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中野・渋⾕・銀座＆オフ会①
5565 選択 アネ研 2011-02-12 23:18:44 返信 報告

こんばんは、みなさん
 ひとそれぞれのZARD week楽しんでる事でしょうね。(笑)

 遅ればせながら、⼩⽣もリハビリをかねて書きたいと思います。

2⽉10⽇、中野サンプラザのSHです。19時開演と⾔うのに17時に東京駅近くで打ち合わせができてしまい、仕事モードで丸の内を
⽬指しました。

 なんだか、先⽇のpineさんのドタバタ（pineさんごめんね）が頭をよぎりましたが、無事17時40分頃解放されて中野を⽬指しまし
た。
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中野・渋⾕・銀座＆オフ会②
5566 選択 アネ研 2011-02-12 23:26:00 返信 報告

無事、中野サンプラザに到着しました。
 けっこうたくさん並んでいました。

 私は建物の地下から⻄から東とぐるぐる回りZARD SH のポスターを探しましたが⾒つけられ
ませんでした。

 なかったのかもしれませんね。

中野・渋⾕・銀座＆オフ会③
5567 選択 アネ研 2011-02-12 23:29:31 返信 報告

そして、花束の唯⼀のスタンド花がこれでした。

中野・渋⾕・銀座＆オフ会④
5568 選択 アネ研 2011-02-12 23:31:29 返信 報告

そして、これはファンからのZARDの20歳の誕⽣⽇のお祝いの花束でしょうか︖
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中野・渋⾕・銀座＆オフ会⑤
5569 選択 アネ研 2011-02-12 23:47:51 返信 報告

私の席は２階の１１列⽬で、上映前はけっこう後ろのためスクリーンが⼩さく思いましたが、始
まってみるとそれほど気にならなかったです。

 たぶん新映像はなかったと思いますが、⼤きな画⾯、⼤⾳響のZARD SAUND そして、知的で
可愛い泉⽔さん、良かったです。タイムマシーンがあったら、⽇本⻘年館⾏きたいです。（笑）

 なんで、もっとライブをしなかったのだろうと思いました。

１階は良くわかりませんが２階は最後のほうも⽴つ⼈はまばらで、盛り上がりかけました。で
も、いいんです。満⾜、満⾜。（笑）

そしてこれが、終演後のグッズ売り場です。
 気に⼊ったブックカバーがなかったので、パスしました。

中野・渋⾕・銀座＆オフ会⑥
5571 選択 アネ研 2011-02-13 00:07:24 返信 報告

２⽉１１⽇
 実は開演前、ポスター探してぐるぐる回ってた時に、ばったりマリオネットさんに会いました。

 ⼀昨年の武道館以来でした。懐かしい〜。
 情報交換と近況報告し合って別れたのですが、

 その後、ななななんとPANさんが、上京してる事が解ったので、
 翌⽇、渋⾕のタワーレコードで再会することにしました。

前夜からの⾬はみぞれへ、そして雪へと変わって、渋⾕駅からNHKへ⾏く途中のタワーレコード界隈は「My Baby Grand
〜ぬくもりが欲しくて〜」よろしく雪景⾊でした。（笑）（PANさん談）

 

中野・渋⾕・銀座＆オフ会⑦
5572 選択 アネ研 2011-02-13 01:34:29 返信 報告
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渋⾕のタワーレコードで無事、PANさん、マリオネットさんと再会できて興奮しながらZARD コーナ
ーをじっくり⾒て、写真撮ったり、１時間くらいうだうだしました。(笑)

 CDなどの詳しい解説はPANさん、よろしくお願いします。

中ほどにホワイトボードがありました。

中野・渋⾕・銀座＆オフ会⑧
5573 選択 アネ研 2011-02-13 01:38:57 返信 報告

だれか、知ってるハンドルネームの⼈はいないかとじっくり⾒ていたら、下のほうに⾒つけまし
た。

きゃ〜寺尾広さんじゃありませんか︕

中野・渋⾕・銀座＆オフ会⑨
5574 選択 アネ研 2011-02-13 01:43:21 返信 報告

そして、渋⾕でミニオフ会をやって、銀座⼭野楽器を⽬指しました。
 会場はいつもと同じです。

中野・渋⾕・銀座＆オフ会⑩
5575 選択 アネ研 2011-02-13 01:50:51 返信 報告
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写真展の内容はそれほどレアな写真はありませんでした。

