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昔の…
2734 選択 Ａｋｉ 2010-03-27 22:10:47 返信 報告

92年10⽉17⽇（眠れない夜を抱いて）
 ttp://www.youtube.com/watch?v=_EBBVlNV5DQ

93年3⽉13⽇（負けないで）
 http://www.youtube.com/watch?v=d0nLe-nqmFQ&feature=related

がアップされていました。
 「負けないで」はこの前の週がＴＯＰ３だったので約1コーラスありました。（毎週微妙に違っていたと思います）
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Re:昔の…
2740 選択 stray 2010-03-29 09:52:56 返信 報告

Ａｋｉさん、こんにちは。

懐かしい映像ですね〜、どうもありがとうございます。
 93年3⽉13⽇（負けないで）に、⾒たことのないカットが映ってました。

Re:昔の…
2741 選択 stray 2010-03-29 09:54:08 返信 報告

時期的に「柿の⽊坂のスタジオ」ものかと思われますが、屋外っぽくありません︖
 屋外だとすれば、ロケ地捜査の⼤きなヒントになりそうです。

ラッキー係⻑、よろぴく︕（笑）
 

Re:昔の…
2742 選択 Ａｋｉ 2010-03-29 12:22:28 返信 報告

ttp://www.youtube.com/watch?v=F1LwuYVwfcQ&feature=related
  ３３位に「ＩＮ ＭＹ ＡＲＭＳ ＴＯＮＧＨＴ」（まだＰＶが出来る前です）

Re:昔の…
2743 選択 Ａｋｉ 2010-03-29 12:53:14 返信 報告
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ttp://www.youtube.com/watch?v=dpOnpk_i4TM
５８位「ＩＮ ＭＹ ＡＲＭＳ ＴＯＮＧＩＨＴ」（僅か１０秒位）

Re:昔の…
2746 選択 Ａｋｉ 2010-03-29 22:46:33 返信 報告

ttp://www.youtube.com/watch?v=m0Cf2b2NycI
 92年１１⽉７⽇ １８位「ＩＮ ＭＹ ＡＲＭＳ ＴＯＮＩＧＨＴ」

Re:昔の…
2749 選択 HNR 2010-03-30 00:18:31 返信 報告

皆さんこんばんは︕

以前「君に逢いたくなったら…」のPVの時にコメントしましたHNRです。
 多忙な期間が終了したのでまた掲⽰板に参加させてください♪

「負けないで」のプロモはとても興味あります(笑)
 すべての回のプロモを調べたわけではありませんが
 今のところは同じバージョンは⾃分も⾒たことありません。

 あとHDDから発掘したPVにこんなシーンがありました。

Re:昔の…
2751 選択 Ａｋｉ 2010-03-30 23:09:04 返信 報告

 私はＣＤ１００は９２年１１⽉半ば頃（丁度ＴＯＰ３が１コーラスになった頃）から観ていたので、それ以前の「眠れ
ない〜」「ＩＮ ＭＹ〜」のランク推移が余りよく解りません（汗）「眠れない〜」は私が観始めた時は、歌っているＰ
Ｖ⾃体が既に「無かったこと」とされており、「眠れない〜」のＰＶの歌っていないシーンをスローで流す⼿法に変わっ
ていました。（アルバム「ＨＯＬＤ ＭＥ」も売れてＴＶ出演も⼤分終わったところで「ミステリアス」路線に変わった
のかな︖）
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 「負けないで」の推移は確か、２位・３位・２位・１位・２位・４位・７位（だったかな︖）で番組が終了してしまい
ました。４位以降は殆ど映像は同じでしたが、ＴＯＰ３圏内の時は微妙に変わっていました。（２位にランクダウンした
時の映像は解りませんが）。これだけＢ社が頑張ったのですが、ＴＢＳ側は「Ｂｅｉｎｇが協⼒してくれなかった」みた
いな⾔い訳をしていましたね（苦笑）

  ３位に下がった時は確か「パステルカラーの〜」から始まり少々短めのＰＶ・１位に上がった時はＦＡＸコメントが届
きました。

Re:昔の…
2754 選択 Ａｋｉ 2010-03-31 18:06:06 返信 報告

ttp://www.youtube.com/watch?v=RIm81L8seQM
 ３９位「眠れない夜を抱いて」（９２年年間）

Re:昔の…
2755 選択 stray 2010-03-31 19:58:20 返信 報告

HNRさん、Ａｋｉさん、こんばんは。

「負けないで」は、シングルで唯⼀販促⽤プロモがない曲ですが、
 ＣＤ１００等の⾳楽番組⽤に作られた短い映像がいくつか存在するようです。

 #2749は初めて⾒ました︕ 何のシーンでしょうね︖
 まったく⾒当も付きません（笑）。

HNRさん、貴重なキャプ画をありがとうございます。
 是⾮とも映像で⾒たいものです（笑）。

> ＴＢＳ側は「Ｂｅｉｎｇが協⼒してくれなかった」みたいな⾔い訳をしていましたね（苦笑）

たぶんそれは正しくないはずです。
 Ｂ社は⽇本最⼤のプロダクションと戦争状態にあって、⼲されていたというのが正解かと。

※Ｂ２社の実名標記は絶対に⽌めて下さい。
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http://www.geocities.jp/burningjap/being.html
http://beckham.cocolog-nifty.com/patriot/2009/04/post-8d1d.html

Re:昔の…
2757 選択 Ａｋｉ 2010-03-31 22:43:11 返信 報告

「ＣＤ１００」は「ＣＤＴＶ」の前⾝番組としても「ＮＯ（エヌオー）」の前⾝番組としても凄くよかったですね。
  当時同じ時間帯の「マジカル頭脳パワー」に負けてしまっていましたが、影響⼒は相当あったと思います。９２年の１

１⽉半ば（ゲストが３組に増えた時）からＴＯＰ３は１コーラス流すという流れになって、当時のＴＯＰ３は殆どがＢ
社。なので映像は⽤意しなければならない。（約１分半）

  ４０位以内の曲も当時は１０秒〜１５秒（時にはもっと⻑い）と⽐較的⻑めだったため、その他のアーティストでもロ
ングヒットに繋がった作品も結構あります。

  この後に本格的なＣＤブームが巻き起こるので、この番組が続いていれば良かったんですけれどもね…

 ＣＤＴＶは当初３０分番組でＣＤが売れなくなったときに今の４５分番組（って意味ない）で⾳楽番組と⾳楽との連携
とはあまり⾔えないかな…

 私の中の「眠れない夜を抱いて」「ＩＮ ＭＹ ＡＲＭＳ ＴＯＮＩＧＨＴ」「負けないで」はＣＤ１００の頃のイメ
ージが強かったのでその他の映像を観るとあまりピンと来ません。特に「負けないで」は「揺れる想い」同様の映像に⼒
が⼊って居ましたね。

Re:昔の…
2759 選択 stray 2010-04-01 19:47:53 返信 報告

Ａｋｉさん、皆さん、こんばんは。

TBSといえば、今、4時間特番をやっていますが、
 http://www.tbs.co.jp/program/anatagakikitai_20100401.html

