
退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

Ｚ研１周年記念パーティー︕(第2部)

9363 選択 stray 2008-09-09 18:30:19 返信はできません 報告

”パー⼦、お帰り〜”  久しぶりに⾔った〜（笑）

皆さん、待ちに待った皐ちゃんが登場しました。
 第1部のスレは100個レスが付くと打ち⽌めとなりますので、

 そろそろこちらに移動して下さい。

皐ちゃん︕ 重⼤発表はこっちでお願いね〜︕（笑）
  

Re:Ｚ研１周年記念パーティー︕(第2部)

9370 選択 チョコレート 2008-09-09 19:17:30 返信はできません 報告

> 皐ちゃん︕ 重⼤発表はこっちでお願いね〜︕（笑） 
 気になる〜〜〜〜︕︕あー主婦辞めたいと今、思っちゃいました(笑)。

 皐さーん、待っててね〜。戻ってくるからー︕(T-T)
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皐さん お帰りなさ〜い︕︕

9372 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-09-09 19:27:07 返信はできません 報告

皐さ〜ん キャ〜お久しぶりで〜す♪お帰りなさいませ（笑）
 今 この場にいられてハッピーで〜す︕この⽇を⼼待ちしておりました〜☆

 何をお話したら良いのでしょう︖︖︖頭の中がパニックしてま〜す（笑）
 また後で お話致しましょ〜︕︕︕

ｐｉｎｅさん チョコレートさん お優しいコメントありがとうございました︕感激です♪
 ｐｉｎｅさんと 初投稿の時期はほとんど同じなので 同期の気分です（笑）これからも宜しくお願い致します。

 チョコレートさんが、初投稿された時 すごく緊張が伝わってきて 私も同じだったので ちょっとお声を掛けさせ
て いただいたのを 今もよく覚えております。

 今は、しっかり幹事をされる マネージャーさんだと思って 尊敬しておりま〜す（笑）

ドルちゃん お戻りは まだでしょうか〜︖今⽇もリアルタイムで お話できるのを楽しみにしております♪

ｓａｋｉさん こちらこそわざわざコメントいただきありがとうございま〜す︕
 いつも明るく元気な上に お気遣いが素晴らしいsakiさんのレスを楽しみにしております♪

riverさん treeさん 初めまして これからどうか宜しくお願い致します︕お話できるのを 楽しみにしております
☆

ｙａｎさん GTOさん ご無沙汰しております。ｙａｎさん お祝いの“突然”ありがとうございま〜す︕GTOさん 
Ｚ研にお集まりの皆さんに 素敵なお⾔葉をかけて下さりありがとうございま〜す。

アネ研さん おかげさまで 朝からネットに繋がって 嬉しいで〜す︕

Ｔ２８部⻑さん ⼀瞬 師匠のお師匠さんはニャンコ先⽣かと思っちゃいました（笑）
 チャットに⼊れなくて 悲しいですけど ⼊れる⽇を⼼待ちにしておりま〜す︕

改めまして…☆

9373 選択 皐 2008-09-09 19:41:22 返信はできません 報告
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PANさん、アネ研さん、カーディガンさん、M.Darkさん、
KOHさん、チョコレートさん、megamiさん、ただいま〜(*≧∇≦*)☆ﾐ

 お久しぶりの会話ですね〜︕すごく嬉しいです♪♪
 ちょっとなんの話からすればいいのか迷いますね(笑)

 えっと…、あっ︕トリオ名の投票しましたよ♪(笑)(なんだそりゃ︕(笑))

チョコレートさんとは またまたすれ違いになってしまいましたが、
 戻ってくるのを待ってます♡(遠距離恋愛みたいな会話ですね(笑))

そして、Z研のボス︕(笑)所⻑パパただいまぁ〜︕︕(*≧∇≦*)♡
 本当に今⽇は素敵な⽇ですね☆ﾐ

 さっきはここに来てすぐに「ちょっと失礼します︕」なんてなってしまいましたが、
 今の時間からはず〜っとBBSでお話しできるよう待機しています︕(笑)

あ、私からのお知らせは後ほどにしておきましょう(*^u^*)(笑)
 今は⼀周年のお祝いです♡

Re:Ｚ研１周年記念パーティー︕(第2部)

9374 選択 Today 2008-09-09 19:43:48 返信はできません 報告

みなさん、こんばんは〜。
 改めてＺ研１周年記念おめでとうございます!!

もう既に盛り上がってるようでみなさんのやり取りが楽しくて今⽇もROMっていそうです(笑)

Re:Ｚ研１周年記念パーティー︕(第2部)

9375 選択 ＭＲＣＰ 2008-09-09 19:50:24 返信はできません 報告

strayさん、皆さんこんばんは、おめでとうございます。

いつもつまらない質問に答えていただいてありがとうございます。
 今夜は夜空がきれいそうなので、⽩く煙った宇宙をどうぞ（天の川）。

 いらないですかね・・
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ここで質問ですが皐さんのカレンダーは更新されるのですか。

わ〜皐さん︕︕

9376 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-09-09 19:50:27 返信はできません 報告

皐さんへ
 お久しぶりです︕お元気そうで何よりです（嬉泣）

 > えっと…、あっ︕トリオ名の投票しましたよ♪(笑)(なんだそりゃ︕(笑)) 
 何が良かったですか︖すっごく気になりま〜す（笑）

嬉しくて 何をお話したらよいか なんだかドキドキしちゃいます（笑）

Todayさん ＭＲＣＰさん 初めましてmegamiと申します。お祝いに駆けつけて下さって ありがとうございま
す。これからどうか宜しくお願い致します︕

画像で振り返る Z研のこの⼀年（スライドショー）

9377 選択 stray 2008-09-09 19:53:28 返信はできません 報告

皆さんこんばんは︕

皐ちゃんの⼼の準備が整うまでの間（笑）、
 スライドショーをお楽しみいただきましょう︕

名づけて「画像で振り返る Z研のこの⼀年」です。
 http://zard-lab.net/anniv/anniv.html
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やっぱり、MVPはゼットンかなあ（笑）。
投票で決めますか︖（笑）

Re:画像で振り返る Z研のこの⼀年（スライドショー）

9378 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-09-09 19:56:21 返信はできません 報告

stray所⻑さんへ
 > 名づけて「画像で振り返る Z研のこの⼀年」です。 

 あ〜観たいです︕

でも午後のお仕事のお迎えが来てしまったので、しばらく留守にします（泣）
 せっかく皐さんとリアルタイムだと思ったのですが、残念です。どうか宜しくお伝え下さい・・・

 それでは また後ほど

皐ちゃんへ

9379 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-09-09 19:58:33 返信はできません 報告

皐ちゃん、改めてお帰り♡

所⻑の横暴により（笑）、こちらにレスします。
 #9352の作品についてです。

卒業制作を除けば、久しぶりの皐作品ですね。
 sakiさんがメキメキ上達しているせいもあるんだろうけど、

それぞれの作者による作⾵の違いがあきらかになってきた気がします。
 皐ちゃんにも、sakiさんにも、kaz2313さんにも、オリジナルの味がありますね。

 猛スピードで上達しているsakiさんの事って、きっとxxxさんが⼀番驚いているかもね。

やっぱりこの曲の加⼯画ですね︕
 柔らかな光に包まれた、柔らかな微笑みの泉⽔さんが、

 ⽣きているすべての⼈を包み込むような優しさに溢れていますね（涙）。
 作⾵が⼤⼈っぽくなったように感じます。感動しました︕
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重⼤発表︖ ・・・て、なんだろ︖ ・・・ドキドキしてきた︕

megamiさ〜ん☆ﾐ

9380 選択 皐 2008-09-09 20:00:11 返信はできません 報告

megamiさん、ＭＲＣＰさん、こんばんは︕︕
 Todayさんは初めましてですよね︖皐と申します(*^u^*)よろしくお願いしますね☆ﾐ

megamiさんもお元気そうで何よりです︕(*≧∇≦*)
 トリオ名はですね〜…。ナイショです♡(笑)結果が出た時に教えますね︕(笑)

わたしもこうしてBBSで皆さんとお話できるのが嬉しくて、
 何から話したらいいのか｡｡｡と、なってしまいます(笑)

 ドキドキしちゃいますよね(●＞ω＜●)(笑)

P.S.ＭＲＣＰさんへ
 >ここで質問ですが皐さんのカレンダーは更新されるのですか。 

 えっ??私のカレンダーって何ですか?!(笑)以前私が作ったZARDカレンダーのことですか︖^^

部⻑へ☆ﾐ

9381 選択 皐 2008-09-09 20:07:41 返信はできません 報告

部⻑、私も改めまして“ただいま”☆ﾐ

卒業後初めての加⼯画についてコメントをくれてありがとうございますね︕
Z研ということで、やっぱり曲は「promised you」にしました(*^u^*)

 部⻑の仰るように、優しさと光をテーマにしていたので、
 それに気付いてもらえて嬉しいです︕(*≧∇≦*)

sakiさんの加⼯画は、本当に上達していってますよね︕
 以前も もちろん素晴らしい作品ですが、今はsakiさんのオリジナリティを感じます︕

 “xxxさんの作⾵に似た”じゃなくなってきてますよね☆ﾐ
 私もsakiさんの上達ぶりを⼀番驚いているのは、xxxさんだと思いました(*^u^*)♪
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P.S.
『君とのDistance』加⼯画のUPありがとうございますね︕

 部⻑早速の更新に感謝です(*≧∇≦*)

Re:皐ちゃんへ

9382 選択 stray 2008-09-09 20:17:37 返信はできません 報告

部⻑、こんばんは。
 「Z道」あまりに素晴らしいのでBBSに飾っちゃいました（笑）。

 けど、なに、これってPCで書いたの︖（笑）
 てっきり、あのネコが書いたんだと思ってたけど・・・なわけないか（笑）

 せっかくなので、「所⻑室」を作って、私のデスクの上に飾ることにしましょう︕（笑）

皐ちゃん、改めて「お帰り〜︕」
 promised you で始まったZ研１周年にふさわしい作品ですね︕

 腕は落ちていないようです（笑）。

♪promised you また始めよう

みんな笑って⽣きてるZ研にふさわしい詞だねぇ、うっとり（笑）

> 以前私が作ったZARDカレンダーのことですか︖^^ 
 それしかないでしょ︕（笑）

 

所⻑・部⻑へ

9383 選択 皐 2008-09-09 20:27:18 返信はできません 報告

所⻑、改めまして“ただいま”(*^∇^*)
 Z研にふさわしい加⼯画であって良かったです☆ﾐ

 「何にしようかな〜」と、考えることもなく「promised you」の加⼯画にしたので、
 やっぱりZ研はこの曲ですよね︕
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>腕は落ちていないようです（笑）。 
良かった︕(笑)所⻑パパの評価はかなり⼼配でした(笑)

