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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

記念フォトボックス発売
25745 選択 stray 2021-02-12 06:14:20 返信 報告

https://newspass.jp/a/2bh64

未公開ショットを含む写真50枚が、LPレコードのサイズでボックスセット化されることになった。
 ZARDのデビュー30周年記念の特別企画。

 「ZARD photo collection box あの微笑みを忘れないで」として、
 命⽇の5⽉27⽇に発売される。

通常版ボックス（税抜き1万2000円）には50枚に加え、
 シリアルナンバー⼊りのフォトカードと、50枚の写真を画像データ化したDVDが収録される。
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物販サイト「Musing」で発売される限定版（同1万5000円）には
特製のキャンパスアートも封⼊され、ファン垂ぜんの豪華作となりそうだ。

Re:記念フォトボックス発売
25747 選択 stray 2021-02-12 07:45:22 返信 報告

スポニチに未公開ショットと共に、でっかく記事載ってます。
 

Re:記念フォトボックス発売
25750 選択 Aki 2021-02-12 13:24:31 返信 報告

 情報有難うございます。
  今回はLiveパンフがなかったり、ZARDポスターセレクション集の発売を諸事情により延期もこの影響なのでしょうか?

 LPサイズ50枚で約15000円。1枚当たり約300円なので、ポスターと⽐べたら、そこまで⾼いというわけでもないのか
もしれないですね･･･

 （ただ、値段や置き場所を考えると、普通に写真集として発売して欲しかった･･･）

Re:記念フォトボックス発売
25751 選択 stray 2021-02-12 13:34:16 返信 報告

詳細がオフィシャルにアップされました。
 https://wezard.net/news/news-782/

〈ISBN〉※【通常版】【セブンネット限定特典】のみ
 978-4-344-03770-0
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〈価格〉
【通常版】

 12,000円+税
 【セブンネット限定特典】

 セブンネットオリジナルLP版特製フォトカード1枚付︓12,000円＋税
 【Musing限定特典】

 MusingオリジナルLP版特製フォトカード1枚付＋ポストカード１枚付︓12,000円＋税
 【Musing限定版①（SMILE）】

 MusingオリジナルLP版特製フォトカード1枚＋ポストカード1枚＋オリジナルキャンパスアート [SMILE] 付︓15000円
+税

 【Musing限定版②（SING）】
 MusingオリジナルLP版特製フォトカード1枚＋ポストカード1枚＋オリジナルキャンパスアート[SING] 付︓15000円+税

 ※キャンパスアートは選べる2タイプ︕

【通常版商品内容】
 ・特製BOX（縦315mm×横315mm×厚さ50mm）

 ・LP版フォトカード（縦305mm×横305mm）[厳選写真50枚]
 ・シリアルナンバー⼊りLP版特製フォトカード[1枚]

・DVD（BOX内の50枚のスライドショー収録）

【Musing商品内容】
 ・特製BOX（縦315mm×横315mm×厚さ50mm）

 ・LP版フォトカード（縦305mm×横305mm）[厳選写真50枚+Musing限定写真1枚]
 ・シリアルナンバー⼊りLP版特製フォトカード[1枚]

・DVD（BOX内の50枚のスライドショー収録）
 ・ポストカード[1枚]

 ・Musing限定版のみ特製キャンバスアートパネル付き（縦・約275mm×横275mm×厚さ15mm予定）
 

Re:記念フォトボックス発売
25752 選択 stray 2021-02-12 13:39:14 返信 報告
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[25750]Aki:
>  情報有難うございます。 

 >  今回はLiveパンフがなかったり、ZARDポスターセレクション集の発売を諸事情により延期もこの影響なのでしょう
か? 

 無観客でなければLiveパンフを作ったでしょうね。
 その代替がフォトボックスなのか︖

 ポスターセレクション集はよくわかりませんが、以前にも30枚セットを発売したので、
 別内容のセットとなるんじゃないでしょうか。

>  LPサイズ50枚で約15000円。1枚当たり約300円なので、ポスターと⽐べたら、そこまで⾼いというわけでもないの
かもしれないですね･･･ 

 > （ただ、値段や置き場所を考えると、普通に写真集として発売して欲しかった･･･） 
 LP版は始末が悪いですよねぇ、スキャンもできないし（笑）、

 本棚にも⼊らない。タンスの肥やしになりそう。
 

Re:記念フォトボックス発売
25762 選択 noritama 2021-02-12 18:24:46 返信 報告

[25745]stray:
 > https://newspass.jp/a/2bh64 

 [25747]stray:
 > スポニチに未公開ショットと共に、でっかく記事載ってます。

同記事Web版 スポニチAnnex
 https://www.sponichi.co.jp/entertainment/news/2021/02/12/kiji/20210211s00041000620000c.html