 たぶんZARDの登場はないでしょう（笑）。
 明⽇のＭステSPには、しっかりZARDの名前がありますので捕獲を忘れずに︕
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> 「ＣＤ１００」は「ＣＤＴＶ」の前⾝番組としても「ＮＯ（エヌオー）」の前⾝番組としても凄くよかったですね。 
「ＮＯ（エヌオー）」は局が違いますが、Ｂ２社によって⾳楽番組から排除されたＢ社が

 所属アーティストの宣伝（プロモ）活動を⽬的に⽴ち上げた番組なので
 「ＣＤ１００」が前⾝といっても間違いじゃないですね（笑）。

> 特に「負けないで」は「揺れる想い」同様の映像に⼒が⼊って居ましたね。 
 ぜんぜん覚えてないです（笑）、録画もしてなかったし・・・

 「負けないで」⽤に作ったプロモがあるなら、なんで販促⽤プロモがないのでしょうね︖

Re:昔の…
2760 選択 Ａｋｉ 2010-04-01 21:10:35 返信 報告

 「ＣＤ１００」はレコード会社が、わざわざ広告費を払ってＣＭしなくても、ゴールデン枠で⻑時間流してくれると⾔
う（「ＮＯ」も提供がテレ朝でしたし）利点がありましたね。

 私もリリース直後の「揺れる想い」の１コーラスは９９年のＢＥＳＴのＰＶ集とミュージックステーションのＴＯＰ１
０程度しか知らない（その頃はＣＤＴＶを知りませんでした（汗））のですが、この２曲は個⼈的にはダントツで良いで
すね。

  「負けないで」はわざわざ毎週、微妙に違う映像をＣＤ１００に提供するほど⼿が込んでいました。（最初は写真のみ
が、１位になった時はスローでも動画が起⽤されたり、同じ写真でもモノクロだったり、少し⾊が掛かった（完全カラー
ではないかな︖）だったり…）

  「揺れる想い」も、⻘で波の背景でスローで歩く映像が印象的。
  安直にカラー写真で済ますということをしていない点はいいですね。

  ＣＤジャケットも当時はアルバム「揺れる想い」は印刷の⾊にもこだわっていたそうですし…

> 「負けないで」⽤に作ったプロモがあるなら、なんで販促⽤プロモがないのでしょうね︖ 
 おそらく、予想外にヒットしてしまったのでしょうね…

  タイアップの「⽩⿃麗⼦でございます︕」は「ボクたちのドラマシリーズ」で確か１クールも無かったと想います。
（同じ「ボクたちのドラマシリーズ」の観⽉ありささん主演「放課後」主題歌は観⽉さんのアルバム曲を起⽤とシングル
曲ではないです。）

  「負けないで」⾃体もアルバム⽤をシングルカットと⾔う感じだったので、そんなに⼒が⼊っていたとは思えず…
 

https://bbsee.info/newbbs/id/2734.html?edt=on&rid=2760
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=2760


 更に売れ⽅も「ロングヒット型」だったので、売れている時期にわざわざ販促しなくても売れると踏んだのかも知れま
せんし、後にリリースされる「君がいない」の販促もあったのかな︖と想います。

Re:昔の…
2761 選択 stray 2010-04-01 22:46:44 返信 報告

Ａｋｉさん

「君がいない」の販促プロモはあります。
 Screen Harmony ポスターになっている⿊いお洋服の映像

 http://www.youtube.com/watch?v=uq_AWZrJ8X4

アルバム⽤だった「負けないで」が予想外にヒットしたこと、
 ロングヒット型であったことは確かですが、販促プロモを作らなかった理由にはならんでしょう。

> １位になった時はスローでも動画が起⽤されたり、同じ写真でもモノクロだったり、少し⾊が掛かった（完全カラーで
はないかな︖）だったり…） 

 ２位のときの映像が⾒つかりました。
 http://www.youtube.com/watch?v=ysppZjn0-Lw

１位になった時の”スローでも動画”が無性に⾒たいです︕（笑）
 

Re:昔の…
2762 選択 U.H.Z 2010-04-01 23:32:07 返信 報告

皆さんこんばんは。すみません、ちょっとお邪魔します。

先ほどTBSで4時間特番がありました。僕は8時半頃から終了10分前くらいまで⾒ていましたが、その範囲ではZARDの映
像は流れませんでした。

ただZARDとは微妙なつながりの「異邦⼈」が流れました。

…はい、終わりです︕ 失礼しました︕=3=3=3
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Re:昔の…
2763 選択 Ａｋｉ 2010-04-02 02:10:56 返信 報告

> アルバム⽤だった「負けないで」が予想外にヒットしたこと、 ロングヒット型であったことは確かですが、販促プロモ
を作らなかった理由にはならんでしょう。 

  私はてっきり「ＣＤ店⽤の販促ＰＶ」かと思ってしまいました（汗）
  ＺＡＲＤの場合は映像がコロコロ変わるので固定ＰＶと認識して創られたものは少ないのかもしれないですね。（って

理由になっていませんが（苦笑））
  ９３年〜９９年で紹介される時はジャケット写真を中⼼に構成９９年ＢＥＳＴ時は「ミュージックステーション」ＴＶ

映像・それ以降、船上Ｌｉｖｅ・０４年以降がＬｉｖｅツアー映像がＰＶ代わりを務め、ＰＶ集のときにようやく１番の
サビのみが掲載。

  意外とこれで通⽤してしまったからある意味スゴイ。
  「眠れない〜」や「明⽇を〜」のように折⾓創ったのに近年では「無かったこと」のように扱われるのもあって、複雑

ですね。
  その都度作り直す⽅が１本制作するよりもコストはかかりそうですけれどね…

> > １位になった時はスローでも動画が起⽤されたり、同じ写真でもモノクロだったり、少し⾊が掛かった（完全カラー
ではないかな︖）だったり…） 

  ２位の後の３位の時が１番の出だし〜サビ途中で終了
  ２位に再浮上した時が「パステルカラーの〜」からサビ全部で、１位に上がった時に再び１番丸ごと。（その後２位に

下がった時のは解らない…）

Re:昔の…
2772 選択 ドルチェ 2010-04-03 00:04:02 返信 報告

Ａｋｉさん、ストちゃん、みなさん こんばんは。ちょっぴり、お久しぶりです。

Ａｋｉさんご紹介の映像、どれもすごく懐かしいですね。
 個⼈的に、90年代前半の頃の曲が⼀番好きなので（ビーイング全盛期だし︕）

 ツボな曲がたくさんで嬉しかったです。
 それと、ここでこの話題はちょっとマズイかもしれませんが（汗）
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J－WALKの中村さんも⼤好きで、密かに「遠い⽇のNostalgia」をカヴァーして欲しいと思っていたくらいだったので、
あの事件はかなりショックでした。 ばかぁ〜

