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ZARD “Screen Harmony”仙台公演レポート
4947 選択 カーディガン 2010-12-21 01:09:40 返信 報告

みなさん、こんばんは︕

ZARD “Screen Harmony”の仙台公演に⾏ってきました。昨年の堂島と武道館には⾏きましたが、それ以来、SHは初の参加で
す。東京などに⾏って⾒るような機会もなかったので、SHを⾒るまでずいぶん⻑く待ちました。

 当初、所⻑が⾏くのか確認しましたが、所⻑は既に⾒た映像であり、遠くからの移動も⼤変なこともあり、⾏かないとのこと。そ
うこうしているうちに、チケットを取り忘れるところでした（汗）。

ZARD “Screen Harmony”仙台公演レポート②
4948 選択 カーディガン 2010-12-21 01:10:32 返信 報告
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チケットの購⼊⽅法を運営会社に確認、コンビニでも購⼊できるとのこと。さっそく購⼊したところ、コンビニの表⽰に
は、「残りあとわずか︕」とのこと。そんなに売れているのかな︖と思ってしまいましたが^_^;まぁ、それはよいことで
す。なにはともあれ、購⼊できました。

そういえば、こちらのFMの放送局が、ご厚意︖か、ZARD SHのCM（もちろん⾳声だけね）を何度も流してくれていた
ものです。やっぱり広告の効果、メディアの効果ってすごいですね。

ZARD “Screen Harmony”仙台公演レポート③
4949 選択 カーディガン 2010-12-21 01:12:11 返信 報告

これが、今回の会場の「仙台電⼒ホール」です。外観はこんな感じであり、普通のビルなんですが、仙
台では、⽼舗といった会場です。仙台では、あまり⼤きいキャパのホールがないので、これは⽐較的⼤
きいキャパのほうです。キャパは1,000名です。まあ、こんなところの会場がアクセスもよくていいで
すね。⼀昨年の坂井泉⽔展の会場であった藤崎のすぐ隣でもありますし。

 

ZARD “Screen Harmony”仙台公演レポート④
4950 選択 カーディガン 2010-12-21 01:13:28 返信 報告

「電⼒」というだけに、東北電⼒の関係するビルのコンサートホールです。電⼒事業への理解と啓発
活動のためか、1階フロアには、いろいろと楽しめるものがあります。だいたい無料であることが多い
でしょうか。電気についての常設展⽰も少しあります。今回はカナダ展などいくつかやっていまし
た。

 なお、宮城県の⼥川原⼦⼒発電所もいろいろあって楽しめます。もちろんそこも無料ですが。といっ
ても私は電⼒関係のまわしものではありません(笑)
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ZARD “Screen Harmony”仙台公演レポート⑤
4951 選択 カーディガン 2010-12-21 01:14:34 返信 報告

カナダ展の様⼦です。
 

ZARD “Screen Harmony”仙台公演レポート⑥
4952 選択 カーディガン 2010-12-21 01:15:32 返信 報告

ZARD “Screen Harmony”の広告らしきものは当⽇まで⾒ていませんでした。当⽇も⼣⽅になって、こ
んなポスターなどがあったところ。それほど街ゆく⼈にアピールする感じはないものです。もっとも、
あまりたくさん来てもらっても、⼊りきれませんが(笑)

 

ZARD “Screen Harmony”仙台公演レポート⑦
4953 選択 カーディガン 2010-12-21 01:16:42 返信 報告

仙台のSHに⾏く当⽇、朝に仙台に戻ってきただけに、昼過ぎも寝ておりました。昼まで寝てても地元なので全然OKだと
思ってぐっすりと寝ておりました。昼まで寝て、また眠る。昨⽇も忙しく動いたので、疲れていたところ。待ち合わせも
ないので⼤丈夫︕と思っていたところ、連絡がある。は︖誰だ︖午後3時頃、聴いたような声で、xs4pedさんだとわかり
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ました。昨年の坂井泉⽔展でお会いして以来ですね。ずいぶん⻑いこと声を聴いていませんでしたが、すぐにわかりまし
た。「菅⽣からだけど」とのこと。うーむ、泉⽔さんもゆかりのある菅⽣ですか、さすがです。時間的に、4時過ぎに会う
こととしました。1⼈で⾏っても寂しいので、待ち合わせをして⼀緒に⾒に⾏くことにしました。

