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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

What a beautiful memory 〜forever you〜
5294 選択 stray 2011-02-04 19:07:27 返信 報告

WEZARDの更新情報です。

バンド形式ではラストLIVEとなる What a beautiful memory 〜forever you〜では、
 これまでの公演ではまだ⼀度も披露されていない作品が多数加えられるとのこと。

それはそうでしょう、⽇本⻘年館で 1stAL〜4thALまで全曲PV撮りしたはずなので
 まだその半分程度しか公開していないはず。

 この写真は初出ですね、⾒たことない⾐装です。
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バンバン出してもらわねば︕（笑）
最後なんだから４時間（４０曲）くらいやってほしいな（笑）。

Re:What a beautiful memory 〜forever you〜
5299 選択 Ａｋｉ 2011-02-04 21:43:00 返信 報告

 少なくともシングルは全部網羅してほしいですね…

 まだ演奏されていない作品が沢⼭在ります…

 後は、普通にＣＤ⾳源で「ＰＶ」として「ＢＯＸセット」で出してほしい…

 歌っている映像を全部出したとしても、まだまだ未発表映像は⼤量にあると想います…
  これがお蔵⼊りなんて勿体ない…いっそ撮り貯めた映像全部（⾳楽関係なしに）出し尽くせば良いのに…（って何本組に

なるのだろうか︖）

未公開曲も︖
5302 選択 stray 2011-02-04 22:28:41 返信 報告

Ｚ研は捕獲しそこなったのですが、２⽉１⽇（⽕）のラジオ関⻄ 「新・神⼾ジャズ物語」に
 寺尾さんがゲスト出演して、「５⽉のライブでは未公開映像や曲がある」と⾔ったらしいです。

Ｚ板に情報が上がってました。

>  これがお蔵⼊りなんて勿体ない…いっそ撮り貯めた映像全部（⾳楽関係なしに）出し尽くせば良いのに…（って何本組
になるのだろうか︖）

ん〜、それはＢ社が潰れるときでしょうかねぇ（笑）。

Re:What a beautiful memory 〜forever you〜
5308 選択 ドルチェ 2011-02-04 23:34:08 返信 報告

ストちゃん、Ａｋｉさん こんばんば。
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> バンド形式ではラストLIVEとなる What a beautiful memory 〜forever you〜では、 
> これまでの公演ではまだ⼀度も披露されていない作品が多数加えられるとのこと。 

 それはすごく期待できそうじゃないですか︕それにしてもトコトン⼩出しでくるな〜。
 関係ないけど、What a beautiful memory 〜forever you〜このサブタイトル⾒ただけでも

う泣きそう(;;)
 SHで観た「Forever you」のイントロの切なさが未だに忘れられません。

 関係ないけどパートⅡ、この「Forever you」もそうだけど、
 アルバムタイトルと曲タイトルで⼤⽂字が⼩⽂字に変わったり、その逆だったりすることって多いですよね。

 たぶん全然深い意味はないと思いますが、この辺の謎も⼤好きです(笑)

> それはそうでしょう、⽇本⻘年館で 1stAL〜4thALまで全曲PV撮りしたはずなので 
 > まだその半分程度しか公開していないはず。 

 ⽇本⻘年館で⽩いマイクを使って撮ったPVは全部お気に⼊りです︕全〜部残らず、出し尽くして欲しいです。

> この写真は初出ですね、⾒たことない⾐装です。 
 ⾒たことないですね。でも、写真集の紹介でアップされた画像（右側）に似てないですか︖︖

そしてそして・・
5309 選択 ドルチェ 2011-02-04 23:44:00 返信 報告

#5294も写真集の画像もパッと⾒た瞬間、⽇本⻘年館で撮った「もう少し あと少
し･･･」PVの時とそっくりだと思いました。特に髪型︕

 「もう少し・・」PV時の髪は、いつもの⼀つ結びとちょっと違って編み込みしてあるん
ですよね。

ちなみに、画像で検証。
左「もう少し あと少し･･･」PV、右#5294です。似てますよね〜︖︖

さすが副所⻑︕
5312 選択 stray 2011-02-05 12:00:52 返信 報告

ドルちゃん、こんにちは。
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泉⽔さんを隅々まで知り尽くした姐御の眼⼒、さすがです︕（笑）