>> 以前私が作ったZARDカレンダーのことですか︖^^ 
>それしかないでしょ︕（笑） 

 あはは︕(笑)ですよね︕(笑)

部⻑へ︓
 第1部のスレで部⻑のお話を読ませてもらいました＾＾

 部⻑のZ研への想いがすごく感じられますね☆ﾐちょっとウルウルしてきちゃいました(>u<｡)
 私も、“ZARD坂井泉⽔さんで繋がっている”と思いました＾＾

P.S.
 「ザーどぉ〜」って読む「書」は⼩さな先⽣がお書きになられたんですね♡(笑)

 私、⽝派だったのに、最近ネコ好きになってきちゃいました︕(笑)

皐ちゃん、お帰りなさ〜い︕︕

9384 選択 ドルチェ 2008-09-09 20:34:11 返信はできません 報告

Z研⼀周年記念パーティと皐ちゃんのために
 仕事が終わって、慌てて帰ってきてたら⾞ぶつけましたーっ（泣）

 でも皐ちゃんも登場してたし、ヤなこと忘れちゃいました（笑）
 ホントになんの話からしたらいいのか、迷ってしまいますネ︕︕何ヶ⽉ぶりかな〜

 ちょっと前のレスを読んできま〜す︕またくるね︕

ドルチェさん、ただいま〜☆ﾐ

9385 選択 皐 2008-09-09 20:44:49 返信はできません 報告

ドルチェさ〜ん︕こうしてBBSでお話が出来るのはすっごい久しぶりですね☆ﾐ
 本当にホントに、本当に嬉しいです︕︕(*≧∇≦*)
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え︖⾞をぶつけちゃったんですか︕︖(◎Д◎;)⼤丈夫なんですか?!
⾞って、ちょっと擦っただけでも結構衝撃がありますからね(◎u◎;)

ではでは︕ドルチェ先輩(久しぶりに呼んだ︕(笑))また後でこちらでお話ししましょうね♪

Re:megamiさ〜ん☆ﾐ

9386 選択 ＭＲＣＰ 2008-09-09 20:55:39 返信はできません 報告

皐さん、こんばんは。

> えっ??私のカレンダーって何ですか?!(笑)以前私が作ったZARDカレンダーのことですか︖^^ 
 皐さんの写真つきのカレンダーもすごく興味があるのですが（笑）

 ３⽉以降はどうなるのかな、と思いまして。

megamiさん、こんばんは。
 こちらこそ宜しくお願いします。

ＭＲＣＰさんへ♪

9387 選択 皐 2008-09-09 21:03:24 返信はできません 報告

ＭＲＣＰさん、改めまして こんばんは︕(*^∇^*)

>皐さんの写真つきのカレンダーもすごく興味があるのですが（笑） 
 あはは︕(笑)定価︓マイナス1万円ですね(-u-;)(笑)

>３⽉以降はどうなるのかな、と思いまして。 
以降は考えてなかったですね〜。考えようかな…︖(笑)

Re:Ｚ研１周年記念パーティー︕(第2部)

9388 選択 カーディガン 2008-09-09 21:04:30 返信はできません 報告

こんばんは、みなさん︕︕
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もう第２部ですか、では、第３部までお願いします(笑)

今⽇は、ドキドキする⽇ですね。いつもよりも賑やかで、お話が弾んでいていいですね。

皐さんは、ちょっと前に話したのに、また話せるようになってすっごく嬉しいです(^_-)-
☆

 ⼀番聞きたいのは、あれからどうしていたのでしょうか、ということですが、シークレット
もあるでしょうから、徐々に教えてくださいね♪

ミキティさんのパソコンは治ったんですかぁ︖最近お⾒かけしませんから、どうしていたのかと思っていました。お
コタツは暑いので、さすがに⼊っていないと思いますが、かわりにクーラーがとても気持ちよくて涼んでいるのでし
ょうか(笑)今年も暑かったので、カキ氷やスイカなどを⾷べておいしく過ごしていたのでしょうか。

 私は毎⽇のようにたくさんのスイカづくしです。隣の県がスイカの⼤産地なので、こちらに売りに来ているお店で、
たくさんのスイカを買いこんで⾷べていました。メロンやブドウなどもとってもおいしかったです。

sakiさん、今⽇も素敵な加⼯画ありがとうございます。⽇に⽇に上達していますね。また素敵な加⼯画をよろしくお
願いいたします。

 お仕事もがんばってくださいね。

megamiさん、せっかくリアルタイムなのにとてもお名残惜しいです。
 また、来たときよろしくお願いします。

 お仕事ですか︖お疲れ様です︕︕

PANさん、昼間から参加していたんですか︖今⽇のためにお休みですか︖私も昼間からROMしていましたが、パソコ
ンじゃないとレスがはんぱになるので、できませんでした。今⽇のPANさんは、レスが多いですね。今後もこの調⼦
でお願いします(^_-)-☆

差し⼊れのスイカです(^^♪

カーディガンさんへ︕

9389 選択 皐 2008-09-09 21:20:00 返信はできません 報告

カーディガンさん、こんばんは︕
 第3部までいっちゃうのかな︖いっちゃいましょう︕︕(笑)
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私も皆さんとまたこうして話せる事が嬉しいです︕
ダンディなカーディガンさんとのお話もすごく楽しいですね☆ﾐ

>⼀番聞きたいのは、あれからどうしていたのでしょうか、ということですが、 
 >シークレットもあるでしょうから、徐々に教えてくださいね♪ 

 あはは︕(笑)“なんかすみません、⾯⽩くない話で…”ってなっちゃいますよ(=^⽫^=)(笑)
 “シークレットな⼥”で居ようかな(笑)

お久しぶりです︕

9390 選択 シヴァ 2008-09-09 21:20:24 返信はできません 報告

皐さん、こんばんは︕
 お元気そうでなによりです︕

 卒業製作、いろいろ保存させていただきました︕
 特に「愛が⾒えない」と「ＨＯＬＤ ＭＥ」は最⾼ですね︕

 今の壁紙は「愛が⾒えない」になってま〜す︕

ｓａｒａｙ所⻑さん、Ｔ２８さん、こんばんは︕
 ちょっぴりお久しぶりですね︕

 今、⽇本で最も話題になってるお酒をお持ちしました︕
 ペニシリン配合がどうかは飲んでからのお楽しみ︕

 綺麗なペパーミントグリーンになってたりして・・。
 所⻑さんは今ロスですか。

 ロスのクラブで外⼈さんのシンガーから⼤⿇をもらったりしたらダメですからね︕
 もし検査で陽性反応が出たりしたら所⻑は辞任してもらいます︕（≧▽≦）

 

Re:Ｚ研１周年記念パーティー︕(第2部)

9391 選択 ⿊杉 2008-09-09 21:20:40 返信はできません 報告

https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/2747e3c644b9a085cd4d3a7718b16024.jpg
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=9390
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/9271905e840548b8cada6d60c0cfd93b.jpg
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=9391


皆様、お晩でございます。(笑)

いや〜…凄い盛り上がりですね。

Sakiさん、ご無沙汰いたしております。私も久々に顔を出させて頂いております。
 ド○○ェ姫に⽟砕して以来ですかね。(笑)

 >今⽇は頑張るけんね〜(^^)/ 
 その御⾔葉通り、素敵な加⼯画ありがとうございます。やっぱり、Z研にはsakiさんの加⼯画がないと寂しいですね。

チョコレートさん、前夜祭から盛り上げていらっしゃいましたね。ご苦労様でした。
 チョコレートさんのお陰で、前夜祭の勢いのまま、今⽇の素晴らしい⽇も⼤いに盛り上がっていますね。

 >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。 
 何て嬉しい⾔葉でしょう!!  どうするんですか!?  また恋が再熱したら!  失恋したばかりだから、燃え上がりやすいん

ですよ!!  (笑)

Pine先⽣、アネ研さん、
 「スクープ⼤賞」おめでとうございます。実はpine先⽣が「所⻑賞」を受賞された凄い⽅!!

 だと結構後で知りました。ゆ、許して先⽣〜〜(汗)
 アネ研さん、今後ともゼットンと突き進んで解明していって下さいね。楽しみに待っていま〜す。 

ミキティさん
 >これからも 私に笑顔たくさんくださいね︕ 

 ⼤変嬉しい⾔葉をありがとうございます。私の投稿で笑って頂けるなら、いくらでも頑張りま〜す。(笑)

T28部⻑さん、
 初めて投稿させて頂いたときに、stray所⻑さんとT28部⻑さんから、温かな歓迎の御⾔葉を頂きました。初めての書

き込みで、とても緊張していたのが、その御⾔葉でふっと和らいだことを覚えています。
 今となっては、緊張が和らぎすぎて暴⾛気味で申し訳ないくらいです。(笑)

 >相⽅（シヴァさん）はどうしました︖（笑） 
 本当です! (笑)  

 タイタニックで、私がローズをやりたいと⾔って揉めたのがいけなかったのでしょうか? (笑)

megamiさ〜ん、
 megamiさんも、お元気そうで何よりです。（＾－＾）

 



トリオを結成されたのですね。私の失恋の痛⼿を笑いで吹き⾶ばして下さい。お願いしま〜す。(笑)

Re:Ｚ研１周年記念パーティー︕(第2部)

9392 選択 ⿊杉 2008-09-09 21:23:35 返信はできません 報告

Stray所⻑さん、
 本⽇は本当におめでとうございます。

 将来の「御隠居BBS」開設まで、いえそれからも、楽しく明るくビシバシZARD講義のほど宜しくお願い致します。
 >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）。 
 アハハハ。タイミングよく⼆⼈揃って地下に潜ってしまいましたからね。(笑)

 でも、残念でした。私は失恋の痛みで撃沈していただけなのです。(笑)
 シヴァさんのお姿が⾒えないのは、きっと、タイタニックの際に、シヴァさんにディカプリオの役を押し付けたのが

マズかったのです。(笑)

シヴァさん、許して〜〜(号泣)

ドルチェ副所⻑さん
 ⾞をぶつけた…、って⼤丈夫ですか!!!???? 

 御無事ですか!!??  ＼(゜ロ＼)(／ロ゜)／ (←パニックのつもりです)

皐さん、今晩は。お帰りなさいです。（＾－＾）
 やはり、皐さんの⼈気は凄いですね!! 皆さんウキウキされて居られますね。

 重⼤発表があるのですか?  何かな……、ま、ま、まさか!!  ロ、ロビンズクラブですか!? 
 

