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SH2014 ⼤阪公演 本⽇開催︕︕ 
14697 選択 pine 2014-05-25 08:35:39 返信 報告

皆さん おはようございます︕(^-^)/

⼤阪は、明け⽅曇り空でしたが、晴れてきました。これからきっとZARDブルーの空が広がってくるでしょう。

さて、今⽇は待ちに待ったSH開催⽇。数⽇前からそわそわしています。(苦笑)
 どんな映像を⾒せてもらえるのか、サプライズは!? 楽しみですね〜。

３時の回に参加するので、家族に⽂句を⾔われないように午前中に⼣⾷の準備をして、12時過ぎに出かける予定です。(^^)

⼤阪公演に参加される⽅、思いきり騒ぎましょう♪
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Re:SH2014 ⼤阪公演 本⽇開催︕︕ 
14698 選択 goro 2014-05-25 11:17:12 返信 報告

pineさん みなさん おはようございます

私は⼤阪にいます。
 なんとかスケジュール調整できました(笑)

先程まで、ヒルズパン⼯場にいました。
 カフェとパンのお店は閉店して、今はシンフォニーシフォンというカフェになっています。

折⾓だから⼊ってみましたが、私にとって敷居の⾼い︖
 お洒落なカフェでした。

 1週間前くらいにオープンしたようです。

今からアメリカ村で甲賀流たこ焼きを⾷べて、
 もう少しブラブラしてから、会場に向かいます。

 楽しみ〜
 

Re:SH2014 ⼤阪公演 本⽇開催︕︕ 
14699 選択 KOH 2014-05-25 11:44:25 返信 報告

pineさん goroさん おはようございます︕私も今⽇は参加です︕もうグッズの⼀覧と今回の新グ
ッズの展⽰ はじまってますねー︕果たして今回は時間通りに販売は始まるのかっ︖︕(笑)

Re:SH2014 ⼤阪公演 本⽇開催︕︕ 
14701 選択 stray 2014-05-25 17:19:08 返信 報告

pineさん、goroさん、KOHさん、こんにちは︕
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当⽇になってようやく⼤阪組の情報が・・・(笑)
昼の部が終わった頃ですが、内容はいかがでしたでしょうか。

 ネタばれレポ⼤歓迎ですが、その際スレタイに「ネタばれ」を付記願います。

Re:SH2014 ⼤阪公演 本⽇開催︕︕ (ネタバレ)
14703 選択 goro 2014-05-25 22:42:48 返信 報告

strayさん みなさん こんばんは

ようやく⽻⽥に着きました。
 今回は直前に⾏くことが決まってバタバタしてました。

ネタバレというレベルではないですが、
 覚えていることをお伝えします。

⻘年館で撮った PVが多かった。取り壊しの関連でしょう。
 朗読のようなものがありました。

 寺尾さんの⽣トーク︖が2回ありました。エピソードです。
 ファンクラブのリクエスト曲もありました。

あんまり未公開映像はなかったようにおもわれますが、
 ⽌まっていた時計〜のタクシーからの映像は⼀部未公開だったのとと、

 ⻘年館の撮影シーンと永遠のガソリンスタンドの撮り位置等々
 ありました。もう少しあると思います。

 strayさん的には む  む  む  なのかな︖〜(笑)

会場では pineさん  くろいさん MISORAさん KOHさんの suuさん、
 そして、なんとチョコレートさんとチビチョコさんにお会いできました。

嬉しかったです。 ありがとうです︕

以上、急ぎ連絡まで

Re:SH2014 ⼤阪公演 本⽇開催︕︕ (ネタバレあり)
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14704 選択 pine 2014-05-25 22:44:17 返信 報告

所⻑さん 皆さん こんばんは。

> 当⽇になってようやく⼤阪組の情報が・・・(笑) 
 シャイなZARDファンの中でも、よりシャイな⼈ばかりですので…(笑) 

⼤阪参加組の、goroさん、くろいさん、MISORAさん ご⼀緒させていただいてありがとうございました。KOHさん su
uさん ご挨拶だけでしたが、お会いできて良かったです。

