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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

NHK⼤阪ホール ⼤晦⽇スペシャル〜ZARDコンサートレポート〜

3617 選択 カーディガン 2008-01-02 14:40:36 返信 報告

NHK⼤阪ホール ⼤晦⽇スペシャル〜ZARDコンサートレポート〜

当⽇は、PM６時から、整理券で、⼊場のための座席指定席券を配布した。整理券に番号は振ってあったが、もともと決まって
いたわけではない。

 整理券によって配布する座席指定席券に席番号が振ってあった。
 並んでいた⼈々は、30代から60代といった感じでした。ZARDファンが多かったように思います。

 会場内はとてもきれいなコンサートホールでした。⾳響効果はとてもよかった。
 定員が1400名ほどなので、あまり⼤きくない分、ライブが近くに感じられて、とてもよかったです。

プロローグで負けないでのメロディが流れていました。
 バンドマンの「ワン・ツー・スリー」の掛け声でスタート。

01 揺れる想い
  ⽩い上着にシャツ・ジーンズ

 02 IN MY ARMS TONIGHT
  ジージャンとジーンズ
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03 遠い⽇のNostalgia
 ジージャンとジーンズ（02と同じ服装）

 04 もう少し あと少し・・・
  ⽩いセーターとジーンズ、⻘いダンガリーシャツで寝ている場⾯も出てくる。

 05 素直に⾔えなくて
  ⿊いトレーナーとジーンズ

〜My Baby Grandの朗読（ナビゲーター野⽥幹⼦さんによる、録⾳のようです）
 野⽥さんが2007年の追悼ライブに参加したことを話す。

 ⾚いトイピアノの意味についてお話がありました。My Baby Grandは⾚いトイピアノのことで、
 坂井さんが励まされたことを話しておりました。

  
 06 きっと忘れない

  ピンクのジャケットに⿊っぽいシャツ・ジーンズ
 07 ⼼を開いて

  ⾃転⾞に乗ってる映像
 08 Don't you see!

  NYのロケの映像、濃いメークが出てくるところ。

紅⽩オンエア前に10分ほど注意がありました。携帯電話の電源を必ず切るように、⼗分な説明がありました。
 本番で携帯が鳴ったり、⾳響機器に影響がないように、必ず電源を切るようにとのことでした。プラカードを
 持っている⼈は、カメラに映すために、場所の確認をしました。

……紅⽩中継オンエア……内容は、紅⽩の映像でご確認ください。各曲のショートバージョンのメドレーです。
 09 揺れる想い

 10 グロリアスマインド
 11 負けないで

 ……中継オンエア終了……

12 負けないで（⼤阪の会場の皆さんがまだ物⾜りないでしょう、ということで）

コンサート終了後、スクリーンには、「坂井泉⽔さん ありがとう」の⽂字が映し出されました（涙）



[Guitar] 葉⼭たけし 岡本仁志 SCHON
[Acoustic Guitar] ⼤⽥紳⼀郎 岩井勇⼀郎

 [Keyboards］古井弘⼈
 [Bass］⿇井寛史

 [Drums］⿊瀬蛙⼀ ⼭⼝篤
 [Percussion］⾞⾕啓介

 [Chorus］岡崎雪 荒神直規
 ※⼤藪拓さんもいましたね。

忘れてはいけませんね、「坂井泉⽔」さんも参加しておりました（TOT）~~

[Navigator] 野⽥幹⼦

今回もGARNET CROW（岡本さんと古井さん）が参加してくださりました。ほかのバンドメンバーの⽅も⼤晦⽇なのに、坂井
泉⽔さんのためにご協⼒くださいました。感謝ですm（_ _）m

 セットリストにつきましては、⼀部本家掲⽰板の2007さんのリストを借⽤しておりますm(_ _)m

基本的に、ＴＶ中継以外は、曲ごとの映像は、2007年のライブの映像です。⾏かれた⽅は、すぐに気づいたことと思います。
 重要なのは、2007年を締めくくるこのコンサートに参加できたことです。そして、全国のZARDを知らない⽅にZARDを知っ