 

ZARD “Screen Harmony”仙台公演レポート⑧
4954 選択 カーディガン 2010-12-21 01:18:18 返信 報告

電⼒ホールに着いて、あたりを⾒まわしてみても、それらしい⼈は数⼈いるかという程度。まだ時間には早いので、カナ
ダ展を少し⾒る。xs4pedさんはいない様⼦。電話をしたところ、1階でコーヒーか何かを飲んで時間まで待っていたとの
こと。昨年のように連絡がなかなかつかないこともなく会うことができました。昨年よりもやせたような感じ。でもあま
り変わらないかも。

さっそくxs4pedさんに挨拶をして、飲み物を飲みながらZARDの話などをしました。お互い、最近はZARDの話題から遠
かったのですが、ここ最近のZARDの話などで盛り上がったものです。

 xs4pedさんは遠くから⾞で来たんだって。遠いところお疲れさまです。もちろん、所⻑は参加しないんだとの話です。xs
4pedさんの知り合いの⽅も来ないそうです。

 

ZARD “Screen Harmony”仙台公演レポート⑨
4955 選択 カーディガン 2010-12-21 01:19:12 返信 報告

会場に並ぶ時間になり、会場まで⾏きました。時間なのでかなりの⼈が集まっていました。整理番号では500〜600番くら
いはいっていたようです。ただ、会場内ではすでに並んでいたものの、整理番号順ではないもの。ほとんどが、ZARDのコ
ンサートは地元以外は⾏かない⽅といった感じ。整理番号順に並ばないので、少し混乱し、エキサイトする場⾯も。ちゃ
んとみんな並びましょう︕そんなわけで、会場に⼊る時間も少し遅れました。

 

ZARD “Screen Harmony”仙台公演レポート⑩
4956 選択 カーディガン 2010-12-21 01:20:16 返信 報告

さて、会場に⼊ると、泉⽔さんのシルエットがスクリーンに映し出されていました。ひさしぶりに泉⽔さんのお姿をスク
リーンで⾒られます。どんな映像がSHになっているのか期待でいっぱいでした。
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開演前にグッズ売り場に⾏きました。開場が遅れたこともあり、グッズ販売に並ぶ時間もなくなりました。結局、グッズ
を買わずに⾒ることとなりました。

 

ZARD “Screen Harmony”仙台公演レポート⑪
4957 選択 カーディガン 2010-12-21 01:21:23 返信 報告

さて、オープニングは永遠のあの映像です。そして、少し映像が流れてから「あの微笑みを忘れないで」が始まります。
次は「君に逢いたくなったら…」です。特に変わった映像・演出という感じでもなく、次々とセットリストが進みます。
で、最後はあのおなじみの曲です。はじめの曲からスタンディングはなくとも、みんな⼿拍⼦を打ち、とても盛り上がっ
た公演になりました。

 

ZARD “Screen Harmony”仙台公演レポート⑫
4958 選択 カーディガン 2010-12-21 01:22:05 返信 報告

xs4pedさんは昨年のあの映像は2回⽬だけに感動であったようですが、私はけっこう⾒た映像が多かったなぁ、と感じま
した。確かに未公開映像がありましたが、あまり多くなく、既存の映像も少し編集されたくらいです。チュのところは映
像が増えたようですね。全体的に、厳選映像が多かったですね。コンサートでは、いろいろな曲を演奏していましたが、S
Hは特にいい映像が多かったです。SHやコンサートに来た⼈は、知らない泉⽔さんを堪能できた、いい機会であったこと
と思いました。もう⼀度⾒たいなという、いい映像でした。

 

ZARD “Screen Harmony”仙台公演レポート⑬
4959 選択 カーディガン 2010-12-21 01:23:58 返信 報告

時間的には終演後は7時40分くらいだったかな。帰りにもグッズ販売をしていたので、クリアファイルとパンフを購⼊し
ました。インテリアドッグもほしかったんだけど、置き場所がないしなぁ(笑)

