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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

ニコ⽣ ⽣放送2016
18415 選択 stray 2016-02-10 20:06:11 返信 報告

始まりました︕

寺尾さん、スタートからテンション⾼いです（笑）。

Re:ニコ⽣ ⽣放送2016
18418 選択 stray 2016-02-10 20:19:16 返信 報告
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寺尾さんの話しがやっと終わって（笑）、
１曲⽬は「Don't you see!」

 

Re:ニコ⽣ ⽣放送2016
18419 選択 stray 2016-02-10 20:25:50 返信 報告

２曲⽬「この愛におよぎ疲れても」

４年前は無映像。無画像で⾳を流すだけだったので、進歩しました（笑）。

私はＮＹに⾏ってきます（笑）。

Re:ニコ⽣ ⽣放送2016
18420 選択 stray 2016-02-10 20:51:37 返信 報告

あれ︕ＮＹから帰ってきたら、「DAN DAN・・・」のこの画⾯でﾌﾘｰｽﾞしてる。
 ⾳も出ない。

直し⽅わかる⼈いませんかぁ︕︕︕

【追記】
 再読み込みで直りました（笑）。

Re:ニコ⽣ ⽣放送2016
18421 選択 Awa C62 2016-02-10 20:54:07 返信 報告

[18415]stray:
 > 始まりました︕ 

 

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/ff00c02408086a35c9a62ed8c0dadabe.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/18415.html?edt=on&rid=18419
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=18419
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/7ce3f75e0a430043a3c30641f9d38685.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/18415.html?edt=on&rid=18420
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=18420
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/af8bcd077e77bb8ac957507ed31ec51f.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/18415.html?edt=on&rid=18421
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=18421
https://bbsee.info/newbbs/id18415.html


> 
> 寺尾さん、スタートからテンション⾼いです（笑）。 

  所⻑,御無沙汰して居ります。私のはPCが古いのか,此の頃はYOU TUBEの動画も映らないのが多くなりました。⾒られ
ないのが残念です。このPC,もしかしたら臨終が近いのかも知れません。

Re:ニコ⽣ ⽣放送2016
18422 選択 SW 2016-02-10 21:20:46 返信 報告

[18420]stray:
 > あれ︕ＮＹから帰ってきたら、「DAN DAN・・・」のこの画⾯でﾌﾘｰｽﾞしてる。 

 > ⾳も出ない。 
 > 

> 直し⽅わかる⼈いませんかぁ︕︕︕ 
 >

放送⾃体が重いのと、視聴しながら録画してるからなおさら負荷がかかるせいだと思います。
 ある程度は仕⽅ないですね〜

Re:ニコ⽣ ⽣放送2016
18423 選択 stray 2016-02-10 21:31:03 返信 報告

ZARD検定

全25問正解者の中から10名にZARDグッズ詰め合わせプレゼント

最初の５問です。

５問⽬がわからん（笑）

Re:ニコ⽣ ⽣放送2016
18424 選択 stray 2016-02-10 21:52:21 返信 報告
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noritamaさんが[18406]で書かれているのが、これかな︖

Re:ニコ⽣ ⽣放送2016
18425 選択 stray 2016-02-10 21:55:00 返信 報告

[18424]stray:
 > noritamaさんが[18406]で書かれているのが、これかな︖

Re:ニコ⽣ ⽣放送2016
18427 選択 stray 2016-02-10 22:07:52 返信 報告

⽇本⻘年館のコーナーにモニターがあって、
 未公開のメイキング映像が流れていたんですね︕

図録、買わなくて済むかも（笑）。

Re:ニコ⽣ ⽣放送2016
18428 選択 noritama 2016-02-10 22:23:47 返信 報告

こんばんは
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>未公開のメイキング映像が流れていたんですね︕ 
そうなんです｡(^^)

>noritamaさんが[18406]で書かれているのが、これかな︖ 
 そうです｡映ってましたね(^^

もう⼀枚芝浦501スタジオ(もしかしたら⽤賀かもですが)のも映ってました｡

Re:ニコ⽣ ⽣放送2016
18429 選択 stray 2016-02-10 22:32:31 返信 報告

> もう⼀枚芝浦501スタジオ(もしかしたら⽤賀かもですが)のも映ってました｡

これですかね︖

どのスタジオかはわかりませんねぇ。

Re:ニコ⽣ ⽣放送2016
18430 選択 noritama 2016-02-10 22:34:53 返信 報告

> これですかね︖ 
 > どのスタジオかはわかりませんねぇ。 

 そうです｡⿊セーターと⾼いところにブースの窓だとその辺のスタジオかと･･･後で検証ですね｡

Re:ニコ⽣ ⽣放送2016
18431 選択 stray 2016-02-10 22:35:41 返信 報告

Ｍステスタジオのポラロイド写真も映りましたよ︕
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Re:ニコ⽣ ⽣放送2016
18432 選択 stray 2016-02-10 22:50:50 返信 報告

