
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

【ネタばれ注意︕】⼤阪堂島公演レポート

13933 選択 カーディガン 2009-05-16 20:43:48 返信 報告

※武道館公演まで内容を⼀切知りたくないという⼈はスルーして下さい。（追記︓stray）

みなさん、こんばんは︕
 昨⽇の５⽉１５⽇（⾦）に⼤阪堂島公演に⾏ってきました。チケットを運良く取れたので、参加したものです。

 ファンクラブでは武道館に申し込んでいたので、⼤阪公演は申し込んでおりませんでした。予想よりチケットを取るのは⼤変
でしたね。ある⽅に、⼤阪のチケットを申し込んでもらいましたが、もう⼀⼈の⽅のほうは⼤阪には当選しなかったので、⼤
阪公演はあきらめようかとも思ったのですが、やっぱり参加したくなったので、申し込んだものです。当選しなかった⽅々の
ためにも、つたないレポですが、いたします。

 堂島の２⽇⽬の公演が始まったので、ここらへんでレポをあげます（笑）

最初に書いておきますが、今回の公演は、未公開映像が満載です。⾏かないと⼀⽣後悔することと思いますので、ぜひ⾒てい
ない⽅はお出かけください（勧）

今回の公演では、未公開映像がたくさんありましたが、ネタばれが困る⽅は読まないようにしてください。

Re:⼤阪堂島公演レポート
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13934 選択 カーディガン 2009-05-16 20:45:59 返信 報告

⼤阪の開場の雰囲気などお伝えします。
 グッズ販売では、「素直に⾔えなくて」のポスターがありましたので、書籍などを買って、１本もらいました。

 あの１０周年記念の詩集がたくさんありました。私はさっそく予備に︖買い込みました。たくさんありましたが、レ
アものであるだけにすでになくなったようです。また、時間の翼のバンドスコアもけっこうあったのですが、これも
なくなったようです。

 ポストカードセットはいい仕上がりだと思います。今のところは使う予定はないですけど。ストラップも記念に買い
ましたが、今までよりも「ＺＡＲＤ」のロゴが⼤きく⽬⽴っていますね。いちおう全⾊買いました。

 グッズを⼭のように買っている⽅がけっこういました。チケットがないながらも、グッズだけを買いに来ているかた
はけっこういたようです。⼊場できないまでも、チケットを譲ってくれる⼈がいることに望みをかけて来ている⼈も
多かったです。

Re:⼤阪堂島公演レポート

13936 選択 カーディガン 2009-05-16 20:48:13 返信 報告

⼤阪堂島公演の１⽇⽬のナビゲーターはFM⼤阪の森裕⼦さんです。２⽇⽬は⼤塚さんの予定になっております。
 ⼤阪公演ではパンフレットに全部で２９曲がセットリストとして載っていて、基本的にこのセットリストどおりに演

奏されました。⼀部演奏されない曲もありました。未公開映像は半分くらいはありました。コアなファンである、う
ちの所⻑も⾒たことのない映像ばかりだと思います（笑）

 バンドメンバーは昨年よりは少ないですね。堂島リバーフォーラムはパイプいすを並べて席をつくっていて、私は最
後列で、追加席のような感じ︖︖︖後ろにはＢ社の関係者がい〜っぱい並んでいました（>＿<）関係者は⽴っていま
したね。せまいホールであるだけに、関係者の席を作るのもひと苦労のようです。ホール⾃体は新しいので、とても
きれいでした。

 

Re:⼤阪堂島公演レポート

13937 選択 カーディガン 2009-05-16 20:49:13 返信 報告

映像は、今回も泉⽔さんの⽣き⽣きした映像があふれておりました。
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まず、オープニングは永遠のＰＶです。導⼊の話は、今までとは変わっていました。「ＺＡＲＤのライブにようこ
そ・・・」とのお話で、ＣＬライブのトークを加⼯したのでしょうか。

未公開映像がたくさんありましたが、基本的に今回の映像は⽇本⻘年館での映像が多いです。⼀緒に撮ったのでしょ
うね。

 「Top Secret 」は5th ALBUM「OH MY LOVE」の時の映像ですね。うろおぼえですが（＾＾）
 「You and me(and…) 」は⻘のセーターを着ている⽇本⻘年館での映像です。階段を少しずつ降りてくる映像とな

