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WBMf2011 セトリ詳細（ネタばれ注意︕）[前半その２]
7296 選択 stray 2011-05-29 16:19:39 返信 報告

前半その２（11曲⽬〜19曲⽬）です。

質問は19曲⽬まで書き終えてからお願いします。
 

Re:WBMf2011 セトリ詳細（ネタばれ注意︕） 君がいたから
7299 選択 stray 2011-05-29 16:28:14 返信 報告

おっと、前に書いたセトリ[7242]は、11が抜けてましたね。
 ということは40曲じゃなくて39曲です。
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ナンバリングを直して書きます。

 
 11 君がいたから

既出映像（だと思う）

Re:WBMf2011 セトリ詳細（ネタばれ注意︕） 突然
7301 選択 stray 2011-05-29 16:38:47 返信 報告

12 突然 １コーラス

既出映像（ベニスビーチもの）に加えて、テレ朝ではない
 別スタジオ撮影ものの映像がありました︕

私のメモには、
 「⽩シャツ、松濤スタジオ︖」

 とあります。ちゃんと「突然」を⼝ずさんでいました。

←背景はともかくとして、こんな感じの映像に⾒えましたが、皆さんいかがでしょ︖

Re:WBMf2011 セトリ詳細（ネタばれ注意︕） DAN DAN ⼼魅かれてく
7302 選択 stray 2011-05-29 16:42:05 返信 報告

13 DAN DAN ⼼魅かれてく １コーラス

⿇布⼗番での未公開映像がありました。

公衆電話、緑⾊の受話器を取って電話している（ふりでしょう）シーン、
 道路をうろうろしているシーンなど。

閉店しちゃいましたが、⿇布⼗番駅を出てすぐのとことにある
 ウェンディーズが映ったような・・・

Re:WBMf2011 セトリ詳細（ネタばれ注意︕） ⾵が通り抜ける街へ
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7303 選択 stray 2011-05-29 16:44:47 返信 報告

浅岡さん退場、ＭＣ
 ゲスト︓徳永さん登場

 
 14 ⾵が通り抜ける街へ １コーラス

ロス・メルローズ通りの未公開映像が少しだけありました。

Re:WBMf2011 セトリ詳細（ネタばれ注意︕）[前半その２]
7305 選択 ミキティ 2011-05-29 17:02:15 返信 報告

[壁]_･)ﾁﾗｯ ← ミキティ（笑）

わたしもドルチェさんと⼀緒に チラッ（笑）

Re:WBMf2011 セトリ詳細（ネタばれ注意︕） 今⽇はゆっくり話そう
7308 選択 stray 2011-05-29 17:33:47 返信 報告

15 今⽇はゆっくり話そう

販促PV
 芸がないけど、未公開映像が続いたので「箸休め」として許せました（笑）。

 
 ミキティさん、いらっしゃ〜い︕ お久しぶり︕

 従業員室にお⼟産ありますので、寄って⾏って下さいね︕（笑）
 

Re:WBMf2011 セトリ詳細（ネタばれ注意︕） 永遠
7311 選択 stray 2011-05-29 17:39:01 返信 報告

16 永遠
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１コーラス⽬︓ENHANSED CD I に収録の「EIEN 英語ver.」PV（未公開シーンもありまし
た）

 ２コーラス⽬︓エルミラージ販促PV

Re:WBMf2011 セトリ詳細（ネタばれ注意︕） 六本⽊⼼中
7313 選択 stray 2011-05-29 17:45:58 返信 報告

ＭＣにつづいて、物議を醸している「六本⽊⼼中」です。

ＭＣが、泉⽔さんの過去（ＲＱ、グラビアアイドル、ＫＱ）を洗いざらい紹介した上で、
 1990年8⽉のＢ社オーディションで歌った曲だと説明。

 それが⻑⼾Ｐの⽬に⽌まって今⽇のＺＡＲＤがあるんだ
 というようなニュアンスに聞こえました。

私の意⾒は、後で総括のところで述べますが、
 「六本⽊⼼中」を披露したのは泉⽔さんへの冒涜に近いと思います。

17 六本⽊⼼中 １コーラス

映像は東映カラオケ5種類のMix

泉⽔さんの声は太く潰れていて（わざと潰した︖）、
 泉⽔さんだと⾔われても分からないくらい違ってました。

 

Re:WBMf2011 セトリ詳細（ネタばれ注意︕） 果てしない夢を
7314 選択 stray 2011-05-29 18:03:50 返信 報告

18 果てしない夢を（バンドメンバー紹介）

販促PVですが、サビの泉⽔さん担当部をスタジオで１⼈で歌っているシーンが
 未公開映像として流れました。
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⻑嶋⽒と⼀緒にレコーディングしている画像がありますが、
あれは⻑嶋さんだけのレコーディングだったと考えられます。

