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カラオケボックスで泉⽔さんに逢ってきました︕
5584 選択 ドルチェ 2011-02-13 17:00:30 返信 報告

みなさん、こんにちは。

プレミアDAMという機種を設置してあるカラオケボックスで、
 ZARDのPV（今は本⼈出演映像って⾔うのかな）が流れるのをご存知ですか︖︖

⼀年半前くらいからZARDPVの配信が開始されていて、最初は、
 「きっと忘れない」

 「素直に⾔えなくて〜featuring Mai Kuraki〜」
 「永遠」       
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の3曲のみだったのが、
今回、泉⽔さんのお誕⽣⽇の2⽉6⽇から新たに5曲追加になったという情報をZARD友から⼊⼿︕

その追加された5曲は、コチラ↓↓
 「揺れる想い」

 「きっと忘れない」
 「もう少し あと少し･･･」

 「マイフレンド」
 「突然」

なんと、まだ⼀度もお⽬にかかれていない噂の「突然」PVも追加ー︕︕素敵〜。
 これは、⾏くしかないでしょ︕とフットワークも軽〜く(笑)、泉⽔さんに逢いにカラオケボックスに⾏ってきました。

最初の3曲配信の時はカメラ持参で⾏って軽チャーの⽅にレポしたのですが、
 今回もちゃっかりカメラを持っていったので、ちょこっとだけですがご報告させてください(笑)

Re:カラオケボックスで泉⽔さんに逢ってきました︕
5585 選択 ドルチェ 2011-02-13 17:10:49 返信 報告

まず添付画像の「突然」PV。

これは、本当に初めて⾒る映像だったので⼆回連続で⾒てしまいました(笑)
 ひまわりさんが別スレで書かれているように、⽩⿊のゆったりめのボーダーセーターを着て歌

っているシーンに、
 ロスの海岸の側にある(goroさん、合ってますか〜︖)、吊り輪にぶら下がったりするシーン

が、
 ちょこちょことカットイン。追悼ライヴの映像と⼀緒なのかな︖

それと、マイフレンドを歌っている場所と同じなのでテレ朝のスタジオで間違いなさそうですね。

あとの追加された残り4曲は、現在GyaOで公開中の映像と全く同じでした。
 マイフレンドの、肩ゆさゆさ〜な泉⽔さんも、ばっちり⾒ることが出来ますよ♥

画像のようにカラオケ仕様になっているので、泉⽔さんのお顔に歌詞がバーンとかかって邪魔に感じるかもしれません
が、
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 いつも⾒ているPVでもまた違った感覚で⾒られるので、結構感動モノだと思います︕

「突然」PVをまだ⾒たことがない⽅・もう⼀度⾒たい⽅、その他のPVを⾒たい⽅も、
 お誘い合わせの上(笑)是⾮、泉⽔さんに逢いにカラオケボックスへ︕︕

Re:カラオケボックスで泉⽔さんに逢ってきました︕
5588 選択 ペケ 2011-02-13 18:55:01 返信 報告

姉御、こんばんは。

カラオケと⾔えば、ほとんど知らないタレントさんの映像が多い中で、泉⽔さん本⼈に会えるなんて良いですよね。
元々、KQの時に、他の⼈のカラオケに出ていた彼⼥ですから、全曲⾃分が出演して撮ってくれていたら（笑）。

姉御の歌のUPは次回でしょうか︖（笑）。

Re:カラオケボックスで泉⽔さんに逢ってきました︕
5591 選択 goro 2011-02-13 20:03:18 返信 報告

ドルチェさん こんばんは

泉⽔さんの配信映像が増えたのですか︕
 あっ︕私の⼤好きな「マイフレンド」があります(笑)

 凄いですね〜 ＰＶ映像と歌詞が融合しています。
 上段の写真は間違いなくベニスビーチですよ。

 歌いたいですね〜
 ドルチェさんの楽しそうに歌っている様⼦が浮かんできますよ︕

 素敵な情報をありがとうございます。
 

Re:カラオケボックスで泉⽔さんに逢ってきました︕
5592 選択 ドルチェ 2011-02-13 21:09:14 返信 報告

ペケさん、goroさん こんばんは。
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ペケさん
カラオケボックスで泉⽔さんに逢えるのって、本当に素敵ですよ︕ 殺⾵景な空間が⼀気に華やぎました。

 でも画⾯に泉⽔さんが映し出されると⾒とれてしまって、なかなか歌うことは出来ないんですけど(笑)

