
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

⼤阪・坂井泉⽔展に⾏って来ました︕

11171 選択 pine 2008-12-18 15:44:07 返信 報告

皆さん こんにちは︕
 本⽇、⼤阪・ZARD坂井泉⽔展に⾏ってきました。

ライブも含めて、初めてのZARDのイベントなので、随分前からワクワクドキドキ︕
 昨夜もなかなか寝付けませんでした。(^^;)

 そして、待ちに待った今⽇︕
 期待と緊張で、朝からドキドキしながら、⼦供を幼稚園に送った後、掃除なんて帰ってから︕と出掛けま

した。

開店１０分前に到着、⼊⼝には待っているような⼈はなし。正⾯⼊⼝だと⼈も多いんでしょうが、私は⻄館から。ココのエレ
ベーターは７階グランドホール前に到着するし、他に⽐べて空いているのでお勧めですヨ。

さて、開店と同時に⼊店し、７Fへ。会場はすぐ⽬の前︕
 本⽇の展覧会・１番乗りでした︕(^^)/

 ⼊⼝で⼤きなパネルに迎えて頂き、場内へ。
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少しの間、1⼈だけの空間で、泉⽔さんのパネルを鑑賞。⾄福のひとときでした。
程なく少しづつ⼈が増えてきましたが、平⽇の朝なので混雑することもなく鑑賞できました。

中の様⼦は、既に⾏かれた⽅が書いてくださっているのと変わりないと思います。
直筆の歌詞の前には、常にたくさんの⼈がいました。

 映像コーナーは、１００席くらいはあると思います。
 ⼤⾳量でZARDの曲を聴いたのも、⼤画⾯で泉⽔さんを拝⾒するのも初めてなので、⿃肌が⽴ち、胸に沁み⼊り、あっという

間の１８分でした。２回⾒てきました。(^^)

⼤阪・坂井泉⽔展に⾏って来ました︕②

11172 選択 pine 2008-12-18 15:45:23 返信 報告

つづきです

そして、服の展⽰コーナーへ。
 帰ってきてから、ここで失態を犯していたことに気付きました。予習はちゃんとして⾏かなければいけませんね。(^

^;)
 仙台展の時に、タグが⾒えなかったというAL『時間の翼』のグリーンのTシャツ。今回は⾒えていました︕

 ですが、メーカーが判明していないということが記憶から消えてしまっていたので、メモってません。ゴメンなさ
い。m(_ _)m 役⽴たずです…

 これから⾏かれる⽅、⾒てきて下さい。お願いします。

今⽇から、泉⽔さんが描かれた油絵の「実物」も公開されることになっていたそうですが、主催者側の事情というこ
とで公開されていませんでした。

 でも、再現した物は展⽰してありますよ。

新しいグッズはなかったように思います。「10°decimo」はありました。
 でも、私の記憶は頼りになりませんので、これから⾏かれる⽅、よく⾒て来て下さいませ。

 あと、寒い季節だからでしょうか、ポカリも頂けませんでした。

２時間ほど会場にいましたが、泉⽔さんに囲まれ、泉⽔さんの歌声がずっと響いていて、全⾝で泉⽔さんを感じるこ
とが出来る、素敵な展覧会でした。
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Re:⼤阪・坂井泉⽔展に⾏って来ました︕

11173 選択 saki 2008-12-18 16:46:34 返信 報告

 
pine先輩、こんにちは〜(^^)/

いいなぁ〜︕ いいなぁ〜︕ 泉⽔さんの展覧会⾏って来られたのですね… いいなぁ〜︕
 レポート読んでて、次は、私が⾒る番が巡って来そうな感覚で、ドキドキしながら拝⾒しましたよ〜

 あぁ〜ぁ 早く九州にも泉⽔さん来ないかなぁ〜(>_<)

Z板の⽅で紹介されてましたけど…

⽻⽥裕美さんによるピアノミニコンサート があるそうなので
 下記の⽇⽇と時間にコンサートが⾒れますよ。

 12/20（⼟） 1st stage 13︓00〜 / 2nd stage 16︓00〜
 12/21（⽇） 1st stage 13︓00〜 / 2nd stage 16︓00〜

