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ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

返信を投稿する 新しい話題を投稿する

もう出ません宣⾔

10213 選択 yan 2008-10-22 14:56:38 返信 報告

みなさんこんにちは︕

ひとつ質問があるんですけど、ZARDって
 もうテレビやラジオには出ませんってどっかで宣⾔してるんですか︖

僕がZARDを知ったのは「負けないで」が⼤ヒットしたころだったんですけど、
 そのころはもうテレビには出ていませんでした。

ランキングのときに最後のMステ出演の映像がチラっと流れるのが唯⼀の楽しみでした
 （これだけでも⼗分キレイな⼈だとわかりましたが）。

あと「負けないで」といえば今⽇テレビで⽇本⻘年館で「負けないで」を歌ってる映像を⾒ました。

「負けないで」はいままでMステの映像が多かったので新鮮でした(^^)

Re:もう出ません宣⾔

10214 選択 stray 2008-10-22 17:25:29 返信 報告
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yanさん、こんにちは︕ お久しぶりです。

よく覚えていませんが（笑）、テレビ・ラジオに”もう出ません宣⾔”はしてないはずです。
 なぜ出ないのか、その説明を迫られる機会もなかったはずです。

 TBSのザ・ベスト10が⽣き残っていたら、⽋席理由が明らかになったでしょうけども。

> 今⽇テレビで⽇本⻘年館で「負けないで」を歌ってる映像を⾒ました 
 ええ〜︕ どの番組ですか︕︖

 ジーンズの上下（画像）ですよね︖
 昨年の紅⽩でチラっと映像が流れただけで、⽣声映像は未公開のはずですが、

 どんな感じの映像でした︖ 教えて教えてｺﾞﾛﾆｬﾝ（笑）。

Re:もう出ません宣⾔

10216 選択 yan 2008-10-22 18:26:38 返信 報告

strayさんお久しぶりです︕
 さっそくのご回答ありがとうございます。

> よく覚えていませんが（笑）、テレビ・ラジオに”もう出ません宣⾔”はしてないはずです。 
 > なぜ出ないのか、その説明を迫られる機会もなかったはずです。

そうですか、ではいつのまにか謎の⼈になっちゃってたんですね。

> TBSのザ・ベスト10が⽣き残っていたら、⽋席理由が明らかになったでしょうけども。

⿊柳さんの番組ですよね︖
 ランキングに⼊った⼈は強制的に出ないとダメですもんね（笑）

> ええ〜︕ どの番組ですか︕︖ 
 ⽇テレのおもいっきりイイテレビです。

 1億3000万⼈のメモリーソングBEST10というコーナーで
 キーワードが「スポーツ」だったんですけど、

 ⾒事「負けないで」が⼀位でした(^^)

http://www.ntv.co.jp/omoii-tv/song/081022.html
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> ジーンズの上下（画像）ですよね︖ 
> 昨年の紅⽩でチラっと映像が流れただけで、⽣声映像は未公開のはずですが、 

 > どんな感じの映像でした︖ 教えて教えてｺﾞﾛﾆｬﾝ（笑）。

思わせぶりに書いといて申し訳ないのですがたぶん紅⽩と同じ映像です（笑）
 というかリクメモの特典ディスクをそのまま流したっぽいです。期待させてごめんなさい（汗）

 まだまだ未公開映像はあるんでしょうけど、どこで出すつもりなのでしょうね︖
 

Re:もう出ません宣⾔

10217 選択 こっそりROM 2008-10-22 20:37:48 返信 報告

皆さん こんばんは。

ちょっとだけお邪魔します。
 多少関係するでしょうか?

