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隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
21668 選択 stray 2017-04-29 22:03:04 返信はできません 報告

前スレが100レスを超えたため、[21667]のつづきです。

星さん
 ⽬次・・・⾒てませんでした(笑)。

 ん〜、こんなカラフルなバインダー⾒たことないです。（製作費が⾼く付く）
 おそらく、まだ出来上がってなくて、今回のパッケージを⽴てて

 裏⾯を撮影したものじゃないかと思います。
 

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
21669 選択 FK 2017-04-29 23:32:59 返信はできません 報告
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こんばんは。

バインダーですが、アシェットの他誌のものを⾒てもカラフルですよ。
 https://www.hcj-shop.jp/products/list.php?category_id=1

 http://hobbycom.jp/my/db1ad05a12/photo/snapshots/44480

ところで、この隔週刊ZARDの新スレが⽴った時⽤にテンプレ的な⽂章を作っていたので、せっかくなので貼っときます。

スレタイ
 隔週刊 ZARD CD&DVD コレクション（その○）

===テンプレ===
 隔週刊『ZARD CD & DVD COLLECTION 〜永遠のスタンダード・ナンバー〜』

J-POP初のパートワーク(分冊百科)となるZARD百科事典︕
 株式会社ビーイングの協⼒のもと

 アシェット・コレクションズ・ジャパン株式会社より隔週⽔曜⽇発売
 （2017年2⽉8⽇創刊、全52号予定。創刊号のみCD&DVD付き990円、2号〜38号はCD付き1,590円、39号〜52号はDV

D付き1,990円）

■商品ホームページ
 公式サイトhttp://www.hcj.jp/ZARD/

 公式Facebookページhttps://www.facebook.com/隔週刊-ZARD-CDDVD-Collection-1856566207948528/

■購読⽅法
 アシェット定期購読

 https://hcj.jp/form/ZARD/
 ・4週ごとに2号分をまとめて発送（送料無料）

 ・6号以降の外装は、書店購⼊版とは別画像が印刷されたパッケージの簡易包装[21660][21661]
 ・特典︓特製CD&DVD収納ボックス[21267]、ポストカードセット（全シングルジャケット＋α）[21323]

 ※収納ボックス組⽴⽅法https://twitter.com/HCJ_sales/status/836395971332407296
 ・⽀払い⽅法はクレカ・銀⾏or郵便局の引落し、コンビニor郵便局からの振込み（振込みは⼿数料必要）

WEZARDおよびMusing経由の定期購読
 http://musing.jp/shop/zard/25th/
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・特典︓アシェット定期購読と同特典 ＋ 動画、オリジナルウォールペーパー[21654]
※動画、オリジナルウォールペーパーは2017年4⽉21⽇の申し込み分までで終了済み（定期購読の申し込みは引き続き受
付中）

 ・その他についてはアシェット定期購読と同様

書店で購⼊
 ・1号ごとに外装があり[21604]、外装に30号までついている応募券[21603]を集めることでアシェット定期購読と同特

典がもらえる

<<過去スレ>>
 その０(地域限定テスト販売期間)[20557]

 その１[21044]

<<関連スレ>>
 Ｎ御⼤語録 Hashette「私とZARD」[21650]

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
21670 選択 stray 2017-04-30 09:08:09 返信はできません 報告

FKさん、テンプレどうもありがとうございます。
 2chみたいですが(笑)。

バインダーですが、アシェットの他誌はカラフルなんですね︕
 私も会報⽤に信誠堂のマガジンファイルを使っていますが、

 個⼈で１冊から買えるものって少ないんです。
 http://store.shopping.yahoo.co.jp/bunbogu-netshopping/magazinefileb5kon.html

法⼈向けの⼤⼿は三條紙器ですが、4⾊カラー印刷は⾼く付きます。
http://www.sanjyo.co.jp/magajinfail.html

2冊セットで917円は相当お買い得かと。
 ちなみに、FCで以前販売したWEZARD特製バインダー（ピアノ線式）は 1冊1,500円でした。

 

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
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21671 選択 Aki 2017-04-30 21:58:38 返信はできません 報告

http://tower.jp/item/4449567/ZARD-CD＆DVD-コレクション-専⽤バインダー

 タワレコでもバインダーは取り扱っているようですが、2冊セットなのか1冊なのかは判りません･･･

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
21676 選択 stray 2017-05-01 10:27:14 返信はできません 報告

全52号のうちCD付きが38号（1号〜38号）です。
 ZARDの全楽曲（Sg＋Sg c/w＋オリジナルAL曲）は152曲なので、

 1号当たり約4曲となります。[21247] [21248]

付録CDはそれでよいとして、問題はマガジンのほうです。
 例として第7号の⽬次を載せますが、

 「GALLERY」（ピンナップ）を除く9ページのうち
 「SONGS」（歌詞、曲の解説、泉⽔さんのコメント等）が5ページを占めています。

DVDが付録する39号〜52号から「SONGS」がなくなると、 たった4ページ(笑)。
 「SONGS」を「MOVIES」に変えて、

 映像の解説（ロケ地情報やエピソード）をやってくれるのかな︖

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
21680 選択 stray 2017-05-01 21:33:36 返信はできません 報告

Akiさん

セブンイレブン（オムニ）サイトに画像が掲載されてますが、
 １冊なのか２冊セットなのかは定かでないですね。

ただ、他のコレクションも２冊セットで917円のようです。
 https://www.hcj-shop.jp/products/list.php?category_id=1
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Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
21681 選択 stray 2017-05-01 21:35:40 返信はできません 報告

特典画像の⾚丸部分を拡⼤して、⽬を細めて⾒ると・・・

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
21682 選択 stray 2017-05-01 21:36:13 返信はできません 報告

タイトル名がかろうじて読めます(笑)。

誤植あり︕
 「あなたと共に⽣きてゆく」が「あなたと共に⽣きて⾏く」になっている。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
21683 選択 stray 2017-05-01 21:59:56 返信はできません 報告

[21682]のタイトルを並べたのが⼀番左の列（予定表題曲）で、
 右の4列は実際の収録曲です。

⻩⾊︓シングル曲
 緑⾊︓オリジナルアルバム曲、シングルのc/w

 オレンジ⾊︓上記以外
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10号まででシングル曲が16も登場しているので、
シングル曲が1つもない号が出てきそうです。

【追記】
 38号「翼を広げて」はシングル曲なので、表を差し替えました。

 再読み込みしても画像が変わらない場合は、ブラウザのキャッシュをクリアして下さい。

【追々記】
 3号 収録曲②「世界はきっと未来の中」が緑⾊になっていたので、

 またまた差し替えました(笑)。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
21685 選択 星 2017-05-02 00:26:02 返信はできません 報告

strayさん︔
 > [21682]のタイトルを並べたのが⼀番左の列（予定表題曲）で、 

 > 右の4列は実際の収録曲です。 
 > シングル曲が1つもない号が出てきそうです。

・この涙 星になれ
 ・さわやかな君の気持ち

 ・今⽇はゆっくり話そう
 ・悲しいほど貴⽅が好き
 ・ハートに⽕をつけて

 ・素直に⾔えなくて feat.Mai Kuraki

どっかに⾶ばされた︔
・この愛に泳ぎ疲れても

少なからず、シングル曲無いのは避けられそうですね︖

・DAN DAN⼼魅かれてく
 ・⾵が通り抜ける街へ
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・MIND GAMES
この3曲はピアノもオルゴールも存在しないですね︕︖（次号の表題曲）

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
21687 選択 stray 2017-05-02 10:32:05 返信はできません 報告

星さん、こんにちは。

表に載っていないシングル曲が9曲ありました。

> ・この涙 星になれ 
 > ・さわやかな君の気持ち 

 > ・今⽇はゆっくり話そう 
 > ・悲しいほど貴⽅が好き 
 > ・ハートに⽕をつけて 

 > ・素直に⾔えなくて feat.Mai Kuraki 
 > 

> どっかに⾶ばされた︔ 
 > ・この愛に泳ぎ疲れても

上記7曲プラス、
 ・痛いくらい君があふれているよ

 ・カラッといこう︕

> 少なからず、シングル曲無いのは避けられそうですね︖

そのようですね。「あの微笑みを忘れないで」は表題曲として充分過ぎるのに、
第１号の2曲⽬で使っちゃってるのがもったいないですね。

> ・DAN DAN⼼魅かれてく 
 > ・⾵が通り抜ける街へ 

 > ・MIND GAMES 
 > この3曲はピアノもオルゴールも存在しないですね︕︖（次号の表題曲）
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ピアノ or オルゴールが次号の表題曲になる法則（笑）が、
今のところ続いているんですけど、上記3曲はどうするんですかね︖

 ⽻⽥裕美ちゃんが新アルバム出しちゃうとか（笑）。
 

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
21707 選択 Aki 2017-05-07 23:34:46 返信はできません 報告

 今回の「バインダー」は「WEZARD」の会報誌も収納できるものなのでしょうか?

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
21709 選択 stray 2017-05-08 11:11:20 返信はできません 報告

Akiさん、こんにちは。

バインダーなかなか発売されませんね（笑）。
 Hashetteの冊⼦はA4版、会報はB5版なので流⽤できません。

 簡単に⼊⼿できるのは信誠堂のB5版マガジンファイル[21670]くらいかと。
 経験上、会報24号以降（厚⼿のもの）はこれで良いのですが、

 1〜12号（薄⼿のもの）はピアノ線式のほうが合います。
 B5より⼀回り⼩さい13〜23号もB5版ピアノ線式に挟む以外ないです。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
21710 選択 シャア⼤佐 2017-05-08 11:52:15 返信はできません 報告

[21709]stray:

こんにちは。定期購読はしていませんが書店で追っかけこのシリーズを買っていっています。52卷まで「完⾛」する予定
です（笑

 定期購読すると性格状「積読放置状態」になり多分安⼼して中⾝みないと思うので（苦笑

このバインダーは貴重ですね。是⾮買いたいと思っていますが私のいつもいく紀伊国屋書店梅⽥本店にも置いる気配なし
です（涙
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次回新宿に「聖地巡礼」の際に新宿の紀伊国屋書店も覗いてみようかと思います。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
21711 選択 Aki 2017-05-08 21:05:05 返信はできません 報告

> Hashetteの冊⼦はA4版、会報はB5版なので流⽤できません。 
 > 簡単に⼊⼿できるのは信誠堂のB5版マガジンファイル[21670]くらいかと。 

 > 経験上、会報24号以降（厚⼿のもの）はこれで良いのですが、1〜12号（薄⼿のもの）はピアノ線式のほうが合いま
す。 

 > B5より⼀回り⼩さい13〜23号もB5版ピアノ線式に挟む以外ないです。 
  ありがとうございます。

  会報は中々収納が難しいですね･･･（汗）

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
21741 選択 stray 2017-05-10 15:33:37 返信はできません 報告

