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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

【WEZARD】ファンクラブイベント開催
15922 選択 PAN 2014-12-22 12:30:49 返信 報告

皆さん、こんにちは。
 ⼤変ご無沙汰をしております。

 来年の2⽉7⽇(東京)と11⽇(⼤阪)、WEZARD初のファンクラブイベントが開催される模様です。
 (有料会員限定)

 ガラ携からの投稿なので、どなたかWEZARDメールの詳細を貼って下さい︕(笑)
 

Re:【WEZARD】ファンクラブイベント開催
15923 選択 stray 2014-12-22 12:41:37 返信 報告
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PANさん、こんにちは。

情報どうもありがとうございます。
 ファンクラブイベントって、2000年以来15年ぶりだと思うのですが、

 泉⽔さん亡き今となっては虚しい感じしかしませんね。

詳細を貼っておきます。

------------------------------------------------------------------------------------
 ZARD オフィシャルモバイルファンクラブ"WEZARD" 有料会員限定

 初のファンクラブイベント開催決定︕

2011年12⽉にオープンしたZARD オフィシャルモバイルファンクラブ"WEZARD"初となるファンクラブイベントの開催
が決定しました︕

 当⽇は、ZARD制作スタッフによるトークショーを中⼼にお届け︕レコーディング、映像、ジャケット撮影、ライブ等々、
 坂井さんと共に制作に関わってきたスタッフならではのエピソードや裏話をお話ししていただきます︕

【開催概要】

ZARD オフィシャルモバイルファンクラブ"WEZARD" 有料会員限定イベント
 "WEZARD Meeting 2015"

2⽉7⽇(⼟) 東京・ビーイング⿃居坂ビル
 (1) 11:00開場 / 11:30開演

 (2) 13:30開場 / 14:00開演
 (3) 16:00開場 / 16:30開演

2⽉11⽇(祝・⽔) ⼤阪・hillsパン⼯場
 (1) 13:30開場 / 14:00開演

 (2) 16:00開場 / 16:30開演

《参加料⾦》
 ¥1,000- (税込) ☆おみやげ付

 ※開催当⽇、ご⼊場時にお⽀払いいただきます。
 ※全席⾃由席。6歳未満⼊場不可。



【応募詳細】

＜応募期間＞
 2014年12⽉25⽇(⽊) 12:00〜2015年1⽉11⽇(⽇)23:59

《参加登録受付》
 Mobile FC"WEZARD"有料会員の⽅のみご参加いただけます。

 （12⽉中に会員登録された⽅も対象となります。）
 ※有料会員登録は当サイトの"会員登録"から⾏っていただけます。

 ※Mobile FC"WEZARD" 有料会員ページより参加登録受付いただけます。
 Mobile FC"WEZARD"TOPページのバナーよりお⼊りください。

 ※参加登録に関する詳細は受付登録開始と合わせて、参加登録受付ページ内にてお知らせします。
 ※参加登録はお⼀⼈様⼀回とさせていただきます。（複数のお申込みをいただいた場合、登録無効となります。）

 但し、東京会場は第3希望まで、⼤阪会場は第2希望までご登録いただけます。
 ※参加登録はお⼀⼈様ずつ、個別のご登録となります。あらかじめご了承ください。

 ※参加登録多数の場合は抽選とさせていただきます。

Re:
15924 選択 PAN 2014-12-22 12:56:38 返信 報告

所⻑、こんにちは。
 詳細を貼って頂き、有り難うございました︕

 イベントはお⼟産つきだったんですね(笑)

Re:【WEZARD】ファンクラブイベント開催
15931 選択 Aki 2014-12-22 22:38:22 返信 報告

 情報ありがとうございます。
  再来年の25周年に向けてなのでしょうか︖

  参加料⾦1000円・おみやげ付が⼀体なんなのかが気になりますね･･･

 これまでで結構、ジャケ写やPV撮影などのエピソードはあったので、新たな情報や映像があるのかどうか︖ですね･･･

https://bbsee.info/newbbs/id/15922.html?edt=on&rid=15924
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15924
https://bbsee.info/newbbs/id/15922.html?edt=on&rid=15931
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=15931


 時間的には約2時間・トークを考えると映像は1時間といったところなのでしょうか︖

Re:【WEZARD】ファンクラブイベント開催
15932 選択 noritama 2014-12-23 03:35:28 返信 報告

こんばんは

モバFCに⼊会出来ないキャリアなので･･･(--;)
 参加できる⽅はとてもうらやましいです｡

 こういう時って貴重なお話･映像がってありがちですから､､
 レポよろしくお願い致しますm(_ _)m

⿃居坂のあのスペースにどのくらいの座席数で⾏うのでしょうね?
 ⽴⾒ってことは････

 トークショーは､ZARDギャラリーの時にもやってほしかったなー｡

Re:【WEZARD】ファンクラブイベント開催
15951 選択 stray 2014-12-24 15:20:18 返信 報告

Akiさん、noritamaさん、こんにちは。

⿃居坂のあのスペースに、椅⼦席だと100〜150くらいでは︖
 ”スタッフによるトークショーを中⼼に”とありますが、既出の話を聞かされてもねぇ（笑）。

 「スタッフが皆さんの質問に何でも正直に答えます」っていうんなら⾏きますが（笑）。

「おみやげ」・・・「記念品」と書くのが普通だと思うのですが、
 記念品より良い品物を⽤意してまっせ︕という意味なのか（笑）。

モバイルFCの会員が増えないので、テコ⼊れ⽬的の企画でしょう。

Re:【WEZARD】ファンクラブイベント開催
15961 選択 ひげおやじ 2014-12-24 20:07:02 返信 報告
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> ”スタッフによるトークショーを中⼼に”とありますが、既出の話を聞かされてもねぇ（笑）。

→ しかも、いつもの様に某⽒による的外れな内容ではね。

> モバイルFCの会員が増えないので、テコ⼊れ⽬的の企画でしょう。

→ まあ、そんなところでしょうね。でも、もっと泉⽔さんの感性に振れる事の出来る内容でなければ……

Re:【WEZARD】ファンクラブイベント開催
15964 選択 Aki 2014-12-24 20:27:14 返信 報告

 00年のFan Clubイベントや01年の⼭野楽器のイベントを超えるのは難しいかもしれませんね･･･（汗）

> 「スタッフが皆さんの質問に何でも正直に答えます」っていうんなら⾏きますが（笑）。

難しいと思います。 01年の時の⼭野楽器のイベントでも「サヨナラは〜」の当初の裏ジャケットの話題すら,はぐらかし
ていましたから･･･（苦笑）

> モバイルFCの会員が増えないので、テコ⼊れ⽬的の企画でしょう。

 映像でも新しい映像がどれくらいあるのか︖というのが無いと難しそうですね･･･
  余程のサプライズでも告知されなければ交通費かけてまで全国から集まるのは難しそう･･･

