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『ZARD 20th YEAR展 〜History of IZUMI SAKAI〜』に⾏って来ました︕
6895 選択 pine 2011-05-11 16:53:46 返信 報告

みなさん こんにちは︕
 今⽇から⾼島屋⼤阪店で開催されています『ZARD 20th YEAR展 〜History of IZUMI SAKAI〜』に、

早速⾏ってきました︕京都に続き2度⽬の参加になります。
 ネタばれもありますので、知りたくない⽅はスルーして下さいね。(^-^)

まずは⼊⼝で、スタンプ⽤紙をもらい⼊場。（スタンプは出⼝にあります）
 正⾯には、例の『軌跡』の⼤パネル。

 「これって合成なんだって〜。Z研が解明したらしいよ〜」な〜んて⾔える筈もなく、やっぱり合成だわ〜と静かに確認してきまし
た。（笑）
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たくさんの写真パネルを⾒ていたら、買い物ついでらしきおばさま⽅の会話が⽿に…
「きれいやな〜。ほんまに美⼈薄命やなぁ…」と。何だかウルッときてしまいました。

展⽰物は『負けないで』コーナー以外は、前回の京都と同じですが、やっぱりじっくりと⾒てしまいました。
 テーブルマナー教室の直筆ノートは、京都とは違うページが開かれていましたが、絵⼊りで、細かいことまでたくさん書かれてい

ました。講師が話すことをひとつ残らずメモされているような印象です。

ジョギングシーンの映像＆ウェアもありますよ︕
 ロケ地が判明した後だけに、ワクワクします。(^-^)

 よーく⾒たら、袖の内側から⾝頃の脇にかけて、⽑⽻⽴ってるんですよ。（どこまで⾒てんねん︕って感じですが）
 この撮影だけじゃなくて、普段も着てたのかな︖

映像コーナーも、何度⾒てもいいですね。⼀番前で⾒たので、⾸が痛くなりましたが（苦笑）
 泉⽔さんのモナコの⽣声シーンは、他では⾒れないので必⾒ですね。(^-^)

 しかし、歌詞テロップの間違いを⾒つけてしまいました。(^^;)
 『グロリアスマインド』の「グロリアスマインド グロリアススカイ」が「グロリアスマインド グロリアスマインド」に…（汗）

 ２０ｔｈの映像の後に、DVDの宣伝で、各年より２曲づつ、ダイジェストで追加されています。

他にも、前回は気付かなかったのに今回気付いた残念な点がありまして…
 ドライフラワーの作品の写真を９枚を並べて１枚のパネルにしてあるのですが、上下逆に置いたもの、縦で撮影したものを横向き

に置いてしまったものがあったのです。(><)
 確かに作品の向きはわかりにくいかもしれませんが、よく⾒たらわかるのに…と少し悲しくなりました。

 WEZARDに修正依頼しないといけませんね。

今回から設置されている『負けないでＦＯＲ ＪＡＰＡＮ』コーナーには、直筆歌詞とジャケ写のタペストリー、
 テレ朝「やじうまテレビ」の「〜被災地へ…今、届けたい歌〜」で⼀位に選ばれた時の映像・WBM2008から「負けないで」が流さ

れていました。

あと、スタンプの⾊は⽇替わり。スタンプの⽇付も⽇替わりですね。
 前に並んでた⼈は「毎⽇こなあかんやん」って⾔ってました。（笑）

簡単に書くつもりが⻑くなってしまいました。（苦笑）
 ⼤阪は⽉曜まで、その後、各地で開催されますので、是⾮、⾜を運んでみてくださいね︕



Re:『ZARD 20th YEAR展 〜History of IZUMI SAKAI〜』に⾏って来ました︕
6896 選択 チョコレート 2011-05-11 17:29:14 返信 報告

pineさん、皆さん、こんにちは︕

⼤阪ZARD展、さっそく⾏かれたんですね〜︕︕うらやましい︕(笑)
 ジョギングシーンも解明され(笑)、また、京都のときとは違った感情などもきっとあったことでしょうね。

