
退室

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

情報下さい︕

389 選択 stray 2007-09-15 16:55:59 返信 報告

記憶が薄れないうちに、追悼ライブの映像を分類しておきたいのですが、
 個々の映像は⽬に焼きついてるものの、35曲もあるので、どれがどの曲の映像だったのか極めて曖昧です。

ライブに参加された⽅、ご記憶を頼りに、泉⽔さんの服装だけでもけっこうですので、情報を下さい。

※私の記憶（キーワード）
 ⽩⿊の細い横縞トレーナー、破れたジーンズ（２つあったような）、⾜元電飾、⿊レースロングスカート、⻘いワンピース、

ステージ右に階段、⻩⾊の⻑袖シャツ、⿊のトレーナー＆ジーンズ（２つあったような）…… 思い出したら書き⾜します。

 揺れる想い（１）
  この愛に泳ぎ疲れても

  IN MY ARMS TONIGHT
  Just for you

  遠い⽇のNostalgia
  Season

  ひとりが好き
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  不思議ね… ・・・⽩⿊の柄ものブラウス︖
 I want you

  突然
  君がいたから

  眠り
  素直に⾔えなくて

  少⼥の頃に戻ったみたいに
  もっと近くで君の横顔⾒ていたい

  瞳閉じて
  あなたに帰りたい

  I still remember
  My Baby Grand 〜ぬくもりが欲しくて〜

  ⽌まっていた時計が今動き出した
  サヨナラはこの胸にいます

  もう少し あと少し
  こんなにそばに居るのに

  きっと忘れない
  君がいない

  ⼼を開いて
  Todays is another day ・・・PV＋未公開映像

  愛が⾒えない ・・・PV＋未公開映像
  マイ フレンド

  Don't you see! ・・・PV＋未公開映像（ド派⼿）
 （ENCORE）

  Oh my love ・・・短パン（⾜チョ〜キレイ）
  グロリアスマインド

  永遠 ・・・PV＋未公開映像
  揺れる想い（２）

  負けないで ・・・Ｍステ最後の出演映像 



Re:情報下さい︕

392 選択 カーディガン 2007-09-15 18:53:16 返信 報告

stray所⻑様、皆様、こんばんは
 昨⽇のライブの件ですが、私まだ、帰宅しないでおります。

 インターネットカフェでくつろいで情報を収集しております。いちおう、家でビデオはセットしておりますが、また
詳しいことはご報告いたします。

 http://www3.ezbbs.net/06/sh525/
 にも、詳しい情報が載っております。

 服装ですが、未公開映像ばかりですね。
 最初の「揺れる想い」も⾒たことない映像です。あのかわいい振り付けの時の映像には⼀度も出てこない映像ばかり

でしたね。私の好きな（＾o＾）「あなたに帰りたい」では、素敵な⿊いレース⾵のドレスでしたね。I still rememb
er もタイトなパンツスーツでしたが、上の⾐装が⿊っぽい上品な感じ（うまく表現できませんが）だったと思いま
す。

 「My Baby Grand 〜ぬくもりが欲しくて〜」はナビゲーターの野⽥さんが詩を読んでいましたね。それとピアノの
演奏があったけれど、PVは流れなかったと思います。

 「⽌まっていた時計が今動き出した」 では中村由利さんの紹介と会場が⾚いライトに照らされて、中村さんが歌って
いましたね。⽌まって〜の時に、泉⽔さんが、あたためていた⾔葉だと紹介がありましたね。この曲では、ビジュア
ル映像はあったけれど、泉⽔さんの歌っているPV映像はなかったですね。

 そんな感じで覚えていますが、私の席は後列のほうで、あまり覚えておらず、申し訳ありません。泉⽔さんの追悼へ
の気持ちでいっぱいでした。

 あと、promised youの映像の年代ですが、やはり、今まで、古い映像を使い回して・・・、と⾔われてきました
が、今回のPVの映像を考えると、promised youの映像は、93年頃ではないと思います。93年頃は顔が引き締まった
感じですが、promised youは顔がやはり、⼤⼈の⼥性ですね。Don't you see!・My Baby Grand 〜以降と思われ
ます。つまり、96年、97年頃かと。オーストラリアでいろいろと撮影があったという時期が濃厚かもしれません。
帰宅しましたら、また詳しくレポートしたいと思います。

