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ZARD コピーバンド「ZEST」
634 選択 stray 2009-08-23 19:05:42 返信 報告

皆さんこんばんは。

本格的なZARDのコピーバンドを発⾒しました。
 http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&VideoID=57002556

ボーカルもしっかりしていて、聞きごたえありそうです。
 （10/3に 1st LIVE 開催）

 http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&VideoID=57002290
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Re:ZARD コピーバンド「ZEST」
640 選択 ペケ＠頸肩腕症候群 2009-08-24 19:53:46 返信 報告

所⻑、皆さん、お久しぶりです。

５⽉の末に病気に罹って今も完治せず、ＰＣもメイン＆サブが続けて壊れたり、Ｚ研の様⼦も変
わりネットから距離を置く⽣活になっています（笑）。

ＺＥＳＴのボーカルのかずさんは、以前からニコ動なんかで有名ですね。 泉⽔さんとは違った
雰囲気を味わえます。

何曲か彼⼥の曲を纏めたものをどうぞ〜（あゆみさんのＺＡＲＤイラストも楽しめます）。

http://firestorage.jp/download/c7ec674fa3e7d4b21f4701a201104843bfd34548

彼⼥のブログ

http://ameblo.jp/kz-est/

それでは・・・。

Re:ZARD コピーバンド「ZEST」
642 選択 アネ研 2009-08-24 22:00:46 返信 報告

こんばんは、ペケさん
 おひさしぶりです。

 しかし、ご病気でのお休みだったんですか︕
 驚いてしまいました。⼼配していたんですよ。

少しは良くなったんでしょうか。
 ちょっと、調べてみたら、OA病とも⾔うんですか︖

 どうぞご⾃愛ください。
 レスなど、気にしないでくださいね。

Re:ZARD コピーバンド「ZEST」
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645 選択 皐 2009-08-24 22:21:57 返信 報告

所⻑、ペケさん(お久しぶりです)にアネ研さん、こんばんは︕
 ZARDのコピーバンドですか〜☆ﾐ

 なんかいいですね♪
 ところで、ペケさんご病気を患っているんですか。

 アネ研さん同様、私も驚きました…。治療頑張ってくださいね︕
 レスなどは気にせずに☆それでは＾＾

Re:ZARD コピーバンド「ZEST」
647 選択 saki 2009-08-25 17:20:47 返信 報告

みなさ〜ん、こんにちは〜(^^)/

ZARDのコピーバンド、以前Z板の⽅でも話題になっていたようですけど…
 コピーバンドも幾つかあるみたいですね…

 あゆみさんのZARDイラストも可愛くていいなぁ〜 

ペケさ〜ん、お久しぶりで〜す。(^^)/ ﾔｯﾎｰ
 急にお姿を拝⾒出来なくなって…  と〜っても、と〜っても、淋しかったですよ〜(T_T) 

 何度も呼びかけたのに、お返事がなくて… お⾝体の具合が悪かったんですね… 
 そんな事も知らずにsakiはいつものようにノー天気に騒いでました… (>_<)ｺﾞﾒﾝﾅｻｲ

頸肩腕症候群って…  お仕事のし過ぎ︖︖ PC症候群︖︖ ひょっとして…
 sakiが「おせぇ〜て、おせぇ〜て♡」って、おねだりばかりしてたから、無理されたのかなぁ〜︖︖ 

責任感じてます… <(_ _)>

私も最近、⽬の疲れや肩こりが酷くて、視⼒も落ちて来たみたいです(^^;)
 PCに向かって加⼯画のやり過ぎかな︖  ノー、NOー、のぉ〜︕︕  勉強のやり過ぎですたいッ︕︕（笑）  

 と、⾔う事にしとこう(^_^;)… ぎゃははは︕︕
  

 とにかく、あまり無理をされずに、ご⾃愛下さいね、(^з^)-♡ ﾁｭｯ!
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久々にペケさんのお姿を拝⾒出来て、テンション↑のsakiでした。

