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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

Ｚ研１周年記念パーティー開幕です︕(第１部)

9268 選択 xs4ped 2008-09-09 02:37:38 返信 報告

皆さん、こんばんは︕

9⽉9⽇（⽕）未明になりましたので、Ｚ研１周年記念パーティーを開催します︕
 年寄りの所⻑はチャットで疲れて、スレも⽴てないで、とっくに寝てしまいましたので、代わりにス

レ⽴て(第１部)します︕(笑)

先⽇、新しくゲスト(初投稿)になった皆さんも、⼜、普段ROM専の⽅もどんどん投稿して是⾮、盛
上げて頂ければ幸いです︕

 では、「Ready , Go !」

Ｚ研１周年おめでとう御座います︕
 今後のＺ研の更なる発展をお祈りします。

 此れからも末永く宜しくお願いします︕

それでは、オープニング曲(動画)です︕
 http://jp.youtube.com/watch?v=WETi3XadFF0
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PS.
皐ちゃん、午後から来るそうですが、エンディングまで居るよね︖

 寝ないで待っててね〜
 体調はもう万全ですか︖

 コンビニ弁当ばかり⾷べてちゃダメですよ〜(笑)
 卒業制作ありがとね。♡♡♡

チョコレートさん、前夜祭の準備ご苦労様でした。
 引き続き、本祭り(パーティー)の準備も宜しくね〜(笑)

sakiさん、加⼯画楽しみにしてますよ〜
 沢⼭、Upしてね〜

http://xs4ped.spaces.live.com/

Re:Ｚ研１周年記念パーティー開幕です︕(第１部)

9270 選択 ⿊杉 2008-09-09 07:32:40 返信 報告

皆さん、お早うございます。

⼀番乗り!!…と、思いきやxs4pedさんに先を越されてしまいました。xs4pedさん、早すぎです。(笑)

何はともあれ、Z研1周年おめでとうございます!!

Z研と⾔えば、侃々諤々の議論あり! (あんまり、⾒た事ないけど)(笑)

プロが制作したとしか思えない加⼯画あり! (事実、初めて⾒たときプロが制作したと思っていました)(照)

決死の潜⼊ロケ地探索あり! (ゼットン、君はヒーローだ!…あ、アネ研さんも、ね)(笑)

お笑いトリオあり! (今後の活躍期待しておりま〜す。1票いれましたので)(笑)

stray所⻑さんを筆頭に、研究所員の皆さん⽅からの動画の⼤盤振る舞いあり! (先⽇の動画祭り、ご苦労さまでござい
ました。全てちゃっかり、頂きました)

と、まあ、数え上げたらキリが無い程に、内容の充実したZ研が開設して1年しか経たないとは、とても驚きでありま
す。
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是⾮是⾮、このまま突っ⾛って、5周年、10周年……いやいや⽬指せ50周年!! ギネスに載るほど、熱くZARDを語り
続ける場であって下さい!!

今後のZARD研究所の更なる発展をお祈り申し上げております。
 皆様にとって、今⽇の素晴らしい⽇が"かけがえのないもの"になりますように。（＾－＾）

☆Z研１周年記念☆

9271 選択 saki 2008-09-09 08:19:53 返信 報告

 
xs4pedさん、⿊ちゃん、みなさん、おはようございます(^^)/

 xs4pedさん、お早いですね〜此処のみなさんは朝が遅いので、私がスレ⽴てしようと思っ
てたのに先超されちゃいました(^^;)

 ⿊ちゃん、お久しぶりです、私も最近は時々しかお邪魔出来なかったのですけど、今⽇は頑
張るけんね〜(^^)/

所⻑さん、ＺＡＲＤ研究所のみなさん、１周年おめでとうございます。
 私は、昨年のクリスマスイブに此⽅へお邪魔して８ヶ⽉程ですけど、

 みなさんのお仲間に⼊れて頂いて、とても楽しく感謝しています。

特にstray所⻑さんには、お⼿間ばかりとらせてたように感じますね〜…ごめんなさ〜いm(_ _)m
 でも、⼿のかかる⼦ほどかわいい〜って⾔いますもんね〜(^_-)-☆

何事に於いても未熟者なので、みなさんの後ろを追っかけて付いて⾏きま〜す(^^)/
 お騒がせで、ドジで、KYで、まぬけな私ですけど、⾒捨てないで下さいね。

 此からも御迷惑かけると思いますけど、宜しくお願いします<(_ _)>

☆SATSUKI☆

9272 選択 saki 2008-09-09 08:36:21 返信 報告

 
皐さんへ
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私がZ研に投稿しょうと決⼼したのは、xxxさんの事を⼤切にされてるサイトなのと、
皐さんが此処にいらっしたからです。

そして、皐さんや、xxxさんに憧れて加⼯画を始めてみたのですけど…
 作れば作る程、あなた⽅を遠くに感じてしまいます。

 皐さんの卒業制作がUPされるたびに、⾃分の画像の幼稚さが恥ずかしくなり⾝を縮めてい
ま〜す。

今⽇は、皐さんとお話が出来る事をとても楽しみにしています。(^^)/

☆⾵⼩僧xxx☆

9273 選択 saki 2008-09-09 08:38:26 返信 報告

 
⾵⼩僧xxxさんへ

 運命の出逢い 不思議ねこんなに ⾃分が変わってくなんて♪（by「揺れる想い」）

xxxさんが教えて下さった、「ZARD」「坂井泉⽔さん」「ZARD研究所」は
 私の⽣活の⼀部というより、⼤半を占めるようになりました。（笑）

こんなに私を夢中にさせておいて、⾃分だけ泉⽔さんの所に⾏っちゃうなんて、ずるいです
よ〜

☆IN MY ARMS TONIGHT☆

9274 選択 saki 2008-09-09 09:26:53 返信 報告

 
今⽇は「IN MY ARMS TONIGHT」の発売記念⽇ですよね︖

 いつも発売記念⽇など気にしてないで投稿してるKYな私ですけど…
 今⽇は、Z研の記念⽇なのでこの作品以外にも幾つかUPしますね︕(^^)/

P.S
 チョコ先輩、前夜祭に来れなくて、ごめんなさ〜い ＆ お疲れさまでした
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 今⽇も、ママ軍団で、ファイト︕ ですよ〜(^_^)v

:*【祝】*:Ｚ研１周年

9275 選択 pine 2008-09-09 09:57:15 返信 報告

皆さん お早うございます~~~ヾ(＾∇＾)

Z研１周年おめでとうございます︕(*^ｰ^*)∠※Pan!!｡･:*:･
 開設された頃、まだファンになりたてのほやほやで、皆さんの⾼度な話題について⾏けな

かったのですが、掛け合い漫才のような会話が⾯⽩くて来ているうちに、いつしかZ研が
なくては⽣きていけない⾝体になってしまいました。（笑）

 これからも、どうぞよろしくお願いしま〜す。m(^o^)m

昨⽇は「スクープ⼤賞」ありがとうございます。
 何といっても、アネ研さんの汗と涙の結晶ですね。私は家でTVを⾒ていただけなのに恐縮です。

 でも、これで投稿することがなかったらきっとROMしているだけだったと思うと、私の⼈⽣を変えた（←⼤げさ︕）
⼤事件でした。

 投票のコメントには「胸の⾼鳴り」と美しく(︖)書きましたが、ホントは「えらいもん⾒てしもた〜」と⼼臓バクバ
ク、⼝から⾶び出してきそうでした。思い出すだけでドキドキします(笑)

 次なるロケ地発⾒、楽しみにしてま〜す︕

お祝いにケーキをお持ちしましたので、ケーキカットしたい⽅はどうぞ（笑）

朝から幸せ♡

9276 選択 pine 2008-09-09 10:00:07 返信 報告

朝からxs4pedさんの動画や、sakiさんの加⼯画を拝⾒できて嬉しいです︕

xs4pedさん 
 １周年は「Stray Love」できましたね〜。

 たくさんの加⼯画と、たくさんの泉⽔さんに会えて、幸せですっ(^^)
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sakiさん
お久しぶりです︕お元気そうで良かったです(^^)

 泉⽔さんもZ研⾒て下さってるんですね。画⾯も変わっていくし、すごい︕素敵︕
 今⽇はまだ拝⾒できそうなので、楽しみに待ってますね〜︕︕

 >今⽇も、ママ軍団で、ファイト︕ ですよ〜(^_^)v 
 ＯＨ〜︕

Re:Ｚ研１周年記念パーティー開幕です︕(第１部)

9277 選択 チョコレート 2008-09-09 10:09:07 返信 報告

皆さん、おはようございま〜す︕いよいよこの⽇がやってきましたね。

ジャ〜ン︕「Z研開設１周年」
 ｵﾒﾃﾞﾄ(^0^)∠※ＰＡＮ︕｡.:*:･'ﾟ☆｡.:*:･'ﾟ★ﾟ'･:*

昨夜は最後のところでリタイヤを余儀なくされてしまったチョコレートです。皆さん、楽しい前
夜祭をすごされたでしょうか。

 今⽇も楽しいパーティーになりますように︕︕
 すでにxs4pedさん、sakiさんがお祝いの動画や加⼯画をアップしてくださってますね。ありがと

うございます︕

xs4pedさんへ
 > チョコレートさん、前夜祭の準備ご苦労様でした。 

 > 引き続き、本祭り(パーティー)の準備も宜しくね〜(笑) 
 ありがとうございます︕がんばりま〜す。

 今回の動画は"Stray Love"ですね。いつもいつもこの動画を⾒るとしみじみとしちゃいます。泉⽔さんのドレス姿の
加⼯画も素敵ですね。ありがとうございました。またお時間がありましたらぜひ、来てくださいね〜。

sakiさんへ
 お久しぶりですね〜︕sakiさんがお留守で寂しかったよー(T-T)

今⽇はsakiさんの加⼯画をたーくさん⾒せていただけるようなので楽しみです︕よろしくお願いします︕
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⿊ちゃんへ
⿊ちゃ〜ん︕お久しぶり︕やっぱり⿊ちゃんにも登場していただかないと盛り上がりません。お忙しいとは思います
が、よろしくお願いしま〜す︕

