
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

ラジオトークでの・・・

10815 選択 cool 2008-11-25 03:34:44 返信 報告

99年クルージングライブの事について
 伊集院光が発⾔をしていた時のラジオトークです。

こんなのアップするな〜と怒らないで下さいね（笑）
 爆弾を投下しまぁす〜。

 ttp://www.filebank.co.jp/wblink/81d664fc76a184e2142daabd20158056

Re:ラジオトークでの・・・

10819 選択 stray 2008-11-25 12:27:56 返信 報告

coolさん、こんにちは。

伊集院光のラジオトークは初めて聞きました。
 Ｚ板だと「こんなのアップするな〜」と怒られるかも知れませんね（笑）。
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待ちに待った（待たされた）初ライブが、たった400名限定で、
しかもベストアルバムを買わないと応募できない”やり⽅”には、

 ファンでさえ⾸をかしげる声があったのも事実で、
 これを機にZARDから離れて⾏った⽅も多いと聞きます。

伊集院⽒がZARDファンかどうか知りませんが、
 それだけ当時、世間をアッと⾔わせ注⽬を浴びた企画だったということでしょう。

 それにしても、よくあんなライブ潜⼊⽅法が考えつきますね（笑）。
 遭難＆救助騒ぎになったらライブは中⽌になるんじゃ・・・（笑）

貴重な資料のアップ、どうもありがとうございました︕

Re:ラジオトークでの・・・

10828 選択 cool 2008-11-25 16:15:32 返信 報告

strayさん＞
 こんにちは。

これ、結構珍しいでしょ。
 ついでが、ついででアップするの考えたのですが

 結局しました。

以前、strayさんがライブの報道動画をアップして下さって
 いた時に下にレスでしようかで、タイミングを逃して

 結局そのまましなかったものです。

＞しかもベストアルバムを買わないと応募できない”やり⽅＞”には、ファンでさえ⾸をかしげる声があったのも事実

不満が多かったみたいですよね〜。
 中には、ライブを⾏きたいが為に沢⼭CDを買っていた⼈も

 いたりして。

伊集院光が⾔いたい事⾔って、もうメチャクチャですが(笑）内容的には、懐かしいのではと思います。
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Re:ラジオトークでの・・・

10835 選択 匿名 2008-11-25 21:19:38 返信 報告

 トークアップ有難うございます。
  伊集院さんのラジオは毎週聞いてます。

  伊集院さんは、好感度がある有名⼈や⾃分の事務所の⼤先輩でも、ツッコミどころがある番組やイベントなどをネ
タにすることが多く、更に⾃分の失敗談もネタにしていたりしています。

 この頃の深夜ラジオはどこでもＺＡＲＤ Ｌｉｖｅについてネタになってましたね。
  観たい⼈が沢⼭居るのに何故わざわざ⼈数が少ない会場を選ぶのか︖という単純な疑問を⾯⽩おかしく⾔っていま

すね。どちらかというと「ＺＡＲＤ」ではなく「Ｂｅｉｎｇ」に対するネタですね。

Re:ラジオトークでの・・・

10843 選択 cool 2008-11-25 22:25:34 返信 報告

匿名さん

こんばんは。
 この⼈かなりマニア的ネタが好きなようで

 この先、別の話で永遠と本⼈と周りは盛り上がって
 続いているのですがZARDネタとして

 切り抜かせてもらいました。

この頃、ライブは注⽬度が⾼かったですよね〜。
ネタ的には、ファンには嫌われるかも知れませんが。

しかし毎回、良くくだらないネタを考えつきますよね。

Re:ラジオトークでの・・・

10846 選択 xs4ped 2008-11-25 23:01:34 返信 報告
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coolさん、こんばんは。

> 爆弾を投下しまぁす〜。 
 爆弾投下、有り難う御座います︕(^.^)

 こんな爆弾なら、幾らでも投下して下さい。(笑)

昨⽇、ラーメン⾷べそびれてしまいました。(・２回⽬出演・Official Website紹介)
 もう⼀杯作って頂けると(再Up)有り難いのですが・・・

Re:ラジオトークでの・・・

10852 選択 cool 2008-11-25 23:41:41 返信 報告

xs4pedさん
 こんばんは。
 先⽇の動画の解説ではありがとうございました。

 ⾃分では説明が下⼿なので、あんな⾵に丁寧に解説は
 出来ませんでした。

 おそらく動画を⾒られなかった⼈は四苦⼋苦していたと
 思います。

えっと、ラーメンを⾷べられなかったそうですが
 この屋台は普段、時速100㎞で⾛っているので追いつきません（笑）

・・・実は、アップ⽤になるべく⾊々と⼩細⼯して綺麗に⾒せようとサイズを⼩さくしてアップしたのやつでして、
 アップ⽤はPCのものも消してしまいました。

 すみませーん(>_<)
 質的には、ニコニコ動画などと同じなんじゃ・・・。

それでも宜しければ、何⽅かxs4pedさんだけに、アップお願いします。
 条件付ですが、あそこに直リンされたらムッと来

 ますのでxs4pedさんがダウン済みましたら、削除お願いします。

それでは、お願いします。
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Re:ラジオトークでの・・・

10853 選択 匿名 2008-11-26 00:14:15 返信 報告

こんばんは。
 いきなりですみません。

この放送っていつのか覚えてます︖
 できれば詳しい放送⽇を教えて下さい!!

