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おかげさまで３周年
4262 選択 stray 2010-09-09 06:47:19 返信はできません 報告

皆さんおはようございます。

おかげさまで本⽇９⽉９⽇をもって、Ｚ研ＢＢＳは３周年を迎えました。
 これもひとえに、私の努⼒の賜物でしょう（笑）。

⾟⼝の管理⼈ではありますが、優しいゲストの皆様⽅に⽀えられ
 無事︖に３周年を迎えることができました。

 これまでのご厚情に⼼より感謝申し上げます。

開設から２年間（旧ＢＢＳ）は１⽇平均３０レスくらいありましたが、
 ここに移ってからは平均１０レスくらいでしょうか（笑）。
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Ｚ研に限らず、ファンサイトＢＢＳ全般的に⾔えることですが、
皆さん以前の⽣活に戻りつつあると⾔いましょうか（笑）、

 泉⽔さんを亡くした悲しみが徐々に癒えつつあるのだと思います。

Ｚ研は「ZARDの謎究明」という明確なコンセプトをもったサイトとして発⾜し、
 これまでPVロケ地を中⼼に数々の謎を解いてきました。

 「坂井泉⽔命名の謎」等々、まだ未解明の謎も残っておりますが、
 ここらで⼀区切りつけてもよい時期かも知れません。

 所員も滅多に顔を⾒せなくなりましたし（笑）。

あっ、Ｚ研閉鎖宣⾔じゃありませんので、ご安⼼ください（笑）。

私としては、ZARD最⼤の謎である「泉⽔さんの死因」を追及したい
 という気持があって、もちろん結論を出せるわけじゃありませんが、
 記憶も記録も⾵化していく中、ここらで⼀まとめておかないと

 この先そんな気⼒はおそらく湧いてこないでしょうから（笑）、
 ３週間ほど前に「Ｚ研別館」（ブログ）を⽴ち上げて、

 ひとりでコツコツと記事を更新しております（笑）。

「死因」についてはアレルギーを⽰す⼈もおられるでしょうから、
 URLはあえて公開しません。興味がある⼈は、⾃⼒で⾒つけてください。

当分、別館に注⼒しますが、これまで通りここの管理はちゃんと⾏います（笑）。
 ２０周年が近づくにつれ、徐々に話題も豊富になっていくでしょう。

今後ともＺ研をご贔屓に、よろしくお願い申し上げます。

Re:おかげさまで３周年
4263 選択 MOR 2010-09-09 07:14:27 返信はできません 報告

strayさん、おはようございます。
 そして３周年、おめでとうございます。

これからも呆れずにお付き合いをお願いします。

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=4263


ブログの⽅の話題、実は⾃粛しておりました。
読ませてもらいましたが、私はコチラの⽅が安⼼して居られそうだな。

まだまだご活躍と苦労は続きそうですが、お体に気を付けて下さいね。
  

(*'∇')/ﾟ･:*【祝・Z開設３周年＆納涼祭】*:･ﾟ＼('∇'*)
4264 選択 チョコレート 2010-09-09 07:23:41 返信はできません 報告

Z研にお集まりの皆さま、おはようございます。ショムニのチョコです(笑)。
 本⽇、ZARD研究所は、めでたく開設3周年を迎えました︕すごい︕︕

 ﾊﾟﾁﾊﾟﾁ･･･(ﾟ▽ﾟ)o∠※PAN!｡.:*:･'ﾟ☆｡.:*:･'ﾟ★ﾟ'･:*
 恒例の納涼祭もまとめて、盛⼤なパーティーを開きたいと思いますので、

 皆さま、どうぞお集まりいただきますように、お願いいたします。

えっと・・・そういえば・・・今年のポスターはあるのかな︖(汗)
 sakiさん︖︖早く来てねぇ〜〜〜︕︕︕︕(笑)ぎゃははは。

所⻑さん、MORさん、おはようございます。お早いですねぇ〜。
 朝からＺ研閉鎖宣⾔かと、読みながらドキドキしちゃいました(苦笑)。

> ３週間ほど前に「Ｚ研別館」（ブログ）を⽴ち上げて、 
 > ひとりでコツコツと記事を更新しております（笑）。 

 ええ〜〜〜っ︕︕︕︖知らなかった･･･。
 夏バテで私が倒れている間に︖そんなことしていたのですねぇ。

 後で探します･･･なんせ、私、「元祖追っかけ」なので(笑)。ぎゃははは︕︕

Re:(*'∇')/ﾟ･:*【祝・Z開設３周年＆納涼祭】*:･ﾟ＼('∇'*)
4265 選択 チョコレート 2010-09-09 08:34:24 返信はできません 報告

準備、準備︕(笑)
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Re:(*'∇')/ﾟ･:*【祝・Z開設３周年＆納涼祭】*:･ﾟ＼('∇'*)
4266 選択 チョコレート 2010-09-09 08:43:05 返信はできません 報告

わっせ、わっせ･･･(汗)
 重すぎ･･･(苦笑)。え︖私って⼒持ち︖︖(笑)

Re:(*'∇')/ﾟ･:*【祝・Z開設３周年＆納涼祭】*:･ﾟ＼('∇'*)
4267 選択 チョコレート 2010-09-09 08:47:48 返信はできません 報告

くす⽟は･･･どの辺に取り付けたら良いのかな︖
 ちょっと︕部⻑さん︕︕お願いしますよ〜(笑)
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Re:(*'∇')/ﾟ･:*【祝・Z開設３周年＆納涼祭】*:･ﾟ＼('∇'*)
4268 選択 チョコレート 2010-09-09 08:53:38 返信はできません 報告

やっぱ、乾杯は⽣ビールですよね︖(笑)
 ｺﾞﾛｺﾞﾛｺﾞﾛ････転がしたら、泡々になっちゃうかな(汗)･･･

Re:(*'∇')/ﾟ･:*【祝・Z開設３周年＆納涼祭】*:･ﾟ＼('∇'*)
4269 選択 チョコレート 2010-09-09 08:55:30 返信はできません 報告

本⽂なし

Re:(*'∇')/ﾟ･:*【祝・Z開設３周年＆納涼祭】*:･ﾟ＼('∇'*)
4270 選択 チョコレート 2010-09-09 08:56:28 返信はできません 報告

本⽂なし
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Re:(*'∇')/ﾟ･:*【祝・Z開設３周年＆納涼祭】*:･ﾟ＼('∇'*)
4271 選択 チョコレート 2010-09-09 08:59:09 返信はできません 報告

ごちそう･･･朝からすごいですね(笑)。おなかすいてきた(苦笑)

Re:(*'∇')/ﾟ･:*【祝・Z開設３周年＆納涼祭】*:･ﾟ＼('∇'*)
4272 選択 チョコレート 2010-09-09 09:01:58 返信はできません 報告

⽣ビールを注ぐ練習･･･(苦笑)ぎゃははは。上⼿にできてます︖

全然整っていませんが、謎掛けを⼀発
4273 選択 ひげおやじ 2010-09-09 09:09:13 返信はできません 報告
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所⻑さん、皆さん
Ｚ研ＢＢＳ３周年、お⽬出度う御座居ます。

 そうです、これも偏に所⻑さんお⼀⼈だけの努⼒の賜物です︕

折⾓の３周年記念納涼祭りなのに、台⾵の影響で関東甲信越以北は、（幸か不幸か）とても涼しい
今⽇ですが、⻄の⽅は暑い樣ですし、北の⽅も明⽇からまた猛暑が戻って来るらしいですから、こ
こで⼀発、凍てつく樣な寒い親爺ギャグの謎掛けを。

 「重量挙げと掛けて、３１ｔｈ．ｓｇｌ． ｃ／ｗと解く。」

さて、その⼼は︖

ちなみに、私は明⽇から暫くの間は軽井沢でのんびりしたりテニスしたりして、リフレッシュして来ます。ザマー⾒ろな
んて下品な台詞は絶対に⾔いませんからね。

いらっしゃいませ〜
4274 選択 チョコレート 2010-09-09 09:19:08 返信はできません 報告

ひげおやじさん、おはようございます︕
 さっそくお祝い、ありがとうございます︕︕

 ひげおやじさんは明⽇から軽井沢ですか︕︖良いなぁ〜〜〜。
 チョコの妄想では、とってもセレブな休⽇って感じです(笑)。
 今⽇はココで、楽しんでいただけたらと思います。

 えっと・・・謎かけは私にはさっぱりなので･･･(汗)、所⻑さんにお任せします(⼤汗)。
 

３周年 おめでとうございます︕︕
4275 選択 pine 2010-09-09 09:29:06 返信はできません 報告

所⻑さん みなさん おはようございます。

Z研BBS ３周年おめでとうございます︕︕
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３周年＆納涼祭の告知で、所⻑さんが意味深なことを書かれていたので、今⽇まで落ち着かな
い⽇々を過ごしておりました。

 閉鎖宣⾔でなくて良かったぁ ホッ 
 それにこの暑い中、別館も作られたのですか︕︕ 後で探しに⾏きたいと思います。

台⾵の影響で⼤変な地域の⽅もいらっしゃるかと思いますが、今⽇は１⽇楽しく過ごしましょ
う︕(^-^)

その⼼は…
4276 選択 pine 2010-09-09 09:38:23 返信はできません 報告

チョコさん おはようございます。
 朝からたくさん準備して下さってありがとうございます。

 ビールはサッポロ⼀⾊ってところがこだわりを感じますね。(^-^)

ひげおやじさん おはようございます。
 台⾵の影響がほとんどなかった我が家周辺は、今⽇も暑いです。(^^;)

 謎掛け…朝から頭が働きませんよ〜（汗） 
 「お・も・ひ・で」〜「おもいで」「重いで」…ってこんなベタなギャグじゃないですよね〜（苦笑）

pineさ〜ん
4277 選択 チョコレート 2010-09-09 10:02:35 返信はできません 報告

pineさん、おはようございまーす。
 今⽇はよろしくお願いします(笑)。

> ビールはサッポロ⼀⾊ってところがこだわりを感じますね。(^-^) 
 ぎゃははは。バレちゃいました︖(苦笑)個⼈的な趣味ですみません(笑)。

> 謎掛け…朝から頭が働きませんよ〜（汗）  
 > 「お・も・ひ・で」〜「おもいで」「重いで」…ってこんなベタなギャグじゃないですよね〜（苦
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笑） 
なるほど︕︕(笑)そう返すのかぁ。さすが⼤阪の感性･･･ちがいますね(笑)。