カーディガン研究員、ありがとう︕

393 選択 stray 2007-09-15 19:13:11 返信 報告
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カーディガンさん、ライブお疲れ様でした。感動の2:40でしたね︕
やはりあまり覚えておられませんか。でも⼤分助かります。

 ご紹介サイトのレポートを書いて下さったJ・Mさんにも感謝です。

promised youの映像の年代ですが、「サヨナラは今も…」で、
 ⽩いブラウスを着た泉⽔さんの歌っていない映像が流れましたよね。髪型は違いますが、

 あのお顔がまさしくpromised youジャケの表情だと私は確信しました。
 この件は戻られたらゆっくりと（笑）。

無事のご帰還を祈ってます、お気をつけて。

お帰りなさい

394 選択 れお 2007-09-15 19:45:51 返信 報告

お疲れ様でした〜

私も瞬きを極⼒抑えて、ジッとスクリーンを観ていたのですが、35曲という曲の多さではなく、単なる私の記憶⼒の
問題かもしれませんがあまり⾃⾝ありません。が…

IN MY ARMS TONIGHT が確か歌詞間違えて⾆をペロっと。Gパンに上が︖
 ⼼を開いて は、LAあたりを⾃転⾞乗ってCKの⿊のリュック背負って⼿を振ってました。⼿を振ってる表情で泣けて

しまいました。
 永遠の未公開もドライビングシーン（表情がわずかに確認できました）

 愛が⾒えない もメーキングで靴脱いで⽴てひざ作るのにドアがチョット開いていました。（変なところばかり覚え
てるなあ）

＞カーディガンさん
 あれっ、promised younoのPV時期ですか︖

 そうですね、表情が93年とかと99年あたりでは全然違いますね。PVはリアルタイムに近いと思いますが。
 00年春か初夏あたりで。

 ジャケ写は微妙ですね〜、

れおさん、ありがとう︕

https://bbsee.info/straylove/id/389.html?edt=on&rid=394
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=394


395 選択 stray 2007-09-15 20:06:32 返信 報告

れおさんもお疲れ様でした。感動でしたね︕
 情報ありがとうございます。助かります。

 克明に覚えている⼈って案外少ないと思いますよ。（⾔い訳）

歌詞間違えて⾆をペロっと・・・かわいかったですね︕
 スタンドにマイクを返したときにずる下がって苦笑っていうのもあったような。

 Gジャン、少し破れるのあるGパン、短パン⽣⾜のPVが、幻の「HOLD ME」PVだと思います。

p.y.の話はジャケ撮影時期のことです。
 PVは2000年で間違いないです。

 

更新情報

396 選択 stray 2007-09-15 20:09:36 返信 報告

今までにわかった映像です。（順次更新します）

 揺れる想い（１） 
  この愛に泳ぎ疲れても ・・・ほぼSgのPV

  IN MY ARMS TONIGHT ・・・歌詞間違えて⾆をペロっと。破れのあるGパン 
  Just for you 

  遠い⽇のNostalgia 
  Season 

  ひとりが好き 
  不思議ね… ・・・⽩⿊の柄ものブラウス︖ 

  I want you 
  突然 

  君がいたから 
  眠り ・・・淡いブル－のノ－スリ－ブワンピース 

  素直に⾔えなくて 
 

https://bbsee.info/straylove/id/389.html?edt=on&rid=395
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 少⼥の頃に戻ったみたいに ・・・⼤野愛果さんバンドINでピアノVer 映像なし 
 もっと近くで君の横顔⾒ていたい ・・・ライブDVDの映像 

  瞳閉じて 
  あなたに帰りたい ・・・⿊いレース⾵のドレス、電球で飾られたステージ、客席サイリューム

  I still remember ・・・タイトな⿊のパンツスーツ 
  My Baby Grand 〜ぬくもりが欲しくて〜 ・・・⽻⽥裕美ピアノ演奏、野⽥幹⼦が歌詞を朗読

