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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

ZARD Screen Harmony DOJIMA
3286 選択 KOH 2010-05-15 12:43:25 返信 報告

いよいよですね︕
 今会場からレポートです︕

グッズが展⽰されたのでアップしますね〜︕
 １時から販売開始ですでに列が出来てる〜︕

Re:ZARD Screen Harmony DOJIMA
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3287 選択 PAN 2010-05-15 14:55:14 返信 報告

KOHさん、こんにちは︕︕
 ZARD Screen Harmony、堂島からのレポートありがとうございます︕

 グッズは購⼊されましたか︖
 もう開演の時間を待つばかりですね︕こちらまでワクワクしてきますよ（笑）

 コンサートの感想、楽しみに待っていますね〜︕︕
 

Re:ZARD Screen Harmony DOJIMA
3289 選択 stray 2010-05-15 15:16:13 返信 報告

KOHさん、PANさん、こんにちは︕

いよいよですね〜、今⽇の⼤阪はZARDブルーに晴れ渡っているとか。
 どんな未公開映像なんでしょうかねぇ、気になりますなぁ（笑）。

 KOHさん︕ レポートよろぴくね︕（笑）

今回のグッズは⽐較的安価で点数も少ないので、
 「全部下さい︕」と⼤⼈買いしたいところですね（笑）。

Re:ZARD Screen Harmony DOJIMA
3290 選択 皐 2010-05-15 15:32:48 返信 報告

KOHさん、PANさんに所⻑こんにちは〜︕
 お久しぶりです^^

ZARD Screen Harmony堂島から早速のレポートありがとうございます☆ﾐ
 めっちゃ嬉しい〜〜〜(o≧∇≦o)♪♪

 グッズはこういう⾵に展⽰されてるんですね…☆
 全部欲しい〜〜(笑)

 特に左上のシンプルなハートのやつ♡
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またレポート楽しみにしていますね︕︕
楽しんできてください(o^∇^o)ﾉｼ

帰ってきました︕︕
3301 選択 KOH 2010-05-15 19:30:03 返信 報告

雑になりますがレポートを・・。
 所⻑の⾔う通り今⽇の⼤阪はZARDブルーな晴天でした︕

 

Re:帰ってきました︕︕
3302 選択 KOH 2010-05-15 19:31:50 返信 報告

余裕を⾒て着きたいなぁ〜って思って⾏ったのですが
 少し早く着きすぎたみたいだったので周りを散策。

Re:帰ってきました︕︕
3303 選択 KOH 2010-05-15 19:33:33 返信 報告

やっぱり当⽇になってもポスターは貼ってないなぁ〜︕︕
 ここにド〜ンと貼ってくれたらいいのに〜っ︕︕
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Re:帰ってきました︕︕
3304 選択 KOH 2010-05-15 19:35:51 返信 報告

窓からスタッフの⼈が⾒えました︕︕
 ⽤意してくれてる⾒たいいですね︕

 （これって載せて良かったのかなぁ〜︖ダメだったら削除してください︕︕）

Re:帰ってきました︕︕
3305 選択 KOH 2010-05-15 19:41:41 返信 報告

そうこうしているうちにグッズの販売の列ができはじめたので並びました。
 結局13:15からの販売でしたね。

 今回は詩集や楽譜は無かったですね。グッズ以外でCD、書籍の⽅でアナログレコードは売っていまし
た。８㎝シングルも少し売っていたような・・。

Re:帰ってきました︕︕
3306 選択 KOH 2010-05-15 19:47:20 返信 報告
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その後しばらくしてスタッフが⼊場の列を作り出したので
並びました。

 まずは１００番ごとに区切って⼊場まで並ばせていました。
 それから⼊場前に番号順に呼び出して並びなおさせていました。

 

Re:帰ってきました︕︕
3307 選択 KOH 2010-05-15 19:54:54 返信 報告

で、いよいよ⼊場︕︕
 私は４３番だったので⽐較的早く⼊れたので結構いい席を

 キープできました︕︕
 上映前の会場ではいつものようにキース・ジャレットのライブCDが流れてましたね。

 

Re:帰ってきました︕︕
3308 選択 KOH 2010-05-15 20:00:46 返信 報告

で︕上映開始︕︕
 セットリストはこれです︕︕

 私的にはライブ映像を⾒に⾏ったと⾔うよりも
 泉⽔さんに会いに来れたと感じられたScreenHarmonyでした︕

Re:帰ってきました︕︕
3309 選択 KOH 2010-05-15 20:06:39 返信 報告

で、今回買ったグッズはこんだけ︕
 とても楽しめました︕︕

 つたないレポートですいませんでした︕︕
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あ︕それと未公開映像︕︕結構⼊ってましたよ︕︕
歌のパートではないのですが、私はそれが⾒れたのでかなり満⾜でした︕︕

 詳しくは書きませんからねっ︕︕(笑)