他の⼈のカラオケ映像に出演されたKQの時の泉⽔さんを⾒るだけのために、
 当時、東映のレーザーディスクを設置してあるホテルをわざわざ探して⾏きましたよ〜(笑)

> 姉御の歌のUPは次回でしょうか︖（笑）。 
 それは、永遠にないです(笑)

goroさん
 そうなんです、⼀気に5曲も増えたんですよ︕

 アネちゃんスレでも書いてありましたが、SHの歌詞字幕がカラオケバージョンに変更になって、
 これから徐々にもっと増えて⾏くのでしょうか︖(笑)

ぜひぜひ、goroさんお気に⼊りの「マイフレンド」を歌いに⾏ってください︕
 でも、画⾯は泉⽔さんの⼝パクなのに声はgoroさん、というミスマッチに耐えられるかな〜(笑)

あの海岸は、ベニスビーチでしたね。goroさんのロス旅⾏レポも懐かしいです︕楽しかったですよね〜。
 また写真集を⼿がかりにして、新たなロケ地探しも楽しんでやりたいですね。

Re:カラオケボックスで泉⽔さんに逢ってきました︕
5593 選択 ひまわり 2011-02-13 23:36:12 返信 報告

ドルチェさん、お久しぶりです☆

泉⽔さんご本⼈が登場するカラオケの映像って、こんなにたくさんあるのですね︕（@＿@）
 ご紹介をありがとうございます☆

 「突然」の⽩⿊ボーダーセーターも登場するとは…︕︕吊り輪にぶら下がる泉⽔さんも
かわいいですよね〜。運動神経のよさを感じられます（＾＾）

 ちなみに追悼ライブ（＆今回の⼭野楽器）では、この海岸でワンちゃんと戯れる様⼦も登場してました☆

カラオケなんて滅多に⾏かないのですが、⾏きたくなってきました…（笑）
 でも、こんな映像が次々と登場してきたら歌うことを忘れて⾒⼊ってしまいそうですね＾＾︔
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※それから、別スレでのコメントをありがとうございました。「指をくわえた泉⽔さん」、
1999年に公開されていたのですね︕︕貴重な写真のアップをありがとうございます☆

 髪型といいしぐさといい、キュンとしてしまいますよね（*＾＾*）
 追悼ライブのDVD、4⽉になったら「新映像」をたーっぷりと楽しまれて、“うっとり”されてくださいネ☆☆

Re:カラオケボックスで泉⽔さんに逢ってきました︕
5598 選択 pine 2011-02-14 19:13:49 返信 報告

ドルチェさん こんばんは︕

カラオケ映像、増えたんですね︕
 最近、BBSの情報が多くて、どこで何の映像を⾒れるのか、頭の中が整理できず、

 ZARD展で「突然」が⾒れると思いこんでました。(^^;)
 カラオケ映像だったんですよね。ビデオ持参で⾒に⾏かなければ︕︕（笑）

FORWER GIFTの⽅へもレスありがとうございました。
 ⼀⽣の宝物になりました。(*^-^*)

Re:カラオケボックスで泉⽔さんに逢ってきました︕
5600 選択 ドルチェ 2011-02-14 21:08:48 返信 報告

ひまわりさん、pineさん こんばんは︕ コメントありがとうございまーす︕

ひまわりさん
 泉⽔さんご本⼈登場のカラオケ映像は、これからどんどん増えていきそうな予感がします(*^^*)

 ひまわりさんから「突然」PVのお話をきいて、私も早く⾒たいけど4⽉のDVDまで待てない︕と思っていたら
 なんとカラオケ映像ではいち早くPV解禁になっていたようで、⼤喜びで⾏ってきました︕

 ⽩⿊ボーダーセーターの泉⽔さん、本当に可愛かったです〜。何を着ても可愛いんだもん〜♥
 吊り輪の他にワンちゃんと戯れる様⼦も登場したので、やっぱり追悼ライヴの映像そのままみたいですね。

 ひまわりさん、またこちらでもあちらでも︕︖お話してくださいネ︕

https://bbsee.info/newbbs/id/5584.html?edt=on&rid=5598
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=5598
https://bbsee.info/newbbs/id/5584.html?edt=on&rid=5600
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=5600


pineさん
カラオケ映像、⼀気に5曲も増えたんですよ〜︕ 前回のカラオケレポに続き第⼆段です(笑)