「その⼼」を聞いてから出かけたいのですが、今⽇はそろそろチビの学校に出かけなくちゃなりません(汗)。
 残念･･･。また帰ってきたら参加したいと思います︕ではでは。

あ︕所⻑さんの本⽇の⾐装、ご⽤意しておきました(笑)。
 これを着ての登場︖お待ちしております(笑)。ぎゃはは。

所⻑さん 着替え中︖
4278 選択 pine 2010-09-09 11:22:51 返信はできません 報告

チョコさん こんにちは︕
 今⽇はチビチョコちゃんの学校でしたね。

 また戻ってきてくださいね〜。待ってま〜す。(^-^)/

>あ︕所⻑さんの本⽇の⾐装、ご⽤意しておきました(笑)。 
 >これを着ての登場︖お待ちしております(笑)。ぎゃはは。 
 凄いですね︕この⾐装︕︕だんだんエスカレートしていきますね。（笑）

 今⽇は「所⻑」じゃなくて「殿」ですか︖（笑）

ところで、乾杯はまだかしら︖
 チョコさんがゴロゴロ転がしてきた⽣ビール、泡泡だったのが丁度いい具合になって来たんだけど…

Re:３周年 おめでとうございます︕︕
4279 選択 stray 2010-09-09 12:03:28 返信はできません 報告

MORさん、ひげおやじさん、チョコさん、pineさん、こんにちは。

皆さん、お祝いどうもありがとうございます。
 チョコさん、お忙しいのにきっちりショム２のお仕事（笑）、ありがとうございます。

皆さん待ちくたびれてるようなので、まずは、Z研３周年に乾杯︕︕
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Re:その⼼は…
4280 選択 ひげおやじ 2010-09-09 12:03:50 返信はできません 報告

pineさん、
 ベタベタですみません。親爺ギャグで思い切り寒くなったでしょう︖

> 謎掛け…朝から頭が働きませんよ〜（汗）  
 > 「お・も・ひ・で」〜「おもいで」「重いで」…ってこんなベタなギャグじゃないですよね〜（苦笑）

Re:３周年 おめでとうございます︕︕
4281 選択 stray 2010-09-09 12:30:20 返信はできません 報告

[MORさん、別館をすでに発⾒済みでしたか（笑）。
 あちらはきわどい内容なので、安⼼できる場所に居着いてて下さい。

 別件ですが、ハニカミ⾵「明⽇を夢⾒て」PV（笑）、ありがとうございました。
 後で別スレに書き込みますので少々お待ちを。

ひげおやじさん、軽井沢でテニスですか、羨ましいですねぇ（笑）。
 私のところは⼀昨⽇の⾬からグッと気温が下がって、

 軽井沢並み（現在２５℃、晴れ）なので羨ましくないです（笑）。
 謎掛け、⾯⽩かったです。捻りがないところがひげおやじさんらしくて⼄です。

チョコさん、いつものお役⽬ご苦労さまです、感謝してます。
 サッポロビールは旨いですね〜、⼤好きです。

 まさか、北海道限定の Classic が飲めるとは思いませんでした（笑）。
 さすがチョコさん、ツボを押さえてらっしゃる（笑）。

 Ｚ研を閉鎖する理由は今のところ⾒当たらないのですが、
 来年の２０周年が終わったらどうなるか分からないですよ〜（笑）。

pineさん、落ち着かない⽇々を送らせてしまい申し訳ないです。
 猛暑なので「ひやひや」するのもいいかなぁって（笑）。

 

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=4280
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告知の段階から納涼モードに⼊っていたというオチです（笑）。
⾦ピカのお殿様はかんべんして〜〜（笑）。

 

亡霊︖︖
4282 選択 stray 2010-09-09 12:40:46 返信はできません 報告

涼しくなるかもしれないネタを１つ。

別館ネタで恐縮ですが、事故当時の映像を⾒直していたら、
 ⾮常⽤スロープ（3F）に、泉⽔さんっぽい⼈影が映ってるのを発⾒︕

http://www.youtube.com/watch?v=5wBAiwPZ8d0
 ↑の43秒あたりです。

36秒の映像には映っていないんですよねぇ。
 

Re:おかげさまで３周年
4283 選択 saki 2010-09-09 12:41:51 返信はできません 報告

 
パパァ〜︕︕みなさ〜ん︕︕ Z研3周年おめでとう〜︕︕ (^^)/

おひさしぶり〜(^^)/    sakiで〜す。

「ぎゃははは︕︕」 って、笑い転げた楽しい事・・・
 ⼀晩中泣き明かした悲しい出来事・・・

 そんな想い出がい〜っぱい詰まったZ研・・・・  これからも末⻑く続いて⾏く事を信じてま〜
す。(^_^)v

チョコせんぱ〜い♡  ポスター準備出来なくて、ごめんなさ〜いm(_ _)m
 明⽇、⺟が⼿術をするので、ちょっとバタバタしてます・・・（いつもバタバタしているような︖︖︖ ぎゃはは

は︕︕︕）
 ⼦宮体がんで・・⼦宮と卵巣の全摘⼿術をします・・

 いつもは強い⺟が弱気になってるので、これから励ましに⾏ってきま〜す(^_^)v
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泉⽔さんの画像が無いと淋しいので・・・以前レタした物だけど・・（ごめんちゃい<(_ _)>）・・・ 
泉⽔さんも「私も仲間に⼊れてぇ〜、ビール頂戴 ︕︕」って、仰ってますよ〜(^_^)

Re:おかげさまで３周年
4284 選択 ⼭茶花 2010-09-09 13:13:15 返信はできません 報告

strayさん、こんにちは。
 Z研究所が9⽇で3周年を迎えられたとのことで、おめでとうございます。

 そうですね。これもすべてstrayさん、ご⾃分の努⼒の成果の現れなのではないかと思います。
 これからもその調⼦で、より安⼼、安全に利⽤しやすいよう、

 当サイトを守っていって欲しいと思います。
 近頃は、楽しく書き込みをさせていただいております☆

今後とも末永くZ研究所が続くよう、⼼から、お祈り申し上げます。
 そして、これからも宜しくお願い申し上げます。

がんばってください。

だんだん涼しくなって来たような（笑）
4285 選択 pine 2010-09-09 13:24:19 返信はできません 報告

ひげおやじさん 
 ぎゃはは︕正解でしたか︕︕

 でも、このベタベタ感が♪たまらなく好きぃなぁのぉ♪って感じです。（笑）
 おかげさまで「さぶ〜く」なりました。(^-^)

所⻑さん
 >告知の段階から納涼モードに⼊っていたというオチです（笑）。 

 ⻑期間にわたる、深〜いオチだったんですね。
 >来年の２０周年が終わったらどうなるか分からないですよ〜（笑）。 

 って、また…
 これから涼しくなって寒くなるっていうのに、これ以上ヒヤヒヤさせないで下さ〜い。(笑）
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>涼しくなるかもしれないネタを１つ。 
確かに…⼈影らしいものが映っていますね。

 ⼤⼈にしては⼩さいようにも思いますが…。

sakiさん こんにちは︕
 今⽇はきっとお祝いに駆けつけて下さると思っていましたが、明⽇お⺟様の⼿術を控えていて⼤変なのに

 来てくれてありがとうm(^^)m
 sakiさんが傍にいてくれると⼼強いでしょうから、お⺟様の傍にいてあげて下さいね。

 無事に⼿術が終わって、良くなられることをお祈りしています。
 >泉⽔さんも「私も仲間に⼊れてぇ〜、ビール頂戴 ︕︕」って、仰ってますよ〜(^_^) 

 は〜い︕泉⽔さん ビールどうぞ︕︕
 

⼭茶花さん こんにちは︕
4286 選択 pine 2010-09-09 13:29:30 返信はできません 報告

⼭茶花さん こんにちは︕お久しぶりです。

最近、また⼭茶花さんのお姿を拝⾒できるようになって、嬉しいです。
 「⼭茶花さん現象」という⾔葉も出来ましたし…（笑）

 お時間がありましたら、「３周年＆納涼会」この後もお付き合いくださいませ。(^-^)

Re:⼭茶花さん こんにちは︕
4287 選択 ⼭茶花 2010-09-09 14:18:45 返信はできません 報告

pineさん、こんにちは。
 こちらこそ、ご無沙汰しております。

ときどき、チャットではよくお会いさせていただいてますよね。

> 最近、また⼭茶花さんのお姿を拝⾒できるようになって、嬉しいです。 
 > 「⼭茶花さん現象」という⾔葉も出来ましたし…（笑） 

 strayさんが仰った⾔葉です(恥)
 

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=4286
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流⾏だすのではないか、みたいなこと仰ってて、「んなことないだろう…」と思ってたら、
Z研内で⾃然に流⾏りだしたって感じでしょうかね(笑)。よくわかりませんが･･･。

> お時間がありましたら、「３周年＆納涼会」この後もお付き合いくださいませ。(^-^) 
 3周年は、strayさんの⼤切なサイトの記念⽇なので、それは最後まで、

 ご⼀緒させていただくつもりです。納涼会は、今飲酒ができないので、
 気持ちだけ頂きます(笑)。でも、ジョッキを⾒掛けると、美味しそうですね。

 唾が出そうです(笑)。

Re:⼭茶花さん こんにちは︕
4288 選択 ⼭茶花 2010-09-09 14:30:39 返信はできません 報告

はい。皆さんでどうぞ。召し上がって下さい(笑)。

坂井さんも、⽣前、ワインを召し上がってたときいたことがあるのですが、
 坂井さんも今回はビールをどうぞ(笑)。

 

Z研3周年おめでとうございます。
4289 選択 アネ研 2010-09-09 14:48:28 返信はできません 報告

みなさん、こんにちは、Z研3周年おめでとうございます。
 いくたの試練にたえ、3周年なんですね。（笑）

 所⻑、毎⽇のBBSの管理お疲れ様です。できればここ3年間のZARDとZ研の活動のスライドショーが観たいなー（笑）
 別館ですかーさっそく捜査に向かいます。敬礼︕

Re:おかげさまで３周年
4290 選択 チョコレート 2010-09-09 15:58:49 返信はできません 報告
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ただいま〜。やっと⾏事から解放されて帰宅しました(苦笑)。
私が留守の間に、盛り上がってきましたねー︕︕うれしいっ︕

