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最後のコンサート（ネタばれ注意︕）
7237 選択 stray 2011-05-28 01:37:58 返信 報告

皆さん、こんばんは。

コンサート後のオフ会を終えて、今、ホテルに戻りました。
 未公開の映像、た〜くさんありましたけど、私は最後のコンサートの内容に疑問符を付けます。

 こんなんでＺＡＲＤプロジェクトに幕を下ろしちゃいけないと思います(笑)。
 点数をつけるなら５０点。

別スレで、アネ研さんが書かれている「デビュー前の⾳源」というのは
 1990年8⽉のＢ社のオーディションでの泉⽔さんの歌声のことです。
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アンルイスの「六本⽊⼼中」を歌われたそうで、そのテープが
東映カラオケの映像と共に流れました。

 声が太くて泉⽔さんとは思えない歌声でした。
 サプライズとしては⼗分ですが、感動はなかったです（笑）。

セトリや詳しい情報は帰ってから。
 

ありがとうございました︕
7238 選択 くろい 2011-05-28 02:06:55 返信 報告

Z研の皆さま、こんばんは︕

すごく⻑い間、ご無沙汰しておりまして、
 申し訳ございませんでした。くろいです。
 今⽇は突然にもかかわらず、参加させていただき、

 本当にありがとうございました。
 すごく楽しかったです。

また、お会いできるの楽しみにしていま〜す︕
 ありがとうございました〜。

 

セトリ（ネタバレあり）
7239 選択 サンタ 2011-05-28 07:07:04 返信 報告

皆さんおはようございます。
 パンフにセトリ載ってないんですね〜明⽇⼤阪に⾏きますが、情報仕⼊れてから最後のライヴ

を楽しもうと思っています。
 今朝、昨⽇の武道館の様⼦が少し放送されていました。

 最後の負けないで〜未公開映像ですよね〜ライヴ初の楽曲が何曲あって、未公開映像も気にな
るところです。

 情報よろしくお願いします。
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Re:最後のコンサート（ネタばれ注意︕）
7241 選択 MOR 2011-05-28 08:00:22 返信 報告

おはようございます。

21曲の未公開秘蔵映像が公開されたと⾔う報道がありますが、strayさんの評価を⾒ていると・・・。

でも、⾒たい。

オーディション時の録⾳って、これは反則技のような気がしますけど。

Re:最後のコンサート（ネタばれ注意︕）
7242 選択 stray 2011-05-28 08:06:36 返信 報告

定時（19:00）に始まって、きっかり3時間（22:00終了）でした。
 まずは前半のセトリ。

 前半は⼤満⾜の内容でしたが、ほとんどが１コーラス。

 
 １ Good-bye My Loneliness １コーラス

 ⼤⿊埠頭（未公開映像あり）

２ 不思議ね… １コーラス
 本牧埠頭（未公開映像あり）

３ もう探さない １コーラス
 ⽇本⻘年館未公開映像、御⽤邸裏未公開映像

４ Boy １コーラス
 ⽇本⻘年館未公開映像

５ 眠れない夜を抱いて １コーラス半
 Ｍステ出演映像Mix
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６ In My Arms Tonight １コーラス
⽇本⻘年館＋販促PV（別⾓度のカメラ⽬線映像あり）

７ あの微笑みを忘れないで
 ⽇本⻘年館＋未公開映像（[7093]右のスタジオシーン）

８ 異邦⼈ １コーラス
 販促PV

９ GOOD DAY
 エンジェル駅・イーストン駅未公開映像

10 あなたと共に⽣きて⾏く
 シドニー未公開映像

12 君がいたから
 ほぼ既出映像

13 突然 １コーラス
 スタジオ撮影もの別映像あり

14 DAN DAN ⼼魅かれてく １コーラス
 ⿇布⼗番未公開映像

15 ⾵が通り抜ける街へ １コーラス
 メルローズ通り（未公開映像あり）

16 今⽇はゆっくり話そう
 販促PV

17 永遠
 １コーラス⽬︓Eg ver.のPV（未公開映像あり）

 ２コーラス⽬︓エルミラージ販促PV

18 六本⽊⼼中 １コーラス
 東映カラオケ映像Mix

https://bbsee.info/newbbs/id7093.html


19 果てしない夢を（バンドメンバー紹介）
販促PV（未公開映像あり）

Re:最後のコンサート（ネタばれ注意︕）
7244 選択 stray 2011-05-28 08:44:04 返信 報告

【追記】 ナンバリング11が抜けてしまったので、演奏曲は1曲少ない39曲です。
  

⾳が悪かったです、最初はそう感じてもだんだん⽿が慣れてくるものですが
 昨⽇はダメでした。低⾳は曇って、⾼⾳は割れる。最後まで⽿障りな⾳で

 泉⽔さんの歌を楽しめなかったのが、低評価の⼀因です。
 武道館の中も蒸し暑かったので、そのせい（節電）か︖

後半のセトリです。

20 あなたを感じていたい
 ３回忌特番映像

21 世界はきっと未来の中 １コーラス
 モナコ・ムーラン通り未公開映像

22 この愛に泳ぎ疲れても １コーラス半
テレ朝スタジオ未公開映像

 AL「OH MY LOVE」の⻑いカーディガン（うぐいす⾊）＋⽩Ｔ

23 My Baby Grand 〜ぬくもりが欲しくて〜 １コーラス半
 ロンドン未公開映像あり

24 So Together １コーラス半
⽇本⻘年館未公開映像

  
 25 Just believe in love

 グランカフェ未公開映像
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26 かけがえのないもの １コーラス半
ロス未公開映像（道路の真ん中で⾵船持ってはしゃぐ）