Re:帰ってきました︕︕
3310 選択 PAN 2010-05-15 20:56:42 返信 報告

所⻑、皐ちゃん、皆さん、こんばんは。
 KOHさん、お帰りなさい〜︕︕

 ZARD Screen Harmony、楽しめたようで良かったですね︕
 会場の堂島リバーフォーラムはいつもひっそりした感じなので
 やはりポスターくらい貼っていないと寂しいですよね︕（笑）
 グッズの⼀覧写真を⾒るとやはり欲しくなります（笑）

 雰囲気がとっても伝わってきました。コンサートレポート、
 ありがとうございました︕（笑）

 

Re:帰ってきました︕︕
3311 選択 stray 2010-05-15 21:07:33 返信 報告

KOHさん、こんばんは、お帰りなさい︕

いい天気ですね〜、さすが晴れ⼥です（笑）。
 しかし、いくら⾃前のホールだといっても、ポスターの１枚もないとは︕

 ⼈⼿不⾜︖ いや、⼈件費減らしかな（笑）。

> あ︕それと未公開映像︕︕結構⼊ってましたよ︕︕

ひょえ〜、予想が外れました（笑）。
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> 歌のパートではないのですが、私はそれが⾒れたのでかなり満⾜でした︕︕ 
> 詳しくは書きませんからねっ︕︕(笑)

いやいや、それを知りたいというか、そこを知りたいんだけど（笑）。
 どこか別の場所にこっそり書いておいてちょ︕（笑）

 

Re:帰ってきました︕︕
3313 選択 xs4ped 2010-05-15 22:35:33 返信 報告

KOHさん、皆さん、こんばんは。

堂島レポート有り難う御座います︕
 今⽇はZARDブルー(快晴)だった様で良かったですね。

 セットリストやグッズの画像も有り難う御座います。

> あ︕それと未公開映像︕︕結構⼊ってましたよ︕︕ 
 > 歌のパートではないのですが、私はそれが⾒れたのでかなり満⾜でした︕︕ 

 ⼀部じゃなかったんでしょうか︖
 未公開映像気になりますね〜

 MUSIC FOCUS#60 ZARD 特集で配信してくれないかな〜(願)

Re:ZARD Screen Harmony DOJIMA
3315 選択 カーディガン 2010-05-15 23:00:30 返信 報告

KOHさん、こんばんは︕
 堂島公演、トップバッターですね︕

 ⾒に⾏けてうらやましいです︕︕
 レポートお疲れさまでした︕

さて、堂島では今回の公演のポスターは全然なかったんですね。
 寂しい限りですねぇ。普通の映画でもポスターはあるんですけどね。

 公演期間も短いので、貼らなかったのか︖町⽥にはちゃんと貼っているのに。
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セットリストを⾒ると、あの感動をもう⼀度︕という曲がしっかり⼊っていますね。でも、サイリウムを振るわけにはい
かないですね^_^;

未公開映像があったんですか︕︕えぇっ、という感じですが。どのくらいあったのか気になります(^_-)-☆東京公演には
⾏かないつもりだったんですけど、⾏ってみたくなりました(^^♪どうしようかなぁ。soffioもまだ⾏きたい気もするし。
ちょっと考えてしまいますね。⾏ってみたくなりました。soffioは場所的にあまり便利でなく、ディナーは⼈が少なかった
と思います。何度か⾏きましたが、都⼼から遠かったので、soffioだけのために時間を割くのは⼤変だと実感していまし
た。今度はファンの想いを受け⽌めた店ができるといいんですけど。

来年の20周年コンサートは5⽉だそうで。2010年2⽉に20周年を迎えますというアナウンスだったので、2⽉だと勘違い
していたんですかね。5⽉でないと献花には似つかわしくないので、総合的に判断したということでしょうか。どちらでも
時期的にはいいんですけど、献花ができないのは寂しいですね。泉⽔さんはあまり⽬⽴ちたがらないんですけど、ファン
の気持ちを考えると献花の場も考えてほしいという気持ちはあるのでしょうね。ファンの⼀部の⾏動に⼼配はあります
が、今後の課題として考えてほしいようにも思います。

Re:帰ってきました︕︕
3317 選択 Ａｋｉ 2010-05-15 23:08:24 返信 報告

 レポート有難うございました。
  これがＤＶＤ化して欲しいですね。

Re:帰ってきました︕︕
3319 選択 KOH 2010-05-15 23:59:58 返信 報告

PANさん、所⻑、xs4pedさん カーディガンさん、Ａｋｉ
 さんこんばんはです︕

 コメントありがとうございます︕︕
 ポスターはホントになかったので寂しかったですね。

 当⽇なら⼤々的にバンバン貼ってるだろうなぁ〜って思ってたのに〜っ︕︕
 未公開映像、結構あったというと映画を観た⼈はえ〜と思うかもしれませんが、

 ⾒たことのある映像をナレーションや⾳楽がない状態で
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ドキュメントのように⾒れたことで私は嬉しかったです︕
それを省くとホントに⼀部なんじゃないでしょうか・・。

