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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

アコースティックライブ配信、WEB献花
26048 選択 stray 2021-05-17 21:52:37 返信 報告

https://wezard.net/news/news-863/

ZARDアコースティックライブを無料配信
 今年もWEB献花

■ ZARD Premium Acoustic Live
 配信⽇時︓2021年5⽉27⽇（⽊）20︓00〜（終了予定20:30）

 配信プラットホーム︓ZARDオフィシャルYouTubeチャンネル
 https://www.youtube.com/channel/UC9OXNkUKmf3bUx8N9l8jM2w
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※プレミア公開
（配信URLはオフィシャルウェブサイト、公式SNSにておってお知らせします）

 ※2021年5⽉28⽇（⾦）23:59までご覧になれます。

■ WEB献花受付時間
 2021年5⽉27⽇（⽊）12︓00〜23:59

 ZARDオフィシャルウェブサイト https://wezard.net/

Re:アコースティックライブ配信、WEB献花
26110 選択 noritama 2021-05-27 11:16:10 返信 報告

WEB献花､
 まもなく正午から始まりますね｡

 今年はどんな感じなのか｡
 

WEB献花
26114 選択 noritama 2021-05-27 12:02:10 返信 報告

WEB献花特設サイト
 https://wezard.net/flowers_2021/

Re:WEB献花
26115 選択 noritama 2021-05-27 12:23:34 返信 報告

献花ページの様⼦
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Re:WEB献花
26116 選択 noritama 2021-05-27 12:25:16 返信 報告

[26115]noritama:
 > 献花ページの様⼦

幅狭めると･･･スマホはこんな感じ?

Re:WEB献花
26117 選択 noritama 2021-05-27 12:37:15 返信 報告

献花に必須⼊⼒項⽬は
 ･お花(選択)

 ･メッセージ(⽂字数制限:280⽂字) 
 ･お名前（ニックネーム可・ZARD HPでメッセージとともに掲載されます。）

任意⼊⼒項⽬
 ･年齢

 ･性別
 ･お住まい(都道府県)

Re:WEB献花
26120 選択 noritama 2021-05-27 17:21:13 返信 報告

新しいものに変わりました｡

https://bbsee.info/newbbs/id/26048.html?edt=on&rid=26116
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=26116
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/356f7eed0a78a9c4802b42bed40c84d6.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id26115.html
https://bbsee.info/newbbs/id/26048.html?edt=on&rid=26117
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=26117
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/b03d7539ef22e36257681e5eb46105a7.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/26048.html?edt=on&rid=26120
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=26120


Re:WEB献花
26121 選択 noritama 2021-05-27 17:24:17 返信 報告

こちらはお花が3種類

Re:WEB献花
26122 選択 YO 2021-05-27 18:23:27 返信 報告

メッセージに寺尾（本⼈と書いてありました）さんがありました。
 今⽇のライブは昨⽇の収録とのことです。

アコースティックライブ配信
26123 選択 stray 2021-05-27 18:47:25 返信 報告

ZARD Premium Acoustic Live at ⾼台寺
 https://www.youtube.com/watch?v=UBBjeluf3pE

20時から

内容が⼀切わからないので、若⼲(笑)ワクワク。
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Re:アコースティックライブ配信
26124 選択 noritama 2021-05-27 19:01:46 返信 報告

[26123]stray:
 > ZARD Premium Acoustic Live at ⾼台寺 

 > https://www.youtube.com/watch?v=UBBjeluf3pE 
 > 

> 20時から 
 > 

> 内容が⼀切わからないので、若⼲(笑)ワクワク。

ワクワク(^^)

Re:アコースティックライブ配信
26125 選択 sakura 2021-05-27 19:32:00 返信 報告

こんばんは。
 > ZARD Premium Acoustic Live at ⾼台寺 

 > https://www.youtube.com/watch?v=UBBjeluf3pE 
 いつもの⾟⼝コメントも楽しみにしています(笑)

 