27 きっと忘れない
 三宿アンティークGLOBE未公開映像あり

28 もう少し あと少し… １コーラス
 テレ朝未公開映像

29 Don't you see!
 ＮＹ既出映像

30 君に逢いたくなたら…
 別スタジオ映像あり（⻘紫⾊のチェック服）

31 夏を待つセイル(帆)のように １コーラス
 静⽌画ver.PVのスタジオ未公開映像と

 君に逢いたくなったら…スタジオ未公開映像

32 ⼼を開いて
 ニース既出映像

33 来年の夏も
 テレ朝スタジオ未公開映像

34 Today is another day
 モナコ既出映像

35 こんなにそばに居るのに
 グランカフェ未公開映像

36 君がいない
 既出映像

37 マイフレンド
 ロンドン既出映像



[アンコール]

38 forever you
 既出映像  

39 揺れる想い
 既出映像 

40 負けないで
 ⽇本⻘年館未公開映像

  

Re:最後のコンサート（ネタばれ注意︕）
7246 選択 stray 2011-05-28 09:10:24 返信 報告

未公開映像（⼀部も含めて）は、私のメモだと26曲になります。

私のセトリ予想もかなり合っていたのは︖（笑）
 （誰か検証してちょ）

チャリティーコンサートでもありませでした。ゲストも⼤物とは⾔えず、
 ２千円値上げした理由はただ儲けたかったのでしょう（笑）。

 ８千円出す価値はないと思いますが、必⾒でしょう。
 最後までＢ社らしい（笑）。

Re:最後のコンサート（ネタばれ注意︕）
7247 選択 Ａｋｉ 2011-05-28 09:54:02 返信 報告

 Ｙａｈｏｏ Ｊａｐａｎでは終了直後の⽐較的早いうちからＮｅｗｓが流れてましたね…

 武道館は改めて⾳響が良くないと感じました…
  ⾳漏れがヒドイ…（それとも、他の会場もあんなもの︖）

  外に居ながら「Ｊｕｓｔ ｂｅｌｉｅｖｅ ｉｎ ｌｏｖｅ」「あなたと共に⽣きてゆく」「ＧＯＯＤ ＤＡＹ」を聴
くことが出来ました（苦笑）
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 私はＤＶＤ待ちなのですが、アレだけ並んでいるのに何故Ｇｏｏｄｓ販売時間を前倒しにしないのか︖微妙…
 営業時間許可とかあると想いますが、おそらく朝から場所を借り切っている筈…

  「なんで臨機応変に出来ないのか︖」「そんなに並ばせたいのか︖」と⾔う感じがしました。

 パンフは追悼Ｌｉｖｅでは⼀番のお得感でしたね…

 私の知っている限りではあまり⾼額商品に⼿をつけている⽅はいらっしゃいませんでした…

Re:最後のコンサート（ネタばれ注意︕）
7249 選択 zakky 2011-05-28 10:23:30 返信 報告

初めまして。
 今まで時々拝⾒させて頂いておりましたが、良い機会なのでお邪魔しようと思います。

私も演奏⾯で不満が。strayさんの挙げられた点も実際に感じた部分ですが、個⼈的にはもう⼀つ気になる事がありまし
た。

 PAの関係で仕⽅ないのか意図的なものなのか、もしくは私の⽿がおかしいのか分かりませんが、
 坂井さんの声が悪い意味で可愛過ぎる様に聞こえました。

 過去の公演でも部分的に感じた事ですが、今回はセットリストの所為もあってか余計に違和感を覚えてしまいました。
 低⾳がバッサリ切られている様な感覚で…

 ロックな曲や後期の曲はあの少し低い所が⼤⼈っぽくて良いのに︕
 特に「今⽇はゆっくり話そう」では徳永さんのコーラスが予想外に良い雰囲気を出してくれていただけにショックでし

た。
 「あなたと共に⽣きてゆく」も違和感が拭えなかったです。

あとは声掛けが…こちらも過去の公演でもいくらか有った事ですが(というか同じ⼈︖)、流⽯に煩すぎます。
 普通のライブならまだしも、追悼ライブの性質を考えたらあんなの摘み出してもよかったような。

スタンディングを規制したりもしていたわけですし。

ゲストの⽅々も悪くは無かったですが確かに⼤物ではないですね(笑

愚痴ばかり書いてしまいましたが、全く楽しめなかったとか、そういう訳では断じてないです。
 形式美的な良さと⾔いますか、やっぱりあの温かい雰囲気を味わうと、「ああ、⾏ってよかったな」と思いますね。
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Re:最後のコンサート（ネタばれ注意︕）
7251 選択 MISORA 2011-05-28 11:12:42 返信 報告

strayさん、みなさん、こんにちは

コンサートお疲れさまでした

ご家族らしき⽅は今回も来られていたのでしょうか︖

私もメールのニュースを⾒てびっくりしました!
東映カラオケ映像は泉⽔さん出演のものなんですか?