今⽇は皐さんも午後登場の予定ですね︕楽しみだなぁ〜。
 でも、私、皐さんの⼤ファンなので、皐さんに久しぶりに会うと、もじもじちゃんになってしまうのが難点です･･･

(笑)。

えーっと、部⻑さん、今⽇の会場はこちらですか︖お花もこっちかな︖よいしょ・・よいしょ・・
 

Re:Ｚ研１周年記念パーティー開幕です︕(第１部)

9278 選択 miya 2008-09-09 10:09:11 返信 報告

所⻑さん
 ＺＡＲＤ研究所のみなさん

 １周年おめでとうございます。

東京のお天気は爽やかです。

私も今⽇は再就職先の⼿作りジャム屋さんが新装開店です。
 故にパーティーには参加・ROMも出来ませんが盛り上がってくださいね。

オープニング曲が⼀⽇頭から離れそうもありません…
 

(*^ｰ')/☆*:;;;;;:*お*:;;;;;:*め*:;;;;;:*で*:;;;;;:*と*:;;;;;:*☆

9279 選択 ミキティ 2008-09-09 10:12:13 返信 報告

(*^ｰ^)/ﾟ･:*:･｡Z研⼀周年おめでとうございます｡･:*:･ﾟ＼(^ｰ^*)

 みなさん おはようございます（＾－＾）

 今⽇はZ研⼀周年にふさわしい爽やかな快晴 良いお天気ですね♪

 （笑）笑顔溢れる 涙あり いろんな想いいっぱいな
 ⼀年でしたね☆
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  これからも楽しい、素敵なZ研でありますように願っています（＾－＾）

 ｵﾒﾃﾞﾄ! ^-^)ﾉ☆.｡･:*:･ﾟ`☆､｡･:*:･ﾟ`★.｡･:*:･ﾟ`☆.｡･:☆♪

Re::*【祝】*:Ｚ研１周年

9280 選択 チョコレート 2008-09-09 10:16:58 返信 報告

pineさん、おはよううございます︕
 待ってましたよ〜︕やっぱりpineさんが来てくれないとねぇ。盛りあがりに⽋けるってもんです

よ(笑)。

スクープ⼤賞受賞、おめでとうございます︕
 感動しましたよ〜。あの時は「神様、仏様、pine様︕」と、⼼から思いました(笑)。

 > 投票のコメントには「胸の⾼鳴り」と美しく(︖)書きましたが、ホントは「えらいもん⾒てし
もた〜」と⼼臓バクバク、⼝から⾶び出してきそうでした。思い出すだけでドキドキします(笑) 

 ぎゃははは︕想像するだけでおかしー(笑)︕

しかし、ゴージャスなケーキですねぇ。カットするのは所⻑さんにお願いして、私はちょっと味⾒だけ･･･ﾍﾟﾛ
 今⽇はよろしくお願いします︕

Re::*【祝】*:Ｚ研１周年

9281 選択 チョコレート 2008-09-09 10:22:56 返信 報告

miyaさん、こんにちは。チョコレートと申します。
今⽇はジャム屋さん開店なんですね。そちらもおめでとうございます︕

 お忙しいのにZ研にもコメントをありがとうございます。
 お仕事で来られない⽅の分まで、頑張って盛り上げたいと思います。

ミキティさん、お久しぶりです︕
 １周年の企画をいろいろ妄想したまま(笑)ご無沙汰しちゃいましたね。

 今⽇はどんなパーティーになるのか楽しみですね︕
 よろしくお願いします︕
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Re::*【祝】*:Ｚ研１周年

9282 選択 saki 2008-09-09 10:23:23 返信 報告

 
pine先輩、チョコ先輩、miyaさん、ミキティさん、こんにちは〜(^^)/

お久しぶりにお話できますね〜 嬉しいです(T_T)
 朝からみなさんのお越しを待ちわびていましたよ〜
 今⽇も元気に楽しもうねッ(^^)/

 

(*^ｰ^)/ﾟ･:*:･｡おめでとう｡･:*:･ﾟ＼(^ｰ^*)

9283 選択 ミキティ 2008-09-09 10:24:22 返信 報告

 素敵なZ研 所⻑さん 所員さん ゲストさんに
 出逢うことが出来て本当に嬉しいです☆

 これからも宜しくお願いしまーす(*＾ｰ＾)/

xs4pedさん♪ 素敵なオープニングありがとうございます（＾－＾）
 動画をリピート リピートしています♪

  朝から感動〜︕ウルウル☆ ありがとうございます
 (*^_^*)

 これからもたくさんの作品楽しみにしていまーす♪

⿊杉さん♪ おはようございます（＾－＾）
 ⿊杉さんの登場で 楽しいBBSが更に（＾－＾）盛り上がりますね

 ⿊杉さんの投稿いつも楽しく笑いながら拝⾒していますよぉ（笑）
  これからも 私に笑顔たくさんくださいね︕

皐ちゃんにお会い出来るとのことで 今から楽しみにしていまーす
  今から並んじゃおう(*^ｰ^)/ﾟ･:*: ⼀番かな〜（笑）早い︖︕
 

https://bbsee.info/straylove/id/9268.html?edt=on&rid=9282
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=9282
https://bbsee.info/straylove/id/9268.html?edt=on&rid=9283
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=9283


チョコレートさん みなさん 前夜祭の準備お疲れ様でした☆ チョコレートさんの気配りにいつも感動しています
 私も微⼒ながら頑張ってお⼿伝いしまーす(*^ｰ')/☆*

sakiさんの加⼯画  ワクワク楽しみにしてたところ
 メモ中にたくさん素敵な加⼯画ありがとうございます(*^ｰ^)/ﾟ･

  いつもsakiさんの素敵な加⼯画に癒され 元気付けられます
 sakiさんの 頑張るけんね︕が⼤好きです☆ 元気をたくさんいただいています（＾－＾）

  これからもドンドン素敵な加⼯画とお話楽しみにしていまーす。
   前夜祭より〜

 新しいチャット 私でも⼊れるかな 今度お仲間に⼊れてくださいね︕
  

 M.Darkさんの加⼯画（笑） 私も⼿の参加したかったです︕
 楽しいでーす（＾－＾） 第2弾 ⼤期待していまーす♪

  
 素敵なmegamiさん ネット調⼦よくつながりますように♪ 

 いつもmegamiさんの投稿は温かさが伝わって来ます（＾－＾）
 またお話したいです

  
 今⽇は アネ研さんは ちんどん屋さんから帰って来たかな〜

 派⼿派⼿な登場でしたね（＾－＾）
  

 ドルチェさん 可愛い加⼯画ですね（＾－＾）
  幸せを私にもおすそ分けしていただけたようで嬉しいです♪

  素敵な加⼯画ですね! ^-^)ﾉ 今度私もNYへ連れて⾏ってくださ〜い︕

スクープ⼤賞☆ ドキドキしながら拝⾒しました☆
  順番がつけられないくらいどれも素晴らしいスクープでしたね♪

 受賞 おめでとうございました（＾－＾）

>アネちゃん＋メガちゃん＋ドルちゃんのトリオ名を決める投票



キャ〜今からサイン 貰っておかなくっちゃ︕
アネ研さん megamiさん ドルチェさんのトリオさん☆.｡･:*:･ﾟ`☆､｡･:*:･ﾟ`★.｡･:*:･ﾟ`☆.｡･:☆♪

  私が第⼀号でサイン下さい︕（笑）
  有名になってと遠い存在にならないでいつも近くに居てくださいね︕

 カーディガンさん 皐さんにお会い出来るの楽しみですね〜
  ワクワクです☆

pineさん お祝いケーキ⼤きくてすごいですね〜美味しそう♪ いつもpineさん楽しくて（笑）をいっぱいありがとう
ございます。優しさもいっぱい これからも宜しくお願いしまーす

 miyaさん 新しいお仕事頑張ってくださいね☆お帰りになったら是⾮ご覧になって楽しんでくださいね♪

 みなさん 今⽇は盛り上がって楽しく過ごしましょうね（＾－＾）
  初めてのゲストさまも 仲良くどうぞ宜しくお願いします♪

（お祝いお花をご⽤意していましたがUPが 上⼿に出来ず
  今⽇中に頑張ってお届けしまーす♪）

 

わーい

9284 選択 ミキティ 2008-09-09 10:33:41 返信 報告

ワーイ(*^ｰ^)/ﾟ･:*:･ チョコレートさん sakiさん♪
  お久しぶりにお話ができて とっても嬉しいです（＾－＾）

 今⽇はどんなパーティになるか 本当に楽しみですね。
  涙でハンカチ バスタオルの⽤意もしておかなくちゃ︕

 今⽇も⼀緒に楽しみましょうね(*^ｰ^)/ﾟ･:*:

ワクワク ドキドキ☆.｡･:*:･ﾟ`☆､｡･:*:･ﾟ`★.｡･:*:･ﾟ`☆.｡･:☆♪
 

祝Z研1周年
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9285 選択 アネ研 2008-09-09 10:33:50 返信 報告

みなさん、こんばんは
 昨⽇はチンドン屋の後を付いていって迷⼦になってしまいました︕

 しかし、スクープ⼤賞、⽊更津ありがとうございます。現場を⾒たときはこれだーとおもったのですが、窓が多少違
うので凹んでたものでした。

 そこに現れた救世主pineさんでした。
 あらためて、お礼申しあげます。

 しかし、ほかのロケ地でも、⻲井とゼットンの労をぬぎらっていただいてありがとうございます。さらに慢⼼する所
存です。（笑）

Re::*【祝】*:Ｚ研１周年

9286 選択 チョコレート 2008-09-09 10:34:38 返信 報告

sakiさん、本当にお久しぶり︕私もうれしいです︕
 加⼯画、泉⽔さんがZ研のHPを⾒ているなんて、すごいね〜。

 画⾯も変わるんだもん。びっくり︕どんどんスケールアップしている感じがしますね。
 これはきっと所⻑さんも⼤喜びだと思いますよ。

☆SATSUKI☆、☆⾵⼩僧xxx☆は⾒た瞬間、すごく愛しくて悲しくて･･･コメントを⾒て泣きました。
 sakiさんの気持ちがなんだか伝わってくるなぁ〜。

☆IN MY ARMS TONIGHT☆は当時はかなり好きな曲でした。
 何度もリピートして聴いてました。

 そうそう、このフレーズから･･･♪〜ひとりじめしたいの〜♪
 なんて泉⽔さんに⾔われて、ドキドキしちゃいましたね(笑)。⾃分は恥ずかしくて絶対に⾔えないけどね(笑)。