  ⽌まっていた時計が今動き出した 
  サヨナラはこの胸にいます ・・・バスの中の映像と、歌わない⽩ブラウス姿

  もう少し あと少し 
  こんなにそばに居るのに 

  きっと忘れない 
  君がいない 

  ⼼を開いて ・・・LAロケ、⾃転⾞乗ってCKの⿊のリュック背負って⼿を振る 
  Todays is another day ・・・PV＋未公開映像 

  愛が⾒えない ・・・PV＋未公開映像 
  マイ フレンド 

  Don't you see! ・・・PV＋未公開映像（ド派⼿） 
 （ENCORE） 

  Oh my love ・・・短パン（⾜チョ〜キレイ） 
  グロリアスマインド 

  永遠 ・・・PV＋未公開映像 
  揺れる想い（２） ・・・今回使われた映像がダイジェストで流れる

  負けないで ・・・Ｍステ最後の出演映像

短パンは…

397 選択 れお 2007-09-15 20:21:13 返信 報告

短パンは⽣⾜と、薄い⿊茶っぽいストッキングのもありませんでしたか︖記憶が曖昧で（苦笑）
 Gパン（501）も、今回のライブ映像では2〜3本あったと思います。Gジャンも後ろでかなり絞っていましたね。だぶ

https://bbsee.info/straylove/id/389.html?edt=on&rid=397
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=397


だぶ状態のもあったと記憶してます。
恐らくGパン・Gジャンはメンズ物なのでしょう。レディースもあるのに、ザックリと着るのが初期の泉⽔さんのお気
に⼊りだったのかなあ︖

PVで洋服の好みの変化もうかがえますね。
 promised youあたりからノースリーブ・ハイネックを着だしたみたいな。⼼境の変化でもあったのかな︖

Re:短パンは…

403 選択 stray 2007-09-15 23:07:44 返信 報告

れおさん、こんばんは。
 短パンって、ジーンズを切ったようなやつですけど、もう⼀つありました︖

 薄い⿊茶っぽいストッキングといえば、Ｍステのこの映像ですが、昨⽇映りましたっけ︖

＞恐らくGパン・Gジャンはメンズ物なのでしょう。
 なるほど、たしかにかなり緩かったです。

＞promised youあたりからノースリーブ・ハイネックを着だしたみたいな。⼼境の変化でもあったのかな︖
 それとも、何かを隠していたのか…

謎がさらに深まったライブでしたね（笑）。

楽しそうですね♡

405 選択 ドルチェ 2007-09-15 23:26:24 返信 報告

昨⽇のライブ映像検討会、とっても楽しそうですね♪
 泉⽔さんがどの曲でどんな服だったとか、書込みを⾒てるだけで私も楽しいです。

 でも私はライブお留守番組だったので、参加組の⽅々にはかなりリードを許してしまいましたっ（泣）

そういえば
 服装が初期の頃と近年ではだいぶ変わったみたいですが

 流⾏や時代の変化に伴うものも⼤きいと思いますよ。
 もちろん泉⽔さん⾃⾝の好みの変化もあると思いますけど。

https://bbsee.info/straylove/id/389.html?edt=on&rid=403
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なかなか埋まらない

406 選択 stray 2007-09-15 23:36:57 返信 報告

ドルチェさん、いらっしゃい。
 ⼈間の記憶ってまったく当てにならないですね、まだ半分も埋まらないし（笑）、

 １曲⽬の服装が思いだせないんだから、情けないです（笑）。
 でも、こうしてリストにするだけで、伝わってきますよね︖

 副所⻑のために⼀所懸命思い出すからね︕♡

⿊レースのドレスは、数珠っぽい⻑い⼆重のネックレスしてて、未亡⼈⾵でした。
 ⼟曜ワイド劇場に⼥優として出てきてもおかしくなかったです（笑）。

 でね、配られたサイリュームが⼀⻫に折られて、ステージも電球で埋められ、とっても幻想的でした。
 よかったよ〜（笑）。

 