てもらえるよい機会であったこと、坂井さんが紅⽩初出場を果たしたことです。
 このまま、来年のコンサートにつなげていければいいなと思います。

以上、NHK⼤阪ホールよりのZARDコンサートレポートでした。

NHK⼤阪ホール

3618 選択 カーディガン 2008-01-02 15:01:23 返信 報告

NHK⼤阪ホールの画像です。右の旗はNHKの旗です。真ん中の旗は⽇本、左が⼤阪の旗(澪つくし)です。
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Re:NHK⼤阪ホール ⼤晦⽇スペシャル〜ZARDコンサートレポート〜

3619 選択 atti 2008-01-02 15:03:02 返信 報告

カーディガンさん、こんにちは。

会場での様⼦が分かりました〜。
 セットリストを参考にさせてもらい、iPodのプレイリスト作成して順番に聞いてみますね。

⼤賀好修さん、⼤楠雄蔵さんは、パシフィコ横浜CDLに参加していたようなので、2008コンサートでは登場してくれ
るのかと。

PS.野⽥さん、⿇井さんのブログに紅⽩関連の記述がありました。
 http://atti.jugem.cc/?eid=1461

Re:NHK⼤阪ホール ⼤晦⽇スペシャル〜ZARDコンサートレポート〜

3622 選択 Ｔ２８ 2008-01-02 15:45:09 返信 報告

カーディガンさん、こんにちは。

詳細レポートありがとうございます。
 会場の様⼦がよく伝わってきます。さすがカーディガンさんですね。
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紅⽩で放送された後も、ライブは続いていたと思っていたのですが、
あの後は、⼀曲だけだったのですね。

バンドメンバーやスタッフの⽅々には本当に感謝しています。
 映像は既出のもののようですが、今年のライブには新たなものも出してくるのでしょうね。

 葉⼭たけしさんは、基本出ずっぱりだったのかな︖
 もちろん泉⽔さんも・・・（涙）。

ご参加なさったファンの皆さまにも感謝です。
 カーディガンさん、PANさん、ご苦労様でした。

 

Re:NHK⼤阪ホール ⼤晦⽇スペシャル〜ZARDコンサートレポート〜

3625 選択 xs4ped 2008-01-02 18:49:49 返信 報告

カーディガンさん、こんばんは。

詳細なレポートありがとうございます。
 会場の様⼦が伝わってきました。

ご苦労様でした。

Re:NHK⼤阪ホール ⼤晦⽇スペシャル〜ZARDコンサートレポート〜

3627 選択 皐 2008-01-02 19:08:58 返信 報告

カーディガンさん、こんばんは︕詳細レポートをありがとうございますね(o^∇^o)

詳しく書かれているので、コンサートの様⼦がとても伝わってきましたよ♪♪
 私も⾏きたかったです〜︕(笑)

 部⻑も仰っていますが、紅⽩で放送された3曲の後は、
 「負けないで」の1曲だけだったんですね。

 ちょっと意外でした＾＾
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⼤晦⽇の夜にバンドメンバーやスタッフの⽅々が集まってくれて、感謝ですね☆ﾐ
カーディガンさんもレポや写真のUP、ご苦労様でした(o^ω^o)

 泉⽔さんもお疲れさま︕︕

Re:NHK⼤阪ホール ⼤晦⽇スペシャル〜ZARDコンサートレポート〜

3631 選択 ｍｅｇａｍｉ 2008-01-02 20:14:27 返信 報告

カーディガンさんへ
 とっても詳しいレポートをありがとうございました︕︕ 

 こんなに早く詳細レポートを拝⾒できるとは思っておりませんでしたので、とっても嬉しいです。
 > コンサート終了後、スクリーンには、「坂井泉⽔さん ありがとう」の⽂字が映し出されました（涙） 

 この部分を拝⾒しただけで涙が・・・
 > 忘れてはいけませんね、「坂井泉⽔」さんも参加しておりました（TOT）~~ 

 カーディガンさんとＰＡＮさんのおかげで 私も会場に参加させていただけた気分です・・・（嬉）
 期待してお待ちしていた通り“素晴らしいレポート”に感動致しました。本当にどうもありがとうございます︕︕