Re:【WEZARD】ファンクラブイベント開催
16111 選択 sakura 2015-01-22 01:02:12 返信 報告

こんばんは。
 ⼤阪会場の当選メールが届きました。

 ⼤阪でお会いしましょう。

Re:【WEZARD】ファンクラブイベント開催
16112 選択 PAN 2015-01-22 12:32:18 返信 報告

こんにちは。
 東京の16:30〜に参加することになりました。
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参加される皆様、宜しくお願いいたします。

Re:【WEZARD】ファンクラブイベント開催
16148 選択 stray 2015-02-06 16:27:59 返信 報告

皆さんこんにちは。

モバイルFCの情報によると、
 -------------------------------------------------------------------------

 皆さまから寄せられた質問に正確に、そしてひとつでも多くお答えすべく、
 スタッフ⼀同、フル回転で記憶を呼び起こしたり、過去の記録を確かめたりしております︕

 お越しいただけない皆さまにも、レポートでご報告いたしますので、お待ちくださいませ︕
 -------------------------------------------------------------------------

 だそうです。

でっきり「スタッフ同⼠のトークを⾟抱強く聞く会」かと思ってましたが（笑）、
 参加者からの質問にも応えるつもりのようです。

参加される⼈は、「坂井泉⽔命名の謎」を是⾮とも質問してみて下さいね（笑）。
 

【実況中継】WEZARDファンクラブイベント
16162 選択 PAN 2015-02-07 14:30:27 返信 報告

先ほど到着しました︕

【実況中継】WEZARDファンクラブイベント開催
16163 選択 PAN 2015-02-07 14:57:19 返信 報告
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会場⼊り⼝です︕

【実況中継】WEZARDファンクラブイベント開催
16164 選択 PAN 2015-02-07 15:08:34 返信 報告

現在は14:00の回が開催中です。16:30〜の参加者は表で何⼈か待っています。

【実況中継】WEZARDファンクラブイベント開催
16165 選択 PAN 2015-02-07 15:48:23 返信 報告

整理番号順に⼊場⼿続き。それではイベント終了まで離脱します(｀・ω・´)ゞ

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/c591d12b9dbf597d4e38f56c674ecf0e.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/15922.html?edt=on&rid=16164
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16164
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/767a40871fcc018629b26f3a9ff39e19.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/15922.html?edt=on&rid=16165
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16165
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/24a1cf9a5d83d14078a9f41f0a702cb6.jpg


Re:【実況中継】WEZARDファンクラブイベント開催
16166 選択 アネ研 2015-02-07 17:20:25 返信 報告

こんにちは、PANさん、所⻑、みなさん、
 こんなときだけ、出てきてすみません。

 しかし、PAN さんうらやましいなぁ。(笑)
 今ごろは、真っ最中でしょうか。

 Z研の看板しょった危ない突撃レポートを期待してます。
 でも、捕まらないでね。

 

【実況中継】WEZARDファンクラブイベント開催
16168 選択 PAN 2015-02-07 18:35:52 返信 報告

アネ研さん、皆さん、こんばんは︕
 WEZARDファンクラブイベント、先ほど無事終了しました。

 帰宅してから、ゆっくり報告させて頂きます︕
 アネ研さん、いろいろ感謝であります︕(笑)

 

Re:【WEZARD】ファンクラブイベント開催
16170 選択 Patti 2015-02-08 00:04:35 返信 報告

こんばんは︕(｡･▽･)ノ
 お久し振りです+ｏ｡｡ｏ+ﾟ☆ﾟ+ｏ｡｡ｏ+

2⽉7⽇(⼟) 東京・ビーイング⿃居坂ビル
 (3) 16:00開場 / 16:30開演

の回に参加して来ました。
 11⽇に⼤阪で開催されるので詳しく書きませんが、

 ⾊々嬉しい話が聞けて楽しかったです︕
 今年もScreen Harmonyは開催され、
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東京は5/27(⽔) 渋⾕公会堂。
10⽇に詳細、受付発表されるとの事でした。

 参加された皆さんお疲れ様です☆(o･ω･o)ゝ

Re:【WEZARD】ファンクラブイベント開催
16175 選択 PAN 2015-02-08 18:07:31 返信 報告

Pattiさん、陸奥亮⼦さん、皆さん、こんにちは。
 Pattiさんも同じ回に参加されていたのですね︕

レポの続きです。
 内容に関して、寺尾さんからの⼝⽌め要請もあり（笑）

 詳しくは書けませんが、⾊々なエピソードを紹介したり、
 前⽇に募集された質問の回答をするというのが主な内容です。

 （その場での質問受付はありませんでした）
 要望の多い映像の商品化に関する⾒解や、お約束の

 駅メロ制作に関するエピソードも（笑）
 「お⼟産」の内容も伏せておきますが、あまり荷物に

 ならないものです（笑）

今年のScreen Harmony開催はPattiさんの書かれている
 とおりですが、5/24（⽇）、⼤阪でも開催されます。

すみません、レポとは呼べないものになりましたが
 詳細な内容は⼤阪参加の皆さんにお任せします。

 (´･ω･`)ｼｮﾎﾞｰﾝ

Re:【WEZARD】ファンクラブイベント開催
16176 選択 PAN 2015-02-08 18:24:58 返信 報告

⿃居坂ビルを出ると⾬が︕傘持って来ていませんでした。
 (´･ω･`)ｼｮﾎﾞｰﾝ
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Re:【WEZARD】ファンクラブイベント開催
16177 選択 陸奥亮⼦ 2015-02-08 19:39:46 返信 報告

皆さん、こんばんは。陸奥亮⼦です。

ＰＡＮさんへ。

> Pattiさん、陸奥亮⼦さん、皆さん、こんにちは。 
 > Pattiさんも同じ回に参加されていたのですね︕ 

  
別スレッドの⽅を御覧戴いて居られた様ですので、それに対す

るレスと受け⽌めました。有難う御座います。＾－＾。

イベントの内容については、⾊々と制約が、お有りでしょうか

ら、１１⽇の⼤阪が終わりましたら、⼤阪の回の⽅達と、御⼀

緒に、「出来る範囲内」でお話して戴ければと思います。

宜しくお願い致します。

Re:【WEZARD】ファンクラブイベント開催
16179 選択 アネ研 2015-02-08 21:58:51 返信 報告

こんばんは、みなさん
 PANさん、終了して出たら⾬でしたか、それは⼤変でしたね。
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でも、⿃居坂＆⾬だなんて、８年前の献花の時を思いだします。
天も悲しんでるかのような冷たい⾬の中、暗い⿃居坂を登ったものでした。

