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 「なみろむ」のような作
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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

⼭野楽器ＺＡＲＤ展
9707 選択 Ａｋｉ 2012-01-14 15:44:49 返信 報告

 http://www.yamano-music.co.jp/docs/soft/jpop/jpop01.jsp

 今年も例年通り「メモリアルチケット・カード」があるみたいです。（１⽉２０⽇〜２⽉１２⽇の対象商品）（おそらく、サン
トラ買う⼈が多そうですね…）

 今回のパネル展のタイトルは「ＺＡＲＤ〜Ｂｅ Ｈａｐｐｙ ｗｉｔｈ Ｍｕｉｓｃ〜」（２０周年ラストは全体的にこのテー
マでいくのでしょうか︖）

Re:⼭野楽器ＺＡＲＤ展
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9708 選択 stray 2012-01-14 17:33:05 返信 報告

Ａｋｉさん、こんにちは。

>  今回のパネル展のタイトルは「ＺＡＲＤ〜Ｂｅ Ｈａｐｐｙ ｗｉｔｈ Ｍｕｉｓｃ〜」（２０周年ラストは全体的
にこのテーマでいくのでしょうか︖）

⼭野楽器のイベン名はずっと「○○th Anniversary ZARD 〜beautiful memory〜」でした。
 昨年2⽉のイベントが「20th」だったでの[5673]、苦⾁の策なんじゃないでしょうか。

 Ｂ社がここまで20thYearを引っ張らなければ、「21th Anniversary・・・」だったでしょう（笑）。

Re:⼭野楽器ＺＡＲＤ展
9711 選択 Ａｋｉ 2012-01-14 21:23:40 返信 報告

> Ｂ社がここまで20thYearを引っ張らなければ、「21th Anniversary・・・」だったでしょう（笑）。 
  Ｂ社は結構いろんなネーミングは考えたりしますね…

  「ＺＡＲＤ展」は終わったけれど「ＺＡＲＤギャラリー」は始まる…みたいな（苦笑）
  「Ｂｅ Ｈａｐｐｙ」って愛内さんの１ｓｔアルバムみたい…と思いながら（苦笑）

（愛内さんも「Ｆｏｒｅｖｅｒ ｙｏｕ〜永遠に君と〜」や「愛が⾒えたよ」と「本当に偶然︖」と思えるようなタイト
ルがあったりしますね…）

 

Re:⼭野楽器ＺＡＲＤ展
9722 選択 Ａｋｉ 2012-01-17 23:46:24 返信 報告

http://www.yamano-music.co.jp/docs/soft/jpop/zard.jsp

 こちらにメモリアルチケット・現段階での対象商品が掲載されております。

Re:⼭野楽器ＺＡＲＤ展
9726 選択 stray 2012-01-18 19:26:35 返信 報告

Ａｋｉさん、こんばんは。
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情報どうもありがとうございます。
メモリアルチケットは、ずっと集めている⼈以外は、それほど嬉しくないかと（笑）。

 EternaiVoice も、最初は冊⼦で、⾼野さんのインタビュー記事などが載ってましたが
 最近はただのパンフになってますから、嬉しくない（笑）。

 パネル展⽰・シアター映像はおそらくDINERの使い廻しでしょう。

アルコレ買ったら、このポスター貰えるくらいじゃないとね︕（笑）

Re:⼭野楽器ＺＡＲＤ展
9733 選択 Ａｋｉ 2012-01-18 21:17:39 返信 報告

> アルコレ買ったら、このポスター貰えるくらいじゃないとね︕（笑）

 ポスターくらいの特典がないとね…と思います。昨年度はシンコレのポスターが「ポスター収納の⾒本」に飾られてあり
ました。

  もし「購⼊の⽅はこのポスターも…」とかなら即買ってたのにな…シンコレと写真集４冊買えば２万以上なるのに、もし
買っても、チラシくらいしか貰えないのでは買わないですよね…（苦笑）（貰えないなら飾らないで欲しい…と⾔う感じで
した（苦笑））

 アルコレも販促⽤のはオークションに出ていますが、殆ど絵柄は無いですね…

 アルコレは確かに⾼価なものですから「特典欲しさにもう１つ」とはならないですし、違いが⽣じると混乱はあるの
で、無いのも解かりますが、某アーティストのＰＶ－ＢＯＸ⾒たく豪華特典付くくらいのサービスはあってもよさそうで
すね…

 メモリアルチケット・カードはもはや「コレクターアイテム」と⾔う感じなので、全種持っていないと価値が無い感じ
でもありますね…

Re:⼭野楽器ＺＡＲＤ展
9871 選択 stray 2012-01-30 21:43:36 返信 報告

 
このチラシの裏側に・・・
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Re:⼭野楽器ＺＡＲＤ展
9872 選択 stray 2012-01-30 21:46:46 返信 報告