 (PATi PATi 1993/02より)

余計なお世話だったかも知れません。m(_ _)m
 問題ありましたら削除をお願いします。

 お邪魔しました。失礼します。

Re:もう出ません宣⾔

10218 選択 yan 2008-10-22 21:51:04 返信 報告

こっそりROMさんこんばんは︕

貴重な資料ありがとうございます︕

出ないとは⾔ってないけど前向きな発⾔でもないですね（笑）
 やっぱりテレビ（というかトーク︖）は苦⼿だったようですね。

 

Re:もう出ません宣⾔
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10219 選択 stray 2008-10-22 21:58:01 返信 報告

こっそりROMさん こんばんは。
 この記事がすぐに出てくるなんて、さすがですね︕

 ”もうＴＶには出ないかも〜宣⾔”とも読めますが、
 この後にＴＶ出演されているんですよね〜。なので、

 やんわりと”Ｍステは（とくに司会者が）嫌いだわ”と仰ったのかも（笑）。

yanさん、こんばんは。
 さっそくありがとうございます。

 紅⽩＆リクメモの特典ディスクの内容と同じでしたか…。

> まだまだ未公開映像はあるんでしょうけど、どこで出すつもりなのでしょうね︖ 
 わかりませんね〜（笑）。

 未公開映像集DVDなら、2万円でも3万円でも買っちゃいますけどね（笑）。

Re:もう出ません宣⾔

10221 選択 xs4ped 2008-10-22 22:32:01 返信 報告

yanさん、皆さん、こんばんは。

> ひとつ質問があるんですけど、ZARDって 
 > もうテレビやラジオには出ませんってどっかで宣⾔してるんですか︖ 

 “本⼈の意思”とスタッフが答えてます。(ZARD com.2000 スタッフへのQ&Aコーナーに
て)

 内部的に宣⾔したと⾔う事かな︖

Re:もう出ません宣⾔

10228 選択 澄 2008-10-22 23:56:07 返信 報告

yan様、はじめまして、皆様、こんばんは。
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私が”ＴＶには出ない”と知ったのは週刊誌でした。
最後のＭステ出演の後に（君がいないを出してたくらかも）フラッシュかスパかどちらか忘れましたが

 どちらかの週刊誌にＫＱのオーディションの写真が載っていて、その記事の内容に””もうＴＶには出ません”と衝撃的
な発表をした……”と書いてあったのです。

 本⼈が⾔ったのか、事務所が⾔ったのか、なぜＴＶに出ないのかは忘れてしまいました。
 ＫＱの記事がメインだったのでＴＶに出ないことに関しては詳しく載っていなかったのかもしれませんが…。

 当時私もＺＡＲＤがＴＶ出演するのを楽しみにしていたので、ものすご〜くガッカリしたのを覚えています。
 これは私の記憶のみになってしまいますが、確かに記事に書いてありました。

 

Re:もう出ません宣⾔

10229 選択 yan 2008-10-23 00:02:23 返信 報告

xs4pedさんこんばんは︕
 これまたありがとうございます︕

やはり公には宣⾔していないっぽいですね。
 やっぱ本⼈が嫌だと会社に⾔ったんですかね。

 まあ結果的にはプラスになったかもしれませんね〜。

Re:もう出ません宣⾔

10230 選択 yan 2008-10-23 00:11:28 返信 報告

澄さんはじめまして︕

⼊れ違いの投稿になっちゃいました（笑）

これは新しい説ですね︕
 もう出ないとはっきり⾔ってたんですね︕

> 当時私もＺＡＲＤがＴＶ出演するのを楽しみにしていたので、ものすご〜くガッカリしたのを覚えています。

ファンとしては⽣歌やトークを聴きたいですからね。
 でもテレビやプロモーションに費やす時間を作品に注ぎこめたからこそ
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 名曲がいっぱい⽣まれたんだと思います。

> これは私の記憶のみになってしまいますが、確かに記事に書いてありました。

この記事が出てくれば間違いないんですが…。
 所⻑の四次元ポケットに期待（笑）

 

