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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

SH中野×渋⾕タワレコ×銀座⼭野 PANレポート 〜SH中野編〜
5645 選択 PAN 2011-02-17 20:23:00 返信 報告

みなさん、こんばんは︕
 出遅れましたが、中野・渋⾕・銀座で開催されたZARDイベントのレポートをお届けします︕（笑）

2⽉10⽇、その⽇は東京に⽤事がありましたので、前⽇の夜⾏バスに乗り、久々に上京しました。
 もちろん、翌⽇からの三連休を利⽤して渋⾕タワーレコードと⼭野楽器で開催されるZARDイベントを楽しむ予定です︕

 その⽇の夜に開催されるSH中野はチケットを持っていないため、参加する予定はありませんでしたが、⼣⽅、⽤事が終わってから
 やはりSH中野のことが気になって、様⼦だけでもと思い、中野に向かうことになりました。

 もしかしたら当⽇券があるかもしれないし、グッズだけでも購⼊出来るかもしれないと、電⾞の中で期待しておりました。
 「今、中野に向かっているから待っててね、泉⽔さん︕︕（笑）＾＾」 ← かなり期待︕（笑）

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧HOME

https://zard-lab.net/
https://zard-lab.bbs.fc2.com/
https://fc2.com/
javascript:;
https://zard-lab.net/rule.html
https://zard-lab.net/log-8.pdf
https://zard-lab.net/log-7.pdf
https://zard-lab.net/log-6.pdf
https://zard-lab.net/log-5.pdf
https://zard-lab.net/log-4.pdf
https://zard-lab.net/log-3.pdf
https://zard-lab.net/log-2.pdf
https://zard-lab.net/log-1.pdf
https://bbsee.info/straylove/
https://zard-lab.net/snm.html
https://zard-lab.net/another.html
https://zard-lab.net/lyrics.html
https://zard-lab.net/ekimero.html
https://wezard.net/zardlive/
mailto:info@zard-lab.net
javascript://%E6%8A%95%E7%A8%BF%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%92%E9%96%8B%E3%81%8F
https://bbsee.info/newbbs/?edt=on
https://bbsee.info/newbbs/id/5645.html
https://bbsee.info/newbbs/id/5645.html?edt=on&rid=5645
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=5645
https://bbsee.info/newbbs/manage/
https://bbsee.info/newbbs/rules/
https://bbsee.info/newbbs/slideshow/
https://bbsee.info/newbbs/album/
https://bbsee.info/newbbs/list/
https://bbsee.info/newbbs/
https://zard-lab.net/bbs.html


 
18時すぎにJRの中野駅に到着しました。中野サンプラザホールの前には、すごい数の⼈が集まっていました。
チケットを⼊⼿するために中野サンプラザホールの中に⼊りましたが、当⽇券販売の案内はどこにも⾒当たりません。

 そういえば、アネ研さんとmarionetteさんは今晩のSHに参加すると⾔っていたことを思い出して、お⼆⼈を探すことにしまし
た。

 「もしかしたら、アネ研さんかmarionetteさんがチケットの余りを持っているかも︕＾＾」 ← まだまだ期待︕（笑）
 しかし、⼤勢の⼈の中からアネ研さんとmarionetteさんを探し出すことは出来ませんでした。すでに⼊場開始の時刻のため、

 ホールの中に⼊っちゃったかも･･。
 SH鑑賞がだめなら、せめてグッズ購⼊だけでもと思いましたが、そのグッズ売り場も会場の中にあるようです。

 「会場に⼊れないよ･･･。みんなと⼀緒に泉⽔さんのお祝いをしたかったよ･･･（涙）」← (´・ω・`)
 ついにSHの参加を諦め、しょんぼりと中野を後にしました。