ZARD検定②

これは簡単ですね。

Re:ニコ⽣ ⽣放送2016
18433 選択 stray 2016-02-10 23:07:52 返信 報告

録画、順調です。

さて、私は朝５時に起きて雪かきしなきゃならんので（笑）、寝ます。

皆さん、明⽇のZIPの録画お忘れなく。

Re:ニコ⽣ ⽣放送2016
18447 選択 stray 2016-02-11 07:50:32 返信 報告

ZARD検定③

問４は晴海です
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Re:ニコ⽣ ⽣放送2016
18448 選択 stray 2016-02-11 07:53:38 返信 報告

ZARD検定④

問４は5,000⼈です

Re:ニコ⽣ ⽣放送2016
18449 選択 stray 2016-02-11 08:00:15 返信 報告

ZARD検定⑤

問４の答えはJ*GM Vol.041 に書いてあります。

Re:ニコ⽣ ⽣放送2016
18456 選択 stray 2016-02-11 11:05:53 返信 報告
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WBMの映像がたくさん流されてますが、会場の映像をインサートする前の未編集の映像
です。

１コーラスでブチっと切れるのが⽟にきずですが・・・

【追加】
 あっ、これが「Screen Harmony〜ZARD 25th Anniversary Eve ダイジェスト」なのですね。

 

Re:ニコ⽣ ⽣放送2016
18460 選択 noritama 2016-02-11 13:26:44 返信 報告

ヘッドホンの話題が出ましたね｡
 ASHIDAVOX以外は､Get U're 〜のSONYと

 軽チャーの⽅で､吟遊詩⼈さんが話題にしていただいていた
 『⾬に濡れて』のオーディオテクニカと

 寺尾さんが気がついていないのかもですが､
 『君がいない』のSONYもありますね(^^

Re:ニコ⽣ ⽣放送2016
18461 選択 noritama 2016-02-11 13:34:42 返信 報告

最近よく⾒るこのシーンもSONYですね｡

Re:ニコ⽣ ⽣放送2016
18462 選択 noritama 2016-02-11 13:41:24 返信 報告
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寺尾さんのお話のオーディオテクニカのヘッドホンについてのフォロー
軽チャーから

Re:ニコ⽣ ⽣放送2016
18463 選択 stray 2016-02-11 14:19:03 返信 報告

ギャラリー・レポート 〜ZARD 25th Anniversary Eveのすべて〜
 https://vimeo.com/154947192

Screen Harmony〜ZARD 25th Anniversary Eve ダイジェスト〜
 https://youtu.be/pzRWld4MDjA

反省会（プレミア会員⽤）
 http://www.veoh.com/watch/v101331693gHJcDBEj

チャン・カワイ１⽇⽬
 「揺れる想い」「マイ フレンド」「In my arms・・・」「もっと近くで・・・」「もう少し あと少し…」

 https://youtu.be/srzt-NhVWvU

チャン・カワイ２⽇⽬
 「餃⼦＆チャーハン」「マイ フレンド」「君に逢いたくなったら…」「My Baby Grand・・・」

 https://youtu.be/527HXezQVQs

提供曲コーナー
 「果てしない夢を」「⼼を開いて」「瞳そらさないで」「突然」

 https://youtu.be/KKCAllPM7AI

Re:ニコ⽣ ⽣放送2016
18464 選択 stray 2016-02-11 17:32:38 返信 報告
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寺尾さんの話はほとんど聞いたことあるものですが（笑）、
「In my arms・・・」の裏話はビックリでした。

頭のデモが「⾦を返して 早く返して」だったんだそうで、
 こういう感じがするというところから、相⼿に訴えかけるような詞にしようということで、

 最終的に「声を聴かせて 熱く⾒つめて」になったんだそうです。
 

Re:ニコ⽣ ⽣放送2016
18465 選択 チョコレート 2016-02-11 17:40:01 返信 報告

所⻑さん、みなさんこんにちは︕楽しんでますか〜︖
 > 「In my arms・・・」の裏話はビックリでした。 
 > 頭のデモが「⾦を返して 早く返して」だったんだそうで、

この話はショックでした〜。
 この曲⼤好きだったのに････そのイメージって･･･(^^;)

 

Re:ニコ⽣ ⽣放送2016
18466 選択 stray 2016-02-11 18:03:41 返信 報告

チョコさん、こんにちは。

> この話はショックでした〜。 
 > この曲⼤好きだったのに････そのイメージって･･･(^^;)

チャン・カワイさんもビックリ＆ガッカリしてましたね（笑）。
 曲が出来るプロセスって、いろんなことがあるんですね、勉強になりました。

「もっと近くで・・・」は、ZARDの曲の中で唯⼀「詞が先」なんだそうで、
 この話も初めて聞きました。

Re:ニコ⽣ ⽣放送2016
18468 選択 stray 2016-02-11 19:14:42 返信 報告
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今度出る図録の⼀部︖

36ページで2,500円に決定したそうですが、このシャツに１ページ使ったら
 到底全部は収録できませんね（笑）。

Re:ニコ⽣ ⽣放送2016
18474 選択 stray 2016-02-11 21:22:25 返信 報告

終わりました。
 ⼊場者２１万⼈（前回は６０万⼈︖）

プレミアム会員⽤の反省会（寺尾さんの独演会）が続いていますが、
 おおっ︕という話が出ました。

「もっと近くで・・・」の曲候補は２つあって（番号2007と2008）、
 2007が「もっと近くに・・・」になって、2008は「グロリアス マインド」になった。

 

