
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

SH堂島 〜pineレポート＜その１＞〜 （ネタばれあります︕︕）
5344 選択 pine 2011-02-07 12:26:03 返信 報告

皆さん こんにちは︕

昨⽇２⽉６⽇ 泉⽔さんのお誕⽣⽇公演に⾏って来ました︕

早くからドキドキして、⽕曜⽇に寝込んだという話は以前しましたが、週末に思いがけないトラブルが次から次へと起こり、危機
的な状態でした。（⼤汗）

 コトの始まりは⼟曜の早朝。破壊星⼈の「頭痛い…」で起こされ、きゃ〜熱︕︕⼤変だぁ︕︕
 医者へ連れて⾏き、薬をもらって⼀⽇寝かせていたら、⽇曜朝には下がりました。やれやれ…
 ⽇曜はダンナが破壊星⼈を連れて出かける予定だったのに、病み上がりなのでダンナ１⼈で出かけることに。
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留守番要員の娘は、友達と遊びに⾏くというので、「４時半には帰って来て︕帰ってこないとお⺟さん⼤変なことになるから…」と
念押し。

 準備万端整えて、娘の帰りを待ちます。…が４時半になっても帰ってこない。焦りだすpine。
 でも、会場までは１時間かからないので、⼤丈夫。

 １０分遅れで帰ってきた娘と⼊れ替わるように出発︕
 電⾞１本乗り遅れたけど、まだ余裕はあります。泉⽔さん待っててね〜(^-^)

さて、駅に着くと、改札の前にホワイトボードが…。
 そこには『踏切事故のため 列⾞運休中』

 ガーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーン︕︕︕︕︕︕︕︕︕
 なにぃっ︕電⾞が動いていない︕︕︕⽬の前真っ暗… 焦りまくるpine。

 駅員さんに聞くと、JRの駅までバスを使ってくださいというので、バス乗り場へ。次のバスまで１０分。
 いつもは駅前にいっぱいいるタクシーも１台もなかったけど、バスよりもタクの⽅が絶対に早いので、タクシーを選択。

 出発はバスより少し遅かったけど、着いたのはバスより早かった。正解○︕
 電⾞に乗ったのが、17:20分。絶対に間に合わない…

 会場の最寄り駅、JR福島駅に着いたのが18時過ぎ。あ〜始まっちゃった…（涙）
 電⾞を降りるや否やダッシュです。⾛りました。♪久しぶりにこんなに⾛った…♪冗談を⾔ってる場合じゃない…

 息をハーハーゼーゼーさせながら、ようやく会場到着。
 グッズ売り場は５〜６⼈の⼈がいました。チケットが取れなくて、グッズだけ購⼊に来られたのでしょう。

 今は、グッズは後︕︕早く中へ︕︕
 ホールに⼊ったら、「あの微笑みを忘れないで」が終わるところでした。(><)

 ホットパンツの泉⽔さんを⼀瞬⾒ました。（苦笑）

前置きが⻑〜くなってしまいましたが、こういういきさつで、オープニングから２曲⽬までは⾒れませんでした。（涙）
 チョコさんにアドバイスいただいた、ドリンクも買えず、トイレも⾏けず、コートも膝の上のまま。

 準備は全て⽔の泡〜（苦笑）
 肩で息をしながら、２曲⽬からはメモを⽚⼿に⾒て参りました。

Re:SH堂島 〜pineレポート＜その２＞〜
5346 選択 pine 2011-02-07 12:32:59 返信 報告
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セットリストです。少し変更がありました。

１．あの微笑みを忘れないで
 ２．君に逢いたくなったら

 ３．Oh my love 
 ４．遠い⽇のNostalgia 

 ５．息もできない
 ６．⾬に濡れて

 ７．Good-bye My Loneliness 
 ８．ハイヒール脱ぎ捨てて

 ９．こんなにそばに居るのに
 10．素直に⾔えなくて

 11．きっと忘れない
 12．サヨナラは今もこの胸に居ます

 13．もう少し あと少し…
 14．あなたに帰りたい

 15．Forever you

⽻⽥裕美さんのピアノにのせて 映像のみ

16．⼼を開いて
 17．Today is another day 

 18．愛が⾒えない
 19．君がいない

 20．マイフレンド
 21．Don't you see! 

