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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

ZARD GALLERY 絵画サイン
10564 選択 stray 2012-04-01 00:02:25 返信 報告

[10561]の続きスレです。

ZARD GALLERYに展⽰されている絵画は画像の５点で、
 サインが有るのは静物２点だけでした。

> ⾚いサインの下に緑⾊のサインがあるように⾒えるのです(要は⾚いサインで上書きされている
ような感じ)(^^;) 

 > え〜っと訳わかりません(笑) 同じ構図の違う絵かな。
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noritamaさん
静物画の下のほう（⾚ポット）だと思いますが、同じ構図の別の作品ではありません。

 灰⾊の背景のところどころに⿊い部分があって、サインのところにも⿊い線がかかっているので
 サインの下に別のサインがあるように⾒えたんだと思います。

 

Re:ZARD GALLERY 絵画サイン
10565 選択 stray 2012-04-01 00:13:42 返信 報告

その⾚ポットの静物画のサインですが、

Sachikoの「Ｓ」の上の部分が切れているのです︕

[8617]を⾒てもらえば分かりますが、「Ｓ」の上の部分が切れているのは
 「⾚帽⼦」のサインだけです。

 しかし、今回展⽰されている「⾚帽⼦」にサインは無い。

もう⼀つの静物画（果物）にはもともとサインが無いのに[8638]、
 今回の展⽰物にはサインが有ります。

なので、５つすべてが本物ではなく、５つとも本物でない可能性もあります（笑）。

何が何だかわかんなくなってきましたね（笑）。
 

ZARD GALLERY
10594 選択 Ａｋｉ 2012-04-04 19:24:07 返信 報告

（「続き」ということでこちらに「ZARD GALLERY」関連のレスをさせて頂きます。）

 早速、オークションでは「図録」や「クリアファイル」が出ていましたが、「ポスター」は無かったですね…
  「レポ待ち」なので、何とも⾔えないですけれども…やはり、4⽉の影像も特別なのが無ければ5⽉27⽇に出かけられる

⽅が多いのかな︖（3⽉は45分なのに対し4⽉は30分ですから…）

===【ネタばれ】=== ZARD GALLERY Request Best Shot 展
10598 選択 noritama 2012-04-04 21:20:46 返信 報告
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レポ、もうしばらくお待ちください m(_ _)m(笑）
Coming soon･･･朝までに(^^;少しづつ

Re:===【ネタばれ】=== ZARD GALLERY Request Best Shot 展
10600 選択 stray 2012-04-04 22:02:11 返信 報告

noritamaさん、こんばんは。

早速⾏かれましたか︕
 徹夜で報告書ですか、⼤学⽣に戻ったみたいですね（笑）。

 楽しみに待ってます︕

Ａｋｉさん
 noritamaさんのレポを待ちましょう。

 シアターは30分なので、（展⽰物の⼊れ替えがメインで）元に戻っただけだったりして（笑）。

Re:===【ネタばれ】=== ZARD GALLERY Request Best Shot 展
10602 選択 noritama 2012-04-04 22:51:10 返信 報告

こんばんは。

♪4⽉初めのGALLERYは、スーツ姿もまばらで♪････････
 さて、ノン・オフィシャル宣伝隊︖（笑）のnoritamaです。

昨⽇の春の嵐にもエントランスは無事?っだったようです。
 夜だと何やら⾒えますね奥に（笑）あれが･･ゴニョゴニョ(^^;

Re:===【ネタばれ】=== ZARD GALLERY Request Best Shot 展
10603 選択 noritama 2012-04-04 23:21:48 返信 報告

Akiさんが気にしておられる、リクエスト1位のNewポスターは、すでにオークションに出てますね。
 ヒントは、1位[10602](^^; 、2位20th○○コレ
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Goodsコーナーは少し品が⼊って、
・マグカップ: 負けないで、揺れる想い

 ・リクエスト1位Newポスター
 ・Newクリアフォルダー

 ・ZARD GALLERY 図録
 ・デットストック品 i-pod (アコースティックLIVE CD付の45000円のやつです。ものすごく欲

しいけど･･･CD（笑）新品ですが古い物なので保障うんぬんの但し書きがありますので注意。御理解の上の購⼊です。仕
⽅がないですねこの場合。出てくるだけすごい。何年前の商品でしたっけ︖)

ポスターは売り切れがまた増えていました（確か3種類、先⽉中頃は1種類だったような）

⽸バッチのおまけは無いものと気にせず図録等を買ったら、あらっまた3000円以上で（新⾊のサクラ⾊♡）⽸バッチが。
 買い⽅失敗した〜⾏き帰りで分ければ2つ貰えたのに･･･

Re:===【ネタばれ】=== ZARD GALLERY Request Best Shot 展
10604 選択 noritama 2012-04-04 23:24:25 返信 報告

注⽬の図録です。

Re:===【ネタばれ】=== ZARD GALLERY Request Best Shot 展
10605 選択 stray 2012-04-04 23:32:46 返信 報告

noritamaさん、こんばんは。

もうじき寝るので（笑）、レポの途中で失礼します。
 リクエスト1位はアレですか・・・

 妥当かつつまらない結果になりましたね（笑）。
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> ・デットストック品 i-pod (アコースティックLIVE CD付の45000円のやつです。もの
すごく欲しいけど･･･CD（笑）新品ですが古い物なので保障うんぬんの但し書きがあります
ので注意。御理解の上の購⼊です。仕⽅がないですねこの場合。出てくるだけすごい。何
年前の商品でしたっけ︖)

2005年の初め頃だったような・・・
 これの売れ残りを出してくるようだと、B社もかなり苦しいのか（笑）。

 i-pod⾃体の性能は無いに等しいので、コレクション買い限定ですね。
 アコースティックLIVEの⾳源は、後で送ります（笑）。

Re:===【ネタばれ】=== ZARD GALLERY Request Best Shot 展
10606 選択 noritama 2012-04-04 23:32:58 返信 報告

チラっ（笑）
 先⽉までの「My Best Shot 展」のパネル写真⼀覧がズラリ。

※Goodsコーナーには、中⾒サンプルも置いてありました。

Re:===【ネタばれ】=== ZARD GALLERY Request Best Shot 展
10608 選択 noritama 2012-04-04 23:41:27 返信 報告