と、⾔う事だそうです。 pine先輩、タグの確認もあるし、もう1回⾏くっきゃないですね〜（笑）
 泉⽔さんを近くに感じられて良かったですね(^_^)v 

 泉⽔さんからの最⾼のクリスマスプレゼントですね… いいなぁ〜(^_-)-☆

Re:⼤阪・坂井泉⽔展に⾏って来ました︕②

11175 選択 stray 2008-12-18 19:07:05 返信 報告

pineさん、こんばんは︕

⼤阪・坂井泉⽔展のレポありがとうございます︕
 ⼤都会・⼤阪といえども、さすがに平⽇は空いてるんですね。

 不況の影響も少なからずあるのかなぁ。
 １番乗りとはすごいです、⾃分のペースでじっくり⾒られるって幸せですよね（笑）。

 AL『時間の翼』のグリーンのTシャツ、タグが⾒えてましたか︕
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⾒るだけじゃなくて、覚えて来て欲しかったなぁ（笑）。
破壊星⼈クンはPANさんに預けて、もう１回⾏って来てちょ︕（笑）

 

いいなぁ〜︕

11185 選択 シヴァ 2008-12-18 20:55:26 返信 報告

ｐｉｎｅさん、こんばんは︕

泉⽔ちゃん展に⾏ってこられたんですね︕
 いいなぁ〜︕平⽇に⾏けて・・。

 ⾳楽葬と今年の５⽉２７⽇は仕事を無視して⾏きましたけど・・。

> 帰ってきてから、ここで失態を犯していたことに気付きました。予習はちゃんとして⾏
かなければいけませんね。(^^;) 

 > 仙台展の時に、タグが⾒えなかったというAL『時間の翼』のグリーンのTシャツ。今回は⾒えていました︕ 
 > ですが、メーカーが判明していないということが記憶から消えてしまっていたので、メモってません。ゴメンなさ

い。m(_ _)m 役⽴たずです… 
 > これから⾏かれる⽅、⾒てきて下さい。お願いします。 

 う〜ん、私は泉⽔ちゃんのお顔に⽬が釘付けになるというクセがあるんですね・・。
 それにメーカーとかあんまり興味ないかな・・。

 でも覚えてたら⾒てきま〜す︕
 エレベーターは参考にさせてもらいますね︕

 

sakiさん、所⻑さんへ

11186 選択 pine 2008-12-18 20:58:43 返信 報告

sakiさん こんばんは︕

>あぁ〜ぁ 早く九州にも泉⽔さん来ないかなぁ〜(>_<) 
 ⼤阪の後、広島・徳島。Z研は九州の⽅が多いので、是⾮とも九州でも開催して欲しいですね。

 多くの⽅に感動を味わって欲しいです。
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>⽻⽥裕美さんによるピアノミニコンサート があるそうなので 
>下記の⽇⽇と時間にコンサートが⾒れますよ。 

 そうなんですよね。展覧会とミニコンサートを同時に⾒れるのは魅⼒ですね。
 ⼟⽇は混雑するので平⽇に⾏きましたが、もう⼀度⾏きたいな〜

所⻑さん こんばんは︕

>⾒るだけじゃなくて、覚えて来て欲しかったなぁ（笑）。 
 ですよね〜。英字で６〜７⽂字くらいだったんですが、横⽂字に弱いので覚えられませんでした。（--;）

 >破壊星⼈クンはPANさんに預けて、もう１回⾏って来てちょ︕（笑） 
 あはは︕PANさんは展覧会を⾒てくるんじゃなくて、破壊星⼈を⾒ておくんですね。PANさんよろしく〜︕(^^)

シヴァさんへ

11187 選択 pine 2008-12-18 21:08:49 返信 報告

シヴァさん こんばんは︕

⾏って来ましたよ。
 >いいなぁ〜︕平⽇に⾏けて・・。 

 いいでしょ︕こんな時は、主婦で良かった〜と思います。
 >う〜ん、私は泉⽔ちゃんのお顔に⽬が釘付けになるというクセがあるんですね・・。 

 >それにメーカーとかあんまり興味ないかな・・。 
 >でも覚えてたら⾒てきま〜す︕ 

 覚えてたら、お願いしますね︕
 映像コーナーでは、是⾮最前列で、泉⽔さんに釘付けになってきて下さいね。(^^)/

別スレですが、ぱしふぃっくびーなすに乗ってこられたんですね︕いいなぁ…
 豪華客船だけあって、豪華ですねぇ。

 ライブが⾏なわれた場所も⾏かれたんですか︖

私も⾏ってきました︕

11191 選択 KOH 2008-12-18 22:45:04 返信 報告
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pineさん、sakiさん、所⻑、シヴァさんこんばんはです︕
私は昨⽇今⽇と⾏ってきました。