１１⽇の⼤阪のイベントが終わり、解禁になるのが待ちどうしいです。（笑）
 そのときは、みなさん、レポート宜しく御願いします。

今から５⽉２７⽇は気を引き締めて計画することとします。

Re:【WEZARD】ファンクラブイベント開催
16180 選択 PAN 2015-02-08 22:41:23 返信 報告

陸奥亮⼦さん、アネ研さん、こんばんは。
 レスありがとうございます︕

もっと盛り上げたかったのですが、
 かつての"コナン祭り"や"ZARD展"の時みたいな

 楽しいレポートが書けなくなりました(´･ω･`)

ちなみにイベント観客は200⼈位だったのですが
 会場は妙に静まり返っていました。

 皆さん仕事とかで疲れちゃっているのかな。。

そうですね、11⽇の⼤阪イベントが過ぎたら
 いろいろ書きたいと思います︕

8年前の⿃居坂の献花は遠⽅で⾏けなかったのですが、
 冷たい⾬はやはり寂しくなりますね。

今年も5/27は参加したいと思いますので、
 SHとオフ会で楽しく過ごしましょうね︕

Re:【WEZARD】ファンクラブイベント開催
16220 選択 sakura 2015-02-11 12:46:47 返信 報告

https://bbsee.info/newbbs/id/15922.html?edt=on&rid=16180
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16180
https://bbsee.info/newbbs/id/15922.html?edt=on&rid=16220
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16220


皆さん、こんにちは。
今⽇は⼤阪会場に⾏くつもりにしていたのですが、⽤事ができてしまい、参加出来なくなりました。

 レポート、楽しみにしています︕︕

Re:【WEZARD】ファンクラブイベント開催
16229 選択 stray 2015-02-12 17:05:27 返信 報告

皆さんこんにちは。
 PANさん、Pattiさん、sakuraさん、イベント参加お疲れさまでした。

東京は、寺尾さん、⾼野さん、鈴⽊謙⼀さんの3⼈、
 ⼤阪は、鈴⽊謙⼀さんじゃなくて野⼝⿇由さんだったようです。

 当然、東京と⼤阪では話の内容が違ったはずで、東京の情報は⼊って来ているのですが、
 ⼤阪の情報は皆無なので、野⼝さんが語られた分だけでもレポしてもらえると助かります。

> 前⽇に募集された質問の回答をするというのが主な内容です。 
 > （その場での質問受付はありませんでした）

どうやって前⽇に質問を募集できたんですかね（笑）。
 「坂井泉⽔命名の謎」を質問した⼈がいたかどうか定かでありませんが、

 その回答はどうやら無かったようです。

oy-miyuさんのブログに投稿されている情報を補⾜しますが、
 CLをDVD化できない理由は、歌唱の問題ではなく、泉⽔さんのお顔の問題らしいです。

 体調が悪くて、今まで公開された映像以外は（顔を）お⾒せできない、
 という泉⽔さんの意思を尊重して、⻑⼾Pが判断を下したとのこと。

その他の情報としては、

・未発表曲は存在するが、現状でそのままリリースするものは無い。

・「蜃気楼」のデモ・・・寺尾さんのデモは有るが泉⽔さんのは無い。

・プロモーションビデオ（⻘年館、テレ朝）の映像は、だいぶ先になるかも知れないが
 最終的にはまとめてDVDにして⾏きたい。

https://bbsee.info/newbbs/id/15922.html?edt=on&rid=16229
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16229


など。Z研にとってさほど有益な情報は無かったようですが（笑）、
参加された⽅のレポートお待ちしておりますので、どうぞよろしく。

Re:【WEZARD】ファンクラブイベント開催
16230 選択 幸（ゆき） 2015-02-12 20:35:17 返信 報告

[16229]stray所⻑、皆様

> 体調が悪くて、今まで公開された映像以外は（顔を）お⾒せできない、

アップは少なく画質も悪いVHSので、緊張のあまりと感じられるところがあった気が以前に観たとき思いましたが、それ
だけでなかったとすると⼼が痛みます。

 憶測であれこれ書くのは留めますが。

> 参加された⽅のレポートお待ちしておりますので、どうぞよろしく。

レポ、よろしくお願いしますm(_ _)m。

Re:【WEZARD】ファンクラブイベント開催
16233 選択 stray 2015-02-12 21:05:34 返信 報告

幸（ゆき）さん、こんばんは。

oy-miyuさんのブログネタは軽チャーでしたね(笑)、失礼しました。

体調が悪かった原因は分かりませんが、後の婦⼈科病とは無関係かと思います。
 公開された映像・画像を⾒る限り、体調が悪そうには⾒えませんが、

 この画像は⽬が⼀重になっていて、いかにも疲れ切った表情をされています。
 OPの「揺れる想い」、「世界はきっと・・・」「負けないで」以外は

 こういう表情だったとすれば、⾒せたくないかも知れませんね(笑)。

ただ、寺尾さんの回答を100%信じてよいかどうかは別問題です(笑)。

Re:【WEZARD】ファンクラブイベント開催

https://bbsee.info/newbbs/id/15922.html?edt=on&rid=16230
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16230
https://bbsee.info/newbbs/id16229.html
https://bbsee.info/newbbs/id/15922.html?edt=on&rid=16233
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16233
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/86f2ff8ac45f3e0c795c4c7960b66e5d.jpg


16237 選択 Aki 2015-02-12 21:19:08 返信 報告

> CLをDVD化できない理由は、歌唱の問題ではなく、泉⽔さんのお顔の問題らしいです。体調が悪くて、今まで公開され
た映像以外は（顔を）お⾒せできない、

 CD-ROMの映像だけでもDVD化して欲しいですね･･･「負けないで」はフルコーラス⼊っていますし･･･（⾳楽チャンネ
ルでは2番から）

  00年とされている「体調不良」ももしかしたら99年以前からだったのでしょうか︖

> ・プロモーションビデオ（⻘年館、テレ朝）の映像は、だいぶ先になるかも知れないが 最終的にはまとめてDVDにして
⾏きたい。 
 「だいぶ先」ということは30周年なのでしょうか︖

  その頃には、まだまだ未発表の映像もだいぶありそうですね･･･
 

Re:【WEZARD】ファンクラブイベント開催
16239 選択 幸（ゆき） 2015-02-13 12:41:20 返信 報告

[16233]stray所⻑、皆様

⾆っ⾜らずでしたので、[16230]を少し補⾜せて下さい。

妥協しないレコーディングによる昼夜逆転の⽣活、ヒットを出し続けないと
 いけない重圧、果てしない⾳楽への探求等から、きっと知らず知らずに⼼⾝
 にダメージが加わっていたとすると、何だか⾟いなと思う訳です。

