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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

Screen Harmony 完全ネタばれ注意︕
3503 選択 stray 2010-05-28 19:57:18 返信 報告

お待たせしました。完全ネタばれレポです（笑）。

その前にまず、CCレモンホールの１階席の⾒取り図です。
 ほぼ正⽅形のホールで、私が座った位置（⾚丸）からも

 ステージが遠いという印象はまったくありませんでした。
 なので、コンサート向きな会場であることは確かです。

中央の⾚く囲った席（その後ろ数列も）が「関係者・招待者席」で、
 marionetteさんは堂々とここに座っちゃったわけです（笑）。
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▼印が、たぶん２階席の庇が出っ張ってる場所で、
このせいで⾳が曇るのか、⾳響は良いとは⾔えませんでした。

ステレオ感が薄いのと、泉⽔さんの声とは思えないほど曇って聞こえました。
 最初は「泉⽔さんの声じゃない︕」と思ったくらいです。

 皆さんは、いかがでした︖

「Don't you see! 」①
3504 選択 stray 2010-05-28 19:59:22 返信 報告

では、goroさんが涙を流しながらご覧になった（笑）
「Don't you see! 」から⾏きましょう︕

Fallin of the rain （http://www.youtube.com/watch?v=jOdo_R9zBpw）の
 このシーンが初めに映し出されます。⾚↓のカメラが撮ったアップ映像です。

 去年もこのシーンはあったかも︖ 
 [3334]の”壁にもたれてポーズ取る”がそれかもしれません。（覚えてない）

[3334]で書いた映像は今年もすべてありました。まだ⾒てない⼈は必⾒ですよ︕（笑）

「Don't you see! 」②
3505 選択 stray 2010-05-28 20:00:26 返信 報告

絶対未公開だと⾔い切れるのが、最後に映し出されたシーン。 
 このワンピース姿の泉⽔さんが、少し⾼い位置にあるカフェテラスから

 道路に降りるシーンが５秒程度でしょうか、流れました。

暗かったので夜の撮影か︖
 でもガード下のような場所だったので、昼間かも知れません。

場所は・・・まったく⾒当がつきません。
 goroさん︕ もう１回NYに⾶んで下さい（笑）。
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「君に逢いたくなったら…」①
3506 選択 stray 2010-05-28 20:01:55 返信 報告

PVに、泉⽔さんがソファに寝そべって本をめくるシーンがありますが、
 本は持ってなくて、なにやら思案しているポーズでした。

 初出のような気がします。
 

「君に逢いたくなったら…」②
3507 選択 stray 2010-05-28 20:02:37 返信 報告

BEST HIT BEING のCM（http://www.youtube.com/watch?v=CrmfxaFZBDY）で流れた
 未公開映像（泉⽔さんが⽩い布を持ってくるくる廻るシーン）もありました。

 

「息もできない」
3508 選択 stray 2010-05-28 20:06:09 返信 報告

ジャガーマークIIを運転した泉⽔さんが⻘年館前に到着、
 ドア開けて降りるシーンで始まります。

 ナンバーは「品川３４ と ２４２３」、レンタカーじゃないですね。
 最後にジャガーを運転して泉⽔さんが帰る︖シーンが映ったので、

 泉⽔さんの愛⾞説はけっこう有⼒かも知れません。右ハンドルでした。
 ナンバーにぼかしが⼊ってないのはとっくに廃⾞されてるからでしょう。

 帰りは運転しながら微笑んでましたが、お顔に疲労感が漂ってるように⾒えました。
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３回忌特番の、⾏進⾵に⼿を振って敬礼するシーンがカットされて、別映像に。
⾸から⿊いヒモを下げて、ヒモの先は何かリモコンみたいものに繋がっていて、
それを⼿に持って、曲を⼝ずさんでるシーンでした。