 そして、今⽇⼀番のサプライズですが、いつもBBSで応援組のチョコさんが︕︕⼤阪に︕
 BBSそのままの素敵な⽅で、初めてお会いしたという気がしませんでした。

 短い時間したが、⼀緒に⾒れて嬉しかったです。(*^-^*)

で、肝⼼の内容ですが…
 東京公演がまだなので⾔葉を選んでしまいますが、でも、率直に⾔って、ちょっと期待はずれだったかな…。あくまでも私

の主観です。
 詳しくは明⽇書きますが、⻘年館の映像、mfcのリクエスト、教科書〜詞集 ことばについて、いつものSH という構

成。
 ⻘年館が思ったより少なく、⾒所は、負けないでが実は収録1曲めだった、しかもリハだったこと。だからノリがよくなか

ったんですね。
 後はミニスカマイフレンドと、君に逢いたくなったらのオフショット映像のゲームで遊んでいるとこ&シャンパン振り撒き

シーンをもう⼀度みれたこと ぐらいでしょうか。

別アングルの映像は所々にあったと思いますが、初めてみるものは少なかったと思います。

ミミズ字のメモを⾒直して、明⽇出直します。

Re:SH2014 ⼤阪公演 本⽇開催︕︕ (ネタバレ)
14705 選択 goro 2014-05-25 22:53:53 返信 報告

会場にはこんなボードがかがげてありました。

あと、２回⽬が始まって、グッズ売り場がすいたので、
 詩集4冊全て買ったのですが、既に特典のしおりはなくなった
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とのことでした。

それを承知のうえで私は買いましたが、
 特典が欲しい⽅は⻘年館も早く並んだほうがよいのかと思います。

Re:SH2014 ⼤阪公演 本⽇開催︕︕ (ネタバレ)
14706 選択 stray 2014-05-25 23:07:15 返信 報告

goroさん、pineさん、こんばんは。

お疲れさまでした＆レポどうもありがとうございます︕
 な、なんと、チョコさんが⼤阪に︕ですか︕︕︕︕︕︕︕︕︕(笑)

 そんな話まったく聞いてないんですけど(笑)。

未公開映像は少な⽬ですか・・・

でも昨年のF7Mよりはマシなんじゃないかと(笑)期待して、⻘年館に⾏きます。

Re:SH2014 ⼤阪公演 本⽇開催︕︕ (ネタバレ)
14707 選択 noritama 2014-05-26 00:02:45 返信 報告

こんばんは｡

⼤阪組の皆様お疲れさまでした(^^)
 終演後の速報がなく､もしかして･･･と､ドキドキしてましたが(笑)

 なんと､ チョコレートさんが⼤阪に!!

>⽌まっていた時計〜のタクシーからの映像は⼀部未公開だったのと、 
 どんな映像だろう､ワクワク｡

>寺尾さんの⽣トーク︖が2回ありました。エピソードです。 
 寺尾さんのトーク楽しみ(^^)
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>初めてみるものは少なかったと思います。 
そうですか(-.-;残念｡

 なら､気楽に⾒て楽しもうと思います(^^)

>ミミズ字のメモを⾒直して、明⽇出直します。 
 pineさんレポよろしくお願いいたしますm(_ _)m

Re:SH2014 ⼤阪公演 本⽇開催︕︕ (ネタバレ)
14708 選択 くろい 2014-05-26 00:15:14 返信 報告

所⻑さん、noritamaさん、皆さん、こんばんは︕
 この時期しか出てこなくてすみません。ご無沙汰しています。くろいです。

⼤阪に参加された皆さま、お疲れ様でした。
 goroさん、pineさん、MISORAさん、ご⼀緒させていただきありがとうございました︕︕

 1年ぶりに皆さんと再会できて、めっちゃうれしかったです。
KOHさんとsuuさんにもお⽬にかかれて、ご挨拶できて良かったです。ありがとうございました。

 goroさんとpineさんも書かれていますが、私にとっても今年⼀番のサプライズはやっぱりチョコさんとチビチョコさんに
お会いできたことです︕︕︕

 本当にBBSそのままのステキな⽅で、お時間あれば、もっといっぱいお話したかったです。ありがとうございました。
 チビチョコちゃんもすごくかわいかったです(^^)

