
» bbsee [重要なお知らせ] この掲⽰板サービスは 2022/11/12 に廃⽌させていただきます . オプション  購読

ZARD研究所BBS
promised you をこよなく愛する ZARD FREAK 憩いの場 ♪with you ♡♥

重要なお知らせ
 この掲⽰板は１０⽉１０⽇（⽉）に閉鎖し、

 https://zard-lab.net/bbs/joyful.cgi
 に引っ越します。

・新規スレ⽴て・古いスレへのレス禁⽌︕ 詳細  過去ログ 8  7  6  5  4  3  2  1

返信を投稿する 新しい話題を投稿する

ZARD 30周年記念Live DVD
27112 選択 Aki 2022-07-30 23:13:23 返信 報告

https://wezard.net/news/news-1315/

今回は
 ・もう少し あと少し…（初公開） 

 ・⾬に濡れて（初公開映像含む）
 ・If you gimme smile（初公開）  

 ・Forever you のMVも収録。

 前回MVが収録されたのが25th Live。
  

  次にMVが収録されるのは35th︖

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧
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Re:ZARD 30周年記念Live DVD
27113 選択 Peter.Sun 2022-08-03 09:22:52 返信 報告

I think so too. Being has other 未公開 MV too which will be 披露 in the future Live. By
the way it is the series of 25th music video collection.

Re:ZARD 30周年記念Live DVD
27161 選択 stray 2022-09-09 20:16:17 返信 報告

ZARD 30周年記念ライブ
 『ZARD 30th Anniversary LIVE

 “What a beautiful memory 〜軌跡〜”』
 2022年10⽉5⽇発売

■三⽅背ボックス仕様
 ■48ページブックレット

 【Blu-ray】 1枚組 JBXJ-5005 ¥7,700（税込）
 【DVD】 2枚組 JBBJ-5012〜5013 ¥7,700（税込）

■LIVE
 01. きっと忘れない

 02. もう少し あと少し…
03. ⾬に濡れて

 04. 世界はきっと未来の中
 05. 君に逢いたくなったら…

 06. 突然
 07. DAN DAN ⼼魅かれてく
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08. かけがえのないもの
09. 瞳閉じて

 10. 遠い星を数えて
 11. 永遠

 12. 瞳そらさないで
 13. 翼を広げて

 14. こんなにそばに居るのに
 15. My Baby Grand 〜ぬくもりが欲しくて〜

 16. あの微笑みを忘れないで
 17. Good-bye My Loneliness

 18. 愛は暗闇の中で
 19. 揺れる想い

 20. If you gimme smile
 21. ⼼を開いて

 22. Today is another day
 23. 君がいない

 24. マイ フレンド
 25. Don’t you see !

 26. Oh my love
 27. Forever you
 28. 負けないで

[約150分収録]

■MUSIC VIDEO
 ・もう少し あと少し…（初公開） 

 ・⾬に濡れて（初公開映像含む）
 ・If you gimme smile（初公開）  

 ・Forever you

Re:ZARD 30周年記念Live DVD



27168 選択 stray 2022-09-13 10:07:47 返信 報告

SHOP別特典決定
 https://wezard.net/news/news-1326/

 
 SHOP別特典が決定致しました。

 各特典は無くなり次第終了となりますのでお早めにご予約下さい。

ZARD応援SHOP︓ZARDオリジナル◦フォトカード“LIVE”、デザイン、店名UP致しました。

□楽天ブックス︓アクリルコースター（90mm×90mm）
 掲載URL:https://books.rakuten.co.jp/search?g=003&sitem=2100013054408+2100013054415+4580740632

106+4580740632113&f=O

□セブンネットショッピング︓アクリルカラビナ
 掲載URL:https://7net.omni7.jp/search/?keyword=zard30alwabm&searchKeywordFlg=1

Re:ZARD 30周年記念Live DVD
27170 選択 stray 2022-09-16 22:10:01 返信 報告

楽天ブックス︓アクリルコースター（90mm×90mm）

Re:ZARD 30周年記念Live DVD
27171 選択 stray 2022-09-16 22:10:26 返信 報告

セブンネットショッピング︓アクリルカラビナ
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Re:ZARD 30周年記念Live DVD
27221 選択 stray 2022-09-25 21:07:23 返信 報告

SPOT公開︕

https://youtu.be/35lVJKhNKw4
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