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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

７回忌フィルムコンサート開催決定︕
12838 選択 stray 2013-02-06 08:27:28 返信 報告

私の予想どおりとなりました（笑）。

---------------------------------------------------------------
 ７回忌にあたる今年はZARD/坂井泉⽔を偲ぶ企画として、

 すべての映像から新たに編集された『ZARD Film of 7th Memorial 〜君に逢いたくなったら〜 』を、
 ５⽉に東京・⼤阪で開催することになりました。

５⽉25⽇(⼟) ⼤阪・堂島リバーフォーラム
     ① 14:30開場 / 15:00開演
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    ② 17:30開場 / 18:00開演

５⽉27⽇(⽉)東京・中野サンプラザホール
     ① 15:30開場 / 16:00開演

     ② 18:30開場 / 19:00開演

《前売りチケット》 ¥3,000- (税込) 〜全席⾃由席となります。

《チケット発売》
     Mobile FC “WEZARD”有料会員先⾏発売  ２⽉６⽇(⽔) 13:00〜２⽉18⽇(⽉)

     Musing 先⾏発売  ２⽉20⽇(⽔)〜３⽉4⽇
     ⼀般発売 ４⽉20⽇(⼟)〜

Re:７回忌フィルムコンサート開催決定︕
12839 選択 チョコレート 2013-02-06 09:55:45 返信 報告

所⻑さん、皆さん、こんにちは。
 今⽇は泉⽔さんのお誕⽣⽇ですね。

 ZARDに浸りながら、静かに過ごしたいと思っているチョコです。

泉⽔さんの誕⽣⽇に合わせたように、うれしい発表となりましたね。
 私の場合･･･⽇程や開催場所から、参加はちょっと難しいかな･･･と感じていますが、

 参加される皆さんの報告を楽しみにしたいと思います。
 「すべての映像から新たに編集された･･･」というものの中に、未公開映像がどれだけあるのか･･･

できれば、”てんこ盛り”希望︕︕(笑)
 

Re:７回忌フィルムコンサート開催決定︕
12840 選択 kubo 2013-02-06 11:11:38 返信 報告

> ５⽉27⽇(⽉)東京・中野サンプラザホール 
 >     ① 15:30開場 / 16:00開演 

 >     ② 18:30開場 / 19:00開演
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⼀回⽬が16:00開演で次の会場が18:30という事は、⼆時間ないということですね。

短い、あっさりとしたショーだなあ。

Re:７回忌フィルムコンサート開催決定︕
12842 選択 stray 2013-02-06 12:49:40 返信 報告

チョコさん、こんにちは。

発表するタイミングは今⽇を置いて他にない、って感じですね（笑）。

> 「すべての映像から新たに編集された･･･」というものの中に、未公開映像がどれだけあるのか･･･できれば、”てんこ盛
り”希望︕︕(笑)

ナタリーの記事には、
 「坂井の逝去後、歴代のライブやビデオクリップをまとめたフィルムコンサートは何度か開催されてきたが、

 今回はそのすべての映像を新たに編集した内容となる。」
 と書いてあるんですよねぇ。

 全部既出の映像で、編集し直しただけってこと︖（笑）
 http://natalie.mu/music/news/84367

 
 kuboさん、こんにちは。

2時間半のインターバルはSH2012と同じです[9318]。
 SH2010は、当初「18:30開場 / 19:00開演」の１公演でしたが、

 ソールドアウトにつき急遽昼の部（15:30開場 / 16:00開演）が追加されました。
 今回もまったく同じ時間設定なので、上映時間は1時間３０分程度かと思われます。短いですね。

Re:７回忌フィルムコンサート開催決定︕
12844 選択 shun 2013-02-06 14:48:58 返信 報告

strayさん、チョコレートさん、kuboさん、皆さん、こんにちは。
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何かあればと期待していましたが、ビッグニュース来ましたね︕︕︕
形式としては、表題に〜君に逢いたくなったら〜とあるので、SHを踏襲するもののようですね。

 早速抽選エントリーしてきました。
 チケットに整理番号が⼊るようなので、また番号順に区切られ順次⼊場となりそうです。

 サンプラには献花台も設けられるとの事で、また沢⼭のお花が集まりますね(^-^)

“泉⽔さん、お誕⽣⽇おめでとうございます”
 サンプラでの開催は2011.02.10以来となりますが、また泉⽔さんに逢えることを楽しみにしていま

す。

Re:７回忌フィルムコンサート開催決定︕
12845 選択 kubo 2013-02-06 15:36:25 返信 報告

皆さんこんにちは︕

中野サンプラザ、収容⼈数2000⼈くらいですが、どの位で売り切れるでしょうねえ︖⼆回公演ですから4,000⼈。
 もう死後6年なんですねえ。

 早いなあ。
 だいぶ世間的には、忘れられかけているよなあ。

僕は、誰が何と⾔おうとZARD⼤好きですけどね。

ここの何⼈かの⽅も会場に来られるんでしょうね。

私は、昼の部に⾏こうと思っております。
 その後、みんなで飲みに⾏って、zard談義ができたらいいなあ。

 途中から夜の部の⽅も合流してね。
 思いっきり飲めるように、28⽇（⽕）も仕事休みにしちゃおうかな（笑）

Re:７回忌フィルムコンサート開催決定︕
12846 選択 ミキティ 2013-02-06 16:46:54 返信 報告

所⻑さん☆:*:チョコさん☆:*:kuboさん☆:*:shunさん☆:*:みなさん こんにちは♪
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ご無沙汰してしまいましたヾ(｡･ｪ･) みなさんお元気ですか☆