・・気を取り直して。
 ストちゃんご紹介の「君がいない」の販促プロモの40秒くらいに映っている後姿は、泉⽔ちゃんですか︖︖ これ初めて

⾒ました︕
 ZARDメンバーも映っているから、やっぱりそうなのかな。

 で、この泉⽔ちゃんの後姿を⾒ていると映像の雰囲気から、グルッと正⾯に廻ると、もしかしたら
 HNRさんがアップしてくださった謎なシーンの泉⽔ちゃんと⼀緒の映像︕︖なんて思っちゃいました。

 HNRさんのは「負けないで」の時のもののようですが、「君がいない」PVの映像が「果てしない夢を」PVに使われていた
りと、

 Ａｋｉさんも書かれているように、固定PVは初期の頃を除いて少なそうなので、充分ありえそうですよね。
 HNRさんアップの映像の時のCD100を是⾮とも⾒たいですね（笑）

Re:昔の…
2773 選択 stray 2010-04-04 21:23:16 返信 報告

ドルちゃん、こんばんは、お久しぶり︕

なるほど、#2749はこの映像を正⾯から撮ったものですか︕
 さすが、ドルちゃん︕ うんうん、それで間違いないでしょう。

 その映像に「眠れない夜…」PVの映像（スポットライト）をかぶせてあるんでしょう、きっと。

後ろ髪が直線カットなので、津久井湖セクションの頃でしょうかねぇ。

Re:昔の…
2775 選択 HNR 2010-04-04 22:01:52 返信 報告

strayさん

何のシーンなんですかね…
 ただこの次のシーンは左の画像にあるように「眠れない夜を抱いて」のPVに使⽤されています。
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あと#2749はその前のシーンも含めて静⽌画ではなく動画ですね。
本⼈はほとんど動いていませんが…(笑)

 とりあえずネット上ではご遠慮いただいております。イベント会場などでしたらお⾒せする
ことは可能です。

ドルチェさん

この写真は「負けないで」のプロモに使⽤されているシーンです。
 HDDの中には4パターンありましたがこのシーンは重複していなかったので掲載してみました。

 初期以外だと「Get U're Dream」のプロモはバージョンの数が多かったと思います。
 先ほど再確認したところ5〜6秒のシーン差し替えも含めて最低6パターンありました。
 

Re:昔の…
2776 選択 stray 2010-04-04 22:54:22 返信 報告

HNRさん、こんばんは。

⿊いお洋服の泉⽔さんは、Mod Studio で撮られたものですが
 http://bbsee.info/newbbs/id/1174.html

 髪にウエーブがかかってますので、「IN MY ARMS TONIGHT」の頃じゃないかと思うのです
が、

 #2773（2749）はもっと前の映像かと・・・

> 何のシーンなんですかね… 
 何か絵コンテを描いてるようにも⾒えますね。

 さっぱり分かりません（笑）。

> ただこの次のシーンは左の画像にあるように「眠れない夜を抱いて」のPVに使⽤されています。 
時系列からするとその逆で、「眠れない夜を抱いて」のPVの1シーンが

 「負けないで」のプロモに挿⼊されているということになります。
 これはHNRさんやドルちゃんが書いてるように、よくあることです（笑）。

> とりあえずネット上ではご遠慮いただいております。イベント会場などでしたらお⾒せすることは可能です。 
 映像は無理だとしても、連続キャプ画を⾒せていただけないでしょうか（笑）。
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Re:昔の…
2777 選択 HNR 2010-04-05 00:00:55 返信 報告

strayさん、こんばんはです。

> 時系列からするとその逆で、「眠れない夜を抱いて」のPVの1シーンが 
 > 「負けないで」のプロモに挿⼊されているということになります。

そうですね(笑)「負けないで」の話題が中⼼のスレだったのでそう書いたんだと思います。

> 映像は無理だとしても、連続キャプ画を⾒せていただけないでしょうか（笑）。

具体的なソフトウェアの名前を教えてもらえませんか︖

Re:昔の…
2778 選択 stray 2010-04-05 12:11:46 返信 報告

HNRさん、こんにちは。

私が使っているのは Area61 というソフト（無料）です。
 http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/art/se255514.html

軽くて使い⽅もいたって簡単。映像全体をサムネイル化する機能があって
 いちいち再⽣して確認しないで済むので、私は重宝しています。

もしアップ可能でしたらどうぞよろしくお願いします。

Re:昔の…
2779 選択 HNR 2010-04-05 22:11:43 返信 報告

strayさん、こんばんは。

このようなソフトがあったんですね〜♪
 便利なのでこれから利⽤しようと思います。

 教えて頂きありがとうございます。
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ご希望の画像ですがこんな感じで如何でしょうか︖
ちなみに動画の再⽣時間は42秒です。

 画質の劣化は元々なのでご了承ください。
 

Re:昔の…
2780 選択 stray 2010-04-05 23:06:35 返信 報告

HNRさん、こんばんは。

連続キャプ画、早速どうもありがとうございます。
 バッチリです︕（笑）

 なるほど、こういう構成のプロモでしたか。
 これは[2761]（CD100 2位）の連続キャプ画ですが、

 ジャケ写の別ショットをベースにしているのは同じなんですね。
 42秒だと#2761より若⼲短いですが、#2740や#2749が⼊ってて内容ははるかに濃いですね。

 毎回違ったプロモを作るほうが⼤変だと思うんですけどねぇ（笑）。
 無理⾔って⾒せてもらった甲斐がありました。感謝、感謝です。

#2740は、AL『forever you』ブックレットの「I'm in love」ページ写真の別ショットのようです。
 

Re:昔の…
2790 選択 HNR 2010-04-07 23:21:21 返信 報告

strayさん、こんばんは。

このプロモは結構気に⼊っていますが、やはりすべて確認できているわけではないので価値が今
いちです…(笑)

 とりあえずあまり知られてはいないようですね。
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前の画像ほど貴重ではないと思いますが、3位にダウンした時のキャプチャもアップしますね。
やはりこちらも前のバージョンとは異なるようです。

 54秒の動画で、左上から数えて 5, 9-10, 14, 17-18が動画ですね。

⾃分が持っている「負けないで」のプロモは以上なので、他にあれば⾒てみたいですね(笑)

Re:昔の…
2795 選択 stray 2010-04-08 20:48:18 返信 報告

HNRさん、こんばんは。

3位の連続キャプ画、どうもありがとうございます。
 またまた⾒かけない画像（映像）が写ってますね︕

 左上から9枚⽬、10枚⽬を⼤きくキャプってもらえませんでしょうか。
 これは「眠れない夜を・・・」PVの別⾓度映像なのか︖

1位〜4位まで出揃いましたし、5位以下は10秒程度でしょうから
 これだけ⾒れたら私は満⾜です（笑）。

Re:昔の…
2797 選択 ドルチェ 2010-04-08 21:51:23 返信 報告

Ａｋｉさん、ストちゃん、HNRさん、みなさんこんばんは。

なにやら、ストちゃんとHNRさんがCD100の「負けないで」のときの連続キャプ画をアップしてくだ
さってますね︕

 HNRさん、所⻑サンの必殺技を使っての動画アップ ありがとうございました（笑）
 やっぱり、#2749は#2773を正⾯から撮ったものですよね〜。雰囲気もピッタリですよね。