 22．揺れる想い
 23．負けないで

エンドロール かけがえのないもの

エンドロール終了後、
 『And…』



 
『20th anniversary』
『また思いきり騒ごうね  izumi』

SH堂島 〜pineレポート＜その３＞〜
5347 選択 pine 2011-02-07 12:36:31 返信 報告

さてさて、映像の⽅ですが、私にとって殆どが初めて⾒る映像なので、どれが初出の映像なのか、よくわかりません。(-
-;)

 当てにならなくてすみません。m(_ _)m

先⽇のチョコさんメモに追加分だけ書きますね。

３．Oh my love 
   ・⽩サマーセーター＋ホットパンツ

   ・アルバムジャケットになっている、⾚茶⾊のセーターの映像

４．遠い⽇のNostalgia 
   ・Gジャン＋ブルーのロングパンツ で座って歌う

７．Good-bye My Loneliness 
   ・PV

   ・⿊⾰ジャン インナーは⿊のTシャツorトレーナー  ⽇本⻘年館︖

12．サヨナラは今もこの胸に居ます
   ・サブマリンドッグのバスの中の映像

   ・⽩シャツ＋⽩パンツ＋⽩スニーカーで歌うシーン ⽇本⻘年館︖
   歌が編集されていて、出だしは1番の歌詞で、途中から（誰かに必要とされたいから…）につながり、エンディングま

でだったように思います。
  もしかしたら、最初から2番スタートだった︖

⽻⽥裕美さんのピアノにのせて（映像のみ）のところで、NYの撮影でビートルズっぽく横断歩道（じゃないけど）を歩く
シーンの⿊とクリーム⾊の服で（画像がすぐに⾒つからないのでこんな説明ですみません）、カメラに向かってずいーっ
と⼿を伸ばすシーンがありました。
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21．Don't you see! 
  ・2004ライブのシーン

   ・⻩T＋サングラス、屋上のシーンは多分「ANNASUI」だと思います。
   ・⽩いスクリーンの前で写真撮影シーン。服装が２パターンあり、ひとつはグリーンと⿊の⼩さな円がいっぱいのブ

ラウスでした。
   ・⿊ミニスカートで階段駆け上がるシーン → ありました。数段駆け上がり、⽌まると同時に振り返る。

   ・薄ピンクワンピでカフェから道路に降りるシーン → 曲のラストにありました。サングラス、帽⼦はなし。
   ・例の「アーチ扉」はありませんでした。

SH堂島 〜pineレポート＜その４＞〜
5348 選択 pine 2011-02-07 12:40:22 返信 報告

楽しい時間は早く過ぎるもの…あっという間の２時間でした。
 チョコさんも書かれていましたが、ロケ地捜査でPC上で訪れた場所、goroさんの海外レポなど、いろ

いろなことが思い浮かびました。
 ⼤画⾯で⾒る泉⽔さん・⼤⾳量で聞くZARD すっごく感動しました。

 もしかしたら、これが最初で最後になってしまうかもしれないけど、１度でも参加できて良かった。
⼼からそう思えました。

 エンドロール終了後、「泉⽔さん２０年間ありがとう︕またライブで思いきり騒ごうな︕」と１⼈の
男性が叫ばれた時はジーンと来ました。

終了後、グッズ売り場は⻑蛇の列でした。もちろん私も並んで、ツアーパンフとMFマガジンを購⼊しました。
 ZARD紙袋には⼊れてもらえず、WEZARD紙袋でした。

 勿論、汚れないように、エコバッグへ。（笑）
そうそう、ブルードッグ買っている⽅がいましたよ︕紙袋にギュっと詰め込まれてました。（笑）

会場⼊り⼝にポスターがありました。「SOLD OUT」 嬉しいですね。(^-^)
 建物を出るときに、寺尾さんらしき⼈物とすれ違いました。

 外では、インタビューされている⼈も。

余談ですが、帰りの電⾞、まだ動いていませんでした。(><)
 仕⽅なく、また⼤回りをして帰りましたとさ。
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⻑⽂で拙いレポートを最後まで読んで下ってありがとうございました。
オープニングのところはもちろん、美しい泉⽔さんにボーっと⾒とれていて、抜けているところがあると思いますので、
参加された⽅がいましたら、フォローしていただけると嬉しいです。