 「軌跡」の合成だけじゃなくて、「ジョギングシーン」の場所もZ研で解明済みって、アピールして欲しかったなぁ〜
(笑)。

 でも、⼀⼈で⾒に⾏ってる場合、⼤きな独り⾔はかなり勇気が必要ですよね(苦笑)。
 やっぱり、相⽅が居ないと････(笑)。ぎゃははは︕

それにしても、

> ジョギングシーンの映像＆ウェアもありますよ︕ 
 > ロケ地が判明した後だけに、ワクワクします。(^-^) 

 > よーく⾒たら、袖の内側から⾝頃の脇にかけて、⽑⽻⽴ってるんですよ。（どこまで⾒てんねん︕って感じですが） 
 > この撮影だけじゃなくて、普段も着てたのかな︖

ぎゃはははは︕
 ⽬の付け所が違うなぁ〜(笑)。こんなところまで⾒てくる⼈は、たぶん、pineさんしか居ません︕

 きっと、普段着ですよ〜。そんな気がする(笑)。

泉⽔さんのモナコの⽣声シーン、私も⾒たい︕聴きたい︕
 どこかでチャンスがあったら、⾒に⾏きたいと、あらためて思ったチョコでした。

 速報レポ、ありがとうございました︕
 

Re:『ZARD 20th YEAR展 〜History of IZUMI SAKAI〜』に⾏って来ました︕
6897 選択 Ａｋｉ 2011-05-11 18:24:38 返信 報告

 レポート有難うございます。

 東京に⾏く予定なので楽しみです。
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 グッズはどういう感じでしたか︖
ＳＨのグッズとか何か珍しいモノはあったでしょうか︖

 やはり「マグカップ」は直ぐに売り切れてたでしょうか︖
 （おそらく、5⽉27⽇は即売り切れだと想いますけれど）

Re:『ZARD 20th YEAR展 〜History of IZUMI SAKAI〜』に⾏って来ました︕
6903 選択 KOH 2011-05-11 20:10:34 返信 報告

pineさんみなさんこんばんはです︕
 私も今⽇開店と同時にZARD展⾒に⾏ってたんですよ〜︕

 もしかしてニアミスしてるかも︖!
 やっぱり今回の展覧会は⾒応えがあっていいですね︕

 映像コーナーでスタッフの⼈が京都より3分ほど多いです。って⾔ってたので、おっ︕︕と思っ
たらpineさんの報告通りDVDの販促ビデオでした(笑)

 今⽇初⽇はスタンプもチケットもブルーからスタートでしたね!もう毎⽇通うのが決定的になりました(笑)
 実は今⽇のお昼前の朝⽇放送のニュースでZARD展の模様が流れています。

さぁ〜︕あと五⽇頑張って通うでぇ〜︕︕(笑)

Re:『ZARD 20th YEAR展 〜History of IZUMI SAKAI〜』に⾏って来ました︕
6905 選択 ドルチェ 2011-05-11 21:14:06 返信 報告

pineさん、チョコちゃん、Ａｋｉさん、KOHさん、みなさんこんばんは︕

pineさん、早速『ZARD 20th YEAR展 〜History of IZUMI SAKAI〜』に⾏かれたんですね〜〜︕︕ レポ、嬉しいです
(^^)

 初⽇に参加とは、気合が⼊ってますね︕ pineサマ、素敵〜︕(笑)

> 正⾯には、例の『軌跡』の⼤パネル。 
 > 「これって合成なんだって〜。Z研が解明したらしいよ〜」な〜んて⾔える筈もなく、やっぱり合成だわ〜と静かに確認

してきました。（笑） 
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ぎゃはは(笑) pineさんなら、さも独り⾔のようにつぶやいてきてくれると思ってたけど、ムリでしたかぁ〜残念(笑)
でもこれって、Z研ならではの楽しみ⽅ですよね︕(^^) 

> テーブルマナー教室の直筆ノートは、京都とは違うページが開かれていましたが、絵⼊りで、細かいことまでたくさん
書かれていました。講師が話すことをひとつ残らずメモされているような印象です。 

