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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

⼭野楽器イベントの詳細
21021 選択 stray 2017-01-12 20:54:11 返信 報告

昨年に引き続き、今年も銀座⼭野楽器本店でのイベントの開催が決定︕
 ZARDデビュー25周年のメモリアルイヤーの締めくくりとなる今回のイベントでも

 恒例のスタンプコーナーやZARD関連商品やZARDグッズの販売を実施。
 ZARDゆかりのアイテムの展⽰も予定しております。

 
 ZARD 〜Forever memory〜
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■期間︓2017年2⽉7⽇(⽕)〜9⽇(⽊) 10:30〜20:30
(※最終⽇9⽇(⽊)は20:00閉店となります。)

■会場︓銀座⼭野楽器 本店7F イベントスペースJamSpot

Re:⼭野楽器イベントの詳細
21023 選択 Aki 2017-01-12 21:25:21 返信 報告

 情報ありがとうございます。

 今回も21周年も20周年の流れに乗って･･･という感じで、26周年の今年も⾏われる感じがします。（25周年のメモリア
ルイヤーの締めくくりと⾔われていますが（汗））

 （27〜29周年は⾏われないのでしょうか･･･）

⼭野楽器にも掲載されていました。
 https://www.yamano-music.co.jp/docs/event/index_honten.html

  今回も「メモリアルチケット」「メモリアルカード」があるようですね･･･
  今回は「Forever Best」の「早春バージョン」と重なっていますね･･･（「メモリアルカード」欲しさに買う⼈がいる

のかどうかはわかりませんが･･･）
  

 

Re:⼭野楽器イベントの詳細
21041 選択 Aki 2017-01-16 21:51:52 返信 報告

 ⼭野楽器のHPにて「メモリアルチケット」の絵柄が発表されています。
 https://www.yamano-music.co.jp/docs/soft/recommend/zard/index.jsp

  「ZARD Eternal Voiceキャンペーン」は1⽉14⽇〜2⽉9⽇まで開催中

 1⽉11⽇付⼭野楽器予約アルバムランキングで「Forever Bestー早春バージョンー」が10位に⼊っています。
 https://www.yamano-music.co.jp/docs/ranking_reserve.html

Re:⼭野楽器イベントの詳細
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21110 選択 stray 2017-02-06 16:17:04 返信 報告

グッズ販売
 ・「ZARD Forever Best 〜25th Anniversary〜」季節限定ジャケット[早春]バージョン

 ・隔週刊『ZARD CD&DVD COLLECTION 〜永遠のスタンダード・ナンバー〜』創刊号
 ・ZARDクリアファイル＆ポストカードセット(初登場アイテム)

展⽰
 ・写真パネル

 ・⾐装
 ・2004年の全国ツアーのステージで実際に使⽤されたテーブル&チェア

スタンプコーナー
 ・メモリアルチケットをJamSpot内にてスタンプを押すことができる

 「メモリアルカード」と引き換え

■期間︓2017年2⽉7⽇(⽕)〜9⽇(⽊)
 ■時間︓7⽇(⽕)、8⽇(⽔) 10:30〜20:30 9⽇(⽊) 10:30〜20:00

 ■会場︓銀座⼭野楽器 本店7F イベントスペースJamSpot

Re:⼭野楽器イベントの詳細
21131 選択 stray 2017-02-07 12:52:25 返信 報告

今⽇から３⽇間の⽇程で始まりましたが、
 どなたか⾏かれた⽅はいらっしゃいますでしょうか。

初登場のグッズ（ZARDクリアファイル＆ポストカードセット）が気になるので（笑）、
⾏かれた⽅は是⾮レポートよろしくお願いします。

Re:⼭野楽器イベントの詳細
21142 選択 FMシアター２３ 2017-02-07 22:29:47 返信 報告
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[21131]stray:
> どなたか⾏かれた⽅はいらっしゃいますでしょうか。 

 > 
> 初登場のグッズ（ZARDクリアファイル＆ポストカードセット）が気になるので（笑）、 

 > ⾏かれた⽅は是⾮レポートよろしくお願いします。

はじめまして、Stray様、Z研の皆様、⽇頃皆様のお話しを楽しく読ませていただいておりますものです。
 初めて書き込みますのでご無礼はお許しください。

今⽇⾏ってきましたので簡単ですが、ご報告致します。
 PM６時〜７時ごろまでいたのですが、２０⼈くらいはお客さんいたみたいです。⼥性のファンの⼈もいましたよ。

 いつも通りに、映像（２５周年で発売された各種作品のCM）を流してました。
 パネルなどもあり、あと⾐装も２点展⽰してありました。

 丼中⽌（笑）のスーツと階段登ってたとき着ていた⾐装でした。まー明⽇は別のもの飾るのかもしれませんが。

あとクリアファイルとポストカードセットは買いましたけど、基本的に既出のお姿がベースでした。ｓｇマイフレンドの
ジャケ写、２５周年のDVDのマイフレンドのお姿（⾚いダウン）、ポストカードもほぼ既出（わずかに顔の向き違うとか
あり︖）でしょうか。

では。

Re:⼭野楽器イベントの詳細
21150 選択 FK 2017-02-08 12:05:55 返信 報告

おはようございます。
 ⾃分も昨⽇⾏ってきました。

内容としては、⼭野楽器HPの事前告知
https://www.yamano-music.co.jp/docs/soft/recommend/zard/index.jsp