ボクシングのファイティングポーズをするシーンもありましたよ。
 

「⾬に濡れて」
3509 選択 stray 2010-05-28 20:10:12 返信 報告

冒頭、♪ I love you の「you」の⾳に拘ってるシーンが未公開だと思います。

机に座って書き物するシーンを正⾯からアップで撮った映像や
 （これが[3343]の「スタジオワークする泉⽔さん」なのでしょう）

 録⾳ブースでの歌⼊れシーンを右からアップで撮った映像、
 ゴルフスイングのマネをするシーンもありました。

「きっと忘れない」
3510 選択 stray 2010-05-28 20:12:04 返信 報告

[3332]の「情熱⼤陸の⾳楽が聞こえそうなドキュメント」がこれです（笑）。

曲出し前に、⿊のハイネックセーター＋⿊ジャケットの泉⽔さんが
 ⽇本⻘年館に⼊るシーンから始まります。

 「⽇本⻘年館」とテロップが出るので余計ドキュメント⾵に⾒えるわけです
（笑）。

No.5と書かれたドア（http://www.youtube.com/watch?v=jrK_6I6POmY）
 のところに移動するまでカメラが泉⽔さんを追いかける。

 ホールに切り替わって、ジョージアのカフェ・オレを持って客席に⽴つシーン、
椅⼦に座って原稿︖を⾒るシーンを正⾯から撮った映像とつづき、

 ホール内に「きっと忘れない」が流れてきて、

これに被せるように実際の曲出しが始まる。
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こういう仕掛けなのです。

「⼼を開いて」①
3511 選択 stray 2010-05-28 20:13:03 返信 報告

goroさんお待たせしました（笑）。
 ネグレスコホテル内の映像が流れましたね︕

 ネグレスコホテルだと知っている快感が堪りませんでした（笑）。

泉⽔さんが⼤きなキャリーバックを引いて移動するシーンを横から撮ったもので、
 ソファに座るまでの３〜４秒です。が、私もgoroさんもこれには⼤満⾜（笑）。

たぶんチェックインかオフのどちらかでしょう。
 待たせれて寝ちゃったのがこの写真なのだと思います。

ソファの⾊は覚えてないんですよ〜。
 町⽥に⾏かれる⼈は、ソファの⾊が⾚かどうかしっかり⾒て来て下さい︕

「⼼を開いて」②
3512 選択 stray 2010-05-28 20:21:23 返信 報告

ロクブリュヌでは、例のおばさん２⼈と記念写真を撮るシーンが追加（左上）。
 けっこう⻑かったです。３枚くらい撮ってました。その後、

 （別れ際に）「チュー︕」されるシーンにつづくのです（笑）。

ロクブリュヌで、壁に寄りかかるシーン（右上）を⾼所から撮ったもの、
 タンクトップのみの映像（左下）、

 路地を歩くシーン（右下）、
 階段を昇るシーンもありました。

 

「⼼を開いて」③
3513 選択 stray 2010-05-28 20:22:07 返信 報告
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サレヤ広場では、花屋の店員さんと２⾔３⾔交わして、花を受け取ってました。

カンヌでは、Festival de Cannes の広告塔の前で⾶び跳ねているシーンが追加。
 ⾵が強くて泉⽔さんの髪が乱れに乱れてました。

 

「⼼を開いて」④
3514 選択 stray 2010-05-28 20:22:45 返信 報告

これもカンヌだと思いますが、何でしょうね︖
 ⼈（モニュメント）の⼿でしょうか。

 泉⽔さん、とっても楽しそうな表情でした。

「Today is another day」
3515 選択 stray 2010-05-28 20:26:03 返信 報告

サッカーゲームが置いてあるモナコの路上カフェを、
 海側から泉⽔さんを撮った映像がありました。

 goroさん︕ モナコに⾶んで下さい︕（笑）。

係留ロープ⽌めに座るシーンや、座って釣り⼈と話しているシーン（既出かな︖）も。

「愛が⾒えない」
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3516 選択 stray 2010-05-28 20:27:38 返信 報告