 特定の病とかではなくても。

>こういう表情だったとすれば、⾒せたくないかも知れませんね(笑)。

きっとご本⼈にとっては、そうでしょうね。
だとすると、緊張もあり、当⽇「体調が余り良くなかった」という

 ことでしょう。これ以上詮索する気はないし、ご本⼈しか分からない
 ことでもありますが、「体調不良」は誤解されやすい表現ですね。

個⼈的には
 ♪怒った顔も疲れてる君も好きだけど

https://bbsee.info/newbbs/id/15922.html?edt=on&rid=16237
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16237
https://bbsee.info/newbbs/id/15922.html?edt=on&rid=16239
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16239
https://bbsee.info/newbbs/id16233.html
https://bbsee.info/newbbs/id16230.html


 ♪あんなに⾶ばして⽣きて ⼤丈夫かなと思う

Re:【WEZARD】ファンクラブイベント開催
16241 選択 stray 2015-02-13 13:17:43 返信 報告

幸（ゆき）さん、こんにちは。

私はこの話を信じてません（笑）。
 永遠にボツとする理由としては弱すぎます。

 公開された映像は体調悪そうに⾒えないし、OP（揺れる・・・）、中間（世界は・・・）、
 ED（負けないで）以外は体調悪かったって、説得⼒なさすぎです。

体調悪い⼈が、本番前にこんなふうにはしゃぎません（笑）。
 

Re:【WEZARD】ファンクラブイベント開催
16242 選択 stray 2015-02-13 13:23:38 返信 報告

ライブ終了後、パシフィックビーナスから下船する泉⽔さんを
 フジ「めざましTV」のカメラが撮影に成功したのですが、

 軽快にタラップを降りて、出待ちのファンに、にこやかに⼿を振ってます。
 体調悪そうには到底⾒えません（笑）。

>  「だいぶ先」ということは30周年なのでしょうか︖ 
 >  その頃には、まだまだ未発表の映像もだいぶありそうですね･･･

すべての映像を⾒直した上で構成等を考えることになるでしょうから、
 ”そういう機会が、もしあれば・・・”というニュアンスが含まれていそうです。

Re:【WEZARD】ファンクラブイベント開催
16243 選択 狐声⾵⾳太 2015-02-13 14:09:39 返信 報告

Akiさん、皆さん今⽇は。

https://bbsee.info/newbbs/id/15922.html?edt=on&rid=16241
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16241
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/c3eeb87920e101814f85b28d030738ab.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/15922.html?edt=on&rid=16242
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16242
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/8db966959676f75bd2ba06c4a2ea266a.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/15922.html?edt=on&rid=16243
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16243


> > CLをDVD化できない理由は、歌唱の問題ではなく、泉⽔さんのお顔の問題らしいです。体調が悪くて、今まで公開さ
れた映像以外は（顔を）お⾒せできない、 

 > 
>  CD-ROMの映像だけでもDVD化して欲しいですね･･･「負けないで」はフルコーラス⼊っていますし･･･（⾳楽チャン
ネルでは2番から）

この映像ですね。12分ころから「負けないで」です。
 https://www.youtube.com/watch?v=nWgA9RoIoE8

久しぶりに⾒てみましたが、特に体の具合が悪いようには⾒えません。
 でも、もともとＣＤ-ＲＯＭの画像は悪く、よほどアップの時しか顔は⾒えません。（この映像はＣＤ-ＲＯＭから変換し

たものです。）
 同じく、ＶＨＳテープの画像も出来が悪い。

 もっといい映像が有ると思うので、ぜひ、出して貰いたい。
 

Re:【WEZARD】ファンクラブイベント開催
16244 選択 stray 2015-02-13 15:01:23 返信 報告

HPが削除されてしまったようですが、CLに参加した⼈のレポの⼀部を引⽤します。
 -----------------------------------------------------------------------

 １曲⽬︓「揺れる想い」

確か、ポカリのCMになった曲でしたね。
 ⽣で⾒た泉⽔さんは、まさに「How smart＆slender︕」と⾔った感じでした。

 ⾐装は、⿊のスーツ姿でした。
 左⼿にマイクを持ち、右⼿をおなかの前に出して、やや斜に構えてリズムをとっていました。

⽣声は、CDで聞く声と全く⼀緒でした。初めは、⽣で歌っているのが信じられませんでした。
 でも、ビブラートのきいた中低⾳や、声帯を「キュッ」としめて出す⾼⾳などは、

 ZARDの”坂井泉⽔”の声そのものでした。
 初めてのライブということで、間奏の時は少し恥ずかしそうに下を向いたりしていました。

 でも、この⽇の為に体調と声を万全に整えてきたらしく、しっかりと最後まで安定したボーカルを
 

https://bbsee.info/newbbs/id/15922.html?edt=on&rid=16244
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16244


披露してくれました。
-----------------------------------------------------------------------

この⼈の主観にすぎませんが、体調は万全に⾒えたということです。

>  CD-ROMの映像だけでもDVD化して欲しいですね･･･「負けないで」はフルコーラス⼊っていますし･･･（⾳楽チャン
ネルでは2番から）

> もっといい映像が有ると思うので、ぜひ、出して貰いたい。

「負けないで」の⾼画質版は、以前BS-hiで流れたことがあります。
 http://www.veoh.com/watch/v28536304BBweA5Kw

「揺れる想い」「世界はきっと・・・」「負けないで」は、お顔に問題ない部分なのだから、
 せめて３曲だけでも⾼画質で⾒せてくれ︕ってことですよね。

 私がMeetingに参加してたら、そう突っ込み⼊れたんですけどねぇ（笑）。

Re:【WEZARD】ファンクラブイベント開催
16245 選択 Aki 2015-02-13 20:39:28 返信 報告

CLの映像問題の理由が微妙かもしれませんね･･･

 30万枚限定のCDには、写真も結構ありましたし･･･体調不良であまり出して欲しくないならそこまで沢⼭の写真を載せ
ない気がします･･･

 仮に本番の映像が納得いかないものでも、たしか船上でもリハーサルは⾏われていたと思います。その映像も恐らくあ
ると思います。（勿論、その映像も納得できなかったのかもしれませんが･･･）

（個⼈的には20周年Liveの「Don't you see!」のよに⼀部を使うために映像化しないのかと思っていました･･･）

 「負けないで」はイントロから始まり、いきなり2番というのが⾳楽チャンネルでは多いので、キチンと1番からの映像
も提供して欲しいですね･･･（CD－ROMに収録したということは「世に出してもいい」ということだと思いますし･･･）
 改めて「ダイジェスト版」をDVD化して欲しいですね･･･

