

皆様 こんばんは。
 体調も８割程度まて゛復調︕ やれやれです。

久しぶりに溜まった⽇経をﾁｪｯｸしてたら
 国⽴感染症研究所発

  "百⽇咳流⾏ ⼤⼈の患者５割 多発地帯 神奈川 千葉" って記事が︕︕

なんだ 感染源はゼットン君だったのか︖︕
 夏に多いとのこと 該当地域の⽅ お気をつけください。

> こんばんは、例のブレザーですが、ゼットンがなんだか、 
 > ⾍にみえるんですが〜。(笑)

ゼットンバッチも所員やＺ研ﾚﾃﾞｲｰｽﾞの皆さんにイマイチのようで
 取り下げです。笑

 （妄想に流れないようゼットン君ともども暫くロムってますね 笑 ）
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