バインダーが⼊⼿できない件、アシェットに問い合わせたところ、

-----------------------------------
 バインダーのお届けが遅れており、誠に申し訳ございません。

 次回第8、9号へ同梱予定となっております。
 -----------------------------------

という回答でした。
 5⽉末には⼊⼿できるかと。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
21754 選択 stray 2017-05-11 11:56:13 返信はできません 報告

今⽇になって、さらに以下のメールが届きました。
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---------------------------------------------
バインダーの⾃動発送につきまして、ご案内申し上げます。

次回の第8・9号へ同梱予定をご案内させていただきましたが、
 現在バインダーの⽣産が⼤幅に遅れておりますため、間に合わない可能性がございます。

その場合はバインダーが⼊庫次第、定期購読商品に同梱させていただきますので
何卒ご了承いただけますようお願い申し上げます。

 ---------------------------------------------

バインダー⼊⼿︕
21856 選択 stray 2017-05-20 21:31:08 返信はできません 報告

皆さんこんばんは。

バインダーを⼊⼿しました︕

ネット通販は軒並み「在庫なし」「⼊荷未定」となっていますが、
 ローチケHMVだけ「在庫あり」となっていたので、ダメ元で注⽂。
 ちゃんと届きました。

 あるところにはあるじゃないですか︕(笑)

⽴派な箱に⼊ってます。
 ２枚⼊りで990円。

Re:バインダー⼊⼿︕
21857 選択 stray 2017-05-20 21:33:35 返信はできません 報告

[21680]のデザインです
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Re:バインダー⼊⼿︕
21858 選択 stray 2017-05-20 21:35:40 返信はできません 報告

裏⾯

⻘が”まだら状”に⼊っています。
 これがミスプリントで回収されたとか、ですかね︖

Re:バインダー⼊⼿︕
21859 選択 stray 2017-05-20 21:38:29 返信はできません 報告

中⾯
 ⽔⾊っぽく写ってますが、実際は⻘緑⾊です。

なぜHMVにだけあるのか︖ 不思議ね・・・

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
21898 選択 星 2017-05-24 08:30:25 返信はできません 報告
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strayさん︔

何故か、「星のかがやきよ」が13号に収録
A⾯なのに、カラオケが無い︔（ま、シングル持ってますけどｗ）

 14号以降未定ですね
 ※34号「この愛に泳ぎ疲れても」でしょうか︖ｗ

愛は暗闇の中でZardバージョンも収録︕
 そして、曲数（全152曲）の枠が削られた︔

 ※素直に⾔えなくては歌詞の付け⾜し部分も無いのでオリジナルだけでよい

11号「Good-bye My Loneliness」
 ①Good-bye My Loneliness

 ②ハイヒール脱ぎ捨てて
 ③こんなに愛しても

 ④愛は暗闇の中で

12号「息もできない」
 ①息もできない

 ②あなたに帰りたい
 ③WAKE UP MAKE THE MORNING LAST〜忘れがたき⼈へ〜

 ④Vintage

13号「夏を待つセイル(帆)のように」
 ①夏を待つセイル(帆)のように

 ②来年の夏も
 ③セパレート・ウェイズ

 ④星のかがやきよ

14号「君がいない」

http://hcj.jp/ZARD/faq.html#a19

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）



21906 選択 stray 2017-05-24 21:02:25 返信はできません 報告

星さん、こんばんは。

「星のかがやきよ」は表題曲を張れる曲とは⾔えないので、
 「この愛に泳ぎ疲れても」が34号にスライドするなら妥当な変更ですね。

> http://hcj.jp/ZARD/faq.html#a19

いつの間にか、こんな表がアップされていたとは︕
 Q&Aになってないですよね(笑)。

 今後のラインナップを⾒る限り、会報やmfmの記事の焼き直しばかりで
 かえって買う気が起きなくなるんじゃないですかね(笑)。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
21925 選択 stray 2017-05-26 18:37:37 返信はできません 報告

「THE BLOBE」のスタッフ・ブログで紹介されています。
 http://www.globe-antiques.com/blog/2017/zard-collection.html

ロケ当時のスタッフは誰もいないんですかね︖
 エピソードの類はまったくなし。

Re:バインダー⼊⼿︕
22048 選択 星 2017-06-01 20:54:45 返信はできません 報告

strayさん︔

今回の配送物の中に紛れてましたね。。。
 でも、これ⽖外れないんですけど︔（箱の裏⾯に上の⽖を外して、下の⽖に挟んでから、上

を挟んで再びバインダーにハメると記載）
 No.１〜４の号の広告案内無しバージョンが欲しい所ですねw

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21906
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21925
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=22048
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/2bee829bed9516889344bb4a675d7e38.jpg


追記︓
ご質問の回答

裏は画像と全く同じ状態でした。

定期購読仕様のスリーブケースは6,7の時と写真が全く同じ物で、唯⼀の魅⼒に⽋けましたwww

追記２︓FKさん︔
 テスト販売の4冊は最初か最後に1冊ずつ⼊れてはいかがでしょう︖

 Vol.1(テスト版No.1+全国版No.1~13)〜4と数字が合いますよｗｗｗ

ちなみに、⾃分はテスト版を持って無いので、セブンイレブン版ピンナップだけ外し＋No.1〜13に︔

https://musing.jp/shop/zard/25th/#season

今回はMusingの⽅が掲載早かったですね︕

Re:バインダー⼊⼿︕
22050 選択 stray 2017-06-01 21:21:34 返信はできません 報告

[22048]星さん、こんばんは。

8・9号と⼀緒にバインダー届きましたか。
 裏表紙は[21858]のように⽩に⻘がまだらに混じってるでしょうか︖

 私のが不良品なのかどうか確かめたいので(笑)。

クリップ式は⽖が外れません。
 信誠堂のと⽐べると、⽖が太くて硬くて弾⼒性がなく、⼊れづらいです。

【追記】
 バインダーの裏表紙の確認どうもありがとうございます。

 不良品じゃないようで安⼼しました（笑）。

スリーブケースは6,7の時と全く同じですか・・・味気ないですね。
 冊⼦の表紙は発売⽇も書いてないし、CDの収録曲しか載ってないので、

 カバーが無いと⼼理的に数百円損した気になりますね（笑）。
 

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=22050
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/988969200cb769535c9ff0ce49e36719.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id22048.html
https://bbsee.info/newbbs/id21858.html


Re:バインダー⼊⼿︕
22085 選択 FK 2017-06-05 12:41:44 返信はできません 報告

こんにちは。
 ⾃分も、星さんと同⼀の購読⽅法なので同様に届きました。

 バインダー裏表紙も同じように⻘まだら有りです。

これで現時点の収納グッズが揃ったので、5号までの外装は思いきって処分しました(笑)。

バインダーへの収納ですが、バインダーは1冊で14号分収納なので計4冊で56号分収納となる訳
で、

 全52号完結だとバインダーに4号分余るので、最初に去年の地域限定テスト販売版の4冊を⼊れようかと思いましたが、
 そうすると今後1冊でも増刊・別冊等で増えたりするとバインダーに収まりきらずカッコ悪くなるし、

 更にそうなってから元に戻そうと、バインダーから全号外して通常(全国販売版)の1号から⼊れ直すというのも気の遠くな
る作業なので、

 素直に通常の1号から収納する事にしました。(笑)

strayさん
 > クリップ式は⽖が外れません。 

 確かに⼀般のクリップ式は外れないし、[21670]の三條紙器のページにもそのような説明が書いてありますね。
 music freakのバインダーも、このタイプでした。

 http://www.mfmagazine.com/mfm/other_contents/originalgoods/originalgoods.html
 しかし今回のアシェット製は、星さんのおっしゃる通り

 > 箱の裏⾯に上の⽖を外して、下の⽖に挟んでから、上を挟んで再びバインダーにハメると記載 
 されてますし⽖がかなり硬いので、外す⽅法が本来正しいやり⽅のようです。

 でも⾃分もやってみたら、⽖を外すのも再び⼊れるのも結構本気でやらなきゃ出来なかったので、⼤半は⽖を外さずムリ
ヤリ曲げて収納しました。(笑)

> 私も会報⽤に信誠堂のマガジンファイルを使っています 
 > ちなみに、FCで以前販売したWEZARD特製バインダー（ピアノ線式）は 1冊1,500円でした。

⾃分はWEZARDの会報は、FCでバインダーを販売しなくなってからは、別のアーティストのFC会報⽤バインダー（ピア
ノ線式の同⼀サイズ）を使ってました。

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=22085
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/314426bd564599865c676dbb6dc198c4.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id21670.html


 信誠堂の同⼀タイプ(パンフレットファイル)は約850円ですが、別アーティストのは600円だったので。(笑)
（WEZARDの会報の場合、サイズが⼩さい時期があったりしたので対応できるように、⾃分は添付写真の通りクリップ式
じゃなくてピアノ線式をずっと使ってました。）

Re:バインダー⼊⼿︕
22093 選択 stray 2017-06-06 13:06:39 返信はできません 報告

FKさん、こんにちは。

> > 箱の裏⾯に上の⽖を外して、下の⽖に挟んでから、上を挟んで再びバインダーにハメると記載 
 > されてますし⽖がかなり硬いので、外す⽅法が本来正しいやり⽅のようです。

箱の裏にそんな説明があったのですか、⾒てなかった・・・（笑）
 外れないことはないんです。三條紙器のページに外し⽅が書いてあるので。

 ただ、読んで理解しようという気が起きないというか、いかにも⾯倒くさそう（笑）。

> （WEZARDの会報の場合、サイズが⼩さい時期があったりしたので対応できるように、⾃分は添付
写真の通りクリップ式じゃなくてピアノ線式をずっと使ってました。）

はい、準備号と1〜23号まではピアノ線式のほうが良いです。
 ピアノ線は別売りを買って、最⼤14本まで増やして使っています。

 24号以降は厚くて重みでピアノ線がしなってくるので、クリップ式に収納しています。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
22165 選択 stray 2017-06-27 14:07:02 返信はできません 報告

ようやく11〜13号の表紙画像が公開されました。

14号以降の情報はどこにも⾒当たらないです。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=22093
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/8d37be25170778cefa6d23801922dc97.jpg
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=22165
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/ec812841d1158ccc7d47278dc75f65cc.jpg