Re:記念フォトボックス発売
25764 選択 stray 2021-02-13 09:49:23 返信 報告

限定特典オリジナルLP版特製フォトカード

https://bbsee.info/newbbs/id25750.html
https://bbsee.info/newbbs/id/25745.html?edt=on&rid=25762
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=25762
https://bbsee.info/newbbs/id25745.html
https://bbsee.info/newbbs/id25747.html
https://bbsee.info/newbbs/id/25745.html?edt=on&rid=25764
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=25764


Re:記念フォトボックス発売
25777 選択 Aki 2021-02-13 23:23:59 返信 報告

> 無観客でなければLiveパンフを作ったでしょうね。 
 > その代替がフォトボックスなのか︖

今年は珍しく2⽉に開催でしたね･･･（今年は昨年のSymphonic Concert が5⽉に開催というのもあると思いますが･･･）
  いつもなら⼤阪で先に公演して東京というパターンですが、今回は⼤阪は中⽌にしたのですかね･･･

  Liveグッズがなかったのは珍しいですね･･･
  5⽉27⽇に何も無いのかな︖と思いきや、今回はこのBOXの発売ですね。

> LP版は始末が悪いですよねぇ、スキャンもできないし（笑）、 
 > 本棚にも⼊らない。タンスの肥やしになりそう。

 ネットニュースでは「初公開写真も多数ある」という表現があるので、逆を⾔えば「既存のもある」と⾔うことです
ね･･･

  個⼈的にLP世代ではないので、LPサイズのものは保存などに困惑してしまいます･･･（DVDが付いているのは普段観る
⽤なのかもしれませんが･･･）

  後に写真集として発売してくれたら良いのですが･･･

Re:記念フォトボックス発売
25779 選択 noritama 2021-02-14 00:26:39 返信 報告

 
> > LP版は始末が悪いですよねぇ、スキャンもできないし（笑）、 
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> > 本棚にも⼊らない。タンスの肥やしになりそう。 
>

> 個⼈的にLP世代ではないので、LPサイズのものは保存などに困惑してしまいます･･･（DVDが付いているのは普段観る
⽤なのかもしれませんが･･･）

近年は､少しアナログアイテム流⾏りなので､
 アナログレコード(LPサイズ)や､近々ではカセットによる販売も話題づくりのGoodsとして出ているのもみかけます｡

 ⾳楽業界も回帰と最新を織り交ぜながら必死です｡

ZARDの場合は、シンコレ、アルコレ、MVCと・・
 以前から今の時代では収納に不便なLPサイズでリリースしてたので、、

 その流れでしょう（苦笑）
 まぁForever BestはCDサイズでしたけれど・・・

 Goods･本･パンフ･CD･DVDなどはサイズの統⼀性が無いと､
 綺麗に収納･コレクションできないっすよね(^^;

 

Re:記念フォトボックス発売
25884 選択 Aki 2021-03-15 22:29:53 返信 報告

http://musing.jp/shop/zard/30th/
 どんなモノか⼀部公開されています。

Musingでは予約は終わりましたが、タワレコなどでは未だ扱っているようです。

週刊⼥性 2021年 6/8 号
26090 選択 stray 2021-05-26 08:52:16 返信 報告

ZARDのデビュー30周年記念豪華フォトコレクションBOXから、
初公開を含むレアショットを “撮影秘話”とともに公開します。
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Re:週刊⼥性 2021年 6/8 号
26091 選択 noritama 2021-05-26 08:52:52 返信 報告

[26090]stray:
 > ZARDのデビュー30周年記念豪華フォトコレクションBOXから、 

 > 初公開を含むレアショットを “撮影秘話”とともに公開します。

> ZARDのデビュー30周年記念豪華フォトコレクションBOXから、 
 > 初公開を含むレアショットを “撮影秘話”とともに公開します。

パラ⾒してきました､3ページで,
 これは!って写真は出てませんでした｡

 フォトコレクションBOXの雰囲気を伝えるための正⽅形にトリミングの写真掲載されてます｡
 2つの写真について､撮影時期('97,'92)の記述がありました｡

 フォトコレクションBOXへの未公開写真は10枚って書いてあったかな(^^;
 まぁ最近は映像キャプチャや同じシーンの連写からもあり､

 何処までがなのか怪しいですが(苦笑)

Re:週刊⼥性 2021年 6/8 号
26092 選択 FK 2021-05-26 08:53:44 返信 報告

おはようございます。
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⾃分も誌⾯をチェックしました。
鈴⽊謙⼀さんのインタビューが載ってましたが当たり障りのない内容で(^^;、

 掲載されている写真はどれもphoto collection boxからの先⾏公開だと書いてあり、
 それらの写真は週刊⼥性のWEBサイトにも載ってますね。

 https://www.jprime.jp/list/tag/ZARD

先⽇の、⼥性セブン[25976]のWEBサイトに『THE WAY』⾮掲載の写真が含まれていたケースとは違い、
 今回の週刊⼥性はあまり⼤した内容ではない感じです。

Re:週刊⼥性 2021年 6/8 号
26093 選択 stray 2021-05-26 09:04:36 返信 報告

[26091]noritama:
 > フォトコレクションBOXへの未公開写真は10枚って書いてあったかな(^^;