 何事にも真剣に取り組む泉⽔さんが想像できて、すごーく愛おしくなっちゃいました。泉⽔さん、抱きしめたいっ︕

映像コーナーのモナコのシーン、私も早く⾒たいな〜(^^)
 泉⽔さんが普通にお話しているところも、⾒るのが楽しみ︕ 

 ドライフラワーは、写真が逆さだったりしたのはちょっと悲しいですね。もう今⽇だけで、WEZARDに苦情が殺到してた
りして(笑)

私は9⽉の福岡までお預けなんですけど、pineさんのレポでわくわく感がますます⾼まりました︕(^^)ありがとうござい
ました︕

KOHさんも、今⽇⾏かれたんですね︕
 > さぁ〜︕あと五⽇頑張って通うでぇ〜︕︕(笑) 

 毎⽇通われるようで、お羨ましいです(笑) ええなぁ〜

Re:『ZARD 20th YEAR展 〜History of IZUMI SAKAI〜』に⾏って来ました︕
6906 選択 stray 2011-05-11 21:23:05 返信 報告

pineさん、チョコさん、Ａｋｉさん、KOHさん、こんばんは。

今⽇から⼤阪ZARD展が始まりましたね︕
お⼆⼈とも京都展に⾏かれたのに、また初⽇に⾏かれたんですか︕（笑）

Ａｋｉさんが書かれているように、マグカップの売れ⾏きが私も気になります（笑）。

> よーく⾒たら、袖の内側から⾝頃の脇にかけて、⽑⽻⽴ってるんですよ。（どこまで⾒てんねん︕って感じですが） 
> この撮影だけじゃなくて、普段も着てたのかな︖

さすがpine様、観察⼒が違う︕（笑）
 病院で撮られた写真でもグレーのスエットを着てらっしゃいましたね。

 普段着というか、疲れたらそのまま寝られるようパジャマ代わりなのかも。
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> 「軌跡」の合成だけじゃなくて、「ジョギングシーン」の場所もZ研で解明済みって、アピールして欲しかったなぁ〜
(笑)。

ぎゃはは、⼤声で独り⾔は恥ずかしいですよね。明⽇も⾏かれるなら、
 「ロケ地︓ロサンゼルス、ノースポインセチア・プレイス

  発⾒者︓ZARD研究所」
 って紙に書いて置いてきて下さい（笑）。

> 映像コーナーでスタッフの⼈が京都より3分ほど多いです。って⾔ってたので、おっ︕︕と思ったらpineさんの報告通
りDVDの販促ビデオでした(笑)

DVDの販促PVがあるんですか︕
 MUSIC FORCUS や MVN で流れた映像と同じもの︖

 

Re:『ZARD 20th YEAR展 〜History of IZUMI SAKAI〜』に⾏って来ました︕
6910 選択 goro 2011-05-11 22:18:24 返信 報告

pineさん みなさん こんばんは

『ZARD 20th YEAR展 〜History of IZUMI SAKAI〜』に⾏かれたのですね。
 詳細なレポートありがとうです。私は⾏くことが出来ないので、様⼦が伺えるだけでも嬉しいです。

 今回からスタンプもあるようですね。
 ジョギングシーンや⼤パネルの事も独り⾔と⾔わず、⼤はしゃぎできそうですね(笑)

 ⼤阪だから⼤阪弁まじりの記載が私にとって新鮮でしたよ(笑)
 京都とは微妙に変化しているようで、また⾏きたくなりました。

 東京には絶対⾏こうと思います。
 ありがとうございまいした。

Re:『ZARD 20th YEAR展 〜History of IZUMI SAKAI〜』に⾏って来ました︕
6913 選択 KOH 2011-05-11 23:42:03 返信 報告
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所⻑、こんばんはです!
> DVDの販促PVがあるんですか︕ 