内容的には、う〜ん…。（pineさんと同じくあくまで私の主観です）
東京にも⽇帰りで⾏こうかと思っていましたが、ちょっと考えてしまいます（苦笑）。

 いい報告じゃなくてすみません…。
 

Re:SH2014 ⼤阪公演 本⽇開催︕︕ (ネタバレ)
14710 選択 noritama 2014-05-26 00:45:23 返信 報告

くろいさん こんばんは!
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>内容的には、う〜ん…。（pineさんと同じくあくまで私の主観です） 
>東京にも⽇帰りで⾏こうかと思っていましたが、ちょっと考えてしまいます（苦笑）。 
ハハハ･･･(^^;;そんなに･･(苦笑)

 通好みのマイナー曲･映像よりも、メジャーな曲･映像で取りまとめられていたってことかなぁ。
 後のレポで全容が推察できますね｡

>チビチョコちゃんもすごくかわいかったです(^^) 
 チビチョコちゃんの反応はいかにってところは、チョコレートさんのチョコレポに期待(^^)

Re:SH2014 ⼤阪公演 本⽇開催︕︕ (ネタバレ)
14711 選択 くろい 2014-05-26 01:08:51 返信 報告

noritamaさん、こんばんは︕ご無沙汰しています(^^)

>通好みのマイナー曲･映像よりも、メジャーな曲･映像で取りまとめられていたってことかなぁ。

寺尾さんがトークの最後に「ここからはいつものSHでお楽しみください︕」とおっしゃって、
 「えっ︖︕いつものって、そんなんアカンやん︕︕」と⼼の中でつっこんでしまいました（苦笑）。

でも、⻘年館でのオフショットとミニスカマイフレンドはかわいかったですよ(^^)

Re:SH2014 ⼤阪公演 本⽇開催︕︕ (ネタバレ)
14714 選択 noritama 2014-05-26 02:25:55 返信 報告

>「えっ︖︕いつものって、そんなんアカンやん︕︕」と⼼の中でつっこんでしまいました（苦笑）。 
 笑笑(^^;)

Re:SH2014 ⼤阪公演 本⽇開催︕︕ (ネタバレ)
14715 選択 チョコレート 2014-05-26 09:52:12 返信 報告

皆さん、おはようございます。
 ♪突然の〜⾵に吹かれて♪、⼤阪SH参加になったチョコです(苦笑)。

 昨夜遅く、無事に帰宅して、まだ放⼼状態が続いております。
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⼤阪でご⼀緒させていただいたpineさん、goroさん、くろいさん、MISORAさん、本当にお世話になりました。もっとも
っとたくさんお話ししていたかったです。

 夢のような楽しい時間をありがとうございました︕
 KOHさんには遠⽬にご挨拶しかできませんでしたが、お会いできてうれしかったです。

さてさて・・・詳細レポは、pineさんが、本⽇︖アップしてくださると思いますので、その後に。
 皆さんの感想はちょっと厳しい評価になっているようですが、

 WBMやSHなど、ほとんど参加できていなかった私としては、初めて⾒る映像も皆さんより多かったと思うので、満⾜し
ています。

 特に、”ミニスカマイフレンド”は初めて⾒たので、思わず、のけぞってしまいました(笑)。
 チビチョコも初めて⾒る映像ばかりで、「楽しかった〜︕」と喜んでいました。

⽇本⻘年館の特集コーナーは30分程度で⻑くはなかったですが、
 なるべく、余計な映像を混ぜないで、１曲丸々、そのまま⾒せてくれようとしたのでは︖・・・と、

 特に、⽇本⻘年館PVを⾒たがっている私のようなファンに配慮してくれたように感じました。
 これをもし、⽇本⻘年館の会場で⾒ることができたなら、

 PV撮影の様⼦を実際に⾒るような、ある種、ライブ感覚を味わうことができるのかも︖
 ・・・なんて、良い⽅に考えているのは私だけかなぁ︖︖(苦笑)