ようやくホテルに到着してから、すぐにNYで温もりました。でも、NYからあがって携帯を⾒ると、なんと、marionetteさん
 からの着信が何度も⼊っていました。電話したら留守電になっていましたが、すぐにmarionetteさんからかかってきました。
 （SHの開始直前、marionetteさんにメールを送っていました）

 marionetteさんも三連休とのことで、翌⽇の午後に渋⾕で会う約束をしました。marionetteさん、いつも本当にありがとう〜＾
＾

 ⻑距離バス旅の疲れなどもあって、その晩は爆睡しました（笑）
 

SH中野×渋⾕タワレコ×銀座⼭野 PANレポート 〜渋⾕タワレコ編〜
5646 選択 PAN 2011-02-17 20:43:19 返信 報告

そして翌⽇、東京は朝から雪が降りました。marionetteさんとは直接、渋⾕タワーレコードで
待ち合わせです。

 少し早めにホテルを出発して、池袋の電気店に寄ってから渋⾕に向かうことにしました。
すると、池袋でmarionetteさんから電話があり、なんと、アネ研さんも渋⾕タワレコに来てく
れるとの連絡でした。

 「わ〜い、ひさびさにアネ研さんにも会える︕＾＾」もう、すごく嬉しかったです︕（笑）
 そして13時前に、ようやく渋⾕タワレコに到着しました。まだ、marionetteさんも、アネ研さんも到着していないようで

す。
 お⼆⼈が到着するまでお店の外で待っていようかと思いましたが、衝動を抑えられず、ひと⾜お先に店内に⼊ることにし
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ました。
⼊店して最初に⽬に⼊ったのが、新発売のSINGLE COLLECTIONや写真集が置かれたこのコーナーでした。

 

Re:SH中野×渋⾕タワレコ×銀座⼭野 PANレポート 〜渋⾕タワレコ編〜
5647 選択 PAN 2011-02-17 20:50:11 返信 報告

全体的にはこんな感じです︕（隠れているコーナーもありますが）
 

SH中野×渋⾕タワレコ×銀座⼭野 PANレポート 〜渋⾕タワレコ編〜
5648 選択 PAN 2011-02-17 20:58:31 返信 報告

特⼤のポップ︕＾＾
 

SH中野×渋⾕タワレコ×銀座⼭野 PANレポート 〜渋⾕タワレコ編〜
5650 選択 PAN 2011-02-17 21:06:51 返信 報告

店内に⼊って20分くらい経ち、ふと外を⾒ると、なんとそこにはアネ研さんが︕︕
 「アネ研さん、おひさしぶりです︕︕」アネ研さんとは、2009年5⽉の武道館ライブ以来の再会でした︕＾＾

 ひさびさにアネ研さんと会えてとても嬉しかったです。そして、marionetteさんの到着を待ちつつ、
 アネ研さんとZARDコーナーを⾒歩きました︕
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SH中野×渋⾕タワレコ×銀座⼭野 PANレポート 〜渋⾕タワレコ編〜
5651 選択 PAN 2011-02-17 21:12:57 返信 報告

旧譜のCDアルバムもたくさん取り揃えられていました︕
 

SH中野×渋⾕タワレコ×銀座⼭野 PANレポート 〜渋⾕タワレコ編〜
5652 選択 PAN 2011-02-17 21:17:14 返信 報告

フリー・マガジン「TOWER」もありました︕＾＾
 

SH中野×渋⾕タワレコ×銀座⼭野 PANレポート 〜渋⾕タワレコ編〜
5653 選択 PAN 2011-02-17 21:23:41 返信 報告
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関連アルバムやDVDコーナーも︕＾＾

SH中野×渋⾕タワレコ×銀座⼭野 PANレポート 〜渋⾕タワレコ編〜
5655 選択 PAN 2011-02-17 21:56:33 返信 報告

アネ研さんと話したり、コーナーを⾒歩いているうち、marionetteさんがようやく到着しました︕
 「marionetteさん、おひさしぶりです︕︕」marionetteさんとは1年前の⼭野楽器イベント以来の再

会です︕＾＾
 これでようやくみんな揃い、三⼈でZARDコーナーを楽しみました。

 こちらは超特⼤パネルです。近づいてよく⾒ると、泉⽔さんのお顔がキラキラしていました（笑）
 隣にはメッセージボードが設置されていて、みんなで泉⽔さんへのメッセージを書きました︕＾＾
 （写真はアネ研さんのレポをご覧ください︕）

 

SH中野×渋⾕タワレコ×銀座⼭野 PANレポート 〜渋⾕タワレコ編〜
5658 選択 PAN 2011-02-17 22:17:18 返信 報告

三⼈とも昼⾷がまだでしたので、渋⾕タワレコ近くの飲⾷店で⾷事をしました。いろいろと話
題がいっぱいで、

 とっても楽しいひと時でした︕＾＾そして、再び渋⾕タワレコに戻ります（笑）
 この展⽰ケースの中にはSINGLE COLLECTIONのほか、95年3⽉に発⾏されたタワレコ情報誌

