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25 周年記念ライブDVD発売決定︕
20514 選択 stray 2016-10-07 12:28:32 返信 報告

25 周年記念ライブDVD発売決定︕です
 B社さん、なんという太っ腹︕（笑）

 -------------------------------------
 デビュー25 周年記念ライブDVD『ZARD 25th Anniversary LIVE “What a beautiful memory”』

2016年12⽉7⽇（⽔）発売
 品番︓JBBJ-5006〜5008
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■DVD3枚
■\6,667+税

□三⽅背ボックス仕様
 □豪華ブックレット封⼊

■DISC1 ,2 [LIVE] ★初演奏曲
 ○ 5.27 TOKYO DOME CITY HALL

 01. 揺れる想い
 02. 君に逢いたくなったら…

 03. Season
 04. Listen to me ★

 05. 息もできない
 06. 好きなように踊りたいの

 07. サヨナラ⾔えなくて★
 08. Top Secret

 09. もう少しあと少し…
 10. ハイヒール脱ぎ捨てて

 11. ⼆⼈の夏★
 12. 少⼥の頃に戻ったみたいに

 13. かけがえのないもの
 14. 永遠

 15. 愛は暗闇の中で（d-project / What a beautiful memory ver.）
 16. 来年の夏も

 17. 遠い⽇のNostalgia
 18. Forever you

 19. 愛が⾒えない
 20. My Baby Grand 〜ぬくもりが欲しくて〜

 21. 運命のルーレット廻して
 22. 気楽に⾏こう

 23. ⼼を開いて



 
24. Today is another day
25. きっと忘れない

 26. ⾬に濡れて
 27. 君がいない
 28. マイ フレンド

 29. Don't you see!
 30. Oh my love

 31. こんなにそばに居るのに
 32. あの微笑みを忘れないで
 33. 負けないで

○ 5.21 オリックス劇場
 ・愛が⾒えない（d-project / What a beautiful memory ver.)

 ・素直に⾔えなくて
 ・サヨナラは今もこの胸に居ます

 ・WAKE UP MAKE THE MORNIG LAST 〜忘れがたき⼈へ〜 ★

■特典ディスク
 DISC3[MUSIC VIDEO]

 ・Listen to me (MUSIC VIDEO)
 ・サヨナラ⾔えなくて(MUSIC VIDEO)

 ・⼆⼈の夏(MUSIC VIDEO)
 ・気楽に⾏こう(MUSIC VIDEO)

 ※4曲ともMUSIC VIDEO集『ZARD MUSIC VIDEO COLLECTION 〜25th ANNIVERSARY〜』未収録
 

Re:25 周年記念ライブDVD発売決定︕
20515 選択 stray 2016-10-07 12:31:57 返信 報告

★Musingオリジナル特典＆⼤好評の梱包サービス★

Musingでご予約いただくと、BIGサイズのオリジナルブロマイド2枚セットをプレゼントいたします︕
 （ブロマイドサイズ︓254mm×200mm）

https://bbsee.info/newbbs/id/20514.html?edt=on&rid=20515
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=20515


 さらに、今作特製の「ロゴ⼊りオリジナル梱包箱」で商品をお届けいたします︕
特典の詳細は決まり次第お知らせいたしますので、どうぞお楽しみに︕

http://musing.jp/shop/zard/25th/?mailmag

Re:25 周年記念ライブDVD発売決定︕
20516 選択 Aki 2016-10-07 13:52:37 返信 報告

 今年は「春」にオールタイムベスト・「初夏」のDVDがでて「盛夏」には何もリリースがなかったので「秋冬」はもう
何もないと思っていました。

（⼤⿊さんのオールタイムBESTも11⽉にリリースということでB社的にはそちらの⽅で精⼀杯なのかな?と思いつつ･･･）

 まさかの12⽉にリリースというのは正直驚きです。
  毎度のことですが定価が⾼いですね（苦笑）税込で7000円以上･･･

  特典Disc3が4曲なのは淋しいですね･･･（汗）5⽉のDVDに⼊りきらなかった「オフショット」の続編とか⼊れて欲しい
ですね･･･

 （特典には「WAKE UP MAKE THE MORNIG LAST 〜忘れがたき⼈へ〜」は⼊らないのですね･･･（汗））

 あとは写真集も･･･

 「GARNET CROW」や「三枝⼣夏INdb」は公式YouTubeで既にPVをアップしていますが、ZARDも「NO」とか「B
G」などの映像をDVD化する気がないなら公式YouTubeにアップして欲しいものだな･･･と思います。