素敵な加⼯画をありがとう︕まだまだあるよね︖楽しみにしてます。
 

Re::*【祝】*:Ｚ研１周年

9287 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-09-09 10:38:53 返信 報告
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みなさん、おはようございます。
ちょっと⾔いづらいんだけど・・・。（⼀応、所員なので（苦笑））

ZARD研究所が無事に⼀周年を迎えましたね。
 バンザ〜イ︕ おめでと〜う︕︕ そして、ありがとう︕︕︕

 これからも「ZARD道」を極めるために、みんなで頑張っていきましょう︕

この書、「ザーどぉ〜」って読みます（笑）。ちなみに、落款は「愛」です。

Ｐ.Ｓ.
 画像ですが、本当はある師範に書いて貰いたかったのですが、お忙しいようなので、

 別の先⽣に頼み込んで、やっと書いて貰った「書」です（笑）。
 所⻑︕ ありがたく頂戴するように・・・（笑）。（ギャラの交渉が⼤変でしたよ︕）

 

Re::*【祝】*:Ｚ研１周年

9288 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-09-09 10:39:38 返信 報告

あっ︕ 先⽣︕

そんな催促しなくても、ちゃんとギャラはお⽀払いしますから・・・（苦笑）。
 もう少〜し、待っててニャ〜︕（笑）

 

Re::*【祝】*:Ｚ研１周年

9289 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-09-09 10:40:09 返信 報告

ここからは、ちょい真⾯⽬に書きますかね・・・（汗）。

私は、もう⼀年経ったのか・・・、とも思うし、まだ⼀年なのか・・・、とも感じます。
 濃密な時間を過ごしたせいなのか︖ みなさんが⼗年来の知り合いなのかと錯覚をおこします。

それはきっと、ZARD坂井泉⽔さんで繋がっているからなのでしょうね。
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調べ物なんかで、過去スレなんかを読み出すと⽌まらなくなっちゃうんですよね。
なんだか、遠い昔の記憶を呼び起こすようで、懐かしいんです。

 たった⼀年の間に通り越してきた時間とは思えないほどに・・・。

またまだ解き明かさなければいけない謎も多いですし、
 これからZARDファンになってくれる⼈を、少しでも増やすお⼿伝いが出来たら嬉しく思います。

 邪魔なだけだけど、Z研のうっかり⼋兵衛を⾒捨てないでね（笑）。

今後とも、どうぞよろしくお願いしますねぇ〜♡
 

Re::*【祝】*:Ｚ研１周年

9290 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-09-09 10:40:38 返信 報告

お礼です。

xs4pedさん、昨夜はチャットでお世話になりました。
 スレ⽴てありがとうございます。

 動画はのちほど拝⾒してお礼しますね。

⿊杉さん、チョ〜ご無沙汰ですね。（もしかしたら直レスははじめてかも︖（汗））
 50年⽬指すなら、もっとBBSを盛り上げて下さいよ︕ 相⽅（シヴァさん）はどうしました︖（笑）

sakiさん、お久しぶりです。
 #9271の画像、嬉しいです。
 泉⽔さんがZ研⾒て微笑んでいてくれたらいいなぁ〜（涙）。

 他の加⼯画も⼀段と素敵ですよ︕
 充電中（謹慎中か︖（笑））に修⾏したんですね・・・（嬉）。

pineさん、スクープ⼤賞おめでとう︕
 衝撃的な登場でしたもんね︕（笑）

 来年も⼤賞狙って頑張ってね︕

チョコレートさん、いつも気配りありがとうございます。
 何から何まで本当に申し訳ない︕<(_ _)>

 

https://bbsee.info/straylove/id/9268.html?edt=on&rid=9290
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お⼿伝いもせずにゴメンなさいね・・・。⼼より感謝申し上げます。

miyaさん、ご無沙汰です＆してます（笑）。
 今⽇の東京は、オープンには絶好のお天気ですね。

 お仕事頑張って下さい。

ミキティさん、お元気︖ & お天気ですね︕（笑）
 わざわざパーティーのために休暇を取ったの︖（笑）
 ミキティさん居ないと盛り上がらないんだから、ヨロピクね♡（笑）

アネ研さん、も、スクープ⼤賞おっめでっとさ〜ん︕（笑）
 そんだけ〜︕（笑）

やっばい・・・、仕事しなきゃ︕（⼤汗）
 

Re::*【祝】*:Ｚ研１周年

9291 選択 pine 2008-09-09 10:44:56 返信 報告

チョコレートさん 前夜祭は準備からお疲れ様でした。
 参加できなくてごめんなさいね。⼦供を寝かしつけるつもりが⾃分が寝てしまってました。クヤシー︕

 >カットするのは所⻑さんにお願いして、私はちょっと味⾒だけ･･･ﾍﾟﾛ 
 あっ︕ケーキにチョコレートさんの指の跡が…。じゃ私もちょっと味⾒(^^)

 皆さん来る前になくなっちゃうかも…（汗）

miyaさん こんにちは︕
 ⼿作りジャム屋さん 開店おめでとうございます。

 Ｚ研と同じお誕⽣⽇で、９⽉９⽇は忘れられない⽇になりますね。
 今⽇はお仕事お忙しいでしょうが、Stray Loveを脳内エンドレスリピートで頑張ってくださいね。

ミキティさん こんにちは︕
 今⽇はＺ研の１周年を記念して、⽇本全国晴れのようですね。天気予報が「真っ⾚」です。

 今⽇は、ミキティさんの妄想が現実になるのかどうか、楽しみです。(^^)
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sakiさん こんにちは︕
やっぱりsakiさんがいると、楽しい気分になりますね〜

 今⽇は楽しく過ごそうね〜︕

アネ研さん こんにちは︕
 >みなさん、こんばんは 

 って、迷⼦になって寝てませんでしたか︖もう昼ですよ︕(笑)
 今後も、⻲井刑事＆ゼットンの突撃コンビのご活躍を期待しております︕

Re::*【祝】*:Ｚ研１周年

9292 選択 チョコレート 2008-09-09 10:54:08 返信 報告

部⻑さんへ
 部⻑さん、こんにちは︕お仕事忙しいようですねぇ。昨⽇は寂しかったですぅ(T-T)。

 > この書、「ザーどぉ〜」って読みます（笑）。ちなみに、落款は「愛」です。 
 素晴らしい︕なんて素晴らしいんでしょう︕邪道でなくて本物ですよね︖師匠はニャンコ︖︖え〜っ︖

 本物だと信じて･･･ありがとうございます。って私にじゃないのね︖
 でもこれを⾒ながら、たまには研究所のお⼿伝いが出来るように、頑張ります︕

> 本当はある師範に書いて貰いたかったのですが、お忙しいようなので 
 ･･･それって、私もよ〜く知っている師範ですよね︖(笑)

 私もお願いしたかったです。次はぜひ、お願いしますね(笑)。

アネ研さんへ
 スクープ⼤賞受賞、おめでとうございます︕

 本当に素晴らしい解明劇でしたね。それもこれも、地道な捜査があってのことです。本当にありがとうございます。
 ゼットンは残念でしたけど･･･次回はぜひゼットンとともにアネ研さんV2を期待しています。

Re::*【祝】*:Ｚ研１周年

9293 選択 pine 2008-09-09 10:57:17 返信 報告
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部⻑さん こんにちは︕

「Ｚ道」素晴らしいです︕書で、ローマ字っていうのも初めて⾒ましたが…
 研究所の床の間に飾っていただきたいです。

 「Ｚ道」に感⼼していたら、ねこちゃんかわいい〜(*^^*)
 ねこちゃん先⽣だったんですね。

 うちの冷蔵庫の「にぼし」も良かったら差し上げてください。（笑）

おかげさまで１周年

9294 選択 stray 2008-09-09 10:57:20 返信 報告

皆さんこんにちは。

こちらアメリカ⻄海岸は雲⼀つない秋晴れ︕（気温24℃、湿度45%）です。
 きっと”晴れ⼥”泉⽔さんが祝福してくれてるからに違いありません（笑）。

xs4pedさんにスレ⽴てを許可した覚えはないのですが（笑）、
 真夜中にもかかわらず、私のテーマ曲「Stray Love」で始まる
 素敵なオープニングを設定していただき、感謝感激・⾬霰です（笑）。

加えて、朝から続々とお祝いを頂戴し（⼥性陣のパワーすごすぎ︕）、
 ”これもひとえに私の⼈徳がなせる技だなぁ”と、ウルウル状態です（笑）。

 Z研に涙は似合いません。いつものような「お笑い劇場」で、
 １周年を皆さんで楽しく過ごしたいと思っていますので、

 今⽇１⽇お付き合いのほど、よろしくお願い申し上げます。

皆様へのレスは、また後ほど。

♪

9295 選択 ミキティ 2008-09-09 10:59:42 返信 報告

部⻑さん いやぁ〜素晴らしい先⽣を⾒つけましたね（＾－＾）
 >「ZARD道」を極めるために 素晴らしい書と意です︕ 
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  これからもにゃんこ先⽣に活躍していただきましょう♪（笑）

 今⽇の⽇の為に晴になるよう毎⽇お願いと 今⽇時間を取れるように頑張りました〜(*^ｰ')/☆
  先週 今⽇の妄想後 MY PCひらけていないんですよ〜 あははー