今⽇は泉⽔さんのお誕⽣⽇ですね☆:*:
 泉⽔さんを想い幸せな気持ちが溢れ みなさんとの深い繋がりにこころから感謝しています

泉⽔さんを想う今⽇の⽇に フィルムコンサートの嬉しいお知らせですね（＾－＾）
 参加組を夢⾒て 泉⽔さんに逢えるように毎⽇を⼤事に過ごしたいと思います☆:*:

これからもみなさんと楽しく集う事が出来ますように♬♩♫♪
 

Re:７回忌フィルムコンサート開催決定︕
12847 選択 pine 2013-02-06 17:34:37 返信 報告

所⻑さん チョコさん kuboさん shunさん ミキティさん 皆さん こんにちは!

泉⽔さんのお誕⽣⽇に嬉しいお知らせが届きましたね。(^^)
 携帯にメルマガが届いて、メルマガはまだ⽣きてたんだ〜とちょっと驚いてしまいました。(^^;)

 モバイルFCは⼊っていないので、申し込みはもう少し後になりますが、参加組に⼊れると良いな〜。
 楽しみが出来たので、その⽇までガンバリま〜す︕o(^^)o

Re:７回忌フィルムコンサート開催決定︕
12848 選択 urara 2013-02-06 18:21:41 返信 報告

皆さん、こんにちは︕
 祝、誕⽣⽇︕

嬉しい知らせですね、ワクワク︕
 ｂｕｔ⼀般発売狙いなんでＮＧでしょう。

 何れにしても中⾝に期待︕・・して良いのかな・・︖︖
 

Re:７回忌フィルムコンサート開催決定︕
12849 選択 sakura 2013-02-06 20:08:08 返信 報告
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皆さん、こんばんは。
そして、泉⽔さん、お誕⽣⽇おめでとうございます︕︕

フィルムコンサートの開催の連絡が来ましたね。期待していてよかった〜。
 さっそく、リバーフォーラムにエントリーしました。当選して欲しい・・・。

飽きもせず毎⽇ZARDを聴いていますが、フィルムコンサートもいいですね。
 また何か新しいグッズでも出るんでしょうか︖︖（出て欲しい）

Re:７回忌フィルムコンサート開催決定︕
12850 選択 stray 2013-02-06 21:48:38 返信 報告

shunさん、kuboさん、uraraさん、sakuraさん、こんばんは。

SH2012を「〜 Last Memories 〜」と銘打ってしまったので、
 Screen Harmonyの名称を使うことができなくなっただけで、

 SHとまったく同じ形式のフィルムコンサートでしょう。
 Screen Harmonyは「SH」と略せたのですが、

 Film of 7th Memorialは何と略せばよいのやら、困りますね（笑）。

私も早速モバイルFC会員特典で申し込みましたが、
 PCと違って⾯倒くさいのなんのって。30分もかかっちゃいました（笑）。

SH2010（CCレモンホール）の昼の部は、半分くらい席が空いてましたので
 2公演がソールドアウトになることはないと思いますが、

 夜の部は早く売り切れること間違いなしです。

さて、未公開映像がどれだけあるかですが・・・
 今回は「新たな映像」とか「未公開」といった⽂字がまったくないので

ない可能性もありますね（笑）。私はSH2012に参加していないので、
 同じ映像でも⼀向にかまいませんけども（笑）。

次の⼤イベントは３年後（25周年,2016年）ですから、
 ⾼額なグッズをバンバン出して、儲けておきたいところでしょう（笑）。

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/8c840250b11f70ae9830d7f73fad61ab.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/12838.html?edt=on&rid=12850
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=12850


Re:７回忌フィルムコンサート開催決定︕
12851 選択 stray 2013-02-06 21:58:52 返信 報告

ミキティさん、pineさん、こんばんは。

ミキティさん、お久しぶりです。
 今度は近くなりましたので（笑）、是⾮参加して下さい。

 またみんなでワイワイやりたいですね︕

pineさん
 ⼤阪は⼟曜⽇なので、主婦の皆さんも参加しやすいですね。

 いつも⼤阪ネタバレ情報を頭に⼊れて参加できるので助かってます。
 今年もどうぞヨロピク︕（笑）

Re:７回忌フィルムコンサート開催決定︕
12853 選択 noritama 2013-02-06 23:13:30 返信 報告

泉⽔さん、お誕⽣⽇おめでとうございます!

みなさん こんばんは｡
 2⽉になってもオフィシャルが静かなので･･何か来ると感じていましたが(笑)

 泉⽔さんのお誕⽣⽇にフィルムコンサートの開催告知きましたね!