所⻑さん、あらためまして、Z研開設3周年おめでとうございます︕
 もう3年ですか･･･ずいぶんと時間が流れたものだなと感じました。
 Soffioよりも⻑く続いたのは、ひとえに「所⻑さんの⼈柄」ですね︕(笑)

 これからも末永く、研究所が続きますように･･･。
 私もショムニをクビになりませんように･･･(苦笑)。ぎゃははは。

Sakiさ〜ん︕お久しぶり︕︕元気でしたか〜︖寂しかったよー︕︕
 （そういう私も、ここではお久しぶり︖︖(汗)）

 sakiママは明⽇⼿術ですか︕⼤変なときに顔を出してくれてありがとうね。
 Sakiママもsakiさんがついていてくれたら⼼強いと思うので、しっかりとお仕事休んで︖付き添ってあげてください︕ま

た時間があったらこちらにも顔をみせてねー︕
 美しい泉⽔さんをありがとう︕︕

⼭茶花さん、こんにちは︕参加していただけてうれしいです(笑)。⼀緒に楽しみましょう︕
 ビールの差し⼊れまでありがとうございます︕︕早速いただきます。ｺﾞｸｺﾞｸ･･･(笑)

 今年の流⾏語⼤賞は⼭茶花さんに持っていかれそうですね(笑)。
 私もきっとPCの中をよく整理したら「⼭茶花さん現象」を発⾒するのではないかと思いますが･･･(苦笑)。

アネ研さん、今⽇はお早い登場ですね︕︕ありがとうございます(笑)。
 「3年間のZARDとZ研の活動のスライドショー」私も⾒たいです︕︕︕ぎゃはは。

 またお仕事の合間に来てくださいね〜。

ワインも置いておきます(笑)
 

Re:おかげさまで３周年
4291 選択 pine 2010-09-09 16:15:59 返信はできません 報告

⼭茶花さん 
 お酒、お好きなのに、今飲めないのですね。

 でもノンアルコールビールなら⼤丈夫ですよね。(笑)

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/27584e8cefba0a67a8d1684d55a2a16a.jpg
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あまりにもヘタ過ぎてお恥ずかしいですが（^^;）お酒飲めない⽅はどうぞ…
画像、ちっちゃくしておこうっと。（苦笑）

アネ研さん こんにちは︕
 そちらは台⾵の影響で⼤⾬だったようですが、⼤丈夫でしょうか︖

 ゼットン君もお元気ですか︖
 これからもアネ研さんとゼットン君の活躍を期待していま〜す。(^-^)

チョコさん おかえり〜 お疲れさま︕
 チョコさんが帰ってこられたのに、今⽇は⼣⾷を早く⽤意しないといけないので、主婦業に戻りま〜す。

 また後ほど…(^-^)

Re:おかげさまで３周年
4292 選択 チョコレート 2010-09-09 16:25:51 返信はできません 報告

pineさ〜ん、ただいま〜︕(笑)

> あまりにもヘタ過ぎてお恥ずかしいですが（^^;）お酒飲めない⽅はどうぞ… 
 > 画像、ちっちゃくしておこうっと。（苦笑） 

 ええっ︕︕︕︖コレすごい︕︕(驚)
 pineさんが作っちゃったの︖︖すごいですねぇ。

 ⾒た⽬はとてもおいしそう︖だから、これ、Z研から売り出しましょうか(笑)。ぎゃははは︕

今⽇は⼣⾷を早く⽤意しないといけないのですね。主婦はつらいよ(苦笑)。
 私も同じようなものですけど、お互いに撃沈せず戻って来れますように︕(笑)

 

Re:３周年 おめでとうございます︕︕
4293 選択 ひげおやじ 2010-09-09 17:06:48 返信はできません 報告

所⻑さん、それはそれは。羨ましい限りです。
 近年、真夏は軽井沢も頻繁に３０℃を越えますから。

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/148d411aeffed8a6f6ad4ecd77d1f904.jpg
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> 私のところは⼀昨⽇の⾬からグッと気温が下がって、 
> 軽井沢並み（現在２５℃、晴れ）なので羨ましくないです（笑）。 

 

Re:３周年 おめでとうございます︕︕
4294 選択 stray 2010-09-09 17:26:38 返信はできません 報告

sakiさん、お久しぶり〜︕
 お祝いとレタ画、どうもありがとネ︕

 「⼀晩中泣き明かした悲しい出来事」・・・う〜ん、覚えてないけど（笑）、
 ⻑⼥と次⼥が復帰するまでは、パパも頑張るけんね〜（笑）。

 お⺟さん⼼配ですね、⼿術無事に成功するよう祈ってます。
 レタ画の腕も上がったねぇ、数ヶ⽉前の作品とのことですが、

 師匠（ペケさん）を完全に追い越しましたね（笑）。

⼭茶花さん、こんにちは、お祝いどうもありがとうございます。
 Z研のゲストの中でも、⼭茶花さんの愛らしいキャラは際⽴ってますよね（笑）。

 「⼭茶花さん現象」・・・Z研流⾏語⼤賞、間違いなしですね︕（笑）
 末永く続くよう、これからも応援してくださいネ︕

アネ研さん（も）、お久しぶりー︕（笑）
 お祝いどうもありがとうございます。

 ZARDとZ研の活動のスライドショーを作れと⾔われても、
 ここ⼀年間ほとんど外で活動してないから無理です（笑）。

チョコさん、お帰りなさい︕（笑）
 クビどころか、今後ともショムニでの活躍を是⾮よろぴく︕（笑）

撃沈せずに戻ってきてくださいよー︕

pineさん、「FINE ZARD」すばらしいじゃあ〜りませんか︕
 アルコールが苦⼿だった泉⽔さんにピッタリです︕

 B社さん、２０周年グッズとして販売してくださ〜い、１⽸５００円で（笑）。
 sakiさんの代わりにZ研専属画家になってください（笑）。

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=4294


> ⼤⼈にしては⼩さいようにも思いますが…。 
⾷い付いてくれてありがとうございます（笑）。

 そうなんですよ、⼤⼈が⽴ったら⼿摺りが胸の位置ですし、
 雰囲気は⼦供らしくないし・・・発⾒したときかなり体が冷えました。

Re:おかげさまで３周年
4295 選択 ⿊杉 2010-09-09 17:53:21 返信はできません 報告

stray所⻑さん、皆さん、今晩は!

Z研三周年、おめでとうございます!!（＾◇＾）
 閉鎖されるのではないかと、多少ビクビクしながら、

 今⽇の⽇を迎えました。(汗)
 しかし、いつもと変わらない
 Z研のお祭りが催されていて安⼼しました。(笑)

最近、話題が少なく寂しい限りですが、
 20周年を控え、嵐の前の静けさ、と思いたいですね。

 以前のように賑やかな、とはいかなくとも、
 よりディープな御話を期待しております。(笑)

別館に御邪魔させて頂きました。
 私がずっと、⼀番知りたかったもの、

 伺いたかった事が沢⼭ありました。

並⾏して管理していくのは⼤変かと存じ上げますが、
 お⾝体には重々、気をつけて下さいね。

Z研は「御隠居BBS」まで予定がある筈ですから!(笑)

懲りもせずにもう⼀発だけ。でもこれが最後 。
4296 選択 ひげおやじ 2010-09-09 18:24:50 返信はできません 報告
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涼しい画像は皆さんと泉⽔さんにおまかせして、性懲りも無くもう⼀発だけサブーーイのを。
でも、もうこれで最後にします。流⽯の私も、「来年の夏も♪♪」は無しにしておきます。

今回の画像の題名は︔
  『これでも「あなたに帰りたい」︖〜あり得ない勘違い〜』

 とでもしておきましょうか︖

Re:おかげさまで３周年
4297 選択 ペケ 2010-09-09 18:54:40 返信はできません 報告

所⻑、皆さん、こんばんは。

Ｚ研BBS開設3周年おめでとうございます。

お祝いを何にしようかと考えた結果、Ｚ研（所⻑）のテーマソングpromised youのＺ研3周年記
念 special piano ver.を作りました。ピアノをメインにしたmixです。

 最近は、画像より⾳楽に時間を費やしています（笑）。

此処ではUP出来ないので、ブログで拾って下さい（ぺこり）。

http://gallery.btblog.jp/
 

３周年 おめでとう(*^ｰ^*)∠※Pan!!｡･:*:･
4299 選択 ミキティ 2010-09-09 20:00:43 返信はできません 報告

みなさん こんばんは（＾－＾）
 Z研３周年おめでとうございます(*^ｰ^)ﾉ

(*^ｰ^*)∠※Pan!!｡･:*:･オメデトウ〜.:♪*:･'ﾟ♭.:*･

これからも楽しいZ研でありますように(=^ｰ^)ﾉ⼺☆゜・。・゜★

とても居⼼地が良くて楽しくて♪ 所⻑さん♪部⻑さん♪所員さん♪従業員室のメンバーさん♪
 ゲストのみなさん♪に良くしていただいてのほほんと参加させていただいていますが
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どうぞこれからも宜しくお願いします（＾－＾）
ただ今⽬標に向かって頑張っているわたしです☆:*: 落ち着いたコタツの時季の頃から

 いっぱ〜い遊びに来ますね(*^ｰ^*)（笑）
 コタツ持参で（笑）

 これからもみなさんにHappy☆:*:が舞い降りますように(=^ｰ^)ﾉ⼺☆゜・。・゜★
 来年もこれから先の未来もみんなが幸せでありますように☆:*:Z研のご活躍をお祈りしています(*^ｰ^)ﾉ☆:*:

Re:おかげさまで３周年
4300 選択 stray 2010-09-09 20:19:35 返信はできません 報告

⿊杉さん、こんばんは、お久しぶりです。

お祝いと励ましのお⾔葉どうもありがとうございます︕
 別館にもお越し下さったようでありがとうございます。
 当時のニュースや新聞をリアルタイムで⾒聞きしてない⼈には