 CD販売もあり、グッズもよく売れていました。⾃主公演とはいいながら、それでは困るなぁ。まぁそれなりになんとかな
ったからよかったけど。少し問題もあったけれど、全体的にいい公演になりました。来年の東京などのSHは今のところは
⾏く予定もないので、今回、じっくりとSHを⾒られてよかったです。
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Re:ZARD “Screen Harmony”仙台公演レポート
4961 選択 チョコレート 2010-12-21 09:35:42 返信 報告

カーディガンさん、皆さん、お久しぶりです(笑)。

カーディガンさんのSH仙台公演を発⾒して、いそいで表に出てきました〜(笑)。ぎゃはは。

SHはどこも⼤掛かりな広告は出していないのですね･･･。なんだか寂しい気がしますよね。
 会場周辺だけでも1週間くらい前から、ポスターをペタペタ貼りまくって欲しいなぁ〜(笑)。

xs4pedさんも再び、参加されたのですね〜。ご⼀緒に楽しまれたようで良かったです︕
 何度かZARDのコンサートを⾒ているカーディガンさんが「厳選映像。全体的にいい公演。」とおっしゃっているので、来

年、SH初挑戦︖のチョコもワクワクしています(笑)。
 早く⾒たいなぁ〜〜〜。

 SH仙台公演のレポ、ありがとうございました︕︕

Re:ZARD “Screen Harmony”仙台公演レポート
4967 選択 カーディガン 2010-12-22 01:42:30 返信 報告

チョコさん、こんばんは︕

レスありがとうございます。
 チョコさんは、まだSHを⾒てないんですね。来年のSHに初挑戦とのことですか。
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もうすぐですね。映像は特に厳選していて、⾒ごたえがありますよ〜。コアなファンもDVDなどになっていないだけに、
なかなか⾒ごたえがあります。どれも美しい泉⽔さんばかりです。

 「あなたに帰りたい」と「Top Secret」「Forever you」は何度⾒てもいいです。昨年の特番も⼀部の映像しかないの
で、普段知っている、ジーンズの泉⽔さんと違って、フェミニンな泉⽔さんが⾒られる珍しい映像ですね。私もお気に⼊
りの映像です。

ポスター貼りまくりでの宣伝はありませんが、こちらのFM放送はかなり流れていたと思います。その割には⼊りが少ない
くらいかも。来年の公演にまた期待したいですね。

 

Re:ZARD “Screen Harmony”仙台公演レポート
4983 選択 stray 2010-12-27 12:56:54 返信 報告

カーディガンさん、こんにちは。

ＳＨ仙台公演レポ、ありがとうございました。
 満⾜されたようで何よりですが、仙台も⼈が少ない感じがします。

 １週間ズレていたら⼤雪でそれこそ「まばら」状態に陥るところでしたね（笑）。

いやぁ、クリスマスは雪と格闘してましたよ（笑）。
 数センチなら「幻想的なホワイトクリスマス」ですけど、50cmも降られたんじゃ

 クリスマス気分なんてどこかに⾶んじゃいますからねぇ（笑）。
 ⼀⼭越えた福島県会津地⽅は⼀晩で１mを超す⼤雪、ゲリラ豪⾬ならぬゲリラ豪雪とでも⾔いましょうか。

 へたすると死⼈が出てもおかしくない状況で、他⼈事じゃないです。

チョコさん
 静岡のＳＨからmusic freak magazine ZARD別冊第2弾が発売されるそうなので

 （通販のみで送料がバカ⾼い）
購⼊して買う価値あるかどうか教えてちょ︕（笑）

Re:ZARD “Screen Harmony”仙台公演レポート
4990 選択 カーディガン 2010-12-27 19:19:17 返信 報告
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所⻑、こんばんは︕レスありがとうございます。

お久しぶりです。しばらく姿を⾒かけなかったので、少し⼼配でしたが、やっぱり雪かきでしたか(笑)ホワイトクリスマ
スなんてものじゃなかったんですね。

 こちらは、10センチくらい雪が積もりましたが、もうほとんど消えてしまいました。最近は根雪になることもないので、
少しもの⾜りないのですけど^_^;雪が多いところに住んでいると、雪とは格闘しなければならず、毎年のことながら⼤変
ですねぇ。会津のほうは⼤変だったようですね。寒いなんて⾔っている間に⼤変なことになるので、「ありときりぎり
す」の寓話を⾒習って働かないといけないでしょうね。冬でも気を抜けませんね。今年もお⾝体に気をつけてお過ごしく
ださい。