>すべての映像から新たに編集された･･ 
 >今回はそのすべての映像を新たに編集した内容となる。 

 これをどうとらえるか･･･う〜ん(笑)
 喜ばしいのは、すべての映像構成を刷新(未公開も含む)で、

 残念なのは、今まで既出映像などからの安易な継ぎ接ぎ･･･
 "その"と"編集"が曲者ですね(^^; 

 作品仕⽴て(考え練られた編集)なのか単なる安易な再編集なのか。
 この差は映像を観たファンにはすぐばれちゃいますね。

 寺尾さんの"仕掛け"は今回も発揮されるのでしょうか︖気になります(^^)
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>また何か新しいグッズでも出るんでしょうか︖︖（出て欲しい） 
年々に特別なイベント開催などや特集番組、話題も少なくなってきていますし、
今回の次がしばらく無いならば･･･

 やはり、映像とか写真集関連のような物で、
 いつでも泉⽔さんを感じられ、会う(観る)ことのできるGoodsなどがいいですね。

 

Re:７回忌フィルムコンサート開催決定︕
12854 選択 xs4ped 2013-02-07 00:03:27 返信 報告

strayさん、皆さん、こんばんは。

未公開映像がどの位出るか気になりますね。
 全国展開&DVD発売もして欲しいですね。

Re:７回忌フィルムコンサート開催決定︕
12855 選択 noritama 2013-02-07 01:48:25 返信 報告

チョコレートさん xs4pedさん こんばんは

>私の場合･･･⽇程や開催場所から、参加はちょっと難しいかな･･･と感じていますが、 
 全国のファンのためにもDVDやBDが出るといいんですけれどね〜

 旦那様にゴロニャんお願いしても駄⽬ですか?(笑) 旦那様と⼀緒に⾒に⾏くとか(^^) でも曜⽇が平⽇か･･･

>全国展開&DVD発売もして欲しいですね。 
 仙台､福岡辺りぐらいは開催してほしいところかと思いますが、

 SH2012ですら東京・⼤阪だけでしたからね･･･都合もあるでしょうし･･･
 事後の映像物の発売はファンの満⾜度upに繋がりますよね。

>Screen Harmonyは「SH」と略せたのですが、 
 >Film of 7th Memorialは何と略せばよいのやら、困りますね（笑）。 
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確かに(笑) フイルムコンサートですとFCになっちゃいますし･･･(笑)
尾崎豊さんの未発表⾳源アルバムが"7th Memorial 虹"ってタイトルですね。

 今回のフィルムコンサートも未発表の曲(未発表バージョンでも)･映像があるといいのですけれど(淡い期待)
 

Re:７回忌フィルムコンサート開催決定︕
12857 選択 shun 2013-02-07 09:42:13 返信 報告

strayさん、皆さん、こんにちは。

スレタイとは関係ないのですが、ちょっと気になったので...

[12838]のキャプ画ですが、グレーのアンダーバーのポップ部分、
 「Good-bye My Loneliness」のままなんですね(((・・;)

 曲は何が流れているのでしょう︖

実はこちらでも妙な事が起こっておりまして...（笑）
 IEでの表⽰（上）は、正常︖なのですが、

 Google Chrome（下）だと、ポップの部分だけが「君に逢いたくなったら…」に(((・・;)
 曲はどちらも「君に逢いたくなったら…」が流れます。

皆さんのブラウザではどうでしょうか...レアなケースでも無いのかな︖

Re:７回忌フィルムコンサート開催決定︕
12858 選択 stray 2013-02-07 10:39:46 返信 報告

shunさん、こんにちは。
  

> [12838]のキャプ画ですが、グレーのアンダーバーのポップ部分、 
 > 「Good-bye My Loneliness」のままなんですね(((・・;) 

 > 曲は何が流れているのでしょう︖

「Good-bye My Loneliness」が流れてます（笑）。
 どういうことかというと、⼀⾒１つのFLASHに⾒えますが、
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画像と⾳楽と曲名表⽰はそれぞれ別ファイルだからです。

Re:７回忌フィルムコンサート開催決定︕
12859 選択 stray 2013-02-07 10:42:06 返信 報告

WEZARDトップページを構成しているファイルです。

⾳楽（君に逢いたくなったら・・・）
 http://wezard.net/bgm/02/4.mp3

画像（FLASH）
 http://wezard.net/topimage.swf

曲名表⽰（xml）
 http://wezard.net/sound_box.xml

[12838]は、⾳楽と曲名表⽰は古いキャッシュが残ったままで、
 画像だけ新しいFLASHファイルが読み込まれた状態。

[12838]の下（Chrome）は、画像だけ古いキャッシュが残っている状態です。

怪奇現象ではありませんので（笑）、Chromeのキャッシュをクリアしてみて下さい。

Re:７回忌フィルムコンサート開催決定︕
12860 選択 ⼭茶花 2013-02-07 15:29:10 返信 報告

こんにちは。
 > 私の予想どおりとなりました（笑）。 

 strayさん、予想されていたんですね(笑)

xs4pedさんのおっしゃるように、コンサートに参加できない・⾒に⾏けないファンのために、DVDを特典付きでリリース
して欲しいな〜

個⼈的には、また別に映画化して欲しいですが・・・
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2⽉6⽇は坂井さんのお誕⽣⽇でしたね。
すっかり忘れてた＞＜