Re:ZARD コピーバンド「ZEST」
648 選択 stray 2009-08-25 19:37:17 返信 報告

ペケ＠頸肩腕症候群さん、お久しぶり︕
 病気だったのですか︕ てっきり別の板に乗り換えたんだと思ってました（笑）。

 Ｚ研もリニューアルして、最近はひっそりと活動しています（笑）。
 PC病というか、職業（加⼯画）病じゃないでしょうか。

 しばらく加⼯画はおやめになったほうがよいでしょうね。
 ZESTのボーカルさんは有名な⽅だったのですね、知りませんでした。

 ひととおり聴かせてもらいましたが、素⼈とは思えない歌唱⼒です。
 ご紹介ありがとうございました、お⼤事に︕

皐ちゃん、sakiさん、プチお久しぶり︕ 
 勉強のやり過ぎねぇ・・・それはないと思います︕（笑）

 2⼈とも加⼯画やりすぎて、ペケさんみたくなっちゃわないように（笑）。
  

 アネ研さん、こんばんは。
 ZESTライブ潜⼊計画はありませんか︖（笑）

 こっそり⾏ったら、こっそり報告してね︕（笑）

Re:ZARD コピーバンド「ZEST」
650 選択 ペケ＠頸肩腕症候群 2009-08-25 20:38:13 返信 報告

アネ研さん、こんばんは。

> しかし、ご病気でのお休みだったんですか︕ 
 > 驚いてしまいました。⼼配していたんですよ。 

 > 少しは良くなったんでしょうか。 
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ご⼼配して頂いてありがとうございます。⾝体（⾸とか腕、⼿先）は回復して来ていますが⽬（眼精疲労とドライアイ）
が頑固なようで（笑）。

さっぴょん、こんばんは。

> ところで、ペケさんご病気を患っているんですか。 
 > アネ研さん同様、私も驚きました…。治療頑張ってくださいね︕ 

 > レスなどは気にせずに☆それでは＾＾

⼀番驚いているのが本⼈です︕ 病気と⾔うか⾸を痛めた（悪い姿勢で⻑期間ＰＣなんかを使っていた）所為で、⾝体中
に悪さをしたみたいです。⼥性に多い病気のようですので、さっぴょんもご留意下さい←お前が⾔うなって（笑）。

 お気遣いありがとうございます。

sakiちゃん、こんばんは。

> 急にお姿を拝⾒出来なくなって…  と〜っても、と〜っても、淋しかったですよ〜(T_T) 
> 何度も呼びかけたのに、お返事がなくて… お⾝体の具合が悪かったんですね… 

なんか無視したような結果になってゴメンなさい。

> sakiが「おせぇ〜て、おせぇ〜て?」って、おねだりばかりしてたから、無理されたのかなぁ〜︖︖  
 > 責任感じてます… <(_ _)>

全然関係ないですよ〜仕事でＰＣを使う機会が多い（オジサンの⽐率の⾼い会社で、ＰＣの苦⼿な⼈の分も押し付けられ
る（笑）。家でもネット活動し過ぎだったしね。

  
> 私も最近、⽬の疲れや肩こりが酷くて、視⼒も落ちて来たみたいです(^^;)

その兆候はペケと同じようになるかも〜ご⽤⼼下さい︕ ナースのsakiちゃんなら予防法も分かるでしょうが・・・。お
気遣いありがとうございました。

Re:ZARD コピーバンド「ZEST」
651 選択 ペケ 2009-08-25 20:40:20 返信 報告

所⻑、こんばんは。

https://bbsee.info/newbbs/id/634.html?edt=on&rid=651
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> 病気だったのですか︕ 
> てっきり別の板に乗り換えたんだと思ってました（笑）。 

 > Ｚ研もリニューアルして、最近はひっそりと活動しています（笑）。 
 > PC病というか、職業（加⼯画）病じゃないでしょうか。 

 > しばらく加⼯画はおやめになったほうがよいでしょうね。

別の板に乗り換えるどころか、全板（⼗数板）３ヶ⽉休眠中です（笑）。視⼒が悪くなるに連れて、知らず知らず画⾯に
前のめりで作業する癖が付いていたようで、⾸に過度の負担が掛かったみたいです。

 遊びではメールのチェックやチラリとお世話になっていた所を覗く程度で、時間の掛かる作業は無理ですね（笑）。お気
遣いありがとうございます。

バンドではないですが、ＺＡＲＤの曲を歌うお姉さん達を纏めたものです。 Ｚ研の⼥性陣でも歌の得意な⽅は、いらっ
しゃるのではないでしょうか︖。歌って聴かせて欲しいです︕（笑）。

http://firestorage.jp/download/b4818fa663ad3b57522cd3047ed955abe6fa3629

Re:ZARD コピーバンド「ZEST」
658 選択 stray 2009-08-25 22:21:02 返信 報告

ペケさん、再びこんばんは。

な〜るほど、１ヵ所が悪くなるとどんどん連鎖していくわけですね。
 ＺＡＲＤの曲を歌うお姉さん達・・・そんなものまで集めてらしたんですね（笑）。

 ramramさんの声は泉⽔さんに似てますね︕
 亡くなったmegamiさんも、泉⽔さんに声が似ていると⾔われたそうです。

 ⽇本に帰ってきたら、Ｍステ初出演時の⾐装で「眠れない夜を抱いて」を
 カラオケで唄ってくれる約束をしていたのですが（笑）、叶わぬ夢となりました。

Re:ZARD コピーバンド「ZEST」
661 選択 KOH 2009-08-26 00:36:36 返信 報告
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所⻑、皆さんこんばんはです︕︕
お久しぶりです〜︕︕