１０⽇に参加される⽅、どうぞステキな時間を過ごして来てくださいね︕

Re:SH堂島 〜pineレポート
5349 選択 stray 2011-02-07 12:57:49 返信 報告

pineさん、こんにちは。

堂島ＳＨの詳細レポ、どうもありがとうございます。
 泉⽔さんの美しさを堪能されたようで何よりでした。
 出かける前のドタバタ劇、pine家らしいというか（笑）、本⼈が必死な分

 読んでるこちらは⼤爆笑ものです、ああ〜、おかしい（笑）。

⼊念な準備が全て⽔の泡になった割には（笑）、沈着冷静に映像細部を覚えてきてくれてありがとうございます。

セットリストですが、通常のＳＨの
 ３. Top Secret

 ４. You and me (and…)
 が、

 ３．Oh my love 
 ４．遠い⽇のNostalgia 

 に置き換わって、
 ７．Good-bye My Loneliness 

 12．サヨナラは今もこの胸に居ます
の２曲が追加されているようです。

 といっても全部2007〜2009WBMで流れた曲で、pineさんの曲レポを読んでも
 どうやら未公開の映像は無いみたいですねぇ・・・

ブルードッグは、⾼価なのにぞんざいな扱われ⽅なんですねぇ、可哀想（笑）。
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Re:SH堂島 〜pineレポート
5350 選択 チョコレート 2011-02-07 13:12:22 返信 報告

pineさん、所⻑さん、皆さん、こんにちは︕
 早くも、pineレポがアップされてますね〜 (笑)。

 ぎゃははは︕(笑)
 笑っちゃいけないと思いつつ･･･笑わせてもらっちゃいました〜(笑)。

 しかし、pineさん、本当に⼤変でしたねぇ。
 破壊聖⼈くんは熱出すわ、交代要員のお姉ちゃんは遅れてくるわ、電⾞は⽌まってるわ･･･まるで絵に描いたような悪夢の

連続︕(苦笑)
 そんな中、ダッシュしながらも替え歌を思いついてしまう、pineさんの持って⽣まれたお笑い資質が素晴らしいですね

(笑)。
 ぜひ、その歌の続きも聴きたいです(笑)。ぎゃははは︕

準備はすべて⽔の泡〜になった割には、しっかりとメモしてくださり、ありがとうございます︕
 良いなぁ〜︕「Oh my love 」と「遠い⽇のNostalgia 」、⼤好きだから、聴きたかったなぁ〜。

 ⼤画⾯の泉⽔さんの美しさには惚れ惚れしますよね。ホント、素敵(笑)。
 pineさんも参加できて、良かったですね〜。私まで、なぜかうれしい(笑)。

 またいつの⽇か、参加できる機会があるといいなと、思います。
 ドキドキレポート、ありがとうごうございました(笑)︕

 

Re:SH堂島 〜pineレポート
5351 選択 FT1021 2011-02-07 13:52:58 返信 報告

pineさん、所⻑さん、チョコレートさん、こんにちは︕
 ①あの微笑みを忘れないで

 の前に
 泉⽔さんへ happy birthdayの歌を

 をみんなで歌いましたよ。 
 追加しておきます。
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Re:SH堂島 〜pineレポート
5352 選択 チョコレート 2011-02-07 13:59:32 返信 報告

FT1021さん、皆さん、こんにちは︕
 FT1021さん、先⽇はチャットでありがとうございました(笑)。SH堂島、楽しまれましたか︖

> ①あの微笑みを忘れないで 
 > の前に 

 > 泉⽔さんへ happy birthdayの歌を 
 > をみんなで歌いましたよ。  

 > 追加しておきます。 
 追加情報、ありがとうございます。

 pineさんはハプニングで間に合わなかった部分ですから、ありがたいです(笑)。
 泉⽔さんへ happy birthday･･･私も歌いたかったなぁ〜。

また、FT1021さん⽬線のレポートもお待ちしております(笑)。

レスありがとうございます(^-^)
5353 選択 pine 2011-02-07 15:00:30 返信 報告

所⻑さん チョコさん FT1021さん こんにちは︕

所⻑さんもチョコさんも意地悪なんだからぁ…確かに他⼈事なら⾯⽩いですよね。SHレポというより、ドタバタ顛末記っ
てタイトルに変えようかしら…（笑）

 先程も、幼稚園のお迎えに⾃転⾞で⾏って、乗って帰るのを忘れた、間抜けなヤツです。（^^;）
 普段からこんなだから、いざと⾔うときもダメなんですね。(--;)