  ごめんなさ〜い☆

 今⽇も楽しく⾏きましょう︕（＾－＾）

pineさんヽ(^o^)⼃ 今⽇はなんでもポケットから何が出るかな〜 楽しみでーす︕ヽ(^o^)⼃
  

ミキティさんへ

9296 選択 pine 2008-09-09 11:09:33 返信 報告

ミキティさん
 今、チャットでチョコレートさんと遊んでます。

 時間がありましたら、お話しませんか︖

Re::*【祝】*:Ｚ研１周年

9297 選択 saki 2008-09-09 11:10:51 返信 報告

アネ研さん、T28部⻑さん、所⻑さん、こんにちは〜(^^)/

いつも、お騒がせ&御迷惑ばかり掛けていたような…(^^;)
 私も、時々過去レスを読んでますけど、今更ながら⾃分のドジさに呆れています。

暖かくて、優しくて、愉快で、加⼯画に対してちょっと厳しい（笑） そんな、みなさんが⼤好き︕︕︕

部⻑〜︕ 私謹慎してた訳ではありませ〜ん（笑）
 「Z道」はにゃんこ先⽣の直筆︖ にゃんこ先⽣ってなんか聞いた事があるような︖︖︖

アネ研さん、トリオの名前、投票して来ましたよ〜
 所⻑は、お笑いトリオに似合わない名前って仰ってたけど、

 世界のナベアツ⾵に発⾳するとピッタリだと思って③にしました（笑）
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所⻑さん、こんにちは〜(^^)/
今⽇は、此⽅に貼り付きま〜す。 元気を出して頑張るね〜(^^)/

sakiさんへ

9298 選択 チョコレート 2008-09-09 11:14:56 返信 報告

sakiさんも良かったら新しいチャットに遊びにきてね〜

お昼で〜す

9299 選択 チョコレート 2008-09-09 11:38:54 返信 報告

所⻑さんのごあいさつも済んだところで、お昼ですね〜。
 ニャンコ先⽣のにぼしを分けてもらうわけにはいかないので(笑)、カフェから勝⼿に持ってきまし

た︕
 今⽇は所⻑さん、⼤丈夫ですよね︖︖

ところで、乾杯は・・︖

9300 選択 チョコレート 2008-09-09 11:41:22 返信 報告

部⻑さん、乾杯はしましたっけ︖︖
 グラスも⽤意しといたんですけど・・・。

 勝⼿に飲んじゃいますよっ︕(笑)

所⻑さんのジョッキはこちらで〜す。なかなかダンディでしょ(笑)
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では、乾杯しましょう︕

9301 選択 stray 2008-09-09 11:48:48 返信 報告

チョコレートさん、何から何まで⽤意していただき、ありがとうございます。

まだ昼前で、しかも”ヒゲおやじグラス”で乾杯するの恥ずかしいのですが（笑）、
 Ｚ研１周年を祝って乾杯したいと思います。

安倍さんや福⽥さんより⻑続きしましたが（笑）、
 先のことは誰にも分かりません。

 あと20年がんばって、破壊星⼈クンに所⻑の座を譲ろうかと考えてます（笑）。

Ｚ研の末永い繁栄と、皆様⽅のご多幸を祈念して、
 乾杯︕︕

カンパ〜イ︕

9302 選択 チョコレート 2008-09-09 11:52:49 返信 報告

> Ｚ研の末永い繁栄と、皆様⽅のご多幸を祈念して、 
 > 乾杯︕︕

かんぱーい︕
 おっと、sakiさんのジョッキもありましたよ(笑)。

 受け取ってね。

Ｚ研１周年記念おめでとうございます︕

9303 選択 PAN 2008-09-09 11:57:48 返信 報告

こんにちは︕
 本⽇は皆さんと⼀緒にＺ研１周年記念パーティーに参加出来ることを

 本当に嬉しく思っています。
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思えば昨年の同じ頃、あるBBSを⾒て部⻑に1通のメールを出したことが
きっかけとなり、Z研に参加することになりました。

 そのことで、stray所⻑をはじめ、皆さまと巡り合うことも出来ましたし、
 ZARD、坂井泉⽔さんのことをもっともっと知ることが出来ました。

 普段はなかなかBBSに参加する時間がなかったのですが、これからはもっと
 もっと参加して⾏きたいと思います︕

 おっと、乾杯がはじまったようですね、かんぱ〜い︕︕

P.S 部⻑へ
 あっという間の1年間でしたね︕これからも宜しくお願いします︕

 

キャ〜︕︕

9304 選択 saki 2008-09-09 12:08:29 返信 報告

 
乾杯に遅れちゃった(>_<)

 チョコせんぱ〜い♡   私のグラスの準備まで…  嬉しいなぁ〜〜︕
 私の酒癖の悪いのを知ってて、私を酔わせてどうなさるおつもり︖︖︖

 でも、今⽇は特別だからイッテQですよね〜(^_-)-☆

お礼に「君がいたから」をプレゼント、私の場合「チョコ先輩やみなさんがいたから」

PANさん、こんにちは〜(^^)/
 お久しぶりです、今⽇は、じゃなくて今⽇も、楽しく⾏きましょう︕

カンパ〜イ︕︕⼀周年おめでとうございま〜す☆

9305 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-09-09 12:19:07 返信 報告

stray所⻑さん Ｔ２８部⻑さん ｘｓ４ｐｅｄさん ｓａｋｉさん ⿊杉さん チョコレートさん ｐｉｎｅさん 
アネ研さん ミキティさん ｍｉｙａさん ＫＯＨさん ＰＡＮさん カーディガンさん ドルチェさん M．Dark
さん そして皐さん みなさん こんにちは〜︕︕
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今⽇は本当におめでたいですね〜♪ルンルンしております（笑）
チョコレートさ〜ん ドルチェさ〜ん昨⽇はありがとうございました︕今⽇も宜しくお願いしま〜す（笑）

ｘｓ４ｐｅｄさん たくさんの泉⽔さんをありがとうございます。今⽇にピッタリの曲ですね♪

ｓａｋｉさん 朝からた〜くさんの加⼯画 ありがとうございます︕嬉しすぎです☆

⿊杉さん お久しぶりです︕お元気そうで何よりです♪

ｍｉｙａさん 初めまして ジャム屋さんの開店はＺ研と同じ⽇なんて ご縁がありますね︕
 ぜひ今度お話させて下さ〜い♪

Ｔ２８部⻑さん ニャンコ先⽣がお師匠さんだったんですか〜︖（笑）

アネ研さん 今⽇はチンドン屋さんについていかないで下さいネ♪

ミキティさん お優しいコメントをありがとうございます︕ミキティさんのふんわりしたレスを拝⾒すると と〜っ
ても癒されます♡

ｓｔｒａｙ所⻑さんの 永遠の繁栄を祈って カンパイさせていただきま〜す︕︕

皐さん ご登場お待ちしておりま〜す︕

sakiさんへ︕︕

9306 選択 PAN 2008-09-09 12:21:23 返信 報告

sakiさん、こんにちは︕
 いつも素敵な加⼯画作品、ありがとうございます︕

 また、今回のパーティをはじめ、sakiさんには本当にお世話になっております。
 これからもぜひ宜しくお願いしますね〜︕︕

 

sakiさん、ありがとう︕︕
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9307 選択 チョコレート 2008-09-09 12:23:34 返信 報告

> 私の酒癖の悪いのを知ってて、私を酔わせてどうなさるおつもり︖︖︖ 
 ええっ︕︖(︔￣ー￣A ｱｾｱｾ･･･ 飲んだあとは･･･部⻑さんが介抱してくれるから⼤丈夫。です

ね︖部⻑さん︕

> お礼に「君がいたから」をプレゼント、私の場合「チョコ先輩やみなさんがいたから」 
 ･･･うれしくて涙が出ちゃいます。ありがとう〜私も同じ気持ちです︕

 この加⼯画美しい︕右側の泉⽔さん、⼤好きなんですよね〜。フレーズもピッタンコです。
 本当にうれしい︕ありがと︕

そういえば、スクープ⼤賞の賞品ってなんですか︖
 pineさんとアネ研さんに、私からは王様ジョッキ、プレゼントでーす︕（枝⾖はついていません）

横レス失礼します。
 PANさん、こんにちは︕パトロールいつもごくろうさまです。今⽇はBBSでご⼀緒できてうれしいです。よろしくお

願いします︕

Re:カンパ〜イ︕︕⼀周年おめでとうございま〜す☆

9308 選択 PAN 2008-09-09 12:27:13 返信 報告

megamiさんもこんにちは︕
 １周年記念パーティーでひさびさのリアルタイムですね︕

 ごちそう、たくさん運んで来ますね〜
 

megamiさん、発⾒︕

9309 選択 チョコレート 2008-09-09 12:28:55 返信 報告
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megamiさん、こんにちは︕今⽇もつながっていてうれしいです〜︕
今⽇はBBSでチャットできそうですね(笑)。

 朝からZ研の⼥性陣、張り切ってますよ〜(笑)。
 この楽しい空気がイランまで届きますように︕今⽇もよろしくお願いしますね。

チョコレートさんも︕︕

9310 選択 PAN 2008-09-09 12:39:36 返信 報告

チョコレートさんこんにちは︕︕
 こちらこそ、とっても嬉しいですよ︕

 これからもパトロール、頑張らせていただきますね︕
 ごちそうの追加でーす（笑）

 

pineさん スクープ⼤賞受賞おめでとうございま〜す︕︕

9311 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-09-09 12:40:23 返信 報告

ｐｉｎｅさん こんにちは〜︕そしておめでとうございました☆
 あの時を思い出しますね〜︕ｐｉｎｅさんの⽴てられたスレは インパクトが強くて今でも鮮明に覚えてますヨ

（笑）
 ⼤賞 本当におめでとうございました︕

 ⾜で⾒つけたアネ研さんも 本当におめでとうございました☆

ＰＡＮさん こんにちは︕すっごくおいしそうなごちそうを ありがとうございま〜す︕今⽇もよろしくお願いしま
す☆

チョコレートさん
 >今⽇はBBSでチャットできそうですね(笑)。 
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今⽇こそですよね（笑）いつもすれ違いばかりで寂しかったです・・・
おかげさまで ⼀周年のとっても楽しい雰囲気は、こちらにもしっかり伝わっております（笑）