 少しは明⽇参加予定のnoritamaさんに夢を与えるようなコメントになったでしょうか(笑)。

でも、本当にライブ感覚を⽬指したなら、短すぎですかねぇ・・・。え︖終わり︖︖って(汗)。

>「えっ︖︕いつものって、そんなんアカンやん︕︕」と⼼の中でつっこんでしまいました（苦笑）。 
ぎゃははは︕くろいさん、さすが・・・。

 でも、そのつっこみ、たぶん、pineさんもしてたと思います(苦笑)。

また、後ほど来ま〜す。

ありがとうございました。
14716 選択 pine 2014-05-26 10:58:04 返信 報告

チョコさん みなさん おはようございます。

チョコさん 昨⽇はお疲れ様でした。ちびチョコちゃんは、今朝ちゃんと起きれましたか︖
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実は、チョコさんが⼤阪に来られると⽊曜⽇に聞いていたのですが、他の⽅をびっくりさせたくてナイショにしてまし
た。ゴメンナサイ。(^^)

 チョコさんはチャットには「⼤阪へ⾏ってきます」と"書置きしてきた”と…。家出か!?(笑)
 チョコさんが先に会場に到着されていて、「グッズに並んでます」とメールをいただき、⺟娘連れはそんなにいないし、

きっとわかる︕と妙な⾃信がありました。
 グッズに並んでいる⼈の中に、⺟娘連れは３組いました。でも絶対︕この⼈がチョコさん︕︕と思って…でも、声かけて間

違ってたら恥ずかしいので電話しました。(^^;) 
 やっぱり正解︕︕チョコさんでした。

 優しくて気さくで…イメージ通りでした。(^^) ちびチョコちゃんもすぐに打ち解けてくれて、泉⽔さんのことも⼤好き
だし、次代のＺ研を任すのにふさわしいと思います︕

>少しは明⽇参加予定のnoritamaさんに夢を与えるようなコメントになったでしょうか(笑)。 
 やっぱりチョコさんは優しいですね。

 でも、チョコさんが仰るように、堂島で⾒るのと⻘年館で⾒るのとでは、違う気がしますね。
 「ここで泉⽔さんが歌われた」という事実と、その映像がシンクロしてライブ感覚を味わえるかもしれませんね。

>>「えっ︖︕いつものって、そんなんアカンやん︕︕」と⼼の中でつっこんでしまいました（苦笑）。 
>ぎゃははは︕くろいさん、さすが・・・。 

 >でも、そのつっこみ、たぶん、pineさんもしてたと思います(苦笑)。 
 ふふふ、その通り。⼀瞬、固まりましたね。いつものはいいから︕︕って。

 でも、振り返ると（振り返らなくても）全般にわたって「いつもの」じゃありませんでした︖

帰りにgoroさんがグッズを買われている間の、くろいさんとの関⻄⼈コンビの会話はここでは絶〜対⾔えません。(汗)

そろそろ、昨⽇のレポを始めようと思いますが、私はチョコさんのように優しくないので（苦笑）思ったことそのまま書
いちゃいます。それでは…。

Re:SH2014 ⼤阪公演 本⽇開催︕︕ (ネタバレ その１)
14717 選択 pine 2014-05-26 11:04:21 返信 報告

みなさん 再びこんにちは︕
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SH2014のレポをお届けしますが、知りたくない︕︕という⽅はスルーなさってくださいね。よろしくお願いします。m
(__)m

    ♪  ♪  ♪  ♪  ♪

ベニスビーチの監視⼩屋の⼣景でオープニング。泉⽔さんが砂浜に佇む⾵景。シルエットが綺麗でした(^^)

 １．♪「OH MY LOVE」
     テレ朝映像（⽩サマーセーター・ホットパンツ）

     studio Qoneの映像
     最後に、⼣⽅のベニスビーチで泉⽔さんが佇む⾵景。

 ２．♪「⼼を開いて」
     ホテルロビー〜ロクブリュヌ

  

〜⽇本⻘年館のコーナー〜

>⽇本⻘年館で開催されるSHなので、泉⽔さんが⻘年館に到着するシーンから 
 >始まる演出になるでしょうね。舞台メイキングから始まる可能性もありますが、 

 >寺尾さん、それは不要ですので(笑)。 
 所⻑さん正解︕(苦笑)

・舞台メイキングの様⼦

 全３１曲、４５テイク、⾐装替え１７回、髪型変更７回 
  ２⽇間にわたるミュージックビデオ撮影において、例をみない撮影だったとのこと。

・⿊のベンツで、⿊のハイネックセーターに⿊のジャケット（袖⼝に⾦の三つボタン）で会場⼊り。
  ⿊セーター姿で泉⽔シートへ。泉⽔シートは、ステージ側から映して、左から１枚⽬と２枚⽬の扉の間だったので、[14