 2千円UPは
 メモリアルチケットホルダー代と映像貸出料ってとこでしょうか(笑)

ツアパンフも早く⾒たいですぅ（*^_^*）
 未公開写真満載︖

 海外ロケ地はgoroさんに⾶んでもらわないといけませんね

strayさん、pineさん⼤阪会場でお会いできるといいですね
 パイナップルのかぶり物探さなくっちゃ(笑)

 

Re:最後のコンサート（ネタばれ注意︕）
7252 選択 狐声⾵⾳太 2011-05-28 11:43:09 返信 報告

私は、２階南東の席でした。前の列が４⼈分ほど空席でした。
 確かに歌声がひどかった。特にマイフレンド以降はボリュームの上げすぎで、声が割れていました。

 また全体にバンドの⾳も⼤きすぎる。
 皆さんにお会いできなくて残念でしたが、しっかり楽しみ、終電前に帰宅しました。

Re:最後のコンサート（ネタばれ注意︕）
7254 選択 時の翼 2011-05-28 13:14:08 返信 報告
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[7252]狐声⾵⾳太:
> 私は、２階南東の席でした。前の列が４⼈分ほど空席でした。 

 > 確かに歌声がひどかった。特にマイフレンド以降はボリュームの上げすぎで、声が割れていました。 
 > また全体にバンドの⾳も⼤きすぎる。 

 > 皆さんにお会いできなくて残念でしたが、しっかり楽しみ、終電前に帰宅しました。

僕はその列に座っていましたよ。

確かに⾳声は悪かったですね。

多少加⼯でもしたのかな︖

Re:最後のコンサート（ネタばれ注意︕）
7257 選択 ドルチェ 2011-05-28 17:18:46 返信 報告

ストちゃん、みなさんこんにちは︕︕ ハジメマシテの⽅も書込みしてくださっていて嬉しいです(^^)
 くろいさん、お久しぶりです︕くろいさんと⾔えば、ロクブリュヌに⾏かれた⽅ですよね〜︕︖(^^)

 みなさんの楽しいご報告がきけて、本当に嬉しいです︕

早速、昨⽇のセットリストをアップしてもらってますね(^^) ストちゃん、仕事が早いっ︕

お〜ラストライブは、全部で40曲も演奏されたんですね。
 最後だから出来るだけ多くの楽曲を、ということでしょうけど、1コーラスだけの演奏がほとんどですか・・

 既出の映像ならそれでいいけど、ほぼ未公開映像らしいのでちょっと欲求不満になりそう。DVDのとき、そうだったので
(笑)

セットリストをズラーッと⾒ると、最初の何曲かはリリース順のようですね。
 それにしても「Boy」演奏されたんだー︕︕しかも⼤好きな⽇本⻘年館での映像ですか︕

 どんな映像かな〜、ジョンレノンが⼤好きですからコートかな〜、早く知りたいです(*^^*)

それと、AL「HOLD ME」からの楽曲が思ったより放出されなくてちょっと意外でした。
絶〜対、⽇本⻘年館で全曲撮影はしていると思うのですが。ラストライブで出さないで、いつ出すの〜︖(笑)

このあとも、気になる映像についてダラダラと語っていきます(笑)
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3.「もう探さない」
やっぱり⽇本⻘年館の映像がきましたね〜(^^) 

 初期の曲を歌っている映像は⼤好きなので、これどんなのか、すーっごく興味ある︕ ⾒たい︕
 ⾚セーターシーンの未公開映像はあったみたいだけど、屋上シーンの未公開映像はなかったの︖︖

5.「眠れない夜を抱いて」
 えー︕Mステ出演映像のMix︕︖ それって有り得な〜い︕(笑) この曲こそ、未公開映像出さなきゃ︕

 出そうと思えば、⾊んな映像があるハズなのに・・うーん。

7.「あの微笑みを忘れないで」
 #7093の右のスタジオ︖︖ あの洋服で歌っているという事じゃないんですよね︖ バキュンみたいな感じの映像かな。

14.「DAN DAN ⼼魅かれてく」、15.「⾵が通り抜ける街へ」
 この⼆つの未公開映像も、気になりますね〜。

 ⿇布⼗番では、泉⽔さんのお散歩コースのヒントになる映像とかあったのでしょうか(^^)

18.「六本⽊⼼中」
 これには、ちょっとウケた︕ 私もビックリはしても感動はないかも(笑)

 それでその⾳源と共に、泉⽔さん出演の東映カラオケの映像が流れたんですか〜・・かなり微妙ですね。
 ZARD以前の泉⽔さんも、頑張ってる姿が愛おしくて⼤好きなのですが、敢えてラストライブで流す映像ではないと思いま

す。
 それ流すくらいなら、もっと⽇本⻘年館とか他の未公開映像を流した⽅が100倍感動があると思うけどな。うーん・・。

19.「果てしない夢を」
 あの企画は、Being全盛期︕って感じで今⾒ても楽しい気分になるので泉⽔さんの部分の未公開映像をもっと⾒てみたいで

す。

ちょっとコーヒーブレイクしてから、また後半をダラダラと語らせていただきます(笑)

Re:最後のコンサート（ネタばれ注意︕）
7258 選択 チョコレート 2011-05-28 19:22:31 返信 報告

ドルちゃ〜ん、皆さん、こんばんは︕
 所⻑さんからセットリストもアップされて、お留守番隊も興奮が伝わってきますね(笑)。
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ドルちゃんの熱い語りが今夜も続くようなので︖またあとで遊びに来ますね〜。

Re:最後のコンサート（ネタばれ注意︕）
7259 選択 ドルチェ 2011-05-28 20:36:07 返信 報告

後半は、後のほうになるにつれて既出映像が増えてきてますね(笑) ・・うーん(笑)

22.「この愛に泳ぎ疲れても」、28.「もう少し あと少し…」
 この2曲も前に話題にしたように、やっぱり⽇本⻘年館とダブってテレ朝スタジオ撮影の映像もあったんですね。