 昨⽇は１１時くらいにそして今⽇は仕事帰りの５時半くらいに⾼島屋に⼊りました。
 今⽇はさすがにど平⽇の⼣⽅だったので少なかったですね。

 かなりゆっくり⾒れました︕直筆物がやっぱり感動しますね〜。
 取りあえずはしおりを４種類そろえる気持ちで通います(笑)

Re:⼤阪・坂井泉⽔展に⾏って来ました︕

11197 選択 澄 2008-12-18 23:15:22 返信 報告

pine様、皆様こんばんは。

坂井泉⽔展に⾏かれたのですね。
 今はお歳暮やらクリスマスやらで百貨店はお客様も多く、混雑するのかなと思っていましたが、じっくり⾒られたよ

うですね。
 私は池袋の時に⼆回⾏きましたが、映像観るために⼆時間くらい時間を潰しました（笑）池袋の⽅は皆さんそうだっ

たと思いますが（苦笑）
 ⼤スクリーンと⼤⾳量で泉⽔さんを感じることができて、⿃肌が⽴つの、わかります（笑）

 武道館や代々⽊に⽐べれは⼩さいですが、でもすご〜く良かったのを思い出します。
 是⾮是⾮、多くの地域で開催してもらいたいですね。

Re:⼤阪・坂井泉⽔展に⾏って来ました︕

11202 選択 xs4ped 2008-12-19 00:35:08 返信 報告

pineさん、皆さん、こんばんは。

> 本⽇、⼤阪・ZARD坂井泉⽔展に⾏ってきました。 
 > ライブも含めて、初めてのZARDのイベントなので、随分前からワクワクドキドキ︕ 

 pineさんは初めてのZARDのイベントでしたか。
 ⾄福のひとときを過ごされて良かったですね。(^.^)

 フリーズの連続だったでしょ︕(笑)
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 ポカリは貰えず残念でしたね。
皆勤賞のカーディガンさんに分けて貰ったら・・・(笑)

 > 新しいグッズはなかったように思います。「10°decimo」はありました。 
 「10°decimo」が有ったんですか。

 それじやあ、そろそろ注⽂も出来るのかな︖
 レポート有り難う御座います︕

レスありがとうございますm(^-^)m

11203 選択 pine 2008-12-19 10:32:40 返信 報告

KOHさん こんにちは︕
 もう２回⾏かれたんですね︕そして、更に２回⾏かれる予定なのですね︕

 平⽇でも夜は混雑するのかと思っていましたが、ゆっくりご覧になれて良かったですね。
 直筆歌詞は感動しますね〜。

 歌に込める気持ちが隅々まで感じられて、「アーティスト坂井泉⽔」を⼀番感じました。
 >取りあえずはしおりを４種類そろえる気持ちで通います(笑) 

 何⾊が揃うか楽しみですね。(^^)

澄さん こんにちは︕
 週末はミニコンサートもありますし、かなり混雑するでしょうね。

 映像コーナーも待ち時間なく、ゆっくり⾒れてラッキーでした。
 家では⼤⾳量で聴けないので、⾝体全体で聴く感覚が嬉しかったです。(*^^*)

 ⾒ようと思えばあと１回⾒れたかもしれませんが、帰りの時間が気になって諦めました。

xs4pedさん こんにちは︕
 >フリーズの連続だったでしょ︕(笑) 

 ⼊⼝の⼤きな泉⽔さんに始まり、パネル写真で１枚づつ、直筆歌詞にもフリーズでした。(^^)
 パネルの所は空いていたので、じっくりフリーズ出来ましたよ。（笑）

 xs4pedさんが、遠路、仙台まで何度も⾏かれたお気持ちが、よ〜くわかりました。
 ところで、ピンバッチは外れましたか︖（笑）
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Re:私も⾏ってきました︕