リアルタイムのmegamiさんへ

9312 選択 チョコレート 2008-09-09 12:51:18 返信 報告

> 今⽇こそですよね（笑）いつもすれ違いばかりで寂しかったです・・・ 
 まさに今⽇です(笑)。今⽇はうれしいですね〜。

 私もPCの前に出来るだけ張りついてますから︕楽しく過ごしましょうね〜。
 ずっとずっと電波がきれませんように︕

うわ〜ごちそうが次々出てきますね︕PANさんもたくさん準備してくださってありがとうござ
います。

 お礼と⾔ってはなんですが･･･トラキチ仲間のPANさんにタイガースジョッキ、プレゼントで
す(笑)。

カンパ〜イ︕

9313 選択 アネ研 2008-09-09 12:56:28 返信 報告

遅れてすまんです。
 しかし、megamiさん、朝もはよからハイ︕でなによりです。（笑）

 sakiさん、夜の部の皐ちゃんとの加⼯画のお話期待させてもらいます。半分しかわらからなくても、なんかいいかん
じです。

 また、みなさまへのお礼は夜の部で書こうと思いますのでよろしく。

ゲストの皆様へ御礼

9314 選択 stray 2008-09-09 13:01:23 返信 報告

皆様、今⽇はＺ研１周年のお祝いをありがとうございます︕
 ネタ仕込みで忙しいものですから（笑）、簡単なレスで申し訳ありませんが、私からの御礼です。
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M.Darkさんへ（別スレですが）
#9240の画像は「クリコ」にばかり眼が⾏って、下〜のほうで

 バンザイしている⼿に気づかなかったので（笑）、
 チョコレートさんとのやり取りがチンプンカンでした（笑）。

 今後との鋭いツッコミをよろしくお願いしますよ︕

⿊杉さん、お久しぶりです。
 シヴァさんのお姿も⾒えないので、２⼈でどこかで仲睦まじく

 過ごされてるかなぁ、と思っておりました（笑）。
 皆さん待ってますので、帰ってきちょ︕（笑）

miyaさん、⼿作りジャム屋さん新装開店おめでとうございます︕
 Ｚ研開設⽇と重なったのも、きっと何かのご縁ですね。

 なんでしたらジャム屋さんのBGMにZARDのインストゥルメンタルなんか、
 オーナーに提案してみるとか（笑）。

 今後ともコアな話題提供をどうぞよろしくお願いします︕

sakiさんへ
 #9271は、発想が素晴らしいですね︕

 トップページを変えるときは使わせていただきますので（笑）。
 ”⼿のかかる⼦ほどかわいい〜”ですから（笑）、

 今後も”お騒がせ娘”として、Ｚ研に居ついて下さい（笑）。
 今⽇のメインは、「皐＆saki 加⼯画対談」なのでヨロピク〜（笑）。

pineさんへ
 ⼤・⼤スクープを背負ってのＢＢＳ初登場は鮮烈でしたね︕（笑）

 まさか、こんなに”おもろい浪花の主婦”とは思いもしませんでした（笑）。
 未来の所⻑（破壊星⼈クン）へのZARD教育、しっかりお願いしますよ︕（笑）

 これからもＺ研を盛り⽴てて下さいね︕

チョコレートさんへ
 ＢＢＳ初投稿時の初々しさはどこかに⾏ってしまいましたが（笑）、

 所員以上のご活躍、いつもありがとうございます。



 
”Ｚ板の頃から、私と部⻑のコンビを追っかけつづけていた”
と聞かされて、涙がちょちょ切れるほど感激した覚えがあります（笑）。

 これからもＺ研を盛り⽴てて下さいね︕

ミキティさん、プチお久しぶりです。
 キャー、わざわざお仕事を休んで参加して下さったんですね︕

 オフ会でご⼀緒させていただき、ＢＢＳそのまんまのお⼈柄に感激しました︕（笑）
 「ミキティ劇場」を期待しているファンもたくさんおりますので、

 これからも”のほほんキャラ”で、私たちを癒して︖下さいね︕（笑）
 

午後の部（＾－＾）

9315 選択 ミキティ 2008-09-09 13:34:42 返信 報告

先程は チャットへお声かけありがとうございます♪
  とっても嬉しかったでーす︕

  NEWチャットへ⼊ってそうそう迷⼦になってしまいましたが。。。（笑） いつまでも困ったちゃんです〜（汗）
  まだ慣れていないけど楽しいですね♪ 短時間で失礼してしまってすみませんでした☆

  今度 ⼀⼈練習してみようかな あははー
  

  素敵な誰かさんお付き合いしてください（真剣）
            チャットの︕(#^.^#) （笑）

 劇場なるもの毎⽇ありまするぅ。
  こんな素晴らしい1周年でUPしてもいいのかな。。。♪

   うふふ〜 ^-^)ﾉ☆.
  

  所⻑さ〜〜ん 私 Z研☆ そしてみなさんが⼤好きなんですもの（＾－＾）V （＾－＾）V

 PANさん 御馳⾛ありがとうございまーす♪
   美味しそう〜♡
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 チョコレートさん のほほんジョッキなんてありますか♪
 (*^ｰ^)/ﾟ･:

 

おじゃまします︕

9316 選択 yan 2008-09-09 13:36:13 返信 報告

皆さんこんにちは、yanです。
 Z研⼀周年おめでとうございます。

 ⼀年間でほんとに充実した素敵な研究所になりましたね。
 貴重な資料も豊富で、おかげさまでPCのHDがパンパンです（笑）

さて、xs4pedさんやsakiさんが素敵な作品を投稿されていますね。
 僕も負けずに久しぶりに作ってみましたのでどうぞ♪

ピアノ⼆重奏「突然」です。
 今⽇はパーティーですのでアゲアゲアレンジです（笑）

mp3版
 http://www.filebank.co.jp/wblink/b400056d62692a151557ed0765661530

ハードディスクに余裕のある⼈はwav版もあります（内容は同じ）
 http://www.filebank.co.jp/wblink/72036b52fe7551c37a9efd96acd76e45

どうぞ︕

9317 選択 ミキティ 2008-09-09 13:44:34 返信 報告

差し⼊れです（＾－＾）
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お届けもの（＾－＾）

9318 選択 ミキティ 2008-09-09 13:55:44 返信 報告

 気持ちが届きますように
 ☆(*^ｰ')/☆*:;;;;;:*お*:;;;;;:*め*:;;;;;:*で*:;;;;;:*と*:;;;;;:*☆

Re:午後の部（＾－＾）

9319 選択 tree 2008-09-09 13:58:38 返信 報告

1周年おめでとうございます︕︕︕

皆さん、こんにちは。ほとんどの⽅には初めまして︕
 時々しか現れない私ですので、常連さんの中に⼊っていいものやら...。

 でも姿は出さずとも毎⽇貼りついているので、本当は隠れ常連なんですよ（笑）。
 今⽇はおめでたい⽇ですので、隅っこにでもお邪魔させてください。

それしにしてもまだ1周年!?て感じがします。ずーっと前から存在してたような気が。それく
らいZ研は⽣活に⼊り込んでるんですよね。

 Z研の益々のご発展をお祈りいたします。

会社から上司の⽬を盗みこっそり投稿しているtreeでした。

(*^ｰ^)/ﾟ･:*:･｡おめでとう｡･:*:･ﾟ＼(^ｰ^*) きれいだな〜

9320 選択 ミキティ 2008-09-09 14:00:03 返信 報告

いっぱいお届けですヽ(^o^)⼃
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Re:午後の部（＾－＾）

9321 選択 チョコレート 2008-09-09 14:01:10 返信 報告

>  チョコレートさん のほほんジョッキなんてありますか

私もミキティさんのグラスを探していました〜(笑)。
 でも私のミキティさんのイメージと少し違うかな･･･︖
 あくびをしているニャンコグラスで〜す。

デザート、おいしそう︕いただきまーす。

yanさん、お久しぶりです。
 今⽇は「突然」アゲアゲバージョンですか(笑)。

 本当に元気が出そうな感じですね〜素敵。
 お昼⾷べてちょっと眠くなっていましたが(笑)、⽬が覚めました〜。ありがとうございました。

ヽ(^o^)⼃

9322 選択 ミキティ 2008-09-09 14:08:20 返信 報告

yanさん treeさん こんにちは♪

いらっしゃいませ（＾－＾）
  お待ちしていましたよ♪

yanさん さすが素晴らしいですね（＾－＾）
 今度yanさん コンサート開いていただきたいでーす（＾－＾）
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 treeさん おめでたい⽇ですものね OK OK(*^_^*)
 しっかり ばんばん投稿お待ちしています（笑）

Re:午後の部（＾－＾）

9323 選択 チョコレート 2008-09-09 14:09:33 返信 報告

treeさん、はじめまして。チョコレートと申します。よろしくお願いします︕

> でも姿は出さずとも毎⽇貼りついているので、本当は隠れ常連なんですよ（笑）。 
 わかります〜そんなtreeさんの気持ち。私も開設当初からここにこっそり住みついていました︕

 ついつい初投稿してしまってから、今はこんなになってますけど(笑)。
 treeさんはお仕事中なんですね。

 また隙を⾒て(笑)、こちらを覗いてくださいね。皐さんもまもなく︖登場予定です。

ありがとうございまーす（＾－＾）

9324 選択 ミキティ 2008-09-09 14:12:49 返信 報告

うわー♡ チョコレートさん かわいいグラスありがとうございます♪
  今⽇はご⼀緒にワイワイ飲みましょうね〜 

 わーい わーい♡＾－＾）

 また後ほど 遊びにきますね♡

Re:午後の部（＾－＾）

9325 選択 saki 2008-09-09 14:26:29 返信 報告

 
megamiさん、こんにちは〜(^^)/

 megamiさんや、ミキティさんの優しい雰囲気に触れるとホッとしますね〜。
 今⽇は、みなさんの優しさに包まれて居たい気持ちで⼀杯です（笑）
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所⻑さん、
>今⽇のメインは、「皐&saki加⼯画対談」なのでヨロピク〜（笑）。 