 勉強になるかも知れません（笑）。
 よりディープな話もネタが尽きつつありますが（笑）、

 「御隠居BBS」（65才以上限定︖）に辿り着くにはまだまだ若いので（笑）、
 もうしばらく頑張ることにします。

 ⿊杉さんもちょくちょく遊びに来て下さいね、待ってます。

 
 ひげおやじさん、再びこんばんは。

熊⾕と多治⾒で40.9℃の⽇本最⾼気温を記録したのが、
 泉⽔さんが亡くなった年（2007年）です。

Ｚ板（About ZARD のZARD掲⽰板）で繰り広げられた
 ｘｘｘさんと皐ちゃんの加⼯画競演も暑かったですねぇ。
 話せと⻑くなるので端折りますが（笑）、

 皐ちゃんにp.y.関連の元画を提供するために、必要に迫られて
 開設したのがＺ研ＢＢＳなのです。

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=4300


今年の夏も暑かったですねぇ（こちらはピークを過ぎたので）。

 
 ペケさん（も）、お久しぶりです︕

お祝いと素敵なプレゼントどうもありがとうございます︕
 ペケさんの毎⽇更新ブログ（笑）、毎⽇拝⾒しております。

 全編ピアノver.拝聴しました、やっぱり p.y.はいいですね〜。
 ノーマルver.では⽬⽴たない泉⽔さんの息づかい（ブレス）が凄いですね︕

 泉⽔さんのボーカルがやや遅れ気味に出るのに慣れているので、
 ピアノがやや遅れて出る（わざと︖）のが新鮮でした。

 厚かましいお願いですが、泉⽔さんのアカペラver.は無理でしょうか（笑）。
 可能なら是⾮お願いします︕

 

Re:おかげさまで３周年
4301 選択 Oyaji 2010-09-09 20:22:50 返信はできません 報告

遅ればせながら、Z研３周年おめでとうございます。
 ⽯の上にも３年といいいますが、３年は短いようで⻑いものです。

 いつも、レベルの⾼い情報・分析に敬服しております。
 また、別館にもお邪魔しました。

 これもなんといいますか、やはり単に真相究明というよも
 深いものを感じます。ファンの気持ち、家族の気持ち、会社の⽴場、ファンの夢とか・・・・

いずれにしましても、健康に留意されて今後とも末⻑く続けていただくようにお願い申し上げます。毎⽇、ここをチェッ
クするのが⽇課になっておりますもので。

Re:３周年 おめでとう(*^ｰ^*)∠※Pan!!｡･:*:･
4302 選択 stray 2010-09-09 20:24:37 返信はできません 報告

ミキティさん、こんばんは︕

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=4301
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=4302


お勉強で忙しいのに、お祝いに駆けつけてくれてありがとうございます︕
暑い暑いと⾔ってますけど、あと２ヶ⽉もすれば初雪が降りますから（笑）、

 ミキティさん家にコタツが登場するのも、すぐですね（笑）。
 ミキティさんといえばコタツ（笑）。

 コタツでのんびり出来るよう頑張って下さいね〜︕応援してます︕

 
 Oyajiさん、こんばんは。

お祝いと別館へのエール、どうもありがとうございます︕
 とっても嬉しいお⾔葉の数々、恐縮⾄極です。

 そう⾔っていただけると、すごく励みになりますし、やっててよかったという実感が湧いてきます。

毎晩Ｚ研を覗くのを楽しみにしてらっしゃる⽅も多いと思いますが、
 是⾮ Oyajiさんのようなエールを⼀⾔頂ければ幸いです（笑）。

 

Re:おかげさまで３周年
4303 選択 goro 2010-09-09 21:00:38 返信はできません 報告

strayさん みなさん こんばんは

開設３周年、おめでとうございます。
 私は開設１周年の次の⽇からお世話になり、⾊んな事を探求することができて嬉しく思って

います。
 strayさんをはじめ、みなさんの泉⽔さんへの想う気持ちがいつも⼼地よく伝わってきて暖か

みを感じていました。
 みなさんと⼀緒に沢⼭のロケ地捜査して、実際⾏くことができて、楽しかったです。

これからも居⼼地のよいＺ研であるように、⻑く続くことをただただ願っています。

この画像は先⽇所⽤で埼⽟県の志⽊(池袋から東武東上線で20分位の所)に⾏ったら偶然発⾒してしまいました(笑)。
 思わずバスに乗って旅をしてきました。でもオチ︖があるのですね〜(笑)

Re:おかげさまで３周年

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=4303
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/b052e2e0c0ad1b2d5036bd56e27d061c.jpg


4304 選択 Ｔ２８ 2010-09-09 21:05:23 返信はできません 報告

所⻑、皆さん、こんばんは︕
 ⼀応⾝内なので、お祝いってのも変ですが、せっかくの記念⽇なので（笑）。

所⻑、Ｚ研３周年おめでとうございます。
 朝から登場しようと駆けつけたのですが、別館の告知に興味をそそられて寄り道（笑）。

 その後、仕事に雑⽤に振り回されて、こんな時間になってしまいました。
 （まあ、ネタがみつからなくて書き込めなかったってのは内緒です（笑）。）

うん︖ Ｚ研閉鎖︖ 冗談じゃない︕ 世界制覇の野望はまだ達成していませんよ︕︕（笑）
 No.1ZARDファンサイトを⽬指すって約束したじゃないですか︕︕（笑）（←違ったっけ︖（笑））

ZARDには解き明かされていない謎がまだまだありますから、皆さんドンドン所⻑に質問して下さい。
 意外に所⻑は淋しがりやなので（笑）、喜んで教えてくれますよ︕

 特に次の世代を背負って⽴つ、ZARD初⼼者のファンの⽅は⼤歓迎で〜す︕︕

あれっ︖ ご隠居BBSって６５歳以上限定なの︖（笑）
 んじゃまだまだオイラも隠居してらんないね（笑）。

PS : 朝から⼤活躍のショムニの皆さん、ありがとうございます。
    ⼼から感謝申し上げます。

 

Re:おかげさまで３周年
4305 選択 チョコレート 2010-09-09 21:16:21 返信はできません 報告

皆さん、こんばんは︕再び戻ってきましたチョコです(笑)。
 夜になって、またゲストがどんどん増えていますね〜。うれしいなぁ。

⿊ちゃ〜ん、とってもお久しぶりですね︕お元気でしたか︖
 ⿊ちゃんといえば、いつかの「ZARD⼤学」︖︖あれって、続きはどうなったのでしょう︖︖(笑)

また、⿊ちゃんの楽しい妄想、聞きたいです(笑)。ぎゃははは︕

ひげおやじさん・・・えっと・・・この歌、ここで区切るのはどうかなと・・・(汗)。

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=4304
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=4305
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/d6cf4da5ced8580c991e16fb54faa1b6.jpg


ペケさん、とってもお久しぶりです︕私も時々ペケさんちのブログを覗きにいってはドキドキ︖しています(苦笑)。
promised youのＺ研3周年記念 special piano ver.拝聴しました︕

 私も・・・これ、ぜひぜひ、アカペラで聴きたいですっ︕︕お願い､ｺﾞﾛﾆｬﾝ(笑)。

ミキティさ〜ん︕︕ココではお久しぶりで〜す︕(笑)
 お勉強お忙しいのに、来てくれてうれしいです。ありがとうございます︕︕

 コタツの季節になったら、またみんなでのんびりワイワイ︖しましょうね〜。待ってます。
 お勉強、頑張ってくださいね︕︕応援してます。

Oyajiさん、こんばんは︕
 >毎⽇、ここをチェックするのが⽇課になっておりますもので。 

 あらら、Oyajiさんも深みにはまってしまいましたね︖(笑)
 抜け出せませんよ〜なかなか(笑)。ぎゃははは︕⼀緒に楽しみましょうね。

Goroさ〜ん、お久しぶりです。
 体調は良くなりましたか︖また、元気になったら、ロケ地の捜査、楽しみましょうね〜。

 ところで、これ、埼⽟の地名にあるってことですか︖︖なんと・・・・
 つられて乗ってしまうgoroさん、素敵(笑)。

部⻑さん、こんばんは︕︕
 これから、よろしくお願いしますね︕いつもの看板も倉庫から出してくださいね〜(笑)。

そろそろ、夜の部、乾杯でしょうか︖
 お姉さまの姿がまだ⾒えませんけど･･･。

ここらへんで･･･
4306 選択 Ｔ２８ 2010-09-09 21:16:54 返信はできません 報告

いいかニャ〜（笑）
 

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=4306


Re:おかげさまで３周年
4307 選択 xs4ped 2010-09-09 21:17:51 返信はできません 報告

strayさん、皆さん、こんばんは。

『Z研』三周年おめでとう御座いま〜す︕＼（＾ ＾）／ 
早いものでもう三年になるんですね。

 お互い歳を取るのが早いな〜と感じる今⽇この頃ですね。(笑)
 今後も末永くZ研が続く様、お祈り申し上げます。

いつの間にか別館（ブログ）まで⽴ち上げてたなんて・・・(笑)
 後で⾒に⾏きます︕

チョコレートさん、いつも準備お疲れ様です。m(_ _)m
 sakiさん、お⺟さんの⼿術無事に終わると良いですね。忙しい中お疲れ様です。m(_ _)m

 今⽇は皐ちゃんも遊びに来るかな〜︖

今⽇はもう⼀つの記念⽇でも有るので、また後程、泉⽔さんと⼀緒に遊びに来ますね。(^_-)v

Re:おかげさまで３周年
4308 選択 Ｔ２８ 2010-09-09 21:21:37 返信はできません 報告

おめでとニャ〜〜〜（笑）
 

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/b035d6563a2adac9f822940c145263ce.jpg
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https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=4308


Re:おかげさまで３周年
4309 選択 チョコレート 2010-09-09 21:26:44 返信はできません 報告

xs4pedさん、こんばんは。とってもお久しぶりですね︕
 夜の部はこれからなので、またお時間ができたらいらしてくださいね〜。

あ、くずだま割れてる〜︕︕(笑)
 わーい、おめでとう〜〜〜︕︕

Re:おかげさまで３周年
4310 選択 チョコレート 2010-09-09 21:28:20 返信はできません 報告

もしかして、乾杯︖︖(笑)

Re:おかげさまで３周年

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/8cb94e7a9661ea20b1293c589216d396.jpg
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=4309
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/f2b5e92f61b6de923b063588ee6e7c48.gif
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=4310
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/c96c08f8bb7960e11a1239352a479053.jpg


4311 選択 チョコレート 2010-09-09 21:30:07 返信はできません 報告

料理、⾜りてます︖(笑)

Re:おかげさまで３周年
4312 選択 Ｔ２８ 2010-09-09 21:34:09 返信はできません 報告

チョコさん、4305ってクラッカーだったのね〜（笑）

かんぱ〜〜〜い︕︕ うちは「ビールと間違えちゃう」やつです（笑）。

4310の写真って・・・、なんか新鮮︕（笑）
 もしかして北海道ツアーのかな︖ ホントに「⽣々しぃ〜〜（笑）」

 