っています。
 また、「息もできない」の⽇本⻘年館の横で外⾞に乗っていたりする撮影シーンもありました。他にもスタジオでの

ヘアスタイルをアップにしたお茶⽬でかわいい泉⽔さんの映像もありました。「息もできない」の泉⽔さんの映像
は、とてもおちゃめでかわいいですよ︕︕ぜひぜひご堪能ください（＾＾）

 

Re:⼤阪堂島公演レポート

13938 選択 カーディガン 2009-05-16 20:49:51 返信 報告

「⾬に濡れて」はあの緑の服の映像です。ラララとは⾔っていませんが。
 デビュー曲の映像も、今までの横浜⼤⿊埠頭の映像以外の⾒たことのない映像が半分くらいありました。泉⽔さんが

歌っていたので、⼝パクではないので、撮る意図があったんですね。デビュー曲にはよく知られたあのPV以外にない
という噂がありましたが、ちゃんとあったんですね。

 

Re:⼤阪堂島公演レポート

13939 選択 カーディガン 2009-05-16 20:50:33 返信 報告

「Get U're Dream」では⽻⽥さんが演奏していました。
 「夏を待つセイル（帆）のように」は今回は出てこなかったです。

「あの微笑みを忘れないで」は昨年の短いジーパンのおみ⾜の映像なので、既出です。
 「I'm in love」の映像は⾚いパンツスーツでしたね。もちろん未公開映像ですね。

 「D'ont you see!」では、ほんの⼀部、ＣＬライブの映像がでていましたね。既出だと思いますけど。
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「こんなにそばに居るのに」ではメンバー紹介です。
最後の曲はいつものとおりでした。

(5/22追記)
 ＞「Get U're Dream」では⽻⽥さんが演奏していました。

 「夏を待つセイル（帆）のように」は今回は出てこなかったです。

両⽅とも⽻⽥さんが演奏していたような。2曲ともピアノ演奏したようでした。すぐにかけがえのないものに演奏が移
ったので、「夏を待つセイル（帆）のように」の演奏がなかったようなそらみみアワーでした。わかりづらかったの
ですが、記憶をたどると、ピアノ演奏が⼀緒になっていたようです。

Re:⼤阪堂島公演レポート

13940 選択 カーディガン 2009-05-16 20:51:52 返信 報告

3rd ALBUM「HOLD ME」と6th ALBUM「forever you」の映像も今回は多かったですね。後期の映像はほとんどな
かったですね。

 それから、「素直に⾔えなくて」は、通常のバージョンですよ。「素直に⾔えなくて 〜featuring Mai Kuraki〜」に
はなっていませんでした。もちろん、「やる気、倉⽊、元気」の倉⽊さんは出ておりませんでした（笑）

堂島リバーフォーラム

13941 選択 カーディガン 2009-05-16 21:02:05 返信 報告

堂島リバーフォーラムはこんな感じです。
なかなか美しい外観です。

堂島リバーフォーラムグッズ販売

13942 選択 カーディガン 2009-05-16 21:07:03 返信 報告
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堂島リバーフォーラムでのグッズ販売はこんな感じです。
平⽇だから⼈は少ないのかも(笑)

 ポスターが少ないですね(>_<)

Re:【ネタばれ注意︕】⼤阪堂島公演レポート

13943 選択 チョコレート 2009-05-16 21:35:38 返信 報告

カーディガンさん、皆さん、こんばんは。チョコレートです。
 ⼤阪公演レポート、待ってました〜〜︕(笑)昨⽇からソワソワしてました(笑)。

 未公開映像が多い︖しかも⽇本⻘年館の映像が多い︖︖キャ〜どうしましょ、これは⼤変(笑)。
 ⽇本⻘年館の映像は特に泉⽔さんが美しくて、可愛くて、格好良いので、聞いているだけで私も興奮しちゃいます

(笑)。⾒たいなぁ〜。私はライブに参加する予定が無いので、とても残念です。いつか、どこかで⾒ることができる
と良いなぁ･･･。

 武道館に参加される⽅も、ますます楽しみになりましたね。
 ホカホカの⼤阪レポート、ありがとうございました︕

 

