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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

VR花⽕ショー＆ライブ⽣配信
25665 選択 stray 2021-01-08 07:59:07 返信 報告

ＺＡＲＤが”初のドーム公演”坂井泉⽔さんＶＲ出演
 https://www.nikkansports.com/entertainment/news/202101070000492.html

⽇刊スポーツ紙⾯にも載っています。

Officialの発表は未だです。
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25666 選択 stray 2021-01-08 09:19:18 返信 報告

https://thetv.jp/news/detail/1016662/p2/

デビュー30周年当⽇に⾏われる「ZARD Streaming LIVE “What a beautiful memory 〜30th Anniversary〜”」は、
東京国際フォーラムから⽣配信。

東京国際フォーラムは、2004年のZARD初、そして唯⼀の全国ツアー「What a beautiful moment Tour」で2公演が開
催されたゆかりの場所の1つで、1年前から30周年ライブのために押さえられていた。

本来は東京、⼤阪で有観客ライブを⾏う予定だったが、新型コロナの感染状況を鑑み、開催を断念。しかし、もう⼆度と
ないデビュー30周年という記念の⽇をより多くのファンと共有すべく、2020年秋に無観客でのライブ⽣配信が決定。坂井
の歌と映像、そしてバンドの⽣演奏が⾒事にシンクロする奇跡のライブとなる。

Re:VR花⽕ショー＆ライブ⽣配信
25667 選択 stray 2021-01-08 09:23:29 返信 報告

https://www.barks.jp/news/?id=1000194928

■デビュー30周年記念配信イベント＜ZARD 30th Anniversary ONLINE HANABI SHOW 〜Happy Birthday Dear IZU
MI SAKAI〜＞

 配信⽇時︓2021年2⽉6⽇(⼟)20:00スタート
 ⾒逃し配信期間︓2021年2⽉7⽇(⽇)15:00〜2021年3⽉31⽇(⽔)23:59

 配信プラットフォーム︓StreamPass, FanStream, VR MODE

▼チケット
 ・VR視聴券5,000円(税込)

 ・オリジナルVRゴーグル付きVR視聴券20,000円(税込) ※数量限定
 ・オリジナルVRグラス付きVR視聴券10,000円(税込) ※数量限定

 ・2D視聴券4,500円(税込)
 ※別途決済・システム⼿数料440円が必要です。

 販売期間︓2021年1⽉13⽇(⽔)10:00〜2021年3⽉31⽇(⽔)20:59
 ONLINE HANABI SHOW公式サイト︓https://zard.hanabi-live.jp
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※ご購⼊には予めHANABI LIVE公式サイトhttps://zard.hanabi-live.jpへのログインと、Plus member IDの取得(無
料)が必要となります。

 ※オリジナルVRゴーグルおよびVRグラスを2⽉6⽇までにお届けするには、1⽉20⽇までにご購⼊ください。
 ※配信イベント、配信ライブとも、ZARD Mobile FC“WEZARD”有料会員は⼀般料⾦より500円値引きとなります。

 
 ■デビュー30周年記念配信ライブ＜ZARD Streaming LIVE“What a beautiful memory 〜30th Anniversary〜”＞

 配信⽇時︓2021年2⽉10⽇(⽔)20:00スタート
 ⾒逃し配信期間︓2021年2⽉11⽇(⽊)18:00〜2021年2⽉17⽇(⽔)23:59

 配信プラットフォーム︓StreamPass, FanStream

▼チケット
 4,500円(税込)

 ※別途決済・システム⼿数料220円が必要です。
 販売期間︓2021年1⽉13⽇(⽔)10:00〜2021年2⽉17⽇(⽔)20:59

 お申込みページ︓https://tixplus.jp/ticket/streampass/login.php?tour=&precede=1
 ※ご購⼊にはPlus member IDの取得(無料)が必要となります。