Re:おかげさまで３周年
4313 選択 チョコレート 2010-09-09 21:39:42 返信はできません 報告

部⻑さん、
 > チョコさん、4305ってクラッカーだったのね〜（笑） 

 そうでーす。えへへ。かんぱーい︕︕ｸﾞﾋﾞｸﾞﾋﾞ・・・

最近、発売になった、このプレミアムエビス････。⾊合いといい、ポスターといい、なーんかZ
ARDっぽさを感じるのは私だけでしょうか︖︖(笑)

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=4311
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「⾶⿃限定」じゃなくて、「パシフィックビーナス限定」だったら、バッチリなんだけどなぁ･･･ﾌﾞﾂﾌﾞﾂ･･･(笑)。

Re:おかげさまで３周年
4314 選択 チョコレート 2010-09-09 21:42:20 返信はできません 報告

追加︕どんどん持ってきて〜︕︕(笑)

Re:おかげさまで３周年
4315 選択 チョコレート 2010-09-09 21:45:53 返信はできません 報告

ハイボール、頼んだ⼈います︖︖(笑）

Re:おかげさまで３周年
4316 選択 stray 2010-09-09 21:46:47 返信はできません 報告

goroさん、こんばんは。お久しぶりです。

Ｚ研といえばロケ地探し、ロケ地探しといえばgoroさん。
 goroさんに⾜を向けて寝れませんが、向けて寝てます（笑）。

 奇遇ですねぇ、下の息⼦が「泉⽔三丁⽬」から１ｋｍくらいのところに住んでて、
 

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=4314
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私はよくこの道路を通るのです（笑）。狭い道路ですよね（笑）。
明後⽇も⾏くんですけど、待ち合わせしましょうか（笑）。

ロケ地はスタジオものを除いてほとんど解明しちゃったので、
 なかなか気⼒が湧いてこないのですが（笑）、

 今後とも（シドニーも（笑））どうぞよろしくお願い申し上げます。

 
 御隠居部⻑︕（も）久しぶり〜（笑）。

所員から「おめでとう」って⾔われるのも変な気持ちですが、
 お祝いありがとうございます。ここまで来れたのも部⻑が毎⽇
 敷地内を隈なく⾒回りしてくれるおかげです（笑）。

> No.1ZARDファンサイトを⽬指すって約束したじゃないですか︕︕（笑） 
 したっけ︖（笑）

 65才になんないと年⾦出ないから、やっぱ隠居も65才からでしょう（笑）。
 部⻑の頃は70才に引き上がってるかもねぇ（笑）。

 所⻑は淋しがりやなので（笑）、たまにも出て来てね〜（笑）。

 
 xs4pedさん、こんばんは︕

お祝いどうもありがとうございます。
 三年が、早いのか遅いのか、それすらよく分からなくなってきました（笑）。

 ときどき新しい刺激が必要となるので、別館を・・・（笑）
 今⽇は「In My Arms・・・」発売⽇ですね、私はこの曲けっこう好きなのです。

 プレゼント期待してますので（笑）。

 
 チョコさん、再びお帰りなさい（笑）。

ペケさんちのブログは、開設以来１⽇も休んでいないって知ってました︖
 私は、その記録がいつ途切れるか、楽しみに毎⽇⾏ってるんです（笑）。
 



アカペラver.聴きたいですよね︕
ペケさん、どうぞよろぴく︕（笑）

 

Re:おかげさまで３周年
4317 選択 ペケ 2010-09-09 21:53:24 返信はできません 報告

所⻑、再びこんばんは。

> 泉⽔さんのボーカルがやや遅れ気味に出るのに慣れているので、 
 > ピアノがやや遅れて出る（わざと︖）のが新鮮でした。 

 ピアノはボーカルに合わせて弾くものですから、若⼲遅れ気味になります（笑）。

> ペケさんちのブログは、開設以来１⽇も休んでいないって知ってました︖ 
 > 私は、その記録がいつ途切れるか、楽しみに毎⽇⾏ってるんです（笑）。 
 そろそろネタ切れで閉める予定です（笑）。

チョコさん、こんばんは＆お久しぶりです︕

> ペケさん、とってもお久しぶりです︕私も時々ペケさんちのブログを覗きにいってはドキドキ︖しています(苦笑)。 
 際どい画像が多くてスミマセン（⼥性には・笑）。

 何時もイベントの仕切りお疲れ様です。

あまり綺麗に抜けていないのを、ピアノやストリングス、コーラスで誤魔化しているので、アカペラで聴くと雑⾳が多い
ですよ。泉⽔さんと同じ帯域にある楽器をカットするとボーカルにも影響しますので・・・。

http://xfs.jp/w8FKD
 

Re:おかげさまで３周年
4318 選択 Ａｋｉ 2010-09-09 22:04:39 返信はできません 報告

 こんばんは
  3周年おめでとうございます。

  これからもスゴイ情報を楽しみにしております。

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=4317
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=4318


（個⼈的に、別館も凄く興味深いです）

Re:おかげさまで３周年
4319 選択 ドルチェ 2010-09-09 22:05:21 返信はできません 報告

ストちゃん所⻑さまはじめ、Ｚ研にお集まりのみなさま、こんばんは︕ 遅くなって申し訳ございま
せ〜ん（＞＜）

Ｚ研ＢＢＳ3周年、おめでとう＆ありがとう︕︕ もう3年なのか〜ｼﾐｼﾞﾐ。←ｼｼﾞﾐじゃないよ
 先に準備をしてくれたチョコちゃんやみなさん、お疲れサマ、ありがとうね♪

もう⼤⼈な時間なのでみんなでワインを、とフランスに仕⼊れに⾏っていたらこんな時間になってい
ました。割れないように持ってくるの⼤変だったー︕

Re:おかげさまで３周年
4320 選択 ドルチェ 2010-09-09 22:09:20 返信はできません 報告

ワイン、飲む。

Re:おかげさまで３周年
4321 選択 ドルチェ 2010-09-09 22:14:38 返信はできません 報告

これだけあれば⾜りるよね︕

ちょこっとでも、このおめでたい⽇に顔が出せてよかったです（＊＾＾＊）
 今度はちょっとNYに⾏ってきますけど、また来れたら来ますね︕

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=4319
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Re:おかげさまで３周年
4322 選択 チョコレート 2010-09-09 22:17:17 返信はできません 報告

Akiさん、こんばんは。参加していただき、ありがとうございます︕
 Akiさんの⾟⼝コメント(笑)、ほぼ納得しながら拝⾒しております。なかなか参加できずにいます

が･･･。
 またよろしくお願いします。

ドルちゃ〜ん︕︕とってもお久しぶり(笑)。お元気でした︖
 なかなか会えなくて寂しかったわー。

 え︖︖ワインを仕⼊れにフランスへ︖︖すごい︕⼤きい︕︕
 って･･･このおじさんまで連れてきちゃったの︖ドルちゃんたら･･･(笑)。

とりあえず、かんぱ〜い︕

Re:おかげさまで３周年
4323 選択 PAN 2010-09-09 22:20:02 返信はできません 報告

所⻑、みなさん、こんばんは︕
 出遅れてしまいましたが、Ｚ研３周年おめでとうございます︕︕

 ついに３周年なんですね︕︕

思えばこの３年間、BBSやオフ会など、本当に沢⼭の出来事がありましたが、
 所⻑、部⻑をはじめ、多くの皆さんと知り合うことが出来て本当に嬉しく思っています。

 ドルチェさんも久しぶりに会えて良かった〜＾＾

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/d93591bdf7860e1e4ee2fca799911215.jpg
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最近はBBSの参加が少なくなっていましたが、２０周年向けて活動を増やしていきたいと
思いますので、またどうぞ宜しくお願いしますね︕︕（笑）

 

３周年オメデトウございます♪。
4324 選択 oy-miyu 2010-09-09 22:20:58 返信はできません 報告

stray さん、皆さん、こんばんは☆
 御無沙汰しております…m(__)m。

ZARD 研究所３周年オメデトウございます♪。
 久しぶりに、Z研さんらしい。賑やかでアットホームな、明るい雰囲気のパーティーを★。

 愉しく拝⾒しております(^-^)。

これからも、好奇⼼と研究⼼を擽る様な話題で、私達を魅了し続けて下さいね。
 そして、strayさんはじめ、ZARD 研究所にお集まりの⽅達が、末永くご活躍されます事を願っていま〜す(^_-)-☆

P.S. 秋の深まりと共に、待望のstrayさん直々の「某潜⼊調査」のレポート♪(笑)。
 とても⼼待ちにしていますね(@^^)/。

（画像は以前某所でアップしましたけど(笑)。
 ロビンズクラブへ訪れた際に、サービスで頂きました♪。“味わい深い”デザートの盛り合わせです♥。）

 

Re:おかげさまで３周年
4325 選択 アネ研 2010-09-09 22:27:40 返信はできません 報告

今晩は、やっと帰ってまいりました。(汗)
 あらためて、おめでとうございます。

 Ｚ研発⾜の３カ⽉前まではZARDについては、あえてミステリアス泉⽔さんのままで好きでしたが、
 Z研発⾜の頃から、泉⽔さんについてとにかく知りたいの⼀⼼で、ZARDの謎をいろんな⼈と協⼒しあって研究できて楽し

かったです。
 最近は、いまいちＢ社からのZARDの情報も少なくなってしまい謎も少なくなった感もありますが、

 ２０周年にむかって、Z研４周年に向かって、がんばりたいと思います。
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レスはやっぱ、⻩⾊い歓声が嬉しいので、
Z研レディスのみなさん、これからも宜しくお願いしま〜す。(笑)

Re:おかげさまで３周年
4326 選択 チョコレート 2010-09-09 22:28:39 返信はできません 報告

ペケさん、またまたこんばんは︕
 早速リクエストにこたえていただき、ありがとうございます︕︕

 すごーい︕雑⾳多いって･･･これ、聴いていてうっとりしましたよ〜。たまりません(笑)。
 ⽬を閉じて、布団の中で聴きたいわぁ〜(笑)。私、ヘンかしら︖(苦笑)

