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いよいよ武道館ラストライブ︕
7146 選択 チョコレート 2011-05-27 09:20:35 返信 報告

Z研にお集まりの皆さま、おはようございます。お留守番隊のチョコです(笑)。
 今⽇はいよいよ、武道館ラストライブの当⽇ですね。

 参加される皆さんは、すでに現地に向けて出発されている頃でしょうか︖
 天気はかなり微妙ではありますが･･･。

 皆さん、道中お気をつけて、素敵な時間を過ごされることを祈っています。

お留守番隊の私はここで参加される⽅の⽣レポ、楽しみにお待ちしております(笑)。

残念ながら参加できない⽅も、お時間がありましたら、ぜひ、研究所に顔を出していただいて、⼀緒に楽しみましょう︕
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Re:
7147 選択 ジョナサン 2011-05-27 09:38:49 返信 報告

みなさんこんにちは

超お久しぶりのジョナサンです（笑）

今⽇は、参加させていただきます

みんなで盛り上げていきましょう〜〜

よろしくお願いします

☆What a Beautiful Memory forever you☆ in ZARD研究所
7148 選択 saki 2011-05-27 09:51:07 返信 報告

チョコせんぱ〜い? ? ジョナサンさん、みなさん、おっはよ〜(^^)/

今⽇は、待ちに待ったWBMｆのコンサートですねぇ〜o(^o^)o

参加される皆様、⾊々想いはあるかと想いますけど･･･
 ZARD最後のコンサート思いっきり楽しんで来て下さいねぇ〜? ?

今回も参加出来ない私です･･･ちょっと淋しい･･･いい〜や、とても・と〜っても淋しいよぉ〜
(T_T)

 と、⾔うことで、悔しい思いの憂さ晴らしに･･･

留守番隊によるZ研版WBMｆを開催いたしま〜す。

※stray所⻑様、コンサートから帰られたら私のレスは削除して下さいませ･･･m(_ _)m

では、はじまり、はじまりぃ〜(^o^)
 

☆永遠☆
7149 選択 saki 2011-05-27 09:52:35 返信 報告
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 オープニングはやっぱりこの曲︖︖

☆揺れる想い☆
7150 選択 saki 2011-05-27 09:53:39 返信 報告

 
        泉⽔さんの、きゅ〜んと来る歌い⽅･･･

         
         私は、この「揺れる想い」の「からぁ〜だじゅう♪」の、らぁ〜の所（笑） 好きだなぁ

〜(^o^)

☆ 眠れない夜を抱いて☆
7151 選択 saki 2011-05-27 09:55:10 返信 報告

 
    ZARDを知らない時でもこの歌は聴いてた

☆ ⾵が通り抜ける街へ☆
7152 選択 saki 2011-05-27 09:56:03 返信 報告
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     前奏の⼝笛が好き︕︕

☆ あの微笑みを忘れないで☆
7153 選択 saki 2011-05-27 09:59:09 返信 報告

 
  泉⽔さんの短パン姿にうっとり･･･

Re:☆What a Beautiful Memory forever you☆ in ZARD研究所
7154 選択 チョコレート 2011-05-27 10:01:14 返信 報告

sakiさん、超お久しぶりのジョナサンさん、おはようございます︕︕
 朝から参加してくださって、ありがとうございます︕

ジョナサンさんは今回はお留守番ですか︖
 いつぞやは、会場前のジョナサンでの集会にも参加されて、楽しそうなレポを思い出します(笑)。

 今⽇はこちらでぜひご⼀緒に︕よろしくお願いします。

sakiさ〜ん︕︕
 > と、⾔うことで、悔しい思いの憂さ晴らしに･･･ 

> 留守番隊によるZ研版WBMｆを開催いたしま〜す。 
 ぎゃはははは︕素敵︕素敵︕(笑)

 このポスターから、すっごく素敵なんだけど(笑)。
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 今⽇はお仕事はお休みなの︖うふふ。sakiさんも参加してくれたら、お留守番隊は無敵だなぁ〜(笑)。
よろしくお願いしま〜す。

 

☆Get U'er Dream☆
7155 選択 saki 2011-05-27 10:04:38 返信 報告

 
   私、バラードよりこういった曲の⽅が好きみたい

  まだまだ、続くよ〜(^^)/

☆ 君がいない☆
7156 選択 saki 2011-05-27 10:10:56 返信 報告

 
    チョコ先輩、おはようございます。

     今⽇は、準夜なので、３時頃までは暇で〜す。
     

     今まで作った加⼯画でZ研コンサートの真似ごとで〜す。

    皐さんの加⼯画もゲストとしてお呼びしていますよ〜(^_^)v
 

☆ DAN DAN ⼼魅かれてく☆
7157 選択 saki 2011-05-27 10:14:13 返信 報告

 
        ドラゴンボールGTのエンディングで聴いてた･･･
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Re:
7158 選択 ジョナサン 2011-05-27 10:14:20 返信 報告

sakiさん すっごーい︕︕

だんだん⼼が盛り上がってくる〜↑↑↑♪

チョコさん

武道館、⾏きますよ〜〜

覚えててくださって、ありがとうございます（笑）
 ご無沙汰してまして、すみません・・・

Re:☆ 君がいない☆
7159 選択 チョコレート 2011-05-27 10:16:39 返信 報告

sakiさ〜ん、今⽇は、準夜なのね︖お疲れさまです。仕事前なのに、顔を出してくれてありがとうね︕

しかも、すっごく、すっごく素敵な企画︕︕チョコ先輩は朝から⼤感激︕︕涙が出ちゃったよ〜(笑)。
 懐かしい画像にじんわり･･･皐さん、元気かな〜。

 いっぱい作ってくれたよね。本当にこの画像たちにどれだけ癒されたことか･･･。
思い出しただけでも泣けてきちゃう(苦笑)。

続きもまだまだある︖︖(笑）楽しみにしてます。
 

☆ 君がいたから☆
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7160 選択 saki 2011-05-27 10:18:52 返信 報告