599]の⻘側だったと思います。間違っていたら、ご指摘お願いします。

 ３．♪「負けないで」
     撮影１曲⽬は「負けないで」。リハーサル撮影だったとのこと。

     ＶＴＲチェックの映像。（昨年と同じシーン︖）

https://bbsee.info/newbbs/id14599.html


 ４．♪「好きなように踊りたいの」
    フル映像の後、最後のキメポーズの別撮り(?)シーン。

・たくさんの⾐装替えがあったとのことで、「君がいない」「揺れる思い」「⼆⼈の夏」「きっと忘れない」を
 ほ〜んの少しずつ。

 ５．♪「In my arms tonight」

・楽屋からステージまで⾏く間の階段で、⼥性スタッフさんの腕にしがみついてすりすり。
  スタッフさんがめっちゃ羨ましい〜。

 ６．♪「You and me(and…)」
     ⻘のセーターにＧパン

・胸に柄の⼊った⽩ＴにＧパンで撮影終了。ホールから出る。（昨年あったシーンの続き︖）
  ピンクの⼤きな襟のセーター姿、⿊のワゴン⾞で会場をあとに。

  このセーターでの会場⼊りの既出映像があるので、ピンクのセーターは⼆⽇⽬のようです。

「２０１５年 ⽇本⻘年館は移転しますが、泉⽔さんの映像とともに私たちの⼼に⽣き続けます」という旨のテロップが
⼊り、

 ７．♪「遠い⽇のNostarsia」
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〜モバイルＦＣリクエストのコーナー〜

 ８．♪「マイフレンド」
     ミニスカの映像、ロンドンの映像・オレンジのセーターで歌うシーンを織り交ぜて。

     ミニスカの映像は２０１２年より⻑かったかもしれません。（記憶違いかも）
   

  ９．♪「息もできない」
     ⾒慣れた映像なので、⽿たぶにくぎ付けでしたが（苦笑）、イヤリングははっきりとわかりませんでした。

     オープンハートのような気もしますが…。
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１０．♪「あなたに帰りたい」
     テレ朝映像   

  
 １１．♪「君に逢いたくなったら」

     テレビゲームで真剣に(笑)遊んだり、絵を描いたり、シャンパン振りまき騒動(笑) 
     その後、フルバージョンで。昨年と同じものですね。

〜「私はことばを、詞を⼤切にしてきました。」〜２００４年ライブの映像

・寺尾さん⽣出演︕
   「負けないで」が教科書に採⽤されたこと。どんな内容で載っているかを紹介され、曲作りをどんなふうにされてい

たかを話してくださいました。
   「君ディス」の曲作りの時に、⼤阪へキャリーバックいっぱいノートやメモを持ってこられたエピソード。

・詞集からだと思いますが、スクリーンに詞が映し出され、以前のコンサートでＭＣをされた⽅がそれを朗読。
  泉⽔さんが⼤切にされていた詞を、もういちどかみしめて欲しいということですね。

 「forever you」「ハイヒール脱ぎ捨てて」の朗読（歌詞の⼀部です）

１２．♪「ハイヒール脱ぎ捨てて」
     グランカフェの映像

 「不思議ね」「⾬に濡れて」の朗読（歌詞の⼀部）

１３．♪「⾬に濡れて」
     うぐいす⾊のセーターの、レコーディング⾵景。

 「少⼥のころに戻ったみたいに」「永遠」の朗読（歌詞の⼀部）

１４．♪「永遠」
     goroさんが書かれていますが、最後にあったＧＳの映像は未公開だと思います。

 「新しいドア」「My Baby Grand〜ぬくもりが欲しくて」（歌詞の⼀部）

１５．♪「My Baby Grand〜ぬくもりが欲しくて」
     ロンドンの映像



・再び、寺尾さん。「ここからは、いつものＳＨでお楽しみください」
  「いつもの」ですか…（汗）

１６．♪「Don't you see」
     タクシーの屋根に寝転んでいて起き上がるシーンから始まり、ひまわりを⼿にタクシーに乗り込むシーン。

     タクシーの屋根に座って「Don't you see」を⼝ずさむ映像。以前にもありました。
     あとはいつもの。（苦笑）

１７．♪「⽌まっていた時計が今動き出した」
     ⼿を上げてタクシーを⽌めるシーンから始まり、タクシー内の泉⽔さんと、タクシーからのロンドンの街並の映

像。
     街並の映像は未公開多数。(笑)