22168 選択 ジー 2017-06-27 23:29:08 返信はできません 報告

こんばんは

本⽇（6⽉27⽇・⽕）NO.10が届きました。NO.10のみです。
 でも・・・NO.11の⾦額も引き落とされています。

アシェットさん・・・どうしたことなのでしょうか︖

NO.6の時も NO.6のみ。 NO.7が未だに届いていません。

アシェットの「問い合わせ」に書き込みましたが・・・。
 3週間以上過ぎても⾳沙汰なしです。怒っています。

 「2冊ずつ」の送付、これが不⾃然でミスを誘発している
 ことは明らかです。

皆様はアシェットでの購⼊ですか︖

キチンと送付されていますでしょうか︖

皆様に届いている状況を教えてください。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
22170 選択 星 2017-06-28 19:55:02 返信はできません 報告

ジーさん;
 > 皆様に届いている状況を教えてください。

2/23に、2,収納ケース
 3/8に、3,ポストカード
 アシェット定期講読解約

Musing経由で再定期講読
 4/5に、4,5,収納ケース,ポストカード

 以上書店版と同じ

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=22168
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=22170


4/29に、6,7
定期購読専⽤スリーブ,6,7各冊⼦のみ,6,7CD同梱⽩箱

6/1に、8,9,バインダー
 6/28に、10,11

 と、届いてますよ。

まあ、パッケージ開けてないなら、判らないのも仕⽅あるまい。。。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
22171 選択 sakura 2017-06-28 22:17:19 返信はできません 報告

ジーさん、こんばんは。はじめまして。

私の場合は、６号から(笑)定期購読しています。
 これまで、

  ６・７号
  ８・９号
  １０・１１号

 の、３回届いています。

> NO.6の時も NO.6のみ。 NO.7が未だに届いていません。

「NO.6 のみ」ということですが、書店に並んでいるNo6が届いたということでしょうか︖

定期購読の場合は、CD2枚が⼊った紙箱と、冊⼦2冊分が⼀つのケースに⼊ったものが送付されています。
 ６号の場合は、６号と７号が⼀つのケースに⼊っています。

 書店に並んでいる物とは別物です。（中⾝の冊⼦とCDは同じはずですが・・・）

写真は、６号＆７号のパッケージです。（パッケージのデザインは、いつも同じようです）
右上に６の数字が⾒えますが、外箱に丸い⽳が空いていて、下の冊⼦に書かれている「６」が⾒えている状態です。

 ８＆９号や１０号＆１１号の場合も、同じパッケージです。

写真のようなパッケージが届いていない時点で、クレームものですね（笑えない）。
 頑張ってください。

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=22171
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/06b0bd7fc4e16b5caeeecde6de7474b5.png


Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
22172 選択 ジー 2017-06-28 23:16:25 返信はできません 報告

星 さん、こんばんは  ジーです。

レスポンス、ありがとうございます。

わたくしはアシェットからNO.1から定期購⼊を
 致しております。

> 2/23に、2,収納ケース 
 > 3/8に、3,ポストカード 
 > アシェット定期講読解約

そうですか︕  この時点で「解約」ですか︕
 それがよき判断であったかも・・・︕

 
> Musing経由で再定期講読

フムフム。

> 4/5に、4,5,収納ケース,ポストカード 
 > 4/29に、6,7 

 > 6/1に、8,9,バインダー 
 > 6/28に、10,11 

 > と、届いてますよ。

アレレ・・・わたくしは・・・トホホ

現状の報告、ありがとうございました。
 

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
22173 選択 ジー 2017-06-28 23:33:03 返信はできません 報告

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=22172
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=22173


sakura さん、はじめまして、こんばんは  ジーです。

レスポンス、感謝いたします。

 
> 私の場合は、６号から(笑)定期購読しています。

あれれ、なぜ︖ 

> これまで、 
 >  ６・７号 
 >  ８・９号 
 >  １０・１１号 

 > の、３回届いています。

良いなぁーーーーー︕

> > NO.6の時も NO.6のみ。NO.7が未だに届いていません。 
 > 「NO.6 のみ」ということですが、書店に並んでいるNo6が 

 >届いたということでしょうか︖

わたくしはアシェットとの取引ですので・・・。

> 定期購読の場合は、CD2枚が⼊った紙箱と、冊⼦2冊分が⼀つ> のケースに⼊ったものが送付されています。

ウ︖ 何、何︖ （理解が出来ていない・・・）

> ６号の場合は、６号と７号が⼀つのケースに⼊っています。

エッ︖  エッ︖ エ、エ、エーーーーー︖ 何それ︖

> 書店に並んでいる物とは別物です。 
 > （中⾝の冊⼦とCDは同じはずですが・・・）

そっ、そっ  そんなーーことって・・・あるのでしょうか︖
 そのような説明ってあったっけ︖

 それならば店頭で購⼊をしたい・・・・。



> 写真は、６号＆７号のパッケージです。 
> （パッケージのデザインは、いつも同じようです）

フムフム・・・  （シ・・・－－－－ン）
 ⾔葉無し・・・・・・。 （なにこれ︖）

 写真までUPして頂き・・・感謝です。
 ちょっと時間を掛けて・・・週末に調べましょう。

> 右上に６の数字が⾒えますが、外箱に丸い⽳が空いていて、> 下の冊⼦に書かれている「６」が⾒えている状態です。

ハイ、確認をしてみようと思います。今晩は遅いので・・・。

> ８＆９号や１０号＆１１号の場合も、同じパッケージです。

へぇ〜〜〜・・・。でもNO.8、NO.9は分冊でした。

> 写真のようなパッケージが届いていない時点で、 
 > クレームものですね（笑えない）。

ハイ。  ・・・  アドバイス、ありがとうございます。

> 頑張ってください。

はい︕ 頑張ります。ZARDを愛するものとして頑張ります。

ありがとうございます。

報告が出来るようになりましたら・・・
 ここに書き込みをさせて頂きます。

 

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
22174 選択 sakura 2017-06-29 00:03:53 返信はできません 報告

ジーさん、こんばんは。

> > 書店に並んでいる物とは別物です。 
 > > （中⾝の冊⼦とCDは同じはずですが・・・） 

 > 

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=22174


> そっ、そっ  そんなーーことって・・・あるのでしょうか︖ 
> そのような説明ってあったっけ︖ 

 > それならば店頭で購⼊をしたい・・・・。

[21603]ぐらいから読んでいただければ、わかると思います。
 

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
22175 選択 ジー 2017-06-29 22:17:52 返信はできません 報告

sakura さん、 こんばんは  ジーです。

⾊々とありがとうございます。

[21603]]ぐらいからでしょうか︖
 丁寧に読んでみたいと思います。

アシェットに申し込めば問題は⽣じないであろう・・・と
 信じ込んでいたわたくしがいけないのかもしれません。

その昔では考えられない社会状況が展開していると
 認識を致した⽅が宜しいようで・・・昭和の時代の
 感性で物事を考えていると思わぬところで・・・。

わたくし、時代に取り残されているようです。

ありがとうございます。

これからも種々に亘りアドバイスをお願い致します。    

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
22177 選択 星 2017-06-30 22:51:59 返信はできません 報告

> [21898]星: 
 > 14号「君がいない」 

 ①君がいない
 

https://bbsee.info/newbbs/id21603.html
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=22175
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=22177
https://bbsee.info/newbbs/id21898.html


②⽌まっていた時計が今動き出した
③You and me (and...)

 ④私だけ⾒つめて

15号「この愛に泳ぎ疲れても」
 ①この愛に泳ぎ疲れても

 ②I still remember
 ③愛であなたを救いましょう

 ④Boy

ということで、オルゴールもピアノも無い
 「DAN DAN⼼魅かれてく」が⾶びましたｗ

16号「もう少し あと少し・・・」
 ①もう少し あと少し・・・

 ②遠い⽇のNostalgia
 ③窓の外はモノクローム

 ④カナリヤ

17号「眠れない夜を抱いて」
 ①眠れない夜を抱いて

 ②さわやかな君の気持ち
 ③好きなように踊りたいの

 ④Dangerous Tonight

18号「あなたを感じていたい」
 ①あなたを感じていたい

 ②素直に⾔えなくて
 ③Forever You

 ④Take me to your dream

倉⽊さんのいない⽅ですね。



定期的にラインナップ更新してくれるみたいで安⼼しました。
P.S. 次の情報解禁はいつでしょう。。。

19号「愛が⾒えない」
 ①愛が⾒えない

 ②淡い雪がとけて
 ③気楽に⾏こう

 ④Teenage dream

20号「こんなにそばに居るのに」
 ①こんなにそばに居るのに

 ②Top Secret
 ③もう逃げたりしないわ 想い出から

 ④あなたのせいじゃない

21号「サヨナラは今もこの胸に居ます」
 ①サヨナラは今もこの胸に居ます

 ②クリスマス タイム
 ③天使のような笑顔で
 ④眠り

クリスマス タイムのOriginal Karaokeは意外でした。

> http://hcj.jp/ZARD/faq.html#a19

P.S. 上の投稿削除願えますでしょうか?
 ありがとうございました。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
22179 選択 stray 2017-07-01 18:12:38 返信はできません 報告

星さん、こんにちは。

情報どうもありがとうございます。

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=22179
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/fa4c7c9dcdd5a79953b51b076818b6d0.jpg


> ということで、オルゴールもピアノも無い 
> 「DAN DAN⼼魅かれてく」が⾶びましたｗ

やはり⾶ばされましたね(笑)。
 表を改訂しました。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
22180 選択 幸（ゆき） 2017-07-02 14:54:55 返信はできません 報告

皆さん、No.11で紹介されたちょっと別の話題で。

ポスター裏の⾒開き⾴に、Good-by My Lonelinessは
 "イギリス出⾝のロック・バンド・ポリスの⼤ヒット曲
 「⾒つめていたい」のサウンドをアレンジのヒントに

 取り⼊れた"
 と書かれてます。特にイントロ部分と淡々と流れる

 このリズム感はヒントになった気がしませんか。
 ↓「⾒つめていたい」

 https://www.youtube.com/watch?v=VdQIcAylmvk

6⾴⽬、3rdシングル「もう探さない」は、
 "ジャジー（ジャズ的）な匂いを漂わせた雰囲気

 たっぷりのミディアム・バラードで、アフリカの
 ⺠族楽器であるカリンバをサンプリングしたフレ
 ーズが繰り返し⼊っているのも特徴的だ"とのこと。

↓カリンバの⾳をサンプリング⼊⼒して多分アレンジ
 をしたのでしょうか、最初の⽅な気がするものの具体
 的に何処か︖は良く分かりません。

 https://www.youtube.com/watch?v=ZvBpGBMALh8
 

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/fa4c7c9dcdd5a79953b51b076818b6d0.jpg
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=22180


「もう探さない」
https://www.youtube.com/watch?v=CCFkSbIZWbk

サンプリングのことは「軽チャー」のインタビュー
 でも触れられてますね。ご興味のある⽅は覗いて

 みられては。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
22306 選択 星 2017-08-04 23:01:29 返信はできません 報告

[22177]星:
 > > [21898]星: 

 > > 14号「君がいない」 
 > ①君がいない 

 > ②⽌まっていた時計が今動き出した 
 > ③You and me (and...) 

