
ZARD研究所BBS
promised you をこよなく愛する ZARD FREAK 憩いの場 ♪with you ♡♥

 「なみろむ」のような作
(1)
by Aki 2019/11/10(Sun)

 B社が何をすべきか考える委員会
投稿規程／編集・削除⽅法  過去ログ 8  7  6  5  4  3  2  1  旧BBS  ⼟ワイ  Ver.違い  歌詞の理解の為に  駅
メロ  ライブ特設ページ  問い合わせ

返信を投稿する 新しい話題を投稿する

ＺＡＲＤ全３８９曲が１５⽇にサブスク解禁、名曲「負けないで」「揺れる想い」がよみがえる
26439 選択 noritama 2021-09-15 03:15:40 返信 報告

ＺＡＲＤ全３８９曲が１５⽇にサブスク解禁、名曲「負けないで」「揺れる想い」がよみがえる

https://www.sanspo.com/article/20210915-75Z6VAFNWNNC7EX5M2MS2D5DLE/

https://news.yahoo.co.jp/articles/896853cbe21086ab4fdc8794b3450c73070ffc6f

https://hochi.news/articles/20210914-OHT1T51186.html

https://twitter.com/zard_since1991/status/1437793260450181120

Re:ＺＡＲＤ全３８９曲が１５⽇にサブスク解禁、名曲「負けないで」「揺れる想い」がよみがえる
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26441 選択 ひげおやじ 2021-09-15 09:33:32 返信 報告

https://news.yahoo.co.jp/articles/ae33390318aec4cbba3877f448a4c7149c7571ca

「約束の無い恋」は意外。どうせなら、"What rare tracks"⼀式（ZARD Ver.も含めて全て）もリリースして貰いたいも
のです。

『ZARDをリスクペクトする⼤⿊摩季、倉⽊⿇⾐……』→ ⼤⿊摩季に関しては、泉⽔さんの没後（葬儀出席時のコメント
以降）はそう⾔っていますが、Ｂｅｉｎｇを辞めた当時の経緯や「ウチくる」出演時の例のコメントから⾒て、本⼼か否
かは極めて疑問に感じています。

Re:ＺＡＲＤ全３８９曲が１５⽇にサブスク解禁、名曲「負けないで」「揺れる想い」がよみがえる
26442 選択 noritama 2021-09-15 12:52:56 返信 報告

ZARD×新宿東⼝の猫#負けにゃいで
 https://www.youtube.com/watch?v=t3V48il0Iu4

Re:ＺＡＲＤ全３８９曲が１５⽇にサブスク解禁、名曲「負けないで」「揺れる想い」がよみがえる
26444 選択 noritama 2021-09-15 18:42:59 返信 報告

TBS NEWS  
 https://www.youtube.com/watch?v=ozE02qsQStw

ANN news ch
 https://www.youtube.com/watch?v=MXOZnipjHrA

Re:ＺＡＲＤ全３８９曲が１５⽇にサブスク解禁、名曲「負けないで」「揺れる想い」がよみがえる
26445 選択 stray 2021-09-15 19:19:01 返信 報告

捕獲し損ねましたが、フジのニュースイットでも18:55頃に流れました。
 スポーツ新聞も全紙取り上げているようで、こんなことは

 泉⽔さんが亡くなった時以来じゃないでしょうか。
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サブスク解禁って若い⼈たちには超重⼤事案なんですね、
おじさんにはさっぱり理解できませんが(笑)。

Re:ＺＡＲＤ全３８９曲が１５⽇にサブスク解禁、名曲「負けないで」「揺れる想い」がよみがえる
26446 選択 YO 2021-09-15 19:39:54 返信 報告

