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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

Gyao配信 コナン 第3シーズン
14400 選択 noritama 2014-04-09 23:22:31 返信 報告

こんばんは

GyaO!の無料配信で、
 オープニングに『運命のルーレット廻して』が使われている回の含まれている「名探偵コナン」第3シーズンの配信が4/10から始

まります。
 http://gyao.yahoo.co.jp/p/00220/v12126/

各話1週間の配信期間のようです。
 第3シーズンは第86話〜で､毎週⽊曜更新で何話進むかによりますが、
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オープニングが『運命のルーレット廻して』の回は、第97話〜第123話(Wikiによると､第113話〜曲のアレンジが変更されている)
になるので、

 4話ごと更新なら、4/24更新で第97話〜が配信されるかと(^^)

GyaO!コナン特集はこちら､
 http://gyao.yahoo.co.jp/special/conan/

Re:Gyao配信 コナン 第3シーズン
14402 選択 noritama 2014-04-12 02:30:20 返信 報告

追記

GyaOコナン特集の中で
 『少⼥の頃に戻ったみたい』が(エンディング)主題歌に使われている、

 「劇場版 名探偵コナン 14番⽬の標的（ターゲット)」も
 4/11〜4/24までで無料配信されています。

 http://gyao.yahoo.co.jp/player/00220/v12059/v1000000000000001988/

Yahooプレミアム会員なら5⽉には、
 『夏を待つセイル（帆）のよう』が主題歌に使われている、

 「劇場版 名探偵コナン ⽔平線上の陰謀（ストラテジー）」の無料配信を⾒ることが出来るようです。
 

Re:Gyao配信 コナン 第3シーズン
14486 選択 noritama 2014-04-24 04:00:20 返信 報告

こんばんは

さて第97話〜の配信が始まりました。
 http://gyao.yahoo.co.jp/p/00220/v12126/

 今⽇の更新で、第97話が登場しています。
さらに、4/30〜(5/6まで)で第3シーズン全43話⼀挙配信があります。
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事前に⼿持ちのDVDで何話か(全部持っていないので(^^;)ちょっと聴き⽐べていたのですが、
第97話と第98話でも若⼲感じが違うようです。

第97話はとてもかっこいい感じで疾⾛感があります。⾳質もいい感じ。
 ⼀⽅、第98話は何か少しおとなしい感じに･･･

 最初は、ありがちな各話の編集の⾳量と⾳質(⾼低⾳やドラムとかの⾳つぶれやガサつき)のバラつきかと思ったのです
が、

 よくよく聴いてみると、
 0:40辺りのギターの⾳像が、第97話では右にハッキリあるのが､第98話では中央寄りにおとなしく(笑)

 他ピアノの⾳が中央少し左から、中央少し右辺りへ?
 チャカチャカ⾳(笑)やドラムの⾳も抑えられて⾳質がガサついているような。

 "あの頃の〜そんな感じ"のところまでの"プー､プー"って(笑)キーボード?の⾳が⼩さかったり
 "そんな感じ〜"のすぐ後の"バ〜ン"って⾳が無かったり

⾳像を中央寄りに調整したのかな､､そんな感じ〜♪ です(^^;
 各楽器の主張を抑え中央寄りになって、ちょっとモノラル感というかこもり感というか､おとなしい感じに聴こえるんじゃ

ないかなと。

TVver.を聴き込んでCDを聴くと･･落ち着いたとてもスローテンポに感じます(^^;
 CDを聴き込んでTVver.を聴くと､､セカセカして落ち着かないなと感じるかもしれません。

 TVとCDのボーカルの違いは "アレコレ考えるのは" の"アレコレ"の歌い⽅でわかりますね｡

GyaOの⾳はそこそこみたいなので、
 第113話〜のアレンジが変更されているオープニングとともに、

 4/30〜の第3シーズン⼀挙配信で聴き⽐べを楽しんでくださいね。
 聴き⽐べにはヘッドホン必須です(^^)

 

Re:Gyao配信 コナン 第3シーズン
14491 選択 stray 2014-04-24 12:51:02 返信 報告

noritamaさん、こんにちは。
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何やら⾯⽩い発⾒をされたようですね。
「運命のルーレット廻して」TV ver.は２種類あって、

 「NOW-d V」（1998年）という⾒本品(プロモーション⽤CD)にTV ver-1が、
 アルコレのPremium DiscにTV ver-2が収録されています。