 > ④私だけ⾒つめて 
 > 

> 15号「この愛に泳ぎ疲れても」 
 > ①この愛に泳ぎ疲れても 

 > ②I still remember 
 > ③愛であなたを救いましょう 

 > ④Boy 
 > 

> ということで、オルゴールもピアノも無い 
 > 「DAN DAN⼼魅かれてく」が⾶びましたｗ 

 > 
> 16号「もう少し あと少し・・・」 

 > ①もう少し あと少し・・・ 
 > ②遠い⽇のNostalgia 

 

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=22306
https://bbsee.info/newbbs/id22177.html
https://bbsee.info/newbbs/id21898.html


> ③窓の外はモノクローム 
> ④カナリヤ 

 > 
> 17号「眠れない夜を抱いて」 

 > ①眠れない夜を抱いて 
 > ②さわやかな君の気持ち 

 > ③好きなように踊りたいの 
 > ④Dangerous Tonight

musingの⽅に表紙が掲載されましたね。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
22328 選択 stray 2017-08-10 20:33:15 返信はできません 報告

星さん、こんばんは。

Musingの画像は⼩っちゃいですね（笑）。
 オムニ７に⼤きな画像がアップされていたので、貼っておきます。

 14号のモノクロの表紙がナイスです。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
22395 選択 stray 2017-09-08 11:45:26 返信はできません 報告

皆さんこんにちは。

Hachette No.16に「もう少し あと少し…」の曲解説が載っていて、

”九⽉の⾬”というフレーズは当初”四⽉の⾬”だったが、
 発売⽇が９⽉ということから、⻑⼾Pのアドバイスにより

 

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=22328
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”九⽉”に変更されたというエピソードが残っている。

とあります。

が、しか〜し︕（笑）

Z研では、もともと「五⽉⾬（さみだれ）」だったことをpine捜査官が発⾒済み︕[6991]

寺尾さんが書いたと思われますが、訂正してもらわないと困りますね。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
22400 選択 幸（ゆき） 2017-09-09 11:05:08 返信はできません 報告

[22395]stray所⻑、皆さん
 > Z研では、もともと「五⽉⾬（さみだれ）」だったことをpine捜査官が発⾒済み︕[6991] 

 > 寺尾さんが書いたと思われますが、訂正してもらわないと困りますね。

「五⽉⾬（さみだれ）」に訂正して欲しいですね。

さて、同じNo.16に「カルピス 味わいオ・レ」がお好きだったと書かれてますね。
 多分、⽸だったと思いますが画像を張り付けておきます。

カフェオレはお好きだったようで、こちらはBOSSのです。
 当時のと現在ので若⼲デザインが違いますが、⾯影は残ってます。

 春夏は⾃販機等にないけど、⾃分も良く飲んでいてこれからの季節は⼼も体も温かくなりますよ。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
22489 選択 星 2017-10-17 21:32:21 返信はできません 報告

http://www.hmv.co.jp/artist_ZARD_000000000008928/item_%E9%9A%94%E9%80%B1%E5%88%8A-ZAR
D-CD-DVD%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-2017%E5%
B9%B4-11%E6%9C%88-1%E6%97%A5%E5%8F%B7-19%E5%8F%B7_7649652

１９号の表紙です。

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/a56ff1a378b80c51b65395011b05bd87.jpg
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https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=22489


Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
22493 選択 stray 2017-10-19 12:53:56 返信はできません 報告

HachetteのQ&Aページで、6/30に18号までの収録曲が発表されましたが[22179]、
 その後、19号が発売されても更新されず（笑）。

 表紙画像も19号は発売前⽇にやっとこさ公開されましたが、20号以降は未公開。

画像も内容も公開しないほうが楽しみっちゃ楽しみですが、
 何なんでしょうね、このやる気の無さは（笑）。

 定期購読している⼈もだいぶ少なくなって、
 いよいよ今年いっぱいで（24号まで）休刊かな︖（笑）

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
22494 選択 星 2017-10-19 22:29:12 返信はできません 報告

[22493]stray:
 > HachetteのQ&Aページで、6/30に18号までの収録曲が発表されましたが[22179]、 

 > その後、19号が発売されても更新されず（笑）。 
 > 表紙画像も19号は発売前⽇にやっとこさ公開されましたが、20号以降は未公開。 

 > 
> 画像も内容も公開しないほうが楽しみっちゃ楽しみですが、 

 > 何なんでしょうね、このやる気の無さは（笑）。 
 > 定期購読している⼈もだいぶ少なくなって、 

 > いよいよ今年いっぱいで（24号まで）休刊かな︖（笑） 
 まだDVDに辿り着いて無いですよ。。。

 まんまと釣られたわTT

初CD化（カラオケ）
 ①あの微笑みを忘れないで

 ⑤⾒つめていたいね
 ⑦今すぐ会いに来て

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=22493
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⑧Listen to me
⑨少⼥の頃に戻ったみたいに/不思議ね・・・

 ⑪Good-bye My Loneliness/ハイヒール脱ぎ捨てて
 ⑫あなたに帰りたい

 ⑬来年の夏も
 ⑭⽌まっていた時計が今動き出した

 ⑮I still remember
 ⑯遠い⽇のNostalgia
 ⑱素直に⾔えなくて

 ⑲淡い雪がとけて
 ⑳Top Secret

 ㉑クリスマス タイム
 ㉔LOVE〜眠れずに君の横顔ずっと⾒ていた〜

 ㉖DAN DAN ⼼魅かれてく/hero
 ㉗Oh my love/時間の翼

 ㉘⼆⼈の夏
 ㉙抱きしめていて

 ㉛あなたと共に⽣きてゆく/So Together
 ㉜ひとりが好き

 ㉝Today is another day/Brand New Love
 ㉞突然/瞳そらさないで

 ㉟⾬に濡れて/Last Good-bye
 ㊳さわやかな君の気持ち(Album ver.)

表紙画像はシングルのジャケットでしょうからね。。。

次号のアルバムディスコグラフィがどんなのかですね。。。
 ただ、ジャケ写だけのような気もしますがw

更新されてるの気付かなかったです︔



・⼥でいたい
㉜ひとりが好き

 ㊳Forever
 ㊲Lonely Soldier Boy

 ㊱愛は眠ってる
 ㉛So Together
 ㉟あなたを好きだけど

 ㉟⾬に濡れて
 ㉞瞳そらさないで

 ㉞突然
 ㉞今⽇も

 ㉝Today is another day
 ㊲⾵が通り抜ける街へ

 ㉝Brand New Love
 ㊲I feel fine,yeah

 ㊱痛いくらい君があふれているよ
 ㉜promised you

 ㉜The truth I know is you
 ・Seven Rainbow

 ㉝探しに⾏こうよ
 ㊱もっと近くで君の横顔⾒ていたい

 ・リセット
 ㉟出逢いそして別れ

 ㊱悲しいほど 今⽇は⾬でも
 ㊲今⽇はゆっくり話そう

 ・⾬が降り出す前に
 ㉛サヨナラまでのディスタンス

 ㉟Last Good-bye
 ㉞⽉に願いを

 



㉛あなたと共に⽣きてゆく
・I can't tell

 ㊳good-night sweet heart
 ㉝君と今⽇の事を⼀⽣忘れない

 ㉜カラッといこう!
 ㊳翼を広げて

 ㉛さらば⻘春の影よ（DEMO）

32枠中35曲残ってる気が?
 ※全CD8Trackの定義はありませんけどｗ

 ⾒落としあったら済みません。
 ※㉞㊲は適当に付けました︔

明らかに1枚分⾜りないね。。。
 ・Demo-2とか、果てしない夢を素直に⾔えなくて（倉⽊）はレア枠のトラック5に持ってけばいいのに。

㉛あの微笑みを忘れないで(2012 Movie-theme ver.)
 ㉜揺れる想い(Gomi's New York Remix)

 ㉝<s>素直に⾔えなくて(featuring Mai Kuraki)</s>
 ㉞<s>永遠〜君と僕との間に〜</s>

 ㉟<s>果てしない夢を(ZYYG,REV,ZARD&WANDS featuring Shigeo Nagashima)</s>
 ㊱<s>Demo-2(composed IZUMI SAKAI)</s>

 ㊲<s>さらば⻘春の影よ(Demo)</s>
 ㊳<s>⾬に濡れて(ZYYG,REV,ZARD&WANDS)</>

 にすると、綺麗に収まるんですがねw

にしても、㉙の背表紙がえぐいことになりそう︔

漏れた曲
 ・Seven Rainbow

 ・⾬が降り出す前に
 ・I can't tell

 ・リセット



 
・⼥でいたい
・異邦⼈

 ・約束のない恋

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
22497 選択 ショコラ 2017-10-23 15:16:49 返信はできません 報告

皆さんこんにちは。
 私の近辺の書店ですとどこも毎号1、２冊⼊荷してきてまして

次号の頃にはどこでも在庫が減ってますので定期購読はしていなくても直接買われてる⽅は結構いるみたいですよ。
 たぶん欲しい号だけ買ってる場合も多いからなのかとも思いますけど。

さすがに定期購読者が減ってきたからと⾔って突然休刊にされてもなんとも中途半端過ぎますし、
 DVDの号に突⼊しないまま休刊されたら定期されてるファンからしたら裏切り⾏為になりますね、まさしく(汗)

 なんとしてでも最終号まで販売していただかないと(苦笑)

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
22498 選択 シャア⼤佐 2017-10-25 15:09:46 返信はできません 報告

[22497]ショコラ:
 > 皆さんこんにちは。 

 > 私の近辺の書店ですとどこも毎号1、２冊⼊荷してきてまして 
 > 次号の頃にはどこでも在庫が減ってますので定期購読はしていなくても直接買われてる⽅は結構いるみたいですよ。 

 > たぶん欲しい号だけ買ってる場合も多いからなのかとも思いますけど。 
 > 

> さすがに定期購読者が減ってきたからと⾔って突然休刊にされてもなんとも中途半端過ぎますし、 
 > DVDの号に突⼊しないまま休刊されたら定期されてるファンからしたら裏切り⾏為になりますね、まさしく(汗) 