 ※配信イベント、配信ライブとも、ZARD Mobile FC“WEZARD”有料会員は⼀般料⾦より500円値引きとなります。

Re:VR花⽕ショー＆ライブ⽣配信
25668 選択 stray 2021-01-08 09:33:57 返信 報告

Official更新されました
 https://wezard.net/news/news-720/

Re:VR花⽕ショー＆ライブ⽣配信
25670 選択 YO 2021-01-08 17:28:26 返信 報告

初ドーム、というので東京ドームでも借りて、無観客ライブで配信ですか、と思ったら（ずいぶん派⼿だね）、
 よく読んだら、そうではなくてそういう世界を映像として作ると（CGやら、合成やら）。

 VRの対象はスマホだけでしょ。
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パソコンからは２Dのみ。
救いは⾒逃し配信があること。

 何度でも⾒れる。
 シンフォニックは録画して配信となるのを期待します。

 ⽇本全国のファンが⾒ることできますから。
 コロナ時代で東京、⼤阪（兵庫）にくるのは・・・。

 

Re:VR花⽕ショー＆ライブ⽣配信
25671 選択 noritama 2021-01-08 19:59:43 返信 報告

[25670]YO:
 > VRの対象はスマホだけでしょ。 

> パソコンからは２Dのみ。 
 > 救いは⾒逃し配信があること。 

 > 何度でも⾒れる。

今の世の中スマホ持っている前提の物事が多くなってて､
 肝⼼の視聴環境とか､パッと⾒で判る⽂章とかお知らせが
 出だしのインフォメーション⽂で端折られてますね｡

 サイトに⾏って､ちょっと⼊った所に書いてはありますが･･･
 最近のネット視聴とか､慣れている⼈ばかりとは限らないので､配慮か⾜りない｡

 単に､出だしのインフォ⽂に下記のような類いの説明をつけるとか説明ページのリンク貼るとかだけですけれどね(笑)
 VR視聴券･･･スマホ､Oculus GoでのVR視聴･･･VR MODE

 2D視聴券･･･スマホ、タブレット、PCなどでの通常視聴･･･StreamPass
 
 
> 初ドーム、というので東京ドームでも借りて、無観客ライブで配信ですか、と思ったら（ずいぶん派⼿だね）、 

 > よく読んだら、そうではなくてそういう世界を映像として作ると（CGやら、合成やら）。

つい最近､他の無観客ライブで､花⽕(花⽕はCGアニメですが)と合成した演出がありました､
 参考まで｡
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https://youtu.be/YxFjELkGaNI?list=PLgUxqJu7bmYe9TL7EhvCpYyZ0AXCYe_TW&t=139

Re:VR花⽕ショー＆ライブ⽣配信
25673 選択 YO 2021-01-08 20:45:52 返信 報告

> > 初ドーム、というので東京ドームでも借りて、無観客ライブで配信ですか、と思ったら（ずいぶん派⼿だね）、 
 > > よく読んだら、そうではなくてそういう世界を映像として作ると（CGやら、合成やら）。 

 > 
> つい最近､他の無観客ライブで､花⽕(花⽕はCGアニメですが)と合成した演出がありました､ 

 > 参考まで｡

ヤフーのコメントで早速批判の嵐になってますね。
 中には本当にドームを借りてやると思ってる⼈もいた。

 世間的には、坂井さんの誕⽣⽇やデビュー⽇とか⾔っても伝わらないし、
 いまだに事務所は故⼈で商売を続けている、としか⾒えないのも当然で。

さて個⼈的には、負けないでの英語バージョンをCD化してくれないかな。

Re:VR花⽕ショー＆ライブ⽣配信
25674 選択 Aki 2021-01-08 22:20:17 返信 報告

 VRゴーグルやグラスってこんなに⾼いものだっけ?と思ったり…

 今回、⾒逃し配信があるので、評判を⾒てからでも良いのかもしれないですね…（新しい映像などがあるのか?）

Re:VR花⽕ショー＆ライブ⽣配信
25677 選択 noritama 2021-01-09 23:36:04 返信 報告

[25674]Aki:
 >  VRゴーグルやグラスってこんなに⾼いものだっけ?と思ったり…

なんでもいいなら､スマホを取り付けるゴーグルタイプで､
 ダイソーで500円であります(笑)
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https://lipronext.com/blog/daiso-500yen-vr-goggles/
PC関連メーカーもので2･3000円〜ぐらいでしょうか