副所⻑へ、業務連絡

407 選択 stray 2007-09-15 23:38:57 返信 報告

ところで、付属図書館からの重要なお知らせ（メール）届いてます︖
 

ありがとね♡

409 選択 ドルチェ 2007-09-15 23:45:26 返信 報告

そうそう、図書館からのお知らせ来てました︕
 今とんちんかんながらも必死にDLしてみてます（最中←もなかじゃないよ）

 それに前ね、promised you の⼤画⾯バージョンのも⾒せてもらいましたよ。
 すっごい良かった、ありがとね♡

カメラが

410 選択 れお 2007-09-15 23:54:32 返信 報告
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ニコンでしたね。永遠がらみで、キャノンだと信じ込んでいたのでこれも発⾒。。

ランニングしてる時のグレーのジャージがアディダスで。。

泉⽔さん靴のひもを結び直すのが癖（好き︖）みたいですね。（⼼開いてのPVにもありましたっけ）

ジャケ写⾒て思ったんですが、頬杖つくのも癖︖

おっと、11時過ぎてる︕
 おやすみなさい☆

カーディガンさんへ

412 選択 stray 2007-09-16 00:04:49 返信 報告

#382の新聞に写ってるのが、I still remember ・・・タイトな⿊のパンツスーツ ですか︖
 あとで思い出してね♡

れおさん、もう休まれたかな︖
 ニコンでした（笑）。キャノンも持ってるとは思うけど…。

 ランニングシーンは、ゴールデンベスト特典DVDにも⼊っています。
 頬杖つく、腕組みする、スタンドマイクの位置を気にする（04LIVEもそうだった）、…

 けっこうありますね、その仕草がみなカワイイんだよなあ。

ドルチェさん、まだまだ起きてますか︖（笑）
 promised you 堪能してもらえたようで嬉しいです。

 図書館は続々と新刊⼊るから急いで読まないと…（笑）。

マイクスタンド

413 選択 アネ研 2007-09-16 00:36:26 返信 報告

以前「ZARD掲⽰板」でxxxさんかな︖
 2004年のコンサートについてのコメントで「マイクスタンドが杖がわり」っていうのでドキッとしたし、ありえるな

ーと思ったのですが、ーmemory コンサートでの過去の映像でもけっこうマイクスタンドとマイクをつかんで唄うシ

https://bbsee.info/straylove/id/389.html?edt=on&rid=412
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ーンがあったので、少し安⼼してしまいました。
泉⽔さんの好きな外タレにそういう⼈がいないかしらん。

まだまだ︕

414 選択 ドルチェ 2007-09-16 00:45:16 返信 報告

たった今出張より戻ってまいりました〜。

うんうん、泉⽔さんって可愛いだけじゃなく、カッコイイのもすごく様になっててイイッ︕
 あぐら座り︖もよくやってますよね。

 

Re:情報下さい︕

445 選択 カーディガン 2007-09-16 16:07:05 返信 報告

stray様、皆様
 本⽇、出張より戻りました。武道館当⽇はは暑かったですね。⾳楽葬ほどではないですが、ギンギンの暑さでした

ね。⾬が降らなかったのは幸いです。⾬が降ったりして、びしょ濡れにならなくてよかったです。
 さて、報告ですが、

 #382の新聞に写ってるのが、I still remember ・・・タイトな⿊のパンツスーツ ですか︖ ＞
 という件ですが、違いますね。未公開映像なので、表現の難しいところです。チュニックというらしいですが、チュ

ニックの⻑めのグレーっぽいのに、ＯＬさんがはいているようなスーツで、⿊のパンツスーツだったと思います。服
装は、ＤＶＤ出ないと難しいかも。
ＴＶで⼀応チェックしました。⼟曜の朝にズームインサタデーを放送していて、ＺＡＲＤ特集をしていましたね。⾒
た⽅も多いと思います。ＺＡＲＤの好きな曲をアンケートとっていましたね。５位から、⼼を開いて、あの微笑みを
忘れないで、マイフレンド、揺れる想い、負けないで、でしたね。ただ、これは街頭アンケートなので、コアなファ
ンからすると違うと思いますが。それと、グロリアスマインドもＴＶ初公開ですね。ほかの曲でも少しＺＡＲＤ情報
があって、グロリアスマインドが流れていましたね。