⾐装は違えど、「もう少し あと少し･･･」を歌っている時の髪型ですね。
 それにしてもこの⾐装、袖⼝が⼤きすぎる。⾜が⼊りそう（笑）。

 まさか、袖をちょんぎって『OH MY LOVE』PV（テレ朝スタジオ）で使ったってことはないよ
ね︖（笑）

 な〜んとなく似てるんだけど・・・

[5294]の画像を公開したってことは、映像も公開されるということでしょう。
 もしかしたら明⽇の堂島ＳＨで登場するかも知れないので、参加される皆さん、よろしく︕

曲は何でしょうね︕（興味深々）
 照明が⻘なのでバラードっぽいですね。

 「誰かが待ってる」「愛は眠ってる」「⼆⼈の夏」あたりかな︖

⽇本⻘年館で撮影されたＰＶ
5317 選択 stray 2011-02-05 17:09:16 返信 報告

皆さん、こんにちは。

⽇本⻘年館で撮影されたＰＶをまとめてみました。

⻩⾊の曲はすでにＷＢＭで公開済みです。

緑⾊の曲は、かなり⼩さいステージでしたので、公開された映像は
 ⽇本⻘年館でない可能性が⾼いです。

こうしてみると半分くらい公開されていますね。
 未公開のうち、１ｓｔＡＬ、２ｎｄＡＬの曲はマイナーすぎるので

 ３ｒｄＡＬ中⼼になるのではないかと『ＨＯＬＤ ＭＥ』が⼤好きな私は
⼤いに期待しております（笑）。

Re:⽇本⻘年館で撮影されたＰＶ
5379 選択 ドルチェ 2011-02-07 23:16:11 返信 報告
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ストちゃん、みなさん こんばんは。

↑では、お褒めの⾔葉ありがとうございます(笑)
 > まさか、袖をちょんぎって『OH MY LOVE』PV（テレ朝スタジオ）で使ったってことはないよね︖（笑）な〜んとなく

似てるんだけど・・・ 
 ホントだ、似てる(笑) 
 #5294の曲は、なんでしょうね︕私もきっとバラードだと思うな。「愛は眠ってる」とか「サヨナラ⾔えなくて」希望︕

そして⽇本⻘年館で撮影されたPVをまとめてくれてありがとう︕ いやー⽇本⻘年館、いいですね〜(笑) THE・聖地。

私はSHオンリーで追悼ライヴには⼀度も参加してないので、まだまだ観たことのない映像がたくさん︕
 この⽇本⻘年館撮影PVの中で、SHやテレビなどで流れていないPVを、

 前にも聞いたかもしれないけど、覚えている範囲で服装とかどんな感じか教えて〜〜︕︕

それと、こうやってリストを⾒てみるとNOなどで「この愛に泳ぎ疲れても」のPVとして使われていたPVは、
 ⽇本⻘年館での⽩マイク使⽤映像の寄せ集めなんですよね(笑)

 ttp://www.youtube.com/watch?v=ynQW8KBlB9E
 あぁ、このシーンは本当はあの曲の映像だったんだ〜って後で新しい映像が公開される度に思ったもん(笑)

 で、この「この愛に泳ぎ疲れても」寄せ集めPVを改めてジーッと⾒ていて、ちょっと⾊々気付いたことが。

まず、すごーく細かいとこなんですが、1:16くらいの映像って#5294のシルエットじゃありません︖(笑)
 それと、1:53くらいの映像は追悼ライヴのどの曲かの映像で流れたのかずっと前から気になっていたけど、

 これってもしかすると「負けないで」の映像ではないですか︕︖
 この前あったMUSIC FOCUSでも負けないでを⽩マイクで歌っている映像が少し流れるけど、その時と服装が⼀緒のよう

な。
 ⽇本⻘年館撮影PVのリストには⼊ってないけど、Mステ出演時以外では、まだ⼀度も公開されたことがないのかな︖

追伸︓⽩マイク限定かと思っていたら、1:46くらいに「愛は暗闇・・」or「素直に・・」らしき映像もチラリと映ってま
した(笑) 

Re:⽇本⻘年館で撮影されたＰＶ
5380 選択 stray 2011-02-07 23:27:34 返信 報告

ドルちゃん、こんばんは。
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今⽇は新ニュース満載で忙しかったので（笑）、詳しくは明⽇レスするね︕
 
> 、1:16くらいの映像って#5294のシルエットじゃありません︖(笑)