 https://www.biccamera.com/bc/i/topics/osusume_vr_goggles/index.jsp

Re:VR花⽕ショー＆ライブ⽣配信
25683 選択 stray 2021-01-11 11:19:45 返信 報告

1/8(⾦)のTBSはやドキ︕で流れた映像が、たぶんこれだと思われます。
 https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4169137.htm?1610330527424

Re:VR花⽕ショー＆ライブ⽣配信
25684 選択 幸（ゆき） 2021-01-13 17:01:57 返信 報告

[25683]stray所⻑、皆さま

今⽇からチケット購⼊可なので、さっそく⼿続きしました。
 WEBからのをPCプロジェクタで投影して、臨場感ある⼤画⾯で観ようと思ってます^^。

新聞掲載は⼤雪でGETできずでしたが（涙）。

Re:VR花⽕ショー＆ライブ⽣配信
25685 選択 stray 2021-01-14 18:20:29 返信 報告

オリジナルVRゴーグル付きVR視聴券 20,000円（税込）※数量限定
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Re:VR花⽕ショー＆ライブ⽣配信
25686 選択 stray 2021-01-14 18:20:56 返信 報告

オリジナルVRグラス付きVR視聴券 10,000円（税込）※数量限定

Re:VR花⽕ショー＆ライブ⽣配信
25687 選択 noritama 2021-01-14 23:19:59 返信 報告

[25685]stray:
 > オリジナルVRゴーグル付きVR視聴券 20,000円（税込）※数量限定

ベース製品はこれっぽいですね
 https://item.rakuten.co.jp/idoga-gadget/homido-prime/

Re:VR花⽕ショー＆ライブ⽣配信
25688 選択 noritama 2021-01-14 23:21:30 返信 報告

[25686]stray:
 > オリジナルVRグラス付きVR視聴券 10,000円（税込）※数量限定

グラスは同社のこれでしょうか
 https://item.rakuten.co.jp/idoga-gadget/idg-hmd-mini0001/

Re:VR花⽕ショー＆ライブ⽣配信
25696 選択 stray 2021-01-28 08:43:02 返信 報告
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詳細発表（1/26）
https://wezard.net/news/news-752/

------------------------------------------
 2021年2⽉6⽇[ボーカル・坂井泉⽔の誕⽣⽇]に配信される

 初のVR花⽕SHOWのゲストが決定しました︕

ゲスト︓⼤⿊摩季
    寺尾広、鈴⽊謙⼀

 司会︓中⽥有紀

ZARDデビューシングル「Good-bye My Loneliness」をはじめ、「負けないで」「揺れる想い」など、数々の楽曲にコ
ーラスで参加し、アーティストとしての姿勢、そして制作の合間に⾒せたお茶⽬な⼀⾯など、坂井泉⽔の様々な魅⼒を知
る盟友・⼤⿊摩季さんがトークパートに登場します。

 司会はZARDリアル世代代表の中⽥有紀さん。
 デビュー当時からZARDに関わってきた⾳楽ディレクター・寺尾広さん、アートディレクター鈴⽊謙⼀さんも交え、VR花

⽕SHOWの合間にZARDの貴重エピソードをお届けします︕

“ZARDのお・も・ひ・で＆メッセージ”募集︕⽣配信内で紹介します︕
 「ZARD 30th Anniversary ONLINE HANABI SHOW 〜Happy Birthday Dear IZUMI SAKAI〜」トークパートでは、

ファンの⽅たちからの“ZARDのお・も・ひ・で＆メッセージ”も紹介︕
 ONLINE HANABI SHOW公式サイトのフォームからZARDの楽曲にかかわる思い出エピソードや、坂井泉⽔へのバースデ