でもこれはＡｋｉさんの⾔うようにDVDでリリースして欲しい作品ですね︕︕

画像はパソコンキャリングバッグのアップです。

 

Re:帰ってきました︕︕
3323 選択 stray 2010-05-16 19:13:19 返信 報告

KOHさん、xs4pedさん、カーディガンさん、こんばんは。

> 未公開映像、結構あったというと映画を観た⼈はえ〜と思うかもしれませんが、 
 > ⾒たことのある映像をナレーションや⾳楽がない状態で 

 > ドキュメントのように⾒れたことで私は嬉しかったです︕ 
 > それを省くとホントに⼀部なんじゃないでしょうか・・。

う〜ん、さっぱり分かりまんが（笑）、⾏くべきか⾏かざるべきか、悩むなぁ（笑）。
 カーディガンさんも迷っているようですが（笑）、

 他サイトにもこれといった具体的な記述が⾒当たらないですね、困った（笑）。

KOHさん︕
 セットリストの２１曲の中で、映像が丸々⼊れ替わった曲はあるのですか︖

Re:帰ってきました︕︕
3327 選択 KOH 2010-05-17 02:39:30 返信 報告

所⻑、皆さんこんばんはです︕
 > KOHさん︕ 

 > セットリストの２１曲の中で、映像が丸々⼊れ替わった曲はあるのですか︖ 
 > 

 映像が丸々⼊れ替わった物って⾔うのは無かったと思います。
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基本は今までの映像だと思います。それを少し編集した感じかな︖
だからこれはっ︕︕っていうものは無かったと思います。

 わかりづらい説明ですいませんっ︕︕ 
 

KOHさん、レポありがとうございます︕
3328 選択 チョコレート 2010-05-17 08:49:02 返信 報告

KOHさん、Z研の皆さん、こんにちは︕
 ⼟曜⽇はフィルムコンサートの初⽇でしたね〜。KOHさんの⽣レポが届いていたなんて︕素晴らしいっ︕︕

 すっかり出遅れてしまってすみません。

今回のフィルムコンサートは、未公開映像がどうなのか︖そこが皆さんの⼀番の︖関⼼事だったと思いますが、KOHさん
情報では、新しい映像もあったようですね︕

 これは所⻑さん、迷っている場合じゃないのでは･･･(笑)。ぜひ、潜⼊捜査をお願いします︕

それにしても、KOHさん、参加できてうらやましい〜〜︕︕
 素敵な時間を過ごされたことが伝わってきました。

 さっそくの⽣レポ、ありがとうございました︕︕

私は今回も参加できる予定はありませんので･･･近い将来ブルーレイ化されることを祈っています(笑)。
 次回のフィルムコンサートに参加される⽅も、ぜひぜひ、レポートお願いしますね〜︕楽しみにしています。

Re:帰ってきました︕︕
3329 選択 suu 2010-05-17 09:07:14 返信 報告

KOHさん、所⻑さん、皆さん、おはようございます。

私も⼤阪に8時頃到着で参加して来ました。
 確かに何処にもポスターが貼って無かったですね。

 何ででしょう︖でも泉⽔さん輝いてました。^^
 15時の回はワクワクしながら⾒ていましたが19時の回は段々と

 盛り上がりを増しながら終了と成りました。
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会場⼊りする前にパン⼯場に⽴ち寄りました。
所⻑さんも知っている別荘のグループ11名と⼀緒の⾏動でしたのですぐ分かる感じでしたが数⼈の⽅に声をかけられまし
た。

 町⽥には、所⻑さんも来ると何処かに書いて有った気がするのですが私も後⽅の席ですよ^^
 ⾯がわれてますからすぐ分かってしまいますね。

 所⻑さんが観たそうな映像が有りましたよ(笑)

Re:ZARD Screen Harmony DOJIMA
3332 選択 ＭＩＳＯＲＡ 2010-05-17 16:09:42 返信 報告

KOHさん、皆さん、こんにちは（*^_^*）

⼤阪公演参加の皆様おつかれさまでした

私は開場ギリギリに着きグッズ販売に間に合わず終了後買うことにしました

順番待ちをしていると関係者⼊⼝にお着物姿の⽅がいたのでもしやお⺟様?と思ったりしたのですが…
(⼤阪まではこられないですよね)

順番待ちして会場⼊り

席は前回とだいたい同じ席で真ん中列の⼀番後ろの席をとりました前の席が開演前まで空いていたので⾒えやすいと思っ
たのですが最後にうまっちゃいました^_^;

どこまで公開して⼤丈夫ですか〜?
 楽しみが削減しちゃいますよね

会場の外は本当にシンプルでしたね
 お花とかもなく、グッズの展⽰だけでした

 舞台もコンサートの時みたいに装飾とかあるかと思ったのですが…シンプルでした
Screen Harmonyですもんね

 最初から最後まで皆さんゆっくりと⾒ていた感じですね

> 未公開映像、結構あったというと映画を観た⼈はえ〜と思うかもしれませんが、 
 > ⾒たことのある映像をナレーションや⾳楽がない状態で 
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> ドキュメントのように⾒れたことで私は嬉しかったです︕