映像コーナーの内容が書かれてますが・・・

未公開映像は期待できそうにないですね。

Re:⼭野楽器ＺＡＲＤ展
9874 選択 Ａｋｉ 2012-01-30 23:14:17 返信 報告

> 未公開映像は期待できそうにないですね。 
  もしあっても例年で⾏けば1ショット2ショットチラッとあるくらいと⾔う感じだと思います…

 無料でシアターが観られるわけですから贅沢は⾔えないですけれど、わざわざ遠⽅から⾜を運ぶとかまでは⾏かない感
じかな︖

 最近のは⼤抵99年ＢＥＳＴ特典・船上Ｌｉｖｅ・Ｆａｎ Ｃｌｕｂグッズ・04年Ｌｉｖｅツアーグッズｅｔｃなので、
99年以降のＦａｎなら「ＭＦＭで観た」とか「Ｌｉｖｅ会場で観た」と⾔う感じになってますね…

 1回でも「こんなスゴイの観たことない」っていうのを観てみたいですね…
  初期（91年頃）の販促品とか、雑誌とか…１ｓｔ〜３ｒｄまでのＰＶメイキングとか…
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 絶対「誰も持ってません」というのを是⾮展⽰してほしいですね…

⼭野楽器ＺＡＲＤ展 更新
9976 選択 Ａｋｉ 2012-02-06 20:59:18 返信 報告

 ＺＡＲＤ公式ＨＰ・⼭野楽器ＨＰが更新されてました。

 グッズの「クロック」（⼭野楽器ＨＰに画像掲載）は「⽌まっていた〜」の販促のと似ている︖と⾔う感じがしました…

Re:⼭野楽器ＺＡＲＤ展 更新
9994 選択 stray 2012-02-07 06:57:24 返信 報告

シアターの上映時間は45分ですね、今回は⻑い︕
 なのでSHの未公開映像がかなり⾒られるのかも・・・

>  グッズの「クロック」（⼭野楽器ＨＰに画像掲載）は「⽌まっていた〜」の販促のと似てい
る︖と⾔う感じがしました…

画像が⼩さすぎてよくわかりませんね（笑）。
 http://www.yamano-music.co.jp/docs/soft/jpop/zard.jsp

「⽌まっていた〜」クロックは、表⽰部分が全⾯ガラスで、折りたためるタイプなのでぜんぜん違います。
 前に値段を調べたことがあって、1,200円くらいの代物にZARDのロゴを⼊れたものでした。

今回のクロックはもっと安いっぽいので原価は1,000円以下でしょうけど、
 2,500円なら良⼼的な値段ではないでしょうか。

Re:⼭野楽器ＺＡＲＤ展 更新
10013 選択 Ａｋｉ 2012-02-07 22:37:06 返信 報告

> シアターの上映時間は45分ですね、今回は⻑い︕ 
 > なのでSHの未公開映像がかなり⾒られるのかも・・・ 
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 ⼭野楽器は無料なので、何とも⾔えませんが、でもＳＨの未公開映像が流れればかなり「お得」かも…
 今回は10⽇はギャラリー初⽇・11・12⽇は⼟⽇と⼈が多く、9⽇は上演回数が少ないので、判断が難しい所ですね…

> 前に値段を調べたことがあって、1,200円くらいの代物にZARDのロゴを⼊れたものでした。 
  「時間の翼」の時は安っぽい⽬覚まし時計と⾔う感じだった（⾊は3⾊のうちの1⾊）ので、パスしましたけれど、コレ

だけ⾼価なノベルティーだと判っていたら⼭野楽器で買ったほうがよかったですね…（苦笑）
  

> 今回のクロックはもっと安いっぽいので原価は1,000円以下でしょうけど、2,500円なら良⼼的な値段ではないでしょ
うか。 

  どのような機能があるのかは判りませんが、ＺＡＲＤグッズの中では良⼼的な価格ですね…

【ネタばれ注意!】 ⼭野楽器ＺＡＲＤ展
10047 選択 noritama 2012-02-09 21:39:32 返信 報告

こんばんは。

今⽇の銀座⼭野楽器です(^^)

Re:【ネタばれ注意!】 ⼭野楽器ＺＡＲＤ展
10049 選択 noritama 2012-02-09 21:58:17 返信 報告

売り⼦の坂井さんと堺さんはじめ(^^)、スタッフの⽅が個々の持場にて丁寧に対応しておられました(^^) 
 いつもありがとうございます。

初回整理券で並んでいたのは6〜70⼈位。
 後から来られた⽅と買い物だけで帰った⽅もいらしたのでしょうか、会場1時間後からの上映時は、80⼈位(着席40⼈､⽴
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ち⾒同じ位で上映スペースはいい具合にいっぱい)の客⼊りでした。

Re:【ネタばれ注意!】 ⼭野楽器ＺＡＲＤ展
10051 選択 noritama 2012-02-09 22:19:04 返信 報告

上映は告知の通りで、ニコ⽣24hの時の1時間30分部分を45分位にしたショートバージョンでした。
 でも、ニコ⽣を⾒過ごした⽅には、関連スタッフ等のインタビュー部分が多かったので、とても良かったのではないでし