 「この愛に・・」の、AL「OH MY LOVE」の⻑いカーディガン（うぐいす⾊）って、どれだっけ︖︖
 「もう少し・・」はNOで流れた例のベージュノースリーブにロングスカートっぽい映像︖

24.「So Together」
 「So Together」、あったんですね。⽇本⻘年館だし想像しただけで、もう感涙モノです(;;) 

25.「Just believe in love」
 これも演奏されたんですね︕ 聴きたかったから嬉しいね〜(^^) 

 AL「forever you」の楽曲は、やっぱり全曲グランカフェで撮影したのかな。

27.「きっと忘れない」
 三宿アンティークGLOBEの未公開映像︕⾒たい︕︕ セーターのシーンもジャケットのシーンもどっちもあった︖(^^)

 夜のシーンもあったりして(*^^*) おなじみの曲でも、こんな⾵に映像違いだと嬉しいですよね。

29.「Don't you see!」のNY映像はじめ、32･34･37の南仏･ロンドン映像は既出映像だったんですか〜。
 特にNYロケ地モノは、たくさんの未公開映像が⾒られると期待していたのに、残念。。

30.「君に逢いたくなったら…」、31.「夏を待つセイル(帆)のように」
 「君に逢いたくなったら･･･」の未公開映像、楽しみ︕ また新たな可愛い泉⽔さんの映像が⾒られるのかな〜(^^)

33.「来年の夏も」
これは、この前話してた⽩シャツの映像︖︖ 未公開映像だと別物︖ 20代の頃の№1ソングなので⾒たい︕(笑)

 それと1コーラスって書いてないから、私の予想通りフルで流れたのかな〜︖(笑)

ラスト、40.「負けないで」
 やっぱり最後の最後に、⽇本⻘年館の映像がきましたね︕
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ところで#7239で、サンタさんが貼ってくださってる画像は、「負けないで」の時のものなのでしょうか︖
私の記憶では今まで⽩マイク映像しか⾒たことないのですが、この映像では⿊マイクですね〜(笑)

 サンタさん、画像ありがとうございます。明⽇の⼤阪ラストライブ楽しんでくださいね︕ またレポも待ってますよ〜︕

MORさん、
 お留守番組としては、DVDに期待してしまいますよね︕ 早く⾒たいですね〜(^^)

 > オーディション時の録⾳って、これは反則技のような気がしますけど。 
 私もちょっとそんな感じがします(笑)

Ａｋｉさん、
 グッズ購⼊で武道館前までは⾏かれたんですね(笑) 

 他のサイトでも問題になってましたが、⼤⾏列で購⼊にかなりの時間がかかったようですね。

zakkyさん、はじめまして︕
 このラストライブを機に初書込みしていただいたようで、とっても嬉しいです(^^)

 ⾒る⼈によって感じ⽅もそれぞれ違うので、⼀つでも多くのレポを読めると本当に嬉しいです︕
 > 坂井さんの声が悪い意味で可愛過ぎる様に聞こえました。 

 > 過去の公演でも部分的に感じた事ですが、今回はセットリストの所為もあってか余計に違和感を覚えてしまいました。 
 低⾳がバッサリ切られている様な感覚で…

 うーん・・それは残念ですね。私も泉⽔さんの低⾳ボイスに魅⼒を感じる者の⼀⼈なので、ちょっと気になるかも。

MISORAさん、
 pineさんもパイナップルの被り物で参加してくださるそうだし(うそうそ)、Z研参加のみなさんとお会いできるといいです

ね︕

狐声⾵⾳太さん、時の翼さん、
 武道館の⾳響の悪さは、ちょっとひどかったようですね。。

 それでも、ラストライブを楽しまれたようで良かったです︕(^^)

まだまだたくさんの未公開映像があるようですが、本当にこのライブがラストで、残りは封印しちゃうのでしょう
か。。︖

 本当にこれっきりだと寂しすぎるし、なんとも勿体ないので、
 



B社のことだから、お得意の発⾔覆しや無かった事にして、何らかの形でライブや映像のお披露⽬があることを期待しま
す︕

あっ︕︕
 > 私のセトリ予想もかなり合っていたのは︖（笑） 

 （誰か検証してちょ）
 ストちゃんのこの検証は、またあとでゆっくりしますので待っててね(笑)

チョコちゃ〜ん
7260 選択 ドルチェ 2011-05-28 20:48:21 返信 報告

チョコちゃん、こんばんは(^^)

やっと今、語り終わったよ〜(笑) 楽しい︕けどちょっと疲れた(笑)
 お留守番隊には、こういうセットリストとか⾊んなレポは嬉しいですよね〜︕

 少し落ち着いたらそのうち、これにそれぞれの⾐装情報も追加してもらえると思うので楽しみに待っとこうね︕(^^)

ドルちゃ〜ん︕(笑)
7261 選択 チョコレート 2011-05-28 20:53:19 返信 報告

ドルちゃ〜ん、こんばんは︕
 ドルちゃんを発⾒したのでレスしてみたけど･･･今からNYなので(笑)、また急いで戻ってくるね︕

 あとでお話できたらお話してね〜〜︕(笑)
 

ZARD
7262 選択 時の翼 2011-05-28 21:08:58 返信 報告

こんばんは、昨⽇のライブに不満がある時の翼です。

昨⽇、あなたと共に⽣きてゆくが演奏されましたけど、僕はそこで、さらば⻘春の影よのセルフカバーが演奏されるので
はないかと、MCの進⾏に期待を寄せながらわくわくしてたのですが、ことごとく裏切られてしまいました（笑）

今後、未発表の映像・⾳源はどう取り扱われるのでしょうねかな︖
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まさか、これで⾃然消滅を狙っているわけではないと思うけど・・・