Re:アコースティックライブ配信
26126 選択 stray 2021-05-27 20:31:45 返信 報告

もう終わっちゃいました。
 30分、６曲

1.揺れる想い
 2.君に逢いたくなったら…

 3.もう少し あと少し…
 4.forever you
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5.Oh my love
6.負けないで

 

Re:アコースティックライブ配信
26127 選択 stray 2021-05-27 20:37:00 返信 報告

B社が無料でこんなことしてくれるなんて(笑)。
 せめて1時間やってくれたら、ベタ褒めするんだけど(笑)。

「負けないで」（どうアレンジしてもアコースティックには合わない）以外は良かったで
す。

⾒たことない⼦がいると思ったら、北川加奈さんだって。
 

Re:アコースティックライブ配信
26128 選択 sakura 2021-05-27 20:41:42 返信 報告

こんばんは。

無料なので⽂句は⾔えないですが、せめて１時間にして欲しかったですね。
 泉⽔さんの⾁声に近いボーカルが、よかったです︕

 

Re:アコースティックライブ配信
26129 選択 noritama 2021-05-27 20:48:23 返信 報告

[26126]stray:
 > もう終わっちゃいました。 

 > 30分、６曲 
 > 1.揺れる想い 

 > 2.君に逢いたくなったら… 
 > 3.もう少し あと少し… 

 > 4.forever you 
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> 5.Oh my love 
> 6.負けないで

ですねぇ〜♪(^^
 あっという間でした｡

 いつもの曲でしたが､
 和テイストな空間とアコースティックな演奏で､

 いい感じでした｡
 違う曲ももっと聴きたい感じ｡

リアタイ視聴最終的に14000⼈ぐらいでした｡
 

Re:WEB献花
26137 選択 noritama 2021-05-27 22:50:44 返信 報告

さらに､新しいものへ変わりました｡

Re:WEB献花
26138 選択 noritama 2021-05-27 22:52:37 返信 報告

こちらもお花は3種類
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Re:アコースティックライブ配信
26141 選択 noritama 2021-05-28 02:03:30 返信 報告

記事
 https://www.m-on-music.jp/0000477433/

関連Twitter
 鷲峰⼭ ⾼台寺

 https://twitter.com/KodaijiFb/status/1397845339298664449
北川加奈

 https://twitter.com/kana_kitagawa_/status/1397912081681108994
 

Re:アコースティックライブ配信
26144 選択 狐声⾵⾳太 2021-05-28 14:45:59 返信 報告

最近は配信というと、有料と思ってしまうので、まったく⾒る気がなかったが、後で無料と知り、ダウンロードした。
 早速、観ました。

 ７⼈の楽器で泉⽔ちゃんの声がよく聞こえ、とても良いライブでした。
 私はデバイスキャストを使い、テレビの⼤きな画⾯で⾒ました。

 画像も、⾳もよかった。
 

Re:アコースティックライブ配信
26145 選択 幸（ゆき） 2021-05-28 15:38:35 返信 報告

[26144]狐声⾵⾳太さん、皆さま

⼤変良かったですね^^。
 特に、歌声がとても鮮明だったのが。

 後でUPされた録画の⽅が画質も良く、プロジェクタ投影の⼤画⾯で楽しめました。

渋沢でのライブにも⼤いに参考になるなぁと思って聞いてましたが、出演してくれそうなバンド⾃⾝もお⼿本に今後して
いくことを期待してまーす。
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Re:アコースティックライブ配信
26147 選択 YO 2021-05-28 20:25:22 返信 報告

こんばんは、
 今⽇TVの⼤きな画⾯で⾒ました。

 お寺が雰囲気よくしてくれてます。
 昨夜視聴中「負けないで」はどうするかと思いましたが、

 やはり必要ですね。
 ZARDの曲をまだたくさん知らない⼈も⾒てるでしょうし。

 あの雰囲気の中でOh my loveで⼄⼥チック炸裂。
 京都に⾏ったらここにお参りに⾏くファンが多くなりそうですね。
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