>といっても全部2007〜2009WBMで流れた曲で、pineさんの曲レポを読んでも 
 >どうやら未公開の映像は無いみたいですねぇ・・・ 

 「Beatiful Memoryを編集したもの」という位置づけがあるので、それ以外の曲は⼊らないのでしょうね。
 新映像はないですか…。

 私は初めてだったので、新鮮な気持ちで⾒れましたが、何度⽬かの⽅には少し期待外れだったのでしょうか︖

https://bbsee.info/newbbs/id/5344.html?edt=on&rid=5352
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>準備はすべて⽔の泡〜になった割には、しっかりとメモしてくださり、ありがとうございます︕ 
メモは…暗くて⼿元が⾒えないので、重なって書いているところもあり、⾃分の字ながら解読するのが⼤変でした。(^^;)

 チョコさんのメモを何となく覚えていたので、「これはあの映像ね」など思いつつ、鑑賞できました。

FT1021さん はじめまして︕
 堂島に参加されていたのですね︕

 あの微笑みを忘れないで の前にhappy birthdayの歌を歌ったのですか︕︕
 お誕⽣⽇だから、何かあったんだろうなとは思っていましたが、私も⼀緒に歌いたかったです。

 情報ありがとうございました。m(^-^)m
 

Re:SH堂島 〜pineレポート
5358 選択 ペケ 2011-02-07 18:29:44 返信 報告

皆さん、こんばんは。

pineさん、⼤変な思いをされながらのレポートお疲れ様でした。泉⽔さんの誕⽣⽇とＳＨが重なるだけでも思い出になる
のに、着くまでの間に、数々のスリルとサスペンス、なんかドラマになりそうで（笑）。⼀⽣忘れない⽇になりました
ね。

 

Re:SH堂島 〜pineレポート
5362 選択 ドルチェ 2011-02-07 20:08:38 返信 報告

pineさん、みなさん こんばんは︕

わぁ、早速のレポありがとうございます(^0^) そして、初SH参加おめでとうございまーす︕
 pineさんのレポを⼼待ちにしていたんですが、期待を裏切らない︖⾯⽩さ・・じゃなくって素晴らしさでした︕(笑)

 最初の⽅は、ちょっと残念だったけど、美しい泉⽔さんをばっちり堪能できて良かったですね〜。
 FT1021さん（またチャットしましょ︕）情報によると、始めに泉⽔さんへhappy birthdayが歌われたんですね。素敵︕

内容の⽅は噂どおり、ちょこっとセットリストを変えてきましたねー。
 「Oh my love」では、アルバムジャケットのあの泉⽔さんの映像が出てきたんですか︖ え〜、いいなぁ〜(笑)

 あの服装の泉⽔さん⼤好きなので、特番でチラッと動く映像がでてきた時に わぁぁ︕って感じだったのですが、
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それを⼤画⾯で⾒れるなんて︕･･･いいなぁ(笑)
「遠い⽇のNostalgia」私も、フルで聴きたかったです〜。

 それと、「Good-bye My Loneliness」のPVとは別の、歌っている映像はどんな映像かすごく興味あります︕

先週のチョコちゃんに引き続き、pineさんレポのお陰でまたSH熱がぐんぐんと上がってきちゃいました。熱出さないとい
いけど(笑)

 このまま、どんどんZARD20周年が盛り上がっていくといいですね︕

Re:SH堂島 〜pineレポート
5363 選択 stray 2011-02-07 20:30:49 返信 報告

ドルちゃん、こんばんは。

いつになくお早い出勤で（笑）。
 「Good-bye My Loneliness」は、ＳＨではカットされてますが、

 ⼤⿊埠頭PV映像のところどころに⾰ジャンを着て歌うシーンが挟まれているのです。
 ⽇本⻘年館のスタジオですが、⾰ジャンなのか⾰ブレザーなのか、

 ⿊なのか茶⾊（私は茶⾊とメモしてました）なのか、その辺は不明。
 とにかく「Good-bye My Loneliness」も⽇本⻘年館で撮ってることは間違いなし︕（笑）

