
退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

返信を投稿する 新しい話題を投稿する

ZARD BLEND II

10688 選択 stray 2008-11-20 22:07:26 返信 報告

皆さんこんばんは。

明⽇発売の「ZARD BLEND II」は、ZARD１０周年のトリを務めた作品で、
 ”c/w BEST”的なアルバムです。私のテーマソングもちゃんと⼊ってるし、

 「Take me to your dream」「⻩昏にMy Lonely Heart 」などの
 普段なかなか聴かない曲も秀逸ですよ〜。

皐ちゃんの卒業制作です。
 そろそろストックがなくなってきたー︕（笑）

Re:ZARD BLEND II

10689 選択 stray 2008-11-20 22:08:50 返信 報告

泉⽔さんからのメッセージ①

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧
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=================================================
ＺＡＲＤを応援してくださるファンの皆様へ。

この「ＺＡＲＤ ＢＬＥＮＤⅡ〜LEAF & SNOW〜」は
 もともとRe-mixを施した”リアレンジ作品”として制作を進めて来ました。

 でも、実際聴いてみると、Re-mixされたものでは原曲のイメージが損なわれてしまうので
 最終的には私の好きな秋・冬に向けた楽曲を選び、収録することにしました。

 これからもＺＡＲＤの作品を楽しんでお聴きいただけるよう、妥協せずに頑張っていきます。

坂井泉⽔（ＺＡＲＤ）
 =================================================

 

Re:ZARD BLEND II

10690 選択 stray 2008-11-20 22:10:42 返信 報告

泉⽔さんからのメッセージ②

=================================================
 皆さん、もう「ZARD BLEND Ⅱ〜LEAF & SNOW〜」を聴いていただけましたか︖

 まだ聴いていないという⽅︕とても良い仕上がりになっていると思いますので
 是⾮お友達（恋⼈）にも教えてあげて下さいね︕（笑）

 それから、イタリア・ミラノを背景に、私⾃⾝の事をランダムに語り
 フィルムに収めた『ZARD 10th Anniversary Book 10°〜 decimo〜』

 も⼀⽣懸命つくりましたので、もしよかったら⾒て下さい。
 =================================================

以上、ZARD 10th ANNIVERSARY サイトより

Re:ZARD BLEND II

10691 選択 stray 2008-11-20 22:14:31 返信 報告

インタビュー掲載雑誌
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・Music Freak Magazine (11⽉号/表紙:スタッフインタビュー）
・ミュージッククリエイター（11/13)

 ・WHAT'S IN?（11/14)
 ・CDでーた（11/20)

 ・CD HITS!（11/20)
 ・Music Freak Magazine (12⽉号）

 ・GIRL POP（11/30)
 ・GIRLS HITS（11/30）

 ・B.L.T（11/24）

Re:ZARD BLEND II

10692 選択 stray 2008-11-20 22:24:42 返信 報告

ZARD 10th ANNIVERSARY サイトに、
 『ZARD BLEND II 〜LEAF & SNOW〜』の発売を記念した、スペシャルコンテンツがアップされ、

 オリジナル壁紙のダウンロードもできたようです。
 どなたかお持ちですか︖

また、ZARD１０周年の締めくくりとして東京と⼤阪で、
 『ＺＡＲＤ展』が開催されました。

=================================================
 ⼤阪 ディスクピア⽇本橋 １１⽉２０⽇〜１１⽉２５⽇

ZARDスペシャルグッズが当たる⼤抽選会、１０周年メモリアルパネル展、
 ビデオ上映会に加え、写真撮影可(︕)のスペシャルな⼤看板も店頭にお⽬⾒えします︕

 =================================================

=================================================
 静岡 (株)イケヤ⽂楽館⾼林店 １１⽉２１⽇

ZARD１０年の歴史を振り返るクリップ映像オンパレードのビデオ上映会を開催。
 また、ビデオ上映会参加者はZARDグッツが当たる抽選会にも参加できます。
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 =================================================