細かいチェック（紺、茶、細い⾚、⽩）のネルシャツで、
 スタジオで歌うシーンが追加されました。

スタジオはグランカフェっぽい気もしましたが、
 お顔はマイフレンドPVのスタジオものに似てました。

ジープ運転シーンは、未公開があったような、なかったような・・・

「マイフレンド」
3517 選択 stray 2010-05-28 20:30:55 返信 報告

⿊い外⾞のボディに寄りかかるシーンがありました（既出かな︖）
 ⾚いパーカー姿で、TWA（⾚字の看板）のお店の前を歩くシーンは未公開でしょう。

 ⾚パーカーは、他にも未公開シーンがあったような、なかったような・・・（笑）

TWAは Trans World Airlines  の略か︖ （カムデンなのかピカデリなのか不明）

外⾞の運転席（左側）から⾸を出すシーンも。
 「痛いくらい…」のチェックシャツを着てました。

（追記）
 画像を差し替えました。

 こんな感じの映像でしたが、⾚い服ではなかったような・・・

まとめ
3518 選択 stray 2010-05-28 20:33:40 返信 報告

以上、２１曲中９曲に、未公開映像を発⾒できました。

いずれも既出の映像に、未公開シーンをほんの少し⼊れたもので、
 物⾜りなく感じるかも知れませんが、私のようなマニアには堪りませんでした（笑）。

 Ｚ研にお集まりのロケ地マニアの皆さんは、絶対⾏くべし︕でっす。
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２０周年コンサート展望
3519 選択 stray 2010-05-28 20:36:41 返信 報告

エンドロールが流れた後、

 and 2011・・・

の⽂字が。

 
 なんだろう︖と思って⾒ていると、

 また、○○○○○○○ね︕ 泉⽔

と泉⽔さんの直筆で字幕が。

 
 ⼤きな拍⼿が沸き起こって、フィルムコンサートはジエンド。

ツアパンの⾼野さんのコメントを読むかぎり、
 来年の20周年は相当期待が持てそうですよ。

 
 Screen Harmony 完全ネタばれ注意︕---終わり---

Re:Screen Harmony 完全ネタばれ注意︕
3520 選択 marionette 2010-05-28 22:17:33 返信 報告

[3503]stray:
 stray所⻑︕皆さんこんばんは︕

感想は、随分良い席なのに誰も座らないのは何でだろう︖（爆）

> 中央の⾚く囲った席（その後ろ数列も）が「関係者・招待者席」で、 
 > marionetteさんは堂々とここに座っちゃったわけです（笑）。

もっと、解りやすく貼付してくれれば間違えなかったのぃ〜（恥）
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⼊場順番︓286番台で、結果、北2のトイレ側端（笑）

Re:Screen Harmony 完全ネタばれ注意︕
3521 選択 hang 2010-05-28 22:50:26 返信 報告

stray所⻑、みんなさん、こんにちわ〜
 とてもすばらしいレポですね〜〜ありがとうございます~

>>ジープ運転シーンは、未公開があったような、なかったような・・・ 
 まさかあれは別の未公開PVですか〜

 ⼼を開いて、Le Portfolio で⼀瞬間画⾯が泉⽔さん歌っていますね、でも5秒だけあるれ〜今度
はありますか

 >>おそらく、Screen Harmony の映像がDVD化されると思うので 
 >>今年はわざわざ⽇本に来る必要はないと思いますよ（笑）。 

 >>来年、20周年LIVEでお会いできるといいですね︕ 
 それは私⼤きい期待ですよ︕︕ブルーレイ欲いね︕

 来年の20周年はきっと来ます〜
 去年2009 LIVE 会いました もしかすると (笑)

 いろいろな⾃制泉⽔さんTシャツ⾒ることができます~綺麗な〜〜

Re:Screen Harmony 完全ネタばれ注意︕
3523 選択 xs4ped 2010-05-28 23:13:30 返信 報告

strayさん、皆さん、こんばんは。

完全ネタばれレポ有り難う御座います︕(*^o^*)
 ⼀部と違って⼆部は“ライブ並み”の盛り上がりだったみたいですね。

> 以上、２１曲中９曲に、未公開映像を発⾒できました。 
 ⼀部未公開シーンと⾔っても、２１曲中９曲もあれば⾏った甲斐がありましたね︕
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> また、○○○○○○○ね︕ 泉⽔ 
> と泉⽔さんの直筆で字幕が。 

 泉⽔さんの直筆︖
 これは何としても泉⽔さんに逢いに⾏かねば・・・

 今後の“全国展開”が待ち遠しいです。

PS.
 カーディガンさん、私の分のチケットも確保して置いてちょ︕(笑)