ピンポーン︕ ⼤当たりです（笑）。

> 1:53くらいの映像は「負けないで」の映像ではないですか︕︖

これもピンポーンだけど、⽇本⻘年館「負けないで」の映像は
 前にNHK紅⽩の映像でチラっと公開されてます。

ドルちゃんが聖地とあがめる⽇本⻘年館のPVは、ここにまとめてあるので予習しててちょ︕（笑）
 http://zard-lab.net/pv/PV39.html

んじゃ、おやすみ〜（笑）。ああ〜眠い（笑）。

Re:⽇本⻘年館で撮影されたＰＶ
5395 選択 stray 2011-02-08 21:05:59 返信 報告

ドルちゃん、改めて、こんばんは。

今⽇も真っ直ぐ帰ってきてきれたのねぇ、うれぴー（笑）。

昨⽇のつづきです（笑）。
 「この愛に泳ぎ疲れても」のＰＶは資料価値が⾼いですよね。

 当時しっかり⾒ておけば、相当数のＰＶを撮影した事実が⼀⽬瞭然だったのにね（笑）。

本題に⼊る前に、私が気になってる映像を紹介しましょう。

⼈様のYouTube映像をキャプしてアップするのは気が引けるので（笑）、
 私が所有しているNO.の映像を使っています。

こんな洋服⾒たことないよね︖
「MIND GAMES」PVのような、ゆったりした丸⾸のニットセーターなのか、

 ワンピースなのか︖ ⾸周りの⿊い部分に何やら⽩い物体が並んでます。
 ん〜、何の曲だろう・・・（笑）
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Re:⽇本⻘年館で撮影されたＰＶ
5397 選択 stray 2011-02-08 21:08:28 返信 報告

1:46くらいの映像は、
 ⿊のレザーパンツなので「愛は暗闇…」です。

Re:⽇本⻘年館で撮影されたＰＶ
5398 選択 stray 2011-02-08 21:09:14 返信 報告

1:16は、袖⼝の⼤きさからして、
 間違いなく[5294]のシルエットです。

Re:⽇本⻘年館で撮影されたＰＶ
5399 選択 stray 2011-02-08 21:25:16 返信 報告

⽇本⻘年館撮影PVリストは、
 「負けないで」・・・「07紅⽩で⼀部公開」と修正しました（笑）

こうして表にすると、HOLD ME のところがガラ空きなので、
 最後のLIVEで新映像が出るとしたら、ここか、Ｍステの OH MY LOVE ものしかないよね。

HOLD ME からなら何でもいい︕贅沢⾔わないから⾒せてぇ（笑）。
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Re:⽇本⻘年館で撮影されたＰＶ
5403 選択 stray 2011-02-08 21:50:46 返信 報告

そうそう、[5363][5366]と同じマイクを発⾒︕

以上、検証おしまい。

Re:⽇本⻘年館で撮影されたＰＶ
5404 選択 ドルチェ 2011-02-08 22:02:45 返信 報告

ストちゃん、こんばんは。

こんな感じの研究モノは⼤好きなので、サッサと帰ってきました。
 んで、NY⾏くのも後回しにして私もZ研に居残りしたよ〜(笑)

> 「この愛に泳ぎ疲れても」のＰＶは資料価値が⾼いですよね。 
 > 当時しっかり⾒ておけば、相当数のＰＶを撮影した事実が⼀⽬瞭然だったのにね（笑）。 

 そうなんですよね︕ このPVは、資料価値⾼い︕
 当時から、⼝の動きが違うから別の曲を歌ってるんだろうな〜とは思ってたけど、どんどん出てきたね︕(笑)
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> ⼈様のYouTube映像をキャプしてアップするのは気が引けるので（笑）、 
ゴメンなさい(><) リンクさせてもらった⽅、ありがとうございます︕ すんごく役に⽴ちました(笑)

#5395の洋服は、⾒たことないですね〜。私も気になってました。何の曲だろうね〜︖

それと、「You and me (and…)」の⻘いセーターを着てノリノリでゴキゲンに歌っている映像もあるでしょ︖︖
 あれも、きっと何か別の曲だよね。

あと、#5397、8は正解だったんですね。イェイ︕
 「負けないで」映像は、ちょこちょこ紅⽩などで使われているのは知っていたけど、

 まだ追悼ライヴでもフルで流れたことはないのかな︖って意味でした。公開されたのは、あの⼀部分だけなんですね･･⾒
たい︕︕(笑)