ーメッセージを募集しています。
 応募いただいた⽅の名前（ニックネーム）は番組エンドロールにクレジット︕ぜひお送りください︕

▼“ZARDのお・も・ひ・で＆メッセージ”募集ページ
 https://zard.hanabi-live.jp/message/

 応募締切︓2021年2⽉2⽇（⽕）23:59まで

Re:VR花⽕ショー＆ライブ⽣配信
25697 選択 YO 2021-01-28 19:37:20 返信 報告

https://bbsee.info/newbbs/id/25665.html?edt=on&rid=25697
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=25697


> “ZARDのお・も・ひ・で＆メッセージ”募集︕⽣配信内で紹介します︕ 
> 「ZARD 30th Anniversary ONLINE HANABI SHOW 〜Happy Birthday Dear IZUMI SAKAI〜」トークパートで
は、ファンの⽅たちからの“ZARDのお・も・ひ・で＆メッセージ”も紹介︕ 

 > ONLINE HANABI SHOW公式サイトのフォームからZARDの楽曲にかかわる思い出エピソードや、坂井泉⽔へのバース
デーメッセージを募集しています。 

 > 応募いただいた⽅の名前（ニックネーム）は番組エンドロールにクレジット︕ぜひお送りください︕ 
 > 

> ▼“ZARDのお・も・ひ・で＆メッセージ”募集ページ 
> https://zard.hanabi-live.jp/message/ 

 > 応募締切︓2021年2⽉2⽇（⽕）23:59まで

忘れないうちに、送りました（笑）。

Re:VR花⽕ショー＆ライブ⽣配信
25699 選択 幸（ゆき） 2021-01-30 11:54:26 返信 報告

[25696]stray所⻑
 > ▼“ZARDのお・も・ひ・で＆メッセージ”募集ページ 

> https://zard.hanabi-live.jp/message/ 
 > 応募締切︓2021年2⽉2⽇（⽕）23:59まで

お知らせありがとうございます。
 メッセージ送信させて頂きました^^。

Re:VR花⽕ショー＆ライブ⽣配信
25702 選択 sakura 2021-02-02 21:58:20 返信 報告

皆さん、こんばんは。
 やっとチケットを購⼊しました。オーソドックスなチケットです。FC会員価格で。

 楽しみです。
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Re:VR花⽕ショー＆ライブ⽣配信
25717 選択 noritama 2021-02-07 02:51:57 返信 報告

中⽇スポーツ
 https://www.chunichi.co.jp/article/198027

Re:VR花⽕ショー＆ライブ⽣配信
25718 選択 sakura 2021-02-07 09:25:00 返信 報告

こんにちは。

> 応募いただいた⽅の名前（ニックネーム）は番組エンドロールにクレジット︕ぜひお送りください︕ 
 > 

> ▼“ZARDのお・も・ひ・で＆メッセージ”募集ページ

⽂字サイズが⼩さくて苦労しましたが、⾃分の名前を⾒つけました︕

Re:VR花⽕ショー＆ライブ⽣配信
25731 選択 stray 2021-02-10 16:29:01 返信 報告

[25717]noritama:
 > 中⽇スポーツ 

 > https://www.chunichi.co.jp/article/198027

この中⽇スポーツの記事、⼤⿊さんが坂井さんに向けて朗読した⼿紙の内容として
 「『免許取りたい』って⾔ってたけど、きっと取れないまま働いていただろうから、

 今だったら私が運転してドライブして温泉に⾏ったり、どこにでも連れていけるのにね」と思いをはせた。」
 とありますが、泉⽔さんがペーパードライバーだったのは周知の事実で、

 「愛は⾒えない」「永遠」のPVで実際に⾞を運転しています。
 ⼤⿊さんがこんな間違いをするのも解せない話で、

 まさかの「無免許運転!?疑惑」発⽣ですね（笑）。
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Re:VR花⽕ショー＆ライブ⽣配信
25748 選択 幸（ゆき） 2021-02-12 11:38:03 返信 報告