チラっチラっ（笑）
 「Request Best Shot 展」のパネル写真が順位ごとズラリ。

うう〜ん･･会場でメモ取りがいらないかな（汗)

※[10616]

Re:===【ネタばれ】=== ZARD GALLERY Request Best Shot 展
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10610 選択 noritama 2012-04-04 23:56:22 返信 報告

strayさん おやすみなさい(^^

レポ続きます（笑）
 エントランスの写真やプライベート品・撮影⾐装などの展⽰されている様⼦写真もそれなりに掲載されてます。

報道写真の[10064]や[10068]とで妄想すると⾏った気になれるのかな︖
 なかなか⾏かれない遠⽅の⽅は、、、図録を通販して欲しいですよね･･･

Re:===【ネタばれ】=== ZARD GALLERY Request Best Shot 展
10611 選択 Ａｋｉ 2012-04-05 00:06:06 返信 報告

 レポートありがとうございます。
  「代表的なモノ」がやはり選ばれるのですね…

> > ・デットストック品 i-pod (アコースティックLIVE CD付の45000円のやつです。ものすごく欲しいけど･･･CD
（笑） 

  殆ど「ＬｉｖｅＣＤ」の価値ですよね(苦笑）今なら「4万5千もするならもっとサービスして」って感じですね(笑）
  買わなくても、商品が賑わっていると良いですね…

  Ｂ社も古いもの置いていても仕⽅ないですね…(展⽰するには⾒本品１つあれば良いだけですから…）

Re:===【ネタばれ】=== ZARD GALLERY Request Best Shot 展
10612 選択 noritama 2012-04-05 00:52:15 返信 報告

Akiさん こんばんは｡

>「代表的なモノ」がやはり選ばれるのですね… 
 あの写真の中からで、⼀般的なファンですと、ここ5年位の印象的な写真と他の好きな感じの写真を選ぶのでしょうね。

 私が選んだのは下位ランクです（笑）何回か違うのを選んで⼊れましたけれど、あの中でも、、3つきりでは絞りきれない
です（笑）
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>殆ど「ＬｉｖｅＣＤ」の価値ですよね(苦笑）今なら「4万5千もするならもっとサービスして」って感じですね(笑） 
そこが、オフィシャル販売所の⾟いところですね。普通の販売店/商品なら処分特価とか付け合わせ販売考えられますけれ
ど･･･

 i-pod本体は、泉⽔さんのサインプリント(刻印?)が⼊っていた物だったですよね。性能の古さは否定出来ないので、割り
切って使うか、⼤切にオブジェにするぐらいでしょうか

 >買わなくても、商品が賑わっていると良いですね… 
 >Ｂ社も古いもの置いていても仕⽅ないですね…(展⽰するには⾒本品１つあれば良いだけですから…） 

 在庫数はどの位か判りませんが（笑）、什器に展⽰してあったのは1セットでした。
 ポスター、割れ易い物（マグ）や⼤型商品、⾼額品展⽰は1品づつ⾒本展⽰でバックヤード/レジ横棚から出してますね。

 基本は出来てますし少しづつ改善されているように思います。
 私はブックカバー（Musingでは売ってます･･）が欲しかったのですが、なかなか追加になりませんです（笑）

Re:===【ネタばれ】=== ZARD GALLERY Request Best Shot 展
10613 選択 noritama 2012-04-05 02:00:00 返信 報告

会場内はレイアウトそのままに、パネル他が⼊替わりました。

⼊⼝から、
 1位の特⼤パネル>右壁⼿前から壁沿い反時計回りに2位〜30位

 ホール中央の吊りパネルに、31-36位、37-44位、45-49位、50-56位、OFF SHOT①(16枚)、OFF SHOT②(16枚)の順
でした。

⾐装は、左から、
 ・君DISマフラー
 ・Good-bye my loneliness ⾰製ブルゾン

・MIND GAMES カットソー､パンツ
 ・⼼を開いて ⽩Tシャツ、パンツ、スニーカー

 ・Don't you see ⿊スーツ
 ・ヤンキース帽⼦

今回の注⽬コーナー（笑）
 歌詞＋サイン展⽰
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 右から、
・瞳閉じて 2003.3.26

 ・窓の外はモノクローム TVサイズ 岩井曲I-110 PARTⅡ 99.12.30
 ・負けないで

 ・サイン「不思議ね･･･」91'7'4
 ・もう逃げたりしないわ想い出から ♪栗林曲②-26 94'12'17

 ・もう逃げたりしないわ想い出から 95.1.24

サインには、"不思議ね･･･"ヨロシク、 ZARD、 坂井泉⽔(縦書き)、 91'7'4 って⼤きく勢い良く書かれていて、思わ
ず"姐御ヨロシクお願いします"って⾔いたくなるRockな感じ（笑）

 「もう逃げたりしないわ」は何故2つあるのかというと、歌詞内容が⼤幅に違う物でした。歌詞に興味のある⽅には、歌詞
内容の変化に⼀⾒の価値ありかなと。

レコード協会からの楯（トロフュー）、プライベートコーナー展⽰には、変化は無かったと思います。気になるところは
確認してきました（笑）

Re:===【ネタばれ】=== ZARD GALLERY Request Best Shot 展
10614 選択 noritama 2012-04-05 02:26:24 返信 報告

「Memory of Live」シアターのセットリストです。

1.揺れる想い
 2.season (短かめです)

 3.好きなように踊りたいの
 4.I still remember

 5.もう少しあと少し
6.愛が⾒えない

 7.Don't you see
8.負けないで

上映32分 リピート上映。
 映像はインフォメーション通り 追悼ライブからの映像です。年は様々。 
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サラウンドを利かせている様で、2列⽬まではホール感があります。たぶん前スピーカーだけだからなんでしょうね。
また、2箇所くらい、画⾯の⾃動アスペクト⽐調整の⾏き来の変化がチラリと出てしまっていました。

このコーナーの展⽰は変っていないと思います。

Re:===【ネタばれ】=== ZARD GALLERY Request Best Shot 展
10615 選択 noritama 2012-04-05 03:48:09 返信 報告

1位〜30位までは、パネルの下に、撮影場所などの簡単な説明がついています。(写真集とかと同じかな)