 って、何︖︖ ひぇ〜︕︕ そんな〜 嬉しいけど… 何を話せばいいのかなぁ〜 
 今から緊張しちゃうけど…    皐さん、まだかなぁ〜

yanさん、こんにちは〜(^^)/
 今⽇は「突然」なんですねo(^o^)o  

 私の中では、xxxさんのテーマ曲なのでとても嬉しいです。

treeさん、お久しぶりで〜す(^^)/
 まだまだ、○本県地⽅は暑いですね〜 9⽉と⾔うのに、今⽇は特に暑く感じますね

 お仕事中との事ですけど、お偉いさんの⽬を盗んでカキコしてね〜

はじめまして

9326 選択 river 2008-09-09 14:30:06 返信 報告

stray所⻑様、研究所の皆様、はじめまして

実は、ずいぶん前から楽しみにして拝⾒していて、
 皐さんの卒業メッセージボードに⼀度だけ

 ごあいさつした事があるのですけど
 投稿は得意ではないので、拝⾒しているだけでした。

 皆さんがロケ地をわずかなヒントから次々と発⾒されていったのを、
 「すごい︕」と思いつつドラマよりもずっと楽しんだり、

 数々の加⼯画作品に感動して⽬を奪われたり。

そんなお礼も兼ねて、この機会にごあいさつさせてもらいました。
 動画も拝⾒していましたが、お礼も⾔わずごめんなさい。

ありがとうございます、
 そして研究所設⽴１周年おめでとうございます︕︕

 これからもＺ研の活躍を楽しみにしてます︕
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⾔葉を書くの⼤変ですね、
ここまで書くのにも緊張して時間かかってます（笑）

 突然失礼しました。

Re:午後の部（＾－＾）

9328 選択 pine 2008-09-09 14:33:09 返信 報告

チョコレートさん 先程はチャットありがとうございました。
 加えて"王様ジョッキ"ありがとうございます。いろんなかわいいジョッキがあるんですね。

 ⾊⽩希望なので、⽩い⽅を頂きます。m(^-^)m

megamiさん こんにちは︕
 今⽇はご⼀緒できそうで嬉しいです。ずっと繋がっていますように。ｵﾈｶﾞｲｯ…(*ﾟ｡ﾟ)m｡★.::･'゜☆

 そして、照れ臭いですが、お祝いありがとうございます。
 あの時は⼀⽣懸命書いたのですが、⽂才がないので、今読み返すと「いったい何を⾔いたいねん︕」と⾃分で突っ込

みたくなるくらい恥ずかしいです。(^^;)
 megamiさんの登場もあの頃でしたね。イランからということで驚いたものです。

PANさん こんにちは︕
 たくさんのごちそう有難うございます。

 今年の夏はPANさんの「癒し中華」に癒していただいて、暑さを乗り切れました。（笑）
 PANさんもトラファンですか︕私もトラキチ仲間に⼊れて下さ〜い(^^)

 前半の独⾛がいつの間にか、マジックがついたり消えたり…。タイガースらしいですが、最後には祝杯を上げたいで
すね︕

所⻑さん
 >未来の所⻑（破壊星⼈クン）へのZARD教育、しっかりお願いしますよ︕（笑） 

 あはは︕では、未来の副所⻑にはチビ怪獣ちゃん、部⻑にはお騒がせ⼩僧クンにお願いしましょう︕

yanさん こんにちは︕
 「突然」アゲアゲバージョン とても楽しい気分になります。

 私のyanさんコレクションに追加させていただきま〜す︕
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treeさん こんにちは︕
隅っこになんて仰らないで、是⾮真ん中へいらして下さ〜い。

 お仕事中、背後にご注意くださいね。（笑）

Re:ヽ(^o^)⼃

9329 選択 tree 2008-09-09 14:41:26 返信 報告

ミキティさん、チョコレートさん、sakiさん、pineさん、こんにちは︕お返事有り難うございます。

いつも皆さんの楽しいお話し聞かせていただいてます。
 でもきっかけがなく、なかなかレスできませんでしたが、今⽇をいいきっかけにして、今後はよろしくお願いします

ね。

>お仕事中、背後にご注意くださいね。（笑） 
 了解です︕（笑）

 

riverさんへ

9330 選択 チョコレート 2008-09-09 14:42:33 返信 報告

riverさん、はじめまして。チョコレートと申します。よろしくお願いします。

私も最初はROM専でした。私も投稿をはじめた頃は少しの⽂章をああでもない、こうでもないと、消しては書き直し
たりで、時間ばかりが過ぎていました(笑)。⼀つ投稿するまでに１時間半かかったり︕(笑)

 今では所⻑さんに
「ＢＢＳ初投稿時の初々しさはどこかに⾏ってしまいましたが（笑）」

 と、書かれてしまう状態ですけどね･･･。

riverさんもZ研で楽しく過ごしてくださいね︕
 

Re:Ｚ研１周年記念パーティー開幕です︕(第１部)

9331 選択 ドルチェ 2008-09-09 14:58:50 返信 報告
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みなさん、こんにちは〜（＾０＾）
はじめましての⽅、いらっしゃいませ︕

すっごく盛り上がってますね〜♪♪ 楽しい〜♪♪

またお仕事終わってから来ますね〜

無題

9332 選択 yan 2008-09-09 15:02:31 返信 報告

チョコレートさん、ミキティさん、sakiさん、pineさんこんにちは︕

チョコレートさん、
 ⽬覚まし代わりにどうぞ（笑）

 ちなみに僕もトラキチです♪

ミキティさん、
 コンサートを開けるほどの腕もレパートリーもないです（笑）

 でもそう⾔っていただけて嬉しいです。

sakiさん、
 そういえば「突然」といえばxxxさんですよね。

 xxxさんにも届いているといいな。

pineさん、
 マニアックなコレクションですね（笑）

 ありがとうございます、また作ったら追加お願いします☆

また⼣⽅のぞきに来まーす︕

Re:午後の部（＾－＾）

9333 選択 PAN 2008-09-09 15:05:34 返信 報告
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ミキティさんこんにちは︕︕
きれいな花と、デザートの差し⼊れ、ありがとうございます︕

 ちょうどおやつの時間ですね、デザートいただきま〜す︕︕

pineさん、おひさしぶりです︕︕
 関⻄の夏はとっても暑いですが「癒し中華」で乗り切ってもらうことができて

 よかったです︕
 2003年に、にわかトラファンからはじまって、いまでは⼤のトラキチになりました。

 pineさんもぜひぜひ、Z研のトラキチ仲間に加わってください︕︕
 なんとか優勝出来るように盛り上げていきましょうね〜︕︕

チョコレートさん、タイガースジョッキありがとうございます︕︕
 トラキチジョッキでビールが格段に美味しくなりますね︕

 トラキチ仲間にpineさんも加わって頂きましたよ♪
 

おやつの時間

9334 選択 pine 2008-09-09 15:05:49 返信 報告

３時になりました。（笑）
 Cafeより、「Lady Go︕」を取り寄せたはずなのに、「パリッとやこう︕」が届いちゃいました

（汗）なんで︕︖

２尾なので、早い者勝ちですよ︕熱いので"はふはふ"しながら⾷べてくださいね︕

おやつの時間２

9335 選択 pine 2008-09-09 15:13:58 返信 報告
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飲み物に、ラムネを各種お持ちしました。
私は飲む勇気がないので、勇気のある⽅、是⾮チャレンジしてみてください。(^^)/

皆さんに感謝

9336 選択 GTO 2008-09-09 15:18:01 返信 報告

所⻑、所員の皆様、また、ここにお集りの皆様が素敵なのが、Z研なんですよね。

所⻑はLA出張ですか︖
 お⼟産期待してますよ。

GTO

☆⾵が通り抜ける街へ☆

9337 選択 saki 2008-09-09 15:19:17 返信 報告

 
riverさん、初めまして、お騒がせ娘 sakiで〜す。

此処のBBSで、⼀番ドジな奴はどいつだい︕ あたしだよ(^^)/
 私はいつも「しっぱ〜い」ばかりしています

 ⼈様のHNは間違えるし、チャットでは⽇本語が変だよって⾔われた事もあります(^^;)
 此処のBBSは編集機能があるので、思った事を書いてしまいましょう。

 此⽅のみなさんは、⼼のひろ〜い⽅ばかりなので、気にしてちゃ楽しくないですよ〜
 楽しい事が⼀番って、所⻑さんのモットーですから、ねぇ〜所⻑︕

私が此処に⻑く居られるのも、そんな、みなさんに囲まれているからなんですよ〜

ドルチェさ〜ん、こんにちは〜(^^)/
 夜の部、お待ちしていま〜す。早めにNYに⾏って来といて下さ〜いねッ
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PANさんへ
家の主⼈も、何故かタイガーズファンなんですよ〜

 勝った時は、”六甲おろし”を⼤声で叫んでいます（あれは、歌ではない(^^;)）

pine先輩、タイヤキ⼀つ、も〜らい(^^)v

鯛焼きいただき︕

9338 選択 アネ研 2008-09-09 15:23:23 返信 報告

仕事の合間にみなさん、さすがです。
 treeさん、こんにちは、Z研が⽣活の⼀部にとは、ほんとそうですね。

 私もZ板から⼊ったのですが、そのころは⽂章も敬語で性別不明だったんです。
 しかし、Z研にはいったとたん、strayさん、T28さん、ドルチェさんのくだけたドロドロの会話をみてるうちにこん

なになってしまいました。
 やはり、飾らないでいいところは気が楽ですね。

 明⽇からも飾らないZ研を⽬指したいものです。（笑）

sakiさん、巧い︕

9339 選択 GTO 2008-09-09 15:31:15 返信 報告

sakiさん、

ここ数ヶ⽉で、う〜んと腕を上げましたね。
技術、センスとも段違です。

これからも楽しみにしてますよ〜。

Re:鯛焼きいただき︕

9340 選択 tree 2008-09-09 15:50:55 返信 報告

アネ研さん、はじめまして︕
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> 仕事の合間にみなさん、さすがです。 
私、本⽇はZ研の合間に仕事しておりますっ︕（偉そうに⾔うことじゃない︖）