 坂井さん、ごめんなさい・・・
 ⼀⽇遅れだけど、お誕⽣⽇、おめでとうございます。

 

Re:７回忌フィルムコンサート開催決定︕
12861 選択 shun 2013-02-07 19:56:47 返信 報告

strayさん、こんばんは。

丁寧に説明して頂き、ありがとうございますm(_ _)m
 キャッシュ削除で正常に表⽰されました。

> どういうことかというと、⼀⾒１つのFLASHに⾒えますが、 
 > 画像と⾳楽と曲名表⽰はそれぞれ別ファイルだからです。 

 > 曲名表⽰（xml） 
 > http://wezard.net/sound_box.xml 

 曲名表⽰もFLASHなのかと思ってました...f(^_^;)
 装飾とか拡張といった意味合いファイルのようですね。

以前はFLASHに数枚の画像が隠れている事もあり、ダイアログから切り替えたりしてたので、
 今回ももう1枚隠れているのかも︖と思ったのですが、⼀向に替わる気配がありませんでした（笑）

Re:７回忌フィルムコンサート開催決定︕
12862 選択 stray 2013-02-07 21:44:18 返信 報告

shunさん、こんばんは。

解決したようですね。
 今回のFLASHには、もう２枚画像が隠れていますが、

 切り替わらないように設定してあるみたいです。
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⼭茶花さん、こんばんは。

どこかで「最低でもSHはやるだろう」と書いた覚えがあるのですが、
 探しても⾒つかりません（笑）。

⽇本には、故⼈の誕⽣⽇を祝う習慣がないので、私は泉⽔さんに
 「誕⽣⽇おめでとう︕」と⾔うのに抵抗を感じます。古い⼈間なので（笑）。

 ⼼の中で⽣き続けているのだから、それもアリなんでしょうけども・・・

Re:７回忌フィルムコンサート開催決定︕
12863 選択 ⼭茶花 2013-02-08 14:45:38 返信 報告

> どこかで「最低でもSHはやるだろう」と書いた覚えがあるのですが、 
 > 探しても⾒つかりません（笑）。 

 私も辿ってみましたが、わかりません(笑)

 
> 「誕⽣⽇おめでとう︕」と⾔うのに抵抗を感じます。古い⼈間なので（笑）。 

 > ⼼の中で⽣き続けているのだから、それもアリなんでしょうけども・・・ 
 なるほど。⼗⼈⼗⾊。⼈それぞれかも知れませんね。

 そこはstrayさんの⾃由ですから、それはそれでいいと思いますよ。

それから、何を思ったのか、危うく「報告」にクイックしそうになったのですが、報告は、何か意味があるんでしょう
か︖前に説明があったかも知れませんが、忘れましたので。

 すみません。
 

プレオーダー情報
13006 選択 stray 2013-03-06 18:19:38 返信 報告

「e+（イープラス）」は今⽇から
 http://eplus.jp/sys/T1U14P0010222P006001P002009244P0030054
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「チケットぴあ」は昨⽇から 
http://ticket.pia.jp/pia/ticketInformation.do?lotRlsCd=08435&afid=L12

私は「ぴあ」で予約しましたが、クレジット決済、セブンイレブン受け取りで
 ３，６００円少々かかるようです。

Re:７回忌フィルムコンサート開催決定︕
13009 選択 urara 2013-03-06 21:23:53 返信 報告

こんばんは。
 チケットの為にMusing加⼊→結果、本⽇、第３希望まで「当選」。

 即、購⼊⼿続きしました。(第⼀希望の中野１６時ですが)
 当選している他の希望会場チケットも購⼊すればＯＫですが・・・勿論買いません。

 それにしても、希望した全てが購⼊可能って・・こんなものなのでしょうかネ︖

Re:７回忌フィルムコンサート開催決定︕
13013 選択 stray 2013-03-07 12:38:59 返信 報告

uraraさん、こんにちは。

中野に限って⾔えば、平⽇ですから、地⽅の⼈は仕事を休めるかどうか、
 都内近郊の⼈は早退できるかどうか、3ヶ⽉先の予定なんて⽴たない⼈が多いかと。

 最終的には⼀般売りで捌けると思いますが、出⾜としてはこんなものでしょう。

Re:７回忌フィルムコンサート開催決定︕
13017 選択 natsuo 2013-03-08 14:36:29 返信 報告

[13013]stray:
 > uraraさん、こんにちは。 

 > 
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> 中野に限って⾔えば、平⽇ですから、地⽅の⼈は仕事を休めるかどうか、 
> 都内近郊の⼈は早退できるかどうか、3ヶ⽉先の予定なんて⽴たない⼈が多いかと。

会社員ならそうですよね。
 私は、⾃由業なので、もうスケジュール確定です︕

 