11206 選択 stray 2008-12-19 20:26:24 返信 報告

KOHさん、こんばんは︕

連⽇ご苦労さま︕ 今⽇も⾏かれたのでしょうか︖（笑）
 某サイトで「ロゴ⼊りボールペン」情報を⾒かけたのですが、売ってましたか︖

⼈がいっぱいで・・

11209 選択 シヴァ 2008-12-19 20:58:22 返信 報告

ｐｉｎｅさん、こんばんは︕

> 映像コーナーでは、是⾮最前列で、泉⽔さんに釘付けになってきて下さいね。(^^)/ 
 最前列、空いてるかな〜︖

 泉⽔ちゃんのアップ、⾒たいな〜︕
  

> 別スレですが、ぱしふぃっくびーなすに乗ってこられたんですね︕いいなぁ… 
 > 豪華客船だけあって、豪華ですねぇ。 

> ライブが⾏なわれた場所も⾏かれたんですか︖ 
 ここかな〜︖っていうのはあるんですけど、⼈がいっぱい写ってて・・。

 思いっきり顔がわかってしまうので・・。
 ゴメンなさい・・。

Re:⼤阪・坂井泉⽔展に⾏って来ました︕

11215 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-12-20 06:07:50 返信 報告

おはようございます、ｐｉｎｅさん、みなさん、出遅れて申し訳ないです。

ｐｉｎｅさん、ＺＡＲＤ 坂井泉⽔展に⾏けてよかったですね。(笑)
 例のｐｖの発⾒以来の⾎沸き⾁踊るって感じでしょうか︖
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もっと、静寂な感動でしょうね。

>⼤⾳量でZARDの曲を聴いたのも、⼤画⾯で泉⽔さんを拝⾒するのも初めてなので、 
 ⿃肌が⽴ち、胸に沁み⼊り、あっという間の１８分でした。２回⾒てきました。(^^)

  
 なんだか、⼄⼥のようにわなわな震えているｐｉｎｅさんが⾒えるようで、こっちも嬉しいです。

 

Re:私も⾏ってきました︕

11216 選択 KOH 2008-12-20 09:24:01 返信 報告

所⻑、みなさんおはようございます︕ 
 > 連⽇ご苦労さま︕ 今⽇も⾏かれたのでしょうか︖（笑） 

 > 某サイトで「ロゴ⼊りボールペン」情報を⾒かけたのですが、売ってましたか︖ 
 > 

昨⽇も勿論⾏ってきました︕
 売ってましたよ︕買っちゃいました(笑)

 今⽇も⽻⽥さんのミニコンサートに合わせて⾒に⾏きます︕
 いよいよしおりもあと⼀つっ︕(笑)

僕も⾏ってきましたー

11218 選択 yan 2008-12-20 15:45:12 返信 報告

みなさん、こんにちは︕
 僕も昨⽇⾏ってきました。

 平⽇でもけっこう⼈が多かったです。

「時間の翼」のＴシャツのタグは「CARREAU」って書いてあった気がします。
 その下に⼩さくsportとも書いてあったかな。

 これから⾏かれる⽅確認お願いします。

再現スタジオのマグカップがなんだか⽣々しくてこみあげるものがありました（泣）
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直筆歌詞はやはり釘付けになってしまいました。
「かけがえのないもの」のメロ修正っていうメモは、

 泉⽔さんが間違ってメロディーを歌っていたのを修正するってことなのかな︖と思いました。
 下にC# G# Aと書いてあって、これは「夢中になって」

 の「なって」の部分の⾳ですね。
 半⾳キーが⾼いのでテレビバージョンのものですね。

あと映像のとこで五⽉に三回忌ライブをやるというテロップが⼊ってました。

ZARDをたっぷり感じることが出来てとってもいい展覧会でした︕

Re:⼤阪・坂井泉⽔展に⾏って来ました︕

11219 選択 stray 2008-12-20 16:29:52 返信 報告

皆さん、こんにちは︕

今⽇は⼟曜⽇で、ヒロミちゃんのピアノ⽣演奏がありますので、
 ⼤阪会場はすんごいことになってるんじゃないでしょうか（笑）。

KOHさん
 ボールペンの写真どうもありがとう︕

 これは⼤阪展からのニューグッズですね︕
 私の分も買っておいてちょ︕（笑）

yanさん、お久しぶりです。
 「時間の翼」のＴシャツのタグ、ありがとうございました︕

 ビックリするくらい⼩さ⽬じゃありませんでした︖
 この画像のシャツ、写りが悪いですが泉⽔さんと同じものっぽいです。

 案外お⼿頃な価格です（笑）。
 「かけがえのないもの」のメロ修正は、「夢中になって」の「なって」ところを

 半⾳下げるって意味だと思ってましたけど。
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シヴァさん
ＣＬ会場は８Ｆのメインホールでしたが、ここがそうですか・・・