 泉⽔さん愛⽤のものが映像で流れていましたが、カメラは、フィルムカメラだとするとニコンのＦ７０Ｄ、Ｆ５０Ｄ
あたりかな︖デジカメだとよくわかりませんが、中級機種ですね。ただ、商品名は、画像の修正で削除されたので
は︖

https://bbsee.info/straylove/id/389.html?edt=on&rid=414
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https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=445


 
ニコンのカメラだと、Ｆ１（古いです）〜Ｆ４・Ｆ５・Ｆ６が最上位機種なので、Ｆ７０Ｄあたりだと中級機種です
ね。セミプロが使うカメラといったところでしょうか。ただ、ニコンのカメラについては、批評はしないでおこうと
思います。ぜひ、お⼿にとって、ご覧頂いたほうがよくわかると思います（⼀眼レフは初⼼者向きではないものが多
いと思います）。

 それから、「あなたに帰りたい」は、ALBUM「OH MY LOVE」バージョンですね。イントロがギターの繊細な調べ
が⻑く続いていたので。

それから、最初に開演するとき、電気が消えて、泉⽔さんが「私は⾔葉を・・・」と話し始めたとき、泉⽔さんがい
るかのような演出でしたね。とてもよかったと思います。最初のうちは、みんなおとなしく聴いていましたね。で
も、盛り上がらないとだめですから、私も、ひとりが好き、からは、⼝ずさんで⼿拍⼦をして、盛り上がるようにし
ました。それからは、しだいに会場も盛り上がっていったかなぁ。隣の⽅も⼿拍⼦などするようになりましたね。未
公開映像はどれも素晴らしかったですね。歌っている途中にジュースを飲んでいたのもありましたが、どれも、ＰＶ
としては⼗分なクオリティだと思います。「あなたに帰りたい」は本当によかったですね。私は本当にこの曲が好き
なので、あの演出には感動しましたね。泉⽔さんは、もう彼のもとに帰ったのでしょうか、そんなことを感じさせ
て、いい曲です。アンコールはコールは起こらなかったのですが、⼿拍⼦でそれを表現していました。アンコールが
５曲ですから、楽しめました。「永遠」の曲解説では、「坂井さんの存在そのものといえる曲」といった解説でした
ね。ラストはもちろん負けないでですね。前の曲、揺れる想いから会場総⽴ちで⼤合唱でしたね。やはり、会場全体
で、とても盛り上がれて、⼀体感を共有できた貴重な時間（とき）でした。最後まで結構時間がありましたが、で
も、終わるとまだ居たいという気持ちでした。

 いろいろな下⾺評を覆した、最⾼のコンサートだったと思います。泉⽔さんは、約束を果たされて、⼗分に満⾜して
いることと思います。私も、献花、⾳楽葬、コンサートと⾏き、泉⽔さんへの感謝の気持ちを表せ、少しほっとして
いるところです。このあとは、かの地で安らかにお休みくださるように、という思いで帰路につきました。来年の夏
も（春夏秋冬いつでもいいですが）という気持ちになりました。

お帰りなさい︕

447 選択 stray 2007-09-16 16:43:26 返信 報告

カーディガンさん、ご苦労様でした。
 泉⽔さんへの想いがたくさん詰まったレポートありがとうございます。

 私のレポが⾒劣りしちゃって困ります（笑）。

https://bbsee.info/straylove/id/389.html?edt=on&rid=447
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=447