[25731]stray所領
 > ⼤⿊さんがこんな間違いをするのも解せない話で、 

 > まさかの「無免許運転!?疑惑」発⽣ですね（笑）。

例の2ショットの写真も、新聞掲載されて知らないはずがないのに、初⾒のような⼝ぶりでしたね。
 何か⼝裏合わせがあったのかも︖

トークでも、既知の内容のみに留めるよう指⽰があったように思いました。

Re:VR花⽕ショー＆ライブ⽣配信
25865 選択 asa 2021-03-07 14:06:01 返信 報告

「ONLINE HANABI SHOW」のトークの内容でお聞きしたいことが2つあります。もしご存知の⽅いらしたら宜しくお願
いします。

①28分頃のトークにて、”「揺れる想い」でカットされたメロディーが別の曲で使われた”と寺尾さんが話されています
が、何という曲でしょうか。

②51分頃。⼤⿊摩季さんがZARDのコーラスをしてお蔵⼊りになった曲が、数年後打ち込みに差し替えてリリースされて
いた曲とはどの曲でしょうか。

⻑年ファンの⽅には当たり前に周知されているような話の流れでしたが、ファン歴2年の私には全く⾒当もつきませんでし
た。。

 気になって仕⽅ありません。
 当たり前の内容でしたらお⼿数お掛けしますが、よろしくお願いします。

Re:VR花⽕ショー＆ライブ⽣配信
25867 選択 stray 2021-03-08 10:50:43 返信 報告

asaさん、はじめまして、こんにちは。
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私は「ONLINE HANABI SHOW」を観ていないので、
寺尾さんのトークを把握していないのですが、

 ①については、NHK BS「ZARDよ永遠なれ 坂井泉⽔の歌はこう⽣まれた」の中で、
 泉⽔さんが「揺れる想い」を別メロで歌うシーンがあります。[23894]

・アコースティックギターver.
 ♪ in your dram 明⽇へ でメロが変わる

・TAKE5
 ♪ ⻘く済んだ空のような でメロが変わる

このどちらかのことだと思われます。
 後者は「あなたを感じていたい」っぽく聴こえますが、

 私は⾳感がないので⾃信ありません。

②は初⽿ですが、たぶん「翼を広げて」のことかと。
 DEEN版には泉⽔さんと⼤⿊さん揃ってコーラス参加しています。

 ZARD版も同時期にレコーディングしたはずなのに、⻑いことお蔵⼊りしていて、
 コーラスが⼀切使われていないので。（2008年は⼤⿊さんがB社復帰前）

Re:VR花⽕ショー＆ライブ⽣配信
25870 選択 YO 2021-03-08 23:26:01 返信 報告

花⽕ショーの話題がないので、ちょっとだけ。

最初ドーム会場で花⽕とは、どうもピンときませんでした。
 それじゃー屋根がじゃまでしょ（笑）。

 野外状態のスタジアムでないとね。
例えば⽇産スタジアムや甲⼦園球場のようなところ。

さて⾒ましたが、そうですか、屋根が閉開式でしたか。
 その⼿があったと。

 確か福岡ドームがそうでした。
 これで通常の打ち上げ花⽕の感覚になれました。
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最初パソコンですべて観ましたが、後⽇⼤きなTV画⾯でと。
２度⽬の鑑賞では花⽕ショー以外の部分は⾒ませんでした（笑）。

