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WBMf2011 セトリ詳細（ネタばれ注意︕）[前半その１]
7276 選択 stray 2011-05-29 14:42:01 返信 報告

皆さんこんにちは︕

ドルちゃんの質問攻め[7257][7259]に応えるべく（笑）、
 WBMf2011のセトリ詳細をお伝えしていきたいと思います。

完全ネタばれですので、⼤阪参加組の皆さんはスルーして下さい。

Re:WBMf2011 セトリ詳細（ネタばれ注意︕） Good-bye My Loneliness
7277 選択 stray 2011-05-29 14:42:40 返信 報告
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１ Good-bye My Loneliness １コーラス

⼤⿊埠頭で、お顔アップの未公開映像あり（後ろに破れた⿊傘）

数テイクあるうちの１つでしょう。

Re:WBMf2011 セトリ詳細（ネタばれ注意︕） 不思議ね…
7278 選択 stray 2011-05-29 14:46:40 返信 報告

２ 不思議ね… １コーラス

本牧埠頭で、泉⽔さんが⾃転⾞漕いでる後ろに、⻩⾊の貨物列⾞が通るシーン
 （suuさんによると、三菱重⼯前の引き込み線のどこからしい）

 ⾃転⾞のペダルをいじってるシーン（販促PVよりもカメラが引いた映像）が
 未公開だと思います。

Re:WBMf2011 セトリ詳細（ネタばれ注意︕） もう探さない
7279 選択 stray 2011-05-29 14:48:57 返信 報告

３ もう探さない １コーラス

⽇本⻘年館未公開映像（⽩Ｔ、⿊ブレザー、ジーンズ、⿊マイク）
 御⽤邸裏未公開映像（泉⽔さんのお顔アップ、歌ってる）

ドルちゃん、残念ながら「鈴江倉庫」屋上の別映像はありませんでした。

Re:WBMf2011 セトリ詳細（ネタばれ注意︕） Boy
7280 選択 stray 2011-05-29 14:54:27 返信 報告

４ Boy １コーラス

https://bbsee.info/newbbs/id/7276.html?edt=on&rid=7278
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=7278
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/3332880692313818482a5a0286608ab6.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/7276.html?edt=on&rid=7279
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=7279
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/f75dddd1e79826a219cb0bec217dc096.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/7276.html?edt=on&rid=7280
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=7280


⽇本⻘年館未公開映像（デニムシャツ、ジーンズ、⿊マイク）

11th Sg「この愛に泳ぎ疲れても」のc/wで、AL未収録曲。
 ⽇本⻘年館の映像があったとは驚きですが、

 ⽇本⻘年館では、発売予定曲も含めてすべてのPVを撮ったと考えてよいでしょう。

Re:WBMf2011 セトリ詳細（ネタばれ注意︕） 眠れない夜を抱いて
7281 選択 stray 2011-05-29 14:58:53 返信 報告

ここでＭＣ．

「HOLD ME」は、初のミリオンでＺＡＲＤを確⽴したＡＬ・・・

と⾔うから、「きたーーーー︕ HOLD ME コーナー︕︕︕」と思ったのですが（笑）、

 
 ５ 眠れない夜を抱いて １コーラス半

Ｍステ出演映像Mix（ZARD BEST 附属「MEMORIAL VIDEO」の映像＋α）でした。

超ガッカリ・・・（笑）
 

Re:WBMf2011 セトリ詳細（ネタばれ注意︕） In My Arms Tonight
7282 選択 stray 2011-05-29 15:01:18 返信 報告

６ In My Arms Tonight １コーラス

⽇本⻘年館の既出映像＋販促PVの別映像でした。

←の別⾓度もの（少し左横から）
 泉⽔さんも横⽬でカメラ⽬線

Re:WBMf2011 セトリ詳細（ネタばれ注意︕） あの微笑みを忘れないで
7287 選択 stray 2011-05-29 15:31:38 返信 報告
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７ あの微笑みを忘れないで

これは少々複雑なオムニバス映像でした。

⽇本⻘年館の既出映像（短パン）に加えて、
 ←このスタジオ・⾐装での別映像がありました。

ドルちゃん、このスタジオで歌ってる映像ではないです。

Re:WBMf2011 セトリ詳細（ネタばれ注意︕） あの微笑みを忘れないで
7288 選択 stray 2011-05-29 15:33:22 返信 報告

 
３回忌特番の映像では、背景がボカシてありますが、

 今回は背景にもピントが合っていて、この画像のバックに
 映っているのはジューサーであることが分かりました。

Re:WBMf2011 セトリ詳細（ネタばれ注意︕） あの微笑みを忘れないで
7290 選択 stray 2011-05-29 15:39:19 返信 報告

 
もう⼀つ、驚くべき別映像が。

←これの動画が存在していたのです︕
 

Re:WBMf2011 セトリ詳細（ネタばれ注意︕） 異邦⼈
7291 選択 stray 2011-05-29 15:49:56 返信 報告
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ここでＭＣ、次は「異邦⼈」と⾔っちゃう（笑）。