 夜はお邪魔できそうにないので、今のうちに頑張っておきます（笑）。

> やはり、飾らないでいいところは気が楽ですね。 
 同感です。私も2ヶ⽉ほど前に、テンション上がりすぎて壊れかかってしまったんですが、所⻑、部⻑さんにお許し頂

き嬉しかったです（笑）。
 アネ研さん、今後ともよろしくお願い致します。

pineさんへ
 まだどなたも勇気を出して飲まれてないようなので、ここは私が先陣を切って飲んでみましょう。

 わさびラムネなら何とかなる・・・かも︖

ん、⼤丈夫、⼤丈夫︕（涙・・・）
 さあ、皆さんも飲んでみましょー︕︕︕

Re:☆⾵が通り抜ける街へ☆

9341 選択 チョコレート 2008-09-09 15:53:21 返信 報告

sakiさん、この加⼯画もまた素晴らしい!
 泉⽔さんが「早く帰ってZ研に⾏こっ︕」ってジャンプしてるみたい︖︖楽しそうだなぁ〜(笑)。

 sakiブルーの夜空も綺麗ですね。素敵な画像をありがとう︕

なになに︖･･･pineさんもトラキチ仲間︖yanさんも︖sakiさんのご主⼈も︖︖(笑)なぁ〜んだ、たくさん居たんです
ね。

 それじゃ、オリンピックみたいに、ZARDの負けないでタイガースバージョンポスターも作って︕お願い︕ｺﾞﾛﾆｬﾝ(笑)

横レス失礼します。
 ドルチェさん、こんにちは〜︕お仕事はさっさと⽚付けて早く来てくださいね〜︕お待ちしていま〜す。

GTOさん、お久しぶりです。お時間がありましたら、楽しんでいってくださいね︕
 所⻑さんも、いろいろ仕込み中ですから･･･何が出てくるのか楽しみですね。
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pineさん、たい焼きありがとうございますって･･･もうないの︖︖ざんね〜ん︕⾷べたかった︕そのラムネはムリです
(笑)。普通のラムネでお願いします。

Re:☆⾵が通り抜ける街へ☆

9342 選択 saki 2008-09-09 16:04:40 返信 報告

 
GTOさん、お久しぶりです(^^)/

お褒め頂いてありがとうございます。
 私には、沢⼭の先⽣⽅がおられて、違った観点からいろいろご指導を頂いています。

 私は、な〜んて、幸せ者なんだろ〜って思いますね〜

そして、褒めて頂いたり、レスを頂いたりするととても励みになります。
 此からも、い〜ぱい褒めて下さいね〜♡

チョコ先輩、
 ⾶び跳ねてる泉⽔さんは、シドニーロケ地発⾒の時、stray所⻑がUPして下さった物です。とっても可愛かったの

で、⾊を付けて加⼯画にしてみました。
 気に⼊って頂いて嬉しいですよ〜

Re:☆⾵が通り抜ける街へ☆

9343 選択 river 2008-09-09 16:41:23 返信 報告

チョコレートさん、はじめまして︕
 同じです、書いて消して、そのくらい時間がかかったかも知れません（笑）

 これを書くのも少しかかってます（笑）
 また機会があったら、よろしくお願いします。

sakiさん、はじめまして︕
 sakiさんの活躍は存じてますよ︕（笑）
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次はどんな作品だろう︖といつも楽しみにしています。
またよろしくお願いしますね。

慣れないので、何か失礼があったらお許しください。
 みなさんまた何かあったらよろしくお願いします、では︕

☆永遠☆

9344 選択 saki 2008-09-09 16:42:59 返信 報告

 
皐さん、ま〜だかなぁ〜︖  ⽇が暮れちゃうよ…                              

ちょっと、主婦して来ま〜す。

stray所⻑さん、お忙しくなければ、今⽇UPした画像⼀つ⼀つの評価をして下さると嬉しい
なぁ〜

 

Re:☆永遠☆

9345 選択 pine 2008-09-09 17:11:00 返信 報告

ドルチェさん こんにちは︕
 夜の部、私が来れるかどうかわかりませんが、お仕事終わられるのを待ってますね~︕

sakiさん ☆⾵が通り抜ける街へ☆元気いっぱいって感じでいいなぁ。
 私もこの弾んでる泉⽔さん⼤好きです。カワイイよね〜

⻘い空は、今⽇の空の⾊のようですね。
 ☆永遠☆は⼣焼け、ススキが季節感を出していますね。ちょっと淋しげな泉⽔さんが歌詞にマッチしてますね。

treeさん 素敵〜
 わさびラムネ挑戦してくださったのですね︕のって下さって嬉しいです。m(^^)m

Re:☆永遠☆
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9346 選択 stray 2008-09-09 17:21:41 返信 報告

皐ちゃん、遅いですね。迷⼦になったのか︖（笑）
 「午後から⾏きます」と⾔ってましたが、夜も午後に違いないので、夜来るってことなのかなあ（笑）。

> stray所⻑さん、お忙しくなければ、今⽇UPした画像⼀つ⼀つの評価をして下さると嬉しいなぁ〜 
 了解です︕ あとでね︕

お礼とか（笑） ①

9347 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-09-09 17:22:17 返信 報告

みなさん、こんにちは︕
 盛り上がってますねぇ〜、これでこそZ研だ︕（笑）

xs4pedさん、動画拝⾒しました。
 想いの詰まった加⼯画達と、ZARDの曲のコラボは最強ですね︕

 つい最近発表した加⼯画まであって驚きました︕（笑）
 しばらくぶりに⽬から汗が・・・（涙）。

 どうもありがとうございました︕

チョコレートさん、御苦労様です。
 寂しかったって・・・、ホントかなぁ〜（笑）。

邪道︖（汗） まさか︕ 拾いものじゃないですよ︕（笑）
 ただね・・・、⾊紙額と落款は邪道です（苦笑）。

 書の⽂字は、⾃分で・・・、書・・・、こう・・・、と・・・、したんですけど、
 ［インターネット書道］で書くと難しいんですよ︕（苦笑） ←結構⾯⽩いです（笑）。

 書きましたよ︕ あぁ〜書きましたとも︕（キッパリ）
 でもさ、#9288の先⽣の直筆︖（笑） よりもしょぼいんです・・・（汗）。

 諦めましたよ︕ あぁ〜諦めましたとも︕（キッパリ）
 それで、仕⽅なくPC内のフォントで作りました。フォントです（笑）。
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pineさん、先⽣のギャラをありがとう︕（笑）
先⽣はたいそうお喜びで、おいしいニャンと仰っていました︕（笑）

 「Z道」は、床の間ではないけど、壁に掛けられてますね（笑）。
 私、カレーラムネ飲んだことありますよ︕

 味︖ う〜ん…（笑）。
 飽きるほどラムネ飲んでないから、普通のが⼀番︕（笑）

ミキティさん、ホントにお休み︖（笑）
 盛り上げてくれてありがとうございま〜す（笑）。

 PCを開けてないと・・・、ってことは、まだトラブったままってことか・・・。
 今年中には直しましょうねぇ〜（笑）。

 

お礼とか（笑） ②

9348 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-09-09 17:23:48 返信 報告

sakiさん、ゴメンゴメン︕（笑）
 あはははっ、謹慎なんて思ってる分けないじゃん︕（苦笑）

 こっちのにゃんこ先⽣は柔道の先⽣じゃありません︕（笑）
 たくさんの作品をアップしてくれてアリガト︕ またヨロシクね︕

PANさん、サボってるの︖（笑）
 よい⼦は私のマネをしちゃだめなんだけどなぁ〜（笑）。

 そのうち、PANさんと出会ったエピソードでも披露しちゃう︖（笑）
 こちらこそ、これからもどうぞよろしく︕

megamiさん、繋がってますねぇ〜（笑）。
 お笑いの師匠はにゃんこ先⽣じゃありません︕（笑）

 チャット⼊れなくてごめんなさいね。
 そのうち所⻑がなんとかするから︕（笑）

yanさん、お久しぶりです。こんにちは。
 新作待ってました︕ ホントありがとうございます。
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遠慮なく頂きま〜す（笑）。
アレンジも軽やかで素晴らしいです。

 今⽇のような⽇のBGMにはピッタリですね︕

treeさん、⼀周年パーティーへようこそ︕（笑）
 そんな隅っこにいないで、どうぞ真ん中へ︕

 >会社から上司の⽬を盗みこっそり投稿しているtreeでした。 
 Z研カフェの従業員も⾜りていますので、

 くれぐれもクビにならないように・・・、お気を付けて︕（笑） 

riverさん、初めまして、ようこそZ研へ︕
 ご丁寧なご挨拶、恐れ⼊ります。

 ⽂章書くのって思ってる以上に⼤変ですね。
 こんな私でも、結構ネタの仕込みに時間掛けてるんですよ︕（笑）

 どうぞ、お気軽に投稿なさって下さい。
 ミスッちゃったら、笑って許して貰いましょう︕

GTOさん、お久しぶりです。
 Z研はお祭り好きが多いですね（笑）。

 とくに⼥性が︕（笑）
 Z研はこうじゃなくちゃね︕

 

お礼とか（笑） ③

9349 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-09-09 17:25:28 返信 報告

アネさん、ドルちゃん、投票しましたか︖
 私はこれからです。 ど・れ・に・し・よ・う・か・な︕（笑）

所⻑︕ チャットモニターどこやったの︖（笑）
 先⽣の「書」が飾ってあるのは嬉しいんですけど、

 あれっネタだから、作りが荒いんで・・・（汗）、
 師範にお願いしてさぁ〜、作り直そうか︖（笑）
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所⻑、皐ちゃんはネタの仕込みで忙しいんじゃない︖（笑）

⼤盛況なんでレスも⼤変だ︕（苦笑）
 うれしい悲鳴って奴ですね。

 漏れている⼈居ませんよね︖（汗）
 居たら・・・、笑って許してちょ︕（笑）

 

紅⽩まんじゅう

9350 選択 pine 2008-09-09 17:39:48 返信 報告

お祝いごとには、紅⽩まんじゅうが付き物なので、⽤意いたしました。（笑）
ハートのお饅頭かわいくて、Z研にぴったりでしょo(^-^)o

部⻑さん カレーラムネ、う〜ん…ですか。
 ごはんと⼀緒に飲んだら、カレーライスになるのかな︖

Re:紅⽩まんじゅう

9351 選択 チョコレート 2008-09-09 17:44:28 返信 報告

pineさん、これ最⾼ですよ︕素晴らしい︕
 今⽇のパーティーのお⼟産にしたいですね︕

 ちょっと味⾒しちゃおうかな･･･(笑)