[26445]stray:
 > サブスク解禁って若い⼈たちには超重⼤事案なんですね、 

 > おじさんにはさっぱり理解できませんが(笑)。

こんばんは、
 ⼣⽅TBSのニュースでジャニタレのことやってて、

 うるさいからチャンネル回そうとしたら、
 ZARDのサブスクの話を始めました（⼿が⽌まりました）。

 負けないで、揺れる、マイフレンドが映像で流れました。
 けっこう⻑かったです。

 オフィシャル⾒たら、いろいろやるようですね。
 忙しくなりそうな秋です。

ところでサブスクリプション、ある⼈から聞いたけど、
 実にもうからないらしい。

 なんととんでもない回数（え、１００万回かな）聴いてもらって、
 やっと１万円くらいの稼ぎらしい。

 完全に社会貢献ですな。
 若い⼈にはありがたいと。

Re:ＺＡＲＤ全３８９曲が１５⽇にサブスク解禁、名曲「負けないで」「揺れる想い」がよみがえる
26448 選択 stray 2021-09-15 19:50:36 返信 報告

https://wezard.net/news/news-1011/
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9⽉15⽇(⽔)〜9⽉22⽇(⽔)まで⻄武新宿駅前のユニカビジョンでZARD特集の放映が決定
2021/09/15

 放映期間︓
 9⽉15⽇(⽔)〜9⽉22⽇(⽔)

放映時間︓
 11時 13時 15時 17時 19時から約23分間

放映内容︓
 2021年9⽉15⽇ ZARD 全曲ストリーミング配信開始を記念し5曲のライブ映像を紹介します。

1．揺れる想い（ZARD“What a beautiful memory 2007”）
 2．マイ フレンド（ZARD“What a beautiful memory 2008”）

 3．運命のルーレット廻して（ZARD 25th Anniversary LIVE “What a beautiful memory”）
 4．Don’t you see!（ZARD“What a beautiful memory 2009”）

 5．負けないで（What a beautiful memory 〜forever you〜）

※全曲ノーカットフルバージョン
 ※放映内容は変更になる場合がございます

【アプリ「VISION α（ビジョンアルファ）」連動企画について】
 本特集番組を放映中にアプリ「VISION α」をダウンロードしたスマートフォンをユニカビジョンにかざせば、スマートフ

ォンから番組の⾳声が⾼⾳質で流れます。
 イヤフォン・ヘッドフォンをして、没⼊感溢れる⾳楽x映像体験をお楽しみください︕

ユニカビジョン オフィシャルサイト
 https://www.yunikavision.jp/

Re:ＺＡＲＤ全３８９曲が１５⽇にサブスク解禁、名曲「負けないで」「揺れる想い」がよみがえる
26451 選択 atti 2021-09-15 21:46:08 返信 報告

[26445]stray:
 > 捕獲し損ねましたが、フジのニュースイットでも18:55頃に流れました。 

 > スポーツ新聞も全紙取り上げているようで、こんなことは 
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 > 泉⽔さんが亡くなった時以来じゃないでしょうか。 
> サブスク解禁って若い⼈たちには超重⼤事案なんですね、 

 > おじさんにはさっぱり理解できませんが(笑)。

strayさん、何年振りの書き込みかな（笑）。

おじさん世代もやっと解禁はうれしいなと。

今もアレクサ、ZARDかけてと。

Spotifyで聞いているが、amazonでは配信されていない。

ＨＤで聞きたいのだが。通勤時にも⾳声依頼で聞くことに。
 しかし全て聞くには何⽇かかることやら

Re:ＺＡＲＤ全３８９曲が１５⽇にサブスク解禁、名曲「負けないで」「揺れる想い」がよみがえる
26453 選択 noritama 2021-09-15 22:54:07 返信 報告

[26448]stray:
 > https://wezard.net/news/news-1011/ 

> 
> 9⽉15⽇(⽔)〜9⽉22⽇(⽔)まで⻄武新宿駅前のユニカビジョンでZARD特集の放映が決定 

 > 2021/09/15 
 > 放映期間︓ 

 > 9⽉15⽇(⽔)〜9⽉22⽇(⽔) 
> 
> 放映時間︓ 

 > 11時 13時 15時 17時 19時から約23分間 
> 
> 放映内容︓ 

 > 2021年9⽉15⽇ ZARD 全曲ストリーミング配信開始を記念し5曲のライブ映像を紹介します。 
 >
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3D猫は極最近の話題もの､
ユニカビジョンでの映像放映も、