 「突然」PVは、GyaoやCSでも流れてないのに、カラオケでDVDより先にお⽬にかかれるなんて︕(笑)
 ぜひぜひ、ビデオ持参で⾒に⾏ってくださ〜い︕

最近は、本当にBBSが⼤盛り上がりで嬉しいですよね︕
 ZARD展・⼭野楽器・タワレコ・・みなさんのイベントレポもたくさんで頭がごちゃごちゃになっちゃう︕って

 嬉しい悲鳴がでますよね(笑)
 ところで、pineさん ZARD展に⾏かれたんですねー︕︕ なんかチョコちゃんの、まさかの⼭野楽器レポもあるみたい

だし︕
 これから、あっちのスレにレスします(笑)

 追伸︓さっき⻘春ソングで「揺れる想い」が流れました。キャア、やった︕

Re:カラオケボックスで泉⽔さんに逢ってきました︕
5606 選択 marionette 2011-02-14 23:38:43 返信 報告

stray所⻑、ドルチェさん、皆さん、こんばんは︕

☆ドルチェさん

御無沙汰しています。
 御丁寧な御回答、恐縮しております。

PremierDAMでは、そんなに泉⽔さんPVカラオケ映像が、
 増えたんですね︕

 最近、LIVE DAMの部屋を選択してしまうので、
 拝⾒していませんでした。。。

次回、確認して来ます。
 （映像録画出来たら、撮影してみます）

Re:カラオケボックスで泉⽔さんに逢ってきました︕
5616 選択 ドルチェ 2011-02-15 20:29:35 返信 報告
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marionetteさん、こんばんは︕

そうなんですよ︕プレミアDAMで、⼀気に泉⽔さんPVカラオケ映像が増えてるんですよ〜(^^)
 前に、marionetteさんご⾃⾝の歌を録⾳したものを聴かせてもらいましたよね︕ 今も、録⾳してますか〜︖

 プレミアDAMの⽅も確認してみてくださいネ♪ 
 

Re:カラオケボックスで泉⽔さんに逢ってきました︕
5618 選択 PAN 2011-02-15 23:10:53 返信 報告

ドルちゃん、みなさん、こんばんは︕
 カラオケボックスの泉⽔さんレポート、楽しく読ませてもらいました︕＾＾

 最近はカラオケにまったく⾏かなくなっちゃったんでプレミアDAMのことも良く知らなかったんだけど、ZARDのPVが配
信されるなんてすごいね〜︕

 90年代はよくカラオケに⾏ったもんですが、当時、流れてくる映像といえば、⾒知らぬカップルとか⾵景ばかりでした
（笑）

 今回、⼀挙に5曲も追加というのもすごいですね︕おお〜って感じです︕＾＾
 「突然」PV、今回の⼭野楽器のイベントでも流れましたが、⽩⿊のボーダセーターの泉⽔さんはとっても素敵でしたね︕

 ドルちゃんの楽しいレポートで、久々に、カラオケに⾏ってみたくなったよ︕（笑）ZARD PVの配信、これからもどんど
ん増えてくるといいね︕＾＾

 

Re:カラオケボックスで泉⽔さんに逢ってきました︕
5619 選択 ひげおやじ 2011-02-15 23:22:32 返信 報告

Ｚ研としては"promised you"も欲しいところでしょうね。

本題から外れますが、"promised you"と⾔えば定年退職して以来⽇中も家に居られる機会が増えて、時折⼟曜ワイド劇場
の再放送であのエンディング・テーマ、泉⽔さんの素晴しい声と歌い回しが聞こえて来ると、何かほっとして幸せになり
ます。私もカラオケであんな⾵に歌えたら……

Re:カラオケボックスで泉⽔さんに逢ってきました︕
5622 選択 ドルチェ 2011-02-16 00:09:58 返信 報告
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PANさん、ひげおやじさん、こんばんは︕ コメントありがとうございます(^^)

PANさん
 カラオケボックスレポを楽しく読んでもらえて、とっても嬉しいです♪

 私も最近では、カラオケに⾏くことはほとんどなくなったんだけど、
 ZARDのPV追加配信︕の情報を教えてもらったその瞬間に⾜はカラオケボックスへと向かってました(笑) 

 普段は、出不精なのにスゴイでしょ〜︕ ウケる〜。
 でも、カラオケの機種がたくさんあるので私も、ちんぷんかんぷんだったよ︕プレミアDAMという機種だと絶対⼤丈夫み