Re:【ネタばれ注意︕】⼤阪堂島公演レポート

13945 選択 ドルチェ 2009-05-16 22:06:56 返信 報告

カーディガンさん、みなさん こんばんは︕

カーディさん、⼤阪公演レポートありがとうございま〜す♪
 今回も未公開映像満載なんですってね!! いいな〜

 私も⽇本⻘年館で撮られた映像の泉⽔さんは、全部⼤好き〜♡
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チョコさんの「美しくて、可愛くて、格好良い」という泉⽔さん表現、ピッタリ!! 
ホントに綺麗だったり可愛かったり、泉⽔さんって多⾯体な⽅ですよね〜（＾０＾）

 私もライブお留守番組なので、カーディちゃんのレポで楽しませていただきました。 ありがとネ〜︕

Re:⼤阪堂島公演レポート

13946 選択 M.Dark 2009-05-16 22:56:38 返信 報告

ｶｰﾃﾞｨｶﾞﾝさん、こんばんは︕。
 はじめまして。（ですよね︖ 笑）

 ﾚﾎﾟｰﾄありがとうございます。

ところで
 > デビュー曲の映像も、今までの横浜⼤⿊埠頭の映像以外の⾒たことのない映像が半分くらいありました。

Good-bye My Lonelinessの別PVあるのですか︖
 ZARDの謎深まるばかり（奥がふかい）ってことですよね。（笑）

ﾁｮｺさん、ﾄﾞﾙﾁｪ副所⻑
 お留守番ですか。（平⽇だから苦しいですよﾈ。）

泉⽔さん、megamiさんに届くよう”翼をひろげて”を
 池森さんと”ｺｰﾗｽ”してきます。

            夜・路・詩・駆 〜
 

Re:【ネタばれ注意︕】⼤阪堂島公演レポート

13948 選択 とくめい 2009-05-17 00:50:35 返信 報告

いやあ〜
 この世のものとは思えぬくらいきれいでしたよねえ、泉⽔さんは

 きれい過ぎるのに慣れて⾏ってる⾃分が怖いｗ
 ほとんど未出ｐｖだし、美しすぎます泉⽔さん・・
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でも、第⼆章のｐｖはでないよねえ。その辺にBのあざとさが⾒えますねえ。
⼤賀はエンターティナーですね。いい奴だ。いつも頑張って盛り上げてる。

 

Re:【ネタばれ注意︕】⼤阪堂島公演レポート

13949 選択 xs4ped 2009-05-17 01:37:34 返信 報告

カーディガンさん、皆さん、こんばんは。

> 昨⽇の５⽉１５⽇（⾦）に⼤阪堂島公演に⾏ってきました。チケットを運良く取れたので、参加したものです。 
 堂島は激戦だったようですが、チケットが取れて良かったですね。

> 最初に書いておきますが、今回の公演は、未公開映像が満載です。⾏かないと⼀⽣後悔することと思いますので、
ぜひ⾒ていない⽅はお出かけください（勧） 

 ほんと⾏かないと⼀⽣後悔しそうな位、未公開映像が満載で⾒応え有りそうですね。
 追加公演、せめてDVDは発売して欲しいです。(願)

> グッズを⼭のように買っている⽅がけっこういました。チケットがないながらも、グッズだけを買いに来ているか
たはけっこういたようです。 

 現地に⾏くとどうしてもアレもコレもと、つい買っちゃいますよね。(笑)

> 未公開映像は半分くらいはありました。コアなファンである、うちの所⻑も⾒たことのない映像ばかりだと思いま
す（笑） 
今頃、所⻑も未公開映像⾒たさにソワソワ状態ですかね︖(笑)

今回はライブ定番のオープニング曲「揺れる想い」から「きっと忘れない」に変更なったようですが、雰囲気的には
どうでしたか︖

> 未公開映像がたくさんありましたが、基本的に今回の映像は⽇本⻘年館での映像が多いです。 
 ⽇本⻘年館での映像は既存でもいい映像(綺麗で、美しくて、可愛い)が沢⼭有りますね。

 まだまだ、未公開映像が有りそうな気がしますね。

> 「あの微笑みを忘れないで」は昨年の短いジーパンのおみ⾜の映像なので、既出です。 
 既存でもあの映像は何度でも観たいですね。(笑)

