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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

SH2012未公開映像
10307 選択 YARD 2012-03-11 14:55:47 返信 報告

stray所⻑､みなさん
 こんにちは︕

 ZARD Mobile FC  CONTENTS(会員限定メニュー)  デジタル会報  今⽉の特集記事  にてSH2012 眠れないを抱いて と こんなに
そばに居るのに 映像各45秒が⾒れます︕

Re:SH2012未公開映像
10309 選択 stray 2012-03-11 16:32:53 返信 報告
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YARDさん、こんにちは。

情報ありがとうございます︕
 Mobile FCは⽬当ての情報がどこにあるのか探しにくいし、

 たどり着くまで時間がかかって、それも料⾦に反映されるので頭に来ますね︕（笑）

「眠れない夜をを抱いて」だけ⾒てきました。
 ん〜、画⾯が⼩さくて⽇本⻘年館なのかどうかまでは分かりませんでしたが、

 ⽩のプレーンシャツに⿊のホットパンツでしたね。

ZARDギャラリーのリニューアルされた「Memory of Live」コーナー[10226]
 で観たほうがよさそうです（笑）。

Re:SH2012未公開映像
10310 選択 stray 2012-03-11 16:43:20 返信 報告

ついでに・・・

モバイル FCサイトの会員限定メニューに「デジタル会報」というのが加わり
 （それをなぜメールで知らせないのか理解できませんが）

５つのコンテンツがあります。

・今⽉の特集記事
 ・ファンレター

 ・スタッフQ&A
 ・占い

 ・スタッフ⽇記
 

Re:SH2012未公開映像
10311 選択 stray 2012-03-11 16:53:59 返信 報告

スタッフ⽇記を覗いてみたら、
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「1991年1⽉29⽇ 晴れ」というタイトルの記事があって、
デビュー曲のＰＶを撮影したのが、この⽇だったそうです。

けっこうな⻑⽂で、ロケの全貌が細かく記されているのですが、
 保存もできなければ、コピペも効かないので、デジタル会報は厄介ですねぇ（笑）。

デジカメで写真を撮って、⽂字に起こすしか⼿がない︖
 

Re:SH2012未公開映像
10312 選択 imuzi 2012-03-11 17:28:27 返信 報告

 
YARDさん、strayさん、こんにちは(^^)

Mobile FCは、無料メルマガ購読のみで会員じゃないんですよね…(´＿｀。)

⽉額315円の上に、パケット料がかかるからとお⺟さんにダメって⾔われちゃいまして(´︔ω︔｀)
 確かに少し⾼いなぁとは思うんですけどね(涙

ZARDギャラリーも遠くて⾏けないんですよね(p´⌒`q)

⾒れる皆さんがうらやましいです(> <)

Re:SH2012未公開映像
10313 選択 stray 2012-03-11 18:16:02 返信 報告

imuziちゃん、こんばんは。

> ⽉額315円の上に、パケット料がかかるからとお⺟さんにダメって⾔われちゃいまして(´︔ω︔｀)

私がお⺟さんでもダメっていいますよ（笑）、すぐに数千円かかってしまうので。
 中・⾼校⽣のファンも居るというのに、何をやってるんですかね、Ｂ社は︕

 ⽂字に起こしたので軽チャーに上げておきますね。
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Re:SH2012未公開映像
10314 選択 imuzi 2012-03-11 18:30:14 返信 報告

 
strayさん、こんばんは(^^)

> 私がお⺟さんでもダメっていいますよ（笑）、すぐに数千円かかってしまうので。 
 ですよね(笑

 さすがに私も⾼いと思います(-`ェ´-怒)

> 中・⾼校⽣のファンも居るというのに、何をやってるんですかね、Ｂ社は︕ 
 前のスレを読んでみると、普通のFCだったころの⽅が安かったらしいじゃないですか…

 明らかに普通のFCの⽅が得ですよね(> <)

何故泉⽔さんが亡き今、Mobile FCの⽅がお⾦がかかるのか疑問です(´︔д︔｀)

> ⽂字に起こしたので軽チャーに上げておきますね。 
 わざわざありがとうございます(^^)♪

 今から⾒てみますっ(●´∀｀)

Re:SH2012未公開映像
10315 選択 Ａｋｉ 2012-03-11 23:25:29 返信 報告

> たどり着くまで時間がかかって、それも料⾦に反映されるので頭に来ますね︕（笑）

 エピソードはいつかは本になるのでしょうか︖と⾔う感じもします。

 ⼤体、Ｂ社は2回は儲けようとしますね…（苦笑）

 元々のＦＣは坂井さんが居た頃だったので、価格もリーズナブルでしたけれど、その後は完全な「営利主義」に⾛って
⾒事に失敗している感じはします。

Re:SH2012未公開映像
10388 選択 空 2012-03-17 10:21:23 返信 報告
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こんにちは。
時々覗かせてもらってます。