 
 笑いたい奴らには、笑わせておけばいいさ･･･ 僕らは⾵に吹かれよう

ジョナサンさん、武道館へ⾏かれるんですかぁ〜 いいなぁ〜

私達の分まで楽しんできて下さいねぇ〜(^^)/
 

ジョナサンさ〜ん
7161 選択 チョコレート 2011-05-27 10:20:50 返信 報告

ジョナサンさん、武道館に参加されるのですね︕うらやましい〜〜〜(笑)。
 Z研からはPANさん（すでに到着済）、所⻑さん、カーディガンさん、goroさんなどなど、多数参加予定です。

 また、会場近くの『ジョナサン』から、⽣レポあるかなぁ〜︖(笑)

ぜひぜひ、素敵な時間を過ごされますように︕
 気をつけて、いってらっしゃいませ。

☆ 愛が⾒えない☆ by 皐さん
7162 選択 saki 2011-05-27 10:21:04 返信 報告

 
 
 お待ちかね〜 ゲストの皐さんの作品をお借りしました･･･

 

☆ マイ フレンド☆
7163 選択 saki 2011-05-27 10:23:11 返信 報告
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    マイフレンドの頃の泉⽔さんに私が似てるって･･･xxxさんが･･･ ぎゃははは︕︕ うっそピ
ョ〜ン︕

 

☆ 異邦⼈☆
7164 選択 saki 2011-05-27 10:24:38 返信 報告

 
 
    B'sの松本さんをゲストに迎えて･･･ あははは︕︕

Re:いよいよ武道館ラストライブ︕
7165 選択 pine 2011-05-27 10:25:39 返信 報告

チョコさん ジョナサンさん sakiさん みなさん こんにちは︕

ずっと楽しみに待っていた⽇なのだけど、最後かと思うと何か寂しい気持ちになってきて、時間よとまれ︕という気分で
す。

 でも、しんみりしてちゃダメですよね。お留守番隊でも、盛り上げていきましょう︕︕

チョコさん
 買い物は昨⽇のうちに済ませたので、今⽇はPCに張りつきます。（笑）

 よろしくね︕

ジョナサンさん お久しぶりです︕
 武道館に⾏かれる前に、こちらにも来てくださってありがとうございます。嬉しいです︕
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武道館では、いっぱいい〜っぱい、素敵な時間過ごしてきてくださいね︕

sakiさん
 BBSで加⼯画⾒れると嬉しいです︕

 チョコさんも仰ってるけど、ホントに癒されましたよ。懐かしいなぁ
 今⽇はどれだけ⾒れるんだろう︖楽しみ(^-^)

sakiさんも今⽇は気持ちが昂ぶってる︖（笑）
 …みんなにはナイショの⼩声で…#7148のタイトルのスペルが(^^;)

☆ 君に逢いたくなったら…☆ by 皐さん
7166 選択 saki 2011-05-27 10:25:43 返信 報告

 
   皐さん、またいつか思いきり騒ごうねッ︕︕

pineさ〜ん
7167 選択 チョコレート 2011-05-27 10:36:08 返信 報告

pineさん、お待ちしておりました(笑)。
  

> 買い物は昨⽇のうちに済ませたので、今⽇はPCに張りつきます。（笑）

ぎゃははは︕昨⽇の打ち合わせどおり︖(笑)素晴らしい︕
 ⼀昨⽇までは気分がなかなか盛り上がらなかったのですが、昨⽇のpineさんの所⻑賞級の⼤発⾒から、すっごく気持ちが

盛り上がってきましたよ〜。
 ありがとうございます。

今⽇はお留守番隊も楽しみましょうね〜。よろしくお願いします。
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☆ きっと忘れない☆ by 皐さん
7168 選択 saki 2011-05-27 10:42:46 返信 報告

 
      泉⽔さんの偲ぶ会の映像で初めてZARDの存在を知った･･･私(^_^;)

      
 pine先輩、おはようございま〜す。(^^)/

ま〜た、やっちゃった(^_^;) 全然進歩が無いですねぇ〜 まっ、これがsakiらしいけ
ど・・・

    pine先輩のロケ地発⾒、神懸かり的ですね〜(^^)/ 

    ⼤阪公演には参加されるとか･･･ かぶり物は⽤意したぁ〜︖︖︖ ぎゃははは︕︕︕
     

 

Re:☆ マイ フレンド☆
7169 選択 チョコレート 2011-05-27 10:45:50 返信 報告

 
>    マイフレンドの頃の泉⽔さんに私が似てるって･･･xxxさんが･･･ ぎゃははは︕︕ うっ
そピョ〜ン︕

ぎゃははは︕懐かしいなぁ〜。

当時はxxxさんの「こ〜んな感じの看護婦さん」のレスに、みんながうらやましがって、憧れ
ていたんだよね･･･(笑)。

 みんな、⼊院したがってました(苦笑)。
 チョコ先輩は、今でもsakiさんが「こ〜んな感じ」と信じてるんだけど(笑)。ぎゃははは。

☆Good-bye My Loneliness☆
7170 選択 saki 2011-05-27 10:47:38 返信 報告
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 （バンドメンバーの紹介）なぁ〜んちゃって、ぎゃははは︕︕ 

 
 私もここで、ちょっと休憩･･･

 