（前半その２ おわり）

Re:WBMf2011 セトリ詳細（ネタばれ注意︕）[前半その２]
7318 選択 ミキティ 2011-05-29 18:21:32 返信 報告

所⻑さ〜ん♪

＞質問は19曲⽬まで書き終えてからお願いします。

ごめんなさ〜い(｡･o･)ﾉﾉ

注意書きよく読まないで 読んでて嬉しくてひよっこり出てきちゃったヽ(･ｪ･^)/（笑）

前半その２書き上げるまで⼤⼈しく(ｐ＿・ｑ) じーっと.｡o○

所⻑さ〜ん☆
 ありがとうございます（＾－＾）

Re:WBMf2011 セトリ詳細（ネタばれ注意︕） 突然
7351 選択 ドルチェ 2011-05-29 21:27:29 返信 報告

ストちゃん、こっちでもこんばんは〜(笑)
 質問攻めに答えてくれているスレに更に感想＆質問などをする困ったちゃん登場︕ なので適当

に流してね︕

「突然」
 これにも、テレ朝スタジオとは別の場所で歌っている映像があるんですね。

 やっぱり、どの曲にもいくつかのPVが存在するのか〜。全部⾒たい︕(笑)

松涛スタジオと⾔えば、昨⽇チャットで話したけど、
 ZARD BLENDⅡ全曲紹介の「Just for you」のところで流れる映像が松涛スタジオっぽいって⾔ってたでしょ︖
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すんごくぼんやりしか映らないけど、椅⼦の形が同じっぽいからやっぱりそうみたい︕
昔から⾊んな映像を⾊んなシーンでちょこちょこと使っていたんですね〜(笑)

Re:WBMf2011 セトリ詳細（ネタばれ注意︕） 突然
7360 選択 stray 2011-05-29 22:29:15 返信 報告

ドルちゃん、あっちこっちでこんばんは(笑)。

> やっぱり、どの曲にもいくつかのPVが存在するのか〜。全部⾒たい︕(笑)

ファンは際限なく未公開映像を求めつづけるわけで、
 Ｂ社は今までそれに応えてくれてたけど、疲れちゃったのかなぁ（笑）。

> すんごくぼんやりしか映らないけど、椅⼦の形が同じっぽいからやっぱりそうみたい︕ 
 > 昔から⾊んな映像を⾊んなシーンでちょこちょこと使っていたんですね〜(笑)

たぶん同じだと思うのですが、この⽩⾶び映像からそうだとは⾔い切れないです。
 20th写真集はジーンズなのですよ。こっちは⿊︖パンツ。

 椅⼦に座っていない写真はクリアなのがあるんだけど・・・
 

Re:WBMf2011 セトリ詳細（ネタばれ注意︕） 突然
7377 選択 pine 2011-05-30 13:36:46 返信 報告

所⻑さん ドルチェさん こんにちは︕

「突然」は、ベニスビーチはDVDで⾒るから、歌っている映像をもっと⼊れて欲しかったです。

>私のメモには、 
 >「⽩シャツ、松濤スタジオ︖」 

 >とあります。ちゃんと「突然」を⼝ずさんでいました。 
 ⼀瞬が３回くらいしか映りませんでしたが、⽩シャツや雰囲気が松涛っぽいですね。

>ZARD BLENDⅡ全曲紹介の「Just for you」のところで流れる映像が松涛スタジオっぽいって⾔ってたでしょ︖ 
 ホント︕椅⼦が同じですね︕

 

https://bbsee.info/newbbs/id/7296.html?edt=on&rid=7360
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=7360
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/e44e875c12109e4fa3716c05008048b2.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/7296.html?edt=on&rid=7377
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=7377


しかし、ココで疑問。
ポルトフォリオによると、松涛スタジオの撮影は2002年1⽉。ZARD BLENDⅡは2001年11⽉。

 松涛で２回撮影したってこと︖それと、「突然」が松涛だとすると、１回⽬はかなり前に撮影されたことになりますね。
 

Re:WBMf2011 セトリ詳細（ネタばれ注意︕） 突然
7386 選択 stray 2011-05-30 16:22:51 返信 報告

pine:さん、こんにちは︕

ギクっ︕ さすが神様、鋭いツッコミ︕（笑）

> ホント︕椅⼦が同じですね︕ 
 > しかし、ココで疑問。 

 > ポルトフォリオによると、松涛スタジオの撮影は2002年1⽉。ZARD BLENDⅡは2001年11⽉。 
 > 松涛で２回撮影したってこと︖それと、「突然」が松涛だとすると、１回⽬はかなり前に撮影されたことになります

ね。

2002年1⽉の撮影はあり得ないでしょう。
 前に1度ここで撮っているとしか考えられませんが、⽩シャツは同じっぽいんですよね。

 ボトムは⿊っぽく⾒えるので、2002年1⽉のジーンズとは別ものの可能性があります。

ドルちゃんに任せよう︕（笑）
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