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TV オンア情報 10/7 19時〜 TBS
25470 選択 stray 2020-10-08 14:00:47 返信 報告
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歌のゴールデンヒット
歴代歌姫のアルバム総売り上げランキングベスト100

TBS系
 2020年10⽉8⽇（⽊）  19時00分〜22時57分

歌姫たちのアルバム総売り上げ枚数ベスト100…全部歌えるヒット曲ばかり!
 今夜しか⾒られない秘蔵映像と共にお届け…ランクインした歌姫によるSPライブも必⾒!

ランキング
 ◆家族で歌いながら⾒られるヒット曲ばかり…安室奈美恵・浜崎あゆみ・⼭⼝百恵・松⽥聖⼦・中森明菜・松任⾕由実・ドリカム・

宇多⽥ヒカル・MISIA・⽵内まりや・JUDY AND MARY・ピンクレディー・⼩泉今⽇⼦・AKB48・ZARD・中島みゆき・椎名林
檎・globe・今井美樹・⼯藤静⾹・TRF・⻄野カナ・Superfly・華原朋美…

SPライブ
 ◆ランクインした歌姫の中から圧倒的な歌唱⼒を誇る岩崎宏美&⼤⿊摩季がSPライブを披露!岩崎宏美は⾃⾝最多の売り上げを誇る

アルバムからあの名曲を…⼤⿊摩季は⼤ヒット3曲SPメドレーを熱唱で、スタジオは⼤興奮に!!お⾒逃しなく!

Re:TV オンア情報 10/7 19時〜 TBS
25474 選択 ひげおやじ 2020-10-08 23:01:21 返信 報告

出演者のコメントが陣内の「へー、そうなの」の⼀⾔だけだった事が何よりもがっかりでした。

Re:TV オンエア情報 10/7 19時〜 TBS 歌のゴールデンヒット ―歴代歌姫ベスト100アルバムランキ
ング―
25476 選択 SW 2020-10-08 23:38:56 返信 報告

皆さんこんばんは。

昨年2⽉の企画[23697]のアルバム版でしたね。
 https://www.tbs.co.jp/utanogoldenhit/

 予告映像を⾒て予約、アルバム総売上ランキングだと5位って知っていたので（安室奈美恵さんが引退のアルバムでも抜け
なかった）のんびりチラ⾒から10位あたりからチェック。
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『マイ フレンド』『きっと忘れない』からの『あの微笑みを忘れないで』にビックリ︕
リクエストベストが出てきてもしやと思ったのですが、『あの微笑み〜』を紹介されて興奮しました。

 アルバムでの特集とは⾔っても、シングルのヒット曲が紹介されるアーティストが多かったですしね。

久しぶりに地上波のこの⼿の番組で興奮しましたねー。TBSありがとう。
 ついでに⾔えばBlu-rayの紹介をしてくれたら良かったのですが。でも満⾜満⾜。

Re:TV オンエア情報 10/7 19時〜 TBS 歌のゴールデンヒット ―歴代歌姫ベスト100アルバムランキ
ング―
25479 選択 FK 2020-10-09 00:37:36 返信 報告

＞SWさん
 ライブBlu-rayの紹介テロップが⼀応、常時左上に出てましたね。

 だったらMVじゃなくてライブBlu-rayの映像を使ってくれても良かったのにとは思いました
が(^^;

 （他のアーティストは、ライブ映像を使って、その出典ライブ作品名をテロップ表⽰という
パターンが結構ありましたし。）

 こういう場合にライブBlu-rayの映像⾃体に歌詞テロップが⼊ってると使いづらいかも知れませんが。

細かいことですが、
 今回流れたZARDのMVは番組の歌詞テロップが⼊っていたのでDVDを使ったのではなさそうでしたが、

 何故か「あの微笑みを忘れないで」だけは⾳だけ追悼ライブ(What a beautiful memory)の⾳を使っていたようで、
 わざわざMVに追悼ライブの⾳を重ねたんでしょうか。

 （What a beautiful memoryのDVDの映像を使ったのであれば元々の歌詞テロップが⼊っちゃってますし）。

Re:TV オンエア情報 10/7 19時〜 TBS 歌のゴールデンヒット ―歴代歌姫ベスト100アルバムランキ
ング―
25480 選択 SW 2020-10-09 01:04:32 返信 報告

[25479]FKさん:
 > ライブBlu-rayの紹介テロップが⼀応、常時左上に出てましたね。 
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> だったらMVじゃなくてライブBlu-rayの映像を使ってくれても良かったのにとは思いましたが(^^; 
> （他のアーティストは、ライブ映像を使って、その出典ライブ作品名をテロップ表⽰というパターンが結構ありました
し。）

映像で残る「泉⽔さんがライブで歌う」貴重な映像ですしねえ。
 欲張りすぎかもしれませんが、他の⽅はライブDVDの映像で流してくれた⽅も少なくなかったですもんね。

> 何故か「あの微笑みを忘れないで」だけは⾳だけ追悼ライブ(What a beautiful memory)の⾳を使っていたようで、 
 > わざわざMVに追悼ライブの⾳を重ねたんでしょうか。

『マイ フレンド』はCD⾳源で、『きっと忘れない』がWBM2008の⾳源でした。
 そしてなんと『あの微笑みを忘れないで』はWB Momentの⾳源です︕ (テンポがCD⾳源＝WBMより早い）