 （「GARNET CROW」の1コーラスしか制作されていないのは「BG」の映像そのままアップしていました）

Re:25 周年記念ライブDVD発売決定︕
20517 選択 陸奥亮⼦ 2016-10-07 14:23:34 返信 報告

皆さん、こんにちは。陸奥亮⼦です。

２５周年記念ライブＤＶＤを年内の１２⽉発売とは、以外でし

たね。＾－＾。

ＷＯＷＯＷやＨＵＬＵで、⼀部放映等がされていますから、
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ＤＶＤの⽅は、ジックリと内容の検討・吟味されてから、来年

辺りに発売されるかな〜〜と思っていました。

ＤＶＤを早く⾒れるのは、⾮常に嬉しいです。＾－＾。

そして、私は歌詞の字幕間違いに付いては、そんなに気に

しない⽅ですが、気にされる⽅々も居られるので、そこの処

は、ちゃんとして欲しいですね。

Re:25 周年記念ライブDVD発売決定︕
20518 選択 吟遊詩⼈ 2016-10-07 18:41:06 返信 報告

[20516]Akiさん、皆さん、こんばんは
 >  まさかの12⽉にリリースというのは正直驚きです。 

 >  毎度のことですが定価が⾼いですね（苦笑）税込で7000円以上･･･ 
 >  特典Disc3が4曲なのは淋しいですね･･･（汗）5⽉のDVDに⼊りきらなかった「オフショット」の続編とか⼊れて欲し

いですね･･･ 
 >  あとは写真集も･･･

25周年記念最後の楽しみが、出来ました。

12/7って何かに因んででしょうか︖

私的には12/27の⽅が良かったけど（笑）

まぁ半数以上は⾒慣れてしまった映像ですが・・・(^-^;

BD盤は、やはり今回も無し、折⾓の最新機材での撮影なのに︖ 

まぁ2000円以上はDVDに⽐べて上がるでしょうが︖

この辺が、特典も含めて妥当な⾦額でしょうか︕

⼭野楽器の特典、通販サイトの価格動向が今後気になりますね(^-^)

来年のSHは、これ以外の未公開映像、何を⾒せてくれるのでしょうか︖

https://bbsee.info/newbbs/id/20514.html?edt=on&rid=20518
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=20518
https://bbsee.info/newbbs/id20516.html


Re:25 周年記念ライブDVD発売決定︕
20522 選択 sakura 2016-10-08 11:09:44 返信 報告

皆さん、こんにちは。

12⽉が待ち遠しくなりました︕

⼤阪公演分とMUSIC VIDEO 分が、ちゃんとフルコーラス収録されているか、ただただそれ
が⼼配です（笑）。

それはさておき、デビュー25周年の幕開けを飾るキックオフイベントが「ZARD 25th Anni
versary Eve 〜Screen Harmony ＆ Gallery〜」でしたが、

 今回のDVDの発売は、"デビュー25周年の最後を飾る"等の枕詞がついていないですね・・・。
 年末に、"最後を飾る"イベントがあればうれしいのですが（笑）。しかも全国レベルで︕