 > MUSIC FORCUS や MVN で流れた映像と同じもの︖ 
 以前、タワレコに⾏ったときに今回の映像と同じ物が流れていたので間違いないと思います。

 内容は全く同じではなかったと思うんですが・・。

レスありがとうございますm(^-^)m
6914 選択 pine 2011-05-12 10:51:28 返信 報告

チョコさん Akiさん KOHさん ドルチェさん 所⻑さん goroさん こんにちは︕
  

 チョコさん
 >「軌跡」の合成だけじゃなくて、「ジョギングシーン」の場所もZ研で解明済みって、アピールして欲しかったなぁ〜

(笑)。 
 >でも、⼀⼈で⾒に⾏ってる場合、⼤きな独り⾔はかなり勇気が必要ですよね(苦笑)。 

 >やっぱり、相⽅が居ないと････(笑)。ぎゃははは︕ 
でしょう。⼤きな独り⾔はヘンな⼈ですから、⼀⼈じゃ無理です。（苦笑）

 これから⼆⼈以上で⾏かれる⽅に期待しましょう。（笑）

>⽬の付け所が違うなぁ〜(笑)。こんなところまで⾒てくる⼈は、たぶん、pineさんしか居ません︕ 
 いえ、今回、⾐裳の後ろ側を⾒ようとしている⽅がいらっしゃったんですよ︕

 「ひょっとして、Z研⾒てる︖」って思ってしまいました。（笑）

チョコさんも絶対、どこかで⾏けますように…

Akiさん
グッズにあまり興味がないので、ざっとしか⾒ていませんが、珍しいものはなかったと思います。

 ⾬模様の午前中でしたので、お客さんも多くなく、グッズ売り場もすいていました。
 そんな状態ですので、マグカップもまだまだあると思いますよ。

 会場ごとに数が決められているなら、⼟⽇で売り切れになるかもしれませんね。

https://bbsee.info/newbbs/id/6895.html?edt=on&rid=6914
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KOHさん
>私も今⽇開店と同時にZARD展⾒に⾏ってたんですよ〜︕ 

 >もしかしてニアミスしてるかも︖! 
 私は、10時20分頃に⼊場したので、ニアミス間違いないですね︕もしかしたらすれ違っていたかも︕

>実は今⽇のお昼前の朝⽇放送のニュースでZARD展の模様が流れています。 
 そうだったんですか。昼前はまだ会場にいたので、⾒逃しました。残念(><)

 テレビではないですが、カメラマンの⽅が写真を撮っておられたので、写らないように逃げておりました。

KOHさんは毎⽇通われるんですね︕全⾊制覇されたら、是⾮⾒せてくださいね︕

ドルチェさん
 ホントは今⽇⾏く予定だったんですけど、⼤⾬の予報が出ていたので、急遽⾏きました。

 >ぎゃはは(笑) pineさんなら、さも独り⾔のようにつぶやいてきてくれると思ってたけど、ムリでしたかぁ〜残念(笑) 
 ムリですよ〜。シャイだから…（笑うなっ︕（笑））

 >何事にも真剣に取り組む泉⽔さんが想像できて、すごーく愛おしくなっちゃいました。泉⽔さん、抱きしめたいっ︕ 
 できるなら全ページ⾒せて欲しい︕複製が欲しい︕（笑）

 このノートでテーブルマナーのお勉強が出来ますよ。（笑）
 ドルチェさんは9⽉に⾏かれるんですね。私よりももっと沢⼭の事を感じられると思うので、今からドルチェさんのレポを

楽しみに待っていま〜す︕

所⻑さん
 >ぎゃはは、⼤声で独り⾔は恥ずかしいですよね。明⽇も⾏かれるなら、 

 >「ロケ地︓ロサンゼルス、ノースポインセチア・プレイス 
 > 発⾒者︓ZARD研究所」 

 >って紙に書いて置いてきて下さい（笑）。 
 ぎゃはは︕その⽅が⼤勢の⼈にアピールできますね。（笑）

 でも、B社から所⻑さん宛てにクレーム来ますよ。（笑）
 他にもZ研で解明したロケ地の写真や⾐裳もあるので、たくさん置いてこないといけないので、⼤変ですよぉ。（笑）

goroさん 
 >⼤阪だから⼤阪弁まじりの記載が私にとって新鮮でしたよ(笑) 