『きっと忘れない』もそうですが、MVの映像と合わせたみたいですね。
 放送局は字幕なしのものを持っていたように記憶してますが『あの微笑みを忘れないで』も持ってるってことなのかな。

 もう少し検証したいけど、もう眠いので⾳源特定したところまでで勘弁させてください(笑)

Re:TV オンエア情報 10/7 19時〜 TBS 歌のゴールデンヒット ―歴代歌姫ベスト100アルバムランキ
ング―
25483 選択 stray 2020-10-09 10:58:16 返信 報告

アルバムランキングということで、アルバム曲から⽕が付いた曲
 （⽷/中島みゆき、未来予想図II/ドリカム、中央フリーウェイ/ユーミンなど）

 を紹介する、⾯⽩い切り⼝の番組でした。

ZARDの「あの微笑みを忘れないで」はファン以外には馴染みがないようで、
 パネラーの皆さんも反応が薄かったですね。

 SARD UNDERGROUND がシングルで歌って⼤ヒットさせてくれないかな（笑）。

ランキング結果を貼っておきます（1,000万枚以上）。

 
 > 昨年2⽉の企画[23697]のアルバム版でしたね。

誰も視聴しなかったのか、結果がないようなので、貼っておきます。
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----------------------------------------------------------
TBS「歌のゴールデンヒット」昭和・平成の歴代歌姫ベスト100④・2⽉11⽇放送

オリコン集計開始1968年以降のデータで作成した
 歴代歌姫シングル総売上げベスト100

◇シングル総売上げ枚数ランキング 歴代歌姫ベスト100

1位 5211.6万枚
 AKB48

 ♪フライングゲット(2011/平成23)

2位 2149.3万枚
 浜崎あゆみ

 ♪SEASONS(2000/平成12)
 ♪BLUE BIRD(2006/平成18)

3位 1773.2万枚
 ZARD

 ♪負けないで(1993/平成5)
 ♪マイ フレンド(1996/平成8)

4位 1768.7万枚
 安室奈美恵 …⼥性の永遠の憧れ︕沖縄が⽣んだ歌姫

 ♪TRY ME 〜私を信じて〜(1995/平成7)
 ♪a walk in the park(1996/平成8)

 ♪CAN YOU CELEBRATE ?(1997/平成9)

5位 1567.6万枚
 乃⽊坂46 …AKB48の公式ライバル歌姫

 ♪シンクロニシティ(2018/平成30)

Re:TV オンエア情報 10/7 19時〜 TBS 歌のゴールデンヒット ―歴代歌姫ベスト100アルバムランキ
ング―



25484 選択 YO 2020-10-09 13:15:22 返信 報告

> TBS「歌のゴールデンヒット」昭和・平成の歴代歌姫ベスト100④・2⽉11⽇放送 
 > 

> オリコン集計開始1968年以降のデータで作成した 
 > 歴代歌姫シングル総売上げベスト100 

 > 
> ◇シングル総売上げ枚数ランキング 歴代歌姫ベスト100 

 > 
> 1位 5211.6万枚 

 > AKB48 
 > ♪フライングゲット(2011/平成23) 

 > 
> 2位 2149.3万枚 

 > 浜崎あゆみ 
 > ♪SEASONS(2000/平成12) 

 > ♪BLUE BIRD(2006/平成18) 
 > 

> 3位 1773.2万枚 
 > ZARD 

 > ♪負けないで(1993/平成5) 
 > ♪マイ フレンド(1996/平成8) 

 > 
> 4位 1768.7万枚 

 > 安室奈美恵 …⼥性の永遠の憧れ︕沖縄が⽣んだ歌姫 
 > ♪TRY ME 〜私を信じて〜(1995/平成7) 

 > ♪a walk in the park(1996/平成8) 
 > ♪CAN YOU CELEBRATE ?(1997/平成9) 

 > 
> 5位 1567.6万枚 
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> 乃⽊坂46 …AKB48の公式ライバル歌姫 
> ♪シンクロニシティ(2018/平成30)

昨⽇の放送をはじめから⾒ていました。
 シングル総売り上げの最新の上位５が発表されていました。

 １位︓AKB
 ２位︓浜崎
 ３位︓乃⽊坂

 ４位︓ZARD
 ５位︓安室

Re:TV オンエア情報 10/7 19時〜 TBS 歌のゴールデンヒット ―歴代歌姫ベスト100アルバムランキ
ング―
25501 選択 FK 2020-10-11 06:55:52 返信 報告

SWさん
 よく聴いたら、確かに「あの微笑み－」はWhat a beautiful momentの⾳ですね。

 「きっと忘れない」も演奏の⾳がCD⾳源じゃないですが、WBM“2008”まで特定できるのは流⽯で
すね。

ちなみに、番組冒頭のシングル総売上げランキングBEST5の様⼦は…
 https://www.bilibili.com/video/BV1MD4y1d7vK/

 歴代歌姫シングル総売上げ第4位 ZARD 01:18頃〜

「負けないで」の別バージョンについて
12225 選択 kan 2012-09-05 02:38:23 返信 報告

みなさん、こんばんは。

過去スレの検索をしてみようと思いましたが、うまくいかないので、取り合えす書き込みさせていただきます。
 もしも、既出でしたら、スレごと削除いただいても結構です。
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