 

Re:SH堂島 〜pineレポート
5365 選択 ドルチェ 2011-02-07 21:04:00 返信 報告

ストちゃん、こんばんは︕ 

ちょっとちょっと〜︕ この感じの泉⽔さん、私すっっごく好きなんだけど︕︕ 
 「Good-bye My Loneliness」にも、こういう⾵に歌っている映像があるんですね。かなり感激。ところでこの映像は︖

(笑)

それとこれって、⽇本⻘年館での撮影なの︖
 使ってるマイクをみると「愛は暗闇の中で」「素直に⾔えなくて」の時のマイクと同じみたいですね。同じ時かな〜︖

 私、「愛は暗闇・・」とかのPVの撮影場所がどこか知らなかったんだけど、⽇本⻘年館でだったのね︕ ますます私の中
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で、⽇本⻘年館が聖地化してきました(笑)
でも⽩マイクの時とは撮影⽇は別ですよね〜︖⼀緒︖︖

Re:SH堂島 〜pineレポート
5366 選択 stray 2011-02-07 21:35:18 返信 報告

ドルちゃん、こんばんは。

> ちょっとちょっと〜︕ この感じの泉⽔さん、私すっっごく好きなんだけど︕︕

そんなことオレに⾔われても・・・（笑）

「愛は暗闇…」と「素直に⾔えなくて」は、⽩いマイクではないけれど
 ⽇本⻘年館であることは疑う余地なしです（笑）。

この⿊のトレーナーに⾰ジャンを⽻織って撮ったのが「Good-bye My Loneliness」かと。

[5363]の画像は2009WBMのツアパンです。
 が、この⾰ブレザーを着て歌うシーンはなかったので、

 「Good-bye My Loneliness」がこれだったのかなぁ、という意味でアップしたわけ（笑）。

⽇本⻘年館でのPV撮りは最低でも２⽇かかってると思うので
 ⽩マイクとは別の⽇である可能性が⾼いですね。

 

Re:SH堂島 〜pineレポート
5381 選択 goro 2011-02-07 23:56:11 返信 報告

pineさん みなさん こんばんは

堂島のレポート、ありがとうございます。
 pineさんの⾒に⾏きたい気持ちが沢⼭伝わってきました(笑)

 数々の難儀なことを克服して、⾒ることができたのは、
 いつもよりも感動が⼤きかったのではないでしょうか︖
 本当に⾒ることができて良かったですね︕
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泉⽔さんの歌っているシーンも素晴らしいですが、ロケ地の映像を⾒ていると、
みんなで捜査したことが懐かしく微笑んでしまいます。

 そうそう、昨⽇は私も１つささやかなプレゼント︖を頂きました。
 別室︖に記載しました。

 レポート、楽しく読ませて頂きました。ありがとうございます。
 

レス ありがとうございます
5383 選択 pine 2011-02-08 10:34:12 返信 報告

ペケさん ドルチェさん 所⻑さん goroさん おはようございます。

ペケさん
 >泉⽔さんの誕⽣⽇とＳＨが重なるだけでも思い出になるのに、着くまでの間に、数々のスリルとサスペンス、なんかドラ

マになりそうで（笑）。⼀⽣忘れない⽇になりましたね。 
 本当にその通りです。お誕⽣⽇記念のSHの思い出と、私のハチャメチャな思い出が連動し、⼀⽣忘れられない⽇になりま

した。（笑）
 何年かたったら、「あの時は…」なんて笑い話でしょうね。って既に笑い話か…（苦笑）

ドルチェさん
 私のために（︖）もう⼀度⼤阪に戻ってきてくれたSH。（←まだ⾔ってるし（笑））

なのに、遅刻してしまいました。(><)
 ２時間、⼤画⾯で泉⽔さんを⾒続けられるというのは、本当に幸せですね。（^^）

 でも、既に時間とともに記憶が薄くなっていて、今、「Oh my love」のアルバムジャケットで動く泉⽔さんって、
どんな動きしてたんだろう︖って思い出せなくなっています。（汗）