たい。
 > 90年代はよくカラオケに⾏ったもんですが、当時、流れてくる映像といえば、⾒知らぬカップルとか⾵景ばかりでした

（笑） 
 ぎゃはは︕⼀緒⼀緒。ちなみに、私のカラオケデビュー曲は「負けないで」でした(^^)イェイ︕

 オフ会とかで、みんなでワーってカラオケに⾏くのも楽しそうだよね︕5⽉、⾏けるかなぁ︕

ひげおやじさん
 ⾃⼰満⾜なカラオケレポにレスをいただけて、すっごく嬉しいです︕

 > Ｚ研としては"promised you"も欲しいところでしょうね。 
 そうです、そうです︕その通りですよね︕"promised you"が配信されないと始まらないですよね〜(笑)

 もちろん、♪with you~♥ 付きで(*^^*) Z研のみんなで、リクエストしちゃいましょうか︕︖
 ひげおやじさんは、⻑年のお勤めを終えられておうちでゆっくりされてるんですね︕

 本当に泉⽔さんの歌声にはすごく癒されるし、聴いているとなんだかとっても幸せな気分になりますよね。泉⽔マジック
ですね︕

 カラオケには、たまに⾏ったりされるのですか︖ もし⾏く機会がおありなら、泉⽔さんPVカラオケも体験なさってみて
くださいネ︕

 これからも、こうやってみなさんと⼀緒にZARDを応援できることをとっても嬉しく思っています︕

Re:カラオケボックスで泉⽔さんに逢ってきました︕
5626 選択 stray 2011-02-16 21:35:01 返信 報告

ドルちゃん、ペケさん、goroさん、ひまわりさん、pineさん、
 marionetteさん（お久しぶり︕）、PANさん、ひげおやじさん、こんばんは。
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「突然」2007WBMの映像がカラオケで⾒られるとは知りませんでした︕
ドルちゃんとのドルちゃんのＺＡＲＤ友の情報網、恐るべし（笑）。

 ドルちゃん、毎晩カラオケに通ってたりして・・・（笑）

⽩⿊ボーダーセーターの泉⽔さん、キュートですねぇ。
 「負けないで」のＭステ出演時を彷彿させるお顔だと思いません︖

 ああ〜、もう⼀回、⼤スクリーンでこの泉⽔さんに会いたいなぁ（笑）。

もちろん、「promised you」のＰＶも、⼤スクリーンで⾒たいです。
♪with you のところで失神者続出、間違いなし︕（笑）

ロスの海岸で戯れる映像ははっきり記憶に残っているのですが、
 スタジオシーンはすっかり抜け落ちてました。「マイフレンド」ＰＶも

 間違いなく同じスタジオセットとです。このセットで７ｔｈＡＬの他の曲も
 きっとＰＶ撮りしているはずなので、５⽉のライブに期待しましょう︕

Re:カラオケボックスで泉⽔さんに逢ってきました︕
5634 選択 marionette 2011-02-16 23:45:15 返信 報告

ドルチェさん、stray所⻑、皆さん、こんばんは☆
  

> そうなんですよ︕プレミアDAMで、⼀気に泉⽔さんPVカラオケ映像が増えてるんですよ〜(^^)

今週は、⾏けそうに無いので来週中に、視聴して来ま〜す♪（笑）

> 前に、marionetteさんご⾃⾝の歌を録⾳したものを聴かせてもらいましたよね︕ 今も、録⾳してますか〜︖

あはは〜（失笑）
 聴いてしまった皆さんの、お⽿が⼼配で･･･

その節は、⼤変申し訳ありませんでした。。。（冷汗```）
 出来れば･･･忘れて消去して〜下さいませ。（苦笑）

最近は、LiveDAMのボイストレーニングを利⽤して、
 シャウト!!! の修⾏を、懲りずにしていま〜す（爆）
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> プレミアDAMの⽅も確認してみてくださいネ♪

了解しました︕

カラオケ店内の50インチ強のサイズ（いつもの部屋が空いて⼊ればですが･･･）
 の、⼤画⾯で泉⽔さんを沢⼭堪能して来ますね♪

 では、後程･･･御報告致します。。。

Re:カラオケボックスで泉⽔さんに逢ってきました︕
5636 選択 MOR 2011-02-17 04:23:49 返信 報告

みなさん、お邪魔しまーす。（笑）

最近のスピードに付いていけず、無関係に割り込みます。<_o_>

第⼀興商はCS番組も持っていますから、その辺のチャンネルから実現したのでしょう
ね。

 でも、知らずに歌おうとしたら⽬の前に泉⽔さんって、こりゃ感激しますよねー。
 「そう⾔えば、カラオケなんて何年も⾏ってなかったなぁー」と、独り他⼈事のようにつぶやいております。（笑）