Re:☆Good-bye My Loneliness☆
7171 選択 pine 2011-05-27 11:00:51 返信 報告

バンドメンバー紹介中ですが（笑）

チョコさん
 >ぎゃははは︕昨⽇の打ち合わせどおり︖(笑)素晴らしい︕ 

 でしょう（笑）でもね、お給料が⼊ったところでホクホク(^-^)のはずだったんだけど、財布の中を確認せずに出かけて
しまって、千円しか⼊ってなかったの〜（><）

 だから、おでん＆カレーセットは買えませんでした。(--;)

sakiさん 
 >⼤阪公演には参加されるとか･･･ かぶり物は⽤意したぁ〜︖︖︖ ぎゃははは︕︕︕ 

 そう、⼤阪公演に参加します︕︕かぶり物って、sakiさんまで…やめてぇ〜（汗）
 

いま、新宿です。
7173 選択 アネ研 2011-05-27 11:38:29 返信 報告

こんにちは、sakiさん、チョコさん、pineさん、ジョナサンさん、ドルちゃん、みなさん
 sakiさん、素敵な企画ありがとうございます。私も武道館参加組です。

 今は新宿⾼島屋のZARD展の映像コンサート待ちです。
 あっ今、終わりました。

 やっぱ泉⽔さんはいいですね。
 これから武道館にいきます。

 グッズゲットの待ち時間もBBSで楽しませてもらいます。
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 宜しくね。
ではまたねん。

アネ研さ〜ん
7174 選択 チョコレート 2011-05-27 11:46:09 返信 報告

アネ研さん、こんにちは︕武道館参加組で新宿⾼島屋︖
 ついさっき、PANさんが新宿⾼島屋で誰か居ないのかな〜︖︖って探してましたよ︕(笑)

 同じ会場にいらしたようですが、会えたでしょうか︖
 また⽣レポ、お待ちしています︕

新宿⾼島屋
7175 選択 goro 2011-05-27 11:47:17 返信 報告

みなさん
 おはようございます

からお伝えします
 今新宿⾼島屋です

 映像待ちです

今⽇は蒸し暑く
 既にTシャツ⼀枚で⾮常にみっともないかっこうです

そういえばstrayさんを遠⽬に⾒かけましたが⼤勢の⽅々とお話しされていたようでしたので控えました
 この先巡るところは⼀緒なので

映像を⾒たら急いで六本⽊に⾏きます
 

goroさ〜ん︕
7176 選択 チョコレート 2011-05-27 11:51:14 返信 報告
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goroさん、こんにちは︕goroさんも新宿にいらしたんですね。あら、所⻑さんも︖︖
PANさん、アネ研さんもそちらにいらっしゃるようですから、皆さん、無事に会えていたら良いのですが･･･(苦笑)。

goroさんも今⽇は素敵な時間をお過ごしくださいね。
 また、⽣レポ、楽しみにしています。

Re:新宿⾼島屋
7177 選択 pine 2011-05-27 12:15:58 返信 報告

アネ研さん goroさん こんにちは〜︕

参加組の⽅のレポが⼊ってくると、ワクワクしてきます︕
 みなさん、午前中は新宿⾼島屋だったんですね︕今⽇はきっと⼤盛況でしょうね。

 現場からの⽣レポ、楽しみにお待ちしています。(^-^)
 

☆運命のルーレット回して☆
7178 選択 saki 2011-05-27 12:40:14 返信 報告

 
メンバー紹介も終わったところで（笑）、後半突⼊〜︕︕

  

さぁ〜︕︕ ライブはこれからだよぉぅ〜︕︕

って、stray所⻑が、私の沢⼭のレスを削除するのは⼤変だろうなぁ〜 ぎゃははは︕︕
 

☆今⽇はゆっくり話そう☆
7179 選択 saki 2011-05-27 12:41:43 返信 報告

アネ研さん、goroさん、こんにちは〜(^^)/

会場周辺で、みなさん合流されましたか︖︖
 現地リポートをお聞きしていると、此⽅までテンションUP↑で〜す。
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goroさんお久しぶりです。
>そういえばstrayさんを遠⽬に⾒かけましたが⼤勢の⽅々とお話しされていたようでしたので
控えました

所⻑の周りにいる⽅々はきっとZ研の⼈達だと思うので、遠慮なんかなさらずに･･･ 突撃ぃ
〜︕︕（笑）

Re:いよいよ武道館ラストライブ︕
7180 選択 ドルチェ 2011-05-27 12:43:36 返信 報告

チョコちゃん、sakiちゃん、pineさん、泉⽔さんを愛するみなさんこんにちは︕︕ 
 チョコちゃん、pineさんさっきはチャットでありがと(笑)ぎゃはは。

チョコちゃん、いつもながら先陣切ってのスレ⽴てありがとう〜︕ いよいよだね︕
 参加されるジョナサンさんからのレスや、アネちゃん・goroさんのZARD展⽣レポも⼊ってきてワクワクするね︕

そして、sakiちゃん︕︕
 留守番隊によるZ研版WBMｆ、いいよいいよ〜〜〜︕︕素敵︕︕

 私は今⽇はお仕事なので、あとはBBS参加は夜になると思うけど、
 携帯から⾒れるときにはチラチラとZ研版WBMｆを⾒て、⼀緒に盛り上がりたいと思ってるよ〜(^^)

 できるかわからないけど、携帯から参加しちゃうかも(^^)

お留守番隊のみなさん、今⽇は武道館に負けないくらい盛り上げて⾏こうね〜〜︕︕

☆promised you☆
7181 選択 saki 2011-05-27 12:44:09 返信 報告

 
Z研のテーマ曲

⼀番苦労した画像･･･5枚⽬でやっと合格点が貰えた･･･
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Re:☆運命のルーレット回して☆
7182 選択 ドルチェ 2011-05-27 12:47:21 返信 報告

sakiちゃん、こんちは〜(^^)/ 

ライブ後半に突⼊したのね〜〜︕︕リアルタイムで今⾒てるよ〜。
 留守番隊によるZ研版WBMｆなんて、すんごく素敵なこと考えてくれて嬉しかったよ︕︕ありがとうね︕

 もうすぐ仕事に戻るので会えてお礼が⾔えてよかったです(^^)
 またあとでね︕

☆⽌まっていた時計がいま動き出した☆ by 皐さん
7183 選択 saki 2011-05-27 12:50:33 返信 報告

 
ここからは、皐さんの作品が続くよ︕ (^o^)

