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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

⼭野楽器イベント
18231 選択 Aki 2016-02-02 21:37:55 返信 報告

https://www.yamano-music.co.jp/docs/event/index_honten.html#event_0210
  情報が更新されています。

  会場で販売するZARDオフィシャルグッズも「25th Anniversary ZARD 〜beautiful memory〜メモリアルチケット」特典対象
商品となるようです。

 新たなアイテムとして“ZARD オリジナル ボールペン”が販売されるようです。

Re:⼭野楽器イベント
18237 選択 Aki 2016-02-03 23:46:58 返信 報告
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https://m.facebook.com/ZARD25thAnniversary/
オフィシャルFacebookにてボールペンが掲載されています。

Re:⼭野楽器イベント
18342 選択 Aki 2016-02-09 21:36:41 返信 報告

 出かけてきましたが、特に混雑はありませんでした。

 パネルも既出のものでした･･･

 グッズは「ボールペン」は2000円でした。
 （メモリアルチケット・カードは2000円以上なので、ボールペンを買うと丁度ですね･･･）

 ZARDグッズは、新しいグッズは特に⼊っていなかったように思います。
  ポスターやパンフレットは売られていませんでした。

 クリアファイルが3タイプ（Musingだと「F」と「I」ともう１種類）でした。ブックカバー（紙タイプ）やブックマー
ク・ノート・ピンバッジ・（ストラップはあったかどうか?）

 現在では、⼊⼿が難しい（?）モノで⾏くと、アナログの「CAN'T TAKE MY EYES OFF OF YOU」や「15周年
写真集」辺りだと思います。

 タワレコ渋⾕店では、Liveの時のパネル
  渋⾕TSUTAYAも数点のパネルがありましたが、どちらも既出のものです。

 記念年が終わってしまうと、このようなイベントが当分来ないと思うと淋しいですね･･･

Re:⼭野楽器イベント
18343 選択 Aki 2016-02-09 22:10:36 返信 報告

 エレベーターは6Fまでなので、そこからはエスカレーターや階段を使わなかくてはなりませんが、6Fの楽器売り場に
「KAWAI」の⾚いトイピアノが売られていました。（偶然だとは思いますが･･･）

Re:⼭野楽器イベント
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18344 選択 stray 2016-02-09 22:21:45 返信 報告

Akiさん、こんばんは。

⼭野楽器イベントお疲れさまです。
 平⽇なので⼈出はたいしたことなかったと思いますが、

 これ（タワレコ）は⼀体何をしているところなんでしょ︖
 

Re:⼭野楽器イベント
18346 選択 Aki 2016-02-09 22:30:43 返信 報告

> これは⼀体何をしているところなんでしょ︖ 
  おそらく「ZARD Forever フレーズを探そう︕-ずっと⼼に響く 詞-ことば-と出逢う」のキャンペーンのだと思いま

す。
 （『ZARD Forever Best 〜25th Anniversary〜』収録曲から25篇のフレーズを記したカードがCDショップ店頭に登

場︕その中から、今、そしてずっとあなたの⼼に響くフレーズをひとつ探してください︕
 ※探したカードはお⼀⼈様1枚までお持ち帰りいただけます。）

Re:⼭野楽器イベント
18347 選択 stray 2016-02-09 22:33:34 返信 報告

>  おそらく「ZARD Forever フレーズを探そう︕-ずっと⼼に響く 詞-ことば-と出逢う」のキャンペーンのだと思いま
す。 

 > （『ZARD Forever Best 〜25th Anniversary〜』収録曲から25篇のフレーズを記したカードがCDショップ店頭に登
場︕その中から、今、そしてずっとあなたの⼼に響くフレーズをひとつ探してください︕ 

 > ※探したカードはお⼀⼈様1枚までお持ち帰りいただけます。）

あ〜、なるほど、了解です。
 ありがとうございました︕
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新宿 タワーレコード
18365 選択 noritama 2016-02-10 04:57:44 返信 報告

CDショップZARDイベント巡りしてきました｡

まずは新宿｡
 新宿タワーレコードの場合は､

 外には宣伝は無く､

エスカレーターで上がっていくと､
 7Fの8Fへのエスカレーター上がり⼝のところの壁に埋め込まれたショーケースに､

 写真パネル6枚と『負けないで』の歌詞展⽰があります｡
 私は7F･8Fフロアの販売スペースの⽅かと気にしていたので､

 気づかず通り過ぎてしまいました｡
 CD販売スペースのところに書いてあるPOPを⾒てもどこかわからず探しちゃいました｡｡

 何だここかって感じ｡
 エスカレータの上がり⼝のところなので､

 ⽴ち⽌まってじっくり⾒ることは出来ないです｡

東京カレンダーの展⽰パネルは､7Fの販売スペースに
 8FはCD販売スペースのみ｡

 ⼀⽣懸命(笑)探しましたが､フレーズカード展⽰は⾒当らず｡

渋⾕ TSUTAYA
18366 選択 noritama 2016-02-10 05:06:54 返信 報告

ところは変わり渋⾕｡

まずは駅前のTSUTAYA
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Re:渋⾕ TSUTAYA
18367 選択 noritama 2016-02-10 05:10:16 返信 報告

