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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

名探偵コナン コンサート2016
19267 選択 PAN 2016-05-06 14:39:17 返信 報告

皆さん、こんにちは。
 お久しぶりです︕

今晩、有楽町の東京国際フォーラムにて、名探偵コナン コンサート2016が開催されます。

会場の雰囲気など実況できればと思いますので、是⾮お楽しみに︕（＾◇＾）
 

Re:名探偵コナン コンサート2016
19270 選択 PAN 2016-05-06 15:43:30 返信 報告
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東京国際フォーラムに到着‼ （＾◇＾）

Re:名探偵コナン コンサート2016
19272 選択 PAN 2016-05-06 17:00:16 返信 報告

グッズ先⾏販売。画像の容量超過でエラーに。
 帰ってから画像貼ります…

Re:名探偵コナン コンサート2016
19281 選択 stray 2016-05-07 15:00:07 返信 報告

PANさん、こんにちは。

昨⽇だったのですね。
 前回は⼤阪だったので、てっきり5/1に終わったと思ってました（笑）。

↓に記事が出てますが、ZARD曲は3曲、スペシャル・オーケストラの
 演奏に乗せて、泉⽔さんの歌声が会場に響いたようですね。

 http://www.barks.jp/news/?id=1000126845

グッズの先⾏販売が気になるので（笑）、お暇な時にでも
 レポのつづきをよろしくお願いします。

 

Re:名探偵コナン コンサート2016
19292 選択 PAN 2016-05-08 18:42:23 返信 報告
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所⻑、皆さん、こんにちは。
レポの続きが遅くなってすみません︕

 （コンサートはとっくに終了しましたが（笑））

そうなんですよ、前回開催のコナンライブ（2008年8⽉）は⼤阪のみの
 開催でしたが、今回のコンサートは⼤阪、東京の2箇所で開催されました。

最初に、スゴ夏版と今回版の違いを･･･

・2008年スゴ夏版
  読売テレビ開局20周年記念。

  親⼦で楽しめる、バンド形式のコナンライブ（夏休み企画︖）
  オリジナルフィルムよるミニストーリー有り。

  メインゲスト︓倉⽊⿇⾐、愛内⾥菜、上⽊彩⽮
         ZARDフィルム出演

・今回版(2016年コンサート版)
  TV＆MOVIE20周年記念。

  ⼤⼈によるオトナのための（笑）フルオーケストラコンサート。
  20年間のTV＆MOVIE名シーンを⽣オーケストラを聴きながら振り返る。

  倉⽊⿇⾐さんのシンフォニックLIVEコーナー有り。
  メインゲスト︓倉⽊⿇⾐

 

Re:名探偵コナン コンサート2016
19293 選択 PAN 2016-05-08 19:40:34 返信 報告

今回のセットリストです。（注︓かなり⼤雑把、間違いあるかも︕（笑））

★は⽣オーケストラ有

１．オープニングアクト
   焚吐（たくと）「ふたりの秒針」（コナンＥＤテーマ）

２．★ コナンメインテーマ
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３．★ TV版全OPテーマ・サビメドレー

４．★ TV＆MOVIE名シーン・メドレー

５．★ ZARDメドレー
    ・少⼥の頃に戻ったみたいに

    ・夏を待つセイル(帆)のように
    ・翼を広げて

    ※フィルムはコナン映画シーンのみ。
     終了後、蘭と園⼦のプチトーク有り（会話は記憶モード）

     欄「ZARDの曲ってこうやって聴くと感動するわね〜）
     園⼦「（号泣）ウウ…涙がでちゃうわ…）

     このあと、欄が「あのね〜」とツッコミ（笑）

休憩（15分間）

６．★ 怪盗キッドのコーナ（名シーン・メドレー）

７．★ TV＆MOVIE名シーン・メドレー

８．★ GARNET CROWメドレー
    ・涙のイエスタデー、他

    ※あと2曲位ありましたが曲名が…（汗）

９．★ 映画・迷宮の⼗字路（名シーン）
    ※フィルム終了後、ドレス姿の倉⽊⿇⾐さんが登場︕

１０．★ 倉⽊⿇⾐さん熱唱（全5曲）＆ミニトーク
    ※エンディング曲はやはり「always」︕

１１★ TV＆MOVIE名シーン・メドレー

１２．⾼⼭みなみさん＆⼭⼝勝平さんのトークショー

１３．コナン最新映画紹介

１４．★ コナンメインテーマでエンディング︕
 



Re:名探偵コナン コンサート2016
19295 選択 PAN 2016-05-08 19:54:21 返信 報告

ここで、ようやくグッズの話題に戻ります（笑）
 （残念ながらZARD関連のグッズはありませんでしたが…）

⾃分はパンフレット（¥2,000）のみ購⼊しました。
 ZARDの記事はありませんでしたが、ZARD Forever Best~25th Anniversary~の