なお、club DAM.comのページには
 ※ここに掲載のコンテンツは LIVE DAM コンテンツであり、他の機種ではご利⽤いただけない場合があります。

 ※当⽉の本⼈出演映像は⽉末までの配信となります。
 ※都合により、各楽曲及び各コンテンツの配信⽇及び配信内容が変更になる場合があります。

 とありますので、早い⽅が良いかも。
  

 と、あくまでも独りで呟いて去っていく、よく分からんオヤジでした。（笑）
 失礼しました。m(__)m

Re:カラオケボックスで泉⽔さんに逢ってきました︕
5642 選択 ドルチェ 2011-02-17 18:58:12 返信 報告

ストちゃん、marionetteさん、MORさん、みなさん こんばんは︕
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ストちゃん、
> 「突然」2007WBMの映像がカラオケで⾒られるとは知りませんでした︕ 

 ね、すごいよね〜︕ まだこのPVを⾒たことがない⽅もたくさんいると思うのに、⼀⾜お先にカラオケで放出なんて(笑)
 > ドルちゃんとのドルちゃんのＺＡＲＤ友の情報網、恐るべし（笑）。 

 ありがとうございます(笑) ZARD友にも⾔っときます(笑)

> 「負けないで」のＭステ出演時を彷彿させるお顔だと思いません︖ 
 確かに、髪型とかお顔の雰囲気とか似てますね︕

marionetteさん、
 > カラオケ店内の50インチ強のサイズ（いつもの部屋が空いて⼊ればですが･･･） 

 > の、⼤画⾯で泉⽔さんを沢⼭堪能して来ますね♪ 
 では、後程･･･御報告致します。。。

 は〜い︕ご報告待ってますよ〜︕

MORさん、
 どうぞお邪魔くださーい(笑) 無関係︖でも絡んでもらえて嬉しいですよ︕

 > でも、知らずに歌おうとしたら⽬の前に泉⽔さんって、こりゃ感激しますよねー。 
 そりゃ、絶対 超感激モノですって︕(笑) MORさんも体験されたら泣いちゃうかも︖︖

というか・・
 MORさんが書いてくださったclub DAM.comページの情報ってすごく重要じゃないですか︕︕

 > ※当⽉の本⼈出演映像は⽉末までの配信となります。 
 ということは、今回配信された5PVは、2⽉末までの配信ということなのでしょうかね〜︖

 教えてくださって、ありがとうございます︕ もし、「突然」PVが⾒たくてカラオケに⾏かれる⽅は、お早めにっ︕(笑)

Re:カラオケボックスで泉⽔さんに逢ってきました︕
5657 選択 stray 2011-02-17 22:17:10 返信 報告

ドルちゃん、こんばんは。

> ということは、今回配信された5PVは、2⽉末までの配信ということなのでしょうかね〜︖
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以前配信された
「きっと忘れない」

 「素直に⾔えなくて〜featuring Mai Kuraki〜」
 「永遠」   

 は、今でも泉⽔さん出演ver.なんだよね︖

ということは、今回追加された5曲もず〜〜と泉⽔さんver.でもよいわけだけど、
 「突然」PV⾒たさのZARDファン狙いで曖昧な表現になってるとか・・・（笑）
 今⽉のプレミアDAMリクエストトップは「突然」で決まりだね︕（笑）

 

Re:カラオケボックスで泉⽔さんに逢ってきました︕
5694 選択 ドルチェ 2011-02-18 21:22:11 返信 報告

ストちゃん、こんばんは〜。

> 以前配信された 
 > 「きっと忘れない」 

 > 「素直に⾔えなくて〜featuring Mai Kuraki〜」 
 > 「永遠」    

 > は、今でも泉⽔さん出演ver.なんだよね︖ 
 うん、泉⽔さん出演ver.のままだったよ︕

 だから、どんどん増えていくのかな︖うひょひょ・・って感じだったんだけど(笑)

とにかく、このスレを⾒た⽅が3⽉に泉⽔さんに逢いにカラオケDAMしに⾏って、「⾒れなかったー︕︕」
 なんて⾔われたら困るので、⾒たい⽅はお早めにっ︕︕(笑)
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