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WBM2021 Blu-ray & DVD 発売
26513 選択 stray 2021-10-21 09:13:50 返信 報告

ZARD Streaming LIVE"What a beautiful memory〜30th Anniversary〜"

発売⽇ 2021年12⽉15⽇
 Blu-ray, DVDとも税込み7,700円

■仕様・封⼊ ※Blu-ray/DVD共通
 ●三⽅背ボックス

 ●40ページブックレット
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ZARDデビュー30周年記念・3つの"初"ライブをパッケージ化!
2021年2⽉10⽇[デビュー30周年当⽇] に⾏われたゆかりの地、東京国際フォーラムからの初の⽣配信ライブを全曲完全収録!

特典映像として、5⽉27⽇[坂井泉⽔命⽇]に配信された初のアコースティックライブ(京都・⾼台寺)全曲、
 初のシンフォニックコンサート(東京⽂化会館)から厳選した9曲を収録!

構成数 | 2枚

合計収録時間 | 03:00:00

[DISC1]
 ZARD Streaming LIVE"What a beautiful memory〜 30th Anniversary 〜 "

 1. きっと忘れない
 2. 君に逢いたくなったら…

 3. Oh my love
 4. Good-bye My Loneliness

 5. 眠れない夜を抱いて
 6. IN MY ARMS TONIGHT

 7. 息もできない
8. こんなにそばに居るのに

 9. もう少し あと少し…
 10. 来年の夏も

 11. Forever you
 12. かけがえのないもの

 13. 永遠
 14. ⼼を開いて

 15. Today is another day
 16. 愛が⾒えない

 17. 君がいない
 18. マイ フレンド

 19. Don't you see!
 20. 揺れる想い

 



21. あの微笑みを忘れないで
22. 負けないで

[DISC2]
 ZARD Premium Acoustic Live at ⾼台寺

 1. 揺れる想い
 2. 君に逢いたくなったら…

 3. もう少し あと少し…
 4. Forever you

 5. Oh my love
 6. 負けないで

ZARD 30th Anniversary Premium Symphonic Concert 〜 永遠 〜
 1. 揺れる想い

 2. あの微笑みを忘れないで
 3. 少⼥の頃に戻ったみたいに

 4. これからの君に乾杯 (Cover of instrumental)
 5. マイ フレンド

 6. 息もできない
7. 夏を待つセイル(帆)のように

 8. 永遠
 9. 負けないで

Re:WBM2021 Blu-ray & DVD 発売
26514 選択 stray 2021-10-21 09:39:01 返信 報告

オフィシャルNEWS
 https://wezard.net/news/news-1039/

購⼊者特典
 https://wezard.net/news/news-1045/

 ●⼭野楽器全店（CDソフト取り扱い店舗のみ／⼀部店舗を除く）︓オリジナルパスステッカー（Aデザイン）

https://bbsee.info/newbbs/id/26513.html?edt=on&rid=26514
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=26514


 https://tower.jp/article/feature_item/2021/10/20/0709
●ZARD応援店︓オリジナルパスステッカー（Bデザイン）

MUSING購⼊特典
 https://wezard.net/news/news-1050/

 オリジナルクリアポスター（A4）
 30周年記念ロゴ⼊りオリジナル梱包箱（ネイビー）

 https://www.bgv.jp/shop/detail_shop.php?item_id=10559&_ga=2.236569543.754122504.1634773888-697
863156.1631667907

※MUSINGは10/15より、お買い上げ⾦額が10,000円を超える場合でも送料有料

Re:WBM2021 Blu-ray & DVD 発売
26516 選択 ひげおやじ 2021-10-22 19:19:16 返信 報告

この内容からも、Ｂ社の経営上の厳しさが伺い知れます。
 私が⼀番欲しいのは、ライヴ会場限定販売で「次回に」と思いつつも買いそびれてしまった２枚の "Rare Tracks" です。

因みに、同 "ZARD Ver." は所有しています。

Re:WBM2021 Blu-ray & DVD 発売
26517 選択 YO 2021-10-22 20:15:32 返信 報告

[26516]ひげおやじ:
 > 私が⼀番欲しいのは、ライヴ会場限定販売で「次回に」と思いつつも買いそびれてしまった２枚の "Rare Tracks" で

す。因みに、同 "ZARD Ver." は所有しています。

こんばんは。
 ひげおやじさん、初めて返信いたします。

 最初のはともかく、セカンドエディットは、
 ファンクラブ会員に配ったもの（ZARD Ver）と曲は同じ、

 曲順がちょっと違うだけでは（笑）。
 最初のもたまーに、オークションに出てるから、
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これをゲットするしかないでしょう。
再⽣産・再販売しても多量の売れ残りで⾚字でしょう。

