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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

ZARD検定
18519 選択 stray 2016-02-12 23:32:55 返信 報告

皆さんこんばんは。

ニコ⽣のZARD検定、応募されたでしょうか︖
 ”Ｚ研の所⻑が間違えてる〜”とか⾔われるのイヤなので（笑）、

 こういう企画は応募しないことにしてるのですが、
 ニコ⽣のクイズは難問が多かったので、⾎が騒いでしまいました。

以下、私の回答をご披露します。
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Re:ZARD検定
18520 選択 stray 2016-02-12 23:34:46 返信 報告

【撮影編】

第５問がわかりませんでした。
 アメリカ⼈ぽい名前の「２」で提出しましたが、、まったくの感です。

 正解をご存知の⽅は、出典とともに教えていただければ幸いです。
 

Re:ZARD検定
18521 選択 stray 2016-02-12 23:36:19 返信 報告

【作品編】

これは簡単でした。

Re:ZARD検定
18522 選択 stray 2016-02-12 23:41:00 返信 報告

【ＴＶ＆ライブ編】

第５問は公式な出典があるのかどうか不明ですが、
 2004 LIVEのサポメンの⼀⼈が、ブログで暴露したのを記憶しています。
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Re:ZARD検定
18523 選択 stray 2016-02-12 23:45:00 返信 報告

【雑学編１】

第２問はフランスとイタリアで迷ったのですが、今回の限定ワイン販売ページに

”中でも特にフランスの⾚ワインがお好みで、愛⽤のグラスで良く飲まれていたそうです。”

とあるので、フランスなのでしょう。

Re:ZARD検定
18524 選択 stray 2016-02-12 23:51:55 返信 報告

【雑学編２】

第１問の答えは、オリコン2004年2/9号のＱ＆Ａに書いてあります。

第２問の答えは、AL『永遠』初回限定ミニＣＤの紙ケースの⽿に書いてあります。

第３問は「⻑者が崎」だと思いますが、出典は⾒つけられませんでした。
 ご存知の⽅は教えてください︕

第４問の答えはJ*GM Vol.041

はたして全問正解しているか︖︖（笑）

Re:ZARD検定
18528 選択 SW 2016-02-13 01:30:47 返信 報告

[18519]strayさん:
 > 皆さんこんばんは。 

 > 
> ニコ⽣のZARD検定、応募されたでしょうか︖ 
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> ”Ｚ研の所⻑が間違えてる〜”とか⾔われるのイヤなので（笑）、 
> こういう企画は応募しないことにしてるのですが、 

 > ニコ⽣のクイズは難問が多かったので、⾎が騒いでしまいました。 
 > 

> 以下、私の回答をご披露します。

ニコ⽣のほうのスレで検定についてレスつけようと思いましたがこちらがありましたので改めて。

私も送りましたよー
 ちゃんと正解者を選別してちゃんと抽選してくれるのか不安ですけど(笑)

私もカメラマンだけはどーにもなりませんでした。
 Don't you see!側(ZARD側)の資料を探してもまったく⾒つからないので（写真集などなら名前がクレジットされていた

可能性はあるのでしょうが、私は持っていないので… でもstrayさんですらご存じないならそれも無いのかな︖）
 というわけで名前から攻めていくことに。まず、⼥性だったはずなので、私は２は除外しました（デヴィッド(David)は男

性名）。あとの⼆⼈はお名前で検索してもヒットせず、姓と名を分けてもなんだか要領を得ない感じで。結局１にしまし
た。

ほかのところは公式の資料とここの調査結果を読み返してほとんど埋まりました。
 strayさんの回答で気になるところは

作品編４ ⼼を開いて
 ２ではないですか︖ライナーにも書いてあったような。

ＴＶ＆ライブ編５ ゲネプロ
 OFFICIAL BOOK「きっと忘れない」p.156に”奈良にある会館を借り切って”と紹介されています。

雑学編１－２ ワイン
 本当のところはわかりませんが、少なくとも公式としてはこうですよね(笑)

雑学編２－３
 根拠無く私は⼤室⼭にしてしまいました

 が、泉⽔さんがドライブで⾏くには遠いですかね…



雑学編２－４
music freakの中でも発⾔されてますね。

 (私はそちらで⾒つけました)