 なかなか書き込む機会がなくって・・（笑）
 コピーバンドの話をしてらっしゃったので書き込んじゃいました︕

 私も探しててお気に⼊りを⾒つけました︕
 ttp://www.youtube.com/watch?v=DDBYMARYuHE

 ⼀度聞いてみてくださいな〜︕︕
 この⼈の声ならライブに聞きに⾏ってみたいです︕

Re:ZARD コピーバンド「ZEST」
664 選択 ペケ 2009-08-26 19:18:01 返信 報告

所⻑、皆さん、こんばんは。

> 亡くなったmegamiさんも、泉⽔さんに声が似ていると⾔われたそうです。 
 > ⽇本に帰ってきたら、Ｍステ初出演時の⾐装で「眠れない夜を抱いて」を 

 > カラオケで唄ってくれる約束をしていたのですが（笑）、叶わぬ夢となりました。

それは残念でしたね〜。他にも絶対歌うのが好きな⽅がいるはずです︕ 何⽅か⽴候補してもらえませんかね︖（笑）。

今⽇、紹介しようとＵＰしたバンドをKOHさんが先に紹介されていますね︕

G-randと⾔うバンドの纏めたもの。

http://firestorage.jp/download/4959182932e7460fd16e51f7964492adf7284f4f

ZARDを歌うお姉さん2

http://firestorage.jp/download/7c6f0c9f473deb534c0b909c30a9abb91477f86d
 

Re:ZARD コピーバンド「ZEST」
665 選択 stray 2009-08-26 19:50:37 返信 報告

KOHさん、こんばんは、お久しぶり︕
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な〜んか、最近「お久しぶり」が多いなぁ（笑）。
G-rand のボーカルさん、低⾳が苦⼿のようですが、⾼⾳は泉⽔さんに似てますね〜。

 でも、私はramramさんの声のほうが好みで〜す（笑）。

 
 ペケさん、こんばんは。

またまた紹介していただきありがとうございます。お腹いっぱいです（笑）。
 カラオケをバックにソロで唄うのは勝⼿にどうぞですが（笑）、

 バンドを組んで活動している⼈は応援してあげたいですね。
 私はクラシックが好きで、素⼈の演奏会にもよく⾏くのですが、

 お世辞にもうまいと⾔えない演奏でも、⽣で聴くのはいいものです。
 

Re:ZARD コピーバンド「ZEST」
683 選択 ZEST 2009-08-28 05:47:05 返信 報告

はじめまして!

たまたま友⼈のバンドを検索していたら、
 ⾃分の名前が出てきてびっくりしました＞＜︔

ZESTのボーカル、かずです☆

動画をご紹介くださりありがとうございます。
 最近、ライブ告知の動画も新しくなりましたので、

 良かったらお時間あるときに⾒て下さい＾＾
 http://www.youtube.com/watch?v=Aa9025hEsk8

私が不安定なボーカルはさておき(苦笑)、
メンバーのZARD愛がとても強くまた演奏に妥協しない姿勢に感動しながら練習に励んでます。

⼤好きなZARDを⼤好きなZARD仲間と演奏出来る事は、
 ⼈⽣の中でも⾄福のときです。。
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ライブでは、坂井さんの⼤好きだったカラーを飾れたらいいな、とみんなで話しています。
記事に出てたZARDバンドのボーカル、メグさんも私の友⼈で、声がとても綺麗です♪

掲⽰板を最新記事から拝⾒しましたが、
 皆さんの坂井さんへの思いを感じて、すごく胸が熱くなりました!!

これからもずっと、絶えずZARDを聴き続けて⾏きたいです。

突然、失礼しました。
 

Re:みなさん、⾝体を⼤切に
684 選択 MOR 2009-08-28 06:42:01 返信 報告

おはようございます。

ペケさん、また⾯倒な病気になりましたね。
 無理せず軽快したら互いに病気⾃慢でもしましょうか。（笑）

私、勝つ⾃信アリだよ。 (^_^;

そう⾔えば所⻑も体調が万全じゃ無かったんだ。
 皆さんも無理しないようにね。

 無理すると必ず後で⾟くなるよ。

話は変わりますが、”ZESTのボーカル、かず”さんもZ研に仲間⼊りかな︖
  

 