 あと、「Oh my love」のおみ⾜映像も･･･(笑)
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> 最後の曲はいつものとおりでした。 
最後はやっぱりオールスタンディング状態でしたか︖

カーディガンさん、レポート有り難う御座いました︕

Re:⼤阪堂島公演レポート

13952 選択 Oyaji 2009-05-17 12:50:06 返信 報告

お久しぶりです。
 わたしも初⽇の堂島に⾏ってきました。

 未公開映像やライブ初公開の曲やらで⼤いに感動でした。
 ところで、Dont`you seeの映像に瞬間ですが、

 船上ライブでの泉⽔さんのアップが映ったように⾒えましたが、どうでしょうか。
 船上ライブのDVD⼀般発売を熱望していますので。

 次は武道館に⾏く予定です。また楽しみです。

Re:【ネタばれ注意︕】⼤阪堂島公演レポート

13953 選択 Ａｋｉ 2009-05-17 12:57:45 返信 報告

 レポートありがとうございます。
  グッズの売れ⾏きとか凄く気になりますね。

  凄く素敵なＬｉｖｅであったというのが伝わってきます。
 ＬｉｖｅＤＶＤ出して欲しいです。07年〜09年までに披露された全ての曲を何本組になってもいいから出して欲し
いですね。

Re:⼤阪堂島公演レポート

13955 選択 ドルチェ 2009-05-17 13:41:39 返信 報告

みなさん、こんにちは︕ M.Darkさん、お久しぶりです︕︕
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ホントにあんなにフルサイズなGood-bye My Lonelinessに別PVがあるなんて驚きですよね〜（＠＠）
知ってるだけでもいつくかあるけど、⼀つの曲に何種類かずつのPVが存在するんでしょうね。 う〜ん、奥が深いで
す・・

はい、私はお留守番なんですよ（︔︔）平⽇はやっぱり厳しいです〜。もうちょと近かったら、お仕事終わってから
でも駆けつけられるんですけど。

私の分まで、武道館で泉⽔さんとmegamiさんへのエールお願いします︕ そして、レポもお願いしますね〜（笑）

ソワソワ（笑）

13957 選択 stray 2009-05-17 15:34:41 返信 報告

カーディガンさん、チョコレートさん、ドルチェさん、M.Darkさん、
 xs4pedさん、Oyajiさん、Ａｋｉさん、ドルちゃん、こんにちは。

カーディガンさん、詳細レポどうもありがとうございます。
 今回は、⼤坂公演から武道館まで１週間以上あるので、

 情報サイトとして扱いが難しいなぁと思っていましたが、
 私も⾒たことがない映像のオンパレードだということなので、

 ネタばれになるどころか、期待で胸が膨らむ⼀⽅です（笑）。

xs4pedさんが指摘されてるように、ソワソワ状態です（笑）。

「Good-bye My Loneliness」の別PVは、おそらく⽇本⻘年館での映像
 （1st AL〜4th AL のPVを後撮り）かと思います。

 これも楽しみですが、ほかにもいろいろと楽しみが・・・（笑）

Don't you see の映像は、船上ライブDVD発売の前触れでしょうか（笑）。
 07年〜09年ライブの映像は早くDVD化して欲しいですね︕

 第⼆章のPVも⾒たいですね〜、あざとくてもいいから⾒せてほしい（笑）。
 

私もなぜか、ソワソワ（笑）

13962 選択 チョコレート 2009-05-17 17:04:58 返信 報告
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所⻑さん、皆さん、こんにちは︕
M.Darkさん、お久しぶりですね。そうなんです、私いつもながら(笑)お留守番隊です〜。本当に残念ですが･･･。

カーディガンさんの情報では未公開映像が満載のようですから、武道館に参加予定の皆さんは待ち遠しいですね。
 所⻑さんにつられて︖私もなぜかソワソワしています(笑)。

「Good-bye My Loneliness」の別PV、⾒てみたいですね〜︕
 ⽇本⻘年館での映像はとっても興味あります︕⽇本⻘年館の映像だけでDVD作って欲しいくらいです(笑)。ぎゃはは