チケット情報
13051 選択 stray 2013-03-15 20:43:22 返信 報告

皆さんこんばんは。

私は「チケットぴあ」のプレオーダーで購⼊しましたが、
 整理番号が、

 ・中野 昼の部 １３００番台
 ・中野 夜の部 １４００番台
 でした。

⼀般販売はかなり競争率が⾼くなるかもしれませんね。
 

Re:チケット情報
13086 選択 stray 2013-03-29 18:27:19 返信 報告

e+（イープラス）で、明⽇から⼤阪公演のプレオーダー受付です。
 http://cc.eplus.jp/c/tl?i=0efsclQ2UmPxEBhU

プレオーダー受付︓
 3/30(⼟) 12:00 〜 4/10(⽔) 18:00

⼀般発売︓4/20(⼟) 10:00

公演⽇・会場︓
 5/25(⼟) 堂島リバーフォーラム(⼤阪府)

 

Re:チケット情報
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13120 選択 stray 2013-04-04 18:41:07 返信 報告

チケットぴあで、明⽇正午から⼀般販売開始です。
 （先着順）

 

Re:チケット情報
13131 選択 stray 2013-04-05 12:19:49 返信 報告

上の情報は、⼀般販売じゃなくて「プリセール」でした。

試しに申し込んでみたら（決済せずに確認画⾯まで）、整理番号・1165番でした。

プレオーダーで購⼊するより若い番号がGetできるって、どういうこと︖（笑）
 

Re:チケット情報
13132 選択 natsuo 2013-04-05 16:49:42 返信 報告

[13131]stray:
 > 上の情報は、⼀般販売じゃなくて「プリセール」でした。 

 > 
> 試しに申し込んでみたら（決済せずに確認画⾯まで）、整理番号・1165番でした。 

 > 
> プレオーダーで購⼊するより若い番号がGetできるって、どういうこと︖（笑）

何でしょう︖
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Re:チケット情報
13144 選択 noritama 2013-04-10 04:56:46 返信 報告

おはようございます

> プレオーダーで購⼊するより若い番号がGetできるって、どういうこと︖（笑）

チケット販売会社が違えば割り振り番号が違うのかなとも思いますが、同じチケットぴあなので･･･
 もしかしたら､前回までのキャンセル分やMusing先⾏分残りの再販なんじゃ(笑)

 チケットぴあは､整理番号わかるんですね。とても親切。
 裏を返すと、前回先⾏とかダブって取って、番号の若い⽅のみを買った⼈もいたのかも･･･

Musing予約の場合は、若⼲⾼い上に公演約10⽇前にならないと発送されない模様です。
 チケットぴあから先⾏出るならMusingに予約⼊れなかったのになぁ･･･

 (このスレで、e+（イープラス)､チケットぴあから出るのを知ったのですけれど、すでにMusingへ取れるかわからない予
約⼊れてしまっていました(笑)

 チケットぴあとかで取れないことも踏まえてそのままにしていたのです･･)
 今回はオフィシャルのインフォメーションが不親切ですね〜。

Re:７回忌フィルムコンサート開催決定︕
13158 選択 KOH 2013-04-11 21:44:22 返信 報告

やっとこさMUSIC LAUNCHER で告知が始まりましたね〜(^_^;)
 今回は短めの24秒です(笑)

Re:７回忌フィルムコンサート開催決定︕
13160 選択 shun 2013-04-12 14:21:17 返信 報告

皆さん、こんにちは。
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モバイルサイト、ライブ開催に向け新企画がスタートしたようです︕
メルマガ登録で未公開ムービーをGET出来るようです(^-^)/

Re:７回忌フィルムコンサート開催決定︕
13161 選択 stray 2013-04-12 18:27:33 返信 報告

KOHさん、こんばんは、情報ありがとうございます︕

MUSIC LAUNCHER・・・まだ続いていたんですね︕(笑)
 そのうち未公開映像の⼀部リークがあるかも知れませんので、

 これからしばらく捕獲をヨロピクお願いします(笑)。

 
 shunさん、こんばんは、情報ありがとうございます︕

今⽇の時点では、担当者である⾼野さんの挨拶が載っているだけです。
 -------------------------------------

 2013.4.10
 みなさん︕こんにちは︕

 今回の『ZARD Film of 7th Memorial ~君に逢いたくなったら~』を担当しています⾼野と申します︕
 このページでは、５⽉の開催当⽇までの間、現場の映像制作状況やグッズに関することなど、

 みなさんにフィルム・コンサートを楽しんで頂ける情報を提供していこうと思っていますので、
 定期的にチェックしてみてくださいね。

 -------------------------------------

よくわからないのは、新らしくスマホ・サイトでメルマガ登録しないと
 未公開ムービーはもらえないんですかねぇ・・・

同じ映像がMUSIC LAUNCHERで流れそうな気もするのですが(笑)。

Re:７回忌フィルムコンサート開催決定︕
13162 選択 時の翼 2013-04-14 19:02:27 返信 報告
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チケットを購⼊しました。整理番号が100番台ですがこれってかなり早い⽅なのかな︖