Re:ZARD BLEND II

10693 選択 stray 2008-11-20 22:26:03 返信 報告

=================================================
 東京・秋葉原ISHIMARU SOFT ONE  １１⽉２０⽇〜１１⽉２２⽇

⽯丸電気主催『ZARDポスター展』開催
これまでの代表作の貴重なポスターを展⽰。

 また、ニューアルバムご購⼊者には後⽇抽選でプレゼントというウレシイ企画もあります。
 =================================================

=================================================
 東京 ⼭野楽器本店 Jam Spot １２⽉２９⽇

⼭野楽器主催『ZARD 10th Anniversary in Jamspot』開催︕
 １０周年最後を飾るのは今や恒例の⼭野楽器でのZARDイベント。

 気になる内容は、ZARDにゆかりのあるスタッフを招いてのトークコーナー
 (どんな話が聞けるかは当⽇までのお楽しみ・・・)や、ミニゲーム、⼤抽選会、ビデオ上映、

 さらに⼭野楽器で⾏われたイベントの模様や店頭ディスプレイ・店頭DAYの模様を
 パネルで展⽰・・・などなど盛り沢⼭の予定。

 =================================================
 

Re:ZARD BLEND II

10694 選択 stray 2008-11-20 22:31:31 返信 報告

フルPVがあるにはあるのですが、⼩さくて汚いのでやめておきます（笑）。

少し画質がましな全曲紹介ダイジェストver.（サイズ320x240,wmv）
 ttp://www.filebank.co.jp/wblink/a1db1b926ef905107fc61a88d573cea6
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CMと発売当⽇のワイドショー番組各種
ttp://www.filebank.co.jp/wblink/3ba48e65e040591c0e43398398fa2a48

Re:ZARD BLEND II

10699 選択 xs4ped 2008-11-21 01:03:14 返信 報告

strayさん、皆さん、こんばんは。

> 明⽇発売の「ZARD BLEND II」は、ZARD１０周年のトリを務めた作品で、 
 > ”c/w BEST”的なアルバムです。 

 このアルバムは私もお気に⼊りのアルバムですね。
 今の時期にはピッタリですね。(^_-)-☆

> 皐ちゃんの卒業制作です。 
 > そろそろストックがなくなってきたー︕（笑） 

 あれっー、もうストックが無くなってきたの︖
 1〜2年位かけてUpするって⾔ってたのに。(笑)
 ストックが無くなったら、皐ちゃんの真似して作成(Up)してみれば︖

 直ぐバレると思うけど・・・(笑)

> ZARD 10th ANNIVERSARY サイトに、 
 > 『ZARD BLEND II 〜LEAF & SNOW〜』の発売を記念した、スペシャルコンテンツがアップされ、 

 > オリジナル壁紙のダウンロードもできたようです。 
 > どなたかお持ちですか︖ 

 此れでしたっけ︖
 > 少し画質がましな全曲紹介ダイジェストver.（サイズ320x240,wmv） 

 > CMと発売当⽇のワイドショー番組各種 
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全曲紹介ダイジェストver.は私もYouTubeにUpしてるけど少し画質が悪いですね。(YouTubeデビューup品です)
up有り難う御座います︕(^.^)

Re:ZARD BLEND II

10700 選択 xs4ped 2008-11-21 01:05:15 返信 報告

もう⼀枚。
 此れもかな。

 2枚共、以前動画で使⽤した物です。
 他にも有ったかな〜︖

Re:ZARD BLEND II

10702 選択 ドルチェ 2008-11-21 01:32:33 返信 報告

「ZARD BLEND Ⅱ〜LEAF & SNOW〜」⼤好き︕︕たまらなく好き︕︕
 “〜LEAF & SNOW〜”葉の朽ちる様から雪の降る“時間（時期・時季）” ホントに今の季節にピッタリの⼀枚です