は︕
 船上ライブDVDも早く出して欲しいですねぇ。

 ⾒たいものばかりが多すぎるっ︕(笑)

ドルチェさん、こんにちは!
 ⽇本⻘年館の泉⽔さんは特に、特に「美しくて、可愛くて、格好良い」ですよね︕賛同いただけてうれしいわ〜

(笑)。
 それから別スレですが、「揺れる想い」と「もう少しあと少し」のイントロ ドン︕には笑ってしまいました。ホン

ト、そっくり︕最初のドラムの⾳ひとつで判別できたら達⼈級︖(笑)。ぎゃははは︕

帰る途中です〜︕

13963 選択 カーディガン 2009-05-17 17:23:57 返信 報告

みなさん、こんにちは︕
 たくさんのレスありがとうございます。ただいま帰る途中でパソコンがありませんので、帰ってからレスいたしま

す。
 武道館を前に公演内容を知ったので、武道館の時には改めて感動できるように準備中です。

 坂井泉⽔展も楽しみだなぁ(^-^)v

Re:【ネタばれ注意︕】⼤阪堂島公演レポート

13994 選択 pine 2009-05-18 12:26:30 返信 報告
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カーディガンさん 皆さん こんにちは︕
⼤阪公演レポート読ませていただきました。ありがとうございますm(^-^)m

 チビがいるため夜は出にくいのであと数年はおあずけですが、カーディガンさんのレポで、⾏ったつもりになってい
ます。（笑）

 いつかきっと︕⽣で参加したいです︕
 今回は未公開映像がいっぱいだったんですね。とっても気になります〜。ＤＶＤ発売してくれないかなぁ…

 武道館も満喫してきて下さいね︕

⼤阪堂島公演レスです

14000 選択 カーディガン 2009-05-18 17:29:26 返信 報告

チョコレートさん、ドルチェ副所⻑、M.Darkさん、とく○いさん、xs4pedさん、Oyajiさん、Akiさん、所⻑、こん
にちは︕

 レスありがとうございます。

チョコレートさん、ドルチェ副所⻑、お留守番でとても悔しい思いでしょうか。
 所⻑がチケット余っているそうですので、ぜひご参加ください︕といいたいところですが、残念ですね。機会があれ

ば、お会いできますように。
 武道館のレポは、すでにネタがばれているので、何か変化があればレポいたします。たぶん、誰かしてくれていると

思います（笑）

M.Darkさん、とく○いさん、はじめまして。
 あまり研究所の雑談ではお話しておりませんので、何かの機会にまたよろしくお願いいたします。武道館の参加の際

はまたお話などお聞かせください。
 M.Darkさん、Good-bye My Lonelinessは⾒てからのお楽しみです。あまり期待しすぎても・・・あの映像はミッ

クスなので、フルではありませんから。

xs4pedさん、最初の曲は「揺れる想い」ではありませんでしたが、私的には、そろそろ違う曲でないと変化がないで
しょうから、他の曲でもいいかと思っていましたので、特に違和感はありませんでした。ほかの⽅はわかりませんけ
ど。

 ところで、武道館⾏かないんですか︕ヒマじゃないんですか（笑）３３回忌、５０回忌にでも泉⽔さんのところでラ
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イブがあるといいですね（笑）
今回は「あの微笑みを忘れないで」で、ほとんどの⼈が⽴ち上がりました。観客が⾃主的に⽴ち上がったというよ
り、ステージでバンドメンンバーが⽴ち上がるように合図したものです。空気を読んだものです（笑）

⼤阪堂島公演レス2です

14001 選択 カーディガン 2009-05-18 17:34:24 返信 報告

Oyajiさん、堂島に⾏かれたんですね。チケットが取れるとはよかったですね。あまりチケットが取れたという報告が
少ないですが、やっぱり取れた⽅がいますので、ぜひ気づいたことなどお知らせください。ＣＬライブの映像は⼀瞬
です。まだ発売は早いと、私は思っておりますが(笑）、ファンの要望と熱意次第のようだと聞いたことはあります。