> #2740は、AL『forever you』ブックレットの「I'm in love」ページ写真の別ショットのようで
す。 

 ん︖AL『OH MY LOVE』ブックレットの「来年の夏も」ページの写真（添付画像）じゃなくて︖︖
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「負けないで」プロモの中の動画部分は、ほとんどが「眠れない夜を抱いて」PVからのようですね。泉⽔さん、本当に楽
しそうに歌ってますよね。

Re:昔の…
2798 選択 stray 2010-04-08 22:12:48 返信 報告

ドルちゃん、こんばんは。

#2797は[2741]の別ショットで、
 これ（AL『forever you』ブックレットの「I'm in love」ページ）は

 [2740]の室内で撮ったものじゃなかろうか、ってことです。
 ⽩い柱と、泉⽔さんのシャツが同じだと思うけど、違うかっ︕︖（笑）

Re:昔の…
2800 選択 HNR 2010-04-08 22:48:32 返信 報告

strayさん、こんばんは。

> これは「眠れない夜を・・・」PVの別⾓度映像なのか︖

「眠れない夜を抱いて」だとシャツの裾を出していますが、間奏後(3分10秒くらい)のサビでほ
んのワンシーンだけ裾をしまっている映像がありますね︕︕その別⾓度映像なのか︖ということ
ですね♪

> 1位〜4位まで出揃いましたし、5位以下は10秒程度でしょうから 
 欲深いので全部⾒たいです(笑)

 1位はstrayさんが貰っていらっしゃるということですか︖

Re:昔の…
2801 選択 HNR 2010-04-08 22:58:27 返信 報告
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ドルチェさん、こんばんは。

> HNRさん、所⻑サンの必殺技を使っての動画アップ ありがとうございました（笑）

いえいえ、必殺技なんですね(笑)
 ⾃分もこのようなソフトは知らなかったのでありがたかったです。

> やっぱり、#2749は#2773を正⾯から撮ったものですよね〜。雰囲気もピッタリですよね。

実は#2749のプロモの最初の約0.2秒間にこんなシーンが隠れています。こっちの⽅がより#2773に近いと思うのです
が…どうでしょうか︖

Re:昔の…
2804 選択 stray 2010-04-08 23:13:34 返信 報告

HNRさん、こんばんは。

早速リクエストに応えていただき（笑）、ありがとうございます。
 「眠れない夜を・・・」PVに、シャツを中に⼊れたシーンがあったんですね︕

 初めて気付きました（笑）。別テイクなのかも知れませんね。
 シャツを中に⼊れると”おとなしい”ってことで 撮り直したのかも・・・

> 1位はstrayさんが貰っていらっしゃるということですか︖ 
 いえいえ、[2779]が1位の映像じゃないんですか︖（笑）

Re:昔の…
2807 選択 ドルチェ 2010-04-09 00:07:31 返信 報告

ストちゃん、HNRさん こんばんは。

> #2797は[2741]の別ショットで、 
 #2797も#2740の別ショットだと思いますよ〜。泉⽔さんの髪型がそっくりなんですよ。

> これ（AL『forever you』ブックレットの「I'm in love」ページ）は 
 >  [2740]の室内で撮ったものじゃなかろうか、ってことです。 
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> ⽩い柱と、泉⽔さんのシャツが同じだと思うけど、違うかっ︕︖（笑） 
なるほど〜。#2740の泉⽔さんのシャツは淡いイエローだと思うんだけど、どうかなぁ・・（笑）

Re:昔の…
2808 選択 ドルチェ 2010-04-09 00:41:39 返信 報告

ストちゃん、HNRさん まだ続きまーす。

> 実は#2749のプロモの最初の約0.2秒間にこんなシーンが隠れています。 
 > こっちの⽅がより#2773に近いと思うのですが…どうでしょうか︖ 

 これ、ちゃんと⾒ましたよ〜♪ 確かに、⼿前に紙コップも映っているし、こっちの⽅
が#2773に近いですよね︕

「眠れない夜を抱いて」PVは、Tシャツをinしたりoutしたり、サングラスをかけたり頭の上にonしたり、
 また別のスタジオかで髪を下ろしていたりと、これまたごちゃ混ぜな映像ですよね。

んで、ひとつ思い出したことが・・
 前にストちゃん所⻑とも話したことがあったのですが、

 「IN MY ARMS TONIGHT」PVの中にも「眠れない夜を..」PVの時の別⾓度の映像がカットインされているんですよ。
 ttp://www.youtube.com/watch?v=wzh_RCFF82A&feature=related

 添付したPV画像の、左側は髪を結んで歌っているときの映像の帽⼦をかぶっているバージョン。
 そして右側のものは、#2749や#2773と絶対同じ映像だと思います︕

 昔から、かなり⾊んな映像を⾊んなPVに使いまわしていたんですね（笑）
 関係ないですけど、「IN MY ARMS TONIGHT」PVの前奏のときに映る、
 ゆるいウエーブ髪の泉⽔さんの表情を⾒ると、なんだかキュンと切なくなります。

Re:昔の…
2815 選択 stray 2010-04-09 22:24:06 返信 報告

ドルちゃん、こんばんは。
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> #2797も#2740の別ショットだと思いますよ〜。泉⽔さんの髪型がそっくりなんですよ。 
うん、間違いないでしょう。ところで#2807左側の写真はどこから持ってきたの︖

 [2740]って既出の映像だっけ︖（笑）

[2808]右側は、#2749や#2773と同じ映像ですね。
 紙コップ・ラジカセは映ってませんが、灰⽫が同じです。

 泉⽔さんが右⼿⼈差し指と薬指に２個リングを嵌めていますが、
 このリングからいろんなことが分かってきました。

つづく（笑）
 

Re:昔の…
2816 選択 stray 2010-04-09 22:39:23 返信 報告

「君がいない」PVは、３つの映像から成っています。

１つは、Screen Harmony ポスターの⿊服（左）、
 もう１つが、”ZARDはバンドです︕”をアピールするためのシーン（笑）（右）。

右の泉⽔さんは上で書いたように、指輪を２個嵌めています。
 左の泉⽔さんは、薬指に１つだけです。

Re:昔の…
2817 選択 stray 2010-04-09 22:50:41 返信 報告

３つ⽬が、このシーンですが、指輪の有無は確認できません。

左側の泉⽔さんは、ドルちゃんが”キュン”と切なくなるという
 「IN MY ARMS TONIGHT」PVの前奏の映像と似ています。

Re:昔の…
2818 選択 stray 2010-04-09 22:55:04 返信 報告
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「IN MY ARMS TONIGHT」PVのキャプチャと⽐べてみました。