ね。
 私の中では、「Boy」と「Just For You」が⼤ツボです。

Re:ZARD BLEND II

10703 選択 xs4ped 2008-11-21 01:39:54 返信 報告

strayさん、皆さん、こんばんは。

> ZARD 10th ANNIVERSARY サイトに、 
> 『ZARD BLEND II 〜LEAF & SNOW〜』の発売を記念した、スペシャルコンテンツが
アップされ、 
> オリジナル壁紙のダウンロードもできたようです。 
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> どなたかお持ちですか︖ 
有った、有った。(笑)

 此れですね。(⾊違いで７種類ですね)
 他に３種類有りますね。

⼭茶花さんからクレームが来ると悪いので、こんな所で良いでしょうか︖(笑)

Re:ZARD BLEND II

10706 選択 saki 2008-11-21 10:30:06 返信 報告

みなさ〜ん、こんにちは〜(^^)/

「ZARD BLEND II」
 strayさんから頂いたALいつも聞いてますよ〜o(^o^)o

 ジャケ写も、ブックレットも無い真っ⽩なCDだけど…
 発売記念⽇に、皐さんのジャケ写がUPされるかな〜って待ってたんですよ〜(^^;)（携帯⽤だった…ｼｭﾝ）

仕⽅ないので⾃分で作る事にします。
 どなたか、ハルニレのジャケ写をUPして下さらないかなぁ〜ｺﾞﾛﾆｬﾝ♡

 

sakiさんへ

10707 選択 xs4ped 2008-11-21 12:00:25 返信 報告

sakiさん、こんにちは。

> どなたか、ハルニレのジャケ写をUPして下さらないかなぁ〜ｺﾞﾛﾆｬﾝ♡ 
 これですか。

 

sakiさんへ②
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10708 選択 xs4ped 2008-11-21 12:11:31 返信 報告

私的にはこっちの⽅がお気に⼊りですね。
 ジャケ写じゃないけど。(壁紙です)

xs4pedさんへ

10713 選択 saki 2008-11-21 14:05:58 返信 報告

 
xs4pedさん、いつも、いつも、ありがとうございます。

壁紙の⽅を使わせて頂きますねぇ〜(^з^)-♡ ﾁｭｯ!

Re:xs4pedさんへ

10716 選択 saki 2008-11-21 15:38:12 返信 報告

⾃分なりのジャケ写作ったよ〜

シンプルにしてみました。 

ありがとうございました。(^_^)v

Re:ZARD BLEND II

10717 選択 カーディガン 2008-11-21 19:38:33 返信 報告

所⻑、みなさん、こんばんは。
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今⽇は、「ZARD BLEND ll〜LEAF & SNOW〜」の発売⽇ですね。
このアルバムは、セレクションアルバムなので、新しい曲ばかりではありませんが、泉⽔さんの想いがたくさんこも
ったアルバムになっております。私のお気に⼊りに曲がたくさん⼊っていてとてもいい仕上がりです(^_-)-☆

泉⽔さんいわく、ファンから隠れた名曲やカップリングなどもいつかはリリースしてほしいとの声に応えたとのこと
で、季節柄、「クリスマス タイム」や「My Baby Grand」はハズせないと思っていたそうですね。

「私だけ⾒つめて」の泉⽔さんのあの歌い⽅、「あなたに帰りたい」「カナリヤ」「永遠」などの泉⽔さんの想いを
知るにつけ、今は普通には聴けない曲ばかりですね。

 このアルバムは10周年としての位置付けだそうですね。私は全然知りませんでした。ただ、ほしいものを集めていた
くらいです。

 今後は、また、こういったことを考えながら、泉⽔さんの作品に触れていこうと思います。
 

アップは最⾼〜︕

10719 選択 シヴァ 2008-11-21 21:07:35 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑さん、こんばんは︕