     
 １８．♪「こんなにそばにいるのに」

      グランカフェのいつもの。

１９．♪「あの微笑みを忘れないで」
      いつもの。

      １箇所、⾳⾶びがありました。

２０．♪「揺れる思い」
      いつもの、いろんなシーンダイジェスト版。

〜エンディング〜
 葉⼭御⽤邸そばの海岸、「もう探さない」のオレンジセーターの映像。これは未公開かな︖

 クルージングライブ時の、「これからも末永く、ＺＡＲＤをよろしくお願いします。」の泉⽔さんの声。

スクリーンには、「ライブに来て下さってありがとうございました。泉⽔」

〜エンド〜

全般的に既出映像が多かったですが、別アングルからの映像は織り込まれていたと思います。

ミミズ字のメモと記憶をたどって書きましたが、間違っているところがあると思います。他にもこんなんあったよ〜と覚
えていらっしゃったら、是⾮書き込んでくださいね。(^^)
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⼤阪組の皆さん、突然参加を決めたチョコさんとチビチョコちゃん、
 昨⽇はたいへんお疲れさまでした。

チョコさんの参加表明（昨⽇の朝）がチャットに残ってしたが、
 いかにも当⽇の朝、突然思い⽴ったとしか読めない内容なので（笑）、

 私は⼼底ビックリしました。昼の部のチケットは売り切れですから、
 どうやって潜り込むつもりなんだろう︖と。

 チョコさんはもしかしてB社の関係者で、Z研監視要員だったの︖って（笑）。
 親⼦ともども満⾜されたようで何よりでした。

pineさん、早速のレポどうもありがとうございます。
 突っ込みどころ満載ですが（笑）、私の⾟⼝評価は⻘年館が終わってからに取っておきます。

 寺尾さんが⽣出演されてエピソードをいろいろ語られたようですが、
 ⻘年館で１字１句違わずに再現できるとは思えないので、不公平感が残りますね（笑）。

 ⼤阪でしゃべらなかったエピソードも披露して下さるなら別ですが（笑）。

寺尾さんがmixiで「あっ︕という内容も♪」と書いているのですが[14574]
 未公開映像のことじゃなくて、ご⾃分の⽣出演のことだったんでしょうね（笑）。
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所⻑さん、pineさん、皆さん、こんにちは。
 昨⽇の疲れが結構ひびいているチョコです(笑えない）。

 チビチョコも今朝は半分眠ったまま︖で朝ごはんを⾷べて、学校へでかけました。

>チョコさんはチャットには「⼤阪へ⾏ってきます」と"書置きしてきた”と…。家出か!?(笑) 
 留守番の私が書置きなんて、ホントに家出みたいですよね︖(苦笑)

 所⻑さんを驚かせてしまい、すみませんでした。

https://bbsee.info/newbbs/id/14697.html?edt=on&rid=14720
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14720
https://bbsee.info/newbbs/id14574.html
https://bbsee.info/newbbs/id/14697.html?edt=on&rid=14724
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14724


>どうやって潜り込むつもりなんだろう︖と。 
>チョコさんはもしかしてB社の関係者で、Z研監視要員だったの︖って（笑）。 

 ぎゃははは︕まさか〜(笑)。私が関係者なら、もっとZ研の要望に沿った内容を提案してますし(苦笑)。

話せば⻑いことながら・・・所⻑さんがSH2014が決まった時に
 「仕事も、家事も放り出して⾏くべきです。」って⾔ったじゃないですか︖

 素直な私は、ダメ元で、わずかに⾏ける可能性のある⼤阪のチケットを申し込んでおいたのです。
 結局、⽤事が⼊って⾏けそうになかったのですが、その⽤事が突然、キャンセルになって・・・。
 ⾏こう︕と思ってpineさんに連絡したのは直前でした。

pineさんの詳細レポを読むと、かなりの部分、既出映像だったのですね。
 そうなんだ〜。

 私もメモを後で⾒てみますが、特に付け⾜すこともないかなぁ〜︖

明⽇は私はお留守番ですので(笑)、こちらで皆さんからのレポをお待ちしております。
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pineさん､チョコレートさん こんばんは!

pineさん レポ誠にありがとうございますm(_ _)m

>⼿を上げてタクシーを⽌めるシーンから始まり、･･･タクシーからのロンドンの街並の映像。 
 もしかしたら"⼿を上げてタクシーを⽌める"シーンは前にあったのと同じかな? 