 親切だなぁ、私って（笑）。

「IN MY ARMS TONIGHT」は、後にも先にもこの時限りの
 ウェーブ髪が特徴ですが、「君がいない」PVにも

 ウェーブの名残があるように⾒えます。

Re:昔の…
2819 選択 stray 2010-04-09 23:02:33 返信 報告

「眠れない夜・・・」PVに「君がいない」の１シーンが映っているということは、
 「君がいない」PV映像の１つは、1992年8⽉以前に撮影されたものということになり、

 その頃、泉⽔さんは右⼿に２個指輪を嵌めています。

ちなみにＭステ初登場（1992.8.7）時は、
 右⼿中指と左⼿中指にそれぞれ指輪を嵌めていました。

Re:昔の…
2820 選択 stray 2010-04-09 23:11:14 返信 報告

これはＭステ４回⽬（1992.10.16）の登場で、
 「IN MY ARMS TONIGHT」を歌う泉⽔さんです。

髪をアップにしているので分かりづらいですが、
 後ろ髪はかなりきつくウェーブがかかっています。

指輪は、右⼿にも左⼿にも嵌めていません。

Re:昔の…
2821 選択 stray 2010-04-09 23:22:27 返信 報告
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と、ここまで書いて気づいたのですが、
最後のＭステ（1993.2.5）では、再び指輪を嵌めてるんですね（笑）。

指輪の数、有無から撮影時期を割り出すという私の⽬論みは
 ⾒事に破たんしたので、これにてお終い︕（笑）

Re:昔の…
2822 選択 stray 2010-04-09 23:29:51 返信 報告

おまけ

MJ（1992.10.28）出演時の映像から。
 「IN MY ARMS TONIGHT」PVのウェーブに良く似ています。

訳が分からなくってきました。
 寝ます（笑）。

Re:昔の…
2854 選択 HNR 2010-04-13 22:57:28 返信 報告

strayさん、ドルチェさん、皆さん、こんばんは。

> いえいえ、[2779]が1位の映像じゃないんですか︖（笑）

すみませんが違います…(汗)
 ⾃分でもいつ放送されたものかわかりません∑(;￣□￣)

あと休み中にHDDを探索した結果、「もう少し あと少し…」のPVで#2794に近いシーンがあ
りました。

 ラジカセに隠れて泉⽔さんが⾒えにくくなっているのが残念です…

Re:昔の…
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2855 選択 HNR 2010-04-14 02:07:21 返信 報告

追記︓

[2798]の別ショットもあったので掲載します♪
 鍵盤が特徴的なので多分同じじゃないかと。

 そうすると#2740と左の画像の服が似ているため、#2798と#2740は別ショットになるのではない
でしょうか︖

 ちなみにこれも「もう少し あと少し…」の映像ですね。

なんかハマってきましたね(笑

Re:昔の…
2857 選択 stray 2010-04-14 12:42:22 返信 報告

HNRさん、皆さん、こんにちは。

今⽇は寒いですね︕ 私のところは吹雪です（笑）。

> > いえいえ、[2779]が1位の映像じゃないんですか︖（笑） 
 > すみませんが違います…(汗) 

 > ⾃分でもいつ放送されたものかわかりません∑(;￣□￣)

そうですか、でも4位以下は映像が短めなので、1〜3位の映像だと思います。
 上昇時なのか下降時なのか、放送⽇からだいたい予測つくかも知れません。

> あと休み中にHDDを探索した結果、「もう少し あと少し…」のPVで#2794に近いシーンがありました。

残念ながら「もう少し あと少し…」PVの[2854]はまったく別ものです。
 1993年7⽉に「K’sスタジオ」というところで撮られたものです。

Re:昔の…
2858 選択 stray 2010-04-14 12:47:27 返信 報告

https://bbsee.info/newbbs/id/2734.html?edt=on&rid=2855
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=2855
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/1a6727711b84fd1efbb87fc565199d13.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id2798.html
https://bbsee.info/newbbs/id/2734.html?edt=on&rid=2857
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=2857
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/4491777b1aa8b5b32c2e8666dbe1a495.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id2779.html
https://bbsee.info/newbbs/id2854.html
https://bbsee.info/newbbs/id/2734.html?edt=on&rid=2858
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=2858
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/42a6845a557bef704ad8ac9cb4461d43.jpg


「K’sスタジオ」は、おそらく北品川のK’sスタジオで、
「もう少し あと少し…」のジャケ写も撮られた場所です。

今も北品川にK’sスタジオがありますが、
 スタジオ内部は当時と様⼦が違っているのでなんとも⾔えません・・・

Re:昔の…
2859 選択 stray 2010-04-14 12:53:40 返信 報告

> [2798]の別ショットもあったので掲載します♪ 
 > 鍵盤が特徴的なので多分同じじゃないかと。

これも残念ながら違います（笑）。
 [2798]は襟のある綿シャツですが、[2855]はカーディガンです。

 1993年8⽉に南⻘⼭のスタジオで撮られたもので、
 AL『Brezza・・・』の特典DVDに鮮明な映像が収録されています。

 

Re:昔の…
2860 選択 stray 2010-04-14 12:55:32 返信 報告

 
> なんかハマってきましたね(笑

ZARDのPVは使い回しが多くて奥が深いですから
 どんどんハマって下さい（笑）。

「もう少し あと少し…」PVの連続キャプを上げておきます。

Re:昔の…
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2866 選択 HNR 2010-04-14 22:10:08 返信 報告

strayさん、こんばんは。

全然違うものなんですねぇ〜調査の内容が浅くてすみません。
 ⾃分も訳がわからなくなってきました(笑)

> そうですか、でも4位以下は映像が短めなので、1〜3位の映像だと思います。 
 > 上昇時なのか下降時なのか、放送⽇からだいたい予測つくかも知れません。

順位がまったく書かれていないので新曲紹介のようなものだと思っていました。
現在のCDTVも新曲紹介の時にPVとは別の映像を使⽤する場合もあるので。

Re:昔の…
2868 選択 stray 2010-04-15 12:29:49 返信 報告

HNRさん、こんにちは。

なるほど、新曲紹介のプロモかもしれませんね。

北品川の K's Studio は改装されてしまったのか︖
 http://www.k21.st/

⽩い階段が同じもののように⾒えるのですが、左側の装飾⼿摺がないし・・・
 

Re:昔の…
2869 選択 Ａｋｉ 2010-04-15 16:56:12 返信 報告

> なるほど、新曲紹介のプロモかもしれませんね。 
  「ＣＤ１００」には新曲紹介映像はありませんでした。（例外として、⾳源だけでは９２年カールスモーキー⽯井・松

任⾕由実「愛のＷＡＶＥ」・映像紹介ではＵＳＥＤ ＢＥ Ａ ＣＨＩＬＤ「僕らが⽣まれたあの⽇のように」の２曲の
み・この２曲はレコード会社が２社・３社からリリースの為、ＣＤ１００では「例外」として扱われたと⾔う情報）