 仙台のSHは、5、6割くらいの⼊りでした。私の予想よりは多い感じです。ほかのところよりは多いのではないかと思うの
ですが。バンドはいないけれど、まだ泉⽔さんの映像を⾒ていない⼈たちには、貴重な映像ですね。今までの会場では、
まだまだ貴重な映像があったので、SHの映像もまだまだ少ないですね。所⻑が今まで⾒たのと変わらないと思いますが、
12/19（⽇）に開催されたZARDスクリーンハーモニーのセットリストです。

永遠のOP
 ①「あの微笑みを忘れないで」

 ②「君に逢いたくなったら…」
 ③「Top Secret」

 ④「You and me(and…)」
 ⑤「息もできない」

 ⑥「⾬に濡れて」
 ⾬に濡れてのレコーディングの様⼦

 ⑦「ハイヒール脱ぎ捨てて」
 ⑧「こんなにそばに居るのに」※バンド紹介

 ⑨「素直に⾔えなくて」
 ⽇本⻘年館での撮影シーン

 ⑩「きっと忘れない」
 ⑪「もう少し あと少し…」

 ⑫「あなたに帰りたい」
 ⑬「Forever you 」

 ニースのおばさんの映像



 
⑭「⼼を開いて」
⑮「Today is another day」

 ⑯「愛が⾒えない」
 ⑰「君がいない」

 ⑱「マイ フレンド」
 ⑲「Don't you see!」
 アンコールの映像

 ⑳「揺れる想い」※映像ミックス
 21「負けないで」

 かけがえのないもののED    
  

Re:ZARD “Screen Harmony”仙台公演レポート
4996 選択 xs4ped 2010-12-28 00:05:09 返信 報告

カーディガンさん、皆さん、こんばんは。

先⽇は、お疲れ様でした︕
 私はイベントが忙しくて(笑)、カーディガンさんにまかせっきりで、⼿が回りませんでしたが、

レポ有り難う御座います。

あの後、「泉⽔通り」の“光のページェント”を⾒て、帰ろうと思ったら、駐⾞場が分からなくな
り(⼤汗)、結局、1時間近く彷徨い続けてしまいました。(笑)

 事故で全⾯点灯はしてませんでしたが、“⽣”で⾒るのは初めてだったので、とても感動しました︕

今回も全体的に静かめの「フィルム コンサート」でしたが、また、“Special So Cute!!!”な泉⽔さんを堪能出来て満⾜で
した︕(^_-)v

 

Re:ZARD “Screen Harmony”仙台公演レポート
5005 選択 カーディガン 2010-12-29 02:52:12 返信 報告
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xs4pedさん、こんばんは︕
SHは堪能できたようですね。“Special So Cute!!!”な泉⽔さんの映像がたくさんあって、⼤満⾜できたようですね。xs4p
edさんもお忙しかったようで、ご⾃⾝のlive spaceのほうの更新もして、SHのほうのレポもできて、また充実しています
ね。いろいろと読ませていただきました︕

SHの帰りは迷ったようで⼤変でしたね。泉⽔通りの光のページェントも初めて⾒られてよかったですね。私は毎年⾒てい
るので、そろそろこの光のお祭りも、もう少しイメチェンが必要かと感じているところです。今流⾏りの⻘⾊LEDも⼊れ
ないといけないなぁと思うのですが。最近、某街に⾏ってきたんですが、そこのイルミネーションのきれいなこと、とっ
ても素敵でした。全国的にライトアップが盛んですねぇ。本間様の街や酒井さんの城下町はしていませんかぁ︖

今回も全体的に静かめでしたか︖あんなところでスタンディングされたら、前の⼈の頭がじゃまで、泉⽔さんの映像を⾒
られないです。ライブと違って、映像に集中できてよかったです。あれ以上に盛り上がりたい⽅は、ぜひ、来年の20周年
ライブでどうぞ︕
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