初めて観た映像がいっぱい〜︕
 いつものように泉⽔ちゃんはかわいい〜︕

 特にアップになった所は最⾼〜︕
 ありがとうございました︕

 お気に⼊りの映像になりました︕
 

Re:ZARD BLEND II

10721 選択 stray 2008-11-21 22:20:28 返信 報告

xs4pedさん、こんばんは。
 数々の壁紙どうもありがとうございます。

 ⼭茶花さんから”全部アップして︕”ってクレームつくんじゃないかとヒヤヒヤしてました（笑）。
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> 1〜2年位かけてUpするって⾔ってたのに。 
あはは、出し惜しみしないで放出しちゃったからねぇ、正解だったけど（笑）。

ドルちゃん、こんばんは︕
 このアルバム好きな⼈が多いですよねぇ、泉⽔さんにも”隠れた名曲を掘り起こす”

 ⽬的があったみたいだし、ディープなファンには堪らないラインナップですね。
 私は「Boy」を聴くとなぜか眠くなります（笑）。

sakiさん、こんばんは。
 皐ちゃんがジャケ写を作るのは、オリジナルなアルバムのときだけですよ（笑）。

カーディガンさん、お久しぶり︕
 私もこの頃ＺＡＲＤから距離を置いていたので、アルバムは買ったものの、

 聴かないでそのまま放ってありました。10周年記念ＨＰも⾒てないです（笑）。
 ファンの思いを泉⽔さん実現してくれたアルバムといっていいでしょうね。

シヴァさん、こんばんは。
 喜んでいただけて嬉しいです。

 シヴァさんは泉⽔さんのアップがお好きなので、たまらんでしょうなぁ（笑）。
 時刻が邪魔ですが、このショットもいいですよねぇ。

 私は「カナリヤ」を階段に座って歌うシーン（⽇本⻘年館）がお気に⼊りです。
 「あなたを感じていない」もフルで⾒てみたいなぁ・・・

 あげるとキリがないので⽌めときます（笑）。

Re:ZARD BLEND II

10725 選択 メパ 2008-11-22 06:37:20 返信 報告

皆さん、おはようございます♪

> 時刻が邪魔ですが、このショットもいいですよねぇ。 
 strayさんのキャプ画をお借りして時刻を消してみました。

 これでスッキリ︖(^^)
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Re:ZARD BLEND II

10726 選択 cool 2008-11-22 07:52:28 返信 報告

こんにちは。

同動画の質がstrayさんの⼿持ちより
 良いか分かりませんが、

 掲⽰板には情報のお世話になっているので
 ⼿持ちの分がありましたので、ノイズ除去して

 アップしておきます。
 多少効果があったように思います・・・︖

需要のある⽅は、どうぞ。

中華の事もあるので、気が向いたら消します。
 お早めに・・・。

ZARD BLEND II 全曲紹介
 ttp://www.filebank.co.jp/wblink/4d43f45efceae1329237bfa0efba51e2

Re:ZARD BLEND II

10727 選択 stray 2008-11-22 13:58:03 返信 報告

coolさん、こんにちは、お久しぶりです。
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フルＰＶ、アップしていただきありがとうございます。
私のより断然画質が良いです。

 例の中華サイト、しばらくチェックしていませんが、まだパクってるんでしょうか（笑）。
 私はDLさせてもらいましたので、いつでも削除して下さってかまいません（笑）。

 
 メパさん、こんにちは︕

いつもながらお⾒事な「消し」ですね。修正ありがとうございました。
 BLEND II のブックレットに同じ写真がありました（笑）。

 300dpiで拡⼤スキャンしてみましたが、画像が⼩さいので粗くなってダメです。
 いずれ、sakiさんが作品に使ってくれると思いますので、お待ち下さい（笑）。

Re:ZARD BLEND II

10728 選択 cool 2008-11-22 15:27:39 返信 報告

こんにちは。

覚えて頂いていたので
 ２回だけ書き込んだだけなのに、記憶⼒凄いですね︕

こっちの⽅が、画質が良かったようで
 アップしたかいありました。（汗）

 wmvにした⽅が良かったかな・・・。

あと、以前テレビ出演の時の指輪姿で
 なるべく鮮明画質で、何かを確認したいと⾔ってません

 でしたっけ︖間違っていたらゴメンナサイ。

今回も画像サイズをなるべく
 ⼩さくしてのアップになりますが、

 フォルダを引っ繰り返せば、出てくるかも知れません（笑）
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中華の⽅は、クラッシュして⼀時⾒れなくなってましたね。
また復活していたので、ファイルは消しておきました。