久しぶりに買ったせいでよくわかりません（笑）

Re:７回忌フィルムコンサート開催決定︕
13164 選択 noritama 2013-04-15 23:11:49 返信 報告

時の翼さん こんばんは。

>整理番号が100番台ですがこれってかなり早い⽅なのかな︖ 
 前回の例にもれず整理番号順⼊場ならば･･･

 相当うらやましい整理番号でしょう(^^;
 Mobile FC “WEZARD”有料会員先⾏発売で購⼊したのでしょうか︖

前回の品川で、500番から600番台では中央区画の席は空きがみられず、両サイドの区画中ほどの席でした。
 スクリーンまでの距離が近く斜めでみるあまりいい感じではなかったです。

 (開演前にブツブツ⼤声で独り⾔⽂句を⾔っている⼈(まぁ⾔っていることは正当なことでしたけど･･･開演前の雰囲気壊し
てほしくなかったな〜)がいたせいもありますが(^^;))

 最終の回、100番以下の時は､かなり⾒やすい中央区画席を選ぶことができました。

中野サンプラザの収容⼈数が品川の倍くらい、2階席も使うのかなとみて･･･300番台ぐらいまでが思うような⾒やすい良
席につけそうな感じでしょうか。

 以前の中野サンプラザのときはどうだったのでしょう︖

私は、会場全体の雰囲気が⾒える後⽅の席でひっそりと⾒ているのが好きです(笑)

あっ、時の翼さんは⼤阪公演のほうですか︖

Re:チケット情報
13172 選択 stray 2013-04-21 08:47:53 返信 報告

昨⽇から⼀般発売が開始されています。
 ⼤阪公演の昼の部だけ「残りわずか」となっています。
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【⼀般発売】
ＺＡＲＤ〈フィルムコンサート〉

 発売開始⽇時︓2013年4⽉20⽇(⼟) 10:00
 公演⽇︓2013年5⽉27⽇(⽉)

 会場︓中野サンプラザ (東京都)
 詳細・お申込みはこちらからどうぞ

 ⇒ http://ticket.pia.jp/pia/select_type.ds?eventCd=1305107&rlsCd=001&afid=902

【⼀般発売】
 ＺＡＲＤ（フィルムコンサート）

 発売開始⽇時︓2013年4⽉20⽇(⼟) 10:00
 公演⽇︓2013年5⽉25⽇(⼟)

 会場︓堂島リバーフォーラム (⼤阪府)
 詳細・お申込みはこちらからどうぞ

 ⇒ http://ticket.pia.jp/pia/select_type.ds?eventCd=1305575&rlsCd=001&afid=902
 

Re:７回忌フィルムコンサート開催決定︕
13173 選択 stray 2013-04-21 08:49:39 返信 報告

モバイルFC情報

2013.4.17
 ZARDのレコーディング・ディレクターの寺尾広です。

 あと1ヶ⽉で公開される『ZARD Film of 7th Memorial ~君に逢いたくなったら~』。 
 準備も着々と進んでいますよ︕今回も坂井泉⽔さんのコメント、⾊々な映像を再確認しましたが、 

「懐かしい︕」「こんなモノもあったのか︕」と回想中です。 
 これを早く形にして皆さんにお届けしたい︕ その想いで⼀同邁進中ですので、もう少々お待ち下さいね︕

2013.4.19
 みなさん、こんにちは︕映像制作を担当している伊藤です︕ 

 『ZARD Film of 7th Memory』ですが、今まさに編集の真っ最中です︕
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今回は、坂井さんの７回忌ということで、みなさんと⼀緒に坂井さんを偲ぶ内容にしたいと頑張っています︕ 
GW明けには完成させたいと思っていますので、出来上がったら、また報告します︕

 

Re:７回忌フィルムコンサート開催決定︕
13258 選択 stray 2013-04-25 18:57:35 返信 報告

モバイルFC情報

2013.4.25

ZARDのレコーディング・ディレクターの寺尾広です。
 今年新たな試みとして公開される『ZARD Film of 7th Memorial ~君に逢いたくなったら~』。

 僕たちスタッフは坂井泉⽔さんと皆さんの架け橋として、作業を進めております。
 皆さんが会場で坂井さんに触れて、少しでも暖かい気持ちになれるようにと願っております。 

 最近は暖かくなったかと思えば、急に寒くなったりして、まだまだ体調管理の難しいこの頃です。
 どうか皆さん、5⽉までお元気で︕また会場でお会いしましょう

-----------------------------------------

う〜ん、この⽂⾯だと、寺尾さんからのお知らせはこれが最後っぽいですね(笑)。

献花台 設置のお知らせ
13323 選択 stray 2013-05-10 18:36:34 返信 報告

献花台 設置のお知らせ

ZARD/坂井泉⽔さんに変わらぬ想いをお寄せいただき、ありがとうございます。
 坂井さんの７回忌にあたる5⽉27⽇、東京・⼤阪で献花台を設置いたします。

【ZARD 7th Memorial 献花台 設置要項】

⽇時︓5⽉27⽇(⽉) 12:00〜19:00 (東京会場のみ、フィルム上映の終了まで)