・津久井湖COSTA MESAスタジオは、相模湖ハウススタジオのままでした。
 ・スタジオキャナルは、都内ハウススタジオ

 ・代々⽊ スカイワンは、代々⽊ハウススタジオ
 ・⽇本⻘年館は、⽇本⻘年館

・ハックネット代官⼭店は、代官⼭ ブックストア
 ・⽊更津 ZEROは、⽊更津ハウススタジオ

 ・スタジオEASEは、世⽥⾕ 砧ハウススタジオ
 ・ミュージアム1999は、⻘⼭のRestaurant & Bar

 ・松涛スタジオは、渋⾕ 松涛の撮影スタジオ
 ・スタジオQoneは、都内ハウススタジオ

 ・⼭梨 maison d' okuwaki は、⼭梨 某邸にて。
 ・柿の坂のスタジオは、⽬⿊ 柿の⽊坂ハウススタジオ

 他表記
 葉⼭カフェ

 2004What a beautiful moment Tour
国際フォーラム

 六本⽊ マッドスタジオビーイング
 スタジオバードマン

 ロンドンオフショット
 ロンドンロケバス内でのスナップ
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ロサンゼルスサンタモニカビーチ
フランスニースにて

これは間違いなので修正して欲しいな。
 ・静岡 パイプライン⼗⾥⽊スタジオは、"⼭梨" ⼗⾥⽊ ･･･<<⼭梨ではありません静岡です（汗）

 ⼭梨 maison d' okuwakiとごっちゃになってますね。

Re:===【ネタばれ】=== ZARD GALLERY Request Best Shot 展
10616 選択 noritama 2012-04-05 03:57:04 返信 報告

あれ･･気がつきました･･･ 
 図録の展⽰パネル写真⼀覧はトリミングされているので、実際に展⽰されているのと同じ様⼦ではないですね。

 展⽰パネルは縦横あったり、もう少し周りがあったりしてますから。

また、歌詞、サイン、プライベート品展⽰コーナーにありました、陸上⼤会とリース等のプライベートな写真と油絵の写
真は図録にありませんのであしからず。

 

Re:===【ネタばれ】=== ZARD GALLERY Request Best Shot 展
10617 選択 noritama 2012-04-05 05:13:47 返信 報告

strayさん、油絵で、[10564]上の段の静物画(果物)サインには、やはり⾚サインの下に緑⾊が少し⾒えていまし
た。"S"の上も切れています｡ 絵具のひびが⾒られたのはこの絵でした。

Re:===【ネタばれ】=== ZARD GALLERY Request Best Shot 展
10618 選択 noritama 2012-04-05 05:51:22 返信 報告

平⽇でしたので、⼈はごく少なめでした。
 今回も係員の⽅の対応は丁寧で良かったです。

写真もいつもの⾒慣れたものから少しだけ（笑）趣きは変って､リクエストを取っていた写真が並んでいるということで､
それを思い出していただくと・・・
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楽しめるかどうかは⼈それぞれですね。
もう少しスパイス欲しいです（笑）

♪もうすぐ桜の咲く頃♪
 営業時間も延⻑(19:00まで)されましたし、都内・近郊の⽅、会社帰り、桜⾒物がてら⽴ち寄っては

如何でしょうか。
 図録買いに⾏くもよし?（笑）

写真は⿇布⼗番稲荷です。桜咲いてますね。 おみくじ100円だったかな（笑）

あの近辺で桜なら、六本⽊⽅⾯東京ミッドタウンのミッドタウンガーデン､ 綺麗なのは⾚坂⽅⾯ANAインターコンチネン
タルホテル・サントリーホール裏の桜坂〜⾕町ジャンクション下までの裏通り辺りでしょうか(^^)。2007年に初めて⾒
に⾏ったのですが、とても綺麗でした(その時は夜桜でした)。

Re:===【ネタばれ】=== ZARD GALLERY Request Best Shot 展
10619 選択 stray 2012-04-05 21:44:24 返信 報告

noritamaさん、こんばんは︕

徹夜レポ（笑）、どうもお疲れさまでした。

パネル展⽰の写真にロケ地が書いてあるんですか︕
 しかし相変わらずの秘密主義ですねぇ（笑）。

 図録を⼿に⼊れたら、全部直してあげましょう（笑）。
 その図録に、陸上⼤会の写真はないのですか︕︖

 それじゃ、トリミングされた⾒飽きた画像のオンパレードじゃないですか。
 う〜ん、いらないかな（笑）。

⼊れ替わったシアター映像ですが、3⽉以前のリストに戻ったということでしょうか︖
いずれもSH2012の映像ではないのですね︖

> 平⽇でしたので、⼈はごく少なめでした。

様⼦⾒（というかＺ研⾒）の⼈が多いのかも知れません。

> 今回も係員の⽅の対応は丁寧で良かったです。
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私が⾏ったときは、「1,000円になります」しかしゃべりませんでしたよ（笑）。
笑顔の１つもなければ、愛想悪いお姉ちゃんたちでしたが、私だけ特別なのかも（笑）。

 

Re:===【ネタばれ】=== ZARD GALLERY Request Best Shot 展
10620 選択 stray 2012-04-05 21:54:01 返信 報告

> 今回の注⽬コーナー（笑） 
 > 歌詞＋サイン展⽰ 

 > 右から、 
 > ・瞳閉じて 2003.3.26 

 > ・窓の外はモノクローム TVサイズ 岩井曲I-110 PARTⅡ 99.12.30 
 > ・負けないで 

 > ・サイン「不思議ね･･･」91'7'4 
 > ・もう逃げたりしないわ想い出から ♪栗林曲②-26 94'12'17 

 > ・もう逃げたりしないわ想い出から 95.1.24

これが⽬⽟っぽいですね︕

"不思議ね･･･"のサインって、こんな感じのやつでしたか︖

> 「もう逃げたりしないわ」は何故2つあるのかというと、歌詞内容が⼤幅に違う物でした。 
 「瞳閉じて」は初出でしょうか、記憶にないですが・・・

 窓の外はモノクローム TVサイズの「岩井曲I-110」の110はテンポでしょうか。
 「もう逃げたりしないわ想い出から」の2ver.も興味深いです。

 私は没作品を完全に葬り去るタイプなのですが（笑）、泉⽔さんは創作過程をしっかり残されていますね。
 そういうのこそ、しっかり紙媒体でファンに伝えてほしいんですけどねぇ。