「bounce」、渋⾕タワレコオープン時、
 限定で配布された⾮売品シングルCD「I'm in love」が展⽰されていました︕

 

SH中野×渋⾕タワレコ×銀座⼭野 PANレポート 〜渋⾕タワレコ編〜
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5659 選択 PAN 2011-02-17 22:21:32 返信 報告

シングルCD「I'm in love」クローズアップ︕＾＾
 

SH中野×渋⾕タワレコ×銀座⼭野 PANレポート 〜渋⾕タワレコ編〜
5660 選択 PAN 2011-02-17 22:24:26 返信 報告

この「bounce」欲しい〜〜（笑）
 

SH中野×渋⾕タワレコ×銀座⼭野 PANレポート 〜渋⾕タワレコ編〜
5661 選択 PAN 2011-02-17 22:31:13 返信 報告

そして、この展⽰コーナーの下には、渋⾕タワレコ新オープン時に制作されたTV-CMが繰り返
し流れていました。

 やっぱり、ZARDロゴといえばこれですね︕＾＾
 

SH中野×渋⾕タワレコ×銀座⼭野 PANレポート 〜渋⾕タワレコ編〜
5662 選択 PAN 2011-02-17 22:37:18 返信 報告
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天井にはたくさんのキャンペーンポスターが︕このポスターも欲しい〜〜（笑）

SH中野×渋⾕タワレコ×銀座⼭野 PANレポート 〜渋⾕タワレコ編〜
5663 選択 PAN 2011-02-17 22:43:13 返信 報告

ちなみに昔、スカパーmusic272で流れた「If you gimme smile」ではタワレコ店内の映像が
使われていました（笑）

 

Re:SH中野×渋⾕タワレコ×銀座⼭野 PANレポート 〜渋⾕タワレコ編〜
5666 選択 stray 2011-02-17 23:00:07 返信 報告

PANさん、こんばんは。

レポ投稿が⻑〜いので途中でチャチャ⼊れちゃいます（笑）。

アネ研さんのレポで、”なんでPANさんが東京に︖”と思ったのですが
 なるほど、たまたまアネ研さん＆marionetteさんと再会したのですね。

 とくにアネ研さんが「そこに居た」には笑っちゃいました（笑）。

中野ＳＨは⾒ることができなくて残念でしたね・・・

[5561]のbounceは持ってますが、あげられません（笑）。
 [5561]に写っているのは泉⽔さんですか︕︖
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Re:SH中野×渋⾕タワレコ×銀座⼭野 PANレポート 〜渋⾕タワレコ編〜
5668 選択 PAN 2011-02-17 23:20:07 返信 報告

所⻑、こんばんは︕
 いつも早く寝ているので、只今、眠さと闘っています（笑）

> [5561]のbounceは持ってますが、あげられません（笑）。 
 やはり所⻑はbounceお持ちでしたね︕（笑）すごく羨ましいです〜＾＾

 > [5561]に写っているのは泉⽔さんですか︕︖ 
 [5661]の画像でしょうか︖たぶん、ほかの⽅ではないかと思います（笑）

⼭野楽器のイベントは既にアネ研さんやgoroさんもレポされていますので、簡潔にレポします︕（笑）
 

SH中野×渋⾕タワレコ×銀座⼭野 PANレポート 〜銀座⼭野楽器編〜
5673 選択 PAN 2011-02-17 23:28:42 返信 報告

銀座⼭野楽器編です︕（笑）
 渋⾕タワレコをたっぷり満喫したあと、電⾞で移動して、銀座⼭野楽器のZARDイベントを⾒

に⾏きました。
 7FのJAM SPOTに⾏くと、おなじみの美しいZARDブルーの看板が出迎えてくれました︕＾＾

 

SH中野×渋⾕タワレコ×銀座⼭野 PANレポート 〜銀座⼭野楽器編〜
5674 選択 PAN 2011-02-17 23:31:21 返信 報告

今年の記念写真コーナーはこちらです︕＾＾
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SH中野×渋⾕タワレコ×銀座⼭野 PANレポート 〜銀座⼭野楽器編〜
5676 選択 PAN 2011-02-17 23:35:42 返信 報告

