
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

ぱしふぃっくびいなす号にようこそ︕

11176 選択 シヴァ 2008-12-18 20:22:04 返信 報告

ｓａｋｉさん、ｓｔｒａｙ所⻑さん、皆さん、こんばんは︕

私は先⽇、「ぱしふぃっくびいなす」に乗ってきました︕

泉⽔ちゃんがライヴしただけあって、なかなか綺麗でしたよ︕
 

証拠︕

11177 選択 シヴァ 2008-12-18 20:24:06 返信 報告

疑り深い⼈が約１名いらっしゃるので
 証拠をお⾒せしましょう︕
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ＮＯ（エヌオー）で・・ １

11178 選択 シヴァ 2008-12-18 20:25:54 返信 報告

このシャンデリア、エヌオーに写ってましたよね︖
 

ＮＯ（エヌオー）で・・ ２

11179 選択 シヴァ 2008-12-18 20:27:17 返信 報告

これも写ってましたよね︕
 

こ〜んなの︕

11180 選択 シヴァ 2008-12-18 20:29:41 返信 報告
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客室はこ〜んなのでした︕

ホテルみたいですよね︕
 

泉⽔ちゃんに似合いそうな・・

11181 選択 シヴァ 2008-12-18 20:32:05 返信 報告

泉⽔ちゃんに似合いそうな場所、発⾒︕

綺麗なツリーに⽩いピアノ、真っ⾚なポインセチア・・。

綺麗な泉⽔ちゃんにピッタリ︕
 

ｓａｋｉさんに似合いそうな・・

11182 選択 シヴァ 2008-12-18 20:35:21 返信 報告

ｓａｋｉさんに似合いそうな場所もありました︕

ｓａｋｉさんは⼈より⾷べる量がかなり多いですよね︕(ﾟ∇^*) ﾃﾍ♪

これだけ広いなら⾷材もきっとたくさんあるでしょうから、
 ｓａｋｉさんのお腹もいっぱいになるでしょう︕

 

所⻑さんに似合いそうな・・

11183 選択 シヴァ 2008-12-18 20:38:29 返信 報告
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所⻑さんと⾔えば、お酒以外考えられませんよね︕(ﾟ▽ﾟ*)ﾆﾊﾟｯ♪

こっちはちょっと狭いですね・・。

もしかしたら全然⾜りないかも知れませんね・・。
 

私に似合いそうな・・

11184 選択 シヴァ 2008-12-18 20:41:31 返信 報告

私と⾔えば深い知識に⾼い教養・・。

それに真⾯⽬すぎるということですね・・。

えっ︖デッキで哲学書を読んでそう︖
 もぅ〜︕そんなこと⾔われたら照れる〜︕

 

Re:私に似合いそうな・・

11188 選択 saki 2008-12-18 22:06:11 返信 報告

シヴァさん、こんばんは〜(^^)/

やっぱり、クルージングに⾏って来られたんですね〜  いいなぁ〜(笑)
 世間は（我が家は特に）不景気だちゅ〜に、宝クジでも当たったんですか〜︖

 そんな⾼級な所に⾏ったら緊張して、⾷べ物が喉を通りませんね〜(^^;)

sakiが似合う場所は…  船⾸かな… 両⼿を広げて…  絵になりそう ―(^-^)― ｷｬﾊﾊ〜
 

Re:ぱしふぃっくびいなす号にようこそ︕

11190 選択 stray 2008-12-18 22:43:58 返信 報告
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シヴァさん、こんばんは。

おお︕ すごいすごい、ほんとにＰＶ号だ︕︕︕
 クリスマスのイルミネーションが飾ってあるってことは、

 クリスマスワンナイトクルーズ︖
 それでも相当お⾼いとは思いますが、#11180はスイートルームっぽいですね。

 すごいなぁ、シヴァさん、うらやましい︕（笑）

お酒飲みに⾏くなら、なにもＰＶ号でなくても・・・（笑）

Re:ぱしふぃっくびいなす号にようこそ︕

11198 選択 皐 2008-12-18 23:18:25 返信 報告

シヴァさん、sakiさん、所⻑こんばんは︕

シヴァさんＰＶ号に⾏かれたんですね︕︕イイなぁ〜いいなぁ〜良いなぁ〜︕︕(笑)
 カーディガンさんはSoffio、pineさんはZARD坂井泉⽔展、

 みなさんうらやましいっ︕(笑)