 

https://bbsee.info/newbbs/id/15922.html?edt=on&rid=16245
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16245


Re:【WEZARD】ファンクラブイベント開催
16246 選択 stray 2015-02-13 21:03:20 返信 報告

その他の情報です。

Q．坂井さんのクセは︖
 A．よく揺れていた（上半⾝を横に倒す仕草のこと）

Q．休憩の時、恋バナなどはあったか︖
 A．⾃分の恋愛話は語らないが、⼈のことはけっこうよく聴いていた。

 それが歌詞になったりする（今夜のシチューとか）。
 映画は恋愛ものは絶対観ない。

 興味があったのはSFとかNHKのプロジェクトXとか。

Q.「Oh My Love」PVの１番だけ右⼿でマイクを持っているが、何か意図があったのか︖
 A．気づかなかった。意図は無い。坂井さんにしか分からない。

Q．書きかけの詞がたくさん残っているが、今後何かの⽅法で発表しないのか︖
 A．１個１個完成した詞でない。⻑⼾Pに確認したところ、歌と同じで

 書きかけのものに関しては詞集にするのは難しい。

Q．移動中、⾞の中で聴いていた曲は︖
 A．スタッフと坂井さんは別々⾞なので分からないが、スタジオではテンション上げるために

 ボンジョビをかけていた。デフテックやフジ⼦ヘミングも好きだった。
 （秦野から）スタジオに来る時は電⾞だった。

 （町⽥に）引っ越してからも電⾞。

Q．PVがフルサイズだったり１コーラスだったり、静⽌画だったりするが︖
 A．BeingでNO.という番組をやっていて、90秒に合わせて作っていた。フルを作っても流せる番組がなかった。

Q．なぜTVに出なくなったのか︖
 A．Mステは⾦曜⽇が１⽇潰れるだけじゃなくて、１週間丸々潰れる感じだった。

 レコーディングが進まなくなる。活動に⽀障をきたした。

https://bbsee.info/newbbs/id/15922.html?edt=on&rid=16246
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16246


Q．NYロケのエピソードは︖
A．チャレンジしようというテーマでNYに⾏った。

 髪型・メーク・⾐装がぶっ⾶んでいるが、坂井さんも割り切っていた。
 テンションが⾼く楽しんでいた。

 信号ぶら下がりは⾏き当たりばったり。
 映像を出したのは、坂井さんが気に⼊っていたので「ま、いいか」と⻑⼾Pが許可した。

質問されても私は参加していないので詳細は分かりません(笑)。

引き続き、⼤阪の情報を募集中︕
 

Re:【WEZARD】ファンクラブイベント開催
16247 選択 PAN 2015-02-13 23:53:03 返信 報告

所⻑、みなさん、こんばんは。
 東京の追加分です︕（16:00の部より）

Q．真正⾯から撮影したジャケ写が殆ど無いのは何故か︖
 A．坂井さんが「美しすぎる」から。CDを買う側もためらうかもしれない。

Q．ジャケ写はどのような基準で選ばれたのか︖
 A．⼤量のスチル写真の中から⻑⼾Pが選んで決めていた。

Q．「ZARD」の名前の由来は︖
 A．「hazard」、「wizard」を彷彿させるインパクトのある名前にしたかった。

   ⻑⼾Pの意向もあり、バンド形式にこだわった。

そのほか披露されたエピソード
 ・スタジオ内に作った丸太の上に⽴ってもらい、頭にタオルを巻いたり、

 壺を持たせたりして撮影したスチルがあったが、即ボツとなった。（鈴⽊⽒談）
 

Re:【WEZARD】ファンクラブイベント開催
16248 選択 sakura 2015-02-14 00:09:21 返信 報告

https://bbsee.info/newbbs/id/15922.html?edt=on&rid=16247
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16247
https://bbsee.info/newbbs/id/15922.html?edt=on&rid=16248
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16248


皆さん、こんばんは。
レポ、ありがとうございます。

 ⾏けなくて、本当に残念でした。
 ところで、イベント中は始終Q&Aの紹介だったのでしょうか︖

Re:【WEZARD】ファンクラブイベント開催
16249 選択 PAN 2015-02-14 00:39:32 返信 報告

sakuraさん、こんばんは。

東京（16:00の回）に限れば、約3分の2がQ&Aでした。

そのほか、ZARD略歴の紹介や、駅メロ制作エピソード、
 SH2015の案内等です。

また、同じ東京でも回によって取り上げられる質問が
 ⼀部異なっていたみたいです︕

 

Re:【WEZARD】ファンクラブイベント開催
16250 選択 stray 2015-02-14 08:40:27 返信 報告

PANさん、こんにちは。

追加レポありがとうございます。

> Q．「ZARD」の名前の由来は︖ 
 > A．「hazard」、「wizard」を彷彿させるインパクトのある名前にしたかった。 

 >   ⻑⼾Pの意向もあり、バンド形式にこだわった。

最近ファンになった⼈の質問ですかね、「坂井泉⽔」の名前の由来を聞いてほしかった(笑)。

> ・スタジオ内に作った丸太の上に⽴ってもらい、頭にタオルを巻いたり、 
 >  壺を持たせたりして撮影したスチルがあったが、即ボツとなった。（鈴⽊⽒談）

https://bbsee.info/newbbs/id/15922.html?edt=on&rid=16249
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16249
https://bbsee.info/newbbs/id/15922.html?edt=on&rid=16250
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16250


ぎゃははは、霊感商法が流⾏っていた時に、パロディで撮影したのでしょうか・・・
壺を持った泉⽔さん、⾒てみたいですねぇ(笑)。

 

Re:【WEZARD】ファンクラブイベント開催
16251 選択 幸（ゆき） 2015-02-14 10:49:08 返信 報告

[16246]stray所⻑、PANさん、レポありがとうございます。

>Q．坂井さんのクセは︖ 
 >A．よく揺れていた（上半⾝を横に倒す仕草のこと）

⾃分もよく運転中のカーステで「揺れてる」とカミさん
 に怒られるものの、ちょっと嬉しい^^。

 ⾃然に動いちゃうんですよ。

>映画は恋愛ものは絶対観ない。

これはちょっと納得しづらい。つっ込んじゃいましょう。

例えば、MFM Flash Back ZARD Memories P-61にフレンチ系
 にその頃興味を持たれていて、1959-90の少し古いフランス

 映画ですがお勧めで紹介されてます。⾃分は躊躇して観て
 ないものの以下から「恋愛もの」の範疇に⼊る気がします。

カルメンという名の⼥(1983)
 ジャンル ロマンス／ドラマ

 http://www.allcinema.net/prog/show_c.php?num_c=4864
 → 禁断の愛を描く、まさに恋愛ものでは︕

仕⽴て屋の恋(1989)
ジャンル ドラマ

 http://www.allcinema.net/prog/show_c.php?num_c=9976
 → ちょっとサスペンス系だけど、ラブ・ストーリー

https://bbsee.info/newbbs/id/15922.html?edt=on&rid=16251
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16251
https://bbsee.info/newbbs/id16246.html