 > なんとしてでも最終号まで販売していただかないと(苦笑)

私は定期購読ではなく、その都度買っている⽅です。
 19号まで毎回⼤阪の紀伊国屋書店で購⼊しています。

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=22497
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=22498
https://bbsee.info/newbbs/id22497.html


しかしmixi, ツイッターともに創刊当初は話題になりましたが
最近は話題にも上らず、途中で買うのをやめたZARDファミリーも結構いるみたいです。

ある意味ZARDファンとしての根気をためされているかな︖

なんて思っています。
 私は最後まで買いますよ

 モチロン

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
22501 選択 Aki 2017-10-28 23:43:08 返信はできません 報告

http://hcj.jp/faq/resource/ZARD/%E5%90%84%E5%8F%B7%E3%81%AE%E3%83%A9%E3%82%A4%E
3%83%B3%E3%82%A2%E3%83%83%E3%83%97.pdf

 30号までの予定が更新されていました。
  99年のLive⾳源の後は、アルバムBOXの特典Discから（全てではないですが）「demo2」が収録されるのが意外･･･

「未完成品」を収録するのか･･･と思いつつ･･･

 30号までの段階では「すべてを収録しない」という点で「アルバムBOX」を購⼊した⼈への配慮なのかもしれません
ね･･･

 「Get U're Dream」の「Perry Geyer short mix」はたしか「シークレットトラック」だったかと思います
が、今後は「シークレットトラック」も⼊れるのかな︖

 「約束のない恋」は果たして収録されるのか︖

 23号以降はBOXセットを持っていない⼈にはレアかもしれませんね･･･

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
22513 選択 stray 2017-11-17 18:27:11 返信はできません 報告

皆さんこんばんは。

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=22501
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=22513
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/1e850f6bef0bc36ca1f64e95ff1cbd2e.jpg


Hachette 第21号のCDの裏ジャケに、
あの「幻の裏ジャケ」[652] が使われています︕

PVに静⽌画として収められていますが、ちゃんとした画像としては初出だと思います。

レアもの収集家は、21号だけは買っておかなきゃなりませんね（笑）。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
22514 選択 stray 2017-11-17 19:54:43 返信はできません 報告

Akiさん、情報ありがとうございます。

⼀覧表を更新しました。
 「demo2」の収録は意外でしたね。

 となると、「約束のない恋」が収録されてもおかしくないです。
 

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
22515 選択 sakura 2017-11-19 07:20:33 返信はできません 報告

strayさん、おはようございます。

> Hachette 第21号のCDの裏ジャケに、 
 > あの「幻の裏ジャケ」[652] が使われています︕

MFM のFlash Back ZARD Memories (1号⽬の⽅）のP.115にあります。（ページ番号が振られてないため⽬次からたど
ってください）

これのこと︖
 幻だったとは知りませんでした・・・。

絆創膏は無いような気がしますが。

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/1e850f6bef0bc36ca1f64e95ff1cbd2e.jpg
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Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
22516 選択 stray 2017-11-19 18:10:16 返信はできません 報告

sakuraさん、こんばんは。

> MFM のFlash Back ZARD Memories (1号⽬の⽅）のP.115にあります。 
 情報ありがとうございます。ありましたね、初出は撤回します(笑)。

> 絆創膏は無いような気がしますが。 
 [655]は別ショットの拡⼤です。

 [22513]はCDのシュリンクを剥がさずにスキャンしたので、
 シュリンクのシワと重なって⾒にくくなっていますが、

 この通り、ちゃんと絆創膏が⾒えます。
 これが没になった理由とは思えないんですけどねぇ(笑)。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
22517 選択 sakura 2017-11-19 19:16:53 返信はできません 報告

strayさん、こんばんは。

> この通り、ちゃんと絆創膏が⾒えます。

絆創膏は右⾜でしたね。すみません、左⾜を⾒てました（笑）。

なお、MFM のFlash Back ZARD Memories は、既刊分の集⼤成版ですので、初出は別にあるかもしれませんね。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
22518 選択 幸（ゆき） 2017-11-20 12:14:48 返信はできません 報告

stray所⻑、皆様

21号の4ページ左下に「サヨナラは今もこの胸に居ます」の”アルバム・ヴァージョン
 の⽅が⼀歩引いた⼤⼈の歌い⽅になっている”と書かれています。

 いつもAL中⼼なのでSGよりそっちが当たり前で気づかなかったものの、さっそく

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=22516
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聴いてみると違いが感じられます。
リリース⽇はSGが1995.8.28 、7thAL:TODAY IS ANOTHER DAYが1996.7.8、

 この1年間で何か思うこと︖があったのかな。

7ページ左下、船上ライブにおける「遠い星を数えて」の"2番の後の間奏で、CDには
 ⼊っていない坂井のフェイクが聴けるなど"と記述されてますが、何度か聴いても

 こちらは良く分かりません。気づかれた⽅、教えて頂けると助かりますm(_ _)m。

少々出遅れですが前回の20号ラストページ「坂井さんの作曲の作品」で紹介された、
 「君へのブルース」のモチーフにされたというジャズのスタンダート「Route 66」↓、

 ナルホドという気がします。

The Rolling Stones-Route 66 (Best Video)
 https://www.youtube.com/watch?v=4CgZnUXqvi8

NAT KING COLE ROUTE 66
 https://www.youtube.com/watch?v=dCYApJtsyd0

Ray Charles Quartet - Route 66 - live in Paris 2000
 https://www.youtube.com/watch?v=w7Tv3rzE0Qo

いろいろなアーティストがカバーしてるようで、きっと、こうして聴き⽐べたりして
 作曲される際に参考にされたんだろうと思います^^。

 「君へのブルース」はカラオケで歌うの⾃分はお気に⼊りで、コアなファンでないと
 知らないと思うものの、聴けば誰でも親しめて良いですねー。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
22520 選択 狐声⾵⾳太 2017-11-21 09:42:16 返信はできません 報告

stray所⻑、幸（ゆき）、皆さん、今⽇は。

> 21号の4ページ左下に「サヨナラは今もこの胸に居ます」の”アルバム・ヴァージョン 
 > の⽅が⼀歩引いた⼤⼈の歌い⽅になっている”と書かれています。 

 > いつもAL中⼼なのでSGよりそっちが当たり前で気づかなかったものの、さっそく 
 

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=22520


> 聴いてみると違いが感じられます。 
> リリース⽇はSGが1995.8.28 、7thAL:TODAY IS ANOTHER DAYが1996.7.8、 

 > この1年間で何か思うこと︖があったのかな。

確かに違いが有りますね。
 ⼀⼈リスニングマラソンを曲名で⾏ったときに違いに気づきました。

 早速、⼿持ちのＣＤを確認すると６曲有りました。
 シングルと同じ歌い⽅は、

 SINGLE COLLECTION DISC 2
 Golden Best 15th Anniversary DISC 1

 Soffio di vento 
 ZARD BEST 〜Request Memorial〜

 の４曲です。
 アルバムの歌い⽅は、

 TODAY IS ANOTHER DAY
 ALBUM COLLCTION [Disc 07] TODAY IS ANOTHER DAY

 の２曲です。
 といってもアルバムの歌い⽅はともに同じ⾳源でしょうから、結局TODAY IS ANOTHER DAYに収録されている曲となり

ます。
 私としてはアルバムの歌い⽅が好きです。少し投げやりというか流したような歌い⽅が、いつもにはない、けだるさ感じ

ています。

> 
> 7ページ左下、船上ライブにおける「遠い星を数えて」の"2番の後の間奏で、CDには 

 > ⼊っていない坂井のフェイクが聴けるなど"と記述されてますが、何度か聴いても 
 > こちらは良く分かりません。気づかれた⽅、教えて頂けると助かりますm(_ _)m。

改めて聞き⽐べをしましたが、よく分かりません。「２番の間奏の後」と有りますが、実際はどこなのでしょうか︖「君
に⾶びこみたい」、「叱ったりする」それとも「嬉しくなる」の後なのか、あいまいです。

 

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）



22521 選択 stray 2017-11-21 12:13:10 返信はできません 報告

幸（ゆき）さん、狐声⾵⾳太さん、こんにちは。

「サヨナラは今もこの胸に居ます」のアルバム・ヴァージョンはボーカルリテイクですが、
 ”⼀歩引いた⼤⼈の歌い⽅”どころか、私にはシングルのボーカルとの違いがよくわかりません（笑）。

> この1年間で何か思うこと︖があったのかな。 
 シングルのレコーディングが納得⾏く出来でなかった、とか︖

> 7ページ左下、船上ライブにおける「遠い星を数えて」の"2番の後の間奏で、CDには 
 > ⼊っていない坂井のフェイクが聴けるなど"と記述されてますが、何度か聴いても 

 > こちらは良く分かりません。気づかれた⽅、教えて頂けると助かりますm(_ _)m。

"2番の後の間奏"とあるので、 ♪嬉しくなる の後だと思いますが、
 コーラスがア〜、ウ〜⾔ってるだけで、泉⽔さんの声は聴こえませんよね。

 CLの映像を⾒ても、"2番の後の間奏"でマイクに近づくシーンはないので、
 「フォトグラフ」のフェイクと取り違えているのではないでしょうか。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
22523 選択 sakura 2017-11-22 07:36:40 返信はできません 報告

幸（ゆき）さん、皆さん、こんにちは。

> 21号の4ページ左下に「サヨナラは今もこの胸に居ます」の”アルバム・ヴァージョン 
 > の⽅が⼀歩引いた⼤⼈の歌い⽅になっている”と書かれています。

不必要に語尾を伸ばした歌い⽅等、ハキハキ感が無く、個⼈的にはZARDっぽく無いな〜と思っています。

> 7ページ左下、船上ライブにおける「遠い星を数えて」の"2番の後の間奏で、CDには 
> ⼊っていない坂井のフェイクが聴けるなど"と記述されてますが、何度か聴いても 

 > こちらは良く分かりません。気づかれた⽅、教えて頂けると助かりますm(_ _)m。

私も挑戦（笑）してみましたが、何度聴いてもわかりませんでした。strayさんの指摘に⼀票︕です。
 

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=22521
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=22523


Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
22527 選択 sakura 2017-11-23 00:42:16 返信はできません 報告

こんばんは。
  

7thアルバムでは、「ボーカルを録り直した」とライナーノーツにも書かれていますが、よく聴くと、スネアドラムの⾳も
シングルとは違います。

 シングルの⽅は、少し残響があり、⼤げさに⾔うと、”トン”とか”トーン”といった⾳です。
 ⼀⽅、7thアルバムの⽅では、乾いた⾳で、残響もありません。”ザッ”といった⾳です。