Re:25 周年記念ライブDVD発売決定︕
20523 選択 陸奥亮⼦ 2016-10-08 12:21:07 返信 報告

皆さん、こんにちは。陸奥亮⼦です。

sakuraさん、レス、有難う御座います。

[20522]で、｢サヨナラ⾔えなくて」の画像の添付も、

有難う御座います。＾－＾。

今回の新出映像の中では、皆さんの多くの⽅々に執りましては

、「LISTEN TO ME]の⽅がお気に⼊りの⽅が多いかと思いま

すが、私は、この｢サヨナラ⾔えなくて」の⽅が好きです。
  

> ⼤阪公演分とMUSIC VIDEO 分が、ちゃんとフルコーラス収録されているか、ただただそれが⼼配です（笑）。

東京ドームシティホール公演で、｢サヨナラ⾔えなくて」は、

歌詞の２番の最後で、リピート部分とその前のインスツルメン

https://bbsee.info/newbbs/id/20514.html?edt=on&rid=20522
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ト演奏部分が、「カットされた編曲」でしたね。

ですので、特典ディスクのMUSIC VIDEOは、当然、フルコーラ

スでなきゃー承知出来ませんね〜〜。

> 年末に、"最後を飾る"イベントがあればうれしいのですが（笑）。しかも全国レベルで︕

私もそれを、期待しますね。

Re:25 周年記念ライブDVD発売決定︕
20524 選択 Aki 2016-10-08 13:57:52 返信 報告

> 12/7って何かに因んででしょうか︖
 > 私的には12/27の⽅が良かったけど（笑） 

 B社では
 11⽉16⽇KNOCK OUT MONKEY シングル

 11⽉23⽇⼤⿊摩季さんオールタイムベスト
 11⽉30⽇新⼭詩織さん3rdアルバム

 のリリースで
 12⽉7⽇にZARDという感じですね･･･

 B社⾃体があまり⼤きくないのでできれば、1つの発売⽇にはできれば1つのアイテムなのだろうな･･･と思います。
 12⽉7⽇なのは特に⼤きな意味は無いと思います。

因みに今年の12⽉27⽇は⽕曜⽇なのであまりリリースしないと思います（リリース⽇は⼤抵、⽔曜⽇なので･･･）

 しかしながら、5⽉のLiveレポを読む限りでは新しい映像はほとんどなく、「ZARD MUSIC VIDEO COLLECTION~25
th ANNIVERSARY~」の評判もあまり芳しくない中で、今回のDVDは何か秘策でもあるのかな?と思います。

  まさかDisc3のたった4曲だけで7000円も出すというのは微妙でしょうし･･･
（Musingの「ブロマイド2枚」のためだけに買うという⼈もあまりいないと思いますし･･･）

 何か追加で「特典映像」などの情報が⼊ってくれたら嬉しいですけれど･･･
 

Re:25 周年記念ライブDVD発売決定︕

https://bbsee.info/newbbs/id/20514.html?edt=on&rid=20524
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=20524


20525 選択 吟遊詩⼈ 2016-10-08 21:40:07 返信 報告

[20518]吟遊詩⼈

こんばんは、皆さん

> ⼭野楽器の特典、通販サイトの価格動向が今後気になりますね(^-^)

⼭野楽器は今のところ特典については触れてませんので

Musingの特典を重視するか︖価格か︖（笑）

その他通販サイトはセブンネット、楽天ブックが、25%OFF

Amazon他は、今のところ定価売り、まぁまだ発売⽇まで時間が

ありますからじっくりと動向を⾒て決めたいと思います。

http://blog.goo.ne.jp/cd-album-dvd/e/11dbaffb5a06b1cb272ac5b046a27c8f/?cid=69d1af634fcd6dbfb18658
1e953ec229&st=0

Re:25 周年記念ライブDVD発売決定︕
20538 選択 ソルト 2016-10-10 14:41:38 返信 報告

ライブの様⼦は、HuluやWOWOWでほとんど公開されているのでDVD化は絶望視していたので嬉しい限りです。
 気になるのは編集ですね。2004年の「What a beautiful moment」DVDみたいな⾼品位な編集を期待してます。
 本当に最後のライブDVDになりそうな気もするので。

それにしても全33曲収録プラス⼤阪公演の4曲とはB社さんお⾒事︕
 この調⼦でB社さんが頑張ってくれればSHの全秘蔵映像集も期待出来る・・・かも。

Re:25 周年記念ライブDVD発売決定︕
20656 選択 stray 2016-11-11 13:40:13 返信 報告

パッケージデザインが公開されました。
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DISC1とDISC2は、フルカラーのピクチャーレーベル仕様。
写真の再現性が⾼いオフセットによるフルカラー印刷は実はZARDでは初。