ＣＤ１００の「新譜紹介」はテロップだけでした。（「負けないで」の頃は１時間番組に４組（番組開始当初は２組だっ
たのに）も居たので１曲の紹介が短くなっていました）
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ＣＤ１００で「負けないで」は
初登場２位（１コーラス）・３位「ふとした〜最後まで⾛り抜けて」まで・２位「パステルカラー〜遥かな夢を」まで
（このときの映像はかなり短い）・１位（再び１コーラス）・２位（３位︖）に下がり（この週はあまり覚えていませ
ん…）、４位… （ランキング表⽰は短い時もありました。）

  他には、番組冒頭で「先週のＴＯＰ３おさらい」がありましたがナレーションも⼊りましたし、時間もそんなに⻑くは
なかったと想います。更には提供クレジットが表⽰されてしまいます。

Re:昔の…
2870 選択 stray 2010-04-15 18:40:08 返信 報告

Ａｋｉさん、↑の順位はＡｋｉさんの記憶︖ それとも当時の記録があるのですか︖
 YouTube1に、3/13（4位）と 3/27（7位）の映像があるので、4位と7位の間に１週⼊るみたいですが、

 それにしても凄い記憶ですね。

私が持ってる２位の映像[2780]は「１コーラス」なので、たぶん初登場２位のものでしょう。

HNRさんお持ちの３位の映像[2790]が 3/6で、
 順位の⼊っていない42秒の映像は 2/28（1位）の映像だけども、頭が切れているのではないでしょうか。

 「ふとした〜最後まで⾛り抜けて」（2/14、3位）だと38秒くらいの映像になるはずです。

以下、私の推測を時系列順にまとめてみました（笑）。

2/7   ２位「１コーラス」 54秒 http://www.youtube.com/watch?v=ysppZjn0-Lw
 2/14 ３位「ふとした〜最後まで⾛り抜けて」

 2/21 ２位「パステルカラー〜遥かな夢を」まで（このときの映像はかなり短い）
 2/28 １位「１コーラス」[2779] 42秒（頭切れ）

 3/6   ３位 [2790]  54秒
3/13 ４位 13秒 http://www.youtube.com/watch?v=d0nLe-nqmFQ&feature=related

 3/20 ︖位
 3/27 ７位 7秒 http://www.youtube.com/watch?v=BiASGQ3-BCQ

HNRさん︕
 [2779]の連続キャプの１枚⽬ですが、プロモの頭の映像としては変です。
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（２つの映像を重ねるのは、映像切り替え時に使う⼿法なので）
[2779]と[2790]の「歌い出し〜歌い終わり」を教えてもらえないでしょうか。

Re:昔の…
2871 選択 Miho 2010-04-15 20:06:48 返信 報告

皆さんこんばんは☆︕
 お元気ですか︖

 Mihoです(>_<)ﾉｼ
 素敵な泉⽔さんいっぱいありますね（●＾o＾●）

 どれも私の⽣まれる前の映像ばっかりです(笑)
 1993年ってなんだか私の中でのZARDYEARなんですよね☆︕

 ⾃分いつももう少し早く⽣まれていればなぁって思います。

なんか全然関係ないコメントでしたね。
 ごめんなさい。

 けど泉⽔さん素敵だったもので・・・❤

でわでわ♪

Re:昔の…
2872 選択 stray 2010-04-15 20:16:02 返信 報告

当時のオリコン誌がありました。
 1993.3.15のランキングで「負けないで」は４位、

 前週は２位となっていて、登場回数６回ですから
 初登場は 2/9ということになります。

このランキングは 3/13のCD100のランキングに相当するようですが、
 若⼲順位が違っているところを⾒ると、CD売り上げ＋αのランキングだったようです。

 ちなみにCD100の放送は⼟曜⽇、オリコンの集計発表は⽉曜⽇なので、
 オリコンのランキングを２⽇先取りしていたことになります。
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ウィキによると、「突然バラエティー速報!!COUNT DOWN100」が
正式な番組名だったようです。⻑っ︕（笑）

 「http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AA%81%E7%84%B6%E3%83%90%E3%83%A9%E3%82%A8%E3%8
3%86%E3%82%A3%E3%83%BC%E9%80%9F%E5%A0%B1!!COUNT_DOWN100

順位アップが⾚丸で、ダウンはの⻘丸で区別していたようなので、
 [2740]は⻘丸で合ってるとして、

 [2790]の⾚丸は、おかしいですね（笑）。

Re:昔の…
2874 選択 stray 2010-04-15 20:40:05 返信 報告

Mihoさん、こんばんは〜。

Mihoさんが⽣まれる前の話題でしたか（笑）。
 1993年は、

  ＣＤトータルセールスＮｏ．１
  アルバム売り上げ（揺れる想い）Ｎｏ．１

 を獲得した年なので、事実ZARDYEARだったんですよ。

泉⽔さんも1993年に撮った映像・写真が最⾼に美しいですね︕

Re:昔の…
2877 選択 HNR 2010-04-16 00:02:19 返信 報告

ちょっと⼀休み。

CDTV1周年記念の年間ランキングの映像もありました。
 集計はCDTVの放送が始まった3⽉から1年のようで「負けないで」は88位となっております♪

 映像時間は7秒で静⽌画2枚の構成です。
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Re:昔の…
2878 選択 HNR 2010-04-16 01:39:57 返信 報告

Akiさん、strayさん、Mihoさん、皆さん、こんばんは。

*Akiさん*

はじめまして。
 ⾃分は当時の⾳楽番組はよく知りませんが、17年も前のランキングを覚えているなんてすごいです☆

 さすがにZARDファンには⾊んな⽅がいらっしゃいますね♪
 是⾮とも当時のことをもっと伺いたいです(^o^)/☆

*strayさん*

改めて「[2779]負けないで（42秒※)」を切り出した元データ（10分）を調べてみたら、
 他の楽曲も微妙に変な切り⽅をされているようで…

 切り出したZARDの動画しか⾒ていなかったのでうっかりです(笑)

strayさんがお持ちの2位の動画ですが「パステルカラー」の部分から”2位”という表記が消えていますね。
 [2779]（42秒※）のプロモは「パステル〜遥かな夢を」までなので順位が表記された部分を消した可能性が⾼いです。

 そうすると2位の時のパターンから想像するに元々は「ふとした〜遥かな夢を」となり、2⽉14⽇、21⽇と歌詞の範囲が異
なるので

 staryさんがおっしゃる通り1位の可能性が⾼いですね。

2⽉14⽇と21⽇の動画が確認できれば良いのですが…(汗)

それにしても内容がおもしろ過ぎて⽬がパチパチですよぉ〜
 今⽇の仕事はどうなることやら…「負けないで」の魅⼒は罪ですねぇ〜(笑)

ちなみに[2790]は46秒で歌詞は「ふとした〜⼼はそばにいるわ」です。

※VLCとWMPで再⽣時間が異なっていたので WMP(Windows Media Player)に統⼀しました。
なので[2779]は実際は37秒です。お騒がせしましたm(_ _)m

*Mihoさん*
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はじめまして。
93年が⽣前なんてかなり若いですねぇ〜☆
⾃分も、もう少し早く⽣まれていれば初期のZARDを知ることができたのにと思ったりしています(笑)