よく知れたことなのかどうかわかりませんが、シングルに収録されているカラオケバージョンですが、スネアは乾いた⾳
ですので、7thアルバムの⾳源が使われているのかもしれません。

さて、今回の21号に収録されているカラオケバージョンですが、先頭の⽅を聴くとスネアは残響があります。なので、シ
ングルの⽅が使われているのかな︖と思いきや、途中からは乾いた⾳に変わります。どういうこと︖︖

まぁ、細かな差が気にならない⽅には、どうでもいい話ですが（笑）。
 

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
22531 選択 stray 2017-11-23 19:20:15 返信はできません 報告

sakuraさん、こんばんは。

アルバム・ヴァージョンは、ボーカルリテイク＆リミックスです。

> よく知れたことなのかどうかわかりませんが、シングルに収録されているカラオケバージョンですが、スネアは乾いた
⾳ですので、7thアルバムの⾳源が使われているのかもしれません。

知られていないと思います。
 となると、シングル製作時に別Mixがあって、カラオケにはそっちが使われた、ってことになりますね。

> さて、今回の21号に収録されているカラオケバージョンですが、先頭の⽅を聴くとスネアは残響があります。なので、
シングルの⽅が使われているのかな︖と思いきや、途中からは乾いた⾳に変わります。どういうこと︖︖

さらに別Mixが存在し、Hachetteにはサービスでそれを収録したとか・・・

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=22527
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=22531


> まぁ、細かな差が気にならない⽅には、どうでもいい話ですが（笑）。

個⼈的にはどうでもいいのですが(笑)、研究所としては⾒逃せない話なので、
 ⽿が良い⼈は是⾮ご検証ください。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
22775 選択 幸（ゆき） 2018-01-28 10:44:25 返信はできません 報告

皆さま

1/24発売の最新号の最後に、ご愛⽤のギターとヤマハQY70
 のビデオが紹介されてました。

かなり本格的なシーケンサのようですね。
 ↓12分の説明で凡その使い⽅はイメージできそう。

 https://www.youtube.com/watch?v=DT9Np1ARjTo

今ではiPodアプリにもなってるようです↓（笑）。
 http://gajetdaisuke.com/archives/13126_203734.php

このQY70は1997年販売とのことなので、ご作曲された
 「眠り」は1996年AL:TODAY IS ANOTHER DAY収録なので、

 使われたとしてもその後の例えば「君へのブルース」
 かなぁ︖と思ったりします。

 が...、ご購⼊を検討される際に、ビデオを観られたと
 いうことなのかな︖と思ったりもします。

レコーディングでご多忙の中、油絵やフラワーアレンジメント
 など多趣味で、さらに結構使い込みが必要そうなシーケンサ

機器で作曲する時間はあったのだろうか︖と頭をよぎります。

読んですぐは、かなり本格的な作曲を、PC並みの機器操作を
 も学んで使いこなそうとする、あくなき⾳楽への貪欲さと⾔
 うか気概に、⽇々何気なく過ごしてる⾃分の不甲斐なさを恥
 

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=22775


じたりしたんですげど、操作法の勉強⽤のビデオが紹介され
てるだけで実際にご使⽤になられた訳ではないと考えられな

 いでしょうか。

情報（元の記事の説明）不⾜で何とも⾔えないのですけど、
 いかがでしょう︖ 

[10563]Re:ZARD GALLERY 展⽰⼩物
 所⻑のご⾒解↑も同じですかね。

 

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
22817 選択 太郎 2018-02-20 21:12:04 返信はできません 報告

待ちに待った２７巻、Oh my loveでした。
 やっぱりいい曲ですね︕

 カラオケバージョンをここ数⽇ずっとかけてます。
 本当にシングルカットされてたら良かったのにと今でも思います。THE ⻘春

 爽やかすぎる恋愛初期の素敵な曲だと改めて実感しました。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
23085 選択 星 2018-05-30 19:05:00 返信はできません 報告

[21668]stray:
 ㊱もっと近くで君の横顔⾒ていたい

 収録曲から、リセットが漏れました

全曲分収録する気はなさそうですね

①もっと近くで君の横顔⾒ていたい
 ②痛いくらい君があふれているよ (RE-MIX)あるから省いてもよかった

 ③悲しいほど 今⽇は⾬でも
 ④愛は眠ってる

 

https://bbsee.info/newbbs/id10563.html
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=22817
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=23085
https://bbsee.info/newbbs/id21668.html


⑤あの微笑みを忘れないで (Album Collection PREMIUM DISC Track-1)
⑥今⽇はゆっくり話そう(オルゴール)

 ⑦①カラオケ
 ⑧②カラオケ
 

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
23088 選択 stray 2018-05-31 12:22:16 返信はできません 報告

星さん、こんにちは。

36号までの収録曲を表にしました。
 まだ出ていない曲は、シングル2曲、アルバム曲9曲です。

今⽇はゆっくり話そう
 翼を広げて

⼥でいたい
 Forever

 Lonely Soldier Boy
 I feel fine, yeah

 リセット
 Seven Rainbow

 good-night sweetheart
 I can't tell

 ⾬が降り出す前に

残り2号＝8曲なので、3曲収録されないことになりますね。なんか、可哀想（笑）。

番外（オレンジ⾊）を2曲だけにしておけば全部収まったのに・・・
 いっそのこと1号増やして、「約束のない恋」を付ければ丸〜く収まります（笑）。

 

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
23090 選択 星 2018-06-01 01:35:59 返信はできません 報告

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=23088
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/493a60bf6b8a9882908f0e15960fd628.jpg
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=23090


Demo-2 （しかも、歌詞の掲載が無い）
さらば⻘春の影よ(Demo)

は明らかに番外編でしょう。。。

毎号5曲⽬に全部そのPREMIUM CDの曲⼊れてますからｗ

㊱M-5①あの微笑みを忘れないで
 ㉗M-5②Don't you see!

 ㉕M-5③永遠
 ㉔M-5④運命のルーレット廻して

 ㉖M-5⑥明⽇を夢⾒て
 ㉓M-3⑫Demo-2

 ㉛M-3⑬さらば⻘春の影よ

果てしない夢をはシングルで出てたけど、オルゴール⼊れたかったのかなあ。。。

永遠〜君との僕との間に〜もレアトラック部⾨⾏きですね︔
 まあ、その時には㉓以降決まってなかったからなんでしょうがｗ

㉞M-5運命のルーレット廻して(軌跡ver.)
 ㉟M-5息もできない(beautiful memory ver.)

 ㊲M-5Hypnosis(追悼シングルver.)
 ㊳M-2さわやかな君の気持ち(Album ver.)

 ㊳M-8さわやかな君の気持ち(Album ver.)(Original Karaoke)
 とか、訳がわかりませんｗ

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
23129 選択 stray 2018-06-14 13:15:41 返信はできません 報告

星さん、こんにちは。

「⾵が通り抜ける街へ」は変更になって、まだ出ていませんでしたね。
 次号の表題曲となって、合わせて「今⽇はゆっくり・・・」も収録されるので、

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=23129
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/8c8c976f599f97663bd04d1cc4b15ed1.jpg


38号が予定どおり「翼を広げて」なら、シングルは全部収録されることになります。

残りは７曲

・⼥でいたい
 ・Forever

 ・リセット
 ・Seven Rainbow

 ・good-night sweetheart
 ・I can't tell

 ・⾬が降り出す前に

この中から４曲が外れることになります。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
23130 選択 Aki 2018-06-14 13:35:16 返信はできません 報告

「Musing」にて38号・39号の表紙が掲載されていましたが、細かい⽂字まで読めず（汗）
  39号からはDVDなのですが、少し気になります･･･

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
23131 選択 stray 2018-06-14 14:15:00 返信はできません 報告

Akiさん、情報ありがとうございます・
 ハズキルーペをかけても読めませんでした（笑）。

38号は、字数からして、
 １ 翼を広げて

 ２ 不明
 ３ I can't tell

 ４ good-night sweetheart
 ですね。

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/8c8c976f599f97663bd04d1cc4b15ed1.jpg
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=23130
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=23131
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/71fce7d439aed4baf4ce200749a13213.jpg


２は⽇本語っぽくて10〜11⽂字・・・該当する曲がないので、気になります。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
23132 選択 stray 2018-06-14 14:19:01 返信はできません 報告

39号は、右上の「海外ロケ編」がかろうじて読めます。

字数からして、
 １ マイ フレンド

 ２ My Baby Grand 〜ぬくもりが欲しくて〜
 ３ 不明

 ４ 痛いくらい君が溢れているよ
 ですね。

ロンドン編だとすると、３は「この涙 星になれ」かも。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
23133 選択 星 2018-06-14 20:42:45 返信はできません 報告

>>23129 Strayさん

あー、ごめんなさい
 記事書き直してるんで、

 既に答え出てます。

Album ver.のカラオケまで要らないので
 アシェットから意⾒送っておきましたｗ

>>23131 Strayさん

①翼を広げて
 ②さわやかな君の気持ち(Album ver.)

③Forever
 ④good-night sweet heart

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=23132
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/e1549f7b56377c935b1c29794a8da341.jpg
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https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/370788cc0285655036887afcc4d30c4c.png


 
⑤揺れる想い(Gomi's New York Remix)?
⑥負けないで(ピアノ)?

 ⑦翼を広げて(Original Karaoke)
 ⑧さわやかな君の気持ち(Album ver.)(Original Karaoke)

⾃分なりに作り替えた画像を添付しておきます。
 省いた物

 素直に⾔えなくて(オルゴール)
 果てしない夢を(オルゴール)

 痛いくらい君があふれているよ(Re-Mix)
 運命のルーレット廻して(Re-mix version)

 息もできない(beautiful memory version)
 Hypnosis (last single version)

加えた物
 悲しいほど貴⽅が好き(オルゴール)

叶わなかったもの
 Seven Rainbow(Original Karaoke)

 約束のない恋(Original Karaoke)

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
23134 選択 星 2018-06-14 20:50:22 返信はできません 報告

>>23132 Strayさん

表題無し?
①マイ フレンド

 ②My Baby Grand 〜ぬくもりが欲しくて〜
 ③GOOD DAY

 ④⽌まっていた時計が今動き出した
 ⑤Today is another day

 

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=23134


⑥世界はきっと未来の中
⑦⼼を開いて

 未公開? オフショット

7曲もあると、ワンコーラスな気がしてならない。。。
 ZARDのPV(7×14=98曲)分も在るんでしょうか?

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
23135 選択 Aki 2018-06-16 23:38:20 返信はできません 報告

> 7曲もあると、ワンコーラスな気がしてならない。。。 
 > ZARDのPV(7×14=98曲)分も在るんでしょうか? 