８ 異邦⼈ １コーラス

販促PVそのまんま

Re:WBMf2011 セトリ詳細（ネタばれ注意︕）
7292 選択 ドルチェ 2011-05-29 15:54:55 返信 報告

]_・)チラッ
 

Re:WBMf2011 セトリ詳細（ネタばれ注意︕） GOOD DAY
7293 選択 stray 2011-05-29 16:02:47 返信 報告

再びＭＣ、「GOOD DAY」をイ・スヨンがカヴァーした映像が流れて
 ゲスト︓綿貫⽒が紹介される。私は綿貫⽒のロン⽑が嫌いですが（笑）、

 彼は「2004LIVEのときも、泉⽔さんは好きにさせてくれた」と語ってました。

９ GOOD DAY

映像はロンドンのエンジェル駅・ユーストン駅の未公開映像で、
 「この涙 星になれ」のメイキング映像です。

⻑いエスカレータを昇ったり降りたり（goroさんと⼀緒だし︕）（笑）
 エンジェル駅で地下鉄に乗り込んで、ユーストン駅で降りるまで。

詳しくは「ロケ地マップ」をどうぞ。
 http://zard-lab.net/pv/PV25.html

Re:WBMf2011 セトリ詳細（ネタばれ注意︕）
7294 選択 stray 2011-05-29 16:03:47 返信 報告

ぎゃはは、ドルちゃんがチラ⾒してるし（笑）。

１０曲ずつ別スレ⽴てるから、ちょっと待っててね〜（笑）。
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Re:WBMf2011 セトリ詳細（ネタばれ注意︕） あなたと共に⽣きてゆく
7295 選択 stray 2011-05-29 16:15:40 返信 報告

再びＭＣ
 他アーティストへの楽曲提供を紹介（テレサ・テン、森進⼀、F.O.Vなど）

 ２⼈⽬のゲスト︓浅岡さん登場
  

10 あなたと共に⽣きてゆく

シドニーの未公開映像

カナリヤ交差点近くにバス停があるのですが、そこで佇むシーンや、
 あの近辺を歩くシーン、協会の階段に座っている泉⽔さんをアップで捉えた映像、などなど。

バス停の場所を分かって観ていた⼈は、ほんの数⼈でしょうねぇ（笑）。
 

Re:WBMf2011 セトリ詳細（ネタばれ注意︕）[前半その１]
7343 選択 ドルチェ 2011-05-29 20:23:54 返信 報告

ストちゃん、お疲れさまでーす(笑) 引き続き、詳細レポお願いします︕

「もう探さない」
 そっかぁ、「鈴江倉庫」屋上シーンの新しい映像は無かったんだね。⾒てみたかったなぁ〜。

 んで、⾐装ですけど、⽩Ｔ+⿊ブレザー+ジーンズっていうとジャケ写やPVともしかしたら同じなのか
な︖

 ⽇本⻘年館で歌っている映像も、⾚いセーター泉⽔さんの未公開映像も、早く⾒たいです︕ DVD︕
(笑)

Re:WBMf2011 セトリ詳細（ネタばれ注意︕）[前半その１]
7346 選択 stray 2011-05-29 20:57:36 返信 報告
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ドルちゃん、こんばんは︕

疲れた〜（笑）、でも⼤阪公演終了時間に間に合った〜。

> んで、⾐装ですけど、⽩Ｔ+⿊ブレザー+ジーンズっていうとジャケ写やPVともしかしたら同
じなのかな︖

「こんなに愛しても」と同じ⾐装だと思います。マイクも⿊だし。

> ⽇本⻘年館で歌っている映像も、⾚いセーター泉⽔さんの未公開映像も、早く⾒たいです︕ DVD︕(笑)

ＤＶＤ、案外早く出るんじゃないかなぁ。
 Ｂ社は早くＺプロを終わらせたいみたいだから（笑）。

 

Re:WBMf2011 セトリ詳細（ネタばれ注意︕）
7347 選択 ドルチェ 2011-05-29 20:59:02 返信 報告

「Boy」
 > 11th Ss「この愛に泳ぎ疲れても」のc/wで、AL未収録曲。 

 > ⽇本⻘年館の映像があったとは驚きですが、 
 ホントに驚き︕ でも、かなり嬉しい驚き︕︕ ⽇本⻘年館撮影PVラヴなので(笑)

「あの微笑みを忘れないで」
 このスタジオの場所ってまだ判明されてないんですよね︖

 もしかしたら、今回のツアパン表紙写真と同じ場所・時期かもしれないですね︕ 
 それと、なになに〜︖あのおねむな泉⽔さんの後ろにぼやっと映っているのは、ジューサーだったの︕︖ ムムム・・

 #7290の動画は、今までどんなシーンにも公開されたことないですよね︕︖ うわ〜、⾒たい︕

「あなたと共に⽣きてゆく」
 カナリヤ交差点、すごく懐かしいね︕ みんなでぐるぐるお散歩したりしたね〜(^^)

> バス停の場所を分かって観ていた⼈は、ほんの数⼈でしょうねぇ（笑）。 
 ぎゃはは︕ しれっと⾃慢してるし(笑) Z研ならではの楽しみだよね〜︕
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