 街並の映像は記憶にあるシーンかチェックポイントですね｡
 これに限らず似たような別撮りシーン再編集シーンだと⾒流しちゃいそうです(^^;

>goroさんが書かれていますが、最後にあったＧＳの映像は未公開だと思います。 
どんなシーンか楽しみ(^^)

レポ⾒ると選映像･選曲関連は、以前の３回忌特番(やWBM2011)辺りに近いのかなぁ｡
 既出やメジャーなの選ぶとどれも同じようになっちゃいそうですけれどね(^^;
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チョコレートさん
>特に、”ミニスカマイフレンド”は初めて⾒たので、思わず、のけぞってしまいました(笑)。 

 はじめてみるとインパクト半端ないですね(^^; 
 冷静になって(笑)思い返してみると、短パンに丈の⻑い薄⼿のセーターだったのかなとも｡｡妄想再燃(笑)

 明⽇よく⾒なきゃ(^^;

>これをもし、⽇本⻘年館の会場で⾒ることができたなら、 
 >PV撮影の様⼦を実際に⾒るような、ある種、ライブ感覚を味わうことができるのかも︖ 

 >・・・なんて、良い⽅に考えているのは私だけかなぁ︖︖(苦笑) 
 >少しは明⽇参加予定のnoritamaさんに夢を与えるようなコメントになったでしょうか(笑)。 

 そうそう明⽇はこれがどのくらい感じることが出来るか楽しみにしています(^^)

>でも、本当にライブ感覚を⽬指したなら、短すぎですかねぇ・・・。え︖終わり︖︖って(汗)。 
 短いのは全体のバランスと⼤阪上映への配慮かなぁ･･期待が⼤きかった分より⼀層ってことですかね(^^;
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チョコさん、こんばんは。

> 「仕事も、家事も放り出して⾏くべきです。」って⾔ったじゃないですか︖

⾔いましたけども、最初で最後の聖地（⽇本⻘年館）開催だからであって、堂島は別(笑)。

> 素直な私は、ダメ元で、わずかに⾏ける可能性のある⼤阪のチケットを申し込んでおいたのです。

そういうことでしたか、準備いいですねぇ(笑)。

> pineさんの詳細レポを読むと、かなりの部分、既出映像だったのですね。

既出映像でもＤＶＤ化されていない映像ならＯＫなんですけどね。
後半の「いつもの」(笑)映像はいただけませんなぁ(笑)。
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平⽇はいろいろあるでしょうから､望みのある⼤阪だったのではないでしょうか｡
チビチョコちゃんの学校もあるでしょうし､(^^) 親⼦で楽しめたのなら良かったのではないかと思います。

>後半の「いつもの」(笑)映像はいただけませんなぁ(笑)。 
 たしかに(苦笑)"いつものSH"は真実だったと｡｡

 終演後のくろいさんとpineさんの関⻄⼈コンビの会話気になります(^^;

ところでカレンダーには、未公開の写真はあったのでしょうかね?
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pineさん goroさん おはようございます｡

>>⼿を上げてタクシーを⽌めるシーンから始まり、･･･タクシーからのロンドンの街並の映像。 
>もしかしたら"⼿を上げてタクシーを⽌める"シーンは前にあったのと同じかな?   

 このシーンでしょうか。WBM2007の映像です。
 DVDでは､街⾓の映像の時はライブ会場に切り替わって､スクリーンにチラリとしか映っていなか

ったので印象に薄いのかも。
 まぁ今⽇⾒れば判りますね(^^;良い予習になりました。
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noritamaさん みなさん おはようございます。

>>>⼿を上げてタクシーを⽌めるシーンから始まり、･･･タクシーからのロンドンの街並の映像。 
>>もしかしたら"⼿を上げてタクシーを⽌める"シーンは前にあったのと同じかな?   