情熱⼤陸の⾳楽が聞こえそうなドキュメントのようでしたね

少なくても未公開映像良かったですよ｡｡｡

⾃然な泉⽔さんに逢えて感動…

やはり前回と同じ、⽻⽥さんのピアノがバックで流れるところの映像では涙しちゃいそうでした(T_T)

愛が⾒えないの歌ってるシーンは今までにもあったのかなぁ記憶がありませんでしたが1曲通しで⾒てみたいです

「Don't you see!」良かったですよ︕(お楽しみに…)

最後に映画の予告のようにスクリーンには

…and

2011

と出てきました（*^_^*）
 楽しみですね ＺＡＲＤ ＹＥＡＲ

退場の時に『揺れる想い』のオルゴールが流れていました

終了後グッズを買いに向かいましたブースも⼩さかったですね。ショーケースはあったのかなぁ〜テーブルにグッズを並
べた感じだったような

ＣＤや書籍販売は特典もなくあまり買われている⽅はいなかったようです「ZARD Screen Harmony」のポスターが特典
だったら購⼊してたのにな…

Soffioオリジナルマグカップは、まだ残っていたのでよかったです。最後ですもんね
 1種類だけ購⼊予定でしたが2種類並んでるのをみると欲しくなってしまって買っちゃいました。

Ｔシャツも思ってたより⽣地もしっかりしていたので普段着⽤と保存⽤と購⼊しました

パンフレットは値段の割には…予想はしていたのですが^_^;

20周年に期待してます



P.S. strayさん「チョッキ」姿はありませんでしたが…
(笑)

 ○○○○○○姿はありましたよ

Re:帰ってきました︕︕
3333 選択 Ａｋｉ 2010-05-17 17:09:53 返信 報告

> で、今回買ったグッズはこんだけ︕ 
 > とても楽しめました︕︕

 クリアファイルの裏側が気になりますね…
  表側の柄しかＧｏｏｄｓサイトでは掲載されていないので…

  裏側が無地に近かったら、何か寂しい…

ネタばれ注意︕で
3334 選択 stray 2010-05-17 18:06:18 返信 報告

KOHさん、チョコさん、suuさん、ＭＩＳＯＲＡさん、こんにちは。

ＳＨは今後全国各地で上映される可能性があることと、
 恐らく来年（２０周年）、ＳＨがＤＶＤ化されるであろうとの読みがあるので

 交通費がチケット代の１０近くかかる私としては、そこまでして⾏く価値があるかどうか
 の⾒極めはとっても⼤事なのであります（笑）。

suuさん、ＭＩＳＯＲＡさん
 堂島公演お疲れさまでした。情報どうもありがとうございます。

 Ｚ研は情報発信サイトですから、ありのまま書いてもらってかまいません（笑）。
 ただし、投稿タイトルに「ネタばれ注意︕」を加えて下さい。

 読んだ⽅が悪いってことで・・・（笑）

他サイトや皆さんの情報を総合すると、「Don't you see!」に未公開映像があったようです。
以下は３回忌コンサートにおける私のメモですが、こられは今回の未公開映像では
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ありませんので、勘違いされている⼈は訂正告知をお願いします（笑）。

・⻩Ｔ、サングラス、屋上
 ・外⼈⼥３⼈と並んでウォーキング

 ・⿊ミニスカートで階段を駆け上がる
 ・壁にもたれてポーズ取る

 ・ＣＬ映像
 ・⿊キャミソール︖胸元にカメラズーム、⾊っぽい

「息もできない」にも、３回忌コンサート映像（泉⽔さんがジャガーから降りる）
 のつづきらしきシーンがあったとか・・・

「愛が⾒えない」に泉⽔さんが歌っているシーン有りですか・・・
 もしかして、「こんなにそばに居るのに」の⽩いＴシャツ姿じゃありません︖

 ２曲ともほぼ同時期のレコーディングだったようなので。
 「こんなに…」と同じ服装だとしたら、あまり嬉しくないかも（笑）。

> 情熱⼤陸の⾳楽が聞こえそうなドキュメントのようでしたね 
 > 少なくても未公開映像良かったですよ｡｡｡ 

 > ⾃然な泉⽔さんに逢えて感動…

情熱⼤陸⾵の密着ドキュメント映像︖
 ん〜、ますます訳分からなくなってきました（笑）。

 suuさんの「所⻑さんが観たそうな映像が有りましたよ(笑)」がこれでしょうか（笑）。
 ぜんぜん想像も付きませんが、どうやらこの映像がカギを握ってそうですね（笑）。

