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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

ＺＥＳＴ ＬＩＶＥ
4711 選択 stray 2010-10-19 18:17:16 返信 報告

皆さんこんばんは。

ZARD tribute-band ＺＥＳＴのＬＩＶＥが、今週⼟曜⽇に開催されます︕
 １年ぶりのライブで、今年は和さんが２２曲も熱唱されるそうです︕

 ⾏かなきゃ損ですよ〜。

私もとっても楽しみにしていたのですが、家庭の事情で急に⾏けなくなりました（涙）。
 ⼟曜⽇、予定が⼊っていない⼈は是⾮ＺＥＳＴのＬＩＶＥへＧＯ︕

以下、和さんのブログからコピペです（笑）。
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*****************************************************

告知動画
 http://www.youtube.com/watch?v=f2o6-3pthlY&feature=player_embedded

◆2010年10⽉23⽇(⼟)

open 15:00
 start 15:30

◆Place

池袋LIVE INN ROSA

東京都豊島区⻄池袋1-37-12 ロサ会館 B-2F

◆Charge

¥2000/drink別
 チケットは当⽇販売のみです

◆Time table

・opening act
 (シークレットゲスト)

 pm15:30〜

・kaming★
 (上⽊彩⽮トリビュートバンド)

 pm16:00〜

・ZEST
 (ZARDトリビュートバンド)

 pm17:00〜

◆会場内打ち上げ

pm19:30〜



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

和さん︕ ⾏けなくなってごめんなさい。

せめてもの埋め合わせにＰＲしておきましたので（笑）。

和さん、ＺＥＳＴの皆さん、参加される皆さん、⼤いに楽しんで来て下さい︕︕

Re:ＺＥＳＴ ＬＩＶＥ
4712 選択 ペケ 2010-10-19 21:12:31 返信 報告

所⻑、こんばんは。

⾏けなくなったとは残念ですね〜。和さん、がっかりされるのでは︖。前に所⻑と会われた時の感想に「めっちゃダンデ
ィでファンになりましたｗ」って仰っていましたから（笑）。

 

Re:ＺＥＳＴ ＬＩＶＥ
4715 選択 stray 2010-10-20 18:42:41 返信 報告

ペケさん、こんばんは。

褒めても何も出ませんから（笑）。
 後でＤＶＤ出してくれないかしら（笑）。

 

Re:ＺＥＳＴ ＬＩＶＥ
4720 選択 ZEST 2010-10-22 02:29:33 返信 報告

こんばんはー︕はい、strayファンの和ですｗ
 貴重なスペースに私たちの告知を載せて頂きありがとうございます(((゜Д゜;)))

 すぐに気付いたんですがなかなか書き込む勇気が(謎)

前回から⼀年経過した訳ですが、それでも時間が⾜りず、社会⼈バンドの⼤変さを痛感しております(´・ω・`)
 特に今回は曲のアンケートを取ったら収集つかなくなってしまい、20曲越えと⾔う事態に(汗)

 バラードからハードなナンバーまでやりますので、セトリの妄想を願いますヽ(*´∀`)ノ
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⽇付が変わってあと１⽇なんですねー。
ダンディーstrayさんと再会出来ないのは残念ですが、Z研の⽅にもお会い出来ますし、楽しみに過ごしたいと思います(・
∀・)