Re:ラジオトークでの・・・

10857 選択 匿名 2008-11-26 01:32:00 返信 報告

＞ｃｏｏｌさん
  伊集院さんは未だにこんな感じでラジオでトークされてますね（笑）個⼈的には勿論、伊集院さんの考えと違うこ

ともありますが、評論家のような⼝調で⾔われるより、こうやって滅茶苦茶なトークのほうが芸⼈らしい感じます。
  ジョークが解らないお堅いファンの⽅にはイラっとしてしまうかもしれませんね。

Re:ラジオトークでの・・・

10858 選択 匿名 2008-11-26 01:34:31 返信 報告

＞匿名さん
  ファイルでは19990607となっておりますので、おそらく6⽉7⽇だと想います。

Re:ラジオトークでの・・・

10859 選択 cool 2008-11-26 01:54:15 返信 報告

何だか、匿名さんが多数いるようでして
 おそ松くんみたいで、だれに話しをしていいか分かりませーん(>_<)

ラジオの⽇付ですがファイル名そのままでーす。

https://bbsee.info/straylove/id/10815.html?edt=on&rid=10853
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=10853
https://bbsee.info/straylove/id/10815.html?edt=on&rid=10857
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=10857
https://bbsee.info/straylove/id/10815.html?edt=on&rid=10858
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=10858
https://bbsee.info/straylove/id/10815.html?edt=on&rid=10859
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=10859


xs4pedさん、coolさんへ

10860 選択 stray 2008-11-26 07:44:07 返信 報告

xs4pedさん、おはようございます。
 coolさんからありがたいお申し出がありましたので、

 カルチャーにアップしておきました。

coolさん、ありがとうございます。
 100Mを超えるファイルは、↓が便利です。

 http://firestorage.jp/

YouTubeは100Mまでの動画しかアップできないので、
 余計な映像を付けて100M超でアップしたほうが、中華対策になるかも（笑）。

coolさん、strayさんへ

10864 選択 xs4ped 2008-11-26 13:08:42 返信 報告

coolさん、strayさん、こんにちは。

再Up有り難う御座います︕
 Official Website懐かしいですね。

 このホームページは1997年〜のWebsiteですかね︖
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この当時は未だPCを持っていなかったので、ワープロでインターネットしてましたね。(笑)
容量の⼤きい画像は⾒れなくて残念でした。(>_<)

> この頃にホームページがリニューアルとかしたのかな〜と思いますが、どうなんでしょう
かね︖ 
リニューアルは2002.02.06〜ですね。

ありがとうございます!!

10865 選択 匿名 2008-11-26 13:12:02 返信 報告

私が⾒たときはもうファイルが削除されていたので...

情報ありがとうございます。

Re:xs4pedさん、coolさんへ

10867 選択 cool 2008-11-26 13:43:58 返信 報告

strayさん

こんにちは。
 アップありがとうございます。

 xs4pedさんがダウン終わったそうなので
 削除お願いします。

ところで、カルチャーってどこです︖︖

> YouTubeは100Mまでの動画しかアップできないので、 
 > 余計な映像を付けて100M超でアップしたほうが、中華対策になるかも（笑）。

strayさんの、とっておきのZARD秘蔵動画100M超お願いしますよ〜（笑）

それでと・・・中には、PCや回線のスペックが低い⽅がいらっしゃると思い
 ますし、実際、⾃分のPCスペックも低いので。
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⼿持ちで機会があって次回も何かあれば、皆さんの動画補佐として続けますので（笑）

xs4pedさん

こんにちは。

神様は居たようで・・・今回だけの許可とします(嘘ですよ)
 （匿名さんは良く分からないのでゴメンナサイ知りません（笑））

>このホームページは1997年〜のWebsiteですかね︖ 
 1998.12には既にこのホームページレイアウトでしたので

 どうなんでしょうね︖

かなり、通信歴⻑いんですね
 モデムの頃かな︖ピーッガ〜〜って繋がった時の頃

 からでしょうね(笑）

Re:xs4pedさん、coolさんへ

10868 選択 stray 2008-11-26 17:24:28 返信 報告

coolさん、こんにちは。

再アップを削除しました（笑）。
 「軽チャークラブ」といって、Ｚ板の雑談板みたいなものです。

 ⼊室パス制なので、ご覧になりたいときは、上の「問い合わせ」から
 メールをいただければ、URLとPWをお知らせしますので。

> strayさんの、とっておきのZARD秘蔵動画100M超お願いしますよ〜（笑） 
 ぎゃはは、そういうのはこっそり「軽チャークラブ」にアップしてたりして（笑）。