ドルチェさん、こんにちは〜(^^)/ 
 武道館に参加は出来なかったけど･･･泉⽔さんを想う気持ちは⼀緒ですよねぇ〜

副所⻑の応援があったので、Z研WBMｆを盛り上げちゃうね〜(^^)/
 

武道館につきました。
7184 選択 アネ研 2011-05-27 12:50:40 返信 報告
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⼀⼈武道館につきました。
⼀年ぶりです。

☆グロリアスマインド☆ by 皐さん
7185 選択 saki 2011-05-27 12:53:52 返信 報告

 
ZARD研究所ホームページの初代表紙なんだよねぇ〜

素敵だなぁ〜 泉⽔さんも、皐さんの作品も・・・
 

武道館2
7186 選択 アネ研 2011-05-27 12:57:42 返信 報告

まだあまり来てません。
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☆瞳閉じて☆ by 皐さん
7187 選択 saki 2011-05-27 12:57:58 返信 報告

 
 
淡い泉⽔さんの画像がとても印象的な作品ですね〜(^_^)v

ドルちゃん、いらっしゃ〜い(笑)、アネ研さん、ご到着︖
7188 選択 チョコレート 2011-05-27 12:58:30 返信 報告

ドルちゃん、お仕事の合間に顔を出してくれてありがとう︕
 チャットに先に来てくれたから、ここで書くのが後になっちゃった(笑)。

今⽇はsakiさんの素敵な企画でここも⼤盛り上がり︕
 武道館に負けてない︖

 またお仕事の合間に遊びに来てくださいね〜。待ってるよ︕

アネ研さん︕
 先ほど新宿⾼島屋に同じ時間に皆さんそろっていたようでしたけど･･･会えなかったのですね。
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でも、所⻑さんもPANさんもそろそろ武道館に到着する予定です。早く合流できますように︕

☆ハートに⽕をつけて☆ by 皐さん
7189 選択 saki 2011-05-27 13:02:55 返信 報告

 
ダイヤの形をした泉⽔さんが凄い︕

アネ研さん、あらら〜 ⼀⼈ぼっちなのぉ〜︖︖︖

早く所⻑さん達と合流出来たらいいのにねぇ〜（笑）
 

☆Tody is another day☆ by 皐さん
7190 選択 saki 2011-05-27 13:05:51 返信 報告

 
 
皐さん作のジャケ写の⽅がず〜と素敵︕︕

sakiさ〜ん
7191 選択 チョコレート 2011-05-27 13:06:06 返信 報告

お︕sakiさんの企画も後半戦始まりましたね〜。ありがと(笑)

懐かしいなぁ･･･初代Z研のトップ画像︕︕わぁ〜涙でちゃう(泣)
 よく引っ張り出して来れたねぇ。sakiさんの倉庫も結構すごいお宝がありそう(笑)。

 今度、新幹線に乗って、sakiさんち倉庫⾒に⾏こうかな(笑)。ぎゃははは︕
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そうそう、さっき、チャットでsakiさんにみんなで会いに⾏こうかって盛り上がってたんだよ(笑)。
もう、sakiさん、⼤好き(笑)←チョコ先輩ちょっと壊れ始めてる︖

☆カナリア☆ by 皐さん
7192 選択 saki 2011-05-27 13:07:53 返信 報告

 
皐さんの作品で特に好きだった･･･ 

Z研が名付けた「カナリア交差点」が懐かしい･･･
 

☆素直に⾔えなくて☆ by 皐さん
7193 選択 saki 2011-05-27 13:14:53 返信 報告

 
>そうそう、さっき、チャットでsakiさんにみんなで会いに⾏こうかって盛り上がってたんだよ
(笑)。

う〜ん･･･ 泉⽔さん似のイメージのままがいいと思うけど･･･ ぎゃははは︕︕
 

☆かけがえのないもの☆
7194 選択 saki 2011-05-27 13:17:59 返信 報告

 
 
この曲好きな⼈が多いんですよね〜o(^o^)o  私も好き︕
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六本⽊から武道館へ
7195 選択 goro 2011-05-27 13:18:53 返信 報告

みなさん
 こんにちわ

今六本⽊の⿃居坂で献花をしました
 新宿でカラーが売っているお花屋さんを⾒つけられなかったので六本⽊で買いました

 ちゃんとお祈りしてきました
 今は武道館に向かっています
 

⿃居坂スタジオ
7196 選択 goro 2011-05-27 13:25:09 返信 報告

画像です

⼆時に武道館に間に合わないかもしれませんでしたが何とか間に合うようです
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Re:⿃居坂スタジオ
7197 選択 pine 2011-05-27 13:32:49 返信 報告

ドルチェさん 
 さっきはお昼休みチャットで、お仕事の合間に来てくれてありがとう︕

 今⽇は、気になって仕事が⼿につかないかもしれないけど、今⽇はいいから（笑）
 また来て下さいね〜︕

アネ研さん
 武道館に到着されましたか︕

 ⾬は降っていないようですね。泉⽔さんが、晴れ⼥パワーで頑張ってくださっていますね。（笑）
 皆さんと無事に合流できますように…

sakiさん 
 どんどん出てくるので、とっても嬉しいよ〜︕(^-^)