Re:もう出ません宣⾔

10233 選択 澄 2008-10-23 02:06:36 返信 報告

> この記事が出てくれば間違いないんですが…。 
 > 所⻑の四次元ポケットに期待（笑）

当時、電⾞の中刷りで⾒かけて”ＺＡＲＤ坂井泉⽔ ⼆⼗歳の⽔着姿”だったような…
 １６年くらい前の記事です。

 当時ＫＱ時代のことは全く知らなかった私は”え〜何だろう︖”とコンビニで⽴ち読みしました。（笑）

所⻑さん、調査できますか︖（笑）
 

FRIDAY 1993年4/16号

10234 選択 stray 2008-10-23 07:32:46 返信 報告

澄さん、yanさん、おはようございます。

お安い御⽤ですが、⽔着はNGと書いたばかりなので（笑）、
 本⽂記事のみアップします。

ＴＶ出ない宣⾔じゃなくて、ライブやらない宣⾔ですね。
 タイトルは「ZARD坂井泉⽔２０才の⽔着」です。

> でもテレビやプロモーションに費やす時間を作品に注ぎこめたからこそ 
 > 名曲がいっぱい⽣まれたんだと思います。 

 それは間違いないですね。本⼈の意向とＮ御⼤の売り出し戦略が⾒事に合致して、
 最⾼の結果を⽣んだと⾔ってよいと思います。
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Re:FRIDAY 1993年4/16号

10236 選択 澄 2008-10-23 08:50:00 返信 報告

stray所⻑様、皆様、おはようございます。

yanさん、申し訳ございません”確かに書いてありました”と⾔っておきながら
 ライブはしない宣⾔だったみたいです、すみませんでした。（苦笑）しかもＦＲＹＤＥＹでしたね、こちらも間違え

てました、ごめんなさい。

所⻑さん、早速ＵＰしてくださって、有難うございます。
 この内容は読んだ覚えがあります。

 これからは”確かに○○でした”というのは、証拠がない限り⾔わないよう気を付けます。（苦笑）
 

Re:もう出ません宣⾔

10239 選択 ⼭茶花 2008-10-23 15:48:17 返信 報告

yanさん、皆さん、こんにちは。

> ⽇テレのおもいっきりイイテレビです。 
 > 1億3000万⼈のメモリーソングBEST10というコーナーで 

 > キーワードが「スポーツ」だったんですけど、 
 > ⾒事「負けないで」が⼀位でした(^^) 

 私も昨⽇⾒てました。正直、こちらに投稿しようか迷ってましたが・・・
 たまたま、直ぐ隣の部屋から負けないでが聞こえたものですから、⾶んでくると、流れてました。

1位に選ばれて、⼀⼈で思わず拍⼿しちゃいました(笑)。
 やっぱりこの曲は、国⺠に愛され続けている⽇本の応援歌ですね。

xs4pedさん、strayさん、貴重な記事を、ありがとうございます。
 私も参考にさせていただきました。

 

Re:FRIDAY 1993年4/16号
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10254 選択 yan 2008-10-24 00:59:13 返信 報告

さすが所⻑♪
 なんでも出てきますね（笑）

  
> ＴＶ出ない宣⾔じゃなくて、ライブやらない宣⾔ですね。

惜しい（笑）ライブの⽅でしたか。
 このころからFRIDAYとつながりがあったんですね。

 半分ZARDの宣伝のような感じ（笑）

澄さん

謝っていただく必要ありませんよ(^^)
 テレビがライブだっただけですから。

 ⼗数年前の記事を覚えてらっしゃったなんてすごいですよ︕
 これからもいろいろ教えてくださいね。

⼭茶花さん

⼭茶花さんも⾒てましたか。
 途中からたまたま⾒たんですけど、テーマがスポーツだったので

 「負けないで」が⼀位だと確信してました（笑）
 最初Z板に投稿しようと思ったんですけどあの状態だったので投稿する気が失せました（笑）

 

yanさんへ

10258 選択 ⼭茶花 2008-10-24 10:27:49 返信 報告

こんにちは。

> ⼭茶花さんも⾒てましたか。 
 > 途中からたまたま⾒たんですけど、テーマがスポーツだったので 

 > 「負けないで」が⼀位だと確信してました（笑） 
 > 最初Z板に投稿しようと思ったんですけどあの状態だったので投稿する気が失せました（笑） 
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 そうだったんですか。実は、yanさんがご投稿されるその前に、私が投稿しようとしてました。
でも全然違う内容だったら拙いと思って、それに、strayさんがyanさんにお聞きされてるのに対し、

 私が出る幕ではないかなと判断したわけです。

負けないでがトップに⽴ったのを⾒て、負けないでの、特に売り上げ枚数に対して、⺟が感⼼してました。

今後とも、宜しくお願いいたします。
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