  恐らく既存曲を集めたモノだと思いますが、25周年PV集だと62曲しかないですね･･･25周年Liveを合わせても⾜りない
ので「What a beatiful moment」や「Le Portfolio 1991-2006」の映像も含めるのでしょうか?（「NO」「BG」時代
のは「無かったこと」という感じですし･･･）

  同じ曲の映像違いも含めて98曲でしょうか･･･
 

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
23164 選択 Aki 2018-06-30 13:00:22 返信はできません 報告

http://hcj.jp/ZARD/faq.html#a19
  1号〜38号のラインナップが公開されました。（･･･って今更?（汗））

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
23165 選択 ☆ 2018-07-01 21:09:25 返信はできません 報告

35 3 出逢いそして別れ
 が

 15:26︖

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=23135
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=23164
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=23165


23179 選択 noritama 2018-07-11 22:00:44 返信はできません 報告

こんばんは

38号の裏の次号39号の広告を⾒るとDVDは30分?

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
23180 選択 stray 2018-07-12 13:17:08 返信はできません 報告

7曲で30分・・・1曲あたり4分ちょっと。
 それもオフショットを含めてなので、

 MUSIC VIDEO COLLECTIONの映像を
 ショートver.に作り直すのかも知れませんね。

気になるのは「未公開」の⽂字がどこにもないこと（笑）。

何が出てくるのか楽しみに待ちましょう︕

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
23181 選択 noritama 2018-07-12 18:40:12 返信はできません 報告

こんばんは

39号〜52号で14巻x30分=7時間(オフショット込み)
 う〜ん嫌な予感が頭をよぎりまわってますが(苦笑)

 39号の実収録内容を⾒て動向がつかめるか?どうかですね｡

39号の収録予定曲を⾒て､
 "未公開シーン収録"と無いなら映像の察しがほとんどついてしまうのがなんとも･･･

 オフショットも数分しか⼊らないでしょうから､
 既出のロケ地でのあれやこれや辺りかとも察しが､､

 時間内でどれだけ出て来るかと違う興味深々(苦笑)

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=23179
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=23180
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/db782d22265fd45c6af25f3bb5fc6a1a.jpg
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=23181


SHの貴重映像､昔のPV･番組･CMのリマスター映像など等が含まれているなら評価⾼いですが､
MUSIC VIDEO COLLECTIONの切り売りなら､ファンをばかにするのの上塗りですね｡

 値段もCDの時より400円程上がるわけですし､それなりにしていただかないと｡

マイフレンドは､最近の映像では､⽿にかかった髪をかきあげるシーンがカットされているのがすごく気にいらないんです
よねぇ｡

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
23188 選択 Aki 2018-07-24 21:13:34 返信はできません 報告

 39号はどんな感じでしたでしょうか?

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
23189 選択 stray 2018-07-25 14:34:24 返信はできません 報告

Twitterにオフショット映像が上がっています。
 https://twitter.com/schizo_volx/status/1021949355962429445

SH2012で公開された映像ですが[9944]、
 DVD化されてませんでしたっけ︖

私のところは1⽇遅れの発売なので、明⽇詳しく報告します。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
23190 選択 Aki 2018-07-25 21:00:18 返信はできません 報告

> Twitterにオフショット映像が上がっています。 
 > SH2012で公開された映像ですが[9944]、 

 > DVD化されてませんでしたっけ︖

 TVでは放送されましたが、25周年のDVDなどには未収録ですね･･･
 

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=23188
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=23189
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/2e02c190c1158d58c19ba6dceb02a5b8.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id9944.html
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=23190
https://bbsee.info/newbbs/id9944.html


Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
23191 選択 stray 2018-07-26 20:17:39 返信はできません 報告

>  TVでは放送されましたが、25周年のDVDなどには未収録ですね･･･

Akiさん、番組名わかりますか︖
 SH2012、ZARD Galleryシアター、25th Anniversary Eve で上映されたのは確認できましたが、

 TV番組の映像が探し出せません。

7曲の映像はすべてMVCの映像でした。

「マイフレンド」4'21"（MVC︓4'23"）
 「My Baby Grand ・・・」1'53"（MVC︓1'52"）

 「⽌まっていた時計・・・」4'08"（MVC︓4'08"）
 「世界はきっと未来の中」1'36"（MVC︓1'36"）

 「Today is another day」5'15"（MVC︓5'17"）
 「GOOD DAY」3'55"（MVC︓3'56"）

 「⼼を開いて」4'05"（MVC︓4'05"）

未公開でもないオフショット映像に、2,000円払う価値はないと思います。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
23192 選択 stray 2018-07-26 20:20:55 返信はできません 報告

40号は4曲収録です。

オフショット映像は「未公開」とも「初DVD化」とも書かれていません。

この調⼦で最後までMVCの映像なんじゃないでしょうか(笑)。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
23193 選択 星 2018-07-26 20:35:19 返信はできません 報告

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=23191
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=23192
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/98a361c41dd6204d4ac5952d215a4157.jpg
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=23193


[23180]
↓
 [23189]

 オフショットの横に⽂字が⾜されてますねｗ

漸く、うちにも届きました。

何でしょうね。
 PVの冒頭に⽂字のフェイドアウト掛かってる始末

 あの⽂字テロップ⾃体要らないと思いました。
 歌詞字幕のオン・オフぐらい付けろ︕

 （⽌まっていた時計が動き出したって、コレクションの⽅字幕間違ってましたよね、確か）
 １万５千円も出して、何考えてるんでしょうねこの会社

 後画⾯サイズ両サイドの⽩は珍しい

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
23194 選択 Aki 2018-07-26 21:03:28 返信はできません 報告

> >  TVでは放送されましたが、25周年のDVDなどには未収録ですね･･･ 
> Akiさん、番組名わかりますか︖

ミュージックステーションで放送されました。
  25周年のBESTの時か、93年の年間特集でZARDが特集された時だったと思います。

> 7曲の映像はすべてMVCの映像でした。 
 > 未公開でもないオフショット映像に、2,000円払う価値はないと思います。

 今回は、オフショットが初DVD化（未公開ではないですが･･･）でしたね･･･
 1回約30分としてどうやって7時間持たせるのか?（25周年のは特典映像合わせても5時間ですし･･･）

 ・ロンドン・南フランス
 次が・LA

 後は「NY」「シドニー」「テレ朝」「⽇本⻘年館」「グランカフェ」「レコーディングスタジオ」「国内ハウススタジ
オ」と⾔った辺りなのでしょうか･･･

https://bbsee.info/newbbs/id23180.html
https://bbsee.info/newbbs/id23189.html
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=23194


 
Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
23195 選択 stray 2018-07-26 21:34:36 返信はできません 報告

>  ミュージックステーションで放送されました。 
 >  25周年のBESTの時か、93年の年間特集でZARDが特集された時だったと思います。

[18323]←これですかね︖
 https://vimeo.com/281793587（1'37"〜）

 

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
23196 選択 Aki 2018-07-26 22:24:53 返信はできません 報告

> [18323]←これですかね︖ 
 > https://vimeo.com/281793587（1'37"〜）

 そうですね。（少し短めですけれど･･･）
 

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
23198 選択 stray 2018-07-29 13:38:53 返信はできません 報告

星さん、こんにちは。

> [23180] 
 > ↓ 

 > [23189] 
 > オフショットの横に⽂字が⾜されてますねｗ

ホントですね︕
 ということは、次号予告の原稿〆切までに、どんな映像を使うか決まっていなくて、

 読者の反応（売れ⾏きも含めて）を⾒ながら、決めるということなのでしょう。
みんな買わなければ未公開映像が出てくるかも（笑）。

> PVの冒頭に⽂字のフェイドアウト掛かってる始末

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=23195
https://bbsee.info/newbbs/id18323.html
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=23196
https://bbsee.info/newbbs/id18323.html
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=23198
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/e42072ee175d6f0583c68ec2aab69fa2.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id23180.html
https://bbsee.info/newbbs/id23189.html


ん︖ どの部分ですか︖

> （⽌まっていた時計が動き出したって、コレクションの⽅字幕間違ってましたよね、確か）

MVCは「に」が抜けていたのですが[19162]、今回は直ってました。

> 後画⾯サイズ両サイドの⽩は珍しい

これは案外⾒やすいように思います。

南フランスロケ スケジュール
23199 選択 stray 2018-07-29 13:42:58 返信はできません 報告

39号で海外ロケのスケジュール詳細が紹介されました。
 ロクブリュヌ・カップ・マルタンを明かすのは今回が初めて。

--------------------------------------------------------
 9⽉12⽇（⽕）

 11:35 成⽥発(NH201) → 15:55 ロンドン着
 19:05 ロンドン発(BA352) → 22:00 ニース着

 [ニース泊]

9⽉13⽇（⽔）
 ロケハン及び、撮影準備、⾐装準備

 [⼆⼀ス泊]

9⽉14⽇（⽊）
 撮影︓モナコ

 ・カジノ(カジノ・デ・モナコ）
 ・港(ポート・デ・モナコ)〜マリーナ(モンテカルロ・ハーバー)

・市街
 ・宮殿・教会〜建物周り(ロクブリュヌ・カップ・マルタン）

 [ニース泊]

https://bbsee.info/newbbs/id19162.html
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=23199


9⽉15⽇（⾦）
撮影︓ニース

 ・花市場
 ・ネグレスコ・ホラル〜ホテル周り、室内

 ・旧市街〜オープンカフェ、⽯畳の坂道、ショッピング、マーケット
 撮影︓カンヌ

 ・海岸
 ・パレ・デ・フェスティバル・エ・デ・コングレ〜⾃転⾞

 [ニース泊]

9⽉16⽇（⼟）
 13:05 ニース発(BA343)→ 14:05 ロンドン着

 ロケハン及び撮影準備
 [ロンドン泊]

ロンドンロケ スケジュール
23200 選択 stray 2018-07-29 13:45:04 返信はできません 報告

ダウンシャーヒルで撮影した「痛いくらい君が溢れているよ」PVのロケが
 なかったことになっています（笑）。

ホテルは「ル・メリディアン・ビカデリー」で、⾚パーカー振り返りシーンは
 ホテルの前で撮られたものだそうです。

--------------------------------------------------------
 9⽉17⽇（⽇）

撮影︓ロンドン
 ・カムデン・ロック周辺(カムデン・マーケット、運河)