50枚中たった10枚ですか︕
 そのうち2枚はスポニチ紙⾯で公開[25747]、

 FKさんが紹介してくれた週刊⼥性のWEBサイトで公開されたこの画像も初出ですから、残り7
枚。

 届くまでの楽しみがなくなったなあ（笑）。

> まぁ最近は映像キャプチャや同じシーンの連写からもあり､ 
 > 何処までがなのか怪しいですが(苦笑)

映像キャプチャはLP版サイズに耐えられないです（笑）。

Re:週刊⼥性 2021年 6/8 号
26094 選択 stray 2021-05-26 09:09:15 返信 報告

FKさん、情報どうもありがとうございます。

メゾン・ド・奥脇でのPV撮影が、夜中にライト⽴ててだったとは驚きです。
 私はこういう情報が欲しい⼈間なので（笑）、週刊⼥性買います（笑）。
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Re:週刊⼥性 2021年 6/8 号
26095 選択 stray 2021-05-26 09:13:25 返信 報告

[26094]stray:
 > メゾン・ド・奥脇でのPV撮影が、夜中にライト⽴ててだったとは驚きです。

⾔われてみれば、WBM2011「夏を待つセイル(帆)のように」の
 扉を開けるシーンは、光が強すぎますね。

 

Re:週刊⼥性 2021年 6/8 号
26099 選択 FK 2021-05-26 13:42:29 返信 報告

strayさん
 > 私はこういう情報が欲しい⼈間なので（笑）、 

 > 週刊⼥性買います（笑）。

週刊⼥性の誌⾯には、
 週刊⼥性WEBサイトに載ってる5枚の写真および補⾜⽂章の他に、

 鈴⽊謙⼀さんのインタビューを中⼼とした本⽂が載ってる訳ですが、
 その本⽂の内容が実に薄っぺらく、strayさんにとっても有益な情報はないのではないかと思われます。

 実際、⾒てみれば分かりますが(苦笑) 
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Re:週刊⼥性 2021年 6/8 号
26102 選択 stray 2021-05-26 20:36:16 返信 報告

FKさん
 週刊⼥性WEBサイトに、鈴⽊謙⼀さんのインタビュー本⽂が載ってますね。

 https://www.jprime.jp/articles/-/20930

「好奇⼼の強かった坂井さんも喜ぶのではと企画が実現しました」って、たしかに薄っぺらい。
 画像キャプションのほうがはるかに有益。

 まだ買ってないので、買うのやめよっかなぁ（笑）。

Re:週刊⼥性 2021年 6/8 号
26103 選択 FK 2021-05-26 21:54:02 返信 報告

> https://www.jprime.jp/articles/-/20930

あっ、記事⾃体も結局まるごとアップされましたね。
 コレが全てです。(^^;

Re:記念フォトボックス発売（ネタばれ注意）
26130 選択 stray 2021-05-27 21:00:13 返信 報告

ちょうど命⽇に合わせて届きました。
 私はMusing限定版を購⼊しました。

 ⼤きくて、重い。アルコレと同程度。

Re:記念フォトボックス発売（ネタばれ注意）
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26131 選択 stray 2021-05-27 21:01:00 返信 報告

MUSIG限定版は、LP版特製フォトカードが1枚付いていて、
シリアルナンバーが振ってあります。

 4,000冊限定ですね。

Re:記念フォトボックス発売（ネタばれ注意）
26132 選択 stray 2021-05-27 21:04:19 返信 報告

オリジナルキャンパスアート

Re:記念フォトボックス発売（ネタばれ注意）
26133 選択 stray 2021-05-27 21:05:13 返信 報告

BOX内の50枚のスライドショーを収録したDVD
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Re:記念フォトボックス発売（ネタばれ注意）
26134 選択 stray 2021-05-27 21:07:37 返信 報告

未公開写真がたった10枚は予想外。
 値段・・・⾼すぎだと思う(笑)。

Re:記念フォトボックス発売
26154 選択 ロンリィ_ハート 2021-05-29 23:18:42 返信 報告

購⼊してないものですから、投稿を避けていたのですが、
 strayさんの解説で記念フォトボックスの概要がよく分かりました。

[26134]に、記念フォトボックスの全写真(54枚)を上げて頂いたのだと思いますが、
 以前にどこかで⾒た写真ばかりに思えます。

４〜５枚⾒覚えのないような気のする写真がありましたが、本当に⾒てないかどうかわかりません。
 これまでネットで坂井泉⽔さん写真を⾒れば即座に⾃分のパソコンにダウンロード。

 という時期がありましたので、その中にあるような気もします。

写真集では、「ZARD 20周年記念写真集 ZARD Portfolio du 20eme anniversaire」
 ⻘・⾚・⻩・⽩ の４冊シリーズがあるわけですね。

 私も所有しているのですが、これを超えるものを作るのは無理だと思います。
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