> 際どい画像が多くてスミマセン（⼥性には・笑）。 
 いえいえ、⼤丈夫です(汗)。刺激的ですけど、美しいものは好きですので･･･(笑)。

 明⽇からも、毎⽇更新、楽しみにしていますね︕
 

Re:おかげさまで３周年
4327 選択 goro 2010-09-09 22:33:46 返信はできません 報告

チョコレートさん strayさん みなさん こんばんは

チョコレートさん、私の体調は夏バテのせいか、
 本調⼦ではないですが、元気にしてますよ。

 ロケ地捜査に⾏きたいですね〜
 あら、strayさんはこの近辺をご存知とは(笑)、

 ミニoff会でもしたい所ですが、
 今週末は所⽤で、不在でございます(笑)。

それでは、オチも解ってますね〜(笑)
 この画像は私の⼿が邪魔ですが「泉⽔坂上」のバス停です。惜しい︕⼀字違い︕

このバス停で降りたのですが、その前にバスの中のアナウンスで唖然︖としてしまいました(笑)
 

☆もう⼀つの記念⽇︕☆
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4328 選択 xs4ped 2010-09-09 22:33:54 返信はできません 報告

皆さん、こんばんは。

今⽇はもう⼀つの記念⽇でも有りますね。(^_-)v
 秋の気配が 近づくわ〜♪

 http://www.youtube.com/watch?v=TSf6Ab4VUmo

Re:おかげさまで３周年
4329 選択 goro 2010-09-09 22:35:11 返信はできません 報告

次は「せんずい・・・」
 IzumiじゃなくてSenzuiだったとは・・・(笑)

 

Re:おかげさまで３周年
4330 選択 goro 2010-09-09 22:37:32 返信はできません 報告

気を取り直して周辺を散策しましたが、
 突然⾏ったので資料は全くないのでぶっつけ本番でした。

 流⽯⽇中は３５℃以上あったので、暑かったな〜
 ブラブラ歩いていると、⼩さな神社を発⾒︕

 「泉⽔稲荷神社」です。読み⽅は「Senzui稲荷神社」ですけど(笑)
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Re:おかげさまで３周年
4331 選択 goro 2010-09-09 22:38:23 返信はできません 報告

お祈りして、あたりを⾒渡すと、奉納の旗になんと「SACHIKO」の名が・・・。
 いたずらには⾒えませんが偶然なのでしょうか︖

 謎です︕

読み⽅は違っていたものの、真夏らしい散策ができて良かったです。
 帰りは志⽊の隣の駅の朝霞台まで歩きました。

 散策するには朝霞台からのほうが近いです。
 以上、私の偶然⾒つけた泉⽔さんでした(笑)
 

Re:３周年オメデトウございます♪。
4332 選択 チョコレート 2010-09-09 22:38:54 返信はできません 報告

PANさん、こんばんは︕ココではお久しぶりです(笑)。
 パト隊でもまたよろしくお願いしますね〜。

 今⽇は楽しみましょう︕(笑)
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oy-miyuさん、ご無沙汰しております。ミュージアム捜査の節は⼤変お世話になり、ありがとう
ございました︕

 また、今後ともよろしくお願いしますね〜。ロケレポはぜひ、Z研へ︕︕(笑)
 ロビンズクラブのデザートですか︕︕素敵♥いただきま〜す(笑)。

アネ研さん、お帰りなさ〜い︕お待ちしておりました。
 そろそろ、ゼットンとのコンビで何かレポがあると良いなぁ〜と期待しております(笑)。

 よろしくお願いしまーす。
 

Re:おかげさまで３周年
4333 選択 stray 2010-09-09 22:46:03 返信はできません 報告

ペケさん、ありがとうございます︕

泉⽔さんが私の⽿元で歌ってくれてるようで最⾼です︕
 （雑⾳はほとんど聞こえません）

 歌い出しは、こんなにもスローなんですね。
 ♪ ウィジュユー

 ♪ リメンブゥアー
 が堪りません。

 ヒロミちゃんのピアノ演奏と泉⽔さんの⽣歌を合わせて
 p.y.piano ver.を出して欲しいですね〜。

 ２０周年のリリーズは、これだけいいです（笑）。

Ａｋｉさん、こんばんは。

お祝いどうもありがとうございます。
別館のほうにも⾟⼝コメントをどしどしお願いします（笑）。

 今後とも（Ｂ社の悪⼝で）２⼈で盛り上がりましょう︕（笑）

  
 ドルちゃん、こんばんは、久しぶり〜︕
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ドルちゃんとの出会いも、語ると⻑くなるから⽌めとくけど（笑）
運命的なものがありましたねぇ（笑）。最近⾒かけないと思ったら

 フランスに⾏ってて、船便で帰ってきたのかなぁ（笑）。
 #4321のワインは合成じゃなくて本物︖（笑）

 ＮＹからは⾳速で帰ってきてね〜（笑）。

 
 PANさん（も）（ここでは）お久しぶりですね（笑）。

ホント、この３年間いろんなことがありましたね。
 PANさんはZARDのイベント皆勤賞じゃありません︖（笑）

 それだけいろんな⼈との出会いも多かったということでしょう。
 最近出勤率が下がってますので、挽回どうぞよろぴく（笑）。

 
 oy-miyuさん、こんばんは︕

お祝いと⼼優しいお⾔葉をどうもありがとうございます。
 これがロビンズクラブのデザートですか︕︕

 盛りつけといい、⾷器、⼩物まで、さすがに⾵格ありますね。

> 秋の深まりと共に、待望のstrayさん直々の「某潜⼊調査」のレポート♪(笑)。 
 ぎゃはは、すっかり忘れてました（笑）。

 10/23を予定してますので、もう少々お待ち下さいませ（笑）。

 
 アネ研さん、お帰りなさい（笑）。

２代⽬ゼットンは、買ったはいいけど出番少なすぎ（笑）。
 なんかワクワクする捜査、落ちてないですかねぇ（笑）。

 Z研レディースの⻩⾊い歓声・・・賛成︕︕（笑）
 

Re:おかげさまで３周年
4334 選択 stray 2010-09-09 22:52:42 返信はできません 報告
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goroさん、こんばんは。

まさかここまで「泉⽔三丁⽬」を散策されていたとは（笑）。
 「せんずい」って読むんですか︕ 「いずみ」だと思ってました（笑）。

 「泉⽔坂上」知りませんでした（笑）。私はマイカーで動くだけなので。
 「泉⽔稲荷神社」も知りませんでした。今度⾏ってみます（笑）。

 志⽊と朝霞台はせいぜい１ｋｍですから、ぶらぶら歩くには丁度いいですね。

 
 チョさん、所員の皆さん

昨⽇、夜中まで深酒したので（笑）、もしかしたら撃沈するかもしれません（笑）。
 そんときは、どうぞよろぴく︕（笑）

Re:☆もう⼀つの記念⽇︕☆
4335 選択 チョコレート 2010-09-09 22:57:25 返信はできません 報告

xs4pedさん、再びこんばんは︕(笑)
 プレゼントありがとうございます︕早速拝⾒してきました。

 あ〜〜〜この曲、私も⼤好きです(笑)。
 ミュージックステーションで歌う泉⽔さんがすっごく美しくて、うっとりしちゃって、忘れられませんねぇ(笑)。

 画像もちょっと懐かしいものもあったりして、少し感傷に浸りました(苦笑)。
 皐さん、来てくれるかなぁ････忙しいかなぁ････。

goroさん、再びこんばんは︕
 ぎゃははは︕ココでgoroさんのぶらり泉⽔旅を拝⾒できるとは思いませんでした(笑)。

 しかし、惜しいっ︕︕(笑)なんだか楽しいお散歩でしたねぇ。うらやましいなぁ。
来週には少し涼しくなってくるらしいので、goroさんの体調が戻りますように︕︕

所⻑さん･･･Z研レディースの⻩⾊い声援って･･･(苦笑)。
 sakiさんも皐さんもお忙しいし･･･ミキティさんもお勉強忙しいし･･･えっと･･･あとは︖︖(汗)

 ちょっと、無理か･･･なぁ(苦笑)
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Re:☆もう⼀つの記念⽇︕☆
4336 選択 stray 2010-09-09 23:04:36 返信はできません 報告

xs4pedさん、再びこんばんは。

プレゼントありがとうございます︕
 ♪ 秋の気配が 近づくわ〜♪

 まさにその通りの季節感ですが、今年はそうはいかなかったですね（笑）。
 半分くらい⾒たことない加⼯画でしたが、stray家の⻑⼥・次⼥とｘｘｘさんの競演が⾒れて感無量です。

 そろそろストックが尽きたかと思ってましたが、なんのなんのですね（笑）。
 これからもアカウント削除されない程度に頑張ってください（笑）。

Re:おかげさまで３周年
4337 選択 goro 2010-09-09 23:08:09 返信はできません 報告

strayさん チョコレートさん みなさん こんばんは

真夏のぶらり旅はいかがでしたでしょうか︖(笑)
 閑静な住宅街のようでしたので、

 散歩するにはもってこいでしたよ。
 いや〜今⽇は涼しかったけど、まだまだ暑い⽇が続くのかな〜

 夏バテがおさまるといいな〜
 

Re:おかげさまで３周年
4338 選択 PAN 2010-09-09 23:12:21 返信はできません 報告

チョコさん、沢⼭のご馳⾛やお酒、ありがとうございます︕
 Ｚ研といえばカニということで、カニ寿司持って来ました（笑）

 これからもパト隊＆BBSでよろしくお願いしますね︕＾＾

所⻑、ここではとってもお久しぶりです︕
 所⻑をはじめ、たくさんの⼈と出会えて本当に嬉しかったです︕
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皆勤賞はカーディガンさんにお譲りします（笑）
出勤率もあげていけるようにがんばりますね︕（笑）

 

Re:おかげさまで３周年
4339 選択 MOR 2010-09-09 23:26:24 返信はできません 報告

皆さん、こんばんは。

盛り上がっていますね。
 読んでいる内に⽇を跨いでしまいそうなので、とりあえず・・・。

海外からもお祝いに駆けつけてくれたゲストが居ますよー。

ttp://j.mp/bEEcO9 ←wma形式でプレーヤーが⽴ち上がります。
 リンク先は⾃⼰責任(^^)

  

余談ですが・・・
4340 選択 アネ研 2010-09-09 23:42:26 返信はできません 報告

Zardも使っている
 あのZardの美⽩の秘密は ⾼級美容成分フラーレンだった︕ 

 fullaney.com

BBSの下の↑こんな広告が載ってましたが、こりょあ、ゼッタイ︕まゆつば物ですが・・・(笑)
 Z研レディス研究員のみなさん、泉⽔さんのような美⽩になるにはこれかもしれませんよ︕