Re:===【ネタばれ】=== ZARD GALLERY Request Best Shot 展
10621 選択 Ａｋｉ 2012-04-05 22:49:41 返信 報告

> 私が⾏ったときは、「1,000円になります」しかしゃべりませんでしたよ（笑）。 
 > 笑顔の１つもなければ、愛想悪いお姉ちゃんたちでしたが、私だけ特別なのかも（笑）。
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 職員の⽅も交代制ではあるかもしれませんが、ずーっとＺＡＲＤの曲を聴くわけですから、好きな⼈なら良いですけ
ど、そうでもなければ⼤変かも︖

 ポスターはあの絵柄を30種とかの最初の⽅に出していたらもっと売れていたかも…
 （縦型(告知系）はあっても横型は初ですね）

＞窓の外はモノクローム TVサイズの「岩井曲I-110」の110はテンポでしょうか。
  昔、⼭野楽器のＺＡＲＤ展でも「窓の外は〜」の直筆は掲載されていましたね。（初期の会報誌にも載っていたと想い

ます）

Re:===【ネタばれ】=== ZARD GALLERY Request Best Shot 展
10622 選択 xs4ped 2012-04-06 01:48:23 返信 報告

noritamaさん、こんばんは。

詳細レポ有り難う御座います︕
 > 会場内はレイアウトそのままに、パネル他が⼊替わりました。 

 > ⼊⼝から、 
 > 1位の特⼤パネル>右壁⼿前から壁沿い反時計回りに2位〜30位 

 > ホール中央の吊りパネルに、31-36位、37-44位、45-49位、50-56位、OFF SHOT①(16枚)、O
FF SHOT②(16枚)の順でした。 

 「Request Best Shot」の展⽰は56位までなんでしょうか︖
 と⾔う事は、私がリクエストした物は展⽰されてないかも︖･･･(^^;)

 OFF SHOT(計32枚)は、未公開ショットでしょうか︖

> 今回の注⽬コーナー（笑） 
 > 歌詞＋サイン展⽰ 

> 「もう逃げたりしないわ」は何故2つあるのかというと、歌詞内容が⼤幅に違う物でした。歌詞に興味のある⽅には、歌
詞内容の変化に⼀⾒の価値ありかなと。 

 特に「窓の外はモノクローム」「もう逃げたりしないわ想い出から(2つ)」は、興味深々です。
 何とか“全国展開”して欲しいものです。(願)

 せめて、Goodsの通信販売は、して欲しいです。(願)
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Re:===【ネタばれ】=== ZARD GALLERY Request Best Shot 展
10624 選択 noritama 2012-04-06 15:39:55 返信 報告

strayさん、Akiさん、xs4pedさん こんにちは。

>"不思議ね･･･"のサインって、こんな感じのやつでしたか︖ 
 そうそう "2nd single"って私の超適当メモにもありました。
 もうちょっと太いマジックなのか⼒強かったような"・"は3つだったような、"シ"は"ツ"っぽいような（笑）

 また今度良く⾒てこよう。

>トリミングされた⾒飽きた画像のオンパレードじゃないですか。う〜ん、いらないかな（笑）。 
 (^^;) 会場の写真は憶えきれないので、何も無いよりは私的にはうれしいです（笑）開催の証ということで。

 過去の各種イベント開催レポ写真などは、やはりオフィシャルHPにもあるべきですよね。
 会場内の写真が撮れるのはオフィシャル関係だけですし、雰囲気は会場内の写真もないと伝わりにくい。

>⼊れ替わったシアター映像ですが、3⽉以前のリストに戻ったということでしょうか︖ 
 >いずれもSH2012の映像ではないのですね︖ 

 2⽉のシアター曲⽬が思い出せないのですが、2⽉にはWBM2004の映像曲があったので、今回と違います･･･
 今回はSH2012系は無かったです。まぁ"負けないで"は同じと⾔えば同じですが･･･

>> 平⽇でしたので、⼈はごく少なめでした。 
 >様⼦⾒（というかＺ研⾒）の⼈が多いのかも知れません。 

 困るなぁ（汗）
 都内・近郊のファンの⽅は⾏ってあげましょうよ。

 遠⽅の⽅より場所的に恵まれてるのですし・・・

>> 今回も係員の⽅の対応は丁寧で良かったです。 
 >私が⾏ったときは、「1,000円になります」しかしゃべりませんでしたよ（笑）。 

>笑顔の１つもなければ、愛想悪いお姉ちゃんたちでしたが、私だけ特別なのかも（笑）。 
 私が感じるのはちょっとした事です（笑）

 いままでのイベントからしても、愛想はあまり期待はしていませんが、あるほうが印象はいいですね。
 これは⽇本独特︖の部分かもと、海外⾏った時の買物⾷事で思ったことがあります。

 営業スマイル、愛想、フレンドリー、丁寧、受け応え、は来場者は⾒ているでしょうね。そうかといって、媚を売ってい
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るような、度が過ぎた不⾃然なものはいりませんけれど（笑）
来場者が何を求めて来場するか､どうするべきかを思えば不慣れでも⾃然とでてくるものでしょうね。

>職員の⽅も交代制ではあるかもしれませんが、ずーっとＺＡＲＤの曲を聴くわけですから、好きな⼈なら良いですけど、
そうでもなければ⼤変かも︖ 

 確かにある意味⼤変かと思います。
 客⼊り具合も会場の雰囲気には影響しますね。

>「瞳閉じて」は初出でしょうか、記憶にないですが・・・ 
 こちらはさらっと⾒ただけですが､確か⻘い罫線枠の紙(コクヨ製)だったと思います。

>そういうのこそ、しっかり紙媒体でファンに伝えてほしいんですけどねぇ。 
 そうですね。たぶん活字に置き換えられてしまうとニアンス・印象が伝わらないでしょうから、直筆歌詞の（写真）詞集

みたいのがほしいですね。

>「Request Best Shot」の展⽰は56位までなんでしょうか︖ 
 そうでした。31位〜は、何枚かごとまとめてボードに貼ってあるので正確な順位はその場では分からなかったです。