Re:ニコ⽣ ⽣放送2016
18485 選択 SW 2016-02-11 23:48:41 返信 報告

[18474]strayさん

⻑時間お疲れ様でした。

> プレミアム会員⽤の反省会（寺尾さんの独演会）が続いていますが、 
 > おおっ︕という話が出ました。 

 > 
> 「もっと近くで・・・」の曲候補は２つあって（番号2007と2008）、 

 > 2007が「もっと近くに・・・」になって、2008は「グロリアス マインド」になった。

ここは「おおー」ってなりましたね。
 数字は、『もっと近くで〜』が207、『グロリアス〜』が208ですね。
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『グロリアスマインド』のメロディーに『もっと近くで君の横顔を⾒ていたい』の歌詞、歌ってみると確かにはまります
（寺尾さんが説明なさったことなのではまるのは当然ですけど）。 若⼲「んん︖ どう割り付けるんだ︖」ってなりますけ
どZARDにはよくある感じで収まるのだろうという印象です。

> ⼊場者２１万⼈（前回は６０万⼈︖）

盛況でしたね。前回がそこまでとは知りませんでしたが良い放送でした。
 ニコ⽣は5年おきと⾔わず、積極的にやってくれたら嬉しいなぁ。

Re:ニコ⽣ ⽣放送2016
18517 選択 stray 2016-02-12 23:20:28 返信 報告

SWさん、こんばんは。

> ここは「おおー」ってなりましたね。 
 > 数字は、『もっと近くで〜』が207、『グロリアス〜』が208ですね。

フォローありがとうございます。
 ⼤野さんの楽曲が２千もあるわけないですね（笑）。

> 『グロリアスマインド』のメロディーに『もっと近くで君の横顔を⾒ていたい』の歌詞、歌ってみると確かにはまりま
す（寺尾さんが説明なさったことなのではまるのは当然ですけど）。 若⼲「んん︖ どう割り付けるんだ︖」ってなります
けどZARDにはよくある感じで収まるのだろうという印象です。

う〜ん、上がったり下がったりでグロマイの曲には合わないと思いましたけど（笑）。

> 盛況でしたね。前回がそこまでとは知りませんでしたが良い放送でした。 
 > ニコ⽣は5年おきと⾔わず、積極的にやってくれたら嬉しいなぁ。

観客数は５年前と⽐べると半分以下。
 やはり、この５年間、しょうもないＳＨばかりやってきたのでファンが離れましたね。

毎年のＳＨは要らないから、ニコ⽣を毎年やって、未公開映像を少し流したほうがファンは喜ぶかも（笑）。

Re:ニコ⽣ ⽣放送2016
18527 選択 SW 2016-02-13 00:57:53 返信 報告
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[18517]strayさん
> > 『グロリアスマインド』のメロディーに『もっと近くで君の横顔を⾒ていたい』の歌詞、歌ってみると確かにはまり
ます（寺尾さんが説明なさったことなのではまるのは当然ですけど）。 若⼲「んん︖ どう割り付けるんだ︖」ってなりま
すけどZARDにはよくある感じで収まるのだろうという印象です。 

 > 
> う〜ん、上がったり下がったりでグロマイの曲には合わないと思いましたけど（笑）。

"はまる"というのは"あてはまる"(⾳の数が合う)ということですね。"ふさわしい"という意味でなく。
 （あれはあれで⾯⽩いかな︖とも私は思いますけど

> 観客数は５年前と⽐べると半分以下。 
 > やはり、この５年間、しょうもないＳＨばかりやってきたのでファンが離れましたね。 

 > 毎年のＳＨは要らないから、ニコ⽣を毎年やって、未公開映像を少し流したほうがファンは喜ぶかも（笑）。

5/27にイベントをやる理由が⾊々あるでしょうけれども、ニコ⽣のような、悪ノリしてアホなことを⾔ったり余計なこと
を⾔ったりと「思い切り騒ごうね♪」とできるようなイベントを持ってこれるのは2/6や2/10だと思いますから、こういっ
たことを2/10の恒例にしてくれたらなーなんて思います。

ニコ⽣ ⽣放送2016 再放送
20973 選択 sakura 2016-12-29 00:52:30 返信 報告

正⽉早々、再放送するそうです。
 何であっても話題があるということはいいことですね（笑）。

----
 2016年2⽉10⽇に放送した「ZARD 25th Anniversary 25時間⽣放送特番 〜“ZARDざんまい”の25時間︕〜」が「ニコ

ニコ⾳楽番組アワード2016」にて年間総合ジャンル9位にランクイン。
これを記念して、ニコニコ⽣放送にて特番の再放送が決定しました!!

放送⽇時︓2017年1⽉2⽇（⽉・祝）21:00〜1⽉3⽇（⽕）22︓30
 番組URL︓http://live.nicovideo.jp/watch/lv285901671
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