Akiさん、はじめまして。
 またＢＢＳなどでよろしくお願いいたします。普段はあまりでませんので、こいう機会などには、よろしくお願いい

たします（笑）

所⻑、表のＢＢＳの管理お疲れさまです。
 所⻑も納得、満⾜する映像だと思いますので、しばらくソワソワして、胸を⾼鳴らせていてください。では、武道館

でよろしくお願いいたします。あ、でも所⻑はこんなに予習してしまうと、想定通りで驚かなくなっちゃうかもしれ
ませんね（笑）

pineさん、こんにちは︕いつかZARDの公演が⾒られるといいですね。チビ怪獣さんが⼤きくなるまでの⾟抱です
ね。また、よろしくお願いします。

Re:⼤阪堂島公演レス2です

14004 選択 stray 2009-05-18 19:54:50 返信 報告

カーディガンさん、こんばんは。

⼩さい頃から予習が好きで好きで（笑）。
 なんか安⼼するんですよねぇ、不意打ち喰らうの苦⼿なせいもありますが（笑）。

 ど肝を抜かれる映像満載らしいので、ソワソワしながら待ちます（笑）。
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豚インフルエンザが⼼配ですね。
東京で発⽣するのも時間の問題でしょうけど、症状が軽いこともあるので

 武道館公演の中⽌だけは勘弁してほしいです。

Re:⼤阪堂島公演レス2です

14009 選択 Oyaji 2009-05-18 22:09:25 返信 報告

カーディガンさん

コメントありがとうございます。
 そうですか。CL発売はまだですか。気⻑に待ちましょうか。

 席は最後尾でしたが、画像も演奏もよく⾒えました。
 堂島リバーフォーラムはこじんまりとした武道館とはまた趣の違ういい場所でしたね。

 堂島川のプロムナードもいいし、隣はテレビ朝⽇で、なんと福沢諭吉の⽣誕の地だったん
ですね。

 

Re:⼤阪堂島公演レス2です

14013 選択 カーディガン 2009-05-19 00:57:36 返信 報告

Oyajiさん、こんばんは。
 レスありがとうございます。

＞そうですか。CL発売はまだですか。気⻑に待ちましょうか。

早く⾒てしまうと、感動が。楽しみはもう少しとっておいたほうがよいと思います。

＞席は最後尾でしたが、画像も演奏もよく⾒えました。
 堂島リバーフォーラムはこじんまりとした武道館とはまた趣の違ういい場所でしたね。

コンパクトなだけに後ろの席でも映像がよく⾒えました。前の席でなくてもよく⾒えて、臨場感があってよかったで
すね。

＞堂島川のプロムナードもいいし、隣はテレビ朝⽇で、なんと福沢諭吉の⽣誕の地だったんですね。
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私も福沢さんが好きなのですが、今回も⾒てまいりました。⼤学跡地かなんかだったと思いましたが。その関係で福
沢さんのところと関係あるのでしょうか。

Re:⼤阪堂島公演レス2です

14044 選択 カーディガン 2009-05-21 00:10:06 返信 報告

所⻑へ

こんばんは。レス遅くなりすみません。

＞⼩さい頃から予習が好きで好きで（笑）。
 なんか安⼼するんですよねぇ、不意打ち喰らうの苦⼿なせいもありますが（笑）。

 ど肝を抜かれる映像満載らしいので、ソワソワしながら待ちます（笑）。

そうですね、所⻑は１度きりしか⾒られないので、予習しておかないと、不意打ちで呆然としてしまうかもしれませ
んね。私も武道館公演は今からソワソワしています。

＞豚インフルエンザが⼼配ですね。
 東京で発⽣するのも時間の問題でしょうけど、症状が軽いこともあるので

 武道館公演の中⽌だけは勘弁してほしいです。

そうですね、過剰反応しすぎのような気はしますが。感染⼒は強いですが、毒性は普通なので、もしかかっても、タ
ミフルかリレンザを飲めば治るそうですね。公演の中⽌だけは勘弁してほしいです。栄養・休養・睡眠をきちんと取
って、インフルエンザにかからないようにしておかなくちゃ(笑)

Re:⼤阪堂島公演レス2です

14046 選択 カーディガン 2009-05-21 01:31:56 返信 報告

#13939追記です。
 ＞「Get U're Dream」では⽻⽥さんが演奏していました。

 「夏を待つセイル（帆）のように」は今回は出てこなかったです。
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両⽅とも⽻⽥さんが演奏していたような。2曲ともピアノ演奏したようでした。すぐにかけがえのないものに演奏が移
ったので、「夏を待つセイル（帆）のように」の演奏がなかったようなそらみみアワーでした。わかりづらかったの
ですが、記憶をたどると、ピアノ演奏が⼀緒になっていたようです。