もしかしたら明⽇の⼤阪公演で何らかのアナウンスが有るかもしれませんね。
 

Re:最後のコンサート（ネタばれ注意︕）
7263 選択 goro 2011-05-28 22:23:16 返信 報告

みなさん こんばんわ

昨⽇も楽しかったです。普段お会いできない⽅々とお話できて嬉しかったです。
所員の⽅々の熱⼼さには恐れ多いです(笑)。

 ＫＯＨさんには初めてお会いできて嬉しかったし、カーディガンさんは元気でホッとしました。strayさんは１年ぶりでし
たけど、全く豪傑さが衰えず、存在感ありましたし(笑)、アネ研さん、PANさんも前回と変わらずの熱⼼さには敬意を表
します。

 くろいさん、今度お時間がありましたらニースやモナコのお話をして下さいね。是⾮とも聞きたいものです。軽チャーで
も記載していただければ嬉しいです。

 マリオネットさんは、前回よりもパワーアップしていましたね(笑)。途中でいなくなってしまいましたが(笑)、お話できて
嬉しかったです。

 ジョナサンさんにお会いできました。少しでしたが、お元気そうで何よりでした。

そして、カズさんには初めてお会いしました。何か今度のライブ絶対⾏きます︕ってばっかり⾔っていたのが、恥ずかし
かったですが(笑）、告知を⾒逃さないように注意します。今度は９⽉と１１⽉ですね。カズさんには私の⼤好きな曲の
「マイフレンド」を歌って頂きたいですね。希望っ︕(笑)

コンサートは、私は⾳質が悪いとかの域まで達していないので(笑)、⾳のことについては、あまりこだわりませんでした
が、総じて良かったと思います。

 ２階席の殆ど最後の列の⽅だったけど、映像もきちんと⾒えて、周りが⾒渡せて良かったと思います。未公開映像、多か
ったですね〜、既に判明していた地の未公開もありましたが、そそりますね〜(笑)。

 特にロサンゼルスダウンタウンのの⾵船を持った泉⽔さんが可愛かった〜 他にもそそられたシーンがありましたが、後
で思い出します(笑)

明⽇は、⼤阪に⾏く予定ですが、台⾵の影響で⾏けるかどうかがわかりません。
⾏きは⾏けそうですが、帰りの夜⾏バスが運⾏するか微妙なので、はっきりいける状態かまだわかりません。
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Re:最後のコンサート（ネタばれ注意︕）
7264 選択 アネ研 2011-05-28 23:28:51 返信 報告

こんばんは、みなさん
 私にとっての2⽇間のZARD三昧の⽇々が終わってしまいました。

 私もライブの感想と意⾒を少し書いてみます。
 所⻑とも話したのですが、今回のライブは追悼というより、20周年記念の⾊合いが強く、ZARDとのゆかりのある⼈々の

紹介とのコラボって感じでした。
 そんな訳で、ゲスト登場のたびに司会が紹介して泉⽔さんとのことを話し、楽曲名の⾔っての演奏でした。

 それはまるで、夜のヒットパレードか、ヤンヤン!歌のスタジオか︖プツプツ切れて、ライブでよくやる変わったアレンジ
始まり次に何の曲をやるのかっといった。ハラハラ間もなく、盛り上がりのかけるものでした。

 とはいっても新しい映像や、噂の新曲（未公開という意味では）があったので、嬉しかったです。
 是⾮、是⾮、主催者さん、悔しかったら演奏者の満⾜より観客の盛り上がるライブをまた来年やってください。（わざと

挑発(笑)）
 オフ会では所員はともかく、前回会ってから驚きの海外取材したくろいさん、またお話聞かせてくださいね。

 そして、かずさん、わたしも今度はライブ是⾮⾏きます。
 また、どんどんロックしてきた楽しいマリオさんは、今後も楽しみですね。(笑)

 また、変わらずにやさしいジョナサンさん、いろいろ仕切ってもらって、感謝、感謝です。(笑)
 そして、弾丸ツアーのロケ地捜査のgoroさん、はしばしに魂の海外取材の熱い⼼が少し解れて嬉しかったです。(笑)

みなさん、また、イベント＆オフ会やりましょう。
 お疲れ様ですした。

そして、⼤阪組さん楽しんできてください。

セットリストありがとうございます
7265 選択 サンタ 2011-05-29 00:02:46 返信 報告

strayさん細かくセットリスト載せてくれてありがとうございます。
 明⽇は泉⽔さんと⼀緒に『おもいきり騒ごうね』
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楽しみいっぱい…でもこれで本当に最後になってしまうと思うと複雑な⼼境ですが…

ドルチェさん、あの写真が負けないでのものかどうか判りませんが明⽇確かめてきます。
 グッズ販売は14︓30〜の発表でしたが12︓30に繰り上げられた様です。

おもいきり楽しんできますね。

最後のｺﾝｻｰﾄ
7266 選択 WO 2011-05-29 00:14:43 返信 報告

皆さん、武道館お疲れさまでした。最近書き込みさせていただいているWOと申します。

⾳質や映像については、書かれている⽅が多いので、他に27⽇で気づいた点を述べます。

ｺﾝｻｰﾄのｱﾝｹｰﾄ⽤紙は私の席のｾｯﾄには⼊っていなかったのですが、皆さんなかったのでしょうか︖私の聞き間違いでなけれ
ば、終演後に正⾯⽞関で、「ｱﾝｹｰﾄ⽤紙をお持ちの⽅は。。。」と声を出していたｽﾀｯﾌがいらしたようです。もっともｱﾝｹｰ
ﾄがないなら、本当に最後なのでしょう。