 

Re:ZARD BLEND II

10734 選択 stray 2008-11-22 18:45:49 返信 報告

coolさん、⼆度⽬まして、こんばんは。

私は物忘れが激しいのですが（笑）、「中華の事」でピーンと来ました。
 wmv化はこちらで出来ますので⼤丈夫ですよ、ありがとうございます。

> あと、以前テレビ出演の時の指輪姿で 
> なるべく鮮明画質で、何かを確認したいと⾔ってません 

 > でしたっけ︖間違っていたらゴメンナサイ。 
 それは、このスレです。

 http://bbsee.info/straylove/id/8136.html#a8143
 Ｍステ２度⽬の出演の⾼画質映像があると嬉しいのですが…。

> 中華の⽅は、クラッシュして⼀時⾒れなくなってましたね。 
 > また復活していたので、ファイルは消しておきました。 

 やっぱりそうでしたか、消滅したんだと思ってました。
 coolさんから頂戴した映像は来年、wmvで配信させていただきます。

 ほんとうにどうもありがとうございました︕
 

Re:ZARD BLEND II

10735 選択 ドルチェ 2008-11-22 18:49:33 返信 報告

みなさん、こんばんは︕

やっと少しだけ落ち着いたので、今⽇はゆっくり書き込みしています。（前の話題も掘り起こしてるよ〜 笑）
 １０周年サイトにスペシャルコンテンツがアップされたりしたんですね。覚えてないな〜

 オリジナル壁紙もあるんですね︕ ポンっと出すxs4pedさん、さすがです（笑）
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ストちゃん所⻑は、「Boy」を聴くと眠くなるとのことですが ドルチェも⼀緒ですよ〜
（笑）

 前にオリジナルZARDマイベストの話したの覚えてる︖︖ドルチェ選曲のオヤスミバージョ
ンにも「Boy」⼊れてるし︕

 懐かしいので過去ログ貼っときますね。#927のオヤスミバージョンも⾒てね〜
 http://bbsee.info/straylove/id/901.html#a928

Re:ZARD BLEND II

10743 選択 goro 2008-11-23 19:20:07 返信 報告

みなさん こんばんは

#10703のxs4pedさんの緑の画像下中央の泉⽔さんのイラストに、あっ︕て思い出しました。
ずいぶん前に⼤掃除した時に泉⽔さんのイラストの⼿鏡を発⾒したんですね。どこにしまった
んだろうと1時間くらい探していたらついに発⾒しました(笑)。8cm×7cm位の⼩さな⼿鏡です
が、とても懐かしく感じました。ZARD BLEND IIの時に頂いた物だったんですね。そういえば
strayさんの記載があった⽯丸電気主催の『ZARDポスター展』を⾒に⾏きましたよ。こちらも
懐かしい〜︕。

 （#10699のイラストと同じですね︕(笑))
 

Re:ZARD BLEND II

10753 選択 Today 2008-11-23 22:00:33 返信 報告

皆さん、こんばんば。

ドルチェさん、お久しぶりです!
 #10735の画像の泉⽔さん、凄く綺麗で可愛いですよね。

 そういえば今年⼭野楽器でパネル展が開かれた時にこの写真がありました。暫くじっくりと⾒てました。

ZARD BLEND IIと関係ない話しですいません(笑)
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シャツバッカ