 ほんまにぃ。これからgoroさんには⼤阪弁でしゃべろかなぁ…でも、ガラ悪なりそうやから、やめときますわ〜（笑）



 
というか、話し⾔葉そのまま⼊⼒変換しても出てこないから、⼤変なので⽌めときます。（苦笑）
京都より少し増えていますし、何度⾏ってもその度に感じ⽅も違ったりしますので、東京では是⾮、通って下さい。（^-
^)

pineさ〜ん︕
6918 選択 KOH 2011-05-12 20:11:17 返信 報告

こんばんはです︕今２⽇⽬帰還しました!(笑)

> テーブルマナー教室の直筆ノートは、京都とは違うページが開かれていましたが、絵⼊りで、細かいことまでたくさん
書かれていました。講師が話すことをひとつ残らずメモされているような印象です。

テーブルマナー教室の直筆ノート、京都で開催された時と同じページでしたよ〜︕
 チケット、スタンプ、２⽇⽬はグリーンでした︕

Re:pineさ〜ん︕
6934 選択 pine 2011-05-13 09:51:17 返信 報告

KOHさん こんにちは︕

きゃ〜︕︕京都と同じページでしたか︕︕しっぱ〜い(^^;)
 書いてある内容が、初めて読んだような気がしたのですが、気のせいだったんですね。（⼤汗）

 KOHさんはきちんとメモされていたんでしょうか︖私の記憶はからっぽ… 
 皆様、⼤変失礼いたしました。m(_ _)m

 KOHさん ありがとうございました。

pineさん︕
6935 選択 KOH 2011-05-13 10:35:07 返信 報告

pineさんみなさんこんにちはです︕
 私もメモしてたわけじゃないんですが、イラストが印象に残ってたのと書かれている事柄を⾒て初めて知ったことがあっ

たんで覚えていたんですよ︕
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私も記憶違いでかなり失敗してますよ〜(^_^;)
しかし 他のページも⾒てみたいですね︕

⾐装
6936 選択 WO 2011-05-13 17:08:36 返信 報告

はじめまして、関東在住で京都には⾏きましたが、⼤阪には⾏く都合がつかない者です。
 楽しく様⼦を読ませていただいています。

 私は服が好きなので、泉⽔さんの着⽤した⾐類から影響を受けています。例えば、「素直に⾔えなくて」ではいていたAG
のｼﾞｰﾝｽﾞとか。。。泉⽔さんは、ﾘｰﾊﾞｲｽ501も好きだったようですが、こちらもあわせ私の愛⽤となりました。

 服と泉⽔さん両⽅好きな⽅がいらしたら、話題にしていただけたら嬉しいです。東京でもまた展⽰をゆっくり⾒てこよう
と思います。

 

ZARD展
6937 選択 サンタ 2011-05-13 20:55:30 返信 報告

皆さんこんばんは。
 僕もZARD展初⽇と今⽇⾦曜⽇⾏ってきました。

 今⽇はチケットとスタンプ、ピンクでした。

Re:ZARD展
6988 選択 pine 2011-05-16 12:26:57 返信 報告

WOさん サンタさん こんにちは︕
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WOさん はじめまして︕(^-^)
２⽉に、京都へ⾜を運ばれたのですね︕

 泉⽔さんの服装はシンプルなものが多いので、⼀般⼈でも参考にしやすいですね。
 「素直に⾔えなくて」のジーンズはAGのものと初めて知りました。尤も、AGというブランド⾃体をはじめて知ったので

すが…（汗）
 他にも「あの服は…」等、WOさんがご存知のことがありましたら、是⾮教えてくださいね。

 東京は来週からですね。ゆっくりと楽しんで来て下さいね。
 今後とも、よろしくお願いします。m(^-^)m

サンタさん
 ⼤阪も今⽇が最終⽇となってしまいましたね。

 サンタさんも⾦曜⽇の時点で、既に２⽇⾏かれて…もしかしたら、⼟･⽇も⾏かれたのでしょうか︖
 ⽇替わりのチケット・スタンプには、収集意欲をそそられますね。（苦笑）

パスワード︓  編集  削除

Powered by bbsee.info. Copyright © 2005-2022
HTML generated at 2022-09-23 15:13:24 (0.059 sec).

https://bbsee.info/