Re:昔の…
2879 選択 Ａｋｉ 2010-04-16 02:34:39 返信 報告

> Ａｋｉさん、↑の順位はＡｋｉさんの記憶︖ それとも当時の記録があるのですか︖

 ２⽉７⽇から２⽉２８⽇は録画しました。（３⽉６⽇のランキングは私も⾒逃してしまってどのような映像なのかは解
りません。）

 オリコンの「⾚丸」はランクが下がっても売上が前週より伸びた場合つきます。

Ｈ Ｎ Ｒさん Ｍｉｈｏさんはじめまして。
  ９３年は私もまだまだ⼩学⽣で、テープも当時は⾼く３倍モードで重ね撮りをするしか⼿法が無く、画質は相当酷いも

のとなってしまっています。
 

Re:昔の…
2880 選択 HNR 2010-04-16 02:58:56 返信 報告

*Akiさん*

こんばんは♪
 私も93年は⼩学⽣だったのでそんなに年齢は離れていないみたいですね。

 ZARDファンになったのは「負けないで」よりずっと後なのでこの頃の記憶はまったくありません(爆)
 この頃のランキングならZARDよりも先にヒットしたB'z、T-BOLAN、WANDSのファンが持っていそうですね。

 まだ画像がアップされていないバージョンを是⾮⾒てみたいです(笑)

Re:昔の…
2884 選択 stray 2010-04-16 12:38:25 返信 報告

HNRさん、こんにちは。
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夜中のご報告どうもありがとうございます（笑）。
HNRさんがお持ちの「謎」の映像は（笑）、

 誰かが順位を消して編集した可能性が⾼いですね。
 「〜遥かな夢を」で終わっているのであれば、

 元は１コーラスだったと考えられるので、
 [2779]を１位にしちゃいましょう︕（笑）

また新たな謎を発⾒してしまいました（笑）。
 YouTubeで２位の映像を⾒つけたのですが、私が持ってる２位と違うんです（笑）。

 37秒の映像で、歌詞は「ふとした〜最後まで⾛り抜けて」です。
 後ろを切った可能性も考えたのですが、順位の丸が[2780]と違うのと

 １位の曲が「がじゃいも」なので、これが初登場（2/7）２位の映像だと思われます。
 http://www.youtube.com/watch?v=643BzzET2yk

私の２位はいつのものなんでしょう（笑）。

 
 Ａｋｉさん、こんにちは。

録画されたビデオテープをまだお持ちなのであれば、
 私とHNRさんの映像と合致するものがあるかどうか調べて下さい（笑）。

Re:昔の…
2887 選択 stray 2010-04-16 19:24:46 返信 報告

皆さんこんばんは。

CD100 2/6 の初登場曲は
1位「がじゃいも」、2位「負けないで」、5位「ぼくたちの失敗」、

 6位「Cry For The Moon」、9位「渡良瀬橋」、「11位「You and I」
 で、いずれも順位の⾚丸にヒゲが⽣えていて太陽みたくなっているので、

 [2884]は２位初登場時で間違いないです。
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私が持ってる２位[2780]は（笑）、順位が⾚丸＝ランクアップ時ですから、
必然的に 2/20の２位ということになりますが、

 Ａｋｉさん、異議ありますでしょうか（笑）。

これまでのまとめです。
 ※CD100は #21（1993/3/27）が最終回で、4/7からCDTVがスタート

オリコン順位 売上枚数   CD100順位
 （2/ 8） ２位 192,830  #14（2/ 6） ２位 「ふとした〜最後まで⾛り抜けて」 37秒 http://www.youtube.co

m/watch?v=643BzzET2yk
 （2/15）３位 209,190  #15（2/13）３位 「ふとした〜⼼はそばにいるわ」 [2790] 46秒

 （2/22）２位 192,770  #16（2/20）２位 「１コーラス」[2780] 54秒 http://www.youtube.com/watch?
v=ysppZjn0-Lw

 （3/ 1） １位 206,910  #17（2/27）１位 「１コーラス」[2779]（頭切れ）
 （3/ 8） ２位 172,350  #18（3/ 6） ︖位  

 （3/15）４位 136,890  #19（3/13）４位  13秒 http://www.youtube.com/watch?v=d0nLe-nqmFQ&fea
ture=related

 （3/22）５位 127,530  #20（3/20）︖位 
 （3/29）７位   97,250  #21（3/27）７位  7秒 http://www.youtube.com/watch?v=BiASGQ3-BCQ

 

Re:昔の…
2889 選択 Ａｋｉ 2010-04-16 22:16:50 返信 報告

> また新たな謎を発⾒してしまいました（笑）。 
 > YouTubeで２位の映像を⾒つけたのですが、私が持ってる２位と違うんです（笑）。 

いえ、同じ映像です（笑）この週のＹｏｕｔｕｂｅの「負けないで」は途中で切れています。２位「負けないで」（初登
場の「負けないで」は１コーラスあります）

 （太陽マークは「初登場」を意味するので１回だけです。）
  Ｙｏｕｔｕｂｅのほうはまさか３０位〜１位がこんなに⻑いとは思わなかったのでしょうね（苦笑）約１０分を⼤幅に

上回る可能性があったのだと想います。９２年の終わり〜９３年の初めに掛けて実験的にＴＯＰ３に⼊らなくてもロング
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ヴァージョンで流す（星マークが付いている）作品もありました。（おそらくレコード会社の⼒関係︖）
（初登場は太陽マーク⾚⾊・上昇時はピンク⾊・ダウンは⽔⾊・キープは⻩⾊です）

> 録画されたビデオテープをまだお持ちなのであれば、 
 > 私とHNRさんの映像と合致するものがあるかどうか調べて下さい（笑）。 

  確か初登場２位の時と翌週３位にダウンの時は写真だけだったと想います。
  そして再浮上の２位（２⽉２０⽇）（「パステルカラー〜遥かな夢を〜」まで）の時から少しだけスローモーション映

像 
  １位（２⽉２７⽇）上昇の時は１コーラス。

 「２７７９」はスローモーションがあるので、２位再浮上時か１位上昇時の映像かと想います。
 （「２７９０」はおそらく１位から下がった時︖私も１位の次はダウンしたのは解るのですが、何位だったか２位か３位

だったのですけれど…）

Re:昔の…
2891 選択 stray 2010-04-16 23:02:02 返信 報告

Ａｋｉさん、こんばんは。

な〜るほど、やっぱり[2884]は編集（後ろをカット）してあるんですね︕
 これは、[2780]連続キャプ画の１枚⽬と、後ろ１０枚をカットしたものです。

Re:昔の…
2892 選択 stray 2010-04-16 23:04:30 返信 報告

 
で、これが[2884]YouTubeの連続キャプ画。

まったく同じでした（笑）。
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Re:昔の…
2893 選択 stray 2010-04-16 23:15:15 返信 報告