パパ〜、お姉ちゃんがＰＶ号に⾏けるぐらいお年⽟⽤意しとかなくちゃね︕
 ついでに妹にもドカンとネ︕(笑)

Re:ぱしふぃっくびいなす号にようこそ︕

11200 選択 xs4ped 2008-12-18 23:53:20 返信 報告

シヴァさん、こんばんは。

> 私は先⽇、「ぱしふぃっくびいなす」に乗ってきました︕ 
 「ぱしふぃっくびいなす」でクルージングですか。

 羨ましい〜
 イルミネーションも綺麗ですね︕

 

皐ちゃんへ♪
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11208 選択 stray 2008-12-19 20:43:40 返信 報告

お年⽟、パパが貰いたいくらいです（笑）。

お姉ちゃんは旦那さんに連れていってもらってちょ︕（笑）
 妹は・・・考えるのよそうっと（笑）。

 

⾃信を持って︕

11211 選択 シヴァ 2008-12-19 21:11:47 返信 報告

ｓａｋｉさん、こんばんは︕

> そんな⾼級な所に⾏ったら緊張して、⾷べ物が喉を通りませんね〜(^^;) 
 ⾃信を持って︕ｓａｋｉさんの⾷欲に︕

 ｓａｋｉさんだったら⾷べ物が喉を通らないなんてことはならないから︕
⼤丈夫︕私が保証します︕

 

やっと信じてもらえた・・

11212 選択 シヴァ 2008-12-19 21:15:40 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑さん、こんばんは︕

> おお︕ すごいすごい、ほんとにＰＶ号だ︕︕︕ 
 よかった・・。やっと信じてもらえた・・。

  
> お酒飲みに⾏くなら、なにもＰＶ号でなくても・・・（笑） 

 豪華客船ってどんなのか⾒てみたかったんですよね〜︕
 きっと泉⽔ちゃんも可能な限り探検したんでしょうね〜︕

 私も出来る限りウロウロしてましたね〜︕
 

皐さんに似合いそうなのは・・
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11213 選択 シヴァ 2008-12-19 21:21:24 返信 報告

皐さん、こんばんは︕

> シヴァさんＰＶ号に⾏かれたんですね︕︕イイなぁ〜いいなぁ〜良いなぁ〜︕︕(笑) 
 イイでしょ〜いいでしょ〜良いでしょ〜︕︕

> パパ〜、お姉ちゃんがＰＶ号に⾏けるぐらいお年⽟⽤意しとかなくちゃね︕ 
 > ついでに妹にもドカンとネ︕(笑) 

 ⼤丈夫︕私が保証します︕
 あんなこと⾔ってるけど、実はサプライズしようとしてるんですよ︕

皐さん似合いそうなのは、ここかな〜︖
なかなかいい場所でしょ︖

ｘｓ4ｐｅｄさんに似合いそうなのは・・

11214 選択 シヴァ 2008-12-19 21:25:07 返信 報告

ｘｓ4ｐｅｄさん、こんばんは︕

> イルミネーションも綺麗ですね︕ 
 ありがとうございま〜す︕

ｘｓ4ｐｅｄさんに似合いそうなのは、もちろんここですね︕
 確かいろいろなものをパチンコでゲットしてるんですよね︕

 私は泉⽔ちゃんと⼀緒でギャンブルって全然しないですね〜︕
 

Re:ｓａｋｉさんに似合いそうな・・

11220 選択 saki 2008-12-20 17:02:58 返信 報告

シヴァさん、こんばんは〜(^^)/

貴重な写真を⾒せて頂いたお礼で〜す。
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スイートルームで、泉⽔さんと⼆⼈っきりの時間を過ごして下さいね〜(^_^)v

皐さんと扱いにずいぶん差があるけど…(^^;)  まっ︕ いっか〜︕︕

⾷︕(笑)

11229 選択 皐 2008-12-20 22:07:45 返信 報告

 
シヴァさん、みなさんこんばんは︕

>皐さん似合いそうなのは、ここかな〜︖なかなかいい場所でしょ︖ 
 はぁ〜☆ﾐキレイな海を眺めながらディナーを楽しみたいですね(o≧ω≦o)

 え︖“景⾊より⾷べ物ばっかに気を取られてそう”って聞こえた気が・・・︖(笑)
 まぁstray家の⼦だから、当たってるっちゃ当たってるかな︕(笑)

P.S.#11220は、泉⽔さんもくつろいでる︕違和感なく同化していたので、最初気づかなかったです︕☆
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