Re:NHK⼤阪ホール ⼤晦⽇スペシャル〜ZARDコンサートレポート〜

3633 選択 アネ研 2008-01-02 21:29:10 返信 報告

こんばんは、カーディガンさん、
 年末の泉⽔さんへの応援と、レポートお疲れ様でした。

コンサート会場周辺のたくさんの画像で、⾝近に感じました。
 盛り上がってよかったです。（笑）

 なんだか、携帯だけなんで、もどかしいようにも感じましたが〜。
 みなさんが⾔うように、この紅⽩初出場はあんまりZARDのことを知らなかった⼈のためにもよかったと思います。

 

Re:NHK⼤阪ホール ⼤晦⽇スペシャル〜ZARDコンサートレポート〜

3638 選択 kny 2008-01-02 22:31:05 返信 報告
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カーディガンさん、別スレへコメントしたところ、ご挨拶いただき、ありがとうございました。
当⽅からのごあいさつが遅れ、失礼しました。

 改めまして、はじめましてknyです。これからもよろしくお願いいたします。

私なりのフォローと感じたことを。

 紅⽩スタートからおしりかじり⾍までは紅⽩のライブを観覧、それからコンサートになりました。
  Ｄｏｎ’ｔ ｙｏｕ ｓｅｅ︕が終わった時点で、前説担当のアナが再登場。

  彼は、私たちを⽴たせて⼿拍⼦を強要（おおげさですが＾＾）しました。
  同時にステージの両脇にエキストラがわらわらと勢揃いしたので、紅⽩の演出ってこういうものかと思い知らされ

ました。
  私たちも開き直って、ZARDのために、坂井さんのために、やってやろうじゃないかという独特な雰囲気になりま

した。
  今思えばＮＨＫの思惑どおりになったんですね。

Re:NHK⼤阪ホール ⼤晦⽇スペシャル〜ZARDコンサートレポート〜

3639 選択 atti 2008-01-03 00:04:49 返信 報告

カーディガンさん、皆さん、こんにちは。

葉⼭さんのブログが更新されました。
 12/31の写真を⾒ると、参考⾳源のCD('07.12.11)

 とあるので、発表(12/6)からまもなくになりますね。
 当然前準備しているのでしょうからあたりまえか。

※画像解析できる⽅は、CD盤⾯の⽂字解析をお願いいたします。
 上段︓????

 下段: ???? CD Ver ← Original?

Re:⾚い⽂字の部分

3644 選択 かず 2008-01-03 10:22:27 返信 報告
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※９〜１１ＴｒａｃｋはＦｕｌｌ Ｓｉｚｅの物です。
 実際は、Ｌｉｖｅ ｖｅｒ．ＣＤに⼊っているサイズになりますのでご注意ください。

（⼀番下は⿊字で）Ｆｒｏｍ Ｏｒｉｇｉｎａｌ ＣＤ

Re:失礼しました

3645 選択 かず 2008-01-03 12:36:01 返信 報告

盤⾯のことですね。失礼しました。

Re:NHK⼤阪ホール ⼤晦⽇スペシャル〜ZARDコンサートレポート〜

3646 選択 カーディガン 2008-01-03 14:14:28 返信 報告

パンフレットをスキャンしたので載せておきます。

Re:NHK⼤阪ホール ⼤晦⽇スペシャル〜ZARDコンサートレポート〜

3647 選択 カーディガン 2008-01-03 14:16:55 返信 報告

[3646]カーディガン:
 > パンフレットをスキャンしたので載せておきます。
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Re:NHK⼤阪ホール ⼤晦⽇スペシャル〜ZARDコンサートレポート〜

3648 選択 カーディガン 2008-01-03 14:19:25 返信 報告

> パンフレットをスキャンしたので載せておきます。

Re:NHK⼤阪ホール ⼤晦⽇スペシャル〜ZARDコンサートレポート〜

3649 選択 カーディガン 2008-01-03 14:20:00 返信 報告

> パンフレットをスキャンしたので載せておきます。
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