☆少⼥の頃に戻ったみたいに☆

9393 選択 saki 2008-09-09 21:23:55 返信はできません 報告

みなさん、こんばんは(^^)/

皐さん、お帰り〜(^^)/  もじもじ…(^^;)
 皐さんがみえられて急に⼤⼈しくなっちゃった、sakiで〜す。
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皐さんの作品を暫くボーと⾒とれてました… やっぱり違うね(^^;)

なんでこんなに緊張しちゃうんだろう︖ キーを打つ⼿が震えてま〜す

Re:Ｚ研１周年記念パーティー︕(第2部)

9394 選択 皐 2008-09-09 21:28:22 返信はできません 報告

シヴァさん、⿊杉さん、こんばんは︕

シヴァさん、私の卒業制作を受け取ってくださってありがとうございます︕
 「愛が⾒えない」は壁紙にしてくださっているんですね☆ﾐ

 すごく嬉しいです〜︕︕(*≧∇≦*)
 >所⻑さんは今ロスですか。 

 >ロスのクラブで外⼈さんのシンガーから⼤⿇をもらったりしたらダメですからね︕ 
 >もし検査で陽性反応が出たりしたら所⻑は辞任してもらいます︕（≧▽≦） 

 あははっ!!(笑)「⼤⿇やってない」ってウソついちゃうんじゃないでしょうか(笑)

>どうするんですか!?  また恋が再熱したら!  
>失恋したばかりだから、燃え上がりやすいんですよ!!  (笑) 

 え︕︖知らない内にZ研で恋愛が!!?(笑)

sakiさん☆ﾐ

9395 選択 皐 2008-09-09 21:33:55 返信はできません 報告

sakiさん、こんばんは︕＆ただいまです☆ﾐ

私も緊張してきたぁ(笑)ドキドキしますね(笑)
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今⽇はsakiさん作の加⼯画がたくさんですね︕
GIFでアニメーションまで作ってあって、すごく感動しました︕

 お忙しい中、こんなにも素敵な作品を作られていて尊敬します︕(o≧ω≦o)
 どの加⼯画も、妥協していないことが⼀⽬で分かる完成度ですね。

「少⼥の頃に戻ったみたいに」は、私を優しく迎え⼊れてくれてるような温かさを感じました。
 ホント、素晴らしいです(o≧ω≦o)

ダーッシュ︕︕

9396 選択 チョコレート 2008-09-09 21:35:33 返信はできません 報告

超特急で、何もかも振り切って戻ってきました〜︕皐さ〜ん︕︕
 > チョコレートさんとは またまたすれ違いになってしまいましたが、 

 > 戻ってくるのを待ってます♡(遠距離恋愛みたいな会話ですね(笑)) 
 待っていてくれたんですね︕うれしいっ♡

 皐さんがいると、Z研の空気が変わるんですよね(笑)。これがたまりません︕(笑)

KOHさん、カーディガンさん、Todayさん、ＭＲＣＰさん、ドルチェさん、⿊ちゃん、シヴァさん、皆さん、こんば
んは。ごあいさつが遅くなりましてすみません。

 私も出来る限り（第３部でも︕）参加させていただきたいと思います。よろしくお願いします。

> あ、私からのお知らせは後ほどにしておきましょう(*^u^*)(笑) 
 すっごく気になります･･･。でもきっと、うれしいお知らせ･･･ですよね︖(笑)

Re:お久しぶりです︕

9397 選択 stray 2008-09-09 21:36:28 返信はできません 報告

シヴァさん、こんばんは、お待ちしてましたよ（笑）。

⼤⿇︖ そんなのしりましぇ〜ん、⾒たこともありましぇ〜ん（笑）。
 しばらくぶりなのに相変わらず毒まいてますね（笑）。

 私のところは⼭奥なので、アメリカ⻄海岸に気候（だけですよ）が似てるんです。
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ロスに出張してるわけじゃありませんので（笑）。
毎⽇とは⾔いませんが、淋しいのでたまには顔を⾒せて下さいね︕

お騒がせ娘さんへ
 余計なことは書かないように（笑）、⼀部管理者権限で削除しましたので（笑）。

Re:Ｚ研１周年記念パーティー︕(第2部)

9398 選択 ⿊杉 2008-09-09 21:38:00 返信はできません 報告

シヴァさん、皐さん、今晩は!!

お⼆⼈とも、お帰りなさい!!
 私がチンタラ書き込みしている間に、シヴァさん、お帰りだったのですね。タイミング、外してしまったなぁ。(苦

笑)

> え︕︖知らない内にZ研で恋愛が!!?(笑) 
 皐さん、違います、違います!!  始まる前に終わった恋の話です。(笑)

 と⾔いましょうか、99.9%私の暴⾛で引き起こして撃沈し、勝⼿にぐだぐだになっているだけなんですよ〜。(笑)

あ、チョコレートさん。今晩は。お昼は素敵な⾔葉をありがとうございます。
 今⽇は第3部まで⾏くのですか?  珍しいですね。いつもは早寝の所⻑さんも、今⽇は⽇付をまたぐのでしょうか。

(笑)
 

Re:お久しぶりです︕

9399 選択 saki 2008-09-09 21:46:55 返信はできません 報告

KOHさん、カーディガンさん、ドルチェさん、⿊ちゃん、シヴァさん、こんばんは(^^)/
 Todayさん、ＭＲＣＰさん、初めまして sakiです。

シヴァさん、お久しぶり〜お元気でしたか︖
 所⻑さん、私、⼜何か︖ 失礼なことを︖︖︖

 

Re:Ｚ研１周年記念パーティー︕(第2部)
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9400 選択 ⼭茶花 2008-09-09 21:47:37 返信はできません 報告

Strayさん、皆さん、こんばんは☆

⼤分、遅くなりましたが、コメントを出すにも、どのスレに投稿すればいいのかわからなかっ
たので、此⽅にレス付けさせて貰いました。

 Strayさんが運営されるファンサイト、『ZARD研究所』が⼀周年になるそうですね。
 おめでとうございます。

 この先もずっと研究所を応援しております。
 他のどこのサイトよりも、⼀番ほんとに安らげる場所として、いつも利⽤させて頂いてるの

で、サイトの運営、しくじることがないよう、頑張って下さい。
 私からのほんの気持ちです、お花を差し上げます。

>>皐さんへ 
 お久し振りです。お元気でしたか︖私は元気です(笑)。

 皐パパともお会いできたようですね^^
 皐さんの卒業製作画像は、Strayさんを始めとした⽅からよく保存させていただいてました。

 いつも素晴らしい作品をありがとうございます。
 またすてきな画像を待っています。

 

☆皆さんにお知らせ☆

9401 選択 皐 2008-09-09 21:51:29 返信はできません 報告

第1部のスレを拝⾒していたんですが、今⽇のお昼は豪華な料理ばかりだったんですね♪(笑)
 いいなぁ〜。。。☆ 私は…うどん屋さんでカツ丼を⾷べました♪♪(笑)

えっと、今⽇は皆さんにお礼を⾔わせて頂きたいと思っていたので、ちょっと書かせてくださいね＾＾

卒業制作にはいつもみなさんからレスを頂いて、本当に嬉しい気持ちで胸がいっぱいでした。
 私がいなくなった後でも、私に話しかけるように⾔葉を書いてくれていることがいつも⼼に響いていました(>u<｡)

 皆さん、優しいコメントをありがとうございます︕︕
 メッセージボードでは⾵邪気味だった私にエールをくださったりと、こちらの⽅もお礼を⾔わせてください☆ﾐ
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卒業制作は残りあと何枚なのか忘れてしまいましたが、まだ残ってます(笑)
そして、卒業制作が残り1枚だったとしても“まだ終わりません”︕︕

私、ZARD研究所に復帰することになりました︕︕

復帰の事は前から考えていたんですが、卒業してまだ半年も経っていない事や、
 この先、前みたいに戻れるのかが不安で決断できませんでした。

 でも、ネット友達のakiちゃんが背中を押してくれた事で、所⻑に話す事が出来たんです。
 そして、私のワガママを所⻑は優しく受け⼊れてくれて…。

akiちゃん、本当にありがとう。私がここに居れるのはakiちゃんのおかげです︕︕
 所⻑、優しく迎え⼊れてくれてありがとうございます。よろしくお願いしますね︕

これからは前のような書き込みや加⼯画はできませんが、
 私なりに、マイペースにZ研⼀所員として参加させて頂きたいと思います(*^∇^*)

 皆さん、よろしくお願いします︕︕(o≧ω≦o)

以上、私からの“重⼤発表(︖笑)”でした(笑)

Re:☆皆さんにお知らせ☆

9402 選択 saki 2008-09-09 21:56:12 返信はできません 報告

>わたし、ZARD研究所に復帰することになりました︕︕

やった〜︕︕(^^)/  あぁ〜涙が出てきた(T_T)  嬉し〜〜〜〜〜い︕︕︕

Re:Ｚ研１周年記念パーティー︕(第2部)

9403 選択 カーディガン 2008-09-09 21:56:46 返信はできません 報告

皐さん、またまたおじゃまします︕︕

＞第3部までいっちゃうのかな︖いっちゃいましょう︕︕(笑)

では、その次は、ぜひ第４部まで(^O^)
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＞ダンディなカーディガンさんとのお話もすごく楽しいですね☆ﾐ

あれれ、テレちゃいますねぇ^_^;
 うれしいおほめのおことばありがとうございます。

 素敵なレディの皐さんにお返しいたします(^_-)-☆

＞“シークレットな⼥”で居ようかな(笑)

あはは、これは、"TOP SECRET"でしょうか。
 ミステリアスな魅⼒で、ダウンしないようにがんばります(^^♪

チョコレートさん、こんばんは。

昨⽇も、前夜祭お疲れ様です。
 今⽇も張り切っていますね。本業がどっちかわからなくなってきたのでしょうか(笑)今⽇は、こちらを本業によろし

くお願いします(^^)/~~~

pineさん、こんばんは。

あの⽊更津のドレスが⼀番でしたね。おめでとうございます︕︕
 今後とも、Z研でおしゃべりと話題をよろしくお願いします。

 

☆皆さんへ☆

9404 選択 皐 2008-09-09 22:00:16 返信はできません 報告

チョコレートさ〜ん︕︕待っていましたよ♡
 ハグハグ〜(泉⽔さん⾵(笑))

所⻑、シヴァさんの毒⾆はホント⾯⽩いですね︕(笑)
 私はブラックジョークがすごく好きなのでツボです(笑)