Re:【ネタばれ注意︕】⼤阪堂島公演レポート

14092 選択 goro 2009-05-23 08:29:21 返信 報告

ガーディガンさん みなさん おはようございます。
 かなり出遅れましたが(笑)、⼤阪堂島公演レポート、ありがとうございます。

 堂島は武道館に⽐べて客席が少なく、公演や舞台等のために建てられた感じがしますので、
 良い⾳を聴けたのかな〜って羨ましく思っています(笑)。

 曲は半分くらい変わっているようですし、未公開映像もかなりあったとのことでしたので、
 思う存分、ＺＡＲＤに触れることができたのではと感じています。

 詳細なレポートをありがとうございました。 感謝です。
 

⼤阪堂島公演レポート(*^ｰ^)ﾉ

14118 選択 ミキティ 2009-05-24 17:01:55 返信 報告

カーディガンさん みなさん こんにちは（＾－＾）

 遅くなりましたが⼤阪堂島公演レポートを拝⾒しました(*^ｰ^)ﾉ

 情景が⽬に浮かぶように丁寧に書いて下さってとても嬉しいです♪
 

  カーディガンさんがグッズを⼤切に⼤切にお持ちになっているお姿を想像しました☆

 今回 未公開映像がたくさんとのことで カーディガンさんは瞬きする瞬間さえも⼤切になさっていたこことでし
ょう〜

 (*^ｰ^*)。.︓＊︓・'ﾟ｡.:

  今回お留守番ですが 気持ちはみなさんに連れていって貰えたらと思いますので ワクワク ドキドキしながら
  武道館公演を楽しみにしていますね（＾－＾）
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  オフ会も出席したかったです〜@(´･ｪ･`)@ ｼｮﾎﾞｰﾝ 
 でも笑顔で（＾－＾）またレポートを楽しみにしています(=^ｰ^)ﾉ⼺☆゜・。・゜★

 もうすぐですね☆ カーディガンさん みなさん気をつけてお出掛けくださいね(*^ｰ^)ﾉ〜.:♪*:･'ﾟ♭.:*･♪'ﾟ｡

Re:【ネタばれ注意︕】⼤阪堂島公演レポート

14190 選択 カーディガン 2009-05-26 22:55:19 返信 報告

goroさん、こんばんは︕

お久しぶりです。

＞堂島は武道館に⽐べて客席が少なく、公演や舞台等のために建てられた感じがしますので、
 良い⾳を聴けたのかな〜って羨ましく思っています(笑)。

とてもコンパクトなホールでした。その分、映像もよく⾒ることができました。
 ⾳響もよくいいコンサートだったと思います。

 goroさんは、今年はどちらへ︖武道館ですか︖今年もぜひご堪能できるといいですね。

ミキティさん、こんばんは︕

書きこみ遅くなりすみませんでした。
 今年はミキティさんはお留守番ですか。昨年は⼆度もどうもありがとうございました。

 今年もお会いできるのかな︖と思ってましたが、ちょっと今年はお忙しいようですね^_^;
 明⽇は私も武道館ですので、堂島以上に感動してまいります。

 なので、ここのところ、準備にいそしみ、ＺＡＲＤは少し控え⽬に聴いておりました。
 明⽇はいろいろとありますので、

＞カーディガンさんがグッズを⼤切に⼤切にお持ちになっているお姿を想像しました☆

う〜ん、グッズ以上に泉⽔さんをね、⼤切に想っております。
 グッズは、とりあえず・・・やっぱり買っちゃいますけど(^O^)

＞オフ会も出席したかったです〜@(´･ｪ･`)@ ｼｮﾎﾞｰﾝ 
  でも笑顔で（＾－＾）またレポートを楽しみにしています(=^ｰ^)ﾉ⼺☆゜・。・゜★
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今年もまたミキティさんにお会いしたかったです。また、お茶会などありましたら、よろしくです。
では、また︕