 気になったのでコメントさせてもらいます。

デジタル会報ってスマホは対応してないんですかね・・。

ところでこれって携帯でも画⾯メモとかで保存はできないんですか︖

[10311]stray:
 > スタッフ⽇記を覗いてみたら、 

 > 
> 「1991年1⽉29⽇ 晴れ」というタイトルの記事があって、 

 > デビュー曲のＰＶを撮影したのが、この⽇だったそうです。 
 > 

> けっこうな⻑⽂で、ロケの全貌が細かく記されているのですが、 
 > 保存もできなければ、コピペも効かないので、デジタル会報は厄介ですねぇ（笑）。 

 > 
> デジカメで写真を撮って、⽂字に起こすしか⼿がない︖ 

 

Re:SH2012未公開映像
10389 選択 stray 2012-03-17 13:07:42 返信 報告

空さん、はじめまして、こんにちは。

４⽉以降スマホにも対応するそうです

> ところでこれって携帯でも画⾯メモとかで保存はできないんですか︖

携帯に「画⾯メモ」なんて機能があるんですか︕
私は携帯の使い⽅を知らない（正しくは「覚える気がない」）オジサン（笑）なのでわかりません。

泉⽔さん連れ去られシーン
10390 選択 stray 2012-03-17 13:10:34 返信 報告
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mfEs vol.27（3⽉号）に、未公開映像映像の情報がチラっと載っています。

これはシャルル・フェリックス広場から、泉⽔さんがバイクで連れ去られるシーンのようです。

泉⽔さん、⼤はしゃぎですね（笑）。
 

Demo-2 映像
10391 選択 stray 2012-03-17 13:11:04 返信 報告

「Demo-2」の映像

マイフレのミニスカ
10392 選択 stray 2012-03-17 13:14:57 返信 報告

これが噂の マイフレ新映像ですね︕

さっくりとしたセーターにミニのキュロットを合わせた⾐装

と書いてあります。セーターの下はストライプのシャツのようです。
 肝⼼のミニスカが写ってない︕︕︕（笑）

これらの映像は⼊れ替わったZARDギャラリーのシアターで⾒られるのでしょうか︖
 情報お持ちの⽅、よろしくお願いします︕

※別スレ[10409]に noritamaさんからの情報あり【ネタばれ注意︕】

Re:マイフレのミニスカ
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10396 選択 imuzi 2012-03-17 19:50:42 返信 報告

 
stray所⻑さん、こんばんは(^^)

マイフレ新映像はすごいミニスカなんですよね??
 ZARDファンの⽅のブログに書いてありましたが(o´∀`o)♪

元々の映像すら私は少ししか⾒たことないのですが(涙

関係ないのですが…SH2012はDVD化されないのでしょうかね?(´︔д︔`)

今のところ予定はないのでしょうか(> <)

Re:マイフレのミニスカ
10397 選択 stray 2012-03-17 20:31:32 返信 報告

imuzi:ちゃん、こんばんは。

> マイフレ新映像はすごいミニスカなんですよね?? 
 > ZARDファンの⽅のブログに書いてありましたが(o´∀`o)♪

いやいや、このBBSにもちゃんと書いてありますから（笑）[9981]

> 関係ないのですが…SH2012はDVD化されないのでしょうかね?(´︔д︔`)

モバイルFCサイトには、正確には覚えていませんが「またどこかでやりたい」と書いてあったので
 しばらくDVD化はされないと思います。

 

Re:マイフレのミニスカ
10399 選択 imuzi 2012-03-17 20:43:29 返信 報告

 
stray所⻑さん、こんばんは(^^)
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> いやいや、このBBSにもちゃんと書いてありますから（笑）[9981] 
すみません!!

 しっかり読んでいたつもりだったのですが(笑

> モバイルFCサイトには、正確には覚えていませんが「またどこかでやりたい」と書いてあったので 
 > しばらくDVD化はされないと思います。

そうなんですか(> <)
 残念ですﾟ(p´⌒`q)ﾟ

Re:マイフレのミニスカ
10415 選択 stray 2012-03-19 12:49:23 返信 報告

マイクが、テレ朝スタジオ・ジャングルジムverと違います。
 お顔の感じも違うので、別の⽇に別のスタジオで撮ったものか︖

Re:マイフレのミニスカ
10416 選択 stray 2012-03-19 12:58:05 返信 報告

「サヨナラは今も・・・」⽩服ver.と同じマイクか︖

未解決案件[8950]と関係ありそう・・・

Re:マイフレのミニスカ
10417 選択 pine 2012-03-19 13:23:44 返信 報告

所⻑さん みなさん こんにちは︕
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>「サヨナラは今も・・・」⽩服ver.と同じマイクか︖ 
ミニスカマイフレンドは、テレ朝ジャングルジムVerのセットではなく、「サヨナラは今も･･･」のセットでしたよ。[996
6]

 お顔や髪の感じが「サヨナラ･･･」と同じですね。(^^)
 

Re:マイフレのミニスカ
10421 選択 stray 2012-03-20 15:26:09 返信 報告

pineさん、こんにちは︕

pineさんのレポに書いてありましたね、失礼しました。
 ミニスカが強烈すぎて（笑）、よく読んでませんでした（笑）。
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