ﾗｽﾄの泉⽔さんの「今⽇はどうもありがとうございました︕」にも今までの「また会いましょう︕」が続いてなく、本当に
終わりなんだ、と寂しく感じました。

ｸﾞｯｽﾞは後⽇通販で買えるﾗｲﾌﾞｸﾞｯｽﾞにはあまり⻑い列ができず、FCの過去の会報狙い中⼼の列がすさまじかったです(私は
2時間半並んでやっと⼀冊のみ確保できました）。やはり販売時間の前倒しなど⼯夫が欲しかったです。

 NO-SHOW(ﾁｹｯﾄあるのにこなかった⼈）の席がｱﾘｰﾅA7ﾌﾞﾛｯｸでした私の席の前列にもあり、終演後余ったﾁｹｯﾄﾎﾙﾀﾞｰはや
はりその隣の⼈が「いただき」状態でした。これのみ、⼊場時に半券を切る際に、係員が⼀⼈⼀つずつ⼿渡しする⽅が良
いと思いました。ZARDが好きだろうと、⼈の浅ましさはそんな簡単に⽌められないんだなあ、と感じました。

あとﾗｲﾌﾞではないのですが、私は11時過ぎに六本⽊⿃居坂のB社⿃居坂ﾋﾞﾙに献花に⾏きました。若い⼥性ｽﾀｯﾌ3名の対応
で、訪れていたﾌｧﾝはその頃20名くらいでした。記帳ﾉｰﾄがあり、想いをつづりました。いつもの泉⽔さんの写真脇に泉⽔
さんの字で「⼼の底からありがとう」には泣けました。

献花については、HPの⿃居坂での受け付けと知らず、武道館に持ってきた⽅も結構⾒受けられ、武道館には泉⽔さんの写
真を掲げた正式な献花台もなかったのは残念で気の毒でした。
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⼀つB社⿃居坂ﾋﾞﾙを訪れて残念だったことがあります。敷地⼊⼝のB社看板がｻﾋﾞが⽬⽴つところがあり(7ｾﾝﾁ⼤位ｻﾋﾞで茶
⾊くなっていました）、会社の顔が⼿⼊れされていない印象を受けました。今後がとても⼼配です。

 ﾗｲﾌﾞ⾃体は過去3年で演奏されなかった曲が聴けたことは感無量でした。B社を抜けた綿貫さんのｹﾞｽﾄ参加も嬉しかったで
す。これに最後春旗さんがくれば最⾼でした。

Re:最後のコンサート（ネタばれ注意︕）
7268 選択 stray 2011-05-29 09:39:27 返信 報告

皆さんこんにちは︕
 昨夜無事に帰ってきました。

晴⼥伝説どころか、ラストコンサートに台⾵とは・・・
 ⼤阪参加組の皆さんに先⼊観を植え付けちゃいけないので夜まで⾃重しますが（笑）、

 台⾵は泉⽔さんが呼び込んだもので、きっとＢ社に対する怒りだと思います。

Ａｋｉさん、こんにちは。
 ＦＣグッズの販売は⼿際が悪かったですね〜。

 私は14時少し過ぎに着いたのですが、すでに⻑蛇の列。
 しばらく様⼦⾒しましたが⼀向に列が進まない（笑）。
 早々にあきらめて（笑）、⼀般グッズ列に並びました。
 13:40に並んだgoroさんが買えたのが15:30ごろでしたから

 2時間並ばないと買えないってあり得ないでしょ（笑）。
 17時頃から並んだ⼈には「開演に間に合わない可能性あり」

 とアナンウンスがあったそうです。

zakkyさん、はじめまして︕
低⾳は「潰れていた」というのが正しいかも知れません。

 泉⽔さんの魅⼒的な低⾳が台無しでした。
 アリーナ席からの声掛けは聞き取れませんでしたが

 ヤジに近かったのでしょうか︖
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MISORAさん、こんにちは。
私は２階席だったので下が⾒渡せましたが、前回の関係者席

 （１階南スタンド最前列）はフツウのファンっぽかたです。
 アリーナＢ列のド真ん中最前列にスーツ姿の⼈が固まっていて、

 ⾚い洋服の⼥性もいましたので、そこだったのか・・・
 私は⼤阪公演は参加しませんので、被り物は不要ですよ︕（笑）

Re:最後のコンサート（ネタばれ注意︕）
7269 選択 stray 2011-05-29 10:07:12 返信 報告

狐声⾵⾳太さん、時の翼さん、こんにちは。
 私も２階南東で、前の列が４⼈分ほど空席でした。

 もしかして同じ列にいらっしゃった︖（笑）
 「アンプ＆スピーカーの性能以上にボリュームを上げた」感じでしたね。

ドルちゃん、チョコさん、所⻑代理ご苦労さま︕（笑）
 質問が多々あるようなので（笑）、別スレで改めて検証します。少々お待ちを。

セトリ予想の検証も⾃分でやりますので（笑）。
 サンタさんが貼ってくれた#7239は「負けないで」とは無関係で、ポスター１枚です。

 １コーラスはメドレーでせいぜい３〜４曲が許容範囲。
 あれじゃコンサートと呼べないですね。

アネ研さん、お疲れさま＆お世話さまでした。
 命⽇に開催しておきながら追悼モードは⼀切なし。

 20周年のお祝いと⾔われても、あの発表があっては素直に喜べない。

> それはまるで、夜のヒットパレードか、ヤンヤン!歌のスタジオか︖プツプツ切れて、 
 > ライブでよくやる変わったアレンジ始まり次に何の曲をやるのかっといった。ハラハラ間もなく、盛り上がりのかける