２５分間のSH︖は４⽉発売のライブDVDの宣伝って感じで、いつもだったらラストは｢負けないで」で盛り上げるところ
ですが、

 突然終わって「サドンデス」か「Vゴール」かって感じでした。
 とはいいつつ、３回も⾒てしまいました。（笑）

中野・渋⾕・銀座＆オフ会⑪
5576 選択 アネ研 2011-02-13 02:14:39 返信 報告

また、前⽇の読売新聞の広告が貼ってありました。
 なぜ読売新聞だったかは「２４時間テレビ」がらみでしょう。（これもPANさん談）

そこで、所⻑、みなさんに質問です。（笑）

①２⽉１５⽇のTBS系って、何がらみなのでしょうか︖
 TBSってあんまりからんでなかったですよね。博報堂かな︖

②ZARD SINGLE COLLECTION 〜20th ANNIVERSARY〜の
 のDISC 4とDISC 6の「Hypnosis」はどこが違うんでしょうか︖（マリオネットさん談）

③SHって全て歌詞が下に出てるのはなぜでしょうか︖
 思うにカラオケ⽤バージョンの変更可能のようなきがします。（笑）

⼭野楽器ではZESTさんの関係者の⼈にも会えて嬉しかったです。次回のライブには是⾮、お邪魔させてもらいます。

そのあと、今⽇2回⽬のオフ会（ただの飲み会）を3⼈でやって、おたがいZARD＆Z研にふれて、積極的になれたねって健
闘をたたえました。

 是⾮、5⽉は東京＆⼤阪で逢いたいねって話して散会しました。
 以上、ご報告まで（笑）

再会出来た事に、感謝しています。。。
5578 選択 marionette 2011-02-13 07:19:22 返信 報告
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おはようございます。

stray所⻑、そして皆さん、⼤変御無沙汰しています。

アネ研さん、PANさん、先⽇は楽しいひと時をありがとうございました。
 今思うのですが、1年半以上ぶりに、アネ研さんに似た⼈︖（笑）

 実際、声を掛けるのにはホントに勇気がいりました（冷汗）
 でも、今は声を掛けた事︕

 御本⼈でしたので後悔はしていません。。。（笑）

そして急遽で唐突な⽇程について、アネ研さん、PANさん、⼤変お世話になりました。
 再会出来た事、泉⽔さんそしてZ研様のおかげと思って感謝しています。

 悪天候で無ければ･･･

stray所⻑︕
 申し訳ありませんが、少しスペースお借り致します。m(_ _)m

 この場をお借りして申し訳無いのですが、Z研様以外のサイトの⽅々、
 ZESTさんの関係者のYOSHIさん、コーラスのミホさん、eアキさん、SEA本部⻑さん、suuさん他、沢⼭の⽅々に再会出

来た事、感謝しています。
 ありがとうございました。。。

早速本題ですが･･･（アネ研さん、質問記載ありがとうございます）

今回のシンコレの中の、下記記載曲が重複しているので、
 ずぅ〜っと気になっていた事なのですが･･･

♪Hypnosis♪について、相違点をご教⽰お願い致します。

DISC-4 TR-06
 (1999.04.07 28th Sg MIND GAME C/W)

 （作詞︓坂井泉⽔／作曲︓岡本仁志／編曲︓岡本仁・古井弘⼈）

DISC-6 TR-16
 (2009.05.27 45th Sg 素直に⾔えなくて C/W)

 (作詞︓坂井泉⽔ 作曲・編曲︓岡本仁志)
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Wikiでは･･･
28thシングル「MIND GAMES」のカップリングに収録された楽曲であり、リアレンジされている。

 本作はいくつかのヴァージョンが存在し、原曲（8cmシングル）とZARD PREMIUM BOXでのヴァージョンではキーが違
うが、今回は原曲（8cmシングル）と同じキーとなっている。