場所︓【東京】中野サンプラザホール ２階ホール⼊⼝
     [『ZARD Film of 7th Memory 〜君に逢いたくなったら〜』会場]
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    ※チケットがなくても献花できます
    ・JR中野駅徒歩1分   ◆会場HP︓http://www.sunplaza.jp

    【⼤阪】ビーイング ⼤阪⽀社
     〒550-0014 ⼤阪府⼤阪市⻄区北堀江1-3-17 HORIE HILLS

     ・地下鉄四ツ橋線｢四ツ橋駅｣6番出⼝すぐ

グッズ情報
13324 選択 stray 2013-05-10 18:39:48 返信 報告

２週間前になって、ようやくグッズ情報が出てきました。
 （モバイルＦＣより）

2013.5.7
 今回は、グッズ担当から発信させていただきます。 

 ライブやコンサートの楽しみのひとつがグッズですよね︖ 
 皆さんに喜んでいただけるアイテムになるよう制作を進めています。 

 その中から少しご紹介させていただくと、 6⽉から始まる壁掛けタイプのカレンダーを予定しています。 
 オフィシャルでは久しぶりのカレンダーとなります。 

 ⽉替わりで様々な坂井さんに会えたり、１年間毎⽉めくることが楽しみとなり、 
 普段⽣活していく中でちょっとしたスパイスになればと思い、アイテム決定しました。 

 他のアイテムもご紹介の機会があれば、またご報告します。 
 グッズ担当でした。

Re:グッズ情報
13342 選択 Aki 2013-05-15 20:02:19 返信 報告

グッズが発表されましたね。
 やはり２５周年とかじゃないと、新しい絵柄は無理なのかな･･･

Re:グッズ情報
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13343 選択 stray 2013-05-15 20:04:58 返信 報告

Akiさん、こんばんは。

どれも微妙なグッズですねぇ・・・(笑)
 未公開画像もなさそうだし、私は何も買いません(笑)。

グッズ販売時刻
 ・⼤阪・堂島リバーフォーラム 12時〜

 ・東京・中野サンプラザホール 13時〜

Re:グッズ情報
13344 選択 Aki 2013-05-15 20:45:57 返信 報告

 Tシャツは凝ったデザインより、最初からこういうオーソドックスなものもあった⽅が良かったかも･･･
 カレンダーもB2ポスターの横正⽅形サイズになっていないものなら良かったのですが、「Golden Best」「⼼を開い

て」の絵柄は以前の30種ポスターの時にもなってますね･･･（逆に「マイフレンド」「⾵が通り抜ける街へ」は販促⽤もあ
まり多くなく、B2サイズにはなってないですね）

  6⽉始まりのカレンダーが定番化するのでしょうか︖

 「パネル」は数が多くなると置き場の問題が出てきますね･･･

 ⾼額商品がないのが意外でした･･･

Re:グッズ情報
13345 選択 noritama 2013-05-16 03:58:26 返信 報告

こんばんは

カレンダーの右下の写真は⾒慣れしていない写真ですね。
 Tシャツは真ん中のモノクロのがいい感じ。

 フォトグラフィックパネルは、よく⾒るとキャンバス地っぽい雰囲気仕⽴なのかな︖
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サイズや商品説明が欲しいですねぇ。
お顔は⼩さいけれど、TAXIの上に座っているのが構図も⾯⽩いしそれとなく飾るにはいいかも。

好みと想い⼊れは⼈それぞれなのでなんですが、
 別構図の写真とかで新鮮味も欲しいところですね。

新たな冊⼦､映像物の発売予定は無いのかな･･

Re:グッズ情報
13346 選択 sakura 2013-05-16 22:52:39 返信 報告

こんばんは。

確かに、フォトグラフィックパネルのサイズを知りたいですね。
 フォトグラフィックパネルのファイルをダウンロードして、パソコンの壁紙にするといいかもしれません。（笑）

 モニタを7台並べて。。。
 少し離れて⾒るといいかも。。。

Re:７回忌フィルムコンサート開催決定︕
13347 選択 natsuo 2013-05-18 06:18:43 返信 報告

席、かなり空きがあるみたいですね。

http://ticket.pia.jp/pia/ticketInformation.do?eventCd=1305107&rlsCd=001

Re:７回忌フィルムコンサート開催決定︕
13348 選択 陸奥亮⼦ 2013-05-18 11:51:52 返信 報告

NATSUOさん。皆さん。こんにちは。７回忌フィルムコンサートもあと、１０⽇余りになりましたが、私も中野サンプラ
ザの４時の回に参加する予定で、順番は９００番台です。ところで、オフ会はどう、なりましたか︖オフ会にも、参加し
たいので、集合場所とか、集合時間とかは、ありますか︖。以上、宜しくお願い致します。

Re:７回忌フィルムコンサート開催決定︕
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13351 選択 stray 2013-05-18 16:10:16 返信 報告

陸奥亮⼦さん、こんにちは。
 BBSで参加者を募ってのオフ会は開催しません。

 あしかからずご了解願います。

natsuoさん、記事削除しました。
 あしかからずご了解願います。

 