 52ページの豪華ブックレットも封⼊されており、永久保存盤に相応しい、
 ずっと⼿元に置いておきたい仕上がりです︕

だそうです。いつになく気合の⼊ったパッケージですね。
 中⾝が薄いからパッケージで頑張ったのか（笑）。

Re:25 周年記念ライブDVD発売決定︕
20660 選択 Aki 2016-11-11 21:03:15 返信 報告

 情報ありがとうございます。

 パッケージは素晴らしいな･･･と思います。

 問題は中⾝ですね･･･
  「Music Video Collection」とほぼ変わらない映像にDDisc3の4曲加えただけで7000円というのはね･･･（苦笑）

 Disc3にメイキングを30分くらい⾜すなどの⼯夫がなければ微妙･･･
 （折⾓WBMの総集編として「Music Video Collection」でまとめたのに、再びLive DVDだとまたダブるという感じ

になりますね･･･）

Re:25 周年記念ライブDVD発売決定︕
20684 選択 noritama 2016-11-19 11:43:25 返信 報告

昨⽇のmusingからのメルマガでの更新情報
 ブロマイドと梱包デザインが発表されてます｡

 http://musing.jp/shop/zard/25th/?mailmag#dvd_tokuten
 http://musing.jp/shop/zard/25th/images/tokuten_live.png
 ブロマイド写真･･私的には微妙(苦笑)

 上記特典付きのmusingにするか･･･割引のある通販にするか･･･う〜ん(ｰ.ｰ)
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Re:25 周年記念ライブDVD発売決定︕
20696 選択 Aki 2016-11-21 23:57:11 返信 報告

http://wezard.net/25th/release/index.html#yamano
  ⼭野楽器ではクリアファイルがプレゼントされるようです。

Re:25 周年記念ライブDVD発売決定︕
20726 選択 sakura 2016-11-30 01:07:04 返信 報告

こんばんは。
 発売まで、あと１週間となりましたね︕

 皆さん、どこで予約されました︖
 私は、結局、BIGサイズのブロマイドに釣られて（笑）、musing で予約しました。

Re:25 周年記念ライブDVD発売決定︕
20728 選択 stray 2016-11-30 19:22:09 返信 報告

sakuraさん、こんばんは。

> 私は、結局、BIGサイズのブロマイドに釣られて（笑）、musing で予約しました。

私もまったく同じです(笑)。
 が、musingの画像はDVDジャケとまったく同じなんですよね。

 Akiさんが紹介してくれた⼭野楽器の画像は別もの。
 こっちのほうが良かったかも(笑)。

Re:25 周年記念ライブDVD発売決定︕
20730 選択 noritama 2016-11-30 22:02:00 返信 報告

こんばんは
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>が、musingの画像はDVDジャケとまったく同じなんですよね。 
>Akiさんが紹介してくれた⼭野楽器の画像は別もの。

私は､musing､Amazon､⼭野楽器で､ずーっと悩んだ挙句(苦笑)･･････
 値引きやジャケ写と違う⽅のブロマイドに後ろ髪を引かれつつ(^^;

 ⼭野楽器へ予約を⼊れました｡
 ⼭野楽器の特典クリアファイルの写真は､Disc2ピクチャーレーベルの写真と同じようで､

 もしブックレットにも同じ写真があったら･･･とも思いましたが､､まぁそのときはしかたないかなと｡

CM第⼀弾
20743 選択 stray 2016-12-02 14:45:16 返信 報告

YouTubeのZARD Officialで、CM第⼀弾が公開されました。
 （先週のコナンで流れたver.）

 https://youtu.be/CtFMKkoDRKQ

明⽇のコナンで第⼆弾が流れるそうです。

CM第⼆弾
20749 選択 stray 2016-12-03 23:29:21 返信 報告

今⽇のコナンで流れた第⼆弾
 https://youtu.be/zovG214-eVw

Re:CM第⼆弾
20752 選択 noritama 2016-12-04 16:21:37 返信 報告

こんにちは､

DVD発売後になりますが､
 12/9(⾦)の⾦曜ロードSHOWでの､名探偵コナン『エピソード"ONE"』の時には､
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http://www.ytv.co.jp/conan/episodeone/
CMはあるのでしょうかね?