Re:ＺＥＳＴ ＬＩＶＥ
4724 選択 stray 2010-10-22 12:49:42 返信 報告

キャー︕ 和さんに「strayファン」って⾔われちゃった（笑）。

LIVEの準備でお忙しいのに、わざわざのコメントありがとうございます。
 泉⽔さんだってLIVEで歌詞間違いはた〜くさんありましたから（笑）

 失敗を気にせずに、何よりご⾃分が⼀番楽しいと思えるLIVEにして下さいね︕

和さんの１年間の苦労と努⼒を知ってる（ブログでですが）だけに
 是⾮とも⾏きたかったのですが、健康には勝てません。

 今夜はセトリの妄想して、LIVE開始前に予想をアップしておきますんで（笑）。
 

セトリ⼤予想（笑）
4726 選択 stray 2010-10-23 13:58:04 返信 報告

皆さんこんにちは。

秋晴れ、快晴、絶好のＬＩＶＥ⽇和ですね︕（笑）
 今⽇のＺＥＳＴ ＬＩＶＥのセトリを⼤予想してみました（笑）。

 昨年演奏した曲をはずすのか︖ シングル曲中⼼なのか︖
 その辺がさっぱり読めませんので（笑）、半分ずつ選んでみました。

 当たりが半分以下なら、私と和さんは相性が悪いってことで（笑）。

・負けないで
 ・⼼を開いて
 ・Don't you see︕

 ・息もできない
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・ハートに⽕をつけて
・マイ フレンド

 ・サヨナラは今もこの胸に居ます
 ・GOOD DAY

 ・きっと忘れない
 ・不思議ね…

 ・揺れる想い

・あの微笑みを忘れないで
 ・⽌まっていた時計が今動き出した

 ・遠い星を数えて
 ・Forever you

 ・誰かが待ってる
 ・愛は眠ってる

 ・I'm in love
 ・⾬に濡れて
 ・Season

 ・Why Don't You Leave Me Alone
 ・Stray Love（笑）

アネ研お前もか
4727 選択 アネ研 2010-10-23 14:57:12 返信 報告

こんにちは、和さん、所⻑、みなさん
妄想のセットリストとわかっていてもいいですね。

 聴きたいなぁ。
 昨晩は今頃から仕事を切り上げるつもりだったのですが、⼣⽅も仕事になってしまったので、悲しいかな今⽇は⽋席しま

す。
 みなさん、すみません。

 Z研関係者のどなたか、よかったらレポート宜しくお願いします。
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Re:ＺＥＳＴ ＬＩＶＥ
4728 選択 ペケ 2010-10-23 15:32:36 返信 報告

皆さん、こんにちは。

所⻑、半分位当たるかもですね〜Stray Loveは、歌わないに3000点。←Ｗ不倫になりますからね（笑）。

アネ研さん、潜⼊レポ期待していたのに・・・marionetteさんに期待しましょう︕

Re:アネ研お前もか
4729 選択 stray 2010-10-23 17:11:59 返信 報告

アネ研さん、お久しぶり︕（笑）

あらら、アネ研さんも仕事ですか・・・
 来年⼀緒に⾏きましょう︕（笑）

 
 ペケさん、こんばんは。

ZEST LIVE「息もできない」で始まって、２曲は「不思議ね…」です。
 和さん、調⼦良さそうですよ︕

 ん〜、私の予想、今のところ⼤当たりですな（笑）。

> 〜Stray Loveは、歌わないに3000点。←Ｗ不倫になりますからね（笑）。

ぎゃはは（笑）、かなり前から参加表明していたので、
 和さんが気を遣われて⼊れてくれてるんじゃないかと（笑）。

 

きた〜〜〜〜〜︕（笑）
4730 選択 stray 2010-10-23 17:24:48 返信 報告

ペケさん︕︕︕
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５曲⽬で「Stray Love」が来ました︕︕︕︕︕（笑）
３，０００点いただきます（笑）。

 

前半が終わりました
4731 選択 stray 2010-10-23 18:02:37 返信 報告

前半が終わって、私の成績は５勝６敗、微妙なところです（笑）。

-----------------------------------------------------
 OP（インスト）あなたを感じていたい

○１．息もできない
 （ＭＣ）「楽しんでいってください」

 ○２．不思議ね…
 ×３．この愛に泳ぎ疲れても

 ×４．⻩昏に My Lonely Heart
 （ＭＣ）「１年たって、どんなセトリにしようかアンケートを取ったら収集がつかなくなった。バンドでＺＡＲＤを演奏

するには⾜りない（オケ、打ち込み）部分があって、どう表現しようかと・・・」
 ○５．Stray Love

 ×６．永遠
 ×７．君がいない

メンバー紹介

８．[メドレー]
  LOVE〜眠れずに君の横顔ずっと⾒ていた〜

  瞳そらさないで
 君がいたから

  明⽇もし君が壊れても
 ○９．あの微笑みを忘れないで

 ×10．約束のない恋（ピアノver.）
 ○11．Season（ピアノver.）
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ブラボー︕
4732 選択 stray 2010-10-23 19:03:53 返信 報告

ボーカルも演奏も完璧︕ １００点満点の、素晴らしいライブでした︕
 素⼈とは思えないクオリティの⾼さです。

 ⾏った⼈は相当得しましたよ。
 私のために是⾮ＤＶＤ出して下さい︕ ２，０００円で（笑）。

和さんは旦那様に「あまりしゃべるな」と釘を刺されていたらしく（笑）
 ＭＣは少な⽬でしたが、それがまたＺＡＲＤ ＬＩＶＥらしかったし、

 和さんもその分歌に集中できたのではないかと（笑）。

セトリも素晴らしいですね、よく考え抜かれてますし、
 このセトリで泉⽔さんにもう⼀度ＬＩＶＥをやってほしいくらいです。

和さん、ＺＥＳＴの皆さん、素晴らしいＬＩＶＥをどうもありがとう︕
 YOSHIさん︕ サポートお疲れ様でした。おかげさまで特別室で参加することができました（笑）。