私はドライブが外れかな…
 本気で狙いに⾏ったのに何でそこはあんまり考えずに送ってしまったのか。

全問正解者はどのくらい居たのか気になりますね。

Re:ZARD検定
18534 選択 stray 2016-02-13 09:21:59 返信 報告

SWさん、こんにちは。

答え合わせに付き合っていただき（笑）ありがとうございます。

> ちゃんと正解者を選別してちゃんと抽選してくれるのか不安ですけど(笑)

ぎゃはは、たしかに、全問正解しててもＺ研っぽいから却下とか（笑）。

> 私もカメラマンだけはどーにもなりませんでした。 
 > 、⼥性だったはずなので、

⼥性だったんですか︕それすら知りませんでした（笑）。
 だったら「３」っぽいですね。

> 作品編４ ⼼を開いて 
 > ２ではないですか︖ライナーにも書いてあったような。

BLENDといえばマイケル・ブラウアーなので迷わず３にしましたが、
 泉⽔さんのセルフライナーに「アンディーのミックスによって、より⾳がクリアになっていて…」

 と書いてありますね。あ〜、やっちまった（笑）。
が、シングルの時点ですでにアンディーのミックスが施されているんです。

> ＴＶ＆ライブ編５ ゲネプロ 
 > OFFICIAL BOOK「きっと忘れない」p.156に”奈良にある会館を借り切って”と紹介されています。
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情報ありがとうございます。

> 雑学編２－３ 
 > 根拠無く私は⼤室⼭にしてしまいました 

> が、泉⽔さんがドライブで⾏くには遠いですかね…

⼤室⼭に関する泉⽔さんのコメントは、「お・も・ひ・で」のインタビューで、
”伊⾖と⾔えばやっぱり温泉︕露天⾵呂で景⾊を⾒渡しながらボーっとするのが最⾼ですね（笑）。あ、⼀度⼤室⼭にも⾏
ってみて下さい。”

 とあるだけ。
 このコメントからして⼀度⾏ったくらいかな、と（笑）。

> 全問正解者はどのくらい居たのか気になりますね。

我は︕と思う⽅は是⾮レスして下さい︕（笑）

Re:ZARD検定
18565 選択 KOH 2016-02-14 20:32:37 返信 報告

所⻑、SWさん、こんばんはです︕
 > 第５問がわかりませんでした。 
 > アメリカ⼈ぽい名前の「２」で提出しましたが、、まったくの感です。 

 > 正解をご存知の⽅は、出典とともに教えていただければ幸いです。 
 答えは３ですね。

 ZARD BESTの特典のARTIST FILEに名前があります︕ 
 

Re:ZARD検定
18566 選択 stray 2016-02-14 20:47:10 返信 報告

KOHさん、こんばんは。

おう︕出典が⾒つかりましたか︕
 さすが、困ったときのアーティストファイル（笑）。
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引っ越しのドサクサで、⼤判資料を⼊れたダンボールが⾒つかんないですよ〜（笑）。

どうもありがとうございました︕
 ところで、KOHさんは⾒事全問正解︖（笑）

Re:ZARD検定
18567 選択 KOH 2016-02-14 20:58:17 返信 報告

所⻑、こんばんはです︕
 > どうもありがとうございました︕ 

 > ところで、KOHさんは⾒事全問正解︖（笑） 
 いえいえ、ヘタレですわ〜(笑)

 ４問ほど間違えてますね〜︕調べてるのにもかかわらず(笑)
 

Re:ZARD検定
18568 選択 SW 2016-02-14 21:48:42 返信 報告

[18565]KOHさん
 > 所⻑、SWさん、こんばんはです︕ 

 > > 第５問がわかりませんでした。 
 > > アメリカ⼈ぽい名前の「２」で提出しましたが、、まったくの感です。 

 > > 正解をご存知の⽅は、出典とともに教えていただければ幸いです。 
> 答えは３ですね。 

 > ZARD BESTの特典のARTIST FILEに名前があります︕ 

strayさん、KOHさん、こんばんは。
 ちょうどいま私もカメラマンの⽅の情報を調べておりまして、名前で⾒つかったので報告をしようと思いましたらキチン

と正解が…

ARTIST FILEは私は持っておりません(悔し)が、ZARD BEST -軌跡- 歌詞カード(ブックレット)の最終ページには名前が
ありました。(→画像) 中古で買ったので、元々ARTIST FILEのついているもの(第1次特典ver)だったのかな︖