写真集もたくさん置いてありました︕売れてもどんどん補給されていきます︕（笑）
 ちなみにわたしは「きっと忘れない（⻩）」、「あの微笑を･･･（⽩）」を購⼊しました︕＾＾

 

SH中野×渋⾕タワレコ×銀座⼭野 PANレポート 〜銀座⼭野楽器編〜
5677 選択 PAN 2011-02-17 23:39:00 返信 報告

SINGLE COLLECTIONはもちろん、decimoや、Le Portfolioも︕
 

SH中野×渋⾕タワレコ×銀座⼭野 PANレポート 〜銀座⼭野楽器編〜
5679 選択 PAN 2011-02-17 23:46:34 返信 報告
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こちらはポスター保存⽤の「B2ポスターファイル」です。結構⼈気があって、在庫分はこの⽇
に完売したようです。

 これまで、ポスターは貼ってしまうか、丸めたまま保存するかどちらかでしたが、このポスタ
ーファイルにより、

 広げて保存出来て、⽇焼け防⽌にもなるそうです（店員さん談）
 

SH中野×渋⾕タワレコ×銀座⼭野 PANレポート 〜銀座⼭野楽器編〜
5682 選択 PAN 2011-02-17 23:51:37 返信 報告

イベントごとに制作される、ミニポップです︕
 

SH中野×渋⾕タワレコ×銀座⼭野 PANレポート 〜銀座⼭野楽器編〜
5683 選択 PAN 2011-02-17 23:53:48 返信 報告

プレミアムボックスも販売していました︕
 

SH中野×渋⾕タワレコ×銀座⼭野 PANレポート 〜銀座⼭野楽器編〜
5684 選択 PAN 2011-02-17 23:55:28 返信 報告

1999年に抽選でプレゼントされた「ZARDオルゴールバス」も展⽰されていました︕
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SH中野×渋⾕タワレコ×銀座⼭野 PANレポート 〜銀座⼭野楽器編〜
5685 選択 PAN 2011-02-17 23:58:59 返信 報告

CDや書籍以外にもZARDグッズの数々︕＾＾
 

SH中野×渋⾕タワレコ×銀座⼭野 PANレポート 〜銀座⼭野楽器編〜
5686 選択 PAN 2011-02-18 00:02:59 返信 報告

恒例となったスタンプコーナーです︕
 

SH中野×渋⾕タワレコ×銀座⼭野 PANレポート 〜銀座⼭野楽器編〜
5687 選択 PAN 2011-02-18 00:17:25 返信 報告
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ミニシアターも⾒終って、⼭野楽器を出る頃にはすっかり夜になっていました︕
今回、店舗の⼊り⼝付近にはとても⼤きな看板がありました︕

 このあと、アネ研さんとmarionetteさんと三⼈で、東京国際フォーラム内にあるお店に飲みに
⾏き、

 楽しいひとときを過ごしました︕＾＾
 アネ研さん、marionetteさん、今回は本当にありがとうございました︕︕＾＾

 以上、SH中野×渋⾕タワレコ×銀座⼭野 PANレポートでした︕（笑）
 

Re:SH中野×渋⾕タワレコ×銀座⼭野 PANレポート 〜銀座⼭野楽器編〜
5688 選択 Ａｋｉ 2011-02-18 00:51:08 返信 報告

 ⼭野楽器の「Ｂ２ポスターファイル」は本当に⼈気なのは解かります。
  3600円は安いです。

 （普通のお店には売っていませんし、ネットだと「送料」が⾼いので結果的に5000円近くになることもあります）

 ⾒本の20周年のポスターも⼊っていたら買っていたかも（笑）

 Ｂ社もポスター30種の時に20種か40種にして「ポスターファイル⼊り」で売ったら、売れたと思います。

（訃報後に販売されていたモノだけでも、04年Ｌｉｖｅ関連4枚・最初の追悼Ｌｉｖｅ6枚・30種ポスターで40枚と3回忌
のポスター３種にＬｉｖｅ会場でＣＤ買うと貰えるポスターを考えると、それだけでも⼤分ポスター保存に困っている⼈
は多い筈…）