Re:ZARD コピーバンド「ZEST」
685 選択 stray 2009-08-28 12:44:50 返信 報告

ZESTのボーカル かずさん、はじめまして︕

所⻑のstrayです、ようこそＺ研へ︕
 ご丁寧にありがとうございます。勝⼿にご紹介してご迷惑かなぁと思っておりましたが、

 まさか、ご本⼈が登場されるとは夢にも・・・（笑）。

https://bbsee.info/newbbs/id/634.html?edt=on&rid=684
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当サイトは「ZARDの謎究明」を⽬的に、主にPVロケ地探しに躍起になっております（笑）。
ZARDの⾳楽そのものを深〜く語ることは滅多になく、

 私⾃⾝、ボーカルも楽器をやらないので、コピーバンドにも興味がなかったのですが、
 たまたま⾒つけたZESTさんのクオリティの⾼さに驚き、紹介させていただきました。

初LIVE おめでとうございます︕
 新しいライブ告知動画も、かずさんのブログですでに拝⾒しました。

 メンバー全員集まるだけでも⼤変かと思いますが、
 ZARDを愛する皆さんの⼀体感がひしひし伝わってくる素晴らしい演奏ですね。

 エンドロールで流れるバラード調の「⼼を開いて」・・・いいですねぇ。
 「Love is Gone」の別アレンジもすごく良かったです。

 当⽇も聴けるのでしょうか︖
 私は⽥舎住まいなのでLIVEに⾏くことは叶いませんが、陰ながら成功をお祈りしております。

いつか武道館で、ZARDコピーバンドが⼀同に介して・・・なんてことが実現するといいですね。
 これからもず〜っとZARDを歌い続けてください、応援してます︕

Re:ZARD コピーバンド「ZEST」
687 選択 ペケ 2009-08-28 19:19:52 返信 報告

皆さん、こんばんは。

かずさん、初めまして︕ ペケと申します。

Ｚ研では画像班と⾳楽班に属していましたが、休んでいる間に無くなってしまいました（笑）。
 勝⼿にブログまで紹介してしまいましてスミマセンでした（ぺこり）。 初めて、かずさんの歌

を聴いた時に衝撃を受けました。歌の上⼿い⼈は沢⼭いますが、⼼に響く⼈は少ないですから
ね。これからもZARDの曲を歌い続けて下さいね。

MORさん、お久しぶりです。

病気なんて、もっとオジサンになってからだと思っていたんですけどね（笑）。改めて健康の⼤事さを知りました。
 MORさんも⾊々患っていらっしゃるようなのでご⾃愛下さい。

https://bbsee.info/newbbs/id/634.html?edt=on&rid=687
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Re:ZARD コピーバンド「ZEST」
688 選択 アネ研 2009-08-28 21:57:33 返信 報告

こんばんは、ZESTさん、かずさん
 はじめまして、アネ研といいます。

どうか、ライブのときは告知していただければ、観にいかせてもらいます。
 そして、どこかのBBSとからんでなければ、取材させてもらうかもしれませんので、どうか、宜しくお願いします。

（笑）
 

Re:ZARD コピーバンド「ZEST」
689 選択 ZEST 2009-08-29 11:16:35 返信 報告

strayさん、ペケさん、アネ研さん、MORさん、メンバーの皆様、こんにちは＾＾
 突然の失礼な書き込みに返信頂き、

 ありがとうございます＞＜

cafeで寛がせていただいたらお返事が遅くなってしまいました、すみません︔︔
 以前、友⼈から"Z研"て聞いたことあったんですが、

 まさかココのことだとは、、
 書き込みをしてから知りました。。

未だ⾊々びっくり中の私です＾＾︔

strayさん、Love is Goneはとてもライブでは歌えません＞＜
 あの曲はZARDの楽曲の中でも、⼀番の難易度だと私は思ってます苦笑。

 先に希望を感じさせる孤独をちゃんと表現出来る坂井さんは、天性の歌唱⼒と完成をお持ちですよね。

⼤阪、名古屋、神奈川、埼⽟、東京、と、
 全国にいくつかZARDカバーをやってるコピバンがありますが、

 いつかみんなとZARDイベントをするのが夢だったりします＾＾

https://bbsee.info/newbbs/id/634.html?edt=on&rid=688
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=688
https://bbsee.info/newbbs/id/634.html?edt=on&rid=689
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=689
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/07a96b1f61097ccb54be14d6a47439b0.jpg


ペケさんのZESTロゴ画像、、
う、動いてるんですけど驚ーー!!

皆さん、本当に凄いですね＞＜

アネ研さん、取材とはいったい(｀･ω･´︔)?
 ライブ告知ですが、こちらのスペースをお借りするのも失礼なので、ご興味のある⽅がいらっしゃいましたら、

 こちらを覗いてみてください☆

ttp://ameblo.jp/kz-est/entry-10330928293.html

普段、滅多にPCを⽴ち上げないので、スローペースですが、
 また訪問させていただきます♪
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