 まぁ提供にB社がなければ､､ないでしょうけれど(^^;

話は逸れますが(笑)来年のコナンの新作映画は↓
 http://animeanime.jp/article/2016/11/30/31557.html

Re:25 周年記念ライブDVD発売決定︕
20758 選択 MOR 2016-12-06 07:24:33 返信 報告

おはようございます。

朝から取り上げられています。
 前回はプレスリリースの出し⽅が変だった︖のですが、今回の各社の取り上げ⽅は普通でした。（笑）

単純に提供資料が揃っていなかっただけなのかも・・・

-----------

追記 放送尺
 ⽇テレ 約1:34

 フジ 約0:51

Re:25 周年記念ライブDVD発売決定︕
20759 選択 noritama 2016-12-06 07:50:40 返信 報告

おはようございます

⼭野楽器からのメール
 "上記タイトルのご予約を承っております。

商品は、12/7 発売予定です。
 なお、ご予約商品は発売⽇翌⽇の⼊荷予定のため、

 お届けは、12/9 (⾦) 以降となります。"
 ････(･.･;オイオイ(苦笑)
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Re:25 周年記念ライブDVD発売決定︕
20760 選択 stray 2016-12-06 09:50:28 返信 報告

MORさん、おはようございます。
 TV局も１⽇フラゲで取り上げるのですね、以前は発売⽇当⽇だったのに。

 しくじった・・・（笑）

noritamaさん、おはようございます。
 ⼭野楽器は12/9以降って、ひどいですね（笑）。

 Musingは昨⽇出荷案内メールが来て、本⽇届く予定です。
 よかった、Musingにして（笑）。

Re:25 周年記念ライブDVD発売決定︕
20763 選択 noritama 2016-12-06 12:30:00 返信 報告

こんにちは｡

> ⼭野楽器は12/9以降って、ひどいですね（笑）。 
 はい､⾮常に不快です｡

 たぶん店頭に積み置きしてある商品を⾒てさらに不快になると思います｡
 事前に予約しているのに､発売よりも数⽇も後回しというのは､

 ⾳楽関連商品の客商売何⼗年やっているんだよ､という感じです｡
 もし某アイドルやグループのDVDだったら炎上ものではないでしょうか｡

 予約品は､配送を考えても近県ならば､発売⽇､譲って遅くとも翌⽇までには届くのがマナーですね｡

Re:25 周年記念ライブDVD発売決定︕
20764 選択 N 2016-12-06 12:49:18 返信 報告

> Musingは昨⽇出荷案内メールが来て、本⽇届く予定です。

先程、Amazonで予約していたのが届きました。
 AmazonとMusingで予約していたのですが、Amazonの⽅が早かったです。
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Musingの⽅は今⽇中には届くみたいですね。

Re:25 周年記念ライブDVD発売決定︕
20771 選択 noritama 2016-12-06 20:05:57 返信 報告

こんばんは

近隣の⼭野楽器の店頭では(でも)クリアファイルつきとなっていました｡ 
 それなら店頭で買えばよかった(怒)

 DVDが⼿元に来て喜ぶべき⽇なのに､最悪の気分です｡

Re:25 周年記念ライブDVD発売決定︕
20773 選択 stray 2016-12-06 21:20:19 返信 報告

> 近隣の⼭野楽器の店頭では(でも)クリアファイルつきとなっていました｡

⼭野楽器もHachette並みにひどいですね。
 やけ酒飲んでさっさと寝て下さい(笑)。

 でも、2⽉上旬に⼭野楽器銀座店でイベント決定︕だそうです。

Re:25 周年記念ライブDVD発売決定︕
20774 選択 FOO 2016-12-06 21:20:43 返信 報告

DVD届きました。みなさんは最後まで観ましたか︖
 ライブレポートですでに聞いてましたが、

 まぁ呆れるほど既出映像のオンパレードで
 映像には何⼀つ編集を加えていないというところに
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ある意味感⼼しちゃいました笑。
でも「運命のルーレット廻して」だけは良かったです。