 たぶん図録の掲載順がそうなのでしょう。

>と⾔う事は、私がリクエストした物は展⽰されてないかも︖･･･(^^;) 
 何を選んだか、気になる〜(^^

>OFF SHOT(計32枚)は、未公開ショットでしょうか︖ 
 Jeepのミラー触ってるとか、左眼でハンディーカムファインダーのぞいてるとか、ロンドン、ニースモナコ、サンフラン

シスコ坂（13番ケーブルカー)、NY(地下鉄の通⾵孔蒸気に⼿当ててるとか、FRIDAY2009/6/5に載っていた街⾓シー
ン)、シドニー、 10°シーンとか、 たぶん未公開ではないと思いますが、私は部分とってもうといので（笑）

 でも、全部図録に載ってました。

>特に「窓の外はモノクローム」「もう逃げたりしないわ想い出から(2つ)」は、興味深々です。 
 こういう部分って、気がつかなかったり、いわれないと、素通りしてしまったり⾒過ごしてしまうところですね。

 ⾏けないと、なおさら気になりますね(汗)
 ⾏かれる⽅の興味をそそるのも宣伝だと（笑）

 あっB社の廻し者ではないですからnoritamaは(笑）



Re:===【ネタばれ】=== ZARD GALLERY Request Best Shot 展
10626 選択 Miya 2012-04-06 19:05:36 返信 報告

strayさん 研究所のみなさん
 久々のカキコミです (>_<)

本⽇、友⼈を⾷事(Nｵｰﾀﾆのﾗﾝﾁ）でつりZARD GALLERY へ⾏ってきました。
 ⼊館時は3⼈でしたがボチボチと来場者が数名です。

 映像を観ている⽅は2⼈、お⼀⼈は熱⼼なかたのようです。
 普段の⽇のせいか活気の無い GALLERY でした。

先ずは｢⾏ってきました︕」のご報告まで。<(_ _)>
 

Re:===【ネタばれ】=== ZARD GALLERY Request Best Shot 展
10627 選択 stray 2012-04-06 21:50:01 返信 報告

Ａｋｉさん、こんばんは。

>  昔、⼭野楽器のＺＡＲＤ展でも「窓の外は〜」の直筆は掲載されていましたね。（初期の会報
誌にも載っていたと想います）

よく覚えておいでで。会報11号に⼭野楽器・ＺＡＲＤ展の模様として載ってました。

Ｂメロのネガティブな詞をボツにして、サビ⽤だった詞を充てて
 サビにロマンティックな情景描写を持ってきたんですね。

 サビのメロは好きなんですが、Ａメロ・Ｂメロは何度聴いてもメロが覚えられないです（笑）。

TVサイズは⽇テレ・週刊ストーリーランドのテーマ曲で、私、持ってるんですけど探し出せない（笑）。
 笛吹アネと⻄村さんのセリフが被りまくりですが、歌詞違いが判るはずです。

Re:===【ネタばれ】=== ZARD GALLERY Request Best Shot 展
10628 選択 stray 2012-04-06 22:02:25 返信 報告

noritamaさん、こんばんは。
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初期のサインは（蒲池幸⼦のサインも含めて）⼒強いですよね、私は好きです。
2⽉のシアター曲⽬、どこかに落ちてないですかねぇ（笑）。
SH2012系は無いとのことなので、シアー⽬当てで出かけないほうが無難ですね（笑）。

OFF SHOT(計32枚)は、観てないですが（笑）既出だと思います。
 「もう逃げたりしないわ想い出から」は個⼈的に⾮常に興味ある詞なので、

 OFF SHOTとともに気になるので、図録を何とかgetしてみます（笑）。

 
 みやさん、お久しぶりです︕

活気がなかったですか（笑）。陽気が今⼀つなので（私のところは今⽇も吹雪）
平⽇はなおさら⼈⼿が少ないでしょうねぇ。もっともメインはNオータニのランチだったようで（笑）。

Re:===【ネタばれ】=== ZARD GALLERY Request Best Shot 展
10629 選択 Ａｋｉ 2012-04-06 23:18:24 返信 報告

> いままでのイベントからしても、愛想はあまり期待はしていませんが、あるほうが印象はいいですね。 
 > 来場者が何を求めて来場するか､どうするべきかを思えば不慣れでも⾃然とでてくるものでしょうね。 

 Ｂ社に対して「接客」は求めていませんが(苦笑）「限度」ってモノはありますよね…
  私が⾏った時には普通に対応して頂きました。

>  そうでした。31位〜は、何枚かごとまとめてボードに貼ってあるので正確な順位はその場では分からなかったです。 
 > たぶん図録の掲載順がそうなのでしょう。 

  図録では左上から順番に2位・3位〜となるのでしょうか︖（今回はグッズだけ買ったので(汗））とすると9位10位は既
に｢30種」の時にポスターになってますね…

  （私は1位と初出の2種の3つ選びました。）
 コレが毎年だと「リクエスト展」の時はガラリと写真は変えて欲しいですね…

  「写真パネル」は図録を買えば済むということになってしまいますが(汗）でも、「影像」や｢展⽰」などで⼯夫を凝ら
して欲しいですね…(さすがに「写真頼み」で⾷いつかせるのは難しい…）

 

Re:===【ネタばれ】=== ZARD GALLERY Request Best Shot 展
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10630 選択 Ａｋｉ 2012-04-06 23:22:17 返信 報告

> TVサイズは⽇テレ・週刊ストーリーランドのテーマ曲で、私、持ってるんですけど探し出せない（笑）。 
 > 笛吹アネと⻄村さんのセリフが被りまくりですが、歌詞違いが判るはずです。 

 「週間ストーリー〜」は本当に扱いが悪すぎましたね…
  毎週全く曲が聞き取れなかった感じでした…(汗）

 「タイアップソングの意味あるのか︖」と想いました(苦笑）
 （「マジカル頭脳〜」だってもう少し曲は聞き取れました…）

Re:===【ネタばれ】=== ZARD GALLERY Request Best Shot 展
10631 選択 noritama 2012-04-06 23:32:34 返信 報告

Akiさん こんばんは。

>図録では左上から順番に2位・3位〜となるのでしょうか︖ 
 そうですね、左上から右への順番です。

 その順で⾒ると､会場の31位〜の展⽰パネルも、左上から右への並びですね。

>9位10位は既に｢30種」の時にポスターになってますね… 
 9位のGolden Bestジャケ写のポスターは、Soldoutだったものの1つだったと思います。これは⼈気がありますね。