髪結いの亭主(1990)
ジャンル ドラマ︓かほりたつ、官能

 http://www.allcinema.net/prog/show_c.php?num_c=4714
 → エロチックな部分もあるようだけど、純愛や⼈間真理を描く

⼤⼈は判ってくれない(1959)
 ジャンル ドラマ

 http://www.allcinema.net/prog/show_c.php?num_c=3730
 勝⼿にしやがれ(1959)

 ジャンル ⻘春／アート
 http://www.allcinema.net/prog/show_c.php?num_c=4584

 → この２つは⻘春ものかな︖

ご⾃⾝が観られてなくてお勧めする訳はあり得ません。

取り敢えず思いついただけなので、もっと指摘できるかも。
 ただ恋愛だけの映画があるのか分かりませんが、これらは

 ⼀筋縄ではない⼈間模様というかドラマに巻き込まれつつ
 愛を描いてるように思います。

>興味があったのはSFとかNHKのプロジェクトXとか。

SFは⾃分も好きです、何を観られたんでしょうねぇ︖
 古いのだと「猿の惑星」とかだったりして。

 「ET」「レーダース」「バック・トゥ・ザ・フューチャ」
 「ターミネーター」などもお好きだったのかも。

 【映画】必⾒︕80年代を代表するシネマ︓
http://matome.naver.jp/odai/2135096820765182601

 90年代の映画ランキング︓
 http://nendai-ryuukou.com/1990/movie2.html

プロジェクトXはちょっと意外（笑）、でも科学技術に
 もご興味があったんでしょうね。⽇頃レコーディング

 



スタジオでメカメカしてるのも影響したのかな。

Re:【WEZARD】ファンクラブイベント開催
16252 選択 幸（ゆき） 2015-02-14 13:51:06 返信 報告

皆様

知⼈から得た情報ですが[16299][16233]に関して。

CLは船が停泊した前夜から準備をしてたのはご存知かと思い
 ますが、坂井さんは夜12:00ごろに⼊られ、朝6-7時にリハ、
 お部屋はあっても寝ずに多分待っていたそうです。船の予定

 に合わせた、丸１⽇ががりの準備等で⼤変だったと。
 お疲れ顔や「体調」もそういう意味のようですね。

⼤阪のレポ、期待してお待ちしています。

Re:【WEZARD】ファンクラブイベント開催
16253 選択 sakura 2015-02-14 19:57:23 返信 報告

PANさん、こんばんは。ありがとうございます。

> 東京（16:00の回）に限れば、約3分の2がQ&Aでした。

ということは、イベントの⼤部分の時間、ゲストの⽅々が⼀⽅的にしゃべってたという感じなのですね・・・。

> そのほか、ZARD略歴の紹介や、駅メロ制作エピソード、 
 > SH2015の案内等です。

当然ながら、初出の映像も無かったということですね・・・。

> また、同じ東京でも回によって取り上げられる質問が 
 > ⼀部異なっていたみたいです︕

Q&Aの内容を、FCのホームページに掲載してもらえたらいいのですが・・。
 だとしたら、誰も参加しない︖(笑)

https://bbsee.info/newbbs/id/15922.html?edt=on&rid=16252
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16252
https://bbsee.info/newbbs/id16299.html
https://bbsee.info/newbbs/id16233.html
https://bbsee.info/newbbs/id/15922.html?edt=on&rid=16253
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16253


 
Re:【WEZARD】ファンクラブイベント開催
16254 選択 Aki 2015-02-15 11:50:34 返信 報告

> 体調が悪くて、今まで公開された映像以外は（顔を）お⾒せできない 
 昨年の⽇テレの「⾳楽のちから」で船上LiveのMCが初公開されていましたけれどね･･･（苦笑）（引きの画でしたけれ

ど･･･）

Re:【WEZARD】ファンクラブイベント開催
16255 選択 stray 2015-02-15 15:29:57 返信 報告

幸（ゆき）さん、sakuraさん、Akiさん、こんにちは。

> >映画は恋愛ものは絶対観ない。 
 > 

> これはちょっと納得しづらい。

同感です(笑)。
 前に「Hypnosis」の歌詞が、映画「勝⼿にしやがれ」の引⽤だというのがありましたが[15688]、

 迷⾛期の歌詞も意味不明なものが多いので、曲だけじゃなくて詞も煮詰まっていた可能性があります。
 「映画は恋愛ものは絶対観ない」は初期の頃の話じゃないかと思われます。

> CLは船が停泊した前夜から準備をしてたのはご存知かと思い 
 > ますが、坂井さんは夜12:00ごろに⼊られ、朝6-7時にリハ、 
 > お部屋はあっても寝ずに多分待っていたそうです。船の予定 

 > に合わせた、丸１⽇ががりの準備等で⼤変だったと。 
 > お疲れ顔や「体調」もそういう意味のようですね。

にしても、わすか１時間のライブで、出せる映像と出せない映像が
 あるっていうのは納得し難いです。2004年のライブツアーは

 スタンドマイクを杖代わりにして、⽴ってるのがやっとの状態。
 動く姿がまったく無いので、ライブ映像がそれだけというのは

 ファンとしては残念かつ物⾜りないからこそ、CLのDVD化を望む
 

https://bbsee.info/newbbs/id/15922.html?edt=on&rid=16254
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16254
https://bbsee.info/newbbs/id/15922.html?edt=on&rid=16255
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16255
https://bbsee.info/newbbs/id15688.html


声が多いのですから、B社はファンの気持ちを汲み取るべきです。
しかもB社は、泉⽔さんが⽣きていれば絶対にOKが出ない映像を

 死後次々に出してきたわけなので、CLだけ泉⽔さんの意志を尊重
 すると⾔われても、説得⼒がまったく無いわけです。

> イベントの⼤部分の時間、ゲストの⽅々が⼀⽅的にしゃべってたという感じなのですね・・・。

そのようです(笑)。

> 当然ながら、初出の映像も無かったということですね・・・

そのようです(笑)。

> Q&Aの内容を、FCのホームページに掲載してもらえたらいいのですが・・。 
 > だとしたら、誰も参加しない︖(笑)