> strayさん「チョッキ」姿はありませんでしたが…(笑) 
> ○○○○○○姿はありましたよ

ん〜、6⽂字ですか︕︖「⼀⽷まとわぬ」なわけないし（笑）、
 「ノースリーブ」でしょうか︖  ノースリーブの泉⽔さんに密着︖（笑）

 あ〜、訳わからない（笑）。

Re:帰ってきました︕︕



3336 選択 KOH 2010-05-17 19:06:55 返信 報告

皆さんこんばんはです︕︕
 >  クリアファイルの裏側が気になりますね… 

 >  表側の柄しかＧｏｏｄｓサイトでは掲載されていないので… 
 >  裏側が無地に近かったら、何か寂しい… 

 Akiさんのリクエストに応えて︕︕
 裏の画像です︕︕

Re:ネタばれ注意︕で  M.DarkのZARD Screen Harmony Dojimaリポート①
3339 選択 M.Dark  2010-05-17 23:43:27 返信 報告

> 「ノースリーブ」でしょうか︖  ノースリーブの泉⽔さんに密着︖（笑） 
 > あ〜、訳わからない（笑）。

    （注 本ﾚﾎﾟｰﾄには⼀切資料的価値はありません。笑）

皆さま、こんばんは ♪
 先⽇ ⼨暇を割いて堂島まで出向き泉⽔さんにあってきました。

 （すでにいくつか報告されてますが 私からもﾌﾟﾁﾚﾎﾟを）
  失礼して KOHさんのスレに乗っからせてくださいね。

久々に天候に恵まれた⼟曜⽇で川⾯を渉る⾵も気持ちのよい皐晴れ。
 ⾒上げる空もすっかりZARDブルーだ♪ っと思いきや

 ⼀点 何やら怪しげな影が︖︕︕ 
 よーっく⾒る（笑）と 

”なーんだ ｾﾞｯﾄﾝ君︕ アネ研さんにことわってきたの︖”
 待ちきれなくって偵察に来たようです♪（笑）

まずはﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄを購⼊ということで中へ⼊ると⻑蛇の列
  ”開演準備があるのでｸﾞｯｽﾞ販売はあと１５分です”

 係りのお兄さんが声を枯らしてました。
 まだまだ需要があるようでよかったですね。

https://bbsee.info/newbbs/id/3286.html?edt=on&rid=3336
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=3336
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/98bd65207ee83bfd17ebb0db971eddf9.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/3286.html?edt=on&rid=3339
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=3339
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/7ba0691b7777b6581397456412a41390.jpg


M.DarkのZARD Screen Harmony Dojimaリポート②
3340 選択 M.Dark 2010-05-17 23:47:55 返信 報告

いよいよ⼊場です。
 整理番号順に少しずつ誘導されて⼊ります。

 今回は申し込みが遅れたので席順は殆ど最後尾。
 ホールもさほど広くないし、座席もあるから並ばずに

 ⼊場までﾍﾞﾝﾁに腰掛けたりブラブラしてました。（笑）

”おーっと ｾﾞｯﾄﾝ君 そんなとこで遊んでないで〜
  ﾎﾟｹｯﾄに⼊れて連れてってあげるから降りておいで〜゛（笑）

Re:M.DarkのZARD Screen Harmony Dojimaリポート③
3341 選択 M.Dark 2010-05-17 23:51:00 返信 報告

ホールは平⼟間でパイプ椅⼦が並べられて前の⽅から順に着席しています。
 2Fの⽅は関係者席ということで⾏けませんでした。

 ホール左側が５列ほど視⾓の関係から空けてましたので
 其⽅へ（前へ）移動です。

 1000席ほど準備されてて900席ほどうまった（ほぼ満席）と思います。
 皆さんお利⼝さんに⼼静かに開演をまってましたね。（笑）

 

Re:M.DarkのZARD Screen Harmony Dojimaリポート④
3342 選択 M.Dark 2010-05-17 23:53:28 返信 報告

⽣バンドがないのでほんと映画を⾒る感覚で始まりました。
 ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞは皆さん⾒慣れた永遠からです。

 バンドないので⾳圧が少し⾜りないかな〜っと思ってましたが
 ２曲⽬の♪あの微笑み・・・から徐々に⾳量をｱｯﾌﾟしたようで

 ⾃然と皆さん体を揺すってZARDのリズムを取り戻したのでは︖（笑）
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”あー やはり これくらいの⾳量に耐えるｼｱﾀｰﾙｰﾑが必要だ︕”っと
切実に感じるDARKでした。（宝くじ当たんないかな︖ 笑）

Re:M.DarkのZARD Screen Harmony Dojimaリポート⑤
3343 選択 M.Dark 2010-05-17 23:57:34 返信 報告