ょうか。
 いつもの⼭野楽器向けの編集や未公開映像を期待する⼈には･･･。

 明⽇からZARD GALLERYがあるからか､､直筆歌詞の展⽰等が無かったのは少しさびしかったです。

Re:【ネタばれ注意!】 ⼭野楽器ＺＡＲＤ展
10054 選択 Ａｋｉ 2012-02-09 22:38:18 返信 報告

 情報有難うございます。

 今回の「Ｂｅ Ｈａｐｐｙ ｗｉｔｈ Ｍｕｓｉｃ」はＢ社が創った物ではなく「⼭野楽器120周年のテーマ」という
ことみたいなので、異⾊といえば異⾊と⾔う感じがします。

 「クロック」⽬当てなら初⽇の今⽇が狙い⽬ですね…（明⽇以降は難しそう︖）

 メモリアルカード以外にはあまり特典はなさそうですね…

でも、「Ｃａｎ’ｔ〜」のアナログがあるので品揃えは充実してますね…

Re:【ネタばれ注意!】 ⼭野楽器ＺＡＲＤ展
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10057 選択 noritama 2012-02-09 22:56:20 返信 報告

Akiさん こんばんは｡

クロックの数量限定が毎⽇決まった数なのか、売り切り御免なのか｡｡
 ⼊場者はクロック⽬当ての⽅が多かったように思うのですが(まず、みんなそれを買っていました)、2回⽬上演までレジの

所にまだ少し積んでありました､､2個までなので⼈の⼊替わりとの関係でしょうか。
 8cmCDの積み並べは、何故か最初から"負けないで"が少なかったです(^^;)

Re:【ネタばれ注意!】 ⼭野楽器ＺＡＲＤ展
10058 選択 Ａｋｉ 2012-02-09 23:10:31 返信 報告

> クロックの数量限定が毎⽇決まった数なのか、売り切り御免なのか｡｡ 
  ⼀応、毎⽇数量は決まっているようです…

 > ⼊場者はクロック⽬当ての⽅が多かったように思うのですが(まず、みんなそれを買っていました)、2回⽬上演までレジ
の所にまだ少し積んでありました､､2個までなので⼈の⼊替わりとの関係でしょうか。 

  2個って予備に買うのかオークション⽤なのか︖と⾔う感じですね（苦笑）

 ⼭野楽器120周年2⽉度の絵柄がＺＡＲＤ（今回の「負けないで」チラシ）なのでてっきり「ポスタープレゼント位
は…」と期待していましたが、チラシだけのようですね（苦笑）

 

Re:【ネタばれ注意!】 ⼭野楽器ＺＡＲＤ展
10063 選択 noritama 2012-02-10 02:55:52 返信 報告

時計は･･･
 購⼊される⽅ご⾃⾝の価値観に合っている物かどうか、会場で展⽰サンプルを⾒てからお買い求めい

ただくのが良いかと･･･。
 私は箱(と実品)を⾒た瞬間から昔の仕事を思い出しました(笑わない)

･機能は、時計、⽇付・曜⽇・週数、アラーム(スヌーズ)、温度、カウントアップ/ダウン、バースデー
お知らせ、ブルーバックライト｡

 ･外装はプラスチック製です｡ シルバー部分は塗装です。
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･梱包箱は･･･ラフです。
･ロゴのシルク印刷の⼯程(ノベリティーグッツ系ですので、出来合いに後からロゴ印刷しているのでしょう)都合だと思い
ますが、液晶の保護フィルムは貼ってありませんでした(よって少々の擦り跡はみられます)

 ･152mmx56mmx35mm 単4電池2本別売 中国製
 上部の⽩い所を押すとブルーライトがしばらく点灯します(写真はわかりやすく端を押していますが、上部全体がスヌーズ

とブルーライトの押しスイッチです)

元値はだいたいわかりました(^^;)
 ZARD Goods･ネームバリューですね。

もし、次回何か企画していただくなら、
 こういう雰囲気の物もいいですね。泉⽔さんの写真付(＋カレンダー)とかで。

 http://www.giftit.adnis.com/ec/index.cgi?c=item-2&ID=56266
 B社さんGoodsは、かっこいい液晶フォトフレーム(⾳楽再⽣､時計・カレンダー・アラーム(⾳楽再⽣アラームたったらい

いな)、泉⽔さんのフォト***枚⼊りSDカード付)とかを･･･お値段お安くm(_ _)m PCより⾼い液晶フォトフレーム無し
よ(笑) 

 妄想ですのでお許しください(^^;)

Re:【ネタばれ注意!】 ⼭野楽器ＺＡＲＤ展
10099 選択 noritama 2012-02-11 21:59:01 返信 報告

さすが⼟曜⽇。
 2/11(⼟)分は完売したようです。

パスワード︓  編集  削除
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