店頭の柱にお馴染みの泉⽔さんの写真が貼ってありました｡

Re:渋⾕ TSUTAYA
18368 選択 noritama 2016-02-10 05:12:13 返信 報告

裏には､『25th FOREVER BEST』のジャケ写

Re:渋⾕ TSUTAYA
18369 選択 noritama 2016-02-10 05:17:02 返信 報告

1FにCD販売スペースと最奥壁に､写真パネル7枚展⽰｡
 2FにCD販売スペース｡

渋⾕ タワーレコード
18371 選択 noritama 2016-02-10 05:22:59 返信 報告
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続きまして､
渋⾕ タワーレコード

Re:渋⾕ タワーレコード
18372 選択 noritama 2016-02-10 05:25:21 返信 報告

店頭⼤型スクリーンにて､
 販促PV放映&フレーズカード展⽰配布

係りの⽅は店頭で寒⾵吹くなか⼤変ご苦労様です｡ありがとうございます｡

Re:渋⾕ タワーレコード
18373 選択 noritama 2016-02-10 05:27:10 返信 報告

フレーズカードはこんな⾵に展⽰されていて､

Re:渋⾕ タワーレコード
18374 選択 noritama 2016-02-10 05:29:01 返信 報告

パネルのクリップに挟んでありました｡
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Re:渋⾕ タワーレコード
18375 選択 noritama 2016-02-10 05:32:22 返信 報告

フレーズカードは､こんな感じのカードです｡
 (裏は無地です)

Re:渋⾕ タワーレコード
18376 選択 noritama 2016-02-10 05:50:06 返信 報告

店内は､店頭⼤型スクリーンのちょうど裏⼿辺り1Fに､
 写真パネル(クルージングライブ､WBM2004ライブ 関連計10枚)展⽰｡

 『I'm in Love』8cmCDタワレコ版展⽰｡
 CD販売スペース｡

Re:⼭野楽器イベント
18377 選択 noritama 2016-02-10 05:57:45 返信 報告

"HMV 渋⾕"の場所調べを勘違いしてしまって(中古レコードの⽅にいってしまった(笑))現場でどこにあるかわからなく､時
間も無かったのでキャンセルして･･･
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スレタイの⼭野楽器イベントへ

向かいの歩道から⾒た感じ｡
 店頭の⼤きい泉⽔さん写真が照明に映えてます(^^)

Re:⼭野楽器イベント
18378 選択 noritama 2016-02-10 06:02:19 返信 報告

店頭販売もしていて､
 こちらも係りの⽅は寒⾵の中⼤変ご苦労様です｡ありがとうございます｡

Re:⼭野楽器イベント
18379 選択 noritama 2016-02-10 06:04:07 返信 報告

店頭販売とフレーズカード展⽰配布の様⼦｡

Re:⼭野楽器イベント
18380 選択 noritama 2016-02-10 06:09:16 返信 報告
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Jam Spot イベントインフォメーション

Re:⼭野楽器イベント
18381 選択 noritama 2016-02-10 06:11:05 返信 報告

6Fまでエスカレーターかエレベーターで上がって､
 階段で7Fイベントスペースへ｡

イベントスペースに⼊ると映像の上映が､､
 の内容を気にするよりも先に(笑)

 席に座っていたPANさんに久しぶりに会えました(^^
 お元気そうで何よりです(^^)

Re:⼭野楽器イベント
18383 選択 noritama 2016-02-10 06:29:14 返信 報告

まずは､
 『25th FOREVER BEST』を買って､2000円以上購⼊でもらえるスタンプカード交換⽤チケッ

トをゲット｡
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Re:⼭野楽器イベント
18384 選択 noritama 2016-02-10 06:43:30 返信 報告

チケット半券と交換でもらえるスタンプカード｡

Re:⼭野楽器イベント
18385 選択 noritama 2016-02-10 06:45:08 返信 報告

1枚⽬はきれいに押せました(^^)
 

Re:⼭野楽器イベント
18386 選択 noritama 2016-02-10 07:07:40 返信 報告

スタンプのインクが乾く間､映像上映をずっと⾒ていました｡

上映映像のセットリスト
 ･Don't you see!