10760 選択 stray 2008-11-23 22:35:00 返信 報告

goroさん こんばんは

10周年のキャラクターをデザインしたのは、「シャツバッカ」というデザイン事務所です。
 http://bbsee.info/straylove/id/2927.html

このキャラクターが⼊ったグッズがた〜くさんありましたが、
 この⼿鏡は初めてみました︕ ほしい︕︕（笑）

 

Re:ZARD BLEND II

10777 選択 皐 2008-11-24 12:28:28 返信 報告

所⻑こんにちは︕卒業制作の加⼯画UP、ありがとうございますね︕
 動画の⽅もありがたく頂きました♡(笑)coolさんのは無くなっちゃってたんですけどね…(´ `)

 >そろそろストックがなくなってきたー︕（笑） 
 ⼤丈夫ですよ〜︕娘、出戻ってますから♪(笑)

sakiさん、こんにちは〜♪
 ジャケ写は所⻑の仰るとおり、作ってませんでした＾＾ゞ でも正解だったかも︕

 だってsakiさんオリジナルのBLEND IIジャケ写が⾒れたから〜︕(o≧∇≦o)
 ステキです☆ﾐ

Re:ZARD BLEND II

10782 選択 ドルチェ 2008-11-24 14:38:23 返信 報告

Ｚ研のみなさん、こんにちは〜︕

goroさんの泉⽔さんデザインの⼿鏡は私も初めて⾒ました♪
 ZARD離れをしていた時期があって、ZARDモノは封印していたのですが、
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goroさんと同じく⼤掃除の時に⾊々出てきました（笑）
⼿鏡と同じ泉⽔さんデザインのモノを私も発⾒したけど、CD屋さんの販促⽤ステッカーで
した。お店でもらったのかな︖

 右下の泉⽔さんのステッカーは、外国に⾏く時に必ずお守りとして持っていきます（笑）封
印してた時も、これだけは…。

 あと、別スレのモンサンミッシェル空撮ハガキ、すごいですね〜︕確かに要塞ですね。
 goroさんに、モンサンミッシェルやロケ地のことでちょっとお話したいことがあるのですが、あんまり引きずるのも

ナンなので（笑）
 よかったら、deja_vu1992@mail.goo.ne.jp にメールくださいませんか〜︖︖

 あと、恥ずかしくてBBSにはカキコできないコアなファンの⽅からのメールもお待ちしています（笑）

Todayさんへ︕

10783 選択 ドルチェ 2008-11-24 14:46:01 返信 報告

みなさん、こんにちは〜︕

Todayさん、お久しぶりですネ︕お元気でしたか〜︖
 #10735の泉⽔さんは、ホントにすっごく可愛いですよね♡♡ ⾒とれてしまいます。。

 これも、10年前くら前に定期的にあってた⼭野楽器か⽯丸電気のパネル展のときのモノですよ〜
♪ 

 私は地⽅在住で⾏けないので、ZARD友が写真を送ってくれたんです。写真撮影OKだったのかな
〜︖と⼼配した記憶があります（笑）

 今でも、⼭野楽器ではパネル展が⾏われてるんですね︕いいな〜

追伸︓CKリュックは活躍してますか︖︖笑

Re:ZARD BLEND II

10825 選択 ⼭茶花 2008-11-25 14:15:45 返信 報告

strayさん、皆さん、こんにちは。
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#10727の画像は、BLENDⅡのPVからのスキャンされた画像なんですね。
>⼭茶花さんから”全部アップして︕”ってクレームつくんじゃないかとヒヤヒヤしてました（笑）。 

 そうかー。「いつも元画欲しい」とリクエストしてるものですから、そう思われても無理もありません。(笑)
 ⼤丈夫です、リクエストしませんから(笑)。･･っていうか、⾃分が思ってるものが既に添付されてますし。

 ところで、ドルチェさんが投稿されてる画像、レア画像が沢⼭添付されてますね。
 おかげで閲覧が楽しいけど(笑)。
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