 コメント⼊りのは、以前ファンクラブで販売があったものですよね。どうしてもコメント⼊りが欲しくて、以前オークシ
ョンで⼿に⼊れました（笑）

 

Re:===【ネタばれ】=== ZARD GALLERY Request Best Shot 展
10635 選択 stray 2012-04-07 15:00:16 返信 報告

noritamaさん、こんにちは。

> コメント⼊りのは、以前ファンクラブで販売があったものですよね。どうしてもコメント⼊り
が欲しくて、以前オークションで⼿に⼊れました（笑）

私それ、未開封のままオクで売った覚えがあります。
 落札者はnoritamaさんだったりして（笑）。
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Re:===【ネタばれ】=== ZARD GALLERY Request Best Shot 展
10636 選択 stray 2012-04-07 15:05:32 返信 報告

Ａｋｉさん、こんにちは。

iPodは初ライブツアー当初の2004年5⽉でした。

> 「週間ストーリー〜」は本当に扱いが悪すぎましたね… 
 > 毎週全く曲が聞き取れなかった感じでした…(汗）

まだ⾒つかりません（汗）。
 私がプロデューサーでも「サビだけ流せばいい」と思います。サビ以外はちょっと・・・

Re:===【ネタばれ】=== ZARD GALLERY Request Best Shot 展
10638 選択 noritama 2012-04-07 17:02:46 返信 報告

strayさん こんにちは。

そのポスターですね。メッセージコメント⼊りはいいなー。
 ポストカードでもほしくなっちゃう。

 WEZARD会員へのプレゼント品だったんですね。

>私それ、未開封のままオクで売った覚えがあります。 
 >落札者はnoritamaさんだったりして（笑）。 

 ドキッ(^^; たぶんちがうと思います（笑）
 

Re:===【ネタばれ】=== ZARD GALLERY Request Best Shot 展
10644 選択 Ａｋｉ 2012-04-08 14:55:44 返信 報告

>  9位のGolden Bestジャケ写のポスターは、Soldoutだったものの1つだったと思います。これは⼈気がありますね。 
 「Ｇｏｌｄｅｎ Ｂｅｓｔ(メッセージ⼊り）」のは当時「ポスターパネル」に⼊れてました。

  今は１位の絵柄に⼊れ替えました…（「メディア⽤」のは１位の絵柄がよく起⽤されましたから⼈気がありますね…）
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 今後は、シングルやアルバム絵柄で30種に選ばれていない⼈気絵柄か、30種になったけれど売り切れのものが⼈気にな
りそう…

  …というか上位10作くらいポスターにして欲しいですね（って組織票が出来てしまうかも(汗））

Re:===【ネタばれ】=== ZARD GALLERY Request Best Shot 展
10645 選択 まさやん 2012-04-08 18:15:22 返信 報告

こんばんは、まさやんですが、今週ギャラリーへ観てきますのでとりあえず今は挨拶と⾔うことで今後も時間⾒つけて来
ます︕そういえば⼟曜⽇の新聞にZARDの記事が出るとのことです。⼆⾯になるけどどんなん記事になるやら

Re:ZARD GALLERY
10648 選択 noritama 2012-04-09 06:36:33 返信 報告

参考までに、
 六本⽊⽅⾯の最寄の公共トイレの場所です。

 （トイレは、ドンキやコンビニにもありますが、そちらはあくまでもそのお店で買物されるお客さま
⽤ですので･･･）

Re:ZARD GALLERY
10652 選択 ｕｒａｒａ 2012-04-09 21:28:21 返信 報告

noritamaさん、こんばんわは。
 トイレ情報助かります、活⽤させて頂きます。

 最近は催してくるとガマンが・・・でも結構な距離感があるような・・都会は暮らし難そう︕って、地⽅では公共トイレ
すら⾒つからないですけどね。

Re:ZARD GALLERY
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10714 選択 noritama 2012-04-16 00:36:41 返信 報告

こんばんは。

リクエスト投票が⾏なわれた141点の内、
 今回のリクエストSHOTの展⽰1位〜56位、及び OFF SHOT展⽰にもれてしまった、

 残りのショット65点です。

No.17とNo.28などは､良いショットと思いますが･･･票が集まらなかったのですね、残念。

Re:ZARD GALLERY
10715 選択 noritama 2012-04-16 00:38:46 返信 報告

No.128は、⼤好きなショットなんだけどなぁ･･･

Re:ZARD GALLERY
10717 選択 stray 2012-04-16 21:49:06 返信 報告

noritamaさん、こんばんは。

これってもしかして、１つずつ切り出して貼り合わせたんですか︕
 何が選ばれたのか知らないので（笑）、落選理由が分かりませんが
 総じて皆さん⾒飽きた画像が多いのかなぁと（笑）。

 同じロケセッションの写真が複数あったりすると、票がバラけますよね。128と124のように。

画像が⼩さすぎて、よく⾒えないでの私は投票すらしませんでした。
 未公開画像で「何を⾒たいですか」投票なら、⽬をよ〜く凝らして⾒たでしょうけど（笑）。
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Re:ZARD GALLERY
10719 選択 Ａｋｉ 2012-04-16 22:19:37 返信 報告

 ⾒慣れたものが多いですね（汗）

 組織票とかでも⼤きく順位は変わりそうです…

 「ポスターになる」「グッズになる」とか事前告知されたらまた票数は変わったかもしれませんね…
 （坂井さんお気に⼊りの「Ｍｙ Ｂａｂｙ〜」関連が⼊っていないのは意外ですね…）

Re:ZARD GALLERY
10721 選択 noritama 2012-04-16 22:47:56 返信 報告

こんばんは。

>これってもしかして、１つずつ切り出して貼り合わせたんですか︕ 
 いえいえ(^^;