 初の岡本仁志（現GARNET CROW）からの提供曲。異⾊のメロディー。3つのバージョンがあると⾔われており、それぞ
れ異なったアレンジがされている。『ZARD Premium Box 1991-2008 Complete Single Collection』には本作とは異
なるキーのものが収録されている。2009年5⽉発売のシングル「素直に⾔えなくて」のカップリングに、リアレンジされ
たバージョンが収録された。

当然だと思う事を、敢えて補⾜します。。。
 銀座⼭野楽器さんでは、詳細確認をしてくれたのですが、祝⽇の為、連絡取れずB社に確認して下さいとの事でした。。。

 因みに⼩⽣は、現時点では未購⼊です。

会話内容は全く変わりますが、今回のイベント並びに公演詳細等は、此⽅では割愛致します。。。
 御興味のある⽅は所⻑に伺って下さいませ。（♡♥）

きっと、嬉しくなると思って戴ければ幸いです。。。
 遠回しな⾔い⽅で、申し訳ありません```m(_ _)m

Re:中野・渋⾕・銀座＆オフ会⑨
5579 選択 ペケ 2011-02-13 09:22:25 返信 報告

アネ研さん、marionetteさん、おはようございます。

アネ研さん、SHとオフ会のレポートお疲れ様でした。お仕事で時間が危ないところだったのですね〜。⾊んな⽅との再会
もあり、楽しい⽇になったようで、今後とも⾊んなレポ期待しております（笑）。

marionetteさん、お久ぶりです。お元気そうで何よりです。Hypnosisは、アレンジが違いますよ。

ペケさん、ありがとうございます。。。
5581 選択 marionette 2011-02-13 10:06:12 返信 報告

ペケさん、おはようございます。
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> marionetteさん、お久ぶりです。お元気そうで何よりです。Hypnosisは、アレンジが違いますよ。

ペケさん、ご無沙汰していますm(_ _)m
 変に深く考えてしまいました。（笑）

 曲名の後ろに、何か明記されるのかな︖
 って、勝⼿に思っていたもので･･･（笑）

単純で素直に捉えた感じで、良かったんですね（笑）
 御⼿数・御⾜労お掛け致しました<(_ _)>

Re:中野・渋⾕・銀座＆オフ会①
5583 選択 ドルチェ 2011-02-13 16:57:11 返信 報告

アネちゃん、みなさん こんにちは〜。

アネちゃん、中野サンプラザのSHレポありがとうございます︕ 間に合って良かったね(笑)
 それと、懐かしいみなさんとの偶然の(必然かな︖)再会＆オフ会も楽しまれたんですね︕

 マリオネットさんもPANさんも、お久しぶりで嬉しいです。

SHのポスターは確認できなかったようですが、泉⽔さんへの花束には、どれもカラーの花をセレクトしてあって、
 ちょっとこれ⾒ただけでもジーンとしちゃいますね。

さてさて、中野公演は少し盛り上がりにかけたみたいですが、「盛り上がる＝充実」ではないと思うので、
 私もそれでいいと思いますよ。

 あの時の⽇本⻘年館には、タイムマシーンがあったら私も⾏きたいなぁ(笑) 

そしてマリオネットさんとPANさんとの、渋⾕タワレコ・銀座⼭野楽器・オフ会、この流れいいですね。
 PANさんも東京まで⾏かれたんですね︕さすがフットワーク軽いですね︕

あとなんか質問があるんですね〜(笑)
①TBS系は、なんでしょうね︖︖ 分かりません(><)

 ②「Hypnosis」の違い・・ペケさんが答えてくださってるので正解だと思います(笑)
 ③SHの歌詞は、カラオケバージョン⽤︖・・これは、そうだといいですね。ホント、全部本⼈出演映像にして欲しい︕

ちなみに、カラオケ⽤PVの件で今から別にスレをたてます(笑)
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Re:中野・渋⾕・銀座＆オフ会①
5590 選択 goro 2011-02-13 20:00:37 返信 報告

アネ研さん、みなさん こんばんは
 ＳＨと⼭野楽器さんのレポートありがとうございます。

 ＳＨは、私は１階の15列⽬位の⼀番端っこでみていました(笑)、みなさんまったりしていて、あまり⽴つ⽅はいなかった
ようです。最後の３曲⽬くらいでも１･２割程度だったようです。私はおとなしく座って、じっと⾒ていました(笑)