 わぁ︕と思ってみていても、あれだけ次から次へとステキな映像を⾒せられると、脳が追いついていないのが悔しいで
す。

 もう、４⽉までDVD待てない︕って気持ちです。（笑）

「Good-bye My Loneliness」の映像は、所⻑さんが#5363で貼って下さっているものに間違いないと思います。
 #5347で、⿊⾰ジャンと書きましたが、⾰ブレザーの間違いです。

 ⾊は茶⾊︖そう⾔われればそんな気も…(汗)
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恥ずかしがり屋のgoroさんへ
SHの映像では、goroさんの現地レポでお⽬にかかったところが出てくるたびに、ワクワクしていました。

 goroさんが旅をされなかったら、こういう気持ちにはなれなかったと思うので、感謝感謝です。
 別室も拝⾒しましたよ︕(^-^)

Re:レス ありがとうございます
5384 選択 stray 2011-02-08 12:33:21 返信 報告

goroさん、こんにちは。
 別館（私の私的ブログ）と違って、別室（軽チャー）はZ研の正式コンテンツですから（笑）、

 堂々と「軽チャー」と書いて下さってかまいませんので。
 採⽤おめでとうございます︕

 どこかで⾒たことある⾵景だなぁと思ってました（笑）。
 軽チャーネタで終わらすのはもったいないので、是⾮ここでご披露願いたいです（笑）。

pineさん、こんにちは。
 やっぱりpineさんがご覧になった「Good-bye My Loneliness」の映像は

 [5363]でしたか︕ 写真を⾒るかぎり⾊は「⿊」ですね（笑）。

SH堂島での、君がいない
5405 選択 ＦＴ１０２１ 2011-02-08 22:08:43 返信 報告

皆さん、こんばんは︕
 ひとつ教えてください。

 ＳＨ堂島の時の、君がいないの⾳楽（リズム）が
 テクノポップ調に感じたのですが別のバージョンって

 あるのですか︖
 アルバムなどを聞いても同じテクノポップ調は

 ないと思います。

pineさんはどうでしたか︖
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よろしくおねがいします。

Re:レス ありがとうございます
5406 選択 goro 2011-02-08 22:31:50 返信 報告

pineさん strayさん みなさん こんばんは
 strayさん、 かなり照れていますので(笑)、意味深︖なメッセージを残してしまい、申し訳なかったですが、

 ひっそりと別室ではなく「軽チャー」に記載させて頂きました(笑)
 今年はpineさんと⼀緒に採⽤させて頂きましたので、

 来年はＺ研のみなさんと共に沢⼭贈って、華やかな泉⽔さんへのフラワーギフトにしたいものですね。
 pineさん、スクリーンハーモニーは⽇本や⽇本以外のロケ地が写りますので、

 みなさんと⼀緒にワイワイ探したのだから、印象は残り、
 他の⽅々とは違った楽しみ⽅ができますよね︕

 

Re:SH堂島での、君がいない
5408 選択 stray 2011-02-08 22:41:01 返信 報告

ＦＴ１０２１さん、こんばんは。

「君がいない」のアレンジは３種類あります。

・Ｓｇ ver.
 ・４ｔｈＡＬ ver.（Ｂver.）

 ・ＴＶ Mix ver.（「彼⼥が嫌いな彼⼥」サントラ）

イントロに特徴があって、Ｓｇ ver.はドラムのズタズタズッタッタ（笑）が
 左から右へ⾳が流れるように聴こえます。

どちらかと⾔われれば、Ｓｇ ver.のほうがテクノポップ調なのかなぁ。
 私は駄⽿なのでアテにしないで下さいね（笑）。

Re:SH堂島での、君がいない

https://bbsee.info/newbbs/id/5344.html?edt=on&rid=5406
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=5406
https://bbsee.info/newbbs/id/5344.html?edt=on&rid=5408
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=5408