私も⾒事な演出だったと思います。点数を付ければ95点。
最後の「負けないで」で、クルージングライブでの「みんな、⼀緒に︕」が⼊れば

 より盛りあったでしょうね。あと個⼈的には「promised you」がなかったのが残念かな（笑）。
 「あなたに帰りたい」は最⾼でした。「⽌まっていた…」

 で涙が出そうになったのですが、
 あの曲が持つ激しさ・情熱に圧倒され、中村由利さんのコーラスにぐっとくるものがありました。

＞チュニックの⻑めのグレーっぽいのに、ＯＬさんがはいているようなスーツで、⿊のパンツスーツ

細かいチェックですね、ありがとうございます。曲は「I still remember」で間違いないですよね︖

カメラのことやヘッドフォンの話は、マニアックな⽅々が別スレで盛り上がっておりますので、
 是⾮そちらのほうにも参加下さい。

 

電気が消えて

450 選択 アネ研 2007-09-16 17:05:15 返信 報告

座席に置いてあった「あなたに帰りたい」での演出の件の紙に、演出で⾮常灯も消えますとあったので、もしかした
らオープニングの「わたしはいつもー」のところは真っ暗だったのかもしれません。

 しかし、だからこそ、その次の瞬間の泉⽔さんの映像と「揺れる想い」の感激したのかも知れません。

Re:お帰りなさい

452 選択 カーディガン 2007-09-16 17:45:34 返信 報告

＞チュニックの⻑めのグレーっぽいのに、ＯＬさんがはいているようなスーツで、⿊のパンツスーツ

細かいチェックですね、ありがとうございます。曲は「I still remember」で間違いないですよね︖ ＞

そうですね、あなたに帰りたいのあとも泉⽔さんがフェミニンな服装だったので、I still rememberだと思います。
このあとがMy Baby Grand 〜ぬくもりが欲しくて〜 だったので、２曲ともフェミニンだったですね。記憶もあやふ
やなところがあるので、「︖」をつけといてください。

https://bbsee.info/straylove/id/389.html?edt=on&rid=450
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=450
https://bbsee.info/straylove/id/389.html?edt=on&rid=452
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=452


カメラのことやヘッドフォンの話は、マニアックな⽅々が別スレで盛り上がっておりますので、 
是⾮そちらのほうにも参加下さい。＞

そうですね、あまり、泉⽔さんの持ち物で同じものを持ちたいとは思いませんが、盛り上がるかもしれませんね。あ
と、⼀つ、このところ書きたかったのですが、雰囲気的に今⽇になってしまいました。あのマグカップの件ですが、
某デパートに問い合わせたところ、ホームのアルペンという種類だそうです。ただ、国内はもちろん、本場の英国で
も、もう廃版の商品で、在庫はないそうです。そこで、書いておきたかったのですが、ファンの間ではＷＥＤＧＷＯ
ＯＤのあのマグカップがほしい⼈が多いのでしょうか︖ほしい⼈が多いなら、復刻したらいいのですがね。もちろ
ん、ある程度の注⽂数がないと難しいでしょうから、ファンの要望で、最低発注数量以上なら、復刻は可能だと思い
ますが。どうしても、泉⽔さんと同じデザインのあのマグでないとだめだというなら、復刻しかないでしょうね。事
務所で、ファンクラブの通販にでもしたらいいのに。

 P.S.さきほど、このレスを打っていたところ、ブレーカーがとんでしまいました。とんだハプニングでした。また、
打ちなおしました。パソコンのハードディスクに問題はありませんでしたが、投稿フォームではなく、ワードなどに
保存しながら打ったほうがよかったようです。

 

要望は多いと思う

455 選択 stray 2007-09-16 19:12:53 返信 報告

カーディガンさん、I still rememberの件、了解です。
 私も物欲ない⼈ですが、毎⽇使えるもので泉⽔さんと同じ物なら欲しいですよ。

 ＷＥＤＧＷＯＯＤのマグは4〜5千円すると思いますが、あれを今回グッズで販売したら、
 たとえ１万円でも売れ筋商品になったと思います。

 副所⻑も「欲しい〜」って⾔ってましたし（笑）。
 もちろん同じデザインでってことなので、案外、事務所ですでに交渉に⼊ってるかもしれませんネ。

 

パスワード︓  編集  削除

https://bbsee.info/straylove/id/389.html?edt=on&rid=455
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=455