 投票のページをたまたま保存してあったので、そのフォルダーの⼀覧から、図録に載っている1位〜56位画像とOFF SHO
T使⽤画像などを削除して、

 そのフォルダーをキャプチャしただけです(^^)
 1位〜56位、OFFSHOTを載せてしまうのは、今はまだよろしくないと思いましたので、

 展⽰落ちしてしまった残念なショットの⽅をお知らせしました。
 皆さんが選んだショットがどうなのか、ちょっとだけわかりますものね。

>画像が⼩さすぎて、よく⾒えないでの 
 >「何を⾒たいですか」投票なら、⽬をよ〜く凝らして⾒たでしょうけど（笑） 

そうそう、No.20などは最初何だろう??って感じでした（笑）

個々の投票数ってどの位だったのかな。
 ⼀⼈1回とは限らないので･･･ダブり投票もあるでしょう。

 でも地域と年齢も⼊れていたのだから、現在のファンの傾向はある程度出たのでしょうね。

Re:ZARD GALLERY

https://bbsee.info/newbbs/id/10564.html?edt=on&rid=10719
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10722 選択 xs4ped 2012-04-17 01:20:25 返信 報告

noritamaさん、こんばんは。

> 展⽰落ちしてしまった残念なショットの⽅をお知らせしました。 
 > 皆さんが選んだショットがどうなのか、ちょっとだけわかりますものね。 

 私がリクエストしたショットが⾒当たりませんね〜
 と⾔う事は、56位以内に⼊っている︖

 不思議ね･･･(笑)
 いったい、何位だったんだろう︖

 

Re:ZARD GALLERY
10724 選択 noritama 2012-04-17 02:50:43 返信 報告

xs4pedさん こんばんは。

>私がリクエストしたショットが⾒当たりませんね〜 
 >いったい、何位だったんだろう︖ 

選んだNo.は忘れてしまったかもなので､どんなシーンのショットだったのでしょう︖
 ⼤体の特徴を伝えていただければ調べます｡(^^)

Re:ZARD GALLERY
10820 選択 stray 2012-04-24 12:55:07 返信 報告

皆さんこんにちは。

またもやテコ⼊れのようです（笑）。
 Digestじゃなくて、SH2012をぜ〜んぶ⾒せてぇ〜︕（笑）
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Re:ZARD GALLERY
10823 選択 noritama 2012-04-24 21:06:24 返信 報告

こんばんは｡

> またもやテコ⼊れのようです（笑）。 
 あら(^^; そろそろ5⽉(と5⽉末)の情報が無いのかなって書こうと思っていた⽮先に（笑）

ゴールデンウイークを利⽤して⾏かれる⽅には朗報ですね。

でも、その後の予定は︖･･･って感じですね。
 ⽉末は特別な何かが有るのか無いのか。

 例えば、特にありませんとか（笑）記帳だけとか、前振りとか･･｡
 ハッキリしてほしいですね。

 モバFCから情報が出るのかな。
 ゴールデンウイーク明け辺りなのかな。それでは遅いような。

いまさらですが、前回GALLERY観た帰りに思ったのですが･･
 ゲストエピソードトークみたいなスペシャル企画があってもよかったと思いません︖

 妄想>･･･集客とスケジュールで毎⽇は無理でしょうから、⼟⽇ご本⼈、平⽇先週のVTR上映みたいな。
 楽しいお話と泉⽔さん⾳源に合わせたアコギとか、ギターソロの演奏も2曲位･･･って⼤賀さんとか(^^;

> Digestじゃなくて、SH2012をぜ〜んぶ⾒せてぇ〜︕（笑） 
 今後上映しないのならば、SH2010とSH2012でDVDも出して欲しいですね。

Re:ZARD GALLERY
10826 選択 Ａｋｉ 2012-04-24 21:23:43 返信 報告

> > またもやテコ⼊れのようです（笑）。 
  4⽉度が予想外に⼊らなかったのでしょうね（汗）

  確かに「カード違い」だけで2⽉〜5⽉までコレクションするのは⼀部の⼈だけでしょうし…
  3⽉は何も無かったので「ＳＨ」の⼀部をやったのだと想いますが…基本的にあのスペースだと、少々の違い程度で100

0円も出すのは難しいかな…

https://bbsee.info/newbbs/id/10564.html?edt=on&rid=10823
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 グッズも4⽉28⽇から新たに出るようですが、もし、翌年も開催するようだと、後から出かけたほうが完全にお得なの
を察知してしまえば、今度から普通に5⽉しか来ないでしょうね…（苦笑）

> でも、その後の予定は︖･･･って感じですね。 
 > ⽉末は特別な何かが有るのか無いのか。 

 5⽉27⽇は何もしなくても⼤量に来ることを予想して居るのかな︖と想います。

> ゲストエピソードトークみたいなスペシャル企画があってもよかったと思いません︖ 
  Ｂ社スタッフ使えばそんなに予算は掛からないですね…

  10周年の⼭野楽器イベントのようなことは実現出来たと想います。

>  今後上映しないのならば、SH2010とSH2012でDVDも出して欲しいですね。 
  「ＳＨ」として出すのか︖「影像集」的な感じで纏めてだすのか︖

  ただ、今の状態だと、後に取っておいても売れなくなるだけだな…とは想います。

Re:ZARD GALLERY
10827 選択 stray 2012-04-24 21:55:14 返信 報告

「Request Best Shot 展」と称して、写真パネルを⼊れ替えただけで⼈が集まると思った
ら⼤間違いで、

 他サイトにも4⽉のZARD展のレポは⾒かけませんね・・・

「Memory of Live」のコーナーの「Screen Harmony 2012」ダイジェスト版上映は
 3/7〜4/2限定だったので、出張の予定を変えてまで観に⾏ったのに（笑）、

 リクエストが多かった（たぶんウソも⽅便）から再びっていうのは
 ⼈を⾺⿅にしてませんか、B社さん、と⾔いたいですね。

 こういうことを平気でやるからソッポを向かれるのが分からないのでしょうか（笑）。

5/27は、⼊⼝右側の空スペースに祭壇が造られると思いますが、それ以外のイベントはないでしょう。
 「Memory of Live」はGWが終わったら元に戻るだけ（笑）。

> ゲストエピソードトークみたいなスペシャル企画があってもよかったと思いません︖

https://bbsee.info/newbbs/id/10564.html?edt=on&rid=10827
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たとえば⼤賀さんのトーク＆演奏を予告しちゃったら、⼤賀さんのファンが⼤挙して押し寄せて
ZARDファンは弾き出されるんじゃないでしょうか（笑）。