 >このシーンでしょうか。WBM2007の映像です。 
 そうです、これです︕

>DVDでは､街⾓の映像の時はライブ会場に切り替わって､スクリーンにチラリとしか映っていなかったので印象に薄いの
かも。 
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タクシーのシーンは覚えていたのですが、街並は⾒たことがないのがある︕と思いました。
DVDで確認してみましたが、noritamaさんが仰る通り、そういうことだったんですね。(^^;)

 ということは、既出映像︖ある意味、未公開なのでしょうか︖(笑)

>冷静になって(笑)思い返してみると、短パンに丈の⻑い薄⼿のセーターだったのかなとも｡｡妄想再燃(笑) 
 >明⽇よく⾒なきゃ(^^; 

 ⼀度⾒ているので、今回は落ち着いてご覧になれると思います。
 cuteな泉⽔さんをじっくり⾒てきてくださいね︕
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noritamaさん、pineさん、みなさん、おはようございます︕

noritamaさん
 > チビチョコちゃんの学校もあるでしょうし､(^^) 親⼦で楽しめたのなら良かったのではないかと思います。 

 そうなんですよね･･･主婦はつらいってところでしょうか(苦笑)。
 あたたかいフォロー、ありがとうございます(^^)。

> 終演後のくろいさんとpineさんの関⻄⼈コンビの会話気になります(^^; 
 私も気になりますが･･･怖くて聞けません(苦笑)。

 
> ところでカレンダーには、未公開の写真はあったのでしょうかね? 

 カレンダーを買う予定で並んでいたのですが、いざ、カウンターまで⾏ったら、
⽣成りの泉⽔さんTシャツの絵に惹かれてしまって･･･(笑)。

 カレンダーと両⽅買うということができず、カレンダーをあきらめました(汗)。
お役にたてず、すみません︕
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pineさん☆:*:みなさん☆:*こんにちは(=^ｰ^)ﾉ⼺☆゜・
⼤阪公演レポを読まさせていただきました☆:*:

 チャットでも公演やチョコさんの⼤阪サプライズお話を聞かせていただいてありがとうございます♪

>３時の回に参加するので、家族に⽂句を⾔われないように午前中に⼣⾷の準備をして、12時過ぎに出かける予定です。
(^^) 

 さすがpineさん︕ご家族のことを考えてらして素敵です☆:*:
 SHもゆったりと楽しむことが出来たことと思います♪

⼤阪参加組のみなさんにお会い出来てよかったですね(*^-^*)
 お話も盛り上がったことでしょう*+*+:*+:*…☆

そして そして⼀番のサプライズが︕
 なんと︕チョコさんが⼤阪に︕︕︕

 ほんとビックリ(/・ω・)/

> 「仕事も、家事も放り出して⾏くべきです。」って⾔ったじゃないですか︖ 
チョコさん⾏動⼒も素晴らしい︕︕︕（笑）

>BBSそのままの素敵な⽅で、初めてお会いしたという気がしませんでした。 
 >短い時間したが、⼀緒に⾒れて嬉しかったです。(*^-^*)

素敵なチョコさんとご対⾯出来て可愛いチビチョコちゃんとも⼀緒に楽しまれてわたしも嬉しく思いました☆:*:

チョコさんチビチョコちゃんをきっとそう︕と分かってその場⾯が思い浮かびます*+*+:*+:*…☆
 通じるものがあるのですね☆:*:

サプライズチョコさんも⼤阪公演でpineさんをはじめみなさんにお会い出来て⼀緒に楽しむことが
 出来て何よりです(0＾ー＾0）

⼤阪公演レポートをありがとうございます（*＾ー＾）/
 とても詳細で感激しました︕

 レポートのメモ書きに裏ワザが(^-^*)
 お隣のチョコさんもメモ技に関⼼なさっていましたね☆



pineさんのおかげてお留守番ミキティも⼀緒に楽しむ事が出来ました♪
ありがとうございました☆:*:

いつかまたpineさんと再会して⼤切な時間を⼀緒に過ごしたいです☆:*:
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