Re:WBM2021 Blu-ray & DVD 発売
26549 選択 ひげおやじ 2021-11-21 15:31:40 返信 報告

ＹＯさん、有難う御座居ます。

Re:WBM2021 Blu-ray & DVD 発売
26550 選択 YO 2021-11-21 20:52:46 返信 報告

最初のものが、今ヤフオクに出てますね。
 値段はともかく。

Re:WBM2021 Blu-ray & DVD 発売
26570 選択 stray 2021-12-15 19:42:42 返信 報告

zardofficial YouTube

ダイジェスト
 https://www.youtube.com/watch?v=_qxCYpfuyYM

SPOT
 https://www.youtube.com/watch?v=LH0j1LxGJS0

Re:WBM2021 Blu-ray & DVD 発売
26581 選択 FK 2022-01-09 07:46:12 返信 報告

おはようございます。

個⼈的に忙しい年末年始が過ぎましたので、
 感想をざっと書かせていただきます。
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本編のWBM2021（Streaming LIVE“WBM30th”）については、
去年2⽉の配信版[25735]、去年5⽉のCS(⽇テレプラス)版[25982]と⽐べると、

 MVの泉⽔さんが映る具合(⻑さや回数)は
 配信版＞＞Blu-ray版＞CS版 といった感じで、

 今回のBlu-ray版は、⼤部分がCS版と同じ映像(カメラアングル)です。
 （ただ、CS版は数曲カットされての放送でしたけど、Blu-ray版は当然ノーカットです

が。）
 なお、配信版とCS版が共にライブ会場の映像(バンドメンバーの演奏ショット)だったのに

 Blu-ray版だけ泉⽔さんのMVを映している部分も若⼲はありますが（添付画像部分など）、誤差みたいなレベルです。

⾼台寺アコースティックライブについては、
 去年5⽉の配信版[26048]と⽐べると、泉⽔さんのMVを映すカットが減りバンドメンバーの演奏ショットが増えた感じで

すが、
 そもそもMVが初公開された曲が披露された訳ではないので、⼤した問題ではないですけど。

 なお、去年10⽉のZARD LIVE GALLERYで流れていた発売告知映像[26509]では
 ⾼台寺ライブの歌詞テロップのみ配信版と同じクセのあるフォントのままでしたが、

 今回の製品版ではWBM2021、⾼台寺、シンフォニックすべてWBM2021CS版と同じ明朝フォントで統⼀されてます。

シンフォニックコンサートについては、【悲報】です。
 事前公開されたダイジェスト映像[26531]を⾒た時に⾃分が述べた

 > この映像、全てコンサート会場のカメラ映像のみで構成されていて、画⾯全体に泉⽔さんのMVをそのまま映すカットが
全くないですね。 

 > 配信時では第⼀部、第⼆部ともにMVを画⾯全体で映していたシーンでも、会場の映像に変わってますね…。 
 > Blu-ray&DVDもこんな感じ（会場のカメラ映像ばかり?）なんでしょうか…。 

 が現実となりました(爆)。
 シンフォニック全編が、コンサート会場のカメラ映像（出演者の演奏ショット）のみです。

 （会場中央のMVを映すモニターすら、会場全体を映すような引いたカットの時しか(ほぼ)写り込まない…）
 よって、当⽇初公開された「少⼥の頃に戻ったみたいに」での⼀⾊海岸の未公開映像[26309]などは、ほとんど映ってい

ません…
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⼀般に、ファンからあーだこーだ不満の声が多く挙がることは、ある意味注⽬されている証拠かと思いますが、
今回の商品のように、発売から1か⽉近く経っても感想すらあまり挙がってこないのは、

 世間から関⼼がなくなってきてるというか、ヤバイ状況なのでは…とすら思ってしまいます(^^;

Re:WBM2021 Blu-ray & DVD 発売
26582 選択 YO 2022-01-10 16:50:10 返信 報告

> 今回の商品のように、発売から1か⽉近く経っても感想すらあまり挙がってこないのは、 
 > 世間から関⼼がなくなってきてるというか、ヤバイ状況なのでは…とすら思ってしまいます(^^;

FKさん、
 1⽉８⽇（⼟曜⽇）のコナンを⾒てたら、この新商品のコマーシャルがありました。

 関⼼を⽰すのは残された現在のファンとコナン視聴者ぐらいでしょう。

Re:WBM2021 Blu-ray & DVD 発売
26583 選択 stray 2022-01-11 11:15:31 返信 報告

FKさん、こんにちは。
 Blu-ray版（DVD版）の検証どうもありがとうございます。

> 今回の商品のように、発売から1か⽉近く経っても感想すらあまり挙がってこないのは、 
 > 世間から関⼼がなくなってきてるというか、ヤバイ状況なのでは…とすら思ってしまいます(^^;

実は私は買ってないのです（笑）。理由は、
 ・⽬⽟が「眠れない夜を抱いて」のフルのみ
 ・ライブ映像は観客の声援や拍⼿があってこそ

 などですが、WBM2021についてはストリーム配信、CS放送で満⾜しちゃいました。
 「⾼台寺ライブ」は完全な”おまけ”として、

 「シンフォニックコンサート」はどんな編集になるのか、気になってました。

> シンフォニック全編が、コンサート会場のカメラ映像（出演者の演奏ショット）のみです。 
 > （会場中央のMVを映すモニターすら、会場全体を映すような引いたカットの時しか(ほぼ)写り込まない…） 
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> よって、当⽇初公開された「少⼥の頃に戻ったみたいに」での⼀⾊海岸の未公開映像[26309]などは、ほとんど映って
いません…

買わなくて正解だったかも（笑）。

コアなファンでも、私同様、触⼿が伸びなかった⼈も多いのでは︖
 やはり初披露曲＆初出映像がないとね・・・

 WBM2022に期待しましょう︕
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