> グッズも4⽉28⽇から新たに出るようですが、

マグカップ(マイフレンド) 、眼鏡ケース(本⾰)が追加ですか・・・
 ZARD Gallery限定なのか、（その他のグッズも含めて）はっきりしませんが、

 グッズは⼊場しないで買えるので、テコ⼊れにはならないですね（笑）。

Re:ZARD GALLERY
10828 選択 Ａｋｉ 2012-04-24 22:32:11 返信 報告

> 他サイトにも4⽉のZARD展のレポは⾒かけませんね・・・ 
  あまり「写真」の話題は出ませんね（苦笑）「⾃分が投票したのが○位だった」みたいな感じで、どこのＦａｎサイトも

ワイワイ賑わうのかと思いきや、結構淡⽩（汗）
  確かに応募総数とか1位はどれくらいの票とか何も発表しませんし、途中経過とかも何も無し…本当に盛り上がっていた

のか︖と⾔う疑問すら浮かびます。
  「絵画（レプリカ）」もレジで販売されており、「中に⼊る必要があるのか︖」と⾔う感じもします（汗）

> こういうことを平気でやるからソッポを向かれるのが分からないのでしょうか（笑）。 
  2⽉と3⽉両⽅⾏った⼈がすごい損をしている感じですね…ＧＷに流れるなら、3⽉よりもＧＷに⾏ったほうが、新グッズ

も買えますし、映像も観られます。
  もう「限定グッズ」とか出しても、売れ残ってしまえば結局は「特別に販売を…」という形式をとらざるを得ないことは

Ｆａｎの⼈も学習していると想います。

 「ＳＨ」も最初は「ＤＶＤ出して」とか⾔っていても、段々「そんなのあったっけ︖」みたいな空気になってますね…
（汗）

> マグカップ(マイフレンド) 、眼鏡ケース(本⾰)が追加ですか・・・ 
 > グッズは⼊場しないで買えるので、テコ⼊れにはならないですね（笑）。 

  2⽉・4⽉・4⽉28⽇と3回も新商品出したからと⾔って、都合よく3回⾏かれる⼈も少ないでしょうし、今回は六本⽊だ
けなので、遠⽅の⼈は交通費だけ考えてもオークションに⾛ったほうが安いとなる⼈も出てきてしまいますね（汗）

 （もし⼊場券買わなければグッズを買えなければますます、オークションを助⻑させるだけと⾔う感じもします）

https://bbsee.info/newbbs/id/10564.html?edt=on&rid=10828
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=10828


 ネット発売予告や、同時発売くらい何故出来ないのか︖と⾔う感じはします。

 「マグカップ」のような「割れ物」は地震が⼼配で中々⼿が出ないですね（苦笑）

Re:ZARD GALLERY
10830 選択 sakura 2012-04-25 00:56:10 返信 報告

Ｚ研の皆さん、こんばんは。sakuraです。

先⽇、念願だったZARD GALLERYへ⾏くことができました︕︕
 ＃遠⽅で我慢されている⽅には申し訳ない‥。

これまで、CD、DVD、本で泉⽔さんの世界に触れる機会はありましたが、
 泉⽔さんが実際に使⽤されていたモノと同じ空間に居合わせることができ、少し感動しました。

 ＃これまでZARD展などには⾏ったことがなかったもので‥。

記念にグッズ類も買いましたよ。
 機会があれば、終了するまでにもう⼀度⾒に⾏きたいですね。

Re:ZARD GALLERY
10842 選択 stray 2012-04-25 19:25:28 返信 報告

Ａｋｉさん、sakuraさん、こんばんは。

Ａｋｉさん、ヤフオクに盛んに出品している⼈がいますね、何度通ったのか（笑）。
 たしかに交通費を考えればオクで買ったほうがリーズナブルかも知れません。

 Gallery終了後に、Musingサイトで通販するみたいですが、それを発表しちゃうと
 余計⾏かなくなるような・・・（笑）

sakuraさんは、初めてのZARD展ですか。今まででいちばん規模の⼩さいZARD展ですが、
 初めて泉⽔さんの世界に直⾯した感慨は、規模の⼤⼩にかかわらず、でよすね。

できれば昨年のZARD展を⾒てほしかったですけども・・・

> 機会があれば、終了するまでにもう⼀度⾒に⾏きたいですね。

https://bbsee.info/newbbs/id/10564.html?edt=on&rid=10830
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5⽉のGW期間中は混むような気がしますね。シアター⽬当てでしょうけど、25席しかないし（笑）。
GW明けに⾏かれるようでしたら、様⼦をぜひレポして下さい︕

Re:ZARD GALLERY
10871 選択 sakura 2012-04-27 01:09:00 返信 報告

strayさん、こんばんは。

> できれば昨年のZARD展を⾒てほしかったですけども・・・ 
 そうですか‥。残念ですが、Ｂ社に期待したいと思います。

> 5⽉のGW期間中は混むような気がしますね。シアター⽬当てでしょうけど、25席しかないし（笑）。

１回45分になれば、回転率が悪くなり、座れないかもしれませんね。
 DVD、いえ、Blu-rayにしてほしいです。

> GW明けに⾏かれるようでしたら、様⼦をぜひレポして下さい︕ 
 機会があることを願っています。

Re:ZARD GALLERY
10994 選択 Ａｋｉ 2012-04-28 13:19:38 返信 報告

>ヤフオクに盛んに出品している⼈がいますね、何度通ったのか（笑）。 
 > たしかに交通費を考えればオクで買ったほうがリーズナブルかも知れません。 

 > Gallery終了後に、Musingサイトで通販するみたいですが、それを発表しちゃうと余計⾏かなくなるような・・・
（笑） 

  通勤・通学で定期がある⽅は買ってそうですね…
  アレだけの⼈数だと⼤量複数回も買えばバレそうですね（苦笑）

  売店に⼊るのには無料ですし、中の展⽰物で勝負して欲しいですね…
（そろそろ写真メイン的なモノは難しいかも…）

Re:ZARD GALLERY

https://bbsee.info/newbbs/id/10564.html?edt=on&rid=10871
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=10871
https://bbsee.info/newbbs/id/10564.html?edt=on&rid=10994
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=10994


11229 選択 noritama 2012-05-21 02:18:47 返信 報告

超遅い情報ですが(^^;
 3000円以上お買い上げで貰える⽸バッチ、5⽉は⽩⾊でした。[11108]でshunさんがレポされ

ている物です。

昨⽇⾏ったときの状況は、[11228]です。
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