 皐さんどうしてるのかなぁ︖元気にしてるかな︖
 この４年間のことをいろいろ思い出すな〜。しみじみ…

goroさん
 献花して来られたんですね。カラーの花束、綺麗です。きっと泉⽔さんも喜んでいらっしゃるでしょう。

 武道館まで、お気をつけて。

☆いつかは･･･☆
7198 選択 saki 2011-05-27 13:39:52 返信 報告

 
淋しげな泉⽔さん･･･

この画像は、作り直しました。
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☆翼をひろげて☆
7199 選択 saki 2011-05-27 13:43:47 返信 報告

 
 
遠い九州から、そっとエールを送るよ･･･

☆こんなに傍に居るのに☆ by 皐さん
7200 選択 saki 2011-05-27 13:46:07 返信 報告

さぁ〜、スタンディングで盛り上げよう︕︕

☆息もできない☆ by 皐さん
7201 選択 saki 2011-05-27 13:47:39 返信 報告

 
 
今でも、此からも泉⽔さんに夢中だよぉぅ〜︕︕
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武道館
7202 選択 goro 2011-05-27 13:48:55 返信 報告

到着しました
 アネ研さんがいるのかな

 今ファンクラブの会報の前で並んでいますがアネ研さん〜て⾔ったら気付くかな︖
 今リハーサルのようでぬくもりが欲しくてが流れています

☆突然☆
7203 選択 saki 2011-05-27 13:48:59 返信 報告

 
 
xxxさんのテーマ曲みたいに思えて･･･

今でもこの曲を聴くとジーンとしてしまう･･･
 

Re:☆翼をひろげて☆
7204 選択 チョコレート 2011-05-27 13:52:17 返信 報告

Z研版WBMｆもすでに30曲を数え、佳境に･･･
 それにしても、良い選曲だよね(笑)。「いつかは･･･」なんて聴いたら、号泣しちゃうなぁ。

「翼を広げて」
 > 遠い九州から、そっとエールを送るよ･･･ 
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この曲が発売になった頃、うちのチビが
♪〜そっと メールをおくろ〜〜〜う♪って⼤きな声で歌っていて、ちょっと恥ずかしかったなぁ･･･(苦笑)。

「突然」この曲もいっぱい思い出があるね･･･。
 「息もできない」くらい、好き過ぎる︕きゃ〜〜〜

goroさん、武道館に到着されましたか︕
 すでにアネ研さんが到着しているはずです(笑)。グッズ売り場かな︖みんな何買うのかな〜︖

会報
7205 選択 goro 2011-05-27 13:56:46 返信 報告

さきほどから⼀⼈つぶやいていてスミマセン

会報は20種類です
 ⼀部500円なので最⾼20000円

 

goroさ〜ん
7206 選択 チョコレート 2011-05-27 14:05:45 返信 報告

goroさん、⽣レポありがとうございます︕
 会報は20種類･･･半分も無いってことですよね︖最近のばかりかな︖

今⽇、関東甲信越、東海地⽅が梅⾬⼊りしたようです。
 画像では東京はまだ⾬は降っていない感じですね。

 泉⽔さんが、みんなが会場に⼊るまで、天気を持ちこたえさせてくれてる︖︖(笑)
 このまま、⾬が降り出しませんように。
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☆Don't you see︕☆ by 皐さん
7207 選択 saki 2011-05-27 14:20:51 返信 報告

 
Z研WBMｆもいよいよ最後の曲となりました･･･ 淋しい･･･

そして最後を飾る画像は、もちろん皐さんの「Don't you see︕」です。
 みなさん、最後まで盛り上がって下さいねぇ〜︕︕

 

☆負けないで☆
7208 選択 saki 2011-05-27 14:22:14 返信 報告

皆様のアンコールに応えて･･･（笑）

さぁ〜みんな⼀緒にぃ〜 ︕︕︕  声を振り絞って歌いましょう︕︕︕

会報40でした
7209 選択 goro 2011-05-27 14:23:52 返信 報告

チョコレートさん
 ごめんなさい

 計算間違ってました
 40種類です

今パラパラと が降ってきました

なかなか進まない
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Re:☆Don't you see︕☆ by 皐さん
7210 選択 チョコレート 2011-05-27 14:23:56 返信 報告

sakiさん、朝からずっとありがとう︕︕
 そろそろお仕事に出かける時間だね。頑張ってね。

 素敵な企画でした〜とても感激したよ。ありがとうね。

帰ってきたら････︖アンコールもあるのかな︖︖
 負けないで･･･アンコールで聴きたいねぇ(笑)。sakiさん、サンキュー︕

あ･･･私が書いている間になんとアンコールが︕︕(笑）ぎゃはは︕さすが。
 

☆Forever you☆
7211 選択 saki 2011-05-27 14:24:06 返信 報告

エンディング･･･

私達は、いつまでも、ZARD坂井泉⽔さんを応援しています。  
         

                     by ZARD研究所⼀同

ZARDのコンサートは今回で最後になりましたが、
 Z研WBMｆは、次回stray所⻑による動画祭り（あるのかな︖（笑）） で、

また、お逢いしましょう︕︕ (^_-)-☆

追伸︓ パパへ
     沢⼭の加⼯画をUPしてすみません･･･m(_ _)m

         次のZ研イベントまでは謹慎してます。ぎゃははは︕︕

Re:☆Forever you☆
7212 選択 チョコレート 2011-05-27 14:28:59 返信 報告
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sakiさん、エンディングまで、完璧なコンサートでしたね︕︕すごい︕ブラボー︕︕
感動しちゃったよ。所⻑さんが、これを怒るわけ無い(逆に所⻑賞もらえるかも?)、謹慎なんてしないでね〜(笑)。