 （どのみちさすがに⾃⼒でここへは無理でしたが。
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さて、私の調べた情報ですが、名前で検索するとカメラマンの⽅が⾒つかりましたという段階のもので、ズバリ正解がわ
かってしまえば価値がないですが⼀応。

 https://www.google.co.jp/search?q=Crescenzo+Notarile

でも、この⽅は男性なのですよね。
 私がカメラマンが⼥性だと⾔ったのは映像に撮影している⼥性が映っているからだったのですが… 彼の下で仕事をする⼀

⼈が⼥性だったのかもしれません。
 ⼥性カメラマンが…というのは http://zard-lab.net/pv/38-3.html http://zard-lab.net/pv/38-4.html ここにあるよ

うなシーンで映ってます。

検索したお名前のスペリングがあっていれば正解に辿り着けたかも… ( お名前+ZARDで検索すれば上位のほうでちゃんと
⾒つかります https://www.google.co.jp/search?q=Crescenzo+Notarile+ZARD (ARTIST FILEからの出典というの
も⾒つかりますね))

 というわけで私は2問外しの23/25と思われます。

これはますます次回のために︖まずはARTIST FILEをゲットせねば…

そうそう、過去の特典つき作品などが買えないかと中古販売を検索していましたら、価格が昨年に私がいろいろと買いあ
さった時期より上がっています。⼀連のイベントによってやはり興味を持つ⽅は増えているようです。

Re:ZARD検定
18569 選択 stray 2016-02-14 22:18:35 返信 報告

SWさん、こんばんは。

カメラマン情報ありがとうございます。
 BEST -軌跡- の歌詞カード(ブックレット)は２種類あって [17392]

 SWさんのは初期版＝特典がアーティストファイルです。
別のブックレットにはアーティストファイルメッセージは載っていません。

オレンジ⾊のシャツを着た⼥性が、ロケ中何度か泉⽔を撮影しているシーンがありますね。
 そのシーンを撮っていた⼈物が居るわけで（笑）、それがノータリーさんってことなのでしょう。

 左側に写っている⼤きなカメラを担いだ男性がその⼈っぽいですね。
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Re:ZARD検定
18570 選択 stray 2016-02-14 22:25:36 返信 報告

そっか︕

この⼥性はスチル写真のカメラマンで、ノータリーさんはビデオカメレマンなのかも。

Don't you see! のジャケ写真はスチルじゃなくて、ビデオのキャプチャーだとすれば
説明つきます。

 

Re:ZARD検定
18571 選択 SW 2016-02-15 00:59:50 返信 報告

strayさん、早速ご返信ありがとうございます。
 いまさら気づいたのですが、先ほどのブックレット画像の名前のリストには、DAVID BRIDGESさんもMICHELLE OCAM

POさんもお名前があります。いずれも関わりのあった⽅なのですね。私のところにはARTIST FILEが無いので何の仕事で
関わったかわかりませんが。（ちなみに、お名前で検索してもそれらしい⼈は出てきません）

> BEST -軌跡- の歌詞カード(ブックレット)は２種類あって [17392] 
 > SWさんのは初期版＝特典がアーティストファイルです。 

 > 別のブックレットにはアーティストファイルメッセージは載っていません。

補⾜していただいてありがとうございます。私の持っているものはARTIST FILEがついていた物だったということです
ね。

Re:ZARD検定
18674 選択 SW 2016-02-26 22:26:54 返信 報告

公式で結果、正解が発表されましたね。 http://www.wezard.net/25th/media/zard_kentei.html
 正解はここで検証した通りでした。

珍しいことに︖各問題の正解率まで公表してくださってますね。
 やはり難しかったのは、カメラマン、Momentゲネプロ、2004年の泉⽔さんマイブーム、の3問でいずれも正解率が30%
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台。
問題⾃体が三択であることを考えると正解率30%台というのはカンで解答せざるを得なかった⽅が多かったのでしょう
か。 「ゲネプロ」は公演初⽇が⼤阪フェスティバルホールでしたから、そちらを選ぶ⼈が多くいたかもわかりません。
「マイブーム」はWBM2008『突然』でランニング︖ジョギング︖している映像のイメージに引っ張られてジョギングを
選ぶ⼈もいたかな︖

全問正解の⽅はお⼀⼈いらっしゃったようです。素晴らしい。

Re:ZARD検定
18679 選択 noritama 2016-02-27 13:22:12 返信 報告

こんにちは

> 左側に写っている⼤きなカメラを担いだ男性がその⼈っぽいですね。

この⽅ですね(?)
 http://www.cinematographers.nl/PaginasDoPh/notarile.htm

 間違っていたらごめんなさい(^^;
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