 あっ︕例の発表しちゃいました(笑)ちょうど書いていたところだったんですよね♪

⿊杉さん、⽚思いだったんですか︖あ…だから失恋って…(笑)←(笑う所じゃないですね(=^⽫^=;))
 気になるから その話をこんど他の⽅に教えて頂こうかな〜(笑)
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⼭茶花さん、お久しぶりですね︕私も元気にしていますよ︕
⾵邪とかひいちゃいますが、今は元気ハツラツ♪(笑)

 今後も卒業制作、新しい加⼯画を楽しみにして頂けると嬉しいです︕
 よろしくお願いしますね☆ﾐ

Re:☆皆さんにお知らせ☆

9405 選択 チョコレート 2008-09-09 22:00:21 返信はできません 報告

やったー︕（（（≧∀≦**）））ウレシィ〜〜 
 皐さーん︕本当に帰ってきてくれるの︖︖うれしいですっ︕︕ありがとう〜(T-T)

> これからは前のような書き込みや加⼯画はできませんが、 
 > 私なりに、マイペースにZ研⼀所員として参加させて頂きたいと思います(*^∇^*) 

 > 皆さん、よろしくお願いします︕︕(o≧ω≦o) 
 ここは皐さんの実家ですから･･･皐さんらしく、皐さんのペースで気楽に復帰してくださいね。

 私はどんなときでも皐さんを応援してますから︕
 こちらこそ、よろしくお願いします︕

 あ〜なんて素晴らしい１周年記念⽇なんでしょうね。所⻑さん︕

Re:Ｚ研１周年記念パーティー︕(第2部)

9406 選択 澄 2008-09-09 22:00:25 返信はできません 報告

皆様、こんばんは。

盛り上がってますね（笑）
 遅くなりましたが、ＺＡＲＤ研究所⼀周年記念おめでとうございます︕

 設⽴からずっと、ヒマ⼈な私は、ほぼ毎晩のようにＲＯＭしてました。（笑）
 お花や、差し⼊れをしたいですが…まだやり⽅が…（苦笑）

 こらからもずっと楽しく会話していきたいですね。よろしくお願いします。

改めて”Ｚ研⼀周年記念おめでと〜︕”
 

https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=9405
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=9406


Re:Ｚ研１周年記念パーティー︕(第2部)

9407 選択 Today 2008-09-09 22:03:42 返信はできません 報告

みなさん、再びこんばんは〜。

megamiさん、初めまして。こちらこそよろしくお願いします。

皐さん、はい。初めましてです。ですが皐さんのお名前!?だけはちょくちょく拝⾒するので知ってます(笑)

Ｔ２８さん、昨夜はチャットでお⾒かけしたのに声!?をかけられなくてすいませんでした。

チョコレートさん、こちらこそご挨拶遅くなりすいません。これからもよろしくお願いします。

では再びロムしてます〜(笑)

Re:Ｚ研１周年記念パーティー︕(第2部)

9408 選択 皐 2008-09-09 22:05:04 返信はできません 報告

sakiさん、チョコレートさん、私を迎えてくれてありがとうございます︕
 そう⾔ってもらえて本当に嬉しいです(>u<｡)

カーディガンさん、4部までいっちゃいますか︕︖(笑)

澄さん、こんばんは︕これからもZ研をよろしくお願いしますね︕
 是⾮、お話しして下さいね☆ﾐ

皐さん、本当におかえりなさい︕︕

9409 選択 チョコレート 2008-09-09 22:08:49 返信はできません 報告

> チョコレートさ〜ん︕︕待っていましたよ♡ 
 > ハグハグ〜(泉⽔さん⾵(笑)) 

 あ〜ん︕うれしい︕︕涙が出るぅ〜。私、本当に皐さん⼤好きです︕ハグハグ〜♡
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これはみんなで乾杯ですね︕
所⻑さん、隅っこでうれし泣きしてちゃダメダメ︕ビール、ビール︕部⻑さんもドルチェさんもきて〜︕

Re:皐さん、本当におかえりなさい︕︕

9410 選択 チョコレート 2008-09-09 22:10:17 返信はできません 報告

よいしょ、よいしょ･･･

Re:皐さん、本当におかえりなさい︕︕

9411 選択 チョコレート 2008-09-09 22:11:24 返信はできません 報告

よいしょ、よいしょ･･･ジョッキ⾜りるかな︖

皐さんへ♡ ♡

9412 選択 saki 2008-09-09 22:13:49 返信はできません 報告

皐さん、Z研復帰おめでとう(^^)/  そんでもって、ありがとう︕︕
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此れからいつでも逢えますね〜 うれし〜い(^o^) 
嬉しくって、嬉しくて⾔葉にできない♪ ←ZARDじゃなかった(^^;)

うれしい1周年になりましたね、仕事お休みにしててよかった(^_-)-☆ 

チョコ先輩、今⽇はとことん飲んじゃいましょう︕

Re:皐さんへ♡ ♡

9413 選択 チョコレート 2008-09-09 22:18:53 返信はできません 報告

sakiさん、本当にうれしいね〜。今⽇は飲んでも良いよね︖(笑)

というわけで、皐さんにもグラスでーす︕

アネちゃん＋メガちゃん＋ドルちゃんの「トリオ名」決定︕︕

9414 選択 stray 2008-09-09 22:18:55 返信はできません 報告

たった１⽇の投票でしたが、３０票も集まりました︕
 どういうこと︖（笑） ま、いいっか。

 投票どうもありがとうございました︕
 「トリオ名」が決定しました︕
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『泉⽔家 愛詞・恋詞・お歌詞〜』です︕

発案者はドルチェさんで、
 泉⽔さんの詞に込められた「愛」「恋」を織り交ぜ、

 ”おかシー”で閉めた、⾒事なネーミングですね。
 私もこれに１票⼊れました（笑）。

では、お３⼈から⼀⾔ずつ抱負をどうぞ〜︕（笑）
 

Re:皐さん、本当におかえりなさい︕︕

9415 選択 PAN 2008-09-09 22:20:13 返信はできません 報告

みなさんこんばんは︕︕
 そして、皐ちゃん、復帰おめでとう︕︕

 チョコレートさん、お⼿伝いいたしますよ︕

sakiさん
 わたしも同じくです（笑）

 

Ｚ研１周年記念パーティー︕(第2部)

9416 選択 皐 2008-09-09 22:27:38 返信はできません 報告

チョコレートさん︕グラスありがとうございます〜(o^∇^o)カワイイ♡
 おっと︕私も何かお⼿伝いしないと︕︕

sakiさん、これからは“また会える⽇まで”じゃなくて、
 “また明⽇︕”という感じで居られるんですね☆ﾐ

PANさん、今⽇から復帰する事になりました︕
 受け⼊れてくださってありがとうございます︕これからよろしくお願いしますね☆ﾐ

ところで︕トリオ名が決定したんですね︕︕
 あ〜︕私の選んだ「SARD」は惜しい線いってたんだ(笑)
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響きカッコ良かったから選びました♪

Re:Ｚ研１周年記念パーティー︕(第2部)

9417 選択 xs4ped 2008-09-09 22:30:09 返信はできません 報告

皆さん、今晩は︕

ちょっと前に帰宅しました︕
 未だ、殆んどレスもROMしていないので、取り敢えず帰宅の報告です。(笑)

 なんか随分、盛り上がっているようで良かったです。(^_^)

strayさん、Ｚ研の所員の皆さん、Ｚ研１周年、改めておめでとう御座います︕
 此れからも宜しくお願いします。

そして皐ちゃん、こんばんは。(^^♪
 お久しぶりです︕

 まだ寝てないよね︖

Re:Ｚ研１周年記念パーティー︕(第2部)

9418 選択 チョコレート 2008-09-09 22:33:40 返信はできません 報告

PANさん、ありがとうございます〜。
 皐さんは座っててください︕⼤丈夫です︕慣れてますから(笑)。

ビール皆さん、準備OKですかー︖
乾杯の⾳頭は所⻑さんですよね︖(笑)お願いしまーす。

 

Re:皐さん、本当におかえりなさい︕︕

9419 選択 ⿊杉 2008-09-09 22:34:02 返信はできません 報告
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始めてZ研に来たときに、私は皐さんがプロのアーティストだと思っていました。
「加⼯画」と云う⾔葉も意味も知らなくて、皐さんが作成されている物は実際に発売されているものと思っていたの
です。

 それだけ、完成度の次元が違っていたのでしょうね。
 後に、プロではないと知った時の驚きとは、半端なものでは有りませんでした。てっきり、これで⽣計を⽴てられて

いるものと思っていたので。
 今思えば、凄まじい勘違いだと思うのですが。(照)

加⼯画と云うものは、創造性は元より、根気と気⼒と坂井さんへの愛情が造り上げるものなんだ。
 このような、坂井さんに対する愛情表現があるものなんだと、Z研で皐さんを始めとして、今ではsakiさんに教えて頂

きました。
 教えて下すって、ありがとうございました。

 私にとって、凄い発⾒でした。ずっと、お礼が⾔いたかったのですが、なかなかタイミングが合いませんで。(照)

以前の様に加⼯画を作成するの、なさらないという事は、あまり関係ないですよ。皐さんが居られる、と云うだけでZ
研は華やぐのでしょうね。（＾－＾）

皐さん、本当におかえりなさい。

今⽇は、お⽬出度い事が続く素晴らしい⽇ですね。

あと、失恋話、笑って下さい、笑って下さい。(笑)
 ちなみに、Z研で⼝説いていない⼥性って、megamiさんとsakiさんと皐さんだけなのですが……、うっ(汗)

皐さんの名を出した途端、誰とも知れぬ鋭い殺気が⾄る所から…(滝汗)

皐ちゃん おかえりなさい（＾－＾）

9420 選択 ミキティ 2008-09-09 22:39:25 返信はできません 報告

皐ちゃん みなさん こんばんは♪

 皐ちゃん（＾－＾） おかえりなさーい♡
   そして復帰おめでとうございます

 ｵﾒﾃﾞﾄ! ^-^)ﾉ☆.｡･:*:･ﾟ`☆､｡･:*:･ﾟ`★.｡･:*:･ﾟ`☆.｡･:☆♪
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 皐ちゃんにお会いできて とっても嬉しいです（＾－＾）
 加⼯画を拝⾒して 感動涙☆

  ご復帰の発表で 嬉しすぎて涙が⽌まりませーん
   嬉しー(*^ｰ^)/ﾟ･:*:･｡うれしいな~♡♡

  これからも仲良くたくさんお話してくださいね♪
  素敵な作品を楽しみにしています☆

   お⾝体を⼤切になさって 私⽣活も充実しますように願っています☆
  これからも宜しくお願いしまーす(*^ｰ')/☆

 

Re:Ｚ研１周年記念パーティー︕(第2部)

9421 選択 PAN 2008-09-09 22:40:13 返信はできません 報告

チョコレートさん、ビールの⽤意どうもです︕
 ごちそうに、オードブル⽤意しましたよ︕

皐ちゃん、こちらこそ、また宜しくお願いしますね︕︕
 

Re:Ｚ研１周年記念パーティー︕(第2部)

9422 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-09-09 22:41:19 返信はできません 報告

皐ちゃ〜ん、マイ・パソコンに辿りついたよ〜ん。

Ｚ研復帰なんだね、うれしいな〜︕
 あんなこと、こんなこともやってもらいたいな〜。

 でも、マイペースでのんびり楽しみましょうね。(笑)
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シヴァさん＆⿊杉さん、こんばんは、
最近お⾒えでないので、てっきりおふたりで愛の逃避⾏かな︖と思っていました。

 ⼆⼈並んだレスみると、まんざらでもないかな〜。

どうぞ、楽しんでいってください。
 途中でドロン（古い表現(笑)）してもいいですので。

 

かんぱーい♡

9424 選択 ミキティ 2008-09-09 22:43:55 返信はできません 報告

私も乾杯に混ぜてくださーいヽ(^o^)⼃

 わーい わーい（＾－＾） 第何部まで あるのかな~
 今⽇はずっとお付き合いさせてくださいね! ^-^)ﾉ☆.