ものでした。

まさにその通りで、MCもゲストも邪魔でしたね〜。
 ハラハラ感がまるでありませんでした。
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コアなファンには物⾜りない内容で、主催者とバンドメンバーの
⾃⼰満⾜に終わった感がしてなりません。

持ってる映像をぜ〜んぶＺ研に譲ってくれたら、100%満⾜できる
 スクリーンハーモニーをＺ研主催でやってあげるのに（笑）。

WOさん、こんにちは。
 アンケート⽤紙なんてありませんでした。

 でも、そのアナウンスは私も確かに聞きました。
 ラストコンサートなのでアンケート取る必要はないでしょう。

 もしかしてWBM2009の進⾏表をそのまま使ったとか︖（笑）

> 終演後余ったﾁｹｯﾄﾎﾙﾀﾞｰはやはりその隣の⼈が「いただき」状態でした。

いただけませんが、Ｂ社に返すくらいならもらっておこうという⼼理は分かります。
 値上げ分にチケットホルダー代が⼊っているなら、⼿渡しして欲しかったですね。

> 会社の顔が⼿⼊れされていない印象を受けました。今後がとても⼼配です。

東京から引き上げるつもりなのかも。

Re:最後のｺﾝｻｰﾄ
7270 選択 時の翼 2011-05-29 10:37:35 返信 報告

Strayさんこんにちは、時の翼です。

僕は、4⼈空席があった列の右側に座っていました。

公演終了後には、余っていたチケットホルダーなど頂きました（笑）

今回の公演には、いささか、”︖”という感じです。

ラストなのだから、それらしくして欲しかったです。

たとえば、過去のお取り置きテイクとか、未公開のセルフカバー曲など (正直、六本⽊⼼中は論外と思っています)もう少
しサプライズをして欲しかったなぁ、と思いました。

ZARDは、今回の公演のDVDリリースをした後、⾃然休眠となるのでしょうか︖
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だとしたら、がっかりでなりません。

Re:最後のコンサート（ネタばれ注意︕）
7271 選択 Ａｋｉ 2011-05-29 10:51:58 返信 報告

> ＦＣグッズの販売は⼿際が悪かったですね〜。 
  時間前にあれだけズラーと並んでいて、お店側も準備整っている感じなのに開けようとしない（汗）

  ＺＡＲＤ Ｆａｎは⽐較的穏やか（︖）ですが、他のアイドル系とかなら暴動起きても不思議では無いですね（苦笑）

> 13:40に並んだgoroさんが買えたのが15:30ごろでしたから2時間並ばないと買えないってあり得ないでしょ（笑）。 
 最後までグッズ販売の⼿際の悪さは直らなかったみたいですね（苦笑）

  Ｂ’ｚが「ＣＤ・ＤＶＤ販売以外は任せない」というのも判る気がします（苦笑）

 ２０周年Ｐａｇｅに中々ＣＤ販売時間が無かったのも微妙。⼩⾬が降る中、こちらは傘さしていても店側は知らん顔で
「ドリンクタイム」（汗）挙句、店が開いても、品物の価格を把握していない（苦笑）「ポスター付かなかったら絶対買
わないし、次にアイテム出る時も魅⼒的な特典付かなければ⼭野では絶対買わない」と思わずには居られない瞬間（苦
笑）

 誰⼀⼈として柵蹴破らずにじっと待っていたのはある意味すごいかも…と感じた。
 （外では私も顔負け（︖）のお店に対する⼩声の毒⾆が⾶び交っていましたが（笑））

Re:最後のコンサート（ネタばれ注意︕）
7306 選択 ドルチェ 2011-05-29 17:13:34 返信 報告

ストちゃん、goroさん、アネちゃん、サンタさん、WOさん、時の翼さん、Ａｋｉさんこんにちは︕

goroさん、アネちゃん、WOさん、
 武道館ラストライブ、どうもお疲れさまでした︕ そして、レポありがとうございます(^^)

goroさんは、今回のライブでも過去に実際訪れた海外のロケ地映像を、特別な想いで⾒られたのでしょうね︕
 既に判明していた他のロケ地未公開映像もあったようで・・じっくり思い出して、どんなのだったか教えてね(笑)

 > 特にロサンゼルスダウンタウンのの⾵船を持った泉⽔さんが可愛かった〜  
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この場所も⾏ったんですよね〜(^^) ホントに、海外ロケ地モノはgoroさんが⾏ってない場所を探す⽅が難しそう(笑)
別スレで、順調に⼤阪ライブへの参加も進んでいってるみたいで、台⾵を⼼配してたけど良かったです︕

アネちゃん、⼆⽇間お疲れさま︕ 楽しかったようでよかったね︕
 > そんな訳で、ゲスト登場のたびに司会が紹介して泉⽔さんとのことを話し、楽曲名の⾔っての演奏でした。 

 > それはまるで、夜のヒットパレードか、ヤンヤン!歌のスタジオか︖プツプツ切れて、 
 > ライブでよくやる変わったアレンジ始まり次に何の曲をやるのかっといったハラハラ間もなく、盛り上がりのかけるも

のでした。 
ストちゃんもセットリストスレで書いてくれてるけど、ほとんど1コーラス、

 しかもそんな感じでゲスト登場の都度紹介だったら、流れもハラハラ感もなにもないですよね・・
 > 是⾮、是⾮、主催者さん、悔しかったら演奏者の満⾜より観客の盛り上がるライブをまた来年やってください。（わざ