そのと〜おり(笑)。

> 昨年の⽇テレの「⾳楽のちから」で船上LiveのMCが初公開されていましたけれどね･･･（苦笑）（引きの画でしたけれ
ど･･･）

これですね。[15120]
 引きの映像なので、いくら拡⼤しても表情は分かりません(笑)。

Re:【WEZARD】ファンクラブイベント開催
16256 選択 あいかわらずやってますねｗ 2015-02-15 21:48:43 返信 報告

昔、SENSUIzumiという伝説のZARDファンがいましたね

Bingの六本⽊︖のスタジオでいずみさんを出待ちしたり、秦野の泉⽔さんの実家に押しかけて、ガレージの前で⼀晩過ご
して、泉⽔さんのお⺟さまにに⾒つかって、ファミレスで昼⾷をごちそうになったり、その時にお⺟さまに「娘がヌード
になったことをどう思うか︖」とまで質問したらしいが

彼ともう⼀⼈の⼥友達はパシフィックビーナスに乗り込むため、乗船現場でほかの乗客に嘆願し、チケットを譲ってもら
ったとか・・

いやはやなんとも・・すごいやつでしたｗ

https://bbsee.info/newbbs/id15120.html
https://bbsee.info/newbbs/id/15922.html?edt=on&rid=16256
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16256


Re:【WEZARD】ファンクラブイベント開催
16261 選択 stray 2015-02-16 22:00:54 返信 報告

あいかわらずやってますねｗさん、相変わらずやってます(笑)。

> 昔、SENSUIzumiという伝説のZARDファンがいましたね

私は絡んだことがないのですが、2007年9⽉のWBMを最後に「姿を消す」と宣⾔し、
 その後消息不明となっているようですね。

伝説の⼈物なので、彼が⾔ったこと（書いたこと）以上に尾ひれが付いて語られる傾向があるようです。

> 泉⽔さんのお⺟さまにに⾒つかって、ファミレスで昼⾷をごちそうになったり、

１回⽬の実家訪問のことであれば、⾃宅で朝⾷を御馳⾛になった、という話でした。

> その時にお⺟さまに「娘がヌードになったことをどう思うか︖」とまで質問したらしいが

その話は聞いたことがないですね。

Re:【WEZARD】ファンクラブイベント開催
16291 選択 hope 2015-02-19 02:40:36 返信 報告

所⻑さんお久しぶりです。
 レポお疲れ様です。

CL映像関連の事ですが、⼀つ昔から疑問に思っていたことがありまして・・・。

坂井さんは視⼒がかなりお悪かったのですが、眼鏡を外しているときは裸眼かコンタクトかどっちだったのでしょうか︖
 過去の写真や映像を⾒ると斜視に⾒える物がありますが、裸眼ですと焦点が定まらないため、そういう⾵になることもあ

るのだとか。
 眼科のHPです。

 http://www.eyedoctors.jp/ecpmb/disease/d12.html
 緊張をほぐすために敢えて裸眼で撮影やライブに臨んでいるという事はないでしょうか?

 そのためにWBMツアーも斜めのアングルばかりで構成されていたのだと思っていました。
 

https://bbsee.info/newbbs/id/15922.html?edt=on&rid=16261
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16261
https://bbsee.info/newbbs/id/15922.html?edt=on&rid=16291
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16291


ですから、CLも発表されているもの以外は使えないものが多いのかと推測しています。
広義の意味で体調が優れなかったのではと思います。

 

Re:【WEZARD】ファンクラブイベント開催
16294 選択 stray 2015-02-19 08:47:04 返信 報告

hopeさん、お久しぶりです。

泉⽔さんは視⼒悪くありません。
 時々かけているメガネは伊達メガネです。

 初期にはTV出演もされていたので、そういう問題ではなさそうです。

CLはCD化に際して⾳源を擦り替えている部分があるので、
 CLの映像をそのままDV化するわけにはいかないのだと思います。

Re:【WEZARD】ファンクラブイベント開催
16295 選択 hope 2015-02-19 09:15:57 返信 報告

なるほど、そうでしたか。
 失礼いたしました。

ミックスし差し替えた⾳源は当時も話題に上りましたね。
 そんなに歌唱がやばいんでしょうか…。

 

Re:【WEZARD】ファンクラブイベント開催
16296 選択 stray 2015-02-19 09:45:06 返信 報告

> ミックスし差し替えた⾳源は当時も話題に上りましたね。 
 > そんなに歌唱がやばいんでしょうか…。

F7M（2013年、中野サンプラザ）で、CL「揺れる想い」の⽣映像が少しだけ流れたのですが、
 ⾳程外しまくりでした（笑）。詳しくは[13446]をお読み下さい。

https://bbsee.info/newbbs/id/15922.html?edt=on&rid=16294
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16294
https://bbsee.info/newbbs/id/15922.html?edt=on&rid=16295
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16295
https://bbsee.info/newbbs/id/15922.html?edt=on&rid=16296
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16296
https://bbsee.info/newbbs/id13446.html


Re:【WEZARD】ファンクラブイベント開催
16319 選択 noritama 2015-02-26 01:11:24 返信 報告

こんばんは｡
 今回のイベント参加できませんでしたし､ちょっとカチンときているので､読み専でコメント

は控えていましたが(笑)･･

>「負けないで」の⾼画質版は、以前BS-hiで流れたことがあります。 
 >「揺れる想い」「世界はきっと・・・」「負けないで」は、お顔に問題ない部分なのだか

ら、 
 >せめて３曲だけでも⾼画質で⾒せてくれ︕ってことですよね。 

 >CLの映像問題の理由が微妙かもしれませんね･･･ 
 >30万枚限定のCDには、写真も結構ありましたし･･･体調不良であまり出して欲しくないならそこまで沢⼭の写真を載せ

ない気がします･･･ 
 >「負けないで」はイントロから始まり、いきなり2番というのが⾳楽チャンネルでは多いので、キチンと1番からの映像

も提供して欲しいですね･･･（CD－ROMに収録したということは「世に出してもいい」ということだと思いますし･･･） 
 >改めて「ダイジェスト版」をDVD化して欲しいですね･･･ 

 約束している割にはこまごま⼩出していることですし､⾳外れも既出にしちゃってますよねぇ｡
 ⾳外れ･体調不良理由なら､後に出た2004LIVE DVDは??ですね。他の会場のいい映像あるんじゃないのって｡

 VHS､CD-ROM､CD収録部分の⾳声･映像(引き映像とか(笑))､TV､フィルムコンサート等の既出映像を集めてフル映像にし
たら1時間物ぐらいになるんですかね?