Re:Screen Harmony 完全ネタばれ注意︕
3524 選択 goro 2010-05-28 23:18:54 返信 報告

strayさん marionetteさんhangさん みなさん こんばんは

レポートをありがとうございます。素晴らしかった映像でもだんだん記憶が薄れてしまうものですが、思い出すことがで
きました。ロケ地ファン︖の私にとっては素晴らしい映像ばかりでしたよ。

 ニューヨークの映像は検討がつきませんね。ＤＶＤでもでるといいのにな〜。 Ｚ研捜査班︖以外でネグレスコホテルだ
っ︕て気付いた⽅はかなりコアな⽅ですよね(笑)  Festival de Cannes（コングレ）の広告塔、前[1832]にもお伝えし
ましたが、この位置の広告塔は今はないような気がするのです。

 [3515]のcaféのお店は、[1591]のお店ではないかと思い、画像を⽐較してみましたが、似てないですね〜。ただ、こう
いったcaféはすぐに解体できるので、ひょっとすると昔はこの辺りにあったのでしょうね。

 

Re:Screen Harmony 完全ネタばれ注意︕
3525 選択 stray 2010-05-28 23:31:56 返信 報告

marionetteさん、こんばんは。

ぎゃはは、「関係者・招待者席」って⽴て札ありませんでしたか︖
 ちゃんとスケッチまで書いて、「関係者・招待者席」周辺が最良席
 って教えてあげたのに〜（笑）。

念のため、私のスケッチを載せておきます（笑）。
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> ⼊場順番︓286番台で、結果、北2のトイレ側端（笑）

それはそれはご愁傷さまでした（笑）。

Re:Screen Harmony 完全ネタばれ注意︕
3526 選択 Oyaji 2010-05-28 23:40:02 返信 報告

strayさん

わたしは、関係者席から前⽅3列⽬ぐらいの席にいましたが、⾳響はよかったと思います。
 特に、ツインドラムの⾳が腹に伝わるほどの迫⼒でした。

 LIVEの時よりも落ち着いていたせいか、⽣演奏の時よりも
 はっきり聞こえた印象です。

 ドラムはまるで⼤太⿎のような⼤⾳響で、あらためてZARDの
 初期の楽曲はドラムの効果が⼤きいと認識しました。

 スピーカーの反響で座る場所によって違ったのかもしれません。いずれにしても、⼤画⾯で⾒る泉⽔さんはいいですね。
 声もいつも聞いてるウオークマンに⽐べたら、⼤満⾜でした。

Re:Screen Harmony 完全ネタばれ注意︕
3527 選択 stray 2010-05-28 23:42:46 返信 報告

hangさん、こんばんは。

つたないレポート読んでくれてありがとうございます。

> まさかあれは別の未公開PVですか〜 
 ん〜、意味が通じません（笑）。

> ⼼を開いて、Le Portfolio で⼀瞬間画⾯が泉⽔さん歌っていますね、でも5秒だけあるれ〜今度はありますか 
 残念ながら今回は[3521]の映像は無いです。

> 去年2009 LIVE 会いました もしかすると (笑) 
 いえいえ、会ってないはずです（笑）。
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> いろいろな⾃制泉⽔さんTシャツ⾒ることができます~綺麗な〜〜 
泉⽔さんのTシャツ姿がお好きなのでしょうか︖

 今回のＴシャツは、⼥性向けのデザインでした。
 ファンクラブでも、じきに通販されると思います。

 来年5⽉、是⾮来⽇して、ブルーレイ担いでお帰り下さい（笑）。

 
 xs4pedさん、こんばんは。

 「また、○○○○○○○ね︕」は、歌詞の⼀部なので
 泉⽔さん直筆が存在するわけですよ（笑）。

 12⽉が待ち遠しいですねぇ、また⼤雪だったりして・・・（笑）

 
 goroさん、こんばんは。

 研究所なので、記録に残すことが最優先（笑）。
 ネグレスコホテルだっ︕て気付いた⼈は、Ｚ研を⾒てる⼈でしょうね（笑）。

 私も、[1591]のお店かと思ったのですが、ぜんぜん違いますね。
 簡単に移動・撤去できるようなので、もう残っていないのでしょう。

 goroさんでも[3514]がどこなのか分かりませんか︖

お疲れさまで〜す