Re:７回忌フィルムコンサート開催決定︕
13352 選択 natsuo 2013-05-18 16:54:52 返信 報告

[13351]stray:
 > 陸奥亮⼦さん、こんにちは。 

 > BBSで参加者を募ってのオフ会は開催しません。 
 > あしかからずご了解願います。 

 > 
> natsuoさん、記事削除しました。 

 > あしかからずご了解願います。

了解です。
 strayさんに従います。

 

Re:７回忌フィルムコンサート開催決定︕
13353 選択 陸奥亮⼦ 2013-05-18 17:30:09 返信 報告

STRAYさん。レス有難う御座います。BBSでの参加者募集は⾏わないという件は、了解致しました。そうなりますと、オ
フ会の連絡をしたい場合は、PW制のBBS（軽チャー）だと、PWが判らないので、⼊れませんし、Z研CHAT（カニチャッ
ト）で⼊室するしか、無いのでしょうか︖。私はパソコンに詳しくありませんので、宜しくお願い致します。

Re:７回忌フィルムコンサート開催決定︕

https://bbsee.info/newbbs/id/12838.html?edt=on&rid=13351
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=13351
https://bbsee.info/newbbs/id/12838.html?edt=on&rid=13352
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=13352
https://bbsee.info/newbbs/id13351.html
https://bbsee.info/newbbs/id/12838.html?edt=on&rid=13353
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=13353


13354 選択 stray 2013-05-18 19:25:26 返信 報告

陸奥亮⼦さん、こんばんは。

このページ右上「問い合わせ」からメールを下さい。
 お名前をお忘れなく。

Re:７回忌フィルムコンサート開催決定︕
13355 選択 urara 2013-05-18 21:26:21 返信 報告

皆さんこんばんは。
 やっとチケットが届きました。

 Musingにて中野16時、整理番号800番台・・・
早くからドタバタしましたが、若番でもないみたい。

 ま、参加できるだけで⾄福の時ではありますですネ。

Re:７回忌フィルムコンサート開催決定︕
13356 選択 sakura 2013-05-19 02:01:02 返信 報告

皆さん、こんばんは。
 ⼤阪公演まであと1週間ですね︕

 念のためタンスの奥から(笑)チケットを引っ張りだして、整理番号を確認。
 ありました︕（あってよかった・・・）昼の部200番台。夜の部300番台。
 中野に⾏けないのは残念ですが、その分、グッズの購⼊費⽤に回したいと思います。（それほど多くは購⼊しません

が。。。）

Re:７回忌フィルムコンサート開催決定︕
13357 選択 陸奥亮⼦ 2013-05-19 09:15:22 返信 報告

[13354]stray:
 > 陸奥亮⼦さん、こんばんは。 
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> 
> このページ右上「問い合わせ」からメールを下さい。 

 > お名前をお忘れなく。

STRAYさん。こんにちは。以前にも、「問い合わせ」からというご指摘を戴いた事があり、今回も同じ様に、操作しまし
たが、WINDOWS INTERNET EXPLORERが出て、「既定のメールクライアントが

 正しくインストールされていないため。この操作は、実⾏出来ませんでした」というコメントが表⽰されますので、こう
いう場合どうしていいかわかりませんです。また、Z研の総合案内のINFORMASHONのところの⾚⽂字のメールを押して
も、やはり、同じ様に

 「既定の~~~以下」が出ます。度々で済みませんが、宜しくお願い致します。

Re:７回忌フィルムコンサート開催決定︕
13358 選択 stray 2013-05-19 10:57:58 返信 報告

陸奥亮⼦さん

ブラウザの種類によってはリンクがうまく開かない場合があります。
 直接、下記へメールをお願いします。

 info@zard-lab.net

Re:７回忌フィルムコンサート開催決定︕
13359 選択 陸奥亮⼦ 2013-05-19 11:35:08 返信 報告

[13358]stray:
 > 陸奥亮⼦さん 
 > 

> ブラウザの種類によってはリンクがうまく開かない場合があります。 
 > 直接、下記へメールをお願いします。 

 > info@zard-lab.net 
 > 
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STRAYさん。こんにちは。先ほど、上記のアドレスに送信致しましたので、宜しくお願い致します。有難う御座いまし
た。

Re:７回忌フィルムコンサート開催決定︕
13370 選択 stray 2013-05-23 12:26:25 返信 報告

皆さんこんにちは。

いよいよ迫って来ましたね︕
 ⼤阪公演の昼の部は完売、⼤阪夜の部と中野公演はまだ空席あり。

 ２年前からさらにファン離れが進んだということでしょう。

WBMはすべてDVD化されていますが、逆にSHはすべてDVD化されていませんので、
 ”⾏かなければ⾒れない映像”だということです。

 mixiの寺尾さん情報によると、今回も「未公開オフショット動画が満載」らしいので、
 チケット代もWBMに⽐べて格段に安いですから、お近くの⼈は是⾮参加して下さい。

⼤阪公演に参加する皆さん︕
 ネタばれレポート⼤歓迎ですが（笑）、スレタイに「ネタばれ注意︕」をお忘れなく。
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