昨⽇、ストちゃんが貼ってくれた⽇本⻘年館PVまとめサイトも少し⾒ましたよ〜。
 ありがとう、ばっちり︕前のスレを探すのが⼤変だったので泣きついてみました(笑)
 またあとで、時間のあるときにじっくり⾒たいと思います。

 ZARDのお勉強の予習・復習・・楽しいー︕︕

Re:What a beautiful memory 〜forever you〜
5415 選択 ＭＩＳＯＲＡ 2011-02-09 15:19:58 返信 報告

strayさん、皆さん、こんにちは

> この写真は初出ですね、⾒たことない⾐装です。

後ろの切り返しと袖がスプリングコートに似ているのでＵＰしてみました(#^.^#)

中の写真は襟がスプリングコートぽいですよね
 左は後ろの切り返しが同じ感じがするんですけど…

 襟を⽴ててるのか違うかな〜(^_^;)

スプリングコートで歌うＰＶ⾒たような気がするんですが…

P.S. 
 昨⽇タワレコで冊⼦ＧＥＴしてきました〜
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たくさん⼭積みになってました（*^_^*）
20周年これからどんどん盛り上がるといいですね

あさっては京都⾼島屋に⾏ってみようかと思ってます
 未公開映像楽しみ♡

ＭＩＳＯＲＡさん、⼤当たりです︕
5417 選択 stray 2011-02-09 19:02:06 返信 報告

ドルちゃん、ＭＩＳＯＲＡさん、こんばんは。

私もシャーロックホームズが着ているトレンチコートに似てると思いました（笑）。
 若い⼈は知らないでしょうけど、７０年代に流⾏ったのです（笑）。

灯台下暗し。同じ写真集の中に答えがあったんですねぇ（笑）。
 左襟、袖⼝、ぴったり合いますので、

 「ジョン・レノンが⼤好きコート」（と命名します）で間違いなさそうです。
 さすが、ＭＩＳＯＲＡさんです︕

 

Re:⽇本⻘年館で撮影されたＰＶ
5418 選択 stray 2011-02-09 19:07:33 返信 報告

ドルちゃん

> 「You and me (and…)」の⻘いセーターを着てノリノリでゴキゲンに歌っている映像もある
でしょ︖︖ 

 > あれも、きっと何か別の曲だよね。

たぶんこれのことだと思うけど。（汚い画像でごめん）

ノリノリの曲なんだろうなぁ、きっと「Dangerous Tonight」じゃないかなぁ。

Re:What a beautiful memory 〜forever you〜
5419 選択 stray 2011-02-09 19:08:35 返信 報告
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ＭＩＳＯＲＡさん

> スプリングコートで歌うＰＶ⾒たような気がするんですが…

これですか︖
 コート違いですけども（笑）。

ＭＩＳＯＲＡさんへ
5469 選択 stray 2011-02-10 22:21:41 返信 報告

こんばんは。

↓の0:36"あたり
 http://www.youtube.com/watch?v=0HHMpCMVsDU

「もう少し あと少し…」から「⾬に濡れて」に切り替わる瞬間に
 #5417のロングコートらしきものがチラっと映ります。

これですかね︖（笑）

Re:ＭＩＳＯＲＡさんへ
5472 選択 ＭＩＳＯＲＡ 2011-02-10 23:32:47 返信 報告

strayさん、皆さんこんばんわ

記憶にあるのは、この映像です（*^_^*）

ありがとうございます（スッキリ︕）

明⽇、京都⾼島屋参加してきます

⾼速道路が通⾏⽌めになるのが怖いです

やっぱり早めに出発しなくてはだめかな︖

１０時開始で⼊りたいのですが…

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/e531e258fe3098c3bdd707c30a687d73.jpg
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https://bbsee.info/newbbs/id/5294.html?edt=on&rid=5472
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=5472


県外は初参加なので状況が分からないです(>_<)

映像の⽅も先着順とのことですし沢⼭並ばれる可能性が⼤でしょうかねぇ

未公開映像なにかな〜

あ!!早くもＴＶ通⾏⽌めって…

P.S.
 ネットでチョコ購⼊したんですけど…今⽇メッセージカード⼊れ忘れたので速達で送りますって連絡がありました(笑)
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