 椅⼦を取っ払ってＸｍａｓのイルミネーションを飾ってるのかな︖
 

Re:⼤阪・坂井泉⽔展に⾏って来ました︕

11221 選択 yan 2008-12-20 18:10:10 返信 報告

strayさんこんにちは。

> ビックリするくらい⼩さ⽬じゃありませんでした︖ 
 ⼦供⽤のかと思うくらい⼩さかったです。

 逆にスーツは⼤きいなって思いましたけど。

> この画像のシャツ、写りが悪いですが泉⽔さんと同じものっぽいです。 
 > 案外お⼿頃な価格です（笑）。 

 すごい︕よく⾒つけられましたね︕
 ご購⼊するんですか︖笑

> 「かけがえのないもの」のメロ修正は、「夢中になって」の「なって」ところを 
 > 半⾳下げるって意味だと思ってましたけど。 

 まあ完全に僕の妄想ですので気にしないでください。笑
 

Re:⼤阪・坂井泉⽔展に⾏って来ました︕

11280 選択 pine 2008-12-22 11:01:15 返信 報告

アネ研さん こんにちは︕

出遅れなんてとんでもございません。こちらこそレスが遅れて申し訳ありません。m(^^)m
 2008年の最後に、今年⼀番の感動を貰えた感じです。⼤げさかも知れませんが…(^^;)

 >なんだか、⼄⼥のようにわなわな震えているｐｉｎｅさんが⾒えるようで、こっちも嬉しいです。 
 私、⼄⼥ですから…うふふ…(6￣ ￣)ﾎﾟﾘﾎﾟﾘ
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yanさん こんにちは︕
神様・仏様・yan様︕ Tシャツのタグ⾒てきて下さって、有難うございます。m(^^)m

 メーカーが判明して良かったです!
 お⼿ごろ価格のようなので、「Z研・オーストラリアロケ地巡り」の公式Tシャツとして、所⻑さんに購⼊しておいて

貰いましょう。(^-^)/

>下にC# G# Aと書いてあって、これは「夢中になって」 
 >の「なって」の部分の⾳ですね。 

 >半⾳キーが⾼いのでテレビバージョンのものですね。 
 ⾳楽に詳しいと、こういうことまで解っていいですね。
 同じ物を⾒ているのに、私にはチンプンカンプンでした。(-.-)

シヴァさん、所⻑さん こんにちは︕
 #11209は天保⼭の海遊館のイルミですよね。

 PV号クルージングに天保⼭とは羨ましい限りです。

ナイスボケ︕

11285 選択 シヴァ 2008-12-22 20:46:58 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑さん、こんばんは︕

> シヴァさん 
 > ＣＬ会場は８Ｆのメインホールでしたが、ここがそうですか・・・ 

 > 椅⼦を取っ払ってＸｍａｓのイルミネーションを飾ってるのかな︖ 
 あはは︕ナイスボケです︕

 最初何のことかわかりませんでした︕
 ｐｉｎｅさんの⾔うとおり、⼤阪の天保⼭です︕

ＬＥＡＦ＆ＳＮＯＷのメーカーはｙａｎさんのおっしゃる通りです。
 ホントにちっちゃい︕

 泉⽔ちゃんてば細すぎ︕
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オススメ︕

11286 選択 シヴァ 2008-12-22 20:53:11 返信 報告

⼄⼥なｐｉｎｅさん、こんばんは︕

> シヴァさん、所⻑さん こんにちは︕ 
 > #11209は天保⼭の海遊館のイルミですよね。 

 > PV号クルージングに天保⼭とは羨ましい限りです。 
 今年の海遊館のイルミはすごいっていう情報をキャッチして⾒てきました︕

 夜だと路駐し放題だしオススメですよ〜︕
 こんな形のイルミは世界中でここしかないかもしれないですもんね︕
 

⾒たい︕︕

11297 選択 pine 2008-12-22 23:04:50 返信 報告

シヴァさん こんばんは︕

⼄⼥はキラキラに弱いんです。（笑）
 >こんな形のイルミは世界中でここしかないかもしれないですもんね︕ 

 ほんと、そうですね︕俄然、⾒たくなってきました。
 路駐し放題だと聞いて、益々⾏きたくなって来ましたよ〜

 サンタさんに「連れてって〜ｺﾞﾛﾆｬﾝ」っておねだりしようかな〜
 でも、この前、中ノ島でやってる「光のルネサンスに⾏こう︕」と⾔った時は、軽く無視されたので無理かな…
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