  
 本当にありがとう︕感謝します︕︕お仕事いってらっしゃ〜い。

業務連絡goroさんへ
7213 選択 アネ研 2011-05-27 14:29:57 返信 報告

こんにちは、goroさん、会員のほうですか︖私は所⻑の近くでオフィシャルのほうにいます。じきに会えるでしょう。で
はまた。

アンコール アンコール アンコール
7214 選択 アネ研 2011-05-27 14:36:27 返信 報告

sakiさん、お疲れ様でした。前昼祭ありがとうございました。
 加⼯画を⼤きく⾒れなかったけど、熱い熱気(繰り返したくなるほど)を感じましたよ。

 お仕事頑張って来てくださいね。

業務連絡アネ研さんへ
7215 選択 goro 2011-05-27 14:49:05 返信 報告

連絡ありがとうです
 後もう少しで会報にたどり着きますがなかなか進まない

暇つぶしに本を読んでいますが飽きてきました

のちほどお会いしましょう
 場所決まりましたら教えてくださいね

Re:☆Forever you☆
7216 選択 Mororo 2011-05-27 15:02:37 返信 報告
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素敵な画像の数々、ありがとうございます(^-^)
私は本⽇初めて、ZARDのコンサートに⾏く者です。

 なかなか機会に恵まれず、今⽇まで本当に⻑かった
 です・・・

ここ暫く、１周忌、３回忌特番の映像を⾒ながら
 気持ちを盛り上げようとしていたのですが、中々
 スイッチが⼊りませんでした。やっと”ハートに

 ⽕をつけて”いただいた気分です。(^^;

本来なら午後から半休して、新宿に寄ってから、
 のはずが、⼦供の発熱で朝から⾃宅待機です。

 家族が帰り次第、北の丸に参ります。

⼀般販売席の２階中央の天井桟敷ではありますが
 今宵は存分に楽しんで来たいと思います。

坂井さん、そして皆様への感謝の気持ちを込めて
 ⼀筆啓上いたしました。

 

君がいたから
7217 選択 goro 2011-05-27 15:06:12 返信 報告

流れています

フィールドオブビューの声も聴こえます
 ということはフィールドオブビューがゲスト

 突然が流れました
フィールドオブビューがリハーサル中

 

Re:☆Forever you☆
7218 選択 pine 2011-05-27 15:32:59 返信 報告

https://bbsee.info/newbbs/id/7146.html?edt=on&rid=7217
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=7217
https://bbsee.info/newbbs/id/7146.html?edt=on&rid=7218
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=7218


sakiさん 
今⽇は朝から盛り上げてくれてありがとうね︕素晴らしい企画でしたよ︕

 オープニングからアンコールまで…素敵な加⼯画でとっても楽しめました。(^-^)
 そしてエンディングも、みんなの気持ちを代弁してくれて,

 素敵な素敵なZ研版WBMｆをありがとう。

Mororoさん、はじめまして︕
7219 選択 チョコレート 2011-05-27 15:34:34 返信 報告

Mororoさん、はじめまして。お留守番隊のチョコレートと申します。
 こちらにご挨拶をいただきありがとうございます︕

Z研では所⻑をはじめ、ほとんどの︖所員がすでに武道館に到着していますので、研究所内はZ研レディースのみ?の状態
でワイワイしているところです。

 Mororoさんの気持ちのスイッチが⼊ったということ、とてもうれしいです。盛り上がっていきましょうね。

今回初めて、武道館に参加されるのですね〜。
 私もZARDのコンサートはSHに⼀度⾏けただけですが、それでも素敵な時間でした。

 お⼦さんの熱、⼼配ですが･･･Mororoさんも、どうか、素敵な時間を過ごすことができますように･･･。

ライブの感想など、また報告していただけたらうれしいです。楽しみにしています。

Mororoさんへ
7220 選択 pine 2011-05-27 15:54:34 返信 報告

Mororoさん はじめまして︕pineと申します。

Mororoさんのハートに⽕がついたと書き込んでいただいて、嬉しいです。(^-^)
 どうぞ、武道館で楽しいひと時を過ごしてきてくださいね︕

お⼦様、お熱⼤丈夫でしょうか︖
 ⼦供って、どうしてこういう時に具合が悪くなるんでしょうね︖うちも２⽉のSHの時にそうでしたから…（苦笑）

 早くお元気になられますように…
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開場まで、あと1時間・・・
7224 選択 チョコレート 2011-05-27 16:56:41 返信 報告

まだ開場まで1時間ありますね。皆さん、グッズは無事に買えたのでしょうか︖
 パンフにゲストがありましたが、パッと所⻑さんに⾒せてもらったところでは、あまり･･･⽬新しい感じが･･･(汗)。

 FOVが⽬⽟なのかな︖︖(苦笑)

なんだか、落ち着かない感じになってきました(苦笑)。
 私が武道館に参加するわけじゃないのに･･･

会場に⼊った頃でしょうか︖(笑)
7226 選択 チョコレート 2011-05-27 18:12:33 返信 報告

ドキドキしてきますね･･･。
 皆さん、そろそろ⼊場し始めたのではないでしょうか。

 ⽣レポも途絶えております･･･(苦笑)。
 皆さん、楽しい時間を過ごしてくださいね︕

 終わったら、報告待ってます︕

Re:☆Forever you☆
7227 選択 ドルチェ 2011-05-27 18:53:42 返信 報告

みなさん、こんばんは＆ただいま︕(笑) ホントにホントに、いよいよですね︕︕

sakiちゃん、今⽇は朝からとっても素敵なZ研版WBMｆをありがとうね︕お疲れサマ︕
 武道館より⼀⾜お先にこっちは、ば〜っちり盛り上がっちゃったね︕(^^)

 武道館ライブに参加は出来ないけど、泉⽔さんを想う気持ち
 はもちろん⼀緒だよ︕ 九州から⼀緒にエールを送ろうね。

チョコちゃん、pineさん、いつも盛り上げてくれてありがとう︕ もっとチャットでお話したかった︕(笑)
 いよいよですね。緊張してきたぁ〜〜︕︕ 

https://bbsee.info/newbbs/id/7146.html?edt=on&rid=7224
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=7224
https://bbsee.info/newbbs/id/7146.html?edt=on&rid=7226
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=7226
https://bbsee.info/newbbs/id/7146.html?edt=on&rid=7227
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=7227