チョコさん、pineさん、sakiさん、⼭茶花さん、ミキティさん、oy-miyuさん、ドルちゃん研究レポートお待ちしており
ま〜す。
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PS.所⻑,別館の寄ってきました。
イランの地のmegamiさんも期待してることでしょうね。(笑)

ほんと、泉⽔さんが映ってますね。（︖）

Re:☆もう⼀つの記念⽇︕☆
4341 選択 xs4ped 2010-09-09 23:43:59 返信はできません 報告

チョコレートさん、strayさん、再びこんばんは。
 気に⼊って頂いたようで嬉しいです。(^^♪

> あ〜〜〜この曲、私も⼤好きです(笑)。 
 > ミュージックステーションで歌う泉⽔さんがすっごく美しくて、うっとりしちゃって、忘れられませんねぇ(笑)。 

 泉⽔さんの美しさにはいつもウットリですね。(^_-)v

> そろそろストックが尽きたかと思ってましたが、なんのなんのですね（笑）。 
 何とか⾷い繋いでいます。(笑)

 未だ道半ばなので⾏ける処までは⾏きますよ︕
 その内使い回しだけになったりして・・・(笑)

Re:おかげさまで３周年
4342 選択 DAI 2010-09-09 23:47:35 返信はできません 報告

みなさん、此処ではお久しぶりです。

少し出遅れましたが、Z研三周年おめでとうございます。
 最近、活気を取り戻しつつあるZ研ですが、これからも末永くご⼀緒させていただければ嬉しいなぁ、と思っております。

 もう少しで⽇が変わってしまうので(笑)、⼀先ずコレだけにしておきます。
 ではでは

 

Re:☆もう⼀つの記念⽇︕☆
4343 選択 xs4ped 2010-09-10 00:00:06 返信はできません 報告
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皆さん、再びこんばんは。

三周年記念特別“スペシャルプレゼント”︕
 For You︕

声を聴かせて 熱く⾒つめて
 あの頃のように〜♪

⿊ちゃんは無事Get出来るかな︖(笑)
 BBSが重過ぎて(汗)“記念⽇”の⽇が少し過ぎてしまいましたが･･･(笑)

http://xfs.jp/8xFEj
 PW : もう⼀つの記念⽇(8桁)

Re:おかげさまで３周年
4344 選択 ひげおやじ 2010-09-10 00:00:45 返信はできません 報告

チョコさん、ＰＡＮさん、pineさん、⼭茶花さん、
 もう飲めねェ⾷えねェ。ゴチでした。

 明⽇は⻑距離運転。最後に寝酒の⽔割り（ウィスキーの）を飲んだので、もう寝ます。（画像略）

Re:おかげさまで３周年
4345 選択 みずがめ 2010-09-10 00:13:28 返信はできません 報告

strayさん、皆様 こんばんは♪

３周年おめでとうございます。
  

泉⽔さんに想い馳せながら・・・。
 これからも、楽しく読ませていただきたいと思います(^^)。

  
秋の潜⼊捜査も楽しみです。

（⽇付が変わってしまいすみませんでした‥）
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Re:おかげさまで３周年
4346 選択 アネ研 2010-09-10 00:28:44 返信はできません 報告

残念ながら、ケイテン（１００レス）超えしませんでしたが、
 恒例ですので貼ってみます。

 ２次会は若い⼈達でどうぞ!(笑)

Re:おかげさまで３周年
4347 選択 marionette 2010-09-10 02:17:18 返信はできません 報告

stray 所⻑、皆さん、こんばんは︕
 夜分遅くに、⽇が変わってしまい、遅くなりました（汗）``

改めて、Z研BBS開設3周年、おめでとうございます︕

⾊々と、此⽅のサイトのおかげと泉⽔さんを通じての、
 リアでの出会いを感謝しております m(_ _)m

今後のZ研の永年継続・繁栄を、⼼より祈っております･･･

（画像︓soffio 2010.05.29）

P.S 別館︕個⼈的に、興味津々です(>_<)

Re:おかげさまで３周年
4348 選択 カーディガン 2010-09-10 06:08:38 返信はできません 報告

所⻑、みなさん、おはようございます(笑)
 だいぶ遅くなりましてすみません。

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=4346
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/e02a35b1563d0db53486ec068ebab80f.jpg
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=4347
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/64b3ec1fdfacead70c3a9bd77d824306.jpg
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=4348


お久しぶりの⽅もいつもBBSを⾒ていらっしゃるようで。お久しぶりですね。この3年間の間に多くの出来事がありまし
た。泉⽔さんが亡くなったことで、みんな悲しんでいましたが、所⻑の書くとおり、少し悲しみが癒えたのかもしれませ
ん。各々の⽣活もあるので、⽴ち⽌まってもいられなかったのかもしれませんが。

所⻑の努⼒の賜物で、ZARDの謎もたくさん解明されました。3年間の間に、たくさんの情報が出てきましたが、まだま
だ、所⻑の気になる謎は解明されていませんね。来年の20周年に向けて、そろそろB社も本格始動ですかねぇ︖所⻑の活
動もさらに増えそうですね。何はともあれ、Z研3周年、おめでとうございます︕︕

ありがとうございました〜︕
4349 選択 チョコレート 2010-09-10 07:59:59 返信はできません 報告

皆さん、おはようございます。ショムニのチョコです(笑)。
 昨⽇は朝から夜遅くまで、たくさんの⽅に参加いただきまして、ありがとうございました。

 昨夜は所⻑さんも連⽇の飲み会︖で途中で消息不明になってしまい、私も最後は撃沈してしまいました･･･(汗)。
 せっかく来ていただいたのに、ご挨拶できなかった皆さん、すみませんでした。

DAIさん、お久しぶりです︕PCの調⼦は良くなりましたか︖
 チャットでも最近、なかなかお会いできませんが･･･またよろしくお願いしますね〜。

ひげおやじさん、昨夜は遅くまでお付き合いいただきありがとうございました。
今⽇から軽井沢バカンスでしたね。⻑距離ドライブ、お気をつけて︕楽しい休⽇を︕

みずがめさん、ご無沙汰しております。お祝いに来ていただきありがとうございました。
 ミュージアム捜査の際は、⼤変お世話になりました。みずがめさんの抜かりない現場捜査(笑)、⼤変感謝しております。

また今後ともよろしくお願いしますね。
 ロケ地レポはぜひ、Z研へ︕(笑)お待ちしております。

Marionetteさん、カーディガンさん、⼤変ご無沙汰しています。
お忙しいところ、お祝いに来ていただき、ありがとうございました︕

 残念ながら今回はお話できませんでしたが、また、ぜひBBSでお話させていただけたら、と思っています。
 カーディガンさんはイベント皆勤賞ですか︕︖いろいろな報告、楽しみにしています(笑)。

所⽤で参加できなかった皆さんも多いと思いますが・・・
 お祝いは引き続き受け付けておりますので(笑)、遠慮なく、お⽴ち寄りくださいね〜︕(笑)ぎゃはは。

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=4349


 
ありがとうございました︕
4350 選択 stray 2010-09-10 12:48:03 返信はできません 報告

DAIさん、みずがめさん、marionetteさん、お久しぶりです。
 お祝いどうもありがとうございます。

 雰囲気的には最低65才まで続けなきゃならないようで（笑）、
 潜⼊捜査も（笑）がんばりますので、

 こちらこそ末永くよろしくお願いします。

カーディガン、ここではお久しぶりです（笑）。
 PANさんから「イベント皆勤賞はカーディガンさん」と⾔われてますが（笑）、

 来年20周年でまたワイワイやりましょうね︕ お⾦貯めておかないと（笑）。

チョコさん、昨⽇はどうもお疲れさまでした。
 いつも段取り任せっぱなしで申し訳ありません。

 チョコさんんがハイボールをジョッキで３杯も飲ますから、撃沈しちゃいました（笑）。
 プレミアムエビス、まだお⽬にかかったことないです、旨そうですねぇ（笑）。

あのポスター[4313]、ZARD CL のパクリにしか⾒えませんが（笑）、
 海の⾊が違わない限り、みんな似てきちゃいますよね（笑）。

次回イベントは、Z研HP開設３周年（11/15）です。
 皆さんそれまでどうぞお元気で︕（笑）

Re:余談ですが・・・
4351 選択 ⼭茶花 2010-09-10 15:07:00 返信はできません 報告

アネ研さん、お久し振りです。
 > あのZardの美⽩の秘密は ⾼級美容成分フラーレンだった︕ 

> Z研レディス研究員のみなさん、泉⽔さんのような美⽩になるにはこれかもしれませんよ︕ 
> チョコさん、pineさん、sakiさん、⼭茶花さん、ミキティさん、oy-miyuさん、ドルちゃん研究レポートお待ちしてお
りま〜す。
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リンク先⾶んでみました。
教えて下さって恐縮ですが、私はそもそも、ニキビがほとんど⾒られない⽅なので、

 間に合ってます＾＾もしかしたら坂井さんと同じくらいかも知れません。
 ありがとうございます。

pineさん、こんにちは。

> お酒、お好きなのに、今飲めないのですね。 
 > でもノンアルコールビールなら⼤丈夫ですよね。(笑) 

 pineさん、昨⽇はお疲れ様でした。
 最近、「ノンアルコール」と⾔うのが流⾏ってきてますよね。個⼈的に、

 アルコール無しのビールは飲みません(笑)。⼀回試飲してみましたが、
 ほとんど普通のビールを飲んでるものですからあんまり美味しく感じませんでした(笑)。

 でも折⾓なので、お持ち帰りとして頂きました。
 ありがとうございます。

> いつの間にか別館（ブログ）まで⽴ち上げてたなんて・・・(笑) 
 > 後で⾒に⾏きます︕ 

 xs4pedさんの仰るとおり、BBSだけでも楽しい思いをしてるのに、
 いつの間にブログを⽴ち上げられたの︖みたいな(笑)。私もチラッと
 覗かせてもらいました。最近、設置されたばかりのようですね。

strayさん、再びレスさせて頂きます。
 Z研究サイトの、こちらのBBSで投稿を⾒るとき、PC画⾯を（マウスで）、上下に動かしますが、

 その動きが遅いというか、以前より⼤分鈍くなってきた感じがするんですね。
 こちらのPCの不具合なのか、それとも、設置されているBBSの接触が悪いのか、

 おそらくどちらかの原因だとは思うのですが･･･。例えば、⼀度添付した画像を削除したあとに、
 また画像を添付して書き込んでみると、削除したはずの前の画像が、

 そのまま残ってたりするんですね。なので、⼿間が掛かりますが、⼀旦、
 サイトを閉じるため、「×」をクリックして、それからまたサイトを⽴ち上げて書き込んでいます。

 今のところはこんな状況です。何が原因なんでしょうか。
 不明です。

 



Re:☆もう⼀つの記念⽇︕☆
4352 選択 ⿊杉 2010-09-10 19:05:40 返信はできません 報告

xs4pedさん、今晩は。御無沙汰しております。

> ⿊ちゃんは無事Get出来るかな︖(笑) 
 いや〜、睡眠不⾜が⾝体に応える年齢になりまして、

 昨晩は早くに眠ってしまいました。(笑)

すっかり⽇付を跨いでしまいましたが、
 先ほど無事にGet出来ましたよ〜。（＾◇＾）

パスを考える前から、「ヒントを下さい」って、
 どう懇願しようか、そればっかり考えてましたから、

 ⾃⼒で解決できて本当に良かったです。(笑)

昨晩は、楽しいひと時を過ごさせて頂いたのに、
 御⼟産まで貰っちゃって、いいのかな〜。(笑)

xa4pedさん、ありがとうございました!