Re:25 周年記念ライブDVD発売決定︕
20776 選択 noritama 2016-12-06 21:35:14 返信 報告

On Sale版 紹介MOVIE
 https://www.youtube.com/watch?v=-YnVJJesayM

Re:25 周年記念ライブDVD発売決定︕
20777 選択 Aki 2016-12-06 21:39:51 返信 報告

> 事前に予約しているのに､発売よりも数⽇も後回しというのは､⾳楽関連商品の客商売何⼗年やっているんだよ､という感
じです｡ 

 > もし某アイドルやグループのDVDだったら炎上ものではないでしょうか｡ 
 > 予約品は､配送を考えても近県ならば､発売⽇､譲って遅くとも翌⽇までには届くのがマナーですね｡

 最近、CDやDVDが売れないとか⾔われていますけど、売る側がやる気無かったら売れるものも売れないですよね･･･
（汗）

  「⼊荷⽇」は「⼊荷する⽇」なのだから、遅くても「⼊荷⽇」に⼊荷して発送するのが普通ですよね･･･
  アイドルグループだったら⼊荷⽇に届かないだけでも炎上ものですね･･･

  タワレコやセブンネットの「セブンイレブン店頭受け取り」なら⼊荷⽇の午前中に受け取り可能というのが多いですか
ら･･･

Re:25 周年記念ライブDVD発売決定︕
20778 選択 sakura 2016-12-06 22:51:02 返信 報告

こんばんは。
 musingで予約していましたが本⽇届きました。

 でも、観れるのは週末か週明けになりそうです。
 noritamaさんよりも、遅くなりそうな予感(笑）。
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Re:25 周年記念ライブDVD発売決定︕
20779 選択 PAN 2016-12-06 23:57:10 返信 報告

皆さん、こんにちは。
 すっかりご無沙汰しています（＾◇＾）

 今朝のテレ朝・グッドモーニングでも紹介されました︕
 （約2分ほど）

Re:25 周年記念ライブDVD発売決定︕
20781 選択 noritama 2016-12-07 19:23:56 返信 報告

先ほど来た⼭野楽器からのメール
 "この度は、YAMANO MUSIC Onlineをご利⽤頂きまして

 誠にありがとうございます。
 ご注⽂の商品の出荷⼿配が出来ましたのでご案内いたします。

 当社、配送センターより 2016/12/07 に出荷させていただきます。

出荷する商品は以下のとおりです。数量が0のタイトルは出荷になりません。
 またのご利⽤、⼼からお待ちしております。ありがとうございました。"

 (呆)
 

Re:25 周年記念ライブDVD発売決定︕
20798 選択 stray 2016-12-08 12:27:28 返信 報告

オリコンデイリー DVD⾳楽ランキング
 2016年12⽉06⽇付

 ３位

売れてるんだか売れてないんだかよくわかりません（笑）。
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noritamaさんは「数量が0で出荷されず」、ですか︖ 何それ︕

Re:25 周年記念ライブDVD発売決定︕
20799 選択 noritama 2016-12-08 12:36:45 返信 報告

こんにちは
  

> noritamaさんは「数量が0で出荷されず」、ですか︖ 何それ︕ 
 いえいえ､原⽂そのままで紛らわしい⽂⾯ですが､

 数量は1になっていましたので出荷されているはずです｡
 まだ届いてませんがそのうち来るのでは｡

今回の件は1商品のことでは無く､
 企業姿勢というものや裏事情の転嫁の現われととられても仕⽅がないことではないでしょうか｡

Re:25 周年記念ライブDVD発売決定︕
20805 選択 noritama 2016-12-08 12:57:38 返信 報告

発送荷物問い合わせNo.を運送会社の荷物追跡で確認をしたら､
 いまだ"該当なし"でした｡

やれやれ､どうなってんだか｡
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追記:17:00時点でも"該当なし"状態です｡
"出荷"の意味とは何ぞや?