おうち帰ってきたら、お留守番組のみなさんと⼀緒にPCに張り付く予定だったのですが、どうしても外せない⽤事が(泣)
なるべく早くとんずらしてくるので、みんなで泉⽔さんを盛り⽴てていてください︕ 

武道館⼊場
7229 選択 goro 2011-05-27 18:59:33 返信 報告

先ほど武道館⼊場しました
 場所は2階南のど真ん中です

楽しみです

先ほどみなさんにお会いしました

元気そうで良かったです
 嬉しかった

みなさんも会場⼊りです
 さぁ楽しむぞ

楽しんでくださいね︕
7230 選択 チョコレート 2011-05-27 19:30:27 返信 報告

goroさん、⼊場の報告をありがとうございます。
 もう始まりましたね･･･。

 未公開のあっと驚くような映像にクギ付けになっているでしょうか︖(笑)
 今⽇は体中で、泉⽔さんを感じて、満喫してくださいね︕

 ライブ後の報告を楽しみにしています。

ドルちゃ〜ん︕おかえり︕︖あらら︖またお出かけかな︖(苦笑)
 今⽇は仕事の合間に顔を出してくれてありがとうね︕

 前昼祭はバッチリ盛り上がったよね︖武道館も負けずに盛り上がって欲しいです。
 ドルちゃん、帰ってきたらまたお話しようね〜待ってるよ︕
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お疲れさまでした︕
7231 選択 チョコレート 2011-05-27 22:32:21 返信 報告

無事に終了したようですね。皆さん、お疲れさまでした︕
 PANさんの第⼀声は、とても満喫されたようで、うれしかったです(笑)。

 あ〜〜⾏きたかったなぁ･･･。

このあとはオフ会なのかな︖︖オフ会中継ある︖︖(笑)
 では、続きはよろしくお願いしますね〜。

ネタバレ注意
7232 選択 goro 2011-05-27 22:46:05 返信 報告

22時頃に無事に終了しました

帰宅途中です

ネタバレなので⼤阪参加の⽅は⾒ないでください

途中でハプニングあり未公開画像あり
 デビュー前の歌声あり

 テレサテンの歌の泉⽔さんバージョンあり

3時間たっぷり楽しめました

席は2階席の奥の⽅でしたがど真ん中だったので苦労なく良く⾒えました

stray さん達は近くで飲んでいるようです

今⽇たくさんの⽅々にお会いできて嬉しかったです

goroさん、お疲れさまでした︕
7233 選択 チョコレート 2011-05-27 23:07:36 返信 報告
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終わりましたね･･･。あっという間の1⽇だったでしょうか︖
デビュー前の歌声︕︕︖

 おお〜〜〜〜そんなものがあったのですか︕(驚)

またゆっくりレポートをお願いしますね。
 今⽇は余韻に浸って･･･休んでくださいね。
 ⽣レポ、ありがとうございました︕

お疲れ様です
7234 選択 アネ研 2011-05-27 23:56:48 返信 報告

こんばんは、みなさんチョコさん初めみなさん、BBS盛り上げていただいてどうもです。
 ⽇曜⽇の夜にはいろいろネタがでることでしょう。

 お楽しみにね。（笑）
 チョコさん、幹事お疲れ様でした。

Re:ネタバレ注意
7235 選択 ドルチェ 2011-05-28 00:24:41 返信 報告

みなさん、こんばんは︕ 

ちょっと帰りが遅くなってしまいました(苦笑)
 チョコちゃん、来るのが遅くなってしまってゴメンなさい︕(><) ずっとありがとう。

そしてライブ参加組のみなさん、お疲れサマでした︕
 早速、goroさんとアネちゃんのライブ後の書込みがきてますね〜(^^) 楽しかった︖泉⽔さんを満喫できた︖︖

ここは、ネタバレ⼤歓迎なので、初めての⽅もどんどんレポお願いします︕ 詳しければ詳しいほど⼤喜びします(笑) 
 ただ、その場合は【ネタバレ注意︕】をタイトルにつけてくださいね︕

なんか、デビュー前の歌声まであるそうで・・KQ時代のものなのかな〜︖︖
 明⽇か明後⽇には、楽しいレポがどんどん届くんでしょうね(^^) 待ってますよ〜︕
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Re:ネタバレ注意
7236 選択 Miya 2011-05-28 00:53:19 返信 報告

みなさんこんばんは︕
 今⽇は⼆重橋から11時半に帰宅です。

 お留守番隊の皆さん(^ｰ^)お疲れ様でしした。

私も南2階Gでした。
 どこかで皆さんと遭遇してるのですね。

 隣が空席でﾊﾟﾝﾌ等がありましたが左隣の親娘が持去りました。浅ましい限りです。

余韻さめやらず、今夜は眠れそうもありませんね。(^_-)-☆
 

皆さん、お疲れさまでした︕
7243 選択 チョコレート 2011-05-28 08:33:52 返信 報告

ドルちゃん、アネ研さん、Miyaさん(とってもお久しぶりです︕）、武道館参加チームの皆さん、お留守番隊の皆さん、お
はようございます。

昨⽇は参加組もお留守番隊も、それぞれ盛り上がって(笑)興奮さめやらぬまま、眠れない夜を抱いて過ごされたことでし
ょう(笑)。

 ポツポツと参加チームからレポがあがり始めていますが（所⻑さんがセットリストを別スレで発表中･･･）、皆さんからの
レポを楽しみにしていますよ〜。

お留守番隊の皆さん、Z研版WBMｆを開催してくれたsakiさんをはじめ、pineさん、ドルちゃん、参加組のジョナサンさ
ん、goroさん、アネ研さん、Mororoさん･･･今頃は余韻をまだ楽しんでいる頃かもしれませんが、こちらにも⽣レポをし
てくださったり、レスを下さり、ありがとうございました。うれしかったです。