後半のセトリです。
 後半も５勝６敗（笑）、負け越しで⼗両陥落です（笑）。

-----------------------------------------------------
 ×12．Listen to me

 ×13．君に逢いたくなったら…
 ×14．君とのふれあい（観客が⼀⻫に⻘いサイリュームを振る）

 ×15．Oh my love
 ○16．愛は眠ってる
 （ＭＣ）「ZARDコピバンが９つあって、12/4にそれぞれのバンドから20名が集まって30曲を歌う計画が進んでいる」

×17．この涙 星になれ
 ○18．⼼を開いて

 kamingのボーカル・エミーさん︖登場、ツインボーカルで
 ○19．I'm in love
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（アンコール）
×20．Good-bye My Loneliness

 ○21．Don't you see︕
 ○22．負けないで

 （今⽇はどうもありがとうございました、また逢いましょう︕）

Re:きた〜〜〜〜〜︕（笑）
4733 選択 ペケ 2010-10-23 19:05:25 返信 報告

所⻑、こんばんは。
  

> ５曲⽬で「Stray Love」が来ました︕︕︕︕︕（笑） 
 > ３，０００点いただきます（笑）。 

 旦那さんが横でギター弾いてるのに、和さん、やりますね〜所⻑が参加されていたら（笑）。3000点は、HP3周年にでも
何かに替えて（笑）。

Re:ＺＥＳＴ ＬＩＶＥ
4734 選択 Today 2010-10-24 01:30:00 返信 報告

みなさん深夜遅くにこんばんは〜＆またまたお久しぶりです。

実は…私も⼀番後ろで観ていましたよ。
 前回のFirst LIVEから参加してますがやっぱり感動しますね︕

strayさんとアネ研さんにお会い出来なかった
 のが少し残念でしたよ〜（笑）

 

Re:ＺＥＳＴ ＬＩＶＥ
4735 選択 アネ研 2010-10-24 22:31:13 返信 報告
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こんばんは、みなさん
⼤盛況だったようで、⾏きたかったな〜。

 しかし、所⻑の実況まるで、⾏ってたみたいですね。(笑)

Todayさん、こんばんは、参加してらしたんですか。
 Ｚ研フリークの⽅にもお会いたかったです。

 次回は是⾮、お会いしましょうね。(笑)

Re:ＺＥＳＴ ＬＩＶＥ
4736 選択 stray 2010-10-24 22:36:10 返信 報告

Todayさん、こんばんは、お久しぶりです︕

昨夜のLiveに参加されましたか、よれは何よりです。
 もう１時間くらい歌ってほしいなぁと思えるLIVEでしたね。

 お客さんも満員だったようで、⼀番後ろからじゃステージがよく⾒えなかったりして（笑）。
 来年のLIVEでお逢いしましょう︕

 
 アネ研さん、こんばんは。

YOSHIさんがUSTREAMで⽣配信して下さったので、最初から最後まで
 座って鑑賞できました（笑）。うちらには２時間⽴ちっぱなしはキツイよね（笑）。

 

Re:ＺＥＳＴ ＬＩＶＥ
4739 選択 suu 2010-10-25 15:31:07 返信 報告

strayさん、皆さん、こんにちは。

23⽇のZESTさんのライブに参加して来ましたよ。
 私は初参加でしたが、顔なじみの⽅がいるので

 いつも来ている感じがした⼀⽇でしたよ(笑)
 先週も和さんにお逢いしているしね。
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素晴らしいライブでしたね、途中から泉⽔さんに⾒えたり。
ユーストリームで配信されていましたので所⻑さんは

 特等席で観覧していたのですね2時間⽴っていたので流⽯に
 疲れました。YOSHIさんがちゃんと配信されているか⼼配されていましたが、話の内容を⾒ていましたら無事配信されて

いたようですね。セットリストも完璧ですから私の出番は無しで(笑)今回の来た⼈数106⼈? ⽣で聴く迫⼒のライブに感動
した⼀⽇でしたよ。

 アネ研さんにも逢えるかなと期待していたのですがお仕事が忙しくてまた逢えませんでしたね(笑)
 12/4にも豪華メンバーによるライブを予定されているとの事です。

Todayさん会場では楽しいお話をしながらの打ち上げありがとうございました。
 

Re:ＺＥＳＴ ＬＩＶＥ
4740 選択 stray 2010-10-25 17:43:55 返信 報告

suuさん、こんばんは。

ZEST LIVE、どうもお疲れ様でした。私らの歳で２時間⽴ち放しは⾟いですよね（笑）。
 私は特等席で座って鑑賞させていただきましたが（笑）、１分くらいの中断が５〜６回ありました。