 こんなファンもいますよ。
 ファンによっては知らなくていいこともある。

Re:VR花⽕ショー＆ライブ⽣配信
25875 選択 asa 2021-03-10 18:30:48 返信 報告

[25867]stray:
 > ①については、NHK BS「ZARDよ永遠なれ 坂井泉⽔の歌はこう⽣まれた」の中で、 

> 泉⽔さんが「揺れる想い」を別メロで歌うシーンがあります。[23894] 
 > 

> ・アコースティックギターver. 
 > ♪ in your dram 明⽇へ でメロが変わる 

 > 
> ・TAKE5 

 > ♪ ⻘く済んだ空のような でメロが変わる 
 > 

> このどちらかのことだと思われます。 
 > 後者は「あなたを感じていたい」っぽく聴こえますが、 

 > 私は⾳感がないので⾃信ありません。

strayさん、こんばんは。
 お返事ありがとうございます(*^-^*)

TAKE5の⽅が、『あなたを感じていたい』の♪約束なんて何もないけど 変わらない ニ⼈でいようね♪の所ですね︕
 strayさん、スゴイですね︕

 BSで『揺れる想い』の別バージョンを聴いたとき、こっちも素敵☆と思いました。まさか別の曲で使われているとは。
『負けないで』の英語バージョンなど、貴重な⾳源も発売して欲しいです。

 ②の『翼を広げて』は持っていないので、後で聴いてみます。
 ご丁寧にありがとうございました。
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Re:VR花⽕ショー＆ライブ⽣配信
25885 選択 YO 2021-03-17 20:00:40 返信 報告

今回、国際フォーラムのライブ配信に出ていた⼤⽥伸⼀郎さんが、
 TVのクイズ番組に回答者として出るそうです。

⽇付︓３⽉２１⽇（⽇）
 番組︓クイズ「アタック２５」

 時間︓１３︓２５〜 TV朝⽇系列全国ネット

さて何枚獲得できるでしょうか。

Re:VR花⽕ショー＆ライブ⽣配信
25886 選択 YO 2021-03-19 00:12:13 返信 報告

ライブに出てたSARDの神野さんの歌声で、
 「遠い星を数えて」がTV神奈川「⻄荻窪三星洋酒堂」というドラマのエンディングに使われていました。

 ⾒ていましたが、最終回はZARD（坂井さんの歌）として流れました。
 またどこかのドラマでZARDも使われますように。

 

Re:VR花⽕ショー＆ライブ⽣配信
25889 選択 YO 2021-03-20 22:56:49 返信 報告

以下は気が付いていない⼈へ、
 「⻄荻窪三ツ星洋酒堂」の最終回が無料で⾒逃し配信中（TVerまたはMBS動画イズムにて）でした。

 詳しくは番組のホームページへ。
 

Re:VR花⽕ショー＆ライブ⽣配信
25890 選択 noritama 2021-03-20 23:50:59 返信 報告
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[25886]YO:
> ライブに出てたSARDの神野さんの歌声で、 

 > 「遠い星を数えて」がTV神奈川「⻄荻窪三星洋酒堂」というドラマのエンディ
ングに使われていました。 

 > ⾒ていましたが、最終回はZARD（坂井さんの歌）として流れました。

[25889]YO:
 > 以下は気が付いていない⼈へ、 

 > 「⻄荻窪三ツ星洋酒堂」の最終回が無料で⾒逃し配信中（TVerまたはMBS動画イズムにて）でした。 
 > 詳しくは番組のホームページへ。

TVer 3⽉26⽇(⾦) 01:29 終了予定
 https://tver.jp/corner/f0070077

Re:VR花⽕ショー＆ライブ⽣配信
25891 選択 ソルト 2021-03-21 13:24:44 返信 報告

こんにちは。情報ありがとうございます。
 「⻄荻窪三ツ星洋酒堂」という番組の存在すら知りませんでした。

 こんな意外なところで使われていたなんて驚きです。
 しかも、最終回だけ本家のバージョンを流すなんてSARDよりZARDへのこだわりを感じずにいられません。

 使われ⽅にB社のゴリ押し感じゃなくて誰かの思い⼊れを感じたのは私だけでしょうか︖
 泉⽔さんの詩が誰かの中で確実に⽣きてるって実感できて嬉しいです。

 最近のB社の30th企画のどれよりこっちの⽅が些細な思い込みだけど嬉しかったかも︖
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