 アネ研さんの仰るとおり、新しい映像はあったのかな︖って感じでした。あったにしてもそれほどかわらないものだと思
います。私は記憶⼒が乏しいのでひょっとしていたら⾒落とししているかもしれません・・・。しかしながら、いつ⾒て
も良いですね〜。泉⽔さんの歌声は⾔うまでもありませんが、国内･国外問わず、ロケ地が出てくるたびに皆さんと捜査し
たことを思い出してしまいます。きっとＺ研にいらっしゃる⽅々は他の⽅々とは違った楽しみ⽅をしているのだと思いま
した。本当にありがとうございます。

それから、オフ会されたようで、良かったですね︕ PANさんとmarionetteさんとの楽しそうな様⼦が浮かんできます。
サンプラザ中野周辺では⼤勢の⽅が並んでいましたが、知っている⽅は⾒かけませんでした。残念︕ 次は武道館です
か︕ チケットは取れるのかな︖ 

アネ研さん、詳しいレポートをありがとうございました。
 

Re:中野・渋⾕・銀座＆オフ会①
5594 選択 pine 2011-02-14 16:44:29 返信 報告

アネ研さん みなさん こんにちは︕

SHレポありがとうございます︕
 ２時間前に打合せとはドキドキでしたね。私のようにドタバタにならなくて良かったです。(^-^)

 ZARD２０周年の当⽇、みなさんそれぞれにゆっくりと楽しまれたのでしょうね。
 懐かしい皆さんとの再会、渋⾕タワーレコード・銀座⼭野楽器と、羨ましい２⽇間ですね。

 やっぱり、東京はいいなぁと思いました。(^-^)

アネ研さん、goroさんが新映像はなかったと思うと書いておられて、正直ホッとしています。
 堂島の後、所⻑さんからいくつか質問をいただきましたが、全てが初映像（笑）の私には満⾜な答えができなくて、
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ひょっとしたらあったのかな︖と思っておりました。

レポート、ありがとうございました。(^-^)

Re:中野・渋⾕・銀座＆オフ会①
5596 選択 チョコレート 2011-02-14 17:39:49 返信 報告

アネ研さん、とってもお久しぶりで〜す︕︕アネ研さんのレポートを拝⾒できるなんて、うれし〜〜い︕(笑)

そして、marionetteさん(とってもお久しぶりですね）、PANさんとも再会されたとのこと、読んでいる私もなぜかうれ
しくなっちゃいました〜(笑)。

 タワーレコード、⼭野楽器にも⾜を運ばれて、さすが︕
 goroさんとも合流できたら、すっごいロケ地捜査会談ができてたかも︕︖(笑)ぎゃははは。妄想しちゃいました。

先週は怒涛のZARD WEEK(笑)で、Z研のBBSもどこにレスしたら良いのかよくわからない状態になっていて、週末温泉
に⾏っていたチョコは⼾惑っています(苦笑)。

 でも、こんなに盛り上がるなんて、うれしいですね︕︕

また、次のレポも楽しみにしています︕
 あ････ところで、ゼットンはお留守番︖︖(笑)ぎゃははは。

中野・渋⾕・銀座＆オフ会 n
5605 選択 アネ研 2011-02-14 23:24:41 返信 報告

こんばんは、所⻑、PANさん、marionetteさん、ペケさん、goroさん、チョコさん、pineさん、みなさん
 チャットではZ研の⼥⼦会が⾏われてますネ。(笑)

久しぶりのスレにレスいただきありがとうございます。

marionetteさん
 先⽇はお疲れさまでした。marionetteさんの積極的な⾏動おかげで、ミニオフ会できました。

 ♪Hypnosis♪の件は、marionetteさんの発⾒ですが、私は密かに⼤発⾒だと思ったのに、ペケさんのおかげで真実はわか
りましたが、残念でした。(笑)

 また、5⽉に会いましょうね。
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ペケさん
問題解決ありがとうございます。