第97話と98話で差異があるとすると、どちらがTV ver-1なのか気になりますし、
 99話以降にまた違うver.が存在するかも知れないですね。

noritamaさんに全話の⾳源⽐較をお任せしますので（笑）、よろぴく〜︕

泉⽔さんのボーカルはTV ver.もCDも同じだと思っていましたが、違うんですか︖
 アレンジが違うとボーカルも少し変わって聞こえるものですけど・・・

Re:Gyao配信 コナン 第3シーズン
14495 選択 stray 2014-04-24 18:57:12 返信 報告

98話は持っていないので、97話と「NOW-d V」のTV ver-1を聴き⽐べてみました。

> 第97話はとてもかっこいい感じで疾⾛感があります。⾳質もいい感じ。 
 > ⼀⽅、第98話は何か少しおとなしい感じに･･･ 

 > 最初は、ありがちな各話の編集の⾳量と⾳質(⾼低⾳やドラムとかの⾳つぶれやガサつき)のバラつきかと思ったのです
が、 

 > よくよく聴いてみると、 
 > 0:40辺りのギターの⾳像が、第97話では右にハッキリあるのが､第98話では中央寄りにおとなしく(笑) 

 > 他ピアノの⾳が中央少し左から、中央少し右辺りへ? 
 > チャカチャカ⾳(笑)やドラムの⾳も抑えられて⾳質がガサついているような。 

 > "あの頃の〜そんな感じ"のところまでの"プー､プー"って(笑)キーボード?の⾳が⼩さかったり 
> "そんな感じ〜"のすぐ後の"バ〜ン"って⾳が無かったり 

 > 
> ⾳像を中央寄りに調整したのかな､､そんな感じ〜♪ です(^^;

noritamaさんが⾔われるとおりで、サカナ⽿の私にも違いが分かりました。
 「NOW-d V」の⾳源は98話以降〜112話までのver.ということになり、97話の⾳源は超貴重ですね︕
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TV ver-1の疾⾛感が好きだという⼈が多いのですが、97話のほうが⼀層その傾向が強く感じられます。

Re:Gyao配信 コナン 第3シーズン
14496 選択 stray 2014-04-24 19:04:04 返信 報告

> 0:40辺りのギターの⾳像が、第97話では右にハッキリあるのが､第98話では中央寄りにおとなしく(笑) 
 > 他ピアノの⾳が中央少し左から、中央少し右辺りへ? 

 > チャカチャカ⾳(笑)やドラムの⾳も抑えられて⾳質がガサついているような。

この部分を抽出して⽐較してみました。
 http://xfs.jp/4c8ZwQ

97話→TV Ver-1の順番です。
 

Re:Gyao配信 コナン 第3シーズン
14497 選択 noritama 2014-04-24 21:01:29 返信 報告

こんばんは

>97話→TV Ver-1の順番です。 
 検証資料ありがとうございます。
 TV Ver-1は、ギターの⾳像が中央にあって、

 第98話と同じ感じですね。
 ということは、

 第97話のはTV ver-0(プロトタイプ)ということに(笑)

TV ver-2ではまた楽器の⾳像が左右に分かれて主張してますが(笑)ドラムがシンプルな軽い感じになって、
 TV ver-0(第97話) >>TV ver-1 >>TV ver-2 >>CD と

 だんだんシンプルな構成に聴こえるようになっていっているような感じですね。
疾⾛感から若⼲神秘的な感じに振っているのかな?

>泉⽔さんのボーカルはTV ver.もCDも同じだと思っていましたが、違うんですか︖ 
 CDとDVD(TV ver.)と同じ歌詞の部分を同時再⽣すると歌詞の進みがTV ver.は若⼲速いです。再⽣速度を調整しているの

https://bbsee.info/newbbs/id/14400.html?edt=on&rid=14496
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14496
https://bbsee.info/newbbs/id/14400.html?edt=on&rid=14497
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14497


かもしれませんが(笑)。
また、"アレコレ"の部分の歌い⽅は、"コ"の部分をTV ver.は少し伸ばし気味に歌ってます。

 

Re:Gyao配信 コナン 第3シーズン
14498 選択 noritama 2014-04-24 21:32:33 返信 報告

>TV ver-1の疾⾛感が好きだという⼈が多いのですが、97話のほうが⼀層その傾向が強く感じられます。 
 泉⽔さんのボーカルもこもってなくクリアですね(^^

>「NOW-d V」の⾳源は98話以降〜112話までのver.ということになり、97話の⾳源は超貴重ですね︕ 
 参考までに第97話収録DVDは PART4の7巻です。

 コナンDVDは話数順になっていない収録が多々ありますのでご注意を。
 こちらのサイト↓はDVD収録話などコナンについていろいろととても詳しくまとめてあります。

 http://conan.aga-search.com/501-9video-dvd.html

Re:Gyao配信 コナン 第3シーズン
14499 選択 stray 2014-04-24 22:50:30 返信 報告

noritamaさん、こんばんは。

> TV Ver-1は、ギターの⾳像が中央にあって、 
 > 第98話と同じ感じですね。 

 > ということは、 
 > 第97話のはTV ver-0(プロトタイプ)ということに(笑)