 90年代後半〜現在まで結構「ポスタープレゼント」は在りました（最近はＢ３タイプも増えていますが）私もグッズシ
ョップなどで⼤分、処分しましたが、それでも「Ｂ２ポスターファイル」は3冊持っています。

Re:SH中野×渋⾕タワレコ×銀座⼭野 PANレポート 〜SH中野編〜
5690 選択 チョコレート 2011-02-18 09:25:25 返信 報告

PANさん、皆さん、こんにちは︕PANさんのレポートがアップされましたね〜。待ってましたよ。
 昨夜、リアルタイムでアップされるのを眺めていて、これは超⼤作だろうと･･･予感がしてました︕(笑)。

 PANさんが3連休お出かけすることは知っていたのですが、こんなに充実した連休だったとは︕(笑)
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SH中野は参加できなくて、本当に残念でしたが、そのあとで、アネ研さんとmarionetteさんと合流できて、楽しい時間
を過ごされたようで、私もなぜだかとてもうれしくなりました(笑)。

 以前に、オフ会の中継もここでありましたよね〜︖待ち合わせ場所とか、皆さんが合流できるかとか、チョコはお留守番
隊だったので、ドキドキしながら⾒ていましたね。そのことを懐かしく思い出しました(笑)。

私は、渋⾕のタワレコには⾏けなかったので、写真いっぱいのPANさんレポートはとてもうれしいです︕
 意外と︖こじんまりとしてますが、⽴派なコーナーになってますね︕時間があれば私も⾏きたかったです。

⼭野楽器さんでも、私はあまり写真を撮らなかったし、撮った数少ない写真のうち、⼊り⼝の⼤きな看板はピンボケしち
ゃっていたので(苦笑)・・・PANさんレポートの写真を記念に保存させていただこうと思っています(笑)。

私もPANさんとたぶん同じ時間に、⼭野楽器さんに居たのですけど・・・すれ違っていたのかな︖(笑)
 いつか、私もオフ会に混ざりたいです(笑)。

 詳細レポ、ありがとうございました︕︕
 

Re:SH中野×渋⾕タワレコ×銀座⼭野 PANレポート 
5691 選択 pine 2011-02-18 11:37:38 返信 報告

PANさん こんにちは︕
 超⼤作レポありがとうございます︕

 アネ研さんのレポで、PANさんもSHに⾏かれたんだと勝⼿に思っていました。
 しょんぼりと会場を後にするPANさんの後姿が⾒えてくるようで…

 SHは残念でしたが、その後は楽しい休⽇を過ごされたようで、良かったですね。

たくさんの写真も載せて下さっているので、⾏けない私にとっては嬉しいかぎりです。(^-^)
 レポートありがとうございました。︕

Re:SH中野×渋⾕タワレコ×銀座⼭野 PANレポート 〜銀座⼭野楽器編〜
5692 選択 ペケ 2011-02-18 18:40:17 返信 報告

PANさん、皆さん、こんばんは。
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⼤量の写真付レポお疲れ様です。臨場感に溢れていますね〜。marionetteさんやアネ研さんとも、楽しい時間を過ごされ
たようで良かったですね︕

Re:SH中野×渋⾕タワレコ×銀座⼭野 PANレポート 〜SH中野編〜
5697 選択 ドルチェ 2011-02-18 23:02:36 返信 報告

PANさん、みなさん こんばんは︕ PANさんの写真付きの超⼤作レポ、嬉しい︕︕ 

SH中野は残念だったけど、その後のアネちゃん・マリオネットさんとのイベント巡り＆オフ会は充実していたね〜︕
 私は、都会のイベントには⼀度も参加したことがないから写真付きですんごく⾏った気分になれて嬉しかったです(^^)

渋⾕タワレコの壁にダーンと書いてある「ZARD 20th ANNIVERSARY×TOWER RECORDS SHIBUYA」の⽂字、なんか
いいですね︕

 泉⽔さんのお顔の特⼤ポップもポスターもお部屋に欲しいな〜。
 「bounce」も⾮売品シングルCD「I'm in love」も欲しい︕(笑) CDの写真の泉⽔さん、かわゆいですよね〜♥

 #5661は、パッと⾒⼀つ結び︖から拡⼤してみないと泉⽔さんぽく⾒えますね(笑)
 ところで、渋⾕タワレコ移転オープン⽇の95年3⽉10⽇って、AL「forever you」の発売⽇ですよね︕