所⻑が未公開映像についてしきりとご所望なので少々レポ。
 （なにせアル中ハイマーなので間違いはご容赦 笑）

 ４曲⽬の♪You and me は⼀曲分ｽﾄｰﾘｰ性のある映像だったような︖

５曲⽬の♪息も出来ない はWBM2009と同じ⽇本⻘年館前での映像に
 ⾊々追加したような︖

 （画⾯に ロケ地 ⽇本⻘年館 なんて説明あったけど これって
  Ｚ研へのサービスかいな︖ 笑）

13曲⽬の♪Forever you は
  ＞M.DarkのWBM2009リポート①

  ＞どの曲か忘れちゃいましたが⿊のﾛﾝｸﾞｽｶｰﾄで歌う場⾯もありました。
  ＞ｽﾘｯﾄがはいっててチラッと⾒えたりして。

 なんて以前に書いてますがこのロケ地はｱﾒﾘｶ村のGRAND CAFE って
 映像に⼊ってましたよ︖ 

 ドルチェ先⽣ こんなこと とっくに知ってたこと︖︖ 

19曲⽬の♪Don't you see! にはﾐﾆｽｶｰﾄっぽい場⾯があったかも︖

DVDが発売されるとアル中ハイマー度が暴露されて怖いんですけど（笑）
 思いついたままメモしました。

ｽﾀｯﾌの⽅が”素の泉⽔さんがｶﾜｲｲ”って仰ってましたけど
 ｽﾀｼﾞｵﾜｰｸしてる普段の素顔がとても魅⼒的なこと再確認しました。

 今までのｺﾝｻｰﾄの様⼦もうつっていてZARDの記録映像になってます。
 完成度はこれでいいから早くDVD販売して多くのファンに⾒てもらって

 20周年に向けて盛り上がるといいと思います。
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BBSでお馴染みさんも多数参加されてたようで︕
そういえばZPの”れおさん”っぽい⽅もお⾒かけしたような︖︖

 （どうでしょう︖ ⽬印がないとわかりませんね 笑）
 いずれにしても 皆様 お疲れさまでした。

ZARD Screen Harmony Dojima
3344 選択 皐 2010-05-18 00:12:35 返信 報告

遅れちゃいましたが、KOHさんお帰りなさい☆ﾐ
 そしてレポありがとうございました〜♪♪

 M.Darkさんもレポありがとうございますね︕︕
 っていうか、ゼットンがあんな所に出現してるっ︕︖(笑)

 そして必ず⾼所に居る︕︕(笑)

今回のフィルムコンサート、チョコレートさんもおっしゃってる通り
 ほんとブルーレイ化して欲しいですね〜︕超⾼画質でお楽しみを︕︕…みたいな♪(笑)

 いつの⽇か３Ｄでフィルムコンサートできると…、最⾼すぎる︕(笑)

KOHさん、グッズの詳細もアップしてくれてありがとうございますね︕
 クリアファイル欲しくなってきました☆ﾐ

 

Re:帰ってきました︕︕
3345 選択 Ａｋｉ 2010-05-18 00:45:16 返信 報告

> Akiさんのリクエストに応えて︕︕ 
 > 裏の画像です︕︕ 

 掲載して頂いて有難うございます。
  これは買おうかどうか迷ってしまいますね。

  裏まで写真が印刷されているものも結構あるのですね。
  販促品の場合は裏までは気が回らないものが多いのですが、やはり販売品となると（ましてや2つで1000円）裏側のデ
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ザインも考えてますね。
 「タイプＣ」も表側だけだったら解らなかったけれど裏側を⾒たら⼈気があるのも何となく納得。

Re:ZARD Screen Harmony DOJIMA
3347 選択 pine 2010-05-18 11:51:47 返信 報告

KOHさん 皆さん こんにちは︕
 KOHさん suuさん ＭＩＳＯＲＡさん M.Darkさん レポートありがとうございます(^-^)

⼟曜⽇はZARDブルーの空に、⾵が涼しくてとってもいい⽇でしたね。(^^)
 ⼤阪での開催、なのになのに︕︕私が向かった先は…娘の中学校 体育⼤会でした。(><)

 何もこんな⽇にぶつけなくてもいいのに〜 夜は所⽤で⾏けず…
 なので、皆さんのレポートがとても嬉しいです(^-^)

未公開映像・情熱⼤陸のようなドキュメント・○○○○○○姿・スタジオワークの泉⽔さん…
 妄想が頭の中を渦巻いています（笑）

 皆さんのレポートを拝⾒して、素敵なフィルムコンサートだったんだなぁと感じました。
 ありがとうございました。

Re:M.DarkのZARD Screen Harmony Dojimaリポート⑤
3349 選択 stray 2010-05-18 12:54:56 返信 報告

M.Darkさん、こんにちは。

堂島レポありがとうございます。
 ゼットンは、アネ研さんが最近どこにも連れていってくれないので（笑）

 ⼀⼈で遠出したみたいですね、相変わらず⾼いところ⼤好きだし（笑）。

> ４曲⽬の♪You and me は⼀曲分ｽﾄｰﾘｰ性のある映像だったような︖ 
 たしか泉⽔さんが⽇本⻘年館の階段セットに座って歌う映像で

 ２コーラス⽬に⽴ち上がって階段を下りてくるんだと思いましたが、
 今回はまったく別の映像ってことですか︖︖
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> ５曲⽬の♪息も出来ない はWBM2009と同じ⽇本⻘年館前での映像に 
>  ⾊々追加したような︖ 