 ZARD公式HPの事前告知
 http://wezard.net/25th/shop/index.html

 そしてFMシアター２３さんが書かれている通りですが、
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初登場のZARDクリアファイル＆ポストカードセットを含む販売グッズ⼀覧の写真が
Twitter上にも載ってます（「ZARD 参考」とかで検索）。

 このイベントのメモリアルチケット→メモリアルカード(=スタンプカード)をもらう条件の
 “2000円以上購⼊”の対象にはCD・DVDだけでなくグッズも含まれるので、

 会場でカードゲットが⽬当てなら、
 今回購⼊するのは『Forever Best初春バージョン』でなくグッズの⽅が効率が良いかも知れません。

 （いつも⼭野楽器側はCDを買わせたいためか、事前にここら辺は明確に案内しませんが。。）

メモリアルカードやスタンプの写真も、Twitter上に流れてます
 （「ZARD ⼭野楽器」とかで検索）。

あと、やっぱり映像上映がありましたが
 基本的にTVやネットで公開済のCMのみを延々と流すだけで、

 今までの⼭野楽器での上映内容の中でも1,2位を争うショボさでした。。
 （具体的には『Forever Best』『MUSIC VIDEO COLLECTION』『WBM2016 LIVE DVD』『隔週刊CD&DVD COLLE

CTION』『SHL2017』のCM）

⼭野楽器のイベントは、ほぼ毎回「ZARD Eternal Voice」と題していて（今回は「ZARD Eternal Voice vol.7」）、
 何年か前まではイベント告知チラシも冊⼦ぽかったり多少凝ったものが配られてましたが、

 近年は普通のチラシになり、今回もこの画像の通り普通のビラでした。

ちなみに、今回会場で無料配布されていたチラシ（フライヤー）は
 この⼭野楽器イベント⾃体のチラシ、

 SHL2017のチラシ、昨年発売の『d-project』のチラシの3種でした。

なお、イベントフロアとは別に
 銀座⼭野楽器1階にZARD関連CD100枚試聴機というがあったようですが、

 ⾃分はチェックし忘れました。。
 https://twitter.com/yamano_ginza/status/828548820883476480

Re:⼭野楽器イベントの詳細
21155 選択 stray 2017-02-08 13:27:31 返信 報告
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FMシアター２３さん、はじめまして。
FKさん、こんにちは。

⼭野楽器のグッズ情報どうもありがとうございます。
 ネットにチラホラ画像が出てきてますが、

 クリアファイルもポストカードもどうやら全て既出の画像のようです。

いずれにせよ、展⽰物はこれまでで⼀番ショボイ内容のようで、
 Eternal Voice vol.7 も単なるチラシでは（vol.1〜3は⾒開き4ページで読み物としても優秀だった）

 仕事を休んでまで⾏くには及ばず、ってところですね。
 

Re:⼭野楽器イベントの詳細
21166 選択 FMシアター２３ 2017-02-08 22:40:24 返信 報告

strayさん、こちらこそ初めましてです。
 あと思い出したこととして、イベントフロアでコナンの映画の主題歌全曲（２０曲）を⼊れたアルバムが来⽉出るそう

で、その予約受付もしていました。ZARDも３曲ですか、ありますよね。いちよご報告いたします。
 

Re:⼭野楽器イベントの詳細
21170 選択 stray 2017-02-09 09:22:52 返信 報告

FMシアター２３さん、こんにちは。

追加情報ありがとうございます。
 「コナン 主題歌集 〜“20”All Songs〜 」は3/22発売で

 まだジャケット写真も公開されていませんね。
 ZARD曲が３曲・・・アレンジ違いなら⾷指が伸びるのですが（笑）。

 
 FKさん、こんにちは。

[21150]の画像を隅々まで⾒ましたが、
 「ZARD Eternal Voice vol.7」の表記がどこにもありませんね。
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前回のVol.6も１枚もののチラシでしたが、
しっかり「ZARD Eternal Voice vol.6」と表記されていました。

 Eternal Voiceを名乗るのが恥ずかしくなったのか（笑）。

Re:⼭野楽器イベントの詳細
21173 選択 stray 2017-02-09 11:32:18 返信 報告

早くも今⽇が最終⽇ですが、寺尾さんが13時頃と16時頃に来店するようです。

ただ来るだけなのか（笑）、何かしゃべるのかは不明。

【追記】
 ミニトークを⾏うそうです。

Re:⼭野楽器イベントの詳細
21218 選択 FK 2017-02-11 13:06:24 返信 報告

＞ strayさん
 > 「ZARD Eternal Voice vol.7」の表記がどこにもありませんね。

⼀応、裏⾯の右上に“ZARD Eternal Voice vol.7 キャンペーン実施中!”とは書いてあります(苦笑)
 （画像でもなんとか読めると思いますが。。）

個⼈的には、以前は「ZARD Eternal Voice」の“ZARD”の⽂字に90年代のZARDロゴが使われていて、それが好きだった
んですが。。

 今回も店内ポップには使われてましたが↓
 https://twitter.com/yamano_ginza/status/822636118617296896
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