 Z研⼤盛況ですが、所⻑はちょっと⽤事があるようなので、ここしばらくハードな話題は宜しくお願いします。(汗)

goroさん
 おひさしぶりです。

 ほんとgoroさんのフットワークの軽さ⾒習いたいです。(笑)
 京都はすごく良かったみたいですね。羨ましいです。

 5⽉は武道館近くで逢いましょうね。(笑)

pineさん
 お久しぶりです。

 先⽇のpineさんのSHレポート、笑いながら読ませてもらいました。（失礼）私も仕事が⼊った時は怖かったです。(笑)
 しかし、SHを観ながら聴きながら、記録するなんて、私には到底無理です。pineさんのまねして、4曲⽬までは紙に書き

ましたが、あ〜たぶん⽂字は重なってるだろうな、解読は困難だろうな、と思うとさっさと記録は諦めました。
 また、5⽉もお願いします。(笑)

チョコさん
 おひさしぶりです。

 PANさんたちとの再会に感激してくれて嬉しいです。
 私も、チョコさん、pineさん、ドルちゃんがZARD・泉⽔さんのイベントに参加できるたびに、なんだか、⾃分のことの

ように嬉しいです。（照）
 PANさんによると、チャットのパトロールはチョコさんとPANさんのすれ違いみたいですね。(笑)

 そういう今は、ドルちゃん1⼈と、チョコさんが2⼈やってますよ。(笑)
 ゼットンはロケ地取材の仕事がなくて、失業中です。(笑)

ドルちゃん
 お久しぶりです。元気そうですね。

 お祝いの花、ほんとカラーが⼊ってるみたいですね。
 さすがはドルちゃん、鋭いな〜。

 別スレですが、ZARDのカラオケ凄いですね。
 なんだか、⼀⼈SHみたいでうらやましいな。(笑)

 



「突然」は挿⼊映像なしでじっくり⾒たいですね。
5⽉武道館に来れたらいいですね。(笑)

Re:中野・渋⾕・銀座＆オフ会①
5607 選択 marionette 2011-02-14 23:42:06 返信 報告

stray所⻑、チョコレートさん、皆さん、こんばんは︕

☆チョコレートさん

御無沙汰しています。

中々、書き込む⾃信が無いので毎回緊張しています（汗```）
 専ら、R☆M専が⼩⽣には向いているのかも知れません。（笑）
 最後のライブ（チケ取得出来ればですが･･･）で、

 お会い出来れば幸いですね★

Re:中野・渋⾕・銀座＆オフ会 n
5609 選択 marionette 2011-02-14 23:56:12 返信 報告

stray所⻑、アネ研さん、goroさん、皆さん、こんばんは︕

> marionetteさん 
 > 先⽇はお疲れさまでした。marionetteさんの積極的な⾏動おかげで、ミニオフ会できました。 

 > ♪Hypnosis♪の件は、marionetteさんの発⾒ですが、私は密かに⼤発⾒だと思ったのに、ペケさんのおかげで真実はわ
かりましたが、残念でした。(笑) 

 > また、5⽉に会いましょうね。

☆アネ研さん

此⽅こそ、ありがとうございました。m(_ _)m
 是⾮、チケ取得出来たらと･･･

 今から不安でいっぱいです。。。
 取得出来た暁には、再会を楽しみにしています。
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⼤した課題でも無い事に、御回答戴いた
ペケさん、ドルチェさんに感謝しています。。。

 ありがとうございました<(_ _)>

☆goroさん

御無沙汰しています。
 昨年の、5⽉の渋⾕C.Cレモン以来ですね。

今回は、⼩⽣は早退し銀座⼭野楽器の17時上映を
 観覧してから中野SPに向かい、到着は18時20分位でした。

 沢⼭の⼈々の中から、キョロ②探したのですが、
 無理でした。。。

 次回、再会出来た時には宜しくお願い致します。。。

Re:中野・渋⾕・銀座＆オフ会
5613 選択 goro 2011-02-15 00:36:01 返信 報告

アネ研さん marionetteさん みなさん こんばんは

そうですね なかなかこうした催しがないとお⽬にかかれないのが残念ですね。
marionetteさんは昨年5⽉、アネ研さんとは⼀昨年の5⽉ですね(笑)

 今年の武道館ライブ、まずはチケットを何とかしてゲットしたいものです。
 そして盛り上がりたいと思います。
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