 ふむふむ、ジャガーから降りて⻘年館に⼊るシーンとか、etcですね（笑）。

> （画⾯に ロケ地 ⽇本⻘年館 なんて説明あったけど これってＺ研へのサービスかいな︖ 笑） 
 おそらくそうでしょう（笑）。

> 13曲⽬の♪Forever you は 
 私のメモでは

 ・⽩Ｔ（⿊の模様⼊り）、⿊のスリット⼊りロングスカート
 ・Grand cafe で撮影、p.y.のステージに似ている

 となっています。私は⾒逃したのですが「アメ村 GRAND CAFE で撮影」とテロップが出たらしいです。

> 19曲⽬の♪Don't you see! にはﾐﾆｽｶｰﾄっぽい場⾯があったかも︖ 
 WBM2009と違う映像があったのかなかったのか、超気になるんですけど（笑）。

> ｽﾀｼﾞｵﾜｰｸしてる普段の素顔がとても魅⼒的なこと再確認しました。 
 スタジオワーク︖ 新たなキーワードが出てきましたね（笑）。

 「⾬に濡れて」の映像のこと︖

> 完成度はこれでいいから早くDVD販売して多くのファンに⾒てもらって 
 > 20周年に向けて盛り上がるといいと思います。 

 M.Darkさんのお墨付きですか・・・う〜ん、これは⾒なくちゃダメかなぁ（笑）。

Re:ZARD Screen Harmony DOJIMA
3358 選択 ドルチェ 2010-05-18 21:49:33 返信 報告

KOHさん、みなさん こんばんは︕ そして、堂島参加のみなさま レポありがとうございまーす。chu!

みなさんのレポを読ませてもらっらら未公開映像もチョロっとあったみたいで・・ううう、⾏きたい〜（Ｔ Ｔ）

KOHさん、だくさんのお写真嬉しいです︕ クリヤファイルいいですね〜欲しいなぁ〜。

ＭＩＳＯＲＡさんの○○○○○○姿は、やっぱり他の⽅も書かれているミニスカート姿なんでしょうか︖（笑） 
 所⻑さんが喜ぶと⾔ったら、ショートパンツ︕と思ったけど字数が合わないしなー、と思っていました。
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M.Darkさん、お久しぶりっこじゃないですか〜︕ お元気でした〜︖
ゼットン君がしれっと写っているのにはウケました（笑） 

Forever youの⿊のスリット⼊りロングスカートのロケ地がｱﾒ~ﾘｶ村のGRAND CAFE だってこと、先⽣は知りませんでし
た︕

 スクリーンにロケ地表⽰がされていたの︖︖ 
 んじゃ、雰囲気からして「ハイヒール脱ぎ捨てて」とか「翼を広げて」もグランカッフェなんですかね〜。

スタジオワークしてる、素のカワイイ泉⽔さんを⾒たい〜（Ｔ Ｔ）

Re:ZARD Screen Harmony DOJIMA
3360 選択 アネ研 2010-05-18 22:43:23 返信 報告

こんばんは、
 KOHさん suuさん ＭＩＳＯＲＡさん M.Darkさん、ゼットンくん、みなさん

 みなさんのレポートで、公演前からの臨場感が伝わってきて、今回はパスしようかと思ってましたが、⾏きたくなってき
ました。（汗）

グッズもよさそうですね。(笑)

それに、親愛なるゼットンはちゃっかり⾔ってたなんて、聞いてないよ。(古っ）
 

Re:ネタばれ注意︕で
3361 選択 suu 2010-05-18 22:58:10 返信 報告

皆さん、こんばんは。

またまた登場しました。
 ⽇本⻘年館は2009年の武道館の時の「息もできない」

 泉⽔さんが運転するジャガー少し⻑いかな?
 ⽇本⻘年館はもう⼀つ「きっと忘れない」の時に登場します。ジャガーから降りた後館内に⼊る泉⽔さん。

 収録の⾳楽を聴きながら客席に泉⽔さんが座っている。

「愛が⾒えない」ではジープを運転する場⾯が少し⻑い感じがしました、今まで登場しなかった海岸。多分御⽤邸裏。
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Re:ネタばれ注意︕で
3374 選択 stray 2010-05-19 20:26:26 返信 報告

suuさん、こんばんは。

ネタばれ情報どうもありがとうございます（笑）。

評判が良いので、私も参戦を決めました︕（笑）

> ⽇本⻘年館は2009年の武道館の時の「息もできない」 
 > 泉⽔さんが運転するジャガー少し⻑いかな? 