Ｐ.Ｓ︓所⻑も書いておりますが、明⽇のレポはかなり遅くなると思います。というのも、夜遅くまで、オフ会、ほ
か、いろいろとあるので、所⻑や我々も酔ってしまいそうですので。今年は次の⽇も忙しいかもしれませんから、あ
まりソワソワしないで待っていてくださいね(^^♪

Re:【ネタばれ注意︕】⼤阪堂島公演レポート

14197 選択 goro 2009-05-27 07:02:19 返信 報告

カーディガンさん みなさん おはようございます。

いよいよ、泉⽔さんの武道館の⽇がやってきましたね。
 カーディガンさんの堂島レポートを読んでからウズウズしていました（笑）。

 堂島へ⾏けなかった分までぶっ倒れないようにがんばるぞ〜︕(笑)
 おっと、その前に新宿⾼島屋へ⾏かねば・・・。

 「ＺＡＲＤ 坂井泉⽔展」にも⾏ってきます。
 今⽇は沢⼭の泉⽔さんのパワーで溢れています。

 ⼤勢の泉⽔さんを慕う⽅々が⽇本各地から来るのですね。
 夜⾏バスで来たり、新幹線に乗ったり、⾶⾏機に乗ったり・・・。

 来られる⽅は気をつけて武道館に来て下さいネ。
 そして泉⽔さんを祈り、想い、思い切り楽しみましょう。

 そして、お留守番組の⽅々の分まで楽しんできますネ︕
 もうすぐ出発しま〜す︕

Re:【ネタばれ注意︕】⼤阪堂島公演レポート

14374 選択 カーディガン 2009-05-30 01:48:20 返信 報告

goroさん、こんばんは︕
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先⽇の武道館前のオフ会ではありがとうございました。
お会いできてよかったです。

さて、武道館公演も終わりましたので、少し書き込みいたします。

⼤阪公演では、グッズの購⼊が⽐較的早かったです。
 武道館は、ＣＤコーナーに2回並んだのですが、合計1時間ほど並びました。

 グッズを購⼊するためにも⼤阪に⾏ったことはよかったです。

「ZARD 紅茶スコーン・ヘルシーりんごジャム＆ZARDロゴ⼊りオーガニックコットン⼱着セット」は、すぐに⼿に
⼊りましたし、ヒルズパン⼯場にも⾏ってマグカップを購⼊しました。今はこのマグカップでおいしくコーヒーを飲
んでおります。泉⽔さんのマグカップでは、コーヒーを飲めないですね。パン⼯場のマグはおすすめです。もう売り
切れかな。

ついでに、翌⽇に「GRAND Cafe」にも⾏ってきました。中にはもちろん⼊れなかったのですが。
 ここでオフ会したいですね(笑)

Re:【ネタばれ注意︕】⼤阪堂島公演レポート

14383 選択 goro 2009-05-30 09:21:09 返信 報告

カーディガンさん おはようございます。
 オフ会でお会いできて嬉しかったです。ありがとうございました。

 ヒルズパン⼯場のグッズは今回買うことが出来ませんでしたが、朝⾷にＺＡＲＤマグカ
ップでコーヒーを飲んで、スコーンを⾷べることを想像すると、⾄福のひと時だな〜っ
て思ってしまいます。画像はオフ会で秘かに︖⾷べたSoffioのクッキーです。

突然ですがスミマセン、ＨＮを間違えて「ガーディガンさん」と認識していましたので、
 オフ会で皆さんがお呼びになって初めて⾃分の間違えに気付きました(涙)。本当に申し訳ございませんでした。

 また皆さんで集まって別の場所でお会いできるといいなと感じています。「GRAND Cafe」、いいですね︕

今⽇は再び、新宿⾼島屋へ⾏き、13時の⽻⽥裕美さんのピアノを聴いてきます。
 (strayさんの⼤作レポートは後ほどコメントさせて頂きますね。私的にはロケ地捜査班︖の観点でも観ていたので
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(笑)、[13599]のニースの映像にニヤッとしたり、「永遠」の[11546]のシーンでＧＴＯの座席から⽴って、正⾯に
向かってスタッフへ合図をおくっているシーンが、たまりませんでした(未公開映像でしょうか︖)。
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