と挑発(笑)） 
 ぎゃはは(笑) きっとB社は、Z研をチェックしているハズなので少しは意⾒が反映されるといいけど(笑)

サンタさん、ご⾃宅は⼤阪会場のすぐ近くなんですね︕ いいですね〜(^^)
 「負けないで」の件、ありがとうございました。

 貼ってもらった画像を、書かれていた武道館ライブ翌⽇のニュースの映像の⼀部と勘違いしていて、
 「負けないで」の時に流れた映像なのかなぁと思っての質問だったのです(^^) ネタばれですけど、全然「負けないで」

とは無関係だそうです(笑)
 今⽇の⼤阪ライブ、思いっきり楽しんできてくださいね︕またレポもお待ちしています︕

WOさん、こんにちは︕ 武道館ライブレポ、ありがとうございます(^^)
 > ﾗｽﾄの泉⽔さんの「今⽇はどうもありがとうございました︕」にも今までの「また会いましょう︕」が続いてなく、本当

に終わりなんだ、と寂しく感じました。 
 うーん、そうなんですね・・。おなじみの「また会いましょー︕」がないとラストの現実味が増しますね。。

 > 敷地⼊⼝のB社看板がｻﾋﾞが⽬⽴つところがあり(7ｾﾝﾁ⼤位ｻﾋﾞで茶⾊くなっていました）、会社の顔が⼿⼊れされていな
い印象を受けました。 

 それはちょっと悲しいですよね。やっぱり未だに、私の中ではB社は東京⿃居坂のイメージが強いですから。
 > これに最後春旗さんがくれば最⾼でした。 

 ですよね︕ 私も、超願望的予想で、ゲストに春畑さんがきてくれたらなぁと思っていました︕ どの曲も、素敵ですよ
ね。



時の翼さん、こんにちは。
> 公演終了後には、余っていたチケットホルダーなど頂きました（笑） 

 あらら・・ライブの思い出と共に⼤事にしまっていてくださいね。オークションなどに出さないようお願いしますよ︕

Ａｋｉさん、こんにちは。
 > 誰⼀⼈として柵蹴破らずにじっと待っていたのはある意味すごいかも…と感じた。 

 私の地元は超⽥舎でお店など⾏列ができる所はほとんどないので、⻑時間もじっと待っていられないかも(笑)
 （外では私も顔負け（︖）のお店に対する⼩声の毒⾆が⾶び交っていましたが（笑））

 ぎゃはは︕ Ａｋｉさんよりすごいって、どんだけ〜(笑)

Re:最後のコンサート（ネタばれ注意︕）
7319 選択 Ａｋｉ 2011-05-29 18:26:01 返信 報告

> （外では私も顔負け（︖）のお店に対する⼩声の毒⾆が⾶び交っていましたが（笑）） 
 > ぎゃはは︕ Ａｋｉさんよりすごいって、どんだけ〜(笑)

意外と優等⽣っぽい⼈のほうが毒⾆だったりしますよ（苦笑）
 「良い⼦なコメント」している⼈ほど実は…なんてことも…

Re:最後のコンサート（ネタばれ注意︕）
7349 選択 Miya 2011-05-29 21:11:31 返信 報告

こんばんは。
 ⾬降りの⼀⽇でした。

>私も２階南東で、前の列が４⼈分ほど空席でした。 
 4⼈分の空席は私の席からも良く⾒え気になるところでしたました。

 研究所の皆さんが⾄近距離に居られたのですね。
 私は南のG通路なのでお会いしていたかもですネ。

strayさん セトリ、詳細等ありがとうございます。
 読み返して（プリント）いま⼀度めぐらしております。
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ありがとうございます(^o^)
7365 選択 くろい 2011-05-30 06:46:05 返信 報告

ドルチェさん、こんにちは︕
 BBSに書き込みさせていただいたのは、ほんの少しだけだったのに、覚えてくださっていて感激です。ありがとうござい

ます︕︕

goroさん、アネ研さん、こんにちは。
 2年前は⼦連れだったもので（笑）、ほとんど何もお話できないまま失礼してしまいましたが、

 今回はいろいろお話できて、すご〜くうれしかったです。ありがとうございました︕︕
 stray所⻑さんをはじめ、Z研にお集まりの⽅々は実際にお会いしても本当にいい⽅ばかりで、

 きっとこれも所⻑さんや所員さんたちのお⼈柄のおかげに違いない︕と思います。

最後のｺﾝｻｰﾄ
7368 選択 WO 2011-05-30 09:20:50 返信 報告

strayさん、おはようございます。
 お返事ありがとうございました。

 私は昨夜の⼤阪にも参加することができました。
 武道館とはまた違った雰囲気の会場で、全体として感無量でした。⼤野さんが出てきて、かけがえのないものからきっと

忘れないのくだりは涙してしまいました。
 ⼀点、前回の武道館でも最後に聞こえてきたｱﾝｹｰﾄの件は、今回も最後に館内放送で流れてきましたね。帰り際にﾗｲﾌﾞｽﾀｯﾌ

に確認したところ、「まちがいです。すいません。」とのことでした。
 最後のﾗｲﾌﾞとはわかってきているものの、ﾌｧﾝの気持としてはお粗末に感じました。今回はｱﾅｳﾝｽで「次回の参考にさせて

いただきます。」とまで⼊っていましたので(涙）。。。
 とはいえ、今までのさまざまな想いが去来し、忘れられないﾗｲﾌﾞとなりました。
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