昨⽇、ここを⾒てくださっていた⽅が、「楽しかった〜」と思っていただけてると良いな、と思っています。
 皆さん、お疲れさまでした︕

Re:皆さん、お疲れさまでした︕
7245 選択 stray 2011-05-28 08:55:14 返信 報告
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sakiさん、チョコさん、pineさん、ドルちゃん

まさかこんなスレが⽴ってるは思ってなかったし（笑）、
 まだ全部読み切れてないので、あとで改めてレスしますが、

 お留守番部隊の皆さん、盛り上げてくれてどうもありがとうございました︕

私の採点は⾟⼝ですが（笑）、⼗分楽しめましたし、会場も盛り上がってましたよ︕
 「⼼を開いて」以降は総⽴ちでした。⾟⼝採点の理由もは帰ってから書きますので。

これからお墓参り＆ロケ地巡りに⾏ってきます︕

ありがとうございました
7250 選択 Mororo 2011-05-28 11:04:17 返信 報告

お陰様で、昨夜は楽しむことが出来ました。
 チョコレートさん、pineさん、コメントありがとうございました。

 結局、義⺟にも協⼒してもらって開場時間に間に合いました。終演後、職場に出向いたので、余韻を楽しむ間もなく北の
丸公園を引き上げてしまいましたが、グッズ売り場は⻑蛇の列でしたので、並んでいられる皆さんが少しうらやましかっ
たです。

Miyaさん、はじめまして。
 > 私も南2階Gでした。

同じブロックの後⽅でした。

> 隣が空席でﾊﾟﾝﾌ等がありましたが左隣の親娘が持去りました。浅ましい限りです。

ありましたね。Today is another day中の歌詞、”きっと⼼が寂しいんだ...” が届いていなかったのかな︖と思いたいです
ね。

お疲れさまでした︕
7256 選択 ドルチェ 2011-05-28 15:47:40 返信 報告

チョコちゃん、みなさんこんにちは︕
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昨⽇は、ライブ参加組の⽅々も、お留守番組の⽅々も、お疲れさまでした︕
ライブに参加された⽅たちは、改めて昨⽇のシアワセなときを噛み締めていらっしゃる頃でしょうか(^^) 

チョコちゃん、pineさん、sakiちゃん、お留守番組を盛り上げてくれてありがとうございました︕
 お陰で少しだけだったけど、楽しい時間を共有することができました(^^)

昨⽇ご挨拶できませんでしたが、Mororoさんも初めてBBSに書き込んでくださってありがとうございます︕
 お⼦さんのことや、ライブ終了後のこと⼤変だったようですが、素敵な時間を過ごされたようで私まで嬉しくなりました

(^^)

Miyaさん、お久しぶりです︕ 昨⽇はちゃんと眠れましたか︖︖(笑)
 お留守番組としては、ライブに参加された⽅たちの「楽しかった︕」の声をきくことが⼀番の喜びなので、

 まだまだ余韻さめやらぬ中でのご報告、すごーく嬉しかったです︕

今⽇は、所⻑さんたちZ研メンバーは、お墓参りとロケ地巡りに⾏ってるのでそちらの⽅のレポも楽しみですね(^^)

sakiさん、チョコさん、ありがとう︕
7378 選択 stray 2011-05-30 14:48:10 返信 報告

いやぁ、感動しました、本物のWBMfより感動が⼤きいです（笑）。

まさか武道館当⽇、私が留守の間にこんな企画が進んでいたとは︕
 真っ先にお礼を⾔わなければいけないのに、遅くなってごめんなさい。

 もろもろのレス、レポに忙殺されて、今ようやく全部読んだところです。

sakiさん、素敵なコンサートを開いてくれて、どうもありがとう︕
 チョコさんのMC︖も素晴らしいですね︕

 もしかして元アナウンサーだったりして（笑）。
 武道館に⾏かずに、こっちのコンサートに参加したかったですぅ︕（笑）

謹慎とか記事削除なんてとんでもない︕
 お⼆⼈に所⻑賞（武道館のお⼟産）をすでに差し上げました︕（笑）

しかし、加⼯画でコンサートって、どこからそういう発想が出てくるんですかね。
 私の頭では到底無理。sakkiさんの発想に脱帽です。

https://bbsee.info/newbbs/id/7146.html?edt=on&rid=7378
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=7378


懐かしい皐ちゃんの加⼯画もあって、うるうるしちゃいました。
（ちなみに皐ちゃんは⾳信不通、元気ならいいのですが・・・）

sakiさんの予想した35曲のうち、演奏されたのは20曲。
 前半はパーフェクトだったけど、後半はさんざんでしたねぇ（笑）。

 今回は追悼ムードを⼀切排除だったので、まだ検証してませんが
 私のセトリ予想もまぁまぁ当たってる程度でしょうか（笑）。

Z研WBMｆを動画で開催したいところですが、未公開の映像を私が
 持っているはずもなく、stray所⻑による動画祭りは無理ですが（笑）、

 B社が今後何もしないようなら、Z研でWebコンサートを開いちゃいましょう︕（笑）

とにかく企画・進⾏のお⼆⼈と、観客で参加すてくれた皆さんに感謝、感謝です。
 どうもありがとうございました︕

goroさん、実況中継ありがとうございました︕
 新宿⾼島屋でカラーの特設販売してましたよ（笑）。

Mororoさん、はじめまして︕
 Z研を⾒てハートに⽕をつきました︕（笑）

 今後ともご贔屓にどうぞ。
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