> ⼿持ちで機会があって次回も何かあれば、皆さんの動画補佐として続けますので（笑） 
 はい、今後とも是⾮よろしくお願いします︕

 ちなみにfirestorageは早いですよ。
DLが集中しなければ、filebankの特急パス並みです。
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Re:ラジオトークでの・・・懐かしいですね♪。

10869 選択 oy-miyu 2008-11-26 19:53:04 返信 報告

coolさん、初めまして。皆さん、こんばんは︕。
 情報有難うございます。残念ながら美味しそうな御馳⾛と共に、貴重な映像は観れませんでした (^^;。また何かの

機会に stray さんがupされる事を信じております（笑）。
 > ⼗分キレイな映像ですが、・・・「指輪探し隊」の皆様、ざ〜んねんでした。 

 「指輪探し隊」︖。恥ずかしながら想い出しました…。確かメンバーはstray さん、澄さん、私しか参加していません
でしたでしょう︖(^^ゞ。

 現在も地道に密かに探していますが、詳細な資料が⾒つかりませんね。「永遠」︖のテーマですから、気⻑に調査し
て⾏こうと思っています(^^)。

Re:ラジオトークでの・・・コメントエラー⼆回⽬です(^^;

10870 選択 oy-miyu 2008-11-26 19:56:41 返信 報告

>このホームページは1997年〜のWebsiteですかね︖ 
 (某所での⾃⼰記事を引⽤して(^^;)。

   “2001年2⽉14⽇よりスタートした期間限定ZARD10周年サイト「ZARD10th.com」は 新たに2002年2⽉6⽇坂
井泉⽔さんの誕⽣⽇から

 OFFCIAL WEBSITE及びOFFCIAL online FANCLUBとして⽣まれ変わります。「WEZARD.net」として・・・”
 私もハッキリした時期は憶えてませんが。。。（この時期は、PCをあまりROMする余裕が無かったですm(_ _)

m。）
 リニューアルされた⽇が、誕⽣⽇でスグにデビュー記念⽇がありましたので、バースディBBSでしょうか︖。書き込

みが凄く多くて、
 ROMするのを途中で諦めた記憶があります(^^ゞ(笑)。

 「お祝いのメッセージありがとうございました。 でもお誕⽣⽇はね、最近あまり嬉しくないの（笑）」等。泉⽔さん
のコメントが印象に残っています。

 ご存じかと思いますが、「WEZARD」という情報誌（当時は年会費¥1,000）を発⾏されてました。
 私は№5〜（96.10⽉〜）何冊か所有していますね(^^♪。
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情報誌 №8（97.01 頃）、＜ZARD情報＞ として
“Being系インターネット（Being Music Fantasy）に、WEZARDのホームページが開設されることになりました。
”と掲載されています。

 残念ながら当時まだ、PCを所有していませんでしたので、ROM出来ませんでしたね（ToT）。97、98年︖頃に我が
家へPCが…♪。新曲情報等マイペースな更新でした記憶があります。

 99.8 頃、正式にZARDのオフィシャル FC“WEZARDが発⾜しました。
 P.S.「ZARD BEST 〜軌跡〜」、私は3枚購⼊しましたがライブは落選しましたね（ToT）（笑）。

Re:ラジオトークでの・・・懐かしいですね♪。

10885 選択 cool 2008-11-27 01:11:35 返信 報告

oy-miyuさん

こんばんは。

指輪の件ですが残念な事に…(汗）

> 現在も地道に密かに探していますが、詳細な資料が⾒つかりませんね。「永遠」︖のテ
ーマですから、気⻑に調査して⾏こうと思っています(^^)。 

 頑張って下さいね︕
 詳しい事が分かりましたら、こっそり教えて下さいよ（笑）

会報なのですが、「坂井泉⽔展」にありましたね︕
 ガードマンが睨めを効かせながら。

先⽇CDを整理していた所、応募カードが出てきました。
 応募していなかったようで恥ずかしながら

 記憶にありませんでした。oy-miyuさんは、三枚もCDを
 購⼊されたのですね〜、応募しない⾃分より、

 やはり気迫が違いますね。

以前の会報の事について教えて頂きありがとうございます。
 ⼤変勉強になりました。
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今後とも、よろしくです。