 ･マイフレンド
 ･君に逢いたくなったら

 ･夏を待つセイル(帆)のように
 ･⼼を開いて
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･揺れる想い
･かけがえのないもの

 ･負けないで

約10分の上映
 SH25AEと同じように各曲半分くらいの短い状況というか映像も同じようです(^^;

写真パネルは20枚ほど
 直筆歌詞は2点で 『かけがえのないもの』と『マイフレンド』でした｡

Re:⼭野楽器イベント
18388 選択 noritama 2016-02-10 07:26:22 返信 報告

ボールペンはこんな感じで､2000円でした｡
 

Re:⼭野楽器イベント
18389 選択 noritama 2016-02-10 07:31:47 返信 報告

ボールペンを購⼊して､またスタンプカードをもらえたので､先ほどとは違う⽅のスタンプで押し
たのですが､

 重要な(苦笑)肖像の部分がかすれちゃって失敗してしまいました(^^;
 判⼦離すときバリって嫌な⾳したんですよね､､残念

Re:⼭野楽器イベント
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18390 選択 noritama 2016-02-10 07:34:04 返信 報告

帰る頃には､フレーズカードも同じような物しか残っていませんでした｡

今⽇2/10はどんな様⼦でしょうね｡

Re:⼭野楽器イベント
18391 選択 noritama 2016-02-10 07:42:57 返信 報告

販売コーナーの撮影可の部分の展⽰はこんな感じでした｡
 

Re:渋⾕ TSUTAYA
18395 選択 ひろき 2016-02-10 12:08:27 返信 報告

[18366]noritama:
 > ところは変わり渋⾕｡ 

 > 
> まずは駅前のTSUTAYA 

 > 
こんにちは。 ひろきです(^^)

⼀⽇の苦労と、たくさんの写真ありがとうございました
 さすが東京都⼼部ですね。新宿・渋⾕のほかに、池袋（⽇本全国の⼤きいＣＤショップ）にこういう展⽰してあるんじゃ
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ないかなっていうような気がしますね。

ちなみに僕は神⼾新⻑⽥のジョイプラザっていう2階専⾨店内に、そこに⼩さいＣＤショップがありますが、２５周年のＺ
ＡＲＤが３枚ほど置いてました。（開店時には４枚ではないかっていうような気がしますが(^^)）

神⼾だったら三ノ宮っていう都市が中⼼部になります。ＣＤショップはほぼ渋⾕（写真載ってる部分）と同じです

Re:⼭野楽器イベント
18403 選択 pine 2016-02-10 14:34:00 返信 報告

noritamaさん こんにちは︕

CDショップ ハシゴの旅、お疲れ様です。m(^^)m
 各店、店頭で⼤きなスペースで嬉しいですね。

 これだけ⼤きなパネルなら、多くの⼈の⽬に留まること間違いないですね︕
 ふと⽴ち⽌まって、⼿を伸ばしてくれる⼈がたくさんいて下さるといいな…と思います。

フレーズカード、どれにしようか迷ってしまいそうですね。

レポ、ありがとうございました。m(^^)m

Re:⼭野楽器イベント
18411 選択 吟遊詩⼈ 2016-02-10 18:55:42 返信 報告

[18391]noritamaさん、こんばんは、先越されましたね（笑）

狐声⾵⾳太さんと⾏ってきました。

私は初めての⼭野楽器イベントだったもので・・・（苦笑）

コンパクトながらＺＡＲＤの雰囲気が感じられる良いイベントでした。

壁に朝⽇新聞の広告が掲げてありました。

Re:⼭野楽器イベント
18413 選択 吟遊詩⼈ 2016-02-10 18:59:58 返信 報告
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ＣＤもデビュ-⽇にふさわしいデコレ－ションがされていてオシャレ・・・(*^^)v

Re:渋⾕ タワーレコード
18475 選択 吟遊詩⼈ 2016-02-11 21:37:58 返信 報告

[18376]noritamaさん、こんばんは

> 『I'm in Love』8cmCDタワレコ版展⽰｡

またまた遅ればせながらnoritamaさんの訪ねた処へ（笑）

『I'm in Love』8cmCDタワレコ限定⾮売品、レアですね。

フレーズカードは探しましたが既にありませんでした。（笑）

TSUTAYA HMV 共にベストアルバムの展⽰は⼒⼊れていますね。

売れてるかは︖ですが・・・（笑）

Re:⼭野楽器イベント
18796 選択 noritama 2016-03-12 10:40:35 返信 報告

追記:
 ⼭野楽器での2016.02.09-10の販売･イベントの様⼦

 "⼭野楽器Yuotubeチャンネル"
 https://www.youtube.com/watch?v=Kun4NmZBfYQ
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