5411 選択 pine 2011-02-09 11:37:29 返信 報告

ＦＴ１０２１さん こんにちは︕

う〜ん すっごく難しい質問ですね…(⼤汗)
 他の曲も、SHはバンドの演奏だからCDとは違うということは感じましたが、そのくらいの意識しかしておりませんでし

た。
 お役に⽴てず、申し訳ありません。m(_ _)m

堂島に参加された⽅で、ＦＴ１０２１さんと同じように感じられた⽅がいらっしゃいましたら、是⾮レスお願いしま〜
す︕(^-^)

Re:SH堂島での、君がいない
5412 選択 stray 2011-02-09 12:27:12 返信 報告

pineさん、こんにちは。

SHはバンド演奏じゃなくて、CD⾳源だと思ってました︕（笑）
 SSTVの「君がいない」は ALver. っぽく聴こえます。

 駄⽿なので⾃信ありませんけど（笑）。

ところで、堂島の映像で質問なのですが、「oh my love」の
 > アルバムジャケットになっている、⾚茶⾊のセーターの映像 

 って、壁にもたれて笑う数秒の映像ですよね︖

このシーンが⻑々と映ったのであれば、それが新映像なのかも・・・
 

Oh my love の映像
5413 選択 pine 2011-02-09 13:30:05 返信 報告

所⻑さん こんにちは︕

>SHはバンド演奏じゃなくて、CD⾳源だと思ってました︕（笑） 
 あら︕そうなんですか︕︖てっきりバンド演奏だと思い込んでいました。（汗）
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Beatiful Memory も SH もどちらも⾏かれた所⻑さんがそう仰るのですから、そうなのでしょう。

>ところで、堂島の映像で質問なのですが、「oh my love」の 
 >> アルバムジャケットになっている、⾚茶⾊のセーターの映像 

>って、壁にもたれて笑う数秒の映像ですよね︖ 
 >このシーンが⻑々と映ったのであれば、それが新映像なのかも・・・ 

 きゃー︕ 聞かないで〜って感じですが（苦笑）
 Mステスタジオでホットパンツで歌うシーンの間に、スポット的に映像が混ぜられていました。

 時間とともに記憶が薄れてきて、はっきりと覚えていないのですが、
 その中に、PVの映像・#5412、他にも⾚茶⾊のセーターの映像が１〜２シーンほどあった…ような…気がします。

 すみません、ホント、⾃信ありません。m(_ _)m

明⽇⾏かれる⽅、⾒て来てください︕お願いします。m(_ _)m

Re:Oh my love の映像
5421 選択 stray 2011-02-09 19:24:19 返信 報告

pineさん、こんばんは︕

> Mステスタジオでホットパンツで歌うシーンの間に、スポット的に映像が混ぜられていました。

スポット的であれば、既出の映像だと思われます。

私の結論ですが、

堂島ＳＨでは、初出の未公開映像はありません︕（笑）

ＳＨとして初出である「Oh my love」「遠い⽇の…」「Good-by…」「サヨナラ…」
 のことを『未公開』と表記したのだと思われます。な〜んだ（笑）。

Re:SH堂島 〜pineレポート＜その１＞〜 （ネタばれあります︕︕）
5456 選択 ミキティ 2011-02-10 19:46:02 返信 報告

pineさん♪みなさん♪ こんばんは（＾－＾）
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SH堂島pineレポートをドキドキ♡ハラハラしながら拝⾒しました☆:*:
初参加おめでとうございます（＾－＾）

 ⼤変だったとお聞きしていましたが ⼤事なイベントのときに限って(｡･o･)ﾉﾉ
 ワタワタ.｡o○ ガーーーーーーンな出来事が（汗）

 まるでマンガみたいなヽ(･ｪ･^)/
 pineさんの応援隊＆⾒守り隊がお役にたてなくてごめんなさい(*・ｪ･*)ﾉ~☆

ハプニングがいっぱいあったけれど泉⽔さんのお誕⽣⽇に⼤スクリーンできれいな泉⽔さんに会えて満喫出来て良かった
ですね（＾－＾）

 なんとか間に合って良かったです（嬉涙）
 ⼤変だったけどこころに残る思い出になったことと思います(*^ｰ^)ﾉ

 SHの詳しい様⼦や感動したこと参加出来て良かった想いが伝わってきました☆:*:
 pineさんのドキドキ♡ハラハラなレポートをありがとうございました（＾－＾）
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