 でも１曲丸々聞きそびれはなかったので、YOSHIさんに感謝、感謝です。

特等席の画⾯は⼩さくて（笑）、ズームもないので和さんの表情もまったく分かりませんでしたが、
 ⾼⾳もよく伸びて、素晴らしい歌声でしたね。ホント、泉⽔さんが乗り移ったかのようでした。

 バックの演奏もまた素晴らしくて、和さんのボーカルを引き⽴ててましたね。
 それでいて間奏や後奏ではしっかり存在感を発揮してて、それもZESTの魅⼒の１つです。

> 12/4にも豪華メンバーによるライブを予定されているとの事です。

これまた楽しみな企画ですね。特等席⽤意してほしいです（笑）。

Re:ＺＥＳＴ ＬＩＶＥ
4741 選択 ペケ 2010-10-25 18:30:16 返信 報告

皆さん、こんばんは。
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所⻑が、恰もライブに参加されているようなレポをされているのは、リアルタイムでネット配信
されていたからなんですね〜知らなかった（泣）。

 流⽯、VIP待遇（笑）。 庶⺠は、周回遅れで観ました（笑）。

22曲もボーカルのクオリティーを落とさず歌うのは、プロでも⾄難の業なのに、和さんは凄い
ですね︕

 どの曲も良かったですが、切ない感じのSeasonなんかがとてもいい感じ。

前の⽅で⾶び跳ねていた⽅が、suuさんだったり（違）。

画像は、君とのふれあいの場⾯です。

Re:ＺＥＳＴ ＬＩＶＥ
4742 選択 stray 2010-10-25 20:14:08 返信 報告

ペケさん、こんばんは。
  

> リアルタイムでネット配信されていたからなんですね〜

しょうゆーこと（笑）。

> 22曲もボーカルのクオリティーを落とさず歌うのは、プロでも⾄難の業なのに、和さんは凄いですね︕

まったくです︕ トータルで⾒れば泉⽔さんに勝ってます（笑）。

> どの曲も良かったですが、切ない感じのSeasonなんかがとてもいい感じ。

ピアノver.の２曲も凄く良かったですが、私は特に
 「不思議ね…」と「君とのふれあい」と「Oh my love」が良かったです。

> 前の⽅で⾶び跳ねていた⽅が、suuさんだったり（違）。

いましたね、前の⽅で跳ねてる⼈が。まさかsuuさんじゃないでしょう（笑）。

Re:ＺＥＳＴ ＬＩＶＥ
4746 選択 YOSHI 2010-10-25 23:04:47 返信 報告
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所⻑さん、こんばんは。

お無沙汰しております。m(__)m

YOSHIです。

しばらくお邪魔していなかったので、所⻑さんとあね研さんが来られないのを知らなくて、会場で探してました。(^_^;)

suuさんから、来れないようですとお聞きして残念でした。

USTREAMを⾒ていただいたんですね、ありがとうございます。
 結局、USTREAMは和さんの意向もあり⼀部の⽅にだけURLをお教えして配信を⾏いました。

ちゃんと配信できているか、⼼配していたんですが、⼤丈夫だったようで安⼼いたしました。

会場の通信環境が無線LANだったので、たまに通信が切れてご迷惑をおかけいたしましたが。(^_^;)

>前の⽅で⾶び跳ねていた⽅が、suuさんだったり（違）。 
 > 

前で⾶び跳ねていたのは、ZEST公認ファンクラブ【WEZEST】から誕⽣した「Ｏ型レンジヤー」のメンバーです。(笑)

Re:ＺＥＳＴ ＬＩＶＥ
4748 選択 stray 2010-10-25 23:31:37 返信 報告

YOSHIさん、こんばんは︕お久しぶりです。

私は特別室に招待されてなかったのですが、嗅ぎつけて押し掛けました（笑）。
チャットでYOSHIさんにご挨拶をと思ったのですが、ログインしないと

 受付けてもらえないんですね、探させてしまって申し訳ないです。

> 前で⾶び跳ねていたのは、ZEST公認ファンクラブ【WEZEST】から誕⽣した「Ｏ型レンジヤー」のメンバーです。
(笑)

ぎゃはは、【WEZEST】ってもろパクリだし（笑）。
ファンクラブまで出来たんですか︕私も⼊れて下さい︕（笑）

お世辞抜きで素晴らしいLIVEでした。⽣で聴いたらきっと涙が出てたと思います。
 和さんはじめZESTの皆さんのご努⼒の賜物ですね。
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 そうそう、時間どおりに始まって、時間ピッタリに終わるって、凄いことですよね︕
YOSHIさんがタイムキーパーだったのでしょうか。B社は⾒習うべしですね（笑）。

来年は是⾮に・・・

サポートお疲れ様でした。
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