Re:余談ですが・・・
4353 選択 stray 2010-09-10 21:41:41 返信はできません 報告

美⽩美⼈の⼭茶花さん、こんばんは（笑）。

> その動きが遅いというか、以前より⼤分鈍くなってきた感じがするんですね。 
 > こちらのPCの不具合なのか、それとも、設置されているBBSの接触が悪いのか、

いろんな原因が考えられます。⼭茶花さんのマウスの接触不良かも（笑）。
 それは冗談として、発信者も受信者もそれぞれのサーバーを経由してますので、

そのサーバーが混んでいれば、当然、表⽰されるまで時間がかかります。
 ⼭茶花さんのPCの性能が低下している可能性もありますし、

 ウィルス検出ソフトがPCをスキャンしている時は遅くなります。
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> おそらくどちらかの原因だとは思うのですが･･･。例えば、⼀度添付した画像を削除したあとに、 
> また画像を添付して書き込んでみると、削除したはずの前の画像が、 

 > そのまま残ってたりするんですね。

それは⼭茶花さんのPCに、キャッシュとして残っているからです。
 「インターネット⼀時ファイルを削除」すれば解決します。

ご不満なら、⾼性能PCに買い替えるしかないです（笑）。
 

strayさんへ
4355 選択 ⼭茶花 2010-09-11 16:53:16 返信はできません 報告

strayさん、こんにちは。

> 美⽩美⼈の⼭茶花さん、こんばんは（笑）。 
 そんなこと仰ると、またドーンと広がってきますよ、お恥ずかしい(笑)。

> それは冗談として、発信者も受信者もそれぞれのサーバーを経由してますので、 
 > そのサーバーが混んでいれば、当然、表⽰されるまで時間がかかります。 

 なるほど。そう⾔うことも考えられるかも知れませんね。

> それは⼭茶花さんのPCに、キャッシュとして残っているからです。 
 > 「インターネット⼀時ファイルを削除」すれば解決します。 

 説明を頂いたように、設定してみようと思います。

3周年記念と納涼会、お疲れ様でした︕
 皐さん、⾒えませんでしたね。

 残念です。彼⼥がいなかったので、おそらく皐パパもへこんでいらっしゃるのでは︖(笑)。

しばらくサイト休業のため、お休みのところ、ありがとうございました。

静かで寂しいので独り⾔を・・・
4356 選択 MOR 2010-09-12 01:23:28 返信はできません 報告
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⼭茶花さん、みなさん、こんばんは。

あまり参加出来ませんでしたが、楽しませて頂きました。
 その反動なのか、所⻑が他で忙しいのか、何だか寂しくなってしまった様な・・・。

>そんなこと仰ると、またドーンと広がってきますよ 
 早速、反応してしまいました。（笑）

 本当は、PC表⽰の不都合という共通性だったりして。(^_^;

所で皆さん、
 ttp://www.ntv.co.jp/mlovers/

 は、チェックされていますか︖。
 （何だかリンクばかりですが・・・）

「ドリカム・ZARD・ミスチルのあの名曲を貴重な映像と共に⼤公開︕」
 このワードは・・・︖。

 この番組、⾒たこと無いのでチョット興味津々。

＃4339の曲は「負けるな」とか⾔う曲名らしいですね。
 カバー曲だと⾔うことらしいですが（←無責任）、既に既出だったのかしら︖。

 
 静かで寂しいので独り⾔を書き込んでみました。(^^)

Re:静かで寂しいので独り⾔を・・・
4357 選択 stray 2010-09-12 09:38:13 返信はできません 報告

MORさん、こんにちは。

昨⽇は「泉⽔三丁⽬」をうろうろしてました（笑）。
⽇テレにZARDの秘蔵映像は無いはずなので、

 「貴重な映像と共に」は⼤塚愛の映像ではないかと（笑）。
 ２０周年に向けた新映像リークの可能性も捨てきれないので
 捕獲体制を敷いて下さい（笑）。

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=4357


Re:静かで寂しいので独り⾔を・・・
4359 選択 MOR 2010-09-13 01:15:14 返信はできません 報告

こんばんは。

>昨⽇は「泉⽔三丁⽬」をうろうろしてました（笑）。 
 そう⾔えば"goroさん"のぶらイズミPart2でしたっけ︖。（笑）

>「貴重な映像と共に」は⼤塚愛の映像ではないかと（笑）。 
 既出映像でしたけど泉⽔さんでしたよ。

 私にとっての初映像を求めて、忍耐の⽇々がまだまだ続くMORでした。（笑）
  

Re:静かで寂しいので独り⾔を・・・
4360 選択 ⼭茶花 2010-09-13 13:58:54 返信はできません 報告

strayさん、MORさん、こんにちは。

> 「ドリカム・ZARD・ミスチルのあの名曲を貴重な映像と共に⼤公開︕」 
 > このワードは・・・︖。 

 > この番組、⾒たこと無いのでチョット興味津々。 
 確かに放送されてましたね。テレビ情報がないかと検索してみると、

 それらしいものが映ってたので、⼀応、捕獲を。

> ⽇テレにZARDの秘蔵映像は無いはずなので、 
 そうなんですね。

 > 「貴重な映像と共に」は⼤塚愛の映像ではないかと（笑）。 
 仰るとおり、[4359]のように、今までと何ら変わらない映像でした。

> ２０周年に向けた新映像リークの可能性も捨てきれないので 
 > 捕獲体制を敷いて下さい（笑）。 

残念ながら、準備するほどのものではなかった。タイトルがそんなだから、
 私はてっきり、アーティストの映像を、たっぷり放出されるのかと、半⾯期待してましたが･･･。
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Re:静かで寂しいので独り⾔を・・・
4361 選択 stray 2010-09-13 18:20:21 返信はできません 報告

MORさん、⼭茶花、こんばんは。

報告どうもありがとうございます。
 ⽇テレにZARDの秘蔵映像は無いですから、⾒ないで早寝して正解でした（笑）。

 単なる「マイフレ」PVを”貴重な映像”とは・・・（笑）

捕獲体制を敷いた皆さん、お疲れさまでした（笑）。

Re:静かで寂しいので独り⾔を・・・
4364 選択 goro 2010-09-13 22:01:54 返信はできません 報告

strayさん みなさん こんばんわ

今、千葉は雷がゴロゴロ鳴って停電になりそうなくらいです。怖い〜︕︕
 ⼤⾬も降ってきてようやく夏らしくなってきたな〜︕

 もう秋だっけ・・・(笑)

スミマセン、前置きはこれ位にして、strayさんもブライズミされたのですね!(MORさん、ナイス︕アイデア(笑))
何か、発⾒されましたか︖

 １丁⽬から３丁⽬まであるようでしたが、私は3丁⽬しか歩けませんでした(笑)

Re:静かで寂しいので独り⾔を・・・
4365 選択 ⼭茶花 2010-09-14 08:50:45 返信はできません 報告

strayさん、MORさん、goroさん、おはようございます。
 #4360の投稿を、⽂章の中⾝がおかしかったので、少し訂正しておきました。

> スミマセン、前置きはこれ位にして、strayさんもブライズミされたのですね 
 「ブライズミ」とは、Z研究⽤語ですか︖︖(笑)
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Re:おかげさまで３周年
4366 選択 ＭＩＳＯＲＡ 2010-09-14 12:39:09 返信はできません 報告

stray さん、皆さん、こんにちは

３周年おめでとうございます

遅くなりましたが…宴のあとの後⽚付けにまいりました

ゴミは分別してくださいね（*^_^*）

> ３週間ほど前に「Ｚ研別館」（ブログ）を⽴ち上げて、 
 > ひとりでコツコツと記事を更新しております（笑）

捜索してみましょう(笑)

たまにしかコメには出没しませんが、これからも皆との交流楽しみに伺いますね

20周年の予定が早く発表されるといいですね

『BOØWY COMPLETE』みたいに20周年のアルバム集でもだしたりするのかなぁ

Re:おかげさまで３周年
4367 選択 stray 2010-09-14 20:08:34 返信はできません 報告

goroさん、こんばんは。

私は「泉⽔３丁⽬」付近を⾞で通るだけなので、ブライズミとは呼べませんね（笑）。
 交差点の⼿前の空き地に、マックの⼤きなお店を建設中でした。

 「MacDonard's 泉⽔店」となるのか、気になる〜（笑）。

 
 ⼭茶花さん、こんばんは。

「ブライズミ」とは、埼⽟の泉⽔３丁⽬をブラブラするというＺ研⽤語です（笑）。

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=4366
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ＭＩＳＯＲＡさん、お久しぶりです。

お祝いと宴会の⽚付け（笑）どうもありがとうございます。
 ＭＩＳＯＲＡさんの記録⼒が頼りですから、呼んだらすぐ来て下さいね〜（笑）。

 20周年の企画は⾒当もつきません。COMPLETEアルバム集だと⼀般⼈狙いになって
 ファンとしてはあまり嬉しくないですよね（笑）。

 ファン向けのコアな企画を私は期待しております。

※１００レスに達しましたので、このスレは打ち⽌めです。
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