 最近の話題になるJ-POP･アニソンでは定番になってますね｡
 2⽉の(VR-)配信LiveやVR､スマホ連携のコンテンツなど､

 以前のようにアナログ的ではなく､
 今回は時流的な新しいものが多く採⽤されてますね｡

⼀⽅でtwitterでは､アナログ的なのも(^^;
 ZARD ALBUM POP-UP CARD BOOK︕

 https://twitter.com/zard_since1991/status/1438124468744851462
 

Re:ＺＡＲＤ全３８９曲が１５⽇にサブスク解禁、名曲「負けないで」「揺れる想い」がよみがえる
26457 選択 stray 2021-09-16 17:03:27 返信 報告

attiさん、超お久しぶりです︕
 たぶん、５〜６年消息不明だったかと(笑)。

アレクサ︖ Spotify︖ ⾳声依頼︖
 何のことやら私にはさっぱり・・・(笑)

 attiさんは時代についていけてる おじさんなのですね(笑)。

Re:ＺＡＲＤ全３８９曲が１５⽇にサブスク解禁、名曲「負けないで」「揺れる想い」がよみがえる
26459 選択 atti 2021-09-16 20:43:31 返信 報告

[26457]stray:
 > attiさん、超お久しぶりです︕ 

 > たぶん、５〜６年消息不明だったかと(笑)。 
 > 

> アレクサ︖ Spotify︖ ⾳声依頼︖

9⽉15⽇︓⿇井寛史、⼤賀好修、⼤楠雄蔵、⼤⽥紳⼀郎、⼤野愛果、⾞⾕啓介、徳永暁⼈
 を聞き始めています。
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Re:ＺＡＲＤ全３８９曲が１５⽇にサブスク解禁、名曲「負けないで」「揺れる想い」がよみがえる
26468 選択 YO 2021-09-18 19:48:01 返信 報告

新宿に⾏ってきました。

ユニカビジョンを観ました。
 過去に２組のライブ映像を⾒に⾏ったことがあります。

 ここは歓楽街の歌舞伎町のすぐそば、
 ⼈も⾞も多いです。

 鳩がたくさんいて、空を⾶んだり、電柱に⽌まったり。
 ZARDの映像みてたら、おや何か⼤粒のものが落ちてきた︖

 鳩さんのフンでした（これには困りました）。
 ⾒てる⼈は私と、となりに男性⼀⼈でした。

 ユニカビジョンのビル１Fは以前、家電量販店か携帯電話屋さんが⼊ってましたが、
 いまはシャッターが下りたまま。

 向かいにはZARDゆかりのカラオケ館（数か⽉間ZARDルームがあったお店）でしたが、
 ここも今は空っぽのビルと化して。

 コロナの影響で閉店したのでしょうね。
 映像にはサブスク開始と来年２⽉ライブのお知らせがありました。
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そのあとは「３D猫の負けにゃいで」を観に。
ユニカビジョンから数分で、新宿東⼝駅前、

 アルタビルのそばです。
 ⾒てたら数名ZARDファンのらしい⼈がいました。

 通⾏⼈はこの猫にはみんな⾒向きもしません。
 三⽑猫が可愛らしく「負けにゃいで」と。

せっかく来たのでタワーレコード新宿店へ。
 おっとZARDコーナーがあり、「時間の翼」を持ってレジへ⾏く男性が⼈がいました。

 私はPV（オフィシャルユーチューブのもの）を⾒て帰りました。
 Wステッカーて何と思ってましたが、

 タワレコのポップに書いてありました。
 シールが⼆重になっていると。

 上には透明のシール（３０周年のロゴ付）でした。

今⽇はハッキリと坂井さんのファンだとわかる⼈は
 男性だけでした。

パスワード︓  編集  削除

Powered by bbsee.info. Copyright © 2005-2022
HTML generated at 2022-09-24 11:46:53 (0.023 sec).

https://bbsee.info/