Re:25 周年記念ライブDVD発売決定︕
20812 選択 Aki 2016-12-08 22:50:11 返信 報告

> 2⽉上旬に⼭野楽器銀座店でイベント決定︕だそうです。 
  何かリリースして欲しいですね･･･

 （何もアイテムがなくてイベントほど淋しいものはないですね･･･）
  今年はオールタイムBESTも売れましたし「還元」という感じなのでしょうか?

  こんなに早く発表するのも珍しいですね･･･

Re:25 周年記念ライブDVD発売決定︕
20813 選択 noritama 2016-12-09 07:08:57 返信 報告

おはようございます

結局は12/8の集荷(実質の出荷ですね｡12/7出荷メールから1⽇以上も経ってます)だった
ようです｡

 12/7出荷って⾔っとけばって感じだったのでしょうか｡
 梱包しただけでは出荷ではないですね｡

 

Re:CM youtube版
20814 選択 狐声⾵⾳太 2016-12-09 08:43:20 返信 報告

youtubeに約４分の紹介MOVIEが載ってました。
 zardofficialですので、B社が載せたのでしょう。

この１本だけで⼤体内容が分かるので、特に買う必要も無いのではなかろうか。（笑）

https://www.youtube.com/watch?v=-YnVJJesayM&feature=em-subs_digest
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Re:25 周年記念ライブDVD発売決定︕
20816 選択 noritama 2016-12-09 17:00:39 返信 報告

こんにちは

やっ････と商品届きました｡

興醒めしてしている上､
 折⾓のDVD映像とムカッ腹の⽴っている気分をリンクさせたくないので､

 DVDを観るのは⽇を置いてからにしようと思います｡
 本当に事前予約客･顧客をこんな状況･気分にさせるのはどうなのかと思います｡

下⼿をすると､
 店頭で買った⼈がすぐ転売した場合の⽅が早く届いていたなんてこともありえたのではないかとも｡

  

Re:25 周年記念ライブDVD発売決定︕
20817 選択 noritama 2016-12-09 17:01:43 返信 報告

パッケージの裏写真は､⼭野楽器のクリアファイル写真と同じですね｡

12/8付けオリコンデイリー １位︕
20818 選択 stray 2016-12-09 18:44:27 返信 報告

オリコンデイリー DVD⾳楽ランキング
 2016年12⽉07⽇付 ２位

 2016年12⽉08⽇付 １位
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オリコンデイリー DVD総合ランキング
2016年12⽉06⽇付 ６位

 2016年12⽉07⽇付 ５位
 2016年12⽉08⽇付 ２位

Re:25 周年記念ライブDVD発売決定︕
20819 選択 stray 2016-12-09 18:46:41 返信 報告

noritamaさん、こんばんは。

ようやく届きましたか・・・
 3⽇も遅れたら興ざめですね、⼼中お察しします。

> パッケージの裏写真は､⼭野楽器のクリアファイル写真と同じですね｡

裏⾯を確認するの忘れてました(笑)。

Re:25 周年記念ライブDVD発売決定︕
20824 選択 陸奥亮⼦ 2016-12-09 21:53:11 返信 報告

皆さん、こんばんは。陸奥亮⼦です。

私は、皆さんと違いまして、１１⽉３０⽇にアマゾンで予約し

ました。ちょっと遅過ぎかなと思いましたが、２５％引きなの

と、家の者がアマゾンを使うので、今回、初めて注⽂しました

。後で、お届け⽇をメールでお知らせすると云うので、安⼼し

ていましたが、１２⽉７⽇の朝に、お届けは、来年１⽉６⽇と

メールが来て、ビックリ︕︕でしたが、「まあ、しゃー無いか
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な〜〜」と諦めていたのですが、１２⽉８⽇に再び、メールが