  
  

 ミ☆ 復帰おめでと〜 ☆ミ

9423 選択 M.Dark 2008-09-09 22:43:57 返信はできません 報告

 
皐さん おかえり〜♪♪♪

> 私、ZARD研究所に復帰することになりました︕︕

⼜、"☆ミ" 感嘆符がみられるのですね。（笑）
 今後とも 夜・路・詩・駆 〜 ☆ミ

あっ、アネ研さんからのお祝いの品です。
  ”Ｈi︕aneken”BEER

   皆さんで どーぞ ︕︕

スクープ⼤賞以外の部⾨賞を発表します︕
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9425 選択 stray 2008-09-09 22:46:13 返信はできません 報告

昨晩「ザ・スクープ⼤賞」が決定しましたが、今夜は、
 私が独断と偏⾒で選んだ、部⾨賞を発表します︕

「お騒がせで賞」・・・もちろん、sakiさん

「癒されたで賞」・・・ミキティさん

「なんておもろいんで賞」・・・pineさん

「よく笑ったで賞」・・・チョコレートさん

「年齢詐賞」・・・⿊杉さん

「ウィルスが蔓延したで賞」・・・シヴァさん

「世話焼いたで賞」・・・⼭茶花さん

賞状・副賞ともに”何もありません”（笑）。
  

ありがとうございます︕︕

9426 選択 皐 2008-09-09 22:48:11 返信はできません 報告

xs4pedさんこんばんは︕
 まだ寝てませんよ〜(*≧∇≦*)♪(笑)まだまだ寝ません(笑)

 ⼀周年記念(第1部)のスレを読んでたんですけど、
 xs4pedさんの「コンビニ弁当ばかり⾷べてちゃダメですよ〜(笑)」にドキッとしちゃいました(笑)

 コンビニ弁当ではないですが、まぁ…近いものなので(笑)ちゃんと⾃炊しないといけませんよね︕(笑)
 P.S.素敵な加⼯画&オープニング曲をありがとうございました︕所⻑も喜んでいましたね☆ﾐ

⿊杉さん、嬉しいお⾔葉を本当にありがとうございます︕
 なんて⾔ったらいいか…本当に“嬉しい”という⼀⾔ですね(>u<｡)

 私が作る加⼯画というものを、こんな⾵に捉えてくださってとても驚きました︕
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想いを込めて作った作品をこうして評価してもらえて、私は本当に幸せです。
これからは枚数的に多くは作れませんが、すでに「あれを作りたい︕これも作りたい︕」と

 意欲満々でいます(笑)それもすべて、ここにいる皆さんの⾔葉のおかげです＾＾
 ⿊杉さん、優しい⾔葉をありがとうございました︕

Re:スクープ⼤賞以外の部⾨賞を発表します︕

9427 選択 チョコレート 2008-09-09 22:50:12 返信はできません 報告

ぎゃはははは︕
 所⻑さん、探してましたよ〜。これをやっていたんですね。「よく笑ったで賞」ありがとうございます︕

 これからは皐さんも復帰して、ますます私の「ぎゃはは」も増えると思います。
 また来年も受賞できるように頑張ります︕

ところで、飲んで良いですか︖︖(笑)

Re:Ｚ研１周年記念パーティー︕(第2部)

9428 選択 カーディガン 2008-09-09 22:50:26 返信はできません 報告

皐さん、重⼤発表って・・・

Z研復帰おめでとうございます︕︕
 これからも、末永く、Z研をよろしくお願いいたします(^_-)-☆

では、朝までいっちゃいますか(^O^)(^^♪(^O^)

朝まで、夜⾷でも⾷べながら♪
 おしゃべりタイムですね!(^^)!

今⽇も暑いので、冷えたものを飲みながら、
 おいしいビールがほしいなぁ。

今⽇は、楽しく⽉を⾒ながら、
 やっぱりビールじゃなくて⽉桂冠の「⽉」ですね。
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今⽇は⽉がきれいです（＾◇＾）

「今⽇はゆっくり朝まで♪」

Re:Ｚ研１周年記念パーティー︕(第2部)

9429 選択 MIZUI 2008-09-09 22:53:15 返信はできません 報告

strayさん、ZARD研究所の皆さん、今晩は。

strayさん、お邪魔します。m(_ _)m
 ZARD研究所1周年おめでとうございます。

⼀年続ける事、⼤変ですよね。
 strayさん、管理運営は⼤変なご苦労だと思いますが、

 これからも宜しく御願いします。
 動画、全部有り難く頂きました。m(_ _)m

＞皐さん、復帰されるとの事、オジサンは、待ってましたよ。＼(^o^)／

加⼯画モドキの画像を置いて⾏きます。(笑)
 分析は⽌めて下さいね。(^_^;)まだ、初⼼者ですので。

 こちらには、スパルタ寺尾さんもいらっしゃいますので、
 寺尾さんにも宜しくお伝え下さい。

失礼しました。

こんばんは︕

9430 選択 皐 2008-09-09 22:55:26 返信はできません 報告

アネ研さん、ミキティさん、こんばんは︕︕

シヴァさん＆⿊杉さんが怪しげな関係だと噂されてるんですか︖
 ん〜、アネ研さんの仰るとおり、確かにまんざらでもなさそうな…(笑)

 冷やかしに、失恋話持ち出しちゃいますぅ〜︖(笑)

https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=9429
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/1a996ecc8065d4122914eb3511de0605.jpg
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=9430


ミキティさんお久しぶりですね〜☆ﾐ
⼀周年記念(第1部)のスレでメッセージを書いてくださってありがとうございますね︕

 私、今⽇から復帰する事になりました︕またこれからも会えると思うと嬉しいですね☆ﾐ
 こちらこそ、仲良くお話ししてくださ〜い(*≧∇≦*)よろしくお願いします(*^u^*)

M.Darkさん、こちらこそ夜・路・詩・駆で〜す☆ﾐ☆ﾐ☆ﾐ(笑)

Re:Ｚ研１周年記念パーティー︕(第2部)

9431 選択 チョコレート 2008-09-09 22:55:48 返信はできません 報告

> 今⽇は、楽しく⽉を⾒ながら、 
 > やっぱりビールじゃなくて⽉桂冠の「⽉」ですね。 

 > 今⽇は⽉がきれいです（＾◇＾） 
 カーディガンさん、それも良いですね〜。

 グラス⽤意しましたので、どうぞ︕
 

Re:Ｚ研１周年記念パーティー︕(第2部)

9432 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-09-09 22:57:17 返信はできません 報告

かんぱ〜い︕チョコレートさん、ビールいただきます。

といったところで、ドルちゃん、メガちゃん、わたくしのトリオ名の投票してくださった⽅がた、どうもありがとう
ございました。

新トリオをきに、いままでの⾃虐ネタから、お⼆⼈への突っ込みに⽅針転換しようかともおもいますが、なんだか、
⼥性が⼆⼈⼿を組むと、さらにボケにならざる得ないのではとの⼼配もあります。とにかく、がんばりますので、ご
指導ねがいます。

  
 メガちゃんへ、

 「なに︕仕事のお迎えが来たって、
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「社⻑か︕
「うっ、全然、突っ込めてない・・・（汗）

Re:Ｚ研１周年記念パーティー︕(第2部)

9433 選択 皐 2008-09-09 22:59:01 返信はできません 報告

MIZUIさん、こんばんは︕そしてお久しぶりです(*^u^*)

お祝いの加⼯画をありがとうございますね☆ﾐ
 私もこれからまた加⼯画を再開するので、ぜひ︕⾒に来てくださると嬉しいです♪

 では、またお会いしましょ〜☆ﾐ

Re:Ｚ研１周年記念パーティー︕(第2部)

9434 選択 チョコレート 2008-09-09 23:00:26 返信はできません 報告

> かんぱ〜い︕チョコレートさん、ビールいただきます。 
 あら︖あれれ︖

 かんぱ〜い︕私もいただきまーす︕

アネ研さん、ドルチェさん、megamiさん、新トリオ結成おめでとうございます︕
 ますますのご活躍を期待しております。

 かんぱ〜い︕

ルネッサーンス︕︕︕

9435 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-09-09 23:00:42 返信はできません 報告

誰だぁ〜フライングしてるのは︕（笑）
 カンパイの⾳頭はオイラがやるぞぉ〜。

え〜ご紹介に預かっちゃった部⻑でっす︕（笑）
 えっ︖ 預かってないって︖ そんなの関係ねぇ〜︕（笑）
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それじゃ〜僭越ながら乾杯の⾳頭とっちゃうかな︖ とっちゃうぞ︕︕
酔ってる︖ 酔ってるよ︕ 悪いか酔ってちゃ︖

 え〜っ、ヒック・・・、みなさんグラスを持って⽴ってちょ〜

じゃいくよ〜
 Z研の⼀周年と、皐ちゃんの復帰を祝って・・・。

ルネッサーンス︕︕︕
 Ｊ◎-◎しΨ☆Ψ(´┏∀┓｀ )

カンパ〜〜〜イ︕︕︕
 

Re:ルネッサーンス︕︕︕

9436 選択 チョコレート 2008-09-09 23:03:51 返信はできません 報告

> Z研の⼀周年と、皐ちゃんの復帰を祝って・・・。 
 > 

> ルネッサーンス︕︕︕ 
 > Ｊ◎-◎しΨ☆Ψ(´┏∀┓｀ ) 