oy-miyuさんへ

10890 選択 stray 2008-11-27 17:17:35 返信 報告

oy-miyuさん、こんばんは︕

megamiさんも「指輪探し隊」のメンバーだったような・・・（笑）
 坂井泉⽔命名の謎も未解明のままだし、早く戻ってきてちょ︕︕（笑）

コメントエラー2回⽬って、禁⽌ワードに引っかかったのでしょうか︖
 それらしき単語は⾒当たりませんけども…（笑）

私も⾃宅にネットを引いたのが遅かった（たしか1999年）ので、
 Beingサイト内の頃はまったく知りません。

 その後「ZARD2000.com」というのがあったような気がしますが、
 気のせいかも知れません（笑）。

 会報準備号は13号からしか持っていませんが、
 12号まではモノクロ印刷、しかも⼿書きだったように記憶しています。

私も3枚購⼊しましたが⾒事に落選でした（笑）。
 古〜い貴重な情報、どうもありがとございました︕

指輪探し隊︖

10895 選択 澄 2008-11-27 23:49:54 返信 報告

stray所⻑様、皆様、こんばんは。

確か”指輪鑑定団”というカッコイイ︖名前じゃなかったでしたっけ︖（笑）
 megamiさんもメンバーでしたね”当時流⾏っていたスネークリングではないのか︖”というような意⾒をおっしゃっ

ていたような…
 私なんか”あれと、これと、それは同じ指輪のように⾒えるのですが…”みたいな、な〜んの役にもたたない意⾒しか⾔

ってなかったんですけどね（笑）
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クルージングライブは”全国に何万⼈ものＺＡＲＤファンがいるのにたった４００名なんて残酷すぎる…”と思いまし
た。

 私は⼀枚しか買いませんでしたが”どうか当たりますように”と毎⽇祈っておりました（笑）

Re:指輪探し隊︖

10898 選択 oy-miyu 2008-11-28 21:20:51 返信 報告

皆さん、こんばんは︕。
 ☆ cool さん

 > こっそり教えて下さいよ（笑） 先⽇CDを整理していた所、応募カードが出てきました。 
 貴重なアイテムですね♪。参加出来たファンは、本当に“幸運の持ち主さん”なのでしょう(^o^)。

 いつ頃になるでしょうか︖。。。その時はこっそり報告しますね（笑）。
 ☆ stray さん

 > megamiさんも「指輪探し隊」のメンバーだったような・・・（笑） 
⼤変失礼しましたm(_ _)m。指輪＆命名の謎を解明する為にも、はやくご復帰される事を願っています(^-^)。

 > コメントエラー2回⽬って、禁⽌ワードに引っかかったのでしょうか︖ 
 2000⽂字以上の⻑⽂でしたので、投稿出来ずかなり⽂章を省略しましたね (^^;。

 > その後「ZARD2000.com」というのがあったような気がしますが 
 えっ︕︖。ありましたか︖。“ZARD com. 2000”ZARD.FCイベントの事でしょうか︖。こちらも限定900名で、⾒

事に落選しましたが（ToT）（笑）。
 ☆ 澄 さん お久しぶりですね。

 > 確か”指輪鑑定団”というカッコイイ︖名前じゃなかったでしたっけ︖（笑） 
 そちらのネーミングがカッコイイですね^^（笑）。重要なご意⾒でしたよ。貴重な︖メンバーなので、今後ともご指

摘を宜しくお願いしますね（*＾＾*）。
> ”全国に何万⼈ものＺＡＲＤファンがいるのにたった４００名なんて残酷すぎる…” 

 恐れながら、申し上げますが…。伊集院さんのトークが間違っていまして…(^^ゞ。正確には限定600名、応募総数は
約100万通ですm(_ _)m。

 当選者が決定するまで、本当に祈る様な気持ちでしたね(^^♪。
 では、ROM専に戻ります。また次の機会に。。。 (^^)/。

https://bbsee.info/straylove/id/10815.html?edt=on&rid=10898
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=10898


Re:指輪探し隊︖

10903 選択 stray 2008-11-28 22:41:25 返信 報告

澄さん、oy-miyuさん、こんばんは。

あはは、たしかに”指輪鑑定団”というカッコイイ名前でした（笑）。
 鑑定資料がなかなか集まりませんね︕ （笑）

> “ZARD com. 2000”ZARD.FCイベントの事でしょうか︖。 
 キャー︕ たしか2000ドッドコムと記憶していたので、

 てっきりネットのサイトだと思ってました（笑）。
 promised you が披露されたファンイベントのことですね、思い出しました。
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