 広告が載っていました（笑）
 

Re:名探偵コナン コンサート2016
19296 選択 PAN 2016-05-08 20:03:16 返信 報告

先⾏販売ながら、早くも完売商品も︕
 

Re:名探偵コナン コンサート2016
19297 選択 PAN 2016-05-08 20:18:14 返信 報告

ファンサービスとして、会場内にコナン、キッド、⼩五郎、欄が登場しました︕
（もちろん着ぐるみですが（笑））

 これが⼤変な⼈だかりで側まで近づくことは出来ず、離れた場所から
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カメラをあげて撮るのが精⼀杯でした（汗）
何とか、⼩五郎をパチリ（笑）

 

Re:名探偵コナン コンサート2016
19298 選択 PAN 2016-05-08 20:21:22 返信 報告

蘭ちゃんはかろうじて、「頭の⾓」だけが撮れました…（笑）
 

Re:名探偵コナン コンサート2016
19299 選択 PAN 2016-05-08 20:24:15 返信 報告

肝⼼のコナン君がこんなにちっちゃく撮れました（笑）
 （画像拡⼤しないとわからないかも︕）

Re:名探偵コナン コンサート2016
19300 選択 PAN 2016-05-08 20:29:13 返信 報告

怪盗キッド。（ピンぼけ）
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Re:名探偵コナン コンサート2016
19301 選択 PAN 2016-05-08 20:49:12 返信 報告

以上、「名探偵コナン コンサート2016」のミニレポートでした（笑）

最後に感想を…

・席はかなり後⽅（1階47列）でしたが、それでも⼗分楽しめました。
 ・フルオーケストラによるコナンテーマはかなり感動しました︕

 ・客層は7割が若い⼥性という感じでした。（20代中⼼︖）
  ⼦供はほとんど⾒掛けませんでした。（⼀応平⽇で料⾦も⾼めだから︖）

 ・オーケストラで聴くZARDの楽曲は別次元で素晴らしかったです︕

P.S ZARDの話題とチョット離れてすみませんでした︕
 

Re:名探偵コナン コンサート2016
19302 選択 stray 2016-05-08 21:42:31 返信 報告

PANさん、こんばんは。

詳細レポどうもありがとうございました。
 前回はたしかZARDの未公開映像が流れたと記憶してますが、

 コナンの映画シーンのみでしたか。それは残念でしたね、
 WBM間近の開催なので期待していたのですが（笑）。

グッズの先⾏販売はZARDのだと思ってました（笑）。
 コナンのグッズなんてあるんですね︕知らなかった（笑）。
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Re:名探偵コナン コンサート2016
19306 選択 noritama 2016-05-09 12:31:55 返信 報告

PANさん こんにちは

詳細レポありがとうございます｡

⾏きたかったのですが(笑)
 ⼀般売りでチケットを買おうとしたら､売り切れてしまっていて買えなく､

 開催⽇/時間も都合微妙だったので､､あきらめてしまいました(^^;
 売り切れはコナン⼈気もあるでしょうけれど､

 ⼀般発売と同時発表のゲスト(倉⽊さん)効果でしょうか｡勢いがありますね｡

⽣オーケストラと泉⽔さん歌声⾳源､
 想像するに､ジーンと聴き⼊るように染み渡る感じ だったのでしょうか?

コンサートのDVD出るかな?
 ちょっと期待(^^

 

Re:名探偵コナン コンサート2016
19473 選択 noritama 2016-05-19 00:28:37 返信 報告

こんばんは

こちらにも､レポがありました｡(^^
 http://goo.gl/TclpBO

現在GYAOのコナン "⿊ずくめの組織セレクション" 無料配信 で『愛は暗闇の中で』がOPに使われている"⾚と⿊のクラッ
シュシリーズ"数話が配信されています｡

 ライブ前にちょっとテンションを上げたい⽅はどうぞ(^^
 http://gyao.yahoo.co.jp/player/00220/v12212/v1000000000000003451/
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