 ・タクシー⾞内
 ・ピカデリー・サーカス周辺〜ホテルロビー

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=23200


9⽉18⽇（⽉）
撮影︓ロンドン

 ・地下鉄(駅、改札⼝、⾞内)
 ・キングス・クロス周辺

 ・ロンドンパス

9⽉19⽇(⽕)
 撮影︓ロンドン

 ・ビクトリア駅
 ・テムズ河の⽯の階段

 ・橋のシーン

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
23201 選択 狐声⾵⾳太 2018-07-29 17:29:55 返信はできません 報告

皆さん、今⽇は。

やっと私もNo.39を買いました。

> MVCは「に」が抜けていたのですが[19162]、今回は直ってました。

そうでした。今度はちゃんと「に」が⼊っていました。

> 後画⾯サイズ両サイドの⽩は珍しい 
 > これは案外⾒やすいように思います。

確かに、⽩いほうが⾒やすいように思います。

あと、MVCの字幕は⿊で縁取りでしたが、これは影付きですね。ということは字幕は付け直したのでしょう。
 でも、画質が悪く細かいところがつぶれているように思います。

MVCを持っていると、新しいのが無くて、今後買い続けるか考えてしまう。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
23202 選択 FK 2018-07-30 19:24:43 返信はできません 報告

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=23201
https://bbsee.info/newbbs/id19162.html
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=23202


こんばんは。

星さん、strayさん
 >> PVの冒頭に⽂字のフェイドアウト掛かってる始末 

>ん︖ どの部分ですか︖

各曲の冒頭に画⾯全体が⽩⾊で中央に曲名がテロップ表⽰されますが、その表⽰のまま曲が流れ始め、少し遅れてMVの映
像に切り替わるので、MVの冒頭がほんの少し⾒られないってことですよね。

 ⼈によってはそんな些細な事どうでもいいと思うかもしれませんが、僕もそこが⼀番気になりました(苦笑)

Akiさん
 > 1回約30分としてどうやって7時間持たせるのか?（25周年のは特典映像合わせても5時間ですし･･･）

2007年の『Soffio di vento』や『Brezza di mare』の特典DVDって、関係ない他曲の映像とかを適当にあわせて無理や
りMVにしてる感じでしたよね。

 もしそういうようなMVの作り⽅をすればかさ増し出来ちゃいそうですよね、嬉しくないですけど。。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
23203 選択 stray 2018-07-30 21:54:16 返信はできません 報告

FKさん、こんばんは。

> 各曲の冒頭に画⾯全体が⽩⾊で中央に曲名がテロップ表⽰されますが、その表⽰のまま曲が流れ始め、少し遅れてMVの
映像に切り替わるので、MVの冒頭がほんの少し⾒られないってことですよね。

そういうことですか。
 泉⽔さんのアップから始まる映像なら興ざめしますが、

 ⾵景から⼊る映像がほとんどなのでまったく気になりませんでした(笑)。

> Akiさん 
> > 1回約30分としてどうやって7時間持たせるのか?（25周年のは特典映像合わせても5時間ですし･･･）

7時間は、30分x14巻の計算なのでしょうけど、2巻⽬は4曲ですからせいぜい15〜20分。
 MVCが全62曲なので、1巻あたり4〜5曲でちょうど合います。

 MVCの映像オンリーなんだと私は思います。

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=23203


Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
23204 選択 Aki 2018-07-31 22:34:55 返信はできません 報告

FKさん strayさんありがとうございます。
  1回⽬の時のDVDと、39号が約30分なので、毎回約30分かと思っていました。

 91年〜06年まで制作された映像をそのまま⼊れれば、7時間など軽く超えると思いますが、B社としては「無かったこ
と」にしたいようで･･･（汗）

  個⼈的には91年〜06年までの映像の⽅が好きですけれど･･･

 MVCを⼊れて14号で約28000円でもう1回売るのか･･･という感じですね（苦笑）確か25周年Liveの時は、1コーラス半
に増やしたモノがあったと思いますが･･･

 （「運命の〜」はMVCの映像になるのか、25周年Liveの映像になるのか･･･）

 DVDの⽬⽟は、オフショットの初DVD化（約2分30秒くらい）と、冊⼦のロケスケジュール詳細でしょうか･･･

 N⽒的には「コレで完成」なのかも知れませんが、アレだけ映像があるのだから、全曲フルコーラスの映像創っても良さ
そうなモノですけれどね･･･

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
23205 選択 noritama 2018-08-01 23:41:11 返信はできません 報告

こんばんは

[23192]stray:
 > 40号は4曲収録です。 

> オフショット映像は「未公開」とも「初DVD化」とも書かれていません。 
> この調⼦で最後までMVCの映像なんじゃないでしょうか(笑)。

39号にくらべて曲数が⼤幅に少ないので､
MVCで同じ曲と関連オフショットでの合計時間が何分になるかですが､

 基本30分として残った時間が何になっているかですね｡

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=23204
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=23205
https://bbsee.info/newbbs/id23192.html


オフショットに以下が⼊っているかどうか･･･
･『ZARD 25th Anniversary Eve』エルミラージュのバーでの映像[18039] [18072] [18075]

 ･『I can'tlet go』映像にあった､エルミラージュのロケ⾵景
 http://www.tudou.com/programs/view/0NmBR6yo7qA/

 ･[19763]「Wake up make the morning last」→LAのグランドアベニューバー付近のWAITの道路標識を歩くシーン
 ･曲が違うので期待薄ですが､幻の[6856]「運命のルーレット・・・」CMの映像関連

エルミラージュのロケ⾵景は､
 [21654]の特典映像の詳細内容は判りませんが､(胸くそ悪い記憶を思い出してしまいましたが)

 それに⼊っていたようで､今回のDVDにはどんだけ⼊っているのでしょうか?
 ⼤全･CD&DVDコレクションならば､映像関連は本来は特典ではなく製品に⼊っているべきもので､書店購⼊との差別も醜

く､
 製品に⽬⽟映像が乏しくMVCの切り売り程度のものなら､評価はそれ相応で当然な結果になるのでしょう｡

 

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
23206 選択 狐声⾵⾳太 2018-08-08 08:55:12 返信はできません 報告

皆さん、お早う御座います。
 ３９号で

 > Twitterにオフショット映像が上がっています。 
 > https://twitter.com/schizo_volx/status/1021949355962429445 

 > 
> SH2012で公開された映像ですが[9944]、 

 > DVD化されてませんでしたっけ︖

というのが有りましたが、DVDでは画⾯左右が⽩で16︓9の画⾯ですが、上記の映像は4︓3です。また、ダウンロードで
きたので、⾒ると、左右が⿊の画⾯になります。

 映像の時間もDVDとほぼ同じです。
 どこかで⼊⼿出来たということでしょうか︖

 

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）

https://bbsee.info/newbbs/id18039.html
https://bbsee.info/newbbs/id18072.html
https://bbsee.info/newbbs/id18075.html
https://bbsee.info/newbbs/id19763.html
https://bbsee.info/newbbs/id6856.html
https://bbsee.info/newbbs/id21654.html
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=23206
https://bbsee.info/newbbs/id9944.html


23207 選択 Aki 2018-08-10 00:33:40 返信はできません 報告

Musingにて42号まで写真が出ています（曲名までは読みにくい･･･）（42号からは国内ロケ）

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
23208 選択 星 2018-08-10 19:24:17 返信はできません 報告

[23207]Akiさん
 >  Musingにて42号まで写真が出ています（曲名までは読みにくい･･･）（42号からは国内ロケ）

今⽇、本屋で40号の裏を⾒ました。
 本号のDVDとかｗｗｗ

 ほんと、統⼀性のない冊⼦だわ︔

Good-bye My Loneliness
 夏を待つセイル（帆）のように

 もう探さない
 愛が⾒えない
 サヨナラは今もこの胸に居ます

 君がいたから

不思議ね・・・ ⼊れて3作フルサイズで視たかったなあ。。。
 

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
23209 選択 Aki 2018-08-11 00:38:40 返信はできません 報告

 星さんありがとうございます。
  

> Good-bye My Loneliness 
 > 夏を待つセイル（帆）のように 

 > もう探さない 
 > 愛が⾒えない 
 

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=23207
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=23208
https://bbsee.info/newbbs/id23207.html
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> サヨナラは今もこの胸に居ます 
> 君がいたから 

 > 
> 不思議ね・・・ ⼊れて3作フルサイズで視たかったなあ。。。

何となく「横浜・葉⼭が多めですね･･･毎回約25分〜30分だとすると、初期作品のフルコーラスは無さそうですね（汗）

・41号は「サンフランシスコ・ＮＹ・シドニー編」
 「運命の〜」は25周年ＬiVEの⽅の映像だったら良いですね･･･

 「シドニー」なら「時間の翼」の⽅が良かったんですけどね･･･（「好きなように〜」には「MVC」でしょうか･･･）
 「あの微笑みを〜」は⼊れて欲しかったな･･･とも思います。

 何気に25周年ＬiVEの⽅が映像が⻑かったりしますね･･･
 （「Ｍy Ｂaby〜」も25周年Ｌiveの⽅が電話ボックスのシーンがありましたし･･･）

・Ｍusingでは43号・44号も追加されていました。
 43号が「レコーディング編」44号は「GRUND Ｃafe編」のようです･･･

・モバイルFCのもDVD化されてほしいですね。（「Ｇet U're〜」とか･･･）
 ・1号のDVDで紹介されたPVは流して欲しいですね･･･「新しいドア」（「痛いくらい〜」「この涙〜」はスルーされてし

まいましたが（汗））「さわやかな〜」「明⽇を〜」「瞳閉じて」「もっと近くで〜」「星の〜」「悲しいほど〜」「カ
ラッと〜」「ハートに〜」（「promied you」はいつの間にかPVが「無かった」ことになっていますが（汗））

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
23210 選択 星 2018-08-11 12:47:27 返信はできません 報告

[23209]Akiさん、ありがとうございます。

44号はアルバムforever youからの集合体みたいですね

瞳そらさないで
 ハイヒール脱ぎ捨てて

 Forever you
 I'm in love
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気楽に⾏こう
Just believe in love

気楽に⾏こうは持ってなかったのでうれしい☆

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
23211 選択 Aki 2018-08-11 13:41:10 返信はできません 報告

 44号Grand Cafe編では「こんなにそばに居るのに」が⼊ってないですね･･･

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション（その２）
23212 選択 星 2018-08-11 20:45:52 返信はできません 報告

Akiさん
 >  44号Grand Cafe編では「こんなにそばに居るのに」が 

 ⼊ってないですね･･･

前号43に⼊ってますね

息もできない
 翼を広げて

 ⾬に濡れて
 こんなにそばに居るのに

 君がいない

翼を広げての制作時期が気になりますわ。。。

 
 その３[23213]
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