 それで、発売記念も併せてZARD×渋⾕タワレコのコラボが実現したのかな〜(^^) いい時代だったな〜(笑)

⼭野楽器は、本当に毎年イベントを続けてくれていて感謝感謝ですよね。
 毎年恒例の記念写真コーナーの⼤きな泉⽔さんも、もちろん欲しいです(笑) どこに飾ろうかな〜(笑)

 「B2ポスターファイル」なるものがあるんですね︕これいいですね。イメージ的には、⼤きな写真集かな。
 なんとまぁ︕⼭野楽器では、PANさんとチョコちゃんはニアミスですか〜(笑)

途中でNYに⾏って信号機にぶら下がってきたりしたので、ノロノロなレスになってしまったけど、
 PANさん、とっても楽しいレポをありがとうね︕

みなさん、レスありがとうございます︕（笑）
5702 選択 PAN 2011-02-19 12:00:51 返信 報告

Ａｋｉさん、チョコさん、pineさん、ペケさん、ドルチェさん、こんにちは︕レスありがとうございます︕＾＾
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Ａｋｉさん
「Ｂ２ポスターファイル」、Ａｋｉさんは3冊お持ちなんですね︕＾＾確かに、お店で売ってい
るのを⾒たことないですね︕

 わたしも購⼊特典などで貰ったポスターは結構持っていますが全部丸めたままだったので、⼭
野楽器で「コレはいい︕」と思って、

 次週⼊荷分をいったん購⼊⼿続きしました。でも、シングルコレクションや写真集を購⼊する
ため節約でキャンセルしちゃったのです＾＾︔

 渋⾕タワレコは2000年初め頃は予約特典のポスタープレゼントがありましたね︕
 Sg「星のかがやきよ」は⼭野楽器でポスターが貰えましたが、こちらは「コナン」のポスターでしたね。（端っこに⼩さ

くジャケ写が写ってますが（笑））
 

Re:みなさん、レスありがとうございます︕（笑）
5703 選択 PAN 2011-02-19 12:05:44 返信 報告

チョコさん
 チョコさんも⽇曜⽇の午後に⼭野楽器に⾏ったんですね︕ホント、すれ違っていたかもしれな

いですね︕＾＾
 もしかして⼤きな板チョコとか持っていればチョコさんって気付いたのかも︕︖ぎゃはは

（笑）
 オフ会の中継は懐かしいですね︕（笑）次回は久々にチャット中継しようかな︕＾＾

 いつかチョコさんもオフ会に参加できればいいですね︕＾＾⽇曜⽇に撮った写真も追加しま〜す︕（笑）

pineさん
 昨年のSH渋⾕ではチケットを購⼊しつつも上京することができず、今回は上京したけどチケットが⼊⼿できなかったとい

う次第です＾＾︔
 pineさんはいろいろハプニングがあったけど、参加することが出来て本当に良かったですね︕（笑）

 今回、SH中野は観れませんでしたが、SH広島に参加することが出来たので良かったと思います＾＾
 関⻄にもタワレコの店舗があるので、いろんなとこでZARDのイベントやって欲しいですね〜＾＾

 

Re:みなさん、レスありがとうございます︕（笑）
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5705 選択 PAN 2011-02-19 12:10:51 返信 報告

本⽂なし

Re:みなさん、レスありがとうございます︕（笑）
5706 選択 PAN 2011-02-19 12:12:04 返信 報告

ペケさん
 ペケさん、レポート読んでいただいてありがとうございます︕＾＾

 少しでも臨場感をお伝えすることが出来て本当に嬉しく思います︕＾＾
 別スレのシングルコレクションの解析、さすがですね︕わたしも購⼊しましたが、まだ開封し

ていない状態で、聴くのが楽しみです︕（笑）
 「Hypnosis」はアレンジが異なるのですね︕もしかして、同じのが重複しているかと思ってい

たのですがスッキリしました︕＾＾

ドルちゃん
 ドルちゃんも参加してもらったような気分になれて本当に嬉しいです︕＾＾

 「ZARD 20th ANNIVERSARY×TOWER RECORDS SHIBUYA」と「超特⼤ポップ」の写真、追加アップしますね︕
（笑）

 ⾃分も⼤きなポップや⾮売品シングルとっても欲しいです︕（欲しいものがいっぱい（笑））
 #5661の画像、拡⼤しないで⾒ると泉⽔さんに⾒えてしまうかもしれませんね︕（笑）そういえば髪型も似てる︕＾＾