 ジャガーはまさか泉⽔さんの愛⾞︖
 あれだけのシーンのためにわざわざレンタルするのも不⾃然のような・・・

 もう少し⻑く⾒られるのは嬉しいですね。

> ⽇本⻘年館はもう⼀つ「きっと忘れない」の時に登場します。ジャガーから降りた後館内に⼊る泉⽔さん。 
 > 収録の⾳楽を聴きながら客席に泉⽔さんが座っている。

要するに「この愛…」PVに使われた別シーンですね。
 ジャケ写のアングルもあるのかなぁ、楽しみです。

> 「愛が⾒えない」ではジープを運転する場⾯が少し⻑い感じがしました、今まで登場しなかった海岸。多分御⽤邸裏。 
 御⽤邸裏でジープですか︕

 ポリスが⾶んで来そうですけど（笑）。

ロクブリュヌの⼀部未公開シーンもあったらしいですね。
 泉⽔さんにチュー︕した⼆⼈のおばさん絡みの映像が（笑）。

スタジオワークの泉⽔さんと、○○○○○○姿の泉⽔さんが、未だに謎ですが・・・（笑）
 

Re:ネタばれ注意︕で
3375 選択 suu 2010-05-19 20:52:29 返信 報告

strayさん、こんばんは。

https://bbsee.info/newbbs/id/3286.html?edt=on&rid=3374
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>ジャガーはまさか泉⽔さんの愛⾞︖ 
>あれだけのシーンのためにわざわざレンタルするのも不⾃然のような・・・ 

 ナンバーは品川でしたけどね。
 >「愛が⾒えない」ではジープを運転する場⾯が少し⻑い感じがしました、今まで登場しなかった海岸。多分御⽤邸裏。 

 > 御⽤邸裏でジープですか︕ 
 > ポリスが⾶んで来そうですけど（笑）。 

御⽤邸裏らしき映像にはジープは登場しません訂正。
 海岸の映像が少しだけでしたね。

 >ロクブリュヌの⼀部未公開シーンもあったらしいですね。 
 > 泉⽔さんにチュー︕した⼆⼈のおばさん絡みの映像が（笑）。 

 「⼼を開いて」ですロングバージョンでした。
 いよいよ参戦決定ですね。(笑)

Re:ネタばれ注意︕で
3378 選択 stray 2010-05-19 22:51:21 返信 報告

suuさん、またまた、こんばんは。

> ナンバーは品川でしたけどね。

平仮名１⽂字は「わ」でしたか︖（笑）
 「わ」か「れ」ならレンタカーですね。
 ⽬を⾒開いてしっかり確かめて来ますんで︕（笑）

 
 ドルちゃん、こんばんは。

私のメモによると、「ハイヒール脱ぎ捨てて」と「瞳そらさないで」が
 グランカフェで撮ったものようです。

 「翼を広げて」はどんな映像だったか覚えてましぇ〜ん（笑）。

Re:ネタばれ注意︕で
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3382 選択 ドルチェ 2010-05-20 00:07:59 返信 報告

KOHさん、みなさん こんばんは。
 昨⽇の書込みは、♪強いカクテルに〜 惑わされ〜状態だったので誤字満載だったみたいです（－－）

suuさんの新情報も⼊って、ますます⾏きたい感が⾼まってしまい⾶⾏機の空席状況を調べたりしてました（笑）

> 私のメモによると、「ハイヒール脱ぎ捨てて」と「瞳そらさないで」が 
 > グランカフェで撮ったものようです。 

 「翼を広げて」は間違いでした︕きっとカクテルのせいです（笑） 「瞳そらさないで」が正解ね。

Re:ネタばれ注意︕で
3459 選択 ＭＩＳＯＲＡ 2010-05-27 10:52:29 返信 報告

strayさん、皆さん、おはようございます。

追加公演発表されましたね。この時期はきっとＢ作戦なんでしょうね(笑)

> 評判が良いので、私も参戦を決めました︕（笑）

Strayさんおくりこみ作戦成功!!って感じですね｡｡｡

> ロクブリュヌの⼀部未公開シーンもあったらしいですね。 
 > 泉⽔さんにチュー︕した⼆⼈のおばさん絡みの映像が（笑）。

⾃然体の泉⽔さんに逢えますよ
  

> 「愛が⾒えない」に泉⽔さんが歌っているシーン有りですか・・・ 
 もしかして、「こんなにそばに居るのに」の⽩いＴシャツ姿じゃありません︖

チェックの服を着ていたような…(チェックお願いします)

堂島から帰ってきて気が抜けたのか体調不良でダウンしてまして(*_*)書きっぱなしですみません。なんだか混乱させてし
まったようですね

> ○○○○○○姿の泉⽔さんが、未だに謎ですが・・・（笑）

https://bbsee.info/newbbs/id/3286.html?edt=on&rid=3382
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未公開ではありませんねm(__)m strayさんのご存じのシーンです

では、またご報告楽しみにしています｡｡｡
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