問題は HNRさんの[2790]です（笑）。

初登場２位→３位は、ランクダウンしてますが売り上げは増えているので
 ⾚丸でよいのかも知れませんが、Ａｋｉさんの記録と異なりますね。

１位→３位の映像だとすると、ランクも売り上げも下がっているので、
 制作ミスがなければ、これはあり得ないですよね。

４位（3/13）→︖位（3/20）が、オリコンランキグとは逆に
 ３位に盛り返したとすれば、強引ですが（笑）あり得るかなと。

 

Re:昔の…
2895 選択 Ａｋｉ 2010-04-16 23:42:38 返信 報告

> 問題は HNRさんの[2790]です（笑）。 
 > 初登場２位→３位は、ランクダウンしてますが売り上げは増えているので 

 > ⾚丸でよいのかも知れませんが、Ａｋｉさんの記録と異なりますね。

「２７９０」は２位から３位に下がった時かな︖（ＤＶＤの映像がどこかに紛れてしまって…不確かでスミマセン（汗））
  ２週⽬の映像が写真だけだと私が勘違いしていただけですね…

 ttp://www.musictvprogram.com/index-2.html
 こちらでオリコンを確認すると、「ＴＨＥ⻁舞⻯」の最⾼ランキングは３位なので、ＺＡＲＤは１位を獲った翌週はやは
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り２位ですね。
４位以降はじわじわと下降線でしたので、再浮上はＣＤ１００の間はありませんでした。

Re:昔の…
2897 選択 Ａｋｉ 2010-04-17 03:27:22 返信 報告

> > 問題は HNRさんの[2790]です（笑）。 
 これは初登場２位の次の週の３位にランクダウンしたときのものです。（先ほど確認いたしました）。（てっきり３位の

時は動画がないと思い込んでしまっていました。）

 「２７７９」の画像は恐らく１位の時（頭切れ）かと想います。私の持っている映像では１位の映像の可能性が⾼いで
す。

  違いは「２７８０」の初登場２位のラストの画像で右横に「ＺＡＲＤ」のロゴがあります。
  （再浮上２位の時もラストの画像で右横に「ＺＡＲＤ」のロゴがあります）（３位に下がった時はサビ途中で映像が終

わっている為、ラストの画像にはなりません）
 １位になった時には右横に「ＺＡＲＤ」のロゴが無いのが特徴です。「２７７９」のラスト画像には右横に「ＺＡＲＤ」

のロゴが無い為、１位の可能性が⾼いです。
 （翌週の２位の時のは映像⾃体私は持っていないので確認できませんが（汗））

Re:昔の…
2905 選択 stray 2010-04-17 13:48:41 返信 報告

Ａｋｉさん、映像検証どうもありがとうございました。
 謎がほぼ解けましたね（笑）。

”ほぼ”と書いたのは、[2800]の存在です。

⻘丸（ランクダウン）で３位の映像ですが、１位の次が２位だとすると、
 当て嵌まるピースがなくなってしまいます（笑）。

HNRさん︕
 [2800]の映像もお持ちなのでしょうか︖
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あったら連続キャプをお願いします︕

Re:昔の…
2906 選択 Ａｋｉ 2010-04-17 18:13:16 返信 報告

> ”ほぼ”と書いたのは、[2800]の存在です。 
> ⻘丸（ランクダウン）で３位の映像ですが、１位の次が２位だとすると、 

 > 当て嵌まるピースがなくなってしまいます（笑）。

93年3⽉13⽇（負けないで）
 http://www.youtube.com/watch?v=d0nLe-nqmFQ&feature=related

  このランキング（３⽉１３⽇）４位にダウン。１位を獲ったのは、この前々週。
 ３⽉１３⽇

 ４位「ＺＡＲＤ」（ダウン）
 ３位「ＴＨＥ⻁舞⻯」（キープ）

 ２位「ＷＡＮＤＳ」（ダウン）
 １位「ＣＨＡＧＥ＆ＡＳＫＡ（初登場）

つまり、この前の週３⽉６⽇（私は映像を持っていませんが）３位「ＴＨＥ⻁舞⻯」
 ２位「ＺＡＲＤ」（ダウン）

 １位「ＷＡＮＤＳ」（初登場）にしかなりません。
 （３⽉６⽇よりも１週前でＺＡＲＤが１位になりました。）

（ＣＤ１００でも３位は１回ということになります。）

Re:昔の…
2907 選択 stray 2010-04-17 19:00:54 返信 報告

Ａｋｉさん
 ＴＨＥ⻁舞⻯の順位推移から１位→２位は理解できますが、

 ３位が１回だけ（2/13）だとすると、
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この２つの３位（[2790]⾚丸、[2800]⻘丸）は
どう理解したらよいの︖ということなのです。

Re:昔の…
2908 選択 Ａｋｉ 2010-04-17 21:45:02 返信 報告

> ３位が１回だけ（2/13）だとすると、 
 > この２つの３位（[2790]⾚丸、[2800]⻘丸）は 

 > どう理解したらよいの︖ということなのです。

 ＣＤ１００ではオリコンと違い、ランク表⽰はシンプルで、ランキングが下がれば⻘丸（ランクダウン）表⽰になりま
す。（ランキングが下がって売上が前週より伸びてもオリコンのように⾚丸にはなりません）

Re:昔の…
2909 選択 Miho 2010-04-17 21:45:12 返信 報告

>HNRさん>Akiさん>strayさん

1993年が⽣まれる前じゃなくて、
 1993年に⽣まれました(笑)

 なんか気になって、少し訂正します(笑)
 ちなみに1993年の7⽉です(笑)︕

 どうでもいいですけど・・・

Re:昔の…
2912 選択 stray 2010-04-17 22:47:22 返信 報告

Ａｋｉさん
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ようやく理解できました（笑）。
[2790]の炎のような⾚丸は、”今週の第３位︕”という前フリで（笑）、

 [2790]と[2800]は同じ回のものなんですね。
 失礼しました。全解決ですのでこれからまとめます。

Re:昔の…
2913 選択 stray 2010-04-17 23:07:05 返信 報告

まとめです。
 登場８回のうち、５回分のプロモ映像が判明したことになります。

 ⻑かったですね（笑）、このスレに参加された皆さん、ご苦労さまでした。

#14（2/ 6） ２位（初） 「１コーラス」 54秒 [2780] 
              http://www.youtube.com/watch?v=ysppZjn0-Lw

 #15（2/13） ３位（↓） 「ふとした〜⼼はそばにいるわ」 46秒 [2790]
 #16（2/20） ２位（↑） 「パステルカラー〜遥かな夢を」少しだけスローモーション映像

 #17（2/27） １位（↑） 「１コーラス」 [2779]（はじめの順位と後ろがカットされている）
 #18（3/ 6） ２位（↓）  

 #19（3/13） ４位（↓） 「負けないで〜⼼はそばにいるわ」 13秒 
              http://www.youtube.com/watch?v=d0nLe-nqmFQ&feature=related

 #20（3/20） ︖位（↓）
 #21（3/27） ７位（↓） 「負けないで〜⾛り抜けて」 7秒 

              http://www.youtube.com/watch?v=BiASGQ3-BCQ
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