 > ところで、渋⾕タワレコ移転オープン⽇の95年3⽉10⽇って、AL「forever you」の発売⽇ですよね︕ 
 あ、これは今まで気付きませんでした︕ホントに、すごく良い時代ですね︕︕＾＾

 ところで、ドルちゃんのお家にはあの「ぶらさがりの信号機」が︕︖（笑）
 

Re:みなさん、レスありがとうございます︕（笑）
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5707 選択 PAN 2011-02-19 12:13:18 返信 報告

本⽂なし

Re:みなさん、レスありがとうございます︕（笑）
5708 選択 PAN 2011-02-19 12:32:25 返信 報告

本⽂なし

Re:みなさん、レスありがとうございます︕（笑）
5710 選択 Ａｋｉ 2011-02-19 14:11:02 返信 報告

> 渋⾕タワレコは2000年初め頃は予約特典のポスタープレゼントがありましたね︕ 
  関東地区では「渋⾕タワレコ」と「⽯丸電気」でしたね。

  「運命の〜」や「痛いくらい〜」「ＺＡＲＤ ＢＥＳＴ（5⽉）」は結構もらえた⼈が居たそうです。
  「この涙、星になれ」「Ｇｅｔ Ｕ’ｒｅ Ｄｒｅａｍ」「ｐｒｏｍｉｅｄ ｙｏｕ」「もっと近くで〜」「ＺＡＲＤ 

ＢＥＳＴ（9⽉）」「時間の翼」は特典としてもらえました。「星のかがやきよ」はアニメ絵柄でしたね…
  99年のＢＥＳＴ2枚は各「復刻版ポスターセット3枚」というのが在りましたね。

「さわやかな〜」は「ディスクピア」の特典だったようで、関東地区では難しいですね。
  「明⽇を夢⾒て」は渋⾕タワレコは「アーティスト絵柄」で他は「コナン絵柄」 

 「瞳閉じて」はタワレコ渋⾕店予約者のみ 
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 「ＺＡＲＤ ＢＬＥＮＤⅡ」は⼭野楽器が「ポスターカレンダー」で「⽯丸（だったかな︖）」がアルバムと10周年記
念本を買うともらえたようですね。

Re:みなさん、レスありがとうございます︕（笑）
5714 選択 ドルチェ 2011-02-19 15:14:14 返信 報告

PANさん、みなさん こんにちは︕ PANさん、追加のお写真ありがとう〜(笑) 嬉しいです(^
^)

私、いつもおなじみのCD屋さんで予約して買ってたけど特典でポスターをもらったことはない
な〜(´・ω・`)ｼｮﾎﾞｰﾝ

 もしかしたら予約じゃなくて、ただのフラゲだったのかも︕(笑)
 それで毎回思うんだけど、こういう⼤々的なイベントなどで使⽤したパネルとかポスターは、

 最終的にどうされるのかな〜︖ 仕舞ってるだけならちょっとヨレヨレになっててもいいから欲しい︕(笑)

そういえば、特典で新品のポスターはもらえなかったけど、CD屋の店員さんと仲良しだったので、
 壁に貼ったポスターを最後はもらえてました(^^)

 それで思い出したんだけど、99年「ZARD BEST~軌跡~」の時の販促⽤の⽴体的な⼤〜きなパネルも(添付写真みたいな)
 もらったんです︕(笑) ヨイショヨイショ&ルンルンで抱えて帰りました(笑)

 ずっとお部屋に置いてたんだけど、例のハウススタジオの正⾯向いた泉⽔さんのパネルだったので、なんか緊張するする
(笑)

 どこかに仕舞ってるかもしれないから、探してみよう(^^)