> 
> カンパ〜〜〜イ︕︕︕ 

 部⻑さーん、待ってました〜︕わーい︕かんぱーい︕
 皐さんにかんぱーい︕

 Z研にかんぱーい︕

遅くなりましたー︕

9437 選択 ドルチェ 2008-09-09 23:03:53 返信はできません 報告

⼤量のレスをしっかり読んできました（＾＾）＋NY。
 午前中から盛り上げてくださってた、みなさん ありがとうございます︕

 xs4pedさん、オープニングはバッチリでしたね〜感謝です。
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sakiさん、どの加⼯画もスゴイけど、最初のPC画⾯が変わるのは特にスゴイっ︕（＠＠）ありがとね〜＾＾
⿊ちゃんもお久しぶりです︕チョコさん＆pineさん 盛り上げ上⼿♡

 ほんとは、おひとりずつご挨拶したいのですが…書込み速度激遅なのでゴメンなさい︕
 素敵な⽅たちに⽀えられて、ホントにZ研は幸せですね〜♪

 夜から参加の⽅たちも、どうぞよろしくお願いします︕
 皐ちゃ〜ん、やっとお話できます（＾＾*）

☆遠い星を数えて☆

9438 選択 saki 2008-09-09 23:05:03 返信はできません 報告

部⾨賞「お騒がせで賞」獲得やった〜(^^)/   って、喜んでいいの︖
 いいなぁ〜チョコ先輩と、pine先輩のは…、  

 所⻑︕私もそんなのが良かったなぁ〜
 まぁ〜あれだけお騒がせしてたから、しかたないかなぁ〜(^^;)

 来年は、違う賞を頂けるように頑張ります（敬礼ッ︕）

カーディガンさん、⽉を浮かべて、遠い星を数えながらじっくり飲みましょうね〜

T28部⻑さん、 かんぱ〜い(^^)/

Re:遅くなりましたー︕

9439 選択 チョコレート 2008-09-09 23:06:29 返信はできません 報告

ドルチェさん、おかえりなさい︕お疲れさまでした。
 お怪我はなかったでしょうか︖︖

今、乾杯したところですよ。
 あ、ドルチェさんのグラスもこちらにありまーす︕
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♪♪

9440 選択 ミキティ 2008-09-09 23:08:23 返信はできません 報告

カーディガンさん みなさん こんばんは☆

カーディガンさんへ
  こんばんは☆

  美味しそうなスイカの差し⼊れありがとうございまーす♪
  夏にはやっぱりスイカを⾷べておかないとご想像通り

  笑顔で⾷べていましたよぉ（＾－＾） 
   今⽇もひんやり美味しいスイカをいただけてとっても嬉しいです☆

  ありがとうございます(*^ｰ^)/ﾟ
   私のPCは 持ち主に似てとっても気まぐれで（笑）

  調⼦良い時と(>_<)な時の 波があるようなんです〜。
   ⼼配してくださってありがとうございます☆

   従業員室でおしゃべり☆お茶のみしているかもしれませーん（笑）
  いつもカーディガンさんの ふんわりなご投稿に優しさが伝わってきますよ♪

 また楽しく宜しくお願いしまーす（＾－＾）
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☆⼺☆⼺☆⼺

  そろそろコタツ ミ○○ィの季節がやって来ますね︕（笑）
  今から⼀緒に⼊って語らいして下さるお優しい⽅募集中です︕

  (*^ｰ')/☆* あはは〜
   これからもみなさん 楽しくお仲間に⼊れてくださいね（＾－＾）

   

  

 

Re:ルネッサーンス︕︕︕

9441 選択 皐 2008-09-09 23:08:53 返信はできません 報告

おっとっと〜︕また出遅れそうに︕(笑)

ルネッサ〜ンス(笑)

私は⼤好きなファイブミニで乾杯させて頂きます♪♪
 チョコレートさんからのカワイイグラスに注いで…っと︕

超うれしい〜︕

9442 選択 シヴァ 2008-09-09 23:10:21 返信はできません 報告

皐さん、こんばんは︕
 超うれしいニュースです︕

 私が初めて書き込んだのも皐さんにお礼が⾔いたかったからなんですもん︕
 ちょっとヤバネタだったけど笑いも取れて⼆重でうれしいです︕
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古い話ですけど、福⽥さん、やっとサプライズしてくれましたね︕
おっと、これも毒⾆って⾔われてしまうかも︖

ｓｔｒａｙ所⻑さん、こんばんは︕
 薬物には⼿を出してらっしゃらないようでよかったです︕

 ちょっと問題あるかな〜って思ったんですけど、ネタに⾛りたかったんで〜す︕

⿊杉さん、こんばんは︕
 私は好きな⼈がいるので残念ながらあなたの想いには応えられません・・。

 ごめんなさい・・。
 話しはコロッと変わって皐さんはブラックジョークが好きなんですって︕

 ⿊杉さんがブラックジョークを⾔えばダブルでブラック︕
 もちろんおもしろくない場合は「北の海」に追放︕

 っていうのはウソで〜す︕

ｓａｋｉさん、こんばんは︕
 今⽇のは背景がとっても綺麗︕

 全部保存させていただきました︕

チョコレートさん、こんばんは︕
 パーティのセッティング、お疲れ様でした︕

 今⽇のＭＶＰかも知れないですね︕

アネ研さん、こんばんは︕
 私は⿊杉さんとは付き合えないんです・・。

 私はアネ研さんと⿊杉さんがお似合いだと思ってるんで〜す︕
 

泉⽔家 恋詞でございます〜

9443 選択 ドルチェ 2008-09-09 23:13:47 返信はできません 報告

ちょうど、乾杯したところだったんですね︕︕間に合って良かったぁ〜
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チョコさん、可愛いグラス ありがとうで〜す♪もう画像探しの天才︕きゃー︕
⾞は預けてきたので、バッチグーです（＾＾）ｖ

追伸︓トリオ名投票に参加してくださったみなさま、どうもありがとうございましたー︕
 三⼈ともにボケ役なので、みなさんのツッコミお待ちしています（笑）

 

ありがとうございます︕︕

9444 選択 皐 2008-09-09 23:14:30 返信はできません 報告

シヴァさん、そう⾔ってもらえてすごく嬉しいです(*≧∇≦*)
 これからも是⾮よろしくお願いしますね︕そしてブラックジョーク期待してます(笑)

あっ︕あの時話していた福⽥さん、や〜っとのサプライズでしたね(笑)
 おっと︕私も毒⾆うつっちゃったかな︖(笑)

Re:超うれしい〜︕

9445 選択 チョコレート 2008-09-09 23:14:47 返信はできません 報告

> チョコレートさん、こんばんは︕ 
 > パーティのセッティング、お疲れ様でした︕ 

 > 今⽇のＭＶＰかも知れないですね︕ 
 ありがとうございます︕シヴァさん、本当にお久しぶり︕

 ⼼配してました〜。寂しかったですよ。今⽇は皆さんにお会い出来て、本当に楽しい１周年です︕

わーいヽ(^o^)⼃

9446 選択 ミキティ 2008-09-09 23:20:02 返信はできません 報告

所⻑さん こんばんは♪

>「癒されたで賞」・・・ミキティさん☆ 
  ワーイワーイ(^O^)／ 嬉しいな〜♡
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 でも私で良いのかな〜 オロオロ。。。 
 だって だって私が Z研 みなさんに癒されているん

  ですもの〜（*^_^*）

 
  またまたかんぱーい♡♡

 

１周年 御礼 ①（ちょっと早いけど眠いので）

9447 選択 stray 2008-09-09 23:20:47 返信はできません 報告

ゲストの皆さん、本⽇はＺ研１周年パーティーにお集まりいただき、誠にありがとうございました︕
 皆様からたくさんのお祝いを頂戴し、厚く御礼申し上げます。

 （⼀⼈⼀⼈にレスできず申し訳ありません）

１年もったのも、ひとえにゲストの皆様の温かいご声援の賜ものです。
 １年間、いろいろなことがありました。あり過ぎです（笑）。

⿊杉さんが別スレで解説して下さってますが、Z研の特徴は、

① レア映像・画像の配信
 ② 決死のロケ地潜⼊捜査
 ③ 美術館（加⼯画）

 ④ お笑い劇場
 ⑤ 侃々諤々の議論なし!（笑）

です。⼈マネは嫌いなので、他サイトでやってることに興味はありません。
 「知る⼈ぞ知る、ZARD情報発信基地」として、

 ひっそり︖と活動してきたつもりです（笑）。
 ゲストの⽅も”ひっそりROMさん”が多いのですが（笑）、

 我慢できずに投稿して下さったときは、快感を覚えます（笑）。
 皆さん礼儀正しい⼤⼈ばかりなので、サイト運営は楽ですよ〜（笑）。

https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=9447


３⽇前の「動画祭り」に始まって、昨⽇の「ザ・スクープ⼤賞」、
皐ちゃんとsakiさんによる加⼯画談義（してないじゃん︕）（笑）、「部⾨賞発表」と、

 Ｚ研の上記特徴そのままに１周年の企画を進めてきましたが、
 ご満⾜いただけましたでしょうか。

皐ちゃんの卒業で、この先どうなることやらと不安な時もありましたが、
 所員以上の働き者のチョコレートさん、pineさん、ミキティさんに助けられ、

何とかやってこれました。カフェ従業員のお３⼈には⼼から感謝してます。
 

Re:１周年 御礼 ②

9448 選択 stray 2008-09-09 23:22:10 返信はできません 報告

ドルチェ副所⻑の復帰につづき、皐ちゃんも本⽇復帰しました︕
 所員９名の個性はそれぞれまったく異なるのですが、

 今まで⼀度たりともケンカしたことがないんですよ。
 超わがままな所⻑に、⽂句も⾔わず（部⻑は⾔うけど（笑））

 付き合ってくれる所員のみんなに、この場を借りて感謝申します。ありがとう︕

久し振りにフルメンバーが勢揃いしましたので、
 明⽇から「Ｚ研第２章」の始まりですね︕︕

初⼼に帰って慢⼼︖しますので（笑）、今後ともＺ研を温かく⾒守って下さい。

どうもありがとうございました︕
 朝まで飲んでていいからね〜（笑）

 

Re:Ｚ研１周年記念パーティー︕(第2部)

9449 選択 メパ 2008-09-09 23:24:09 返信はできません 報告

strayさん、皆さん、こんばんは。

遅くなりましたが、ZARD研究所開設1周年おめでとうございます。m(__)m

https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=9448
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=9449
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/7241bd19bb709da0f46807bde88aed25.png


こちらの皆さんは個性派揃いですので、
strayさんも⼿綱を操るのに苦労されているのでは︖^^;

 冗談はともかく、運営・管理は⼤変と思いますが、
 これからも宜しくお願い致します。

皐さん
 はじめまして。

 Z研に復帰されるそうで。良かったですね。(^^)
 以前から皐さんの加⼯画は拝⾒しており感⼼ばかりしていましたよ。

 たま〜にしか此⽅には顔を出しませんが、
 これからも宜しくお願い致します。m(__)m

私にもお酒をプリーズ!!