来て、出荷が早くなり、１２⽉９⽇に届けられそうとの事。

どうなってるんじゃ〜〜︖︖でしたが、今⽇の⼣⽅５時には、

届きましたね。＾－＾。

> 今回の新出映像の中では、皆さんの多くの⽅々に執りましては 
 > 

> 、「LISTEN TO ME]の⽅がお気に⼊りの⽅が多いかと思いま 
 > 

> すが、私は、この｢サヨナラ⾔えなくて」の⽅が好きです。 
 >  

> > ⼤阪公演分とMUSIC VIDEO 分が、ちゃんとフルコーラス収録されているか、ただただそれが⼼配です（笑）。 
 > 

> 東京ドームシティホール公演で、｢サヨナラ⾔えなくて」は、 
 > 

> 歌詞の２番の最後で、リピート部分とその前のインスツルメン 
 > 

> ト演奏部分が、「カットされた編曲」でしたね。 
 > 

> ですので、特典ディスクのMUSIC VIDEOは、当然、フルコーラ 
 > 

> スでなきゃー承知出来ませんね〜〜。

早即、「サヨナラ⾔えなくて」を⾒ましたが、やはり、歌詞の

２番の最後のリピートは無く、インスツルメント部は、東京

ドームシティホールでの｢カットされた編曲」程ではないにして

も短い様に感じました。(残〜〜念〜〜です）。

ＭＵＳＩＣ ＶＩＤＥＯ撮影時から２番の最後のリピート部分



は、省略すると云うつもりだったとすれば、諦めるより他ない

かなと思います。

 

Re:25 周年記念ライブDVD発売決定︕
20828 選択 SW 2016-12-10 02:42:34 返信 報告

皆様こんばんは。

みなさんの書き込みやSNSを⾒る限り、遅く到着した⽅が多いみたいですね。
 公式通販から初⽇(12/6)に⾃宅に届いていながら、忙しくて今⽇やっと開封した私が何やら申し訳ない気分に。

まだ途中までしか⾒てないですが、「これWOWOWの放送と同じ︖」と思うところがチラホラ︖
 違ったら申し訳ないので断定しませんが、もしそうなら「またプロの仕事放棄か」と。

 "新しいもの"が基本的には無いわけですから、『素材を丁寧に仕上げる』しかファンを繋ぎ⽌めておく⽅法が無いのに。

って、また⽂句から始まってしまった。

『Listen to me』いいですね。当⽇、スクリーンをじっくりは⾒られなかったので嬉しいです。
 やっぱり泉⽔さん可愛いなあ。

他にも良いところ探しながら⾒てみよう…

ではまた。

Re:25 周年記念ライブDVD発売決定︕
20835 選択 noritama 2016-12-11 11:51:14 返信 報告

こんにちは

Musingメルマガによると､ブロマイドは予約のときだけでなく今のところまだ特典としてつくようです｡
 いつまでか判りませんが(^^;
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週間ランキング ⾳楽１位 総合３位
20864 選択 stray 2016-12-14 12:04:00 返信 報告

オリコン週間ランキング（12/05〜12/11）
 DVD⾳楽 1位 

 DVD総合 3位 
 売上枚数 7,221枚

妥当なところですね。
 MVコレクション（１週⽬13,624枚）が売れ過ぎ。

Re:週間ランキング ⾳楽１位 総合３位
20867 選択 Aki 2016-12-14 23:07:20 返信 報告

> オリコン週間ランキング（12/05〜12/11） 
 > DVD⾳楽 1位  

 > DVD総合 3位  
 > 売上枚数 7,221枚 
  個⼈的には「結構売れたな･･･」という感じがします。

  WBM07・08・09・forever youと発売されて、更に、Music Videoも発売されたあとで、この枚数は結構すごいで
すね･･･Amazonでも品薄が続いていますし･･･

 お馴染みの映像が多くても毎回売れるのはすごいかも･･･
  ⻘年館もテレ朝も30曲くらい撮影したとあるので、まだまだ未公開映像はあるはず･･･（テレ朝の場合は「特番予定」だ
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ったので、おそらく「負けないで」のようなヒット曲も撮影されていそうですね･･･）
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