Re:SH中野×渋⾕タワレコ×銀座⼭野 PANレポート 〜SH中野編〜
5765 選択 goro 2011-02-20 21:36:14 返信 報告

PANさん みなさん こんばんは

遅くなりました(笑)
 PANさんも思う存分ＺＡＲＤＷＥＥＫを楽しまれたようで何よりです。

 アネ研さんとmarionetteさんとのオフ会やイベント巡りも楽しい様⼦が伺えます。
 こうしてＺＡＲＤを慕う⽅々と⼀緒に過ごされるのも微笑ましいかぎりでございます。
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ＳＨ中野には⾏くことができず、残念でしたが、是⾮とも広島で⾒てきて下さいね。
渋⾕のタワーレコードは私は⾏きませんでしたが、来年もこうしたイベントを⾏って頂くと嬉しいですね。

 ポスターファイル、収納に便利のようですね。私もポスターを頂いたり、買ったりしますが、どうしても丸まったままに
なってしまい、最後は押⼊れの奥の⽅になってしまい、劣化が進⾏しています(笑) 私もＣＤ特典で何枚か頂いたものが
あります。

 ⼀番のお気に⼊りはシングルの「永遠」です。ただ、昔から額縁にも⼊れずにそのまま、飾っているので、熱焼けしてそ
うです(笑)

 レポートを読ませて頂き、ありがとうございました。
 和みます︕

 

Re:みなさん、レスありがとうございます︕（笑）
5766 選択 Ａｋｉ 2011-02-20 21:52:59 返信 報告

 「99年5⽉ＢＥＳＴ」のポスターは何種もありましたね…私が貰い損ねたのはＣＤではなく「ピアノ＆ボーカルスコア」
を買った⼈に貰えたものですが、ポイントカードが満タンになったのでそれで買おうとしたら「ポイントカードは書籍に
は使えません」と⾔われたので、当時はＣＤ店は賑わっていましたから「コレをポイントで…」ともいえない空気感で貰い
損ねました（苦笑）果たして「ジャケット絵柄」だったのか︖「Ｂｒｅｚｚａ〜」の絵柄だったのか︖（笑）

 ＣＤ店で貼り終わったのをもらえるお店もありましたね…「Ｌｉｖｅ ＤＶＤ」のポスターを貰ったことが在ります。
  ⽯丸電気も余ったポスターをＣＤを買った⼈にプレゼントするシステムが昔はありました。

 会報誌に店内の様⼦を⾒ているとポスターが何枚も貼られている贅沢な売り場…「こんなに沢⼭あるなら1枚ほしい…」
と思いました…

 今は「グッズショップ」に⼤量にありそうですね…（苦笑）中野には「中野ブロードウェイ」という場所があって、そこ
は「グッズショップ」が充実しています。
 訃報後のグッズは近年であることと、誰でも買えたので殆ど定価（なので買取は相当低いでしょうね…）・それ以前のも
のはポスターは2千円〜3千円程度（買取は700円くらいのようです）

  ＺＡＲＤのようなあまりグッズを売らなかったアーティストでも、皆が売りに来るので「飽和状態」だそうです（汗）

 オークションでビックリするくらいの価格で売られているのも実の価値はそうでもないみたいですね…（汗）
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goroさんへ︕
5808 選択 PAN 2011-02-23 07:32:31 返信 報告

こちらこそ、お返事が遅くなって申し訳ありません︕＾＾
 広島SHは昨年でしたので、楽しんで来ましたよ︕＾＾今回、渋⾕のタワーレコードにはお出掛

けにならなかったのですね。
 京都のZARD展に参加が出来て良かったですね︕5⽉に新宿⾼島屋で開催されるZARD展は今か

ら⼼待ちにしております（笑）
 「永遠」いいですよね︕＾＾⼭野楽器のイベントでもポスターが販売されていましたね︕（購

⼊しておけばよかったです）
 こちらの地元ではZARDに関係するイベントが開催されることはないため、都会でイベントがあれば無理をしない範囲で

 参加が出来ればと思っています︕20周年ライブなどでまたお会い出来れば良いですね︕（笑）

Re:SH中野×渋⾕タワレコ×銀座⼭野 PANレポート 〜SH中野編〜
5809 選択 ひげおやじ 2011-02-23 09:24:05 返信 報告

PANさん、
 レポート有難度う御座いました。

 ⼭野へは毎年⾏っていたし渋⾕は近いので⾏くつもりだったのですが、運悪く⾊々と取り込んでいて何れも⾏きそびれて
しまいました。

 （⼭野のスタンプが途切れてしまったのが⼼残りです。）
 詳細に亙るレポート、お陰様で様⼦を掴む事が出来ました。
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