9450 選択 ⿊杉 2008-09-09 23:25:12 返信はできません 報告

>「年齢詐賞」・・・⿊杉さん 
 stray所⻑さん、お姿が⾒えないと思っていたら…

 ⾒た⼈はきっとこう⾔うと思いますよ。
 「まんまやん!!」(笑)

賞と名のつくものには、とんと縁が無いので喜んで頂きます。ありがとうございました。(笑)
 これからも「年齢詐賞」に恥じないように、詐称して⾏く事を誓います。(笑)

また、トリオ名決定おめでとうございま〜す!!
 惜しくも「SARD」は落選でしたが、御活躍を期待して待ってま〜す!!

あ、シヴァさん、なになに…

> ⿊杉さん、こんばんは︕ 
 はい。今晩は。＼(^o^)／

>私は好きな⼈がいるので残念ながらあなたの想いには応えられません・・。 
 > ごめんなさい・・。
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＼(゜ロ＼)(／ロ゜)／＼(゜ロ＼)(／ロ゜)／ ギャーー!!
……うっ…、うぅぅ…(泣)

す、すみません、だ、誰か〜〜(泣)
 泣いて暴れて眠りこけても良いのなら、私にもお酒をプリーズ!!!!(号泣)

Re:☆皆さんにお知らせ☆

9451 選択 xs4ped 2008-09-09 23:25:25 返信はできません 報告

皐ちゃん、こんばんは。

> 私、ZARD研究所に復帰することになりました︕︕ 
 > これからは前のような書き込みや加⼯画はできませんが、 

 > 私なりに、マイペースにZ研⼀所員として参加させて頂きたいと思います(*^∇^*) 
 > 皆さん、よろしくお願いします︕︕(o≧ω≦o) 

 > 以上、私からの“重⼤発表(︖笑)”でした(笑) 
 えっ、皐ちゃん、Z研に復帰ですか。

 やった〜＼(^o^)／
 此れからも宜しくね︕(^_-)-☆

 > 卒業制作は残りあと何枚なのか忘れてしまいましたが、まだ残ってます(笑) 
 残りの分の発表はどうするんでしょうか︖

 strayさん、皐ちゃん、未公開となる事は無いよね。

sakiさん、加⼯画のオンパレードありがとう御座います︕(^_^)
 毎度の事ながら凄いですね︕

 今後は皐ちゃんも再開するので更に華やかになりますね。
 此れからも期待しておりますよ〜

MIZUIさん、こんばんは。
 いらっしゃ〜い︕

 > 加⼯画モドキの画像を置いて⾏きます。(笑) 
 > 分析は⽌めて下さいね。(^_^;)まだ、初⼼者ですので。 
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> こちらには、スパルタ寺尾さんもいらっしゃいますので、 
> 寺尾さんにも宜しくお伝え下さい。 

 後でスパルタの寺尾さんに伝えておきます。(笑)
 MIZUIさんも加⼯画、動画と忙しそうですね。

 此れからも期待してますので宜しくお願いします︕

Dear.Friends

9452 選択 皐 2008-09-09 23:29:35 返信はできません 報告

復帰後初の加⼯画です♪(「promised you」はカウントに⼊るのかな︖)

画像は泉⽔さん、歌詞はYUIさんというアーティストです。
 「なぜ︖」と思われそうですが、akiちゃんのブログを⾒て頂ければ分かります＾＾

さっき作ったので細かい作業はしてませんが…(^_^)ゞ

いつも⾒守ってくれるakiちゃんに贈ります☆ﾐ

「元気ですか︖あの歌を今も あなたは覚えてるでしょうか︖
  誓い合った夢 辿るように あたしも頑張っているよ」 song by︓My friend

°*・．.。*.．・°◇ZARD 研究所１周年記念⽇♪おめでとうございます◇*.．・°*・．.。*.．・°
*・．.。*.．・°

9453 選択 oy-miyu 2008-09-09 23:34:44 返信はできません 報告

stray所⻑様、お集まりの皆様、こんばんは︕
 （遅くなりましたが・・・お花は時間が無くて娘が選びましたm(__)m）

 ZARD 研究所１周年オメデトウございます★。記念パーティーは盛⼤に盛り上がってますね(^-^)。
 皐さんも、久しぶりにご登場されて、ご復帰されるとの事(^^♪。皆様が歓喜されてる様⼦がとても伝わってきます

(^^)v。
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これからもZARD Family 〜☆に、研究⼼を擽る様なスリリング（︖）な話題と、平和でアット
ホームな雰囲気で、

 strayさんはじめ、ZARD 研究所にお集まりの皆様が、末永くご活躍されます事を願っていま〜
す(^_-)-☆

☆ Ｔ２８ さん
 「動画祭り」での丁寧なご挨拶と、Ｔ２８ さんの優しさが溢れる⾔葉に恐縮しております(^

^;。
 今後とも興味の惹かれる話題に（特に初期ネタ＾＾）、ROM専からまた突然お邪魔するかも知れ

ませんが、
 こちらこそ、どうぞよろしくお願い致しますね(^^)/。

Re:Ｚ研１周年記念パーティー︕(第2部)

9454 選択 皐 2008-09-09 23:36:42 返信はできません 報告

メパさん、初めまして︕
 今⽇からZ研に復帰する事になりました＾＾

 以前から私の加⼯画を⾒ていてくださったとのことで、すごく嬉しいです☆ﾐ
 これからもぜひ︕よろしくお願いしますね(*^∇^*)

⿊杉さん、⽟砕︕︕(笑)
 誰かお酒を〜︕(笑)私のファイブミニでよかったらどうぞ︕(笑)

 美味しいですよ〜♪(笑)

xs4pedさん、受け⼊れてくださってありがとうございますね(o^∇^o)
 今⽇から復帰致します︕︕

 卒業制作の発表はどうするか決めていません(笑)
 でも、未公開なんてことは〜、、、ないはずですよ(笑)

ドルチェさんへ

9455 選択 xs4ped 2008-09-09 23:36:51 返信はできません 報告
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ドルチェさん、こんばんは。

> ⼤量のレスをしっかり読んできました（＾＾）＋NY。 
 > 午前中から盛り上げてくださってた、みなさん ありがとうございます︕ 

 > xs4pedさん、オープニングはバッチリでしたね〜感謝です。

オープニングはバッチリでしたか。(^_-)-☆
 気に⼊って貰えて良かったです︕

 ROMしてる間に新しくレスが次から次へと出てくるので、未だ第1部のレス(ROM)に辿り着いていません。(^_^;)

トリオさんヽ(^o^)⼃

9456 選択 ミキティ 2008-09-09 23:37:26 返信はできません 報告

泉⽔家 恋詞 ドルチェさ〜ん♪
  こんばんは〜☆

 お⾝体は⼤丈夫ですか☆⾞の事をお聞きして⼼配でした☆
  ⾞さん 早く退院されることを願っています☆

 トリオ名 私はこちらに投票して（＾－＾）
  これからも（笑）なご活躍期待していまーす(^O^)／

 アネちゃん＋メガちゃん＋ドルちゃんの「トリオ名」決定
  

 『泉⽔家 愛詞・恋詞・お歌詞〜』です︕

 アネ研さん megamiさん ドルチェさん（＾－＾）
 トリオ名決定おめでとうございます♪

  ファンクラブ第⼀号です 私︕(^O^)／
   たくさんの（笑）期待していまーす（＾－＾）

  部⻑さんが 酔っ払ってヨレヨレしてるぅ〜(+o+)
    ふんずけちゃったらごめんなさい︕（笑）
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エンドロール（のつもり）

9457 選択 stray 2008-09-09 23:38:22 返信はできません 報告

これまで⾜跡を残して下さったゲストの皆さんです。

まささん  Ronさん  メパ（mepachikurin）さん  れおさん  S424さん
 なしぼーさん  ＤＯＭＩＮＧＯさん  オーマイさん  ALIL.1967さん  GTOさん

 たまごさん  あいらさん  Lcさん  ｍｉｙａさん  にしまるさん
 ＳＳＳさん  knyさん  奈良ZARDファンさん  kaz2313さん  yanさん

 Folkenさん  atu-zardizmさん  yyyさん  attiさん  NAOさん
 ⼤さん  スマイルさん  「ロム」さん  LUNAさん  プチ⼦ビッチさん

 ｍｆさん  AQUAさん  Seさん  xxxよりの使者さん  ミキティさん
 杏さん  xs4ped（ss）さん  ⼭茶花（Hana）さん  anonymousさん  MIZUIさん

 kiyominさん  インディゴさん  Hiroさん  suu（スー）さん  Jさん
 mihoさん  tangoさん  雫さん  アキラさん  ヒツキさん

 kazuさん  MOONさん  名無しさん  pineさん  ひげおやじさん
 かずさん  ユウさん  ＊さん  Straw*Berryさん  ＭＲＣＰさん

 LARGO19さん  sakiさん  akiちゃん  MISORAさん  タチバナですさん
 おきなさん  天使さん  yamaさん  チョコレートさん  シヴァさん

 ＨＤｋＺさん  ｙａｓｕｄａさん  ゆうゆさん  ライダーさん  みきえさん
 猪⽊ボンバイエさん  ⿊杉さん  oy-miyuさん  スミスさん  居眠りネコさん

 なおべーさん  ＭＩＫＩ－ｓｏさん  M.Darkさん  ATSUSHIさん  treeさん
 ぶらりさん  ＬＲＴさん  くむすんさん  R246さん  ジョナサン☆さん

 荒巻とぬこさん  テイクワンさん  澄さん  Todayさん  coolさん
 987-Yukoさん  KLKLさん  TTさん  ｙｕｍｉ26さん  ドンタコスさん

 oyaji911さん  purinさん  sakyさん  カナリヤさん  ペインさん
 まゆさん  YAMADA電器さん  WithZARD*⽺さん  tokitokiさん  奇⼦さん

 PTさん  ａｏｂａさん  riverさん  匿名さん多数
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ＳＰＥＣＩＡＬ ＴＨＡＮＫＳ