祝・Ｚ研１周年

9352 選択 皐 2008-09-09 17:45:21 返信 報告

Z研所員のみなさん、ゲストの皆さまこんばんは︕
 すごく出遅れてしまいましたね〜(苦笑)すみません︕
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Z研⼀周年、おめでとうございます︕︕(o≧∀≦o)
素晴らしい記念⽇にまた帰ってこれて、本当に嬉しいです〜☆ﾐ

xs4pedさん、sakiさん、すごく嬉しいメッセージ&加⼯画をありがとうございます︕︕
 とても⼼が温かくなりました(*^u^*)

sakiさんが⼀度お休みになっていた時期があったので、
 今⽇会えるのか気になっていたんですが、こうしてお話ができることが嬉しいです☆

 今⽇は“対談”しましょうね︕︕(笑)

これからじっくり前夜祭のスレと このスレを拝⾒させていただきます(*^u^*)

Z研⼀周年、⼼から祝福です︕︕

部⻑様へ

9353 選択 tree 2008-09-09 17:49:16 返信 報告

部⻑さん、お久しぶりです。

> Z研カフェの従業員も⾜りていますので、 
えーっ︕当てにしてたのにー。残念・・・。⼈⼿が⾜りなくなった時には連絡ください。

夜の部は残念ながら参加できません（涙）。
 これからが盛り上がる時間帯ですよね・・・。

 皐さんにご挨拶できないのが残念です。
 なので部⻑さんにお願いです。

 皐さんにくれぐれもよろしくお伝えください。
 部⻑さん、勝⼿ながらよろしく〜︕（笑）

それでは、皆さん、⼀⾜先に帰ります。
 この後も⼀晩中お楽しみくださいね。

追記︓
 げっ︕投稿したら⼀つ前に皐さんが︕

 皐さん、初めまして。
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 皐さんが卒業される時にご挨拶したかったんですが、
PCの具合が悪く、書き込みできませんでした。

 やっとご挨拶できます。
 Z研最初の頃からずっと作品拝⾒させていただいてます。

 すばらしい︕の⼀⾔です。
 簡単ですみませんが、simple is bestということでお許しください。

 では⼀⾜先に帰らせていただきます。
 皐さん、今夜は楽しい時間をお過ごしくださいね︕

ということで、部⻑さん、先ほどのお願いは却下です（笑）。
 

Re:祝・Ｚ研１周年

9354 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-09-09 17:49:41 返信 報告

皐ちゃん、おっかえり〜〜〜︕︕︕

とりあえず、挨拶だけ（笑）。

Re:祝・Ｚ研１周年

9355 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-09-09 17:51:37 返信 報告

皐ちゃん、treeさんがヨロシクって︕

伝えて下さいって、今頼まれちった︕（笑）

いや〜ん︕

9356 選択 チョコレート 2008-09-09 17:52:32 返信 報告

急⽤で出かけることになってしまいました(T-T)
 あ〜ん、皐さん︕

 会えないのかなー・・・とりあえず⾏ってきます。
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Re:いや〜ん︕

9357 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-09-09 17:53:26 返信 報告

> 急⽤で出かけることになってしまいました(T-T) 
 > あ〜ん、皐さん︕ 

 > 会えないのかなー・・・とりあえず⾏ってきます。

いやっ、今すれ違ったけど︖（笑）
 

皐さ〜ん

9358 選択 pine 2008-09-09 17:57:35 返信 報告

あっ〜︕︕︕皐さん︕︕お帰りなさい︕
 お元気でしたか︖ 

 嬉しくって、何を話したらいいかわからな〜い︕
 前回の⾥帰りの時はお話できなかったので、今⽇を楽しみに待っておりました(*^-^*)

とりあえず、⼦供にご飯⾷べさせて、お⾵呂⼊れて…ごちゃごちゃ⽚付けてきます。

あららっ︕

9359 選択 皐 2008-09-09 17:57:55 返信 報告

部⻑こんばんは︕︕(o^∇^o)お久しぶりですね☆ﾐ
 取りあえず、挨拶と、“ありがとう”です☆

treeさん、チョコレートさん︕今すれ違いましたよ︕︖(笑)

きっとまた会えます︕

pineさ〜ん︕

9360 選択 皐 2008-09-09 18:00:56 返信 報告
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pineさん、お久しぶりです☆
帰って参りました〜(o^∇^o)今⽇は会う事が出来て、すごく嬉しいです︕︕

ん〜っ、、、私も何から話せばいいのやら(笑)
 でも、今⽇は皆さんにお礼を⾔いたかったんです(*^u^*)

pineさんも本当に⾊々とありがとうございますね︕

treeさんへ♪

9361 選択 皐 2008-09-09 18:07:29 返信 報告

treeさん、初めましてですね(o^∇^o)
 丁寧な挨拶を本当にありがとうございます(o≧ω≦o)

 気持ちがとても伝わってきましたよ☆ﾐ

Z研最初の頃から⾒ていてくださってたんですね︕︕
 すごく嬉しいです︕︕(*≧∇≦*)

 今⽇はZ研⼀周年という⼤切な記念⽇なので、
 楽しい時間を皆さんと過ごしたいと思います︕

それでは、treeさんまた今度お話ししましょうね☆ﾐ

--------------------------------------------
 所⻑、Z研の皆さん

 すみません︕7時過ぎ頃にまた来ますね〜︕
 素っ気ない感じでゴメンナサイ(>_<;)

 

Re:祝・Ｚ研１周年

9362 選択 PAN 2008-09-09 18:12:09 返信 報告

皐ちゃんお帰りなさい︕︕
 みんな、皐ちゃんが来るのをすっごく楽しみに待っていましたよ︕︕
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新しい加⼯画作品もありがとうございます︕︕
今晩はとっても盛り上がりそうですね♪

 

皐ちゃ〜ん︕

9364 選択 アネ研 2008-09-09 18:35:45 返信 報告

お帰り〜︕
 久しぶりの新作の加⼯画だよね。

 携帯なんでちっちゃくてよくみえませ〜ん。
 早く帰宅してパソコンでみたいよ〜︕

お帰りなさ〜い＼(^_^)

9365 選択 カーディガン 2008-09-09 18:38:58 返信 報告

皐さん、お帰りなさ〜い＼(^_^)
 Z研１周年ですので、とても意味のある⽇になりました。今⽇もとても忙しいですね、ものすごい書き込みで、ビック

リです。また、今⽇からよろしくお願いします(^o^)それでは帰ってまた帰ってまたカキコしますね♪

たこ焼きもどーぞ︕

9366 選択 M.Dark 2008-09-09 19:01:24 返信 報告

> やはり、飾らないでいいところは気が楽ですね。 
 > 明⽇からも飾らないZ研を⽬指したいものです。（笑）

皆さん こんばんは︕ 
 皐さん お久しぶりで〜す。

たった今 帰宅したばかりで書き込みもしっかり読んでませんが
 とりあえずご挨拶で〜す。
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pineさん、アネ研さん ｽｸｰﾌﾟ⼤賞おめでと〜
ｺﾃｺﾃ加⼯画第３弾 たい焼き ならぬ たこ焼き もどーぞ（笑）。

stray所⻑、ミキティさん
 腕だけDarkで すみませんネ。

 Ｚ研は ⽼若男⼥ 善男善⼥の 癒し空間なんですよネ。

それでは 後ほど ゆっくりと ♪

Z研1周年記念おめでとうございます!

9367 選択 KOH 2008-09-09 19:06:37 返信 報告

Z研⼀周年記念パーティーに参加できて嬉しいです!
 思えばpromised youの楽曲・PVが好きでこちらに
 お世話になってからZ研には⾊々な物を頂きました︕
 ⼀番嬉しいのはZ研の皆さんとのつながりです!

 ZARDが好きでも⾊々と語り合える⼈がホントに
 いなかった私にとってZ研の存在は宝物です!

 これからも私にできる限りお役に⽴てればいいなと思います!
 そしてみんなで盛り上げていきましょうっ!!

あっ︕︕皐ちゃんかえってきたぁ〜︕︕
 お帰りなさいっ!!

皐さん、おかえりなさい︕︕

9368 選択 チョコレート 2008-09-09 19:10:33 返信 報告

⽤事をそこそこに⽚付け(笑)、無理やり帰って来ましたっ︕
 皐さんとすれ違っていたなんて︕知らなかった〜(T-T)おバカさんな私。

 しかも、帰ってきたらまた皐さんとすれ違い︖︖あ〜ん･･･。
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私がまたここを離れて、帰って来れないかもしれないので、さっきZ研について書いていたものを投稿しておきます。
戻って来れますように〜。

所⻑さん、部⻑さんと私の⼀⽅的な出会い(笑)は、本家のROM専時代です。
 とても楽しいstray&T28コンビに出会い、⼤ファンになりました(笑)。

 それ以来、追っかけで(笑)、Z研に引越し、居候となり、現在に⾄っています(笑)。
 Z研でもROM専でした。xxxさんの訃報のときはPCの前で涙を流し、⽊更津ロケ地捜査の解明劇にはPC前で⼿に汗を

握り、⼤喜びしました。

何があっても投稿することはないだろうと思われた私を、ここへ引っ張り出したのは、皐さんだったのです(笑)︕
 怒涛の連作発表の時、あまりに感動してしまって、ついつい初投稿をしてしまったんです。

あの時以来、⽔たまりにちょっと⾜を踏み⼊れたつもりが、ずぶずぶと深みにはまり、すでに出られません(笑)。
 皐さんのおかげで、私はたくさんの素敵な⽅に出逢うことができました。

 皐さんが引っ張り出してくれたからこそ、こんなに楽しいZ研ライフを過ごしているのです。
 皐さんにはいくら感謝しても、⾜りないくらいです。

前回の「皐さんの⾥帰り企画」の時には、もじもじしてしまって、あまりお話できなったのですが、今回はもっとお
話したいです。

 でも･･･夜は私がここに来れるかちょっとわかりません。今のうちに伝えておこう︕
 「皐さん、本当にありがとう︕」

 

打ち⽌め︕︕︕

9369 選択 stray 2008-09-09 19:12:43 返信 報告

はいはい、このスレはこれにて打ち⽌めです︕

こっちに移動してちょ︕（笑）
 http://bbsee.info/straylove/id/9363.html

https://bbsee.info/straylove/id/9268.html?edt=on&rid=9369
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=9369
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