98話＝TV Ver-1ですか、了解です。
 97話ver.は今後「TV ver-0」と勝⼿に呼ぶことにしましょう︕(笑)

 ただ惜しいことに、イントロはコナン君のセリフと被るし、後奏はばっさり切られています。
 TV Ver-1のイントロと後奏を切り取って ver-0に繋げましょうか︖(笑)

NO.によると「ドラムのグルーブ感にこだわった」そうです。

たしかにTV Ver-1はTV ver-0に⽐べるとステレオ感が弱いですね。
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> こちらのサイト↓はDVD収録話などコナンについていろいろととても詳しくまとめてあります。 
> http://conan.aga-search.com/501-9video-dvd.html

Part1〜5までの発売⽇がすべて同じになってますね(笑)。
 97話の放送⽇は分かりますか︖

Re:Gyao配信 コナン 第3シーズン
14500 選択 noritama 2014-04-24 23:48:34 返信 報告

> 97話の放送⽇は分かりますか︖ 
 コナン(アニメ)のWikiに記載されているのを⾒ると､運命のルーレット廻しての項で"第97話（1

998年4⽉13⽇）"となっています。

>Part1〜5までの発売⽇がすべて同じになってますね(笑)。 
 Part1･2が同じ、1ヶ⽉ズレでPart3〜5が同じで、

 察するに先にVHSが販売されていて、
 2000年のPART6からDVD販売も始まって､

 2006年にPart1〜5がDVD版でも販売されたのではないかと。
 ⼿持ちのPart4と5(レンタル版ですが(笑))のジャケットに"2006"の年号印刷があります。

Re:Gyao配信 コナン 第3シーズン
14501 選択 stray 2014-04-25 08:22:58 返信 報告

> "あの頃の〜そんな感じ"のところまでの"プー､プー"って(笑)キーボード?の⾳が⼩さかっ
たり 

 > "そんな感じ〜"のすぐ後の"バ〜ン"って⾳が無かったり

ここが⼀番分かり易いと思います。
 http://xfs.jp/wNIxCM

TV ver-1には、”バ〜ン”がないのが解析波形からも分かります。
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noritamaさん、放送⽇ありがとうございました。
なるほど、先にVHSが順次発売されて、DVDは⼀気にまとめて発売されたのですね。

Re:Gyao配信 コナン 第3シーズン
14517 選択 noritama 2014-04-26 13:49:35 返信 報告

こんにちは

参考までに、各話放映⽇は、[14498]のサイトの"TVアニメデータ"項にさらに細かく記載されていました。
 http://conan.aga-search.com/501-2-2-1998conantv.html

Re:Gyao配信 コナン 第3シーズン
14554 選択 noritama 2014-04-30 09:29:43 返信 報告

おはようございます｡

本⽇4/30〜5/6までで第3シーズン全43話⼀挙配信が始まりました｡
 http://gyao.yahoo.co.jp/p/00220/v12126/

 DVDと同じく、第97話と第98話〜及び第113話〜のオープニングのアレンジ違い、
 また各話の⾳質･⾳量の差もわかります(^^;;

 ※時々⼊る宣伝の⾳量が⼤きいので注意してください｡｡

コナン特集はこちら
 http://gyao.yahoo.co.jp/special/conan/

Re:Gyao配信 コナン 第3シーズン
14561 選択 stray 2014-05-01 12:02:15 返信 報告

noritamaさん、こんにちは。

第98話を確認しました。TV ver-1と同じですね。
 ついでに第112話（Tv ver-1の最後）も聞いてみましたが、第98話と同じでした。

 99話〜111話の間に別ver.が存在するかも知れませんが、⾯倒くさいの検証しません（笑）。
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TV ver-2は第113話〜123話ですが、113話と123話を⽐べてみたところ
私には同じver.に聞こえました。

 同様に、114話〜122話の間に別ver.が存在するかも知れませんが、⾯倒くさいの検証しません（笑）。

Re:Gyao配信 コナン 第3シーズン
15074 選択 stray 2014-06-27 12:16:31 返信 報告

今⽉号のmfEsで寺尾さんが「運命のルーレット・・・＿」TV Ver.
について⾔及されているので、抜粋して紹介しておきます。

・沢⼭のアレンジがあり、バージョン違いなどを含めると25種類は有ったと思う
 ・最終的には池⽥さんのアレンジ

 ・TV Ver.は少しテンポが速い
 ・（CDの）リリースに向けて少しだけテンポを落として、いろいろなアレンジを試した

 ・坂井さんは完成したアレンジで必ず歌いきって、ある程度MIXバランスもしてみてから
 さらに別のテイクを試す、という事を繰り返していた

アレンジが違うものは別ボーカルである可能性が⾼い、ということです。
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