 ｘｘｘさん  泉⽔さん
  

  
 ※万⽇の記載漏れはご容赦を

☆星のかがやきよ☆

9458 選択 saki 2008-09-09 23:40:54 返信はできません 報告

わぁ〜︕ 皐さんの後では、ＵＰしにくいんですけど…

今⽇最後の作品になります。

皐さんのと⽐べないでね〜(^_^)v 

Re:Ｚ研１周年記念パーティー︕(第2部)

9459 選択 カーディガン 2008-09-09 23:45:18 返信はできません 報告

所⻑、今⽇は、ご機嫌かとおもいきや、ずいぶんと落ち着いてらっしゃいます
ね。最初が肝⼼ですので、ちょっとペースがかわりましたか︖お疲れでしょう
か︖いつものペースでいいですよ。

 酔いもさめたので飲みなおしをします(笑)
 また、明⽇よりよろしくお願いします︕︕

副所⻑、⾞⼤丈夫ですか︖
 ⼤きいのでないといいんですけど。

今⽇は、イケイケ、いえいえ、ノリノリですね(^^♪
 その調⼦で今後もよろしくお願いします。
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部⻑、酔ってますか︖もう⼀杯飲みなおしてください。
まだまだ、こちらには、有名な地酒はありませんが、お好みのものをお持ちしますので(^^♪

 乾杯の⾳頭、ナイスですよ︕︕

KOHさん、ご挨拶が遅れましてすみません。
 今⽇は、いつもよりもお話がきけてうれしいです。

 いつも素敵な動画などありがとうございます。
 また、どうぞよろしくお願いします。

PANさん、今⽇はお早いご出勤でしょうか︖いつもよりもいろいろと話題がとんでいますね。PANさんも⼤阪など⾏
きましたら、またどうぞよろしくお願いします。その前にあちらのほうも検討したいですね(^^♪

⿊ちゃんへ

9460 選択 ドルチェ 2008-09-09 23:45:40 返信はできません 報告

ハイ、どうぞ︕
 ノンアルコールの「こどもびいる」で〜す（笑）

Re:Ｚ研１周年記念パーティー︕(第2部)

9461 選択 皐 2008-09-09 23:52:10 返信はできません 報告

所⻑、そろそろエンディングでしょうか︖
 あと10分で明⽇になりますからね〜。
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sakiさん、今⽇はたくさんの加⼯画をありがとうございました︕︕
ラストを飾る「星のかがやきよ」は、今の時間にぴったりで素敵です（*^u^*）

Re:Dear.Friends

9462 選択 xs4ped 2008-09-09 23:52:50 返信はできません 報告

皐ちゃん
 > 復帰後初の加⼯画です♪(「promised you」はカウントに⼊るのかな︖) 

 早っ︕(笑)
 復帰後初の加⼯画ありがとね。(^_^)

チョコレートさん
 連⽇のパーティーのセッティング、ありがとう御座います。お疲れ様でした︕

strayさん
 > これまで⾜跡を残して下さったゲストの皆さんです。 

 凄いですね︕
 ⼤盛況ですね。(^_^)

 そろそろ第3部に⾏かないと100レスになってしまいますよ。

中締め︕

9463 選択 stray 2008-09-09 23:54:59 返信はできません 報告

そろそろ「中締め」とさせていただきま〜す（笑）。

明⽇もお仕事なので、私はバイナラします（笑）。
 飲みたい⼈は朝まで飲んでていいですからね〜。

じゃ、皐ちゃん、来れるときに来てね〜、今⽇はありがとうね︕（笑）

Re:Ｚ研１周年記念パーティー︕(第2部)

https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=9462
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=9463


9464 選択 saki 2008-09-09 23:56:30 返信はできません 報告

皐さん、
 とうとう加⼯画談義は、出来ませんでしたけど…、

 ⼜、いつかの機会にご指導お願いしますね。

いつでも逢えるって、いいなぁ〜(^o^) 

Re:⿊ちゃんへ

9465 選択 ⿊杉 2008-09-09 23:58:05 返信はできません 報告

> ハイ、どうぞ︕ 
 > ノンアルコールの「こどもびいる」で〜す（笑）

ああぁぁ。ドルチェ副所⻑さんが天使に⾒えます。(泣)
 「こどもびいる」と云う名が少し気になりますが。(笑)

>誰かお酒を〜︕(笑)私のファイブミニでよかったらどうぞ︕(笑) 
 >美味しいですよ〜♪(笑)

さ、皐さん、ありがとうございます!!
 ドルチェ副所⻑さんの「こどもびいる」ともども頂きます!!

 ファイブミニを飲んで、これから仕事頑張ります!!
 そうさ!!  男は仕事さ!! ハーハッハッハッハ……

し、失恋何て、もう嫌〜〜〜〜(嗚咽)(>_<)

> わぁ〜︕ 皐さんの後では、ＵＰしにくいんですけど… 
 > 今⽇最後の作品になります。 

 > 皐さんのと⽐べないでね〜(^_^)v  
 イヤです(キッパリ)(笑)

 今夜の私は少し誰かをイジメたい気分なので、皐さんのと⽐べます!! クークックックック…(←悪魔の笑い)
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どれどれ、……うーん……、凄い綺麗です。私のサクサクした気分も何処へやら…、特に右下の坂井さんが、夜空に抱
かれているのがとても気持ち良さそうですね。

とても良い物を拝⾒させて頂きました。お陰でダークな私もなりを潜めたようです。(笑)
 ありがとうございました。sakiさん。（＾◇＾）

追記

今⽇は本当にありがとうございました。
 皆様、良い夢を。おやすみなさい。

Re:Dear.Friends

9466 選択 ドルチェ 2008-09-09 23:58:53 返信はできません 報告

皐ちゃんへ
 友達って、やっぱりいいものですよね︕

 そういう優しいキモチ、いつまでも忘れないで♪

メパさん、oy-miyuさんへ Z研をこれからもよろしくお願いしま〜す︕
 xs4pedさんへ 私もこのスピードになかなか追いつけなくってカナリの時差レスしてます（笑）

 ミキティさんへ ⾞のこともトリオのこともありがとうです︕︕ファンになってくれるの︕︖三⼈でサインの練習し
ておきますネ♪

 sakiさんも今⽇はホントにたくさんの素敵な泉⽔さんをありがとうございました︕これからもよろしくね〜
 カーディガンさんへ 今から飲みなおしですか（笑）⾞もヘイキです︕いつか⼀緒に「⽉」を飲みたいですね︕

 えっと、えっと 所⻑、部⻑ ありがとで〜す︕︕

Re:Ｚ研１周年記念パーティー︕(第2部)

9467 選択 miho 2008-09-09 23:59:40 返信はできません 報告

みなさんこんばんは。お久しぶりです。

遅くなってしまいましたが…
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Z研1周年おめでとうございます。
皐さん復活おめでとうございます

Re:Ｚ研１周年記念パーティー︕(第2部)

9468 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-09-10 00:01:17 返信はできません 報告

皐ちゃん、うまい。
 > ⿊杉さん、⽟砕︕︕(笑) 

 クロちゃん、よしよし、今晩は飲もうね︕
 でも、あたいは、だめよ、ドル＆megaお姉様がまってますので・・・。

M,Darkさん、平⽇の参加ありがとうございます。
 こんどは、泉⽔さんの⼊った加⼯画も宜しくお願いします。

ＭＲＣＰさん、これからも変わった⾓度からの質問もお持ちしてますので、宜しく。

treeさん、はじめましてだったのですね、失礼しました。
感激して壊れちゃう⼈を⾒ると⾝近に感じてしまうんです。

 どうぞ、今後も壊れた時は感情のままのレスでご参加くださいませ。

ＧＴＯさん、おひさしぶりです。また、詞の問題が出た時は是⾮参加してくださいね。

ＭＩＺＵＩさん、お久しぶりです。皐ちゃんも復帰します。
 新加⼯画もぜひとも飾ってやってくださいね。(私が⾔うことでもないですが）お祝いレス、どうもありがとうござい

ました。

みなさん、お祝いに駆けつけてくれてありがとうございました。

Re:Ｚ研１周年記念パーティー︕(第2部)
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9469 選択 ⿊杉 2008-09-10 00:07:40 返信はできません 報告

アネ研さ〜ん(>_<)
 また、また、振られたんですよ〜。(泣)

 今夜は男同⼠飲み明かしましょう、て…

> 皐ちゃん、うまい。 
 > > ⿊杉さん、⽟砕︕︕(笑) 

 > クロちゃん、よしよし、今晩は飲もうね︕ 
 > でも、あたいは、だめよ、ドル＆megaお姉様がまってますので・・・。

ブルータス!! お前もかっ!?  ならぬ、アネ研さん、貴⽅もですか!? うううぅぅ…(>_<)

ぐ、ぐれてやる〜〜〜〜

Re:Ｚ研１周年記念パーティー︕(第2部)

9470 選択 カーディガン 2008-09-10 00:14:06 返信はできません 報告

アネ研さん、こんばんは。

新しいトリオおめでとうございます︕︕
 今度は突っ込み役ですか︖期待しておりますので、新鮮なネタでよろしくお願いします。

MIZUIさん、こんばんは。
 ZPよりはるばるお越しいただき、お疲れ様でした。まだお話したことありませんでしたね。ZPのメンバーの⽅々にも

よろしくお伝えください。そちらは今⽇は盛り上がりましたか︖そちらのほうの企画、楽しみにしております。

その他⼤勢の皆様、個別になかなかレスできませんでしたが、またどうぞよろしくお願いいたします。

Re:Ｚ研１周年記念パーティー︕(第2部)

9471 選択 皐 2008-09-10 00:15:51 返信はできません 報告

所⻑が“バイナラ”したようなので、私もそろそろ失礼しようかな︖
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>早っ︕(笑) 
>復帰後初の加⼯画ありがとね。(^_^) 

 どうしても今⽇作りたくて♪(笑)こちらこそ、xs4pedさんありがとうございます☆ﾐ

sakiさん、夜遅くまでありがとうございました︕︕
 Z研1周年を⼀緒にお祝いできてうれしかったです♪
 また今度、ぜひ加⼯画トークをしましょうね(o^∇^o)

⿊杉さん、ファイトですよ〜︕︕(笑)
 ｢恋をしたマリオネットのように〜♪｣ってなっちゃダメですよ︕(笑)

ドルチェさん、今⽇は本当にありがとうございました︕
 また楽しくお話しましょうね♪これからも友達は⼤切にします☆ﾐ

mihoさん、お久しぶりですね︕元気にしていますか︖＾＾
 またお話しできるのを楽しみにしています☆ﾐ

ではでは︕明⽇も早いので、この辺で失礼させていただきます(o^∇^o)
 本当はもっとお話ししたいんですが･･･。

 またすぐに顔を出しますね☆ﾐ
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