 VHS･CD-ROMのは当時のLiveイメージものと割り切れば､それはそれ､次は次でのような気がしますけれどね｡
 『Don't you see』部分なんてLiveと関係ない映像が⼊っててイメージビデオっぽい映像になっちゃっていることだし、

 モノクロエフェクトや昔フィルム⾵のエフェクトかけちゃってる映像の曲もある｡
この↓ダイジェスト版にこんなテロップが出ていたようです｡ 

 https://www.youtube.com/watch?v=nNDy6bxhkPA
 これがあったって事は、当時はフル版のLIVEビデオ出す気もあったって事でしょう｡

 整正版として出せる部分は出すというが最低限⼀つの⽅向性じゃないですかね｡

>昨年の⽇テレの「⾳楽のちから」で船上LiveのMCが初公開されていましたけれどね･･･（苦笑）（引きの画でしたけれ
ど･･･） 

https://bbsee.info/newbbs/id/15922.html?edt=on&rid=16319
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16319
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/ce2ad0ac96ac2002d1120b0c907b22dc.jpg


 MCの部分ではありませんが、船上Live揺れる想いの正⾯からの「揺れる想い〜♪」映像は､VHSの映像より7〜8秒位⻑い
ですね。

 ⾳は観客の⾳がほとんどないように聴こえるのでTV⽤に当て⾳でしょうか･･･
 引きの映像がOKならこの正⾯の固定カメラ映像でもいいので出してほしいですね｡ 観客として観ている雰囲気になれるし｡

 VHSとTV放映の映像に違いがあるってことは､それぞれのカメラ映像があるってこと(その場でスイッチされたのではなく､
後で編集ってこと)ですから｡

 以前ニコ⽣24hで､カメラマンさんがコメントしていた､とにかく我武者羅に⼀⽣懸命撮っていた映像はもちろん観たいで
すね｡

 ニコ⽣24hで､⼤賀さんがコメントしていた"船が動いた時に"のシーンもみたいなぁ。[9638]､[10180] 引きの映像でもい
いので｡｡(^^

>仮に本番の映像が納得いかないものでも、たしか船上でもリハーサルは⾏われていたと思います。その映像も恐らくある
と思います。（勿論、その映像も納得できなかったのかもしれませんが･･･） 

 >CLはCD化に際して⾳源を擦り替えている部分があるので、 
 >CLの映像をそのままDV化するわけにはいかないのだと思います。 

 >F7M（2013年、中野サンプラザ）で、CL「揺れる想い」の⽣映像が少しだけ流れたのですが、 
 >⾳程外しまくりでした（笑）。詳しくは[13446]をお読み下さい。 

F7Mでは､リハの映像の時"揺れる想い〜♪"がチラリと流れていました。
 ⾳程が外れたのを聴いた時､VHSのはリハの⾳を当てた(リハの⾳に差し替えた)のかなと思いました(笑)

>映画は恋愛ものは絶対観ない。 
 レンタルビデオよく借りていたとかの話をどこかで･･･コナン君でも⾒てたのかな(笑)

 

Re:【WEZARD】ファンクラブイベント開催
16320 選択 stray 2015-02-26 12:54:11 返信 報告

noritamaさんが珍しく「お怒りモード」ですね（笑）。

>  約束している割にはこまごま⼩出していることですし､⾳外れも既出にしちゃってますよねぇ｡

F7M（2013年、中野サンプラザ）で、CL「揺れる想い」の⽣⾳源を流した意図ですよね。
 私は「騙していてごめんなさいという謝罪含みで、開き直ってDVD化する宣⾔」

 

https://bbsee.info/newbbs/id9638.html
https://bbsee.info/newbbs/id10180.html
https://bbsee.info/newbbs/id13446.html
https://bbsee.info/newbbs/id/15922.html?edt=on&rid=16320
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16320


と受け取ったのですが（笑）。[13565]
sakuraさんも「ファンが期待しているものをピックアップして⼩出しにしてきた

 ということではないか」と書かれています。[13571]

DVD化しない宣⾔をしたということは、F7Mで⽣⾳源を流したのは
 「ほら、これじゃDVD 化できないって分かるだろ︖」

 ってことを、ファンに納得してもらいたかったのでしょうね（笑）。

> この↓ダイジェスト版にこんなテロップが出ていたようです｡ 
> https://www.youtube.com/watch?v=nNDy6bxhkPA 

 > これがあったって事は、当時はフル版のLIVEビデオ出す気もあったって事でしょう｡

はい、”リリース”とあるので、単なる特典映像としてでなく、
 製品として出す気があったと理解してよいかと思います。

> 整正版として出せる部分は出すというが最低限⼀つの⽅向性じゃないですかね｡

う〜ん、きれいな映像だとしても、差し替え⾳源で我々が満⾜できるか、ですよね・・・
 「歌がダメだった」は、アーティストにとって屈辱以外の何物でもないので、

 それは絶対に認めたくないので、体調のせいにしたのだと思いますが。

> ニコ⽣24hで､⼤賀さんがコメントしていた"船が動いた時に"のシーンもみたいなぁ。[9638]､[10180] 引きの映像でも
いいので｡｡(^^

体調悪い⼈が「前に出て⾏って煽っちゃおう」なんて⾔いませんよね（笑）。
 ⼤賀さんのインタビューとてもよかったので、追加しておきました。

 zard-lab.net/CL.html
 

Re:【WEZARD】ファンクラブイベント開催
16361 選択 goro 2015-03-08 21:40:46 返信 報告

みなさん こんばんは

かなり遅くなってしまいましたが(笑)、東京11時30分の回のファンクラブイベントに⾏ってきました。
 既にみなさんから沢⼭の情報を教えて頂いておりますが、おそらくまだ、記載させていないものをお伝えします。

https://bbsee.info/newbbs/id13565.html
https://bbsee.info/newbbs/id13571.html
https://bbsee.info/newbbs/id9638.html
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○坂井さんは現場でスタッフ等全体をよく⾒ていた。楽しい現場にするために、落ち込んでいそうなスタッフに話しかけ
て、アドバイスをしていた。

○ＰＶはシーンとして撮っているものと、カメラ回しっぱなしのオフショットとしてたまたま撮ったものがあり(君に逢い
たくなったらのゲームをしているシーン等)、上⼿くこれらを組み合わせた。

○DEMO1は「ハートに⽕をつけて」のカップリング、DEMO2はあたためていた。

（既出だったらスミマセン。） 
 

Re:【WEZARD】ファンクラブイベント開催
16362 選択 吟遊詩⼈ 2015-03-09 16:55:37 返信 報告

goroさん こんにちは ちょっと遅めのレポートでしたが、

ありがとうございます。 ⼤阪の⽅が全く分からないですね。

私はモバイル会員でないので参加者のレポートが楽しみでした。

貴重な投稿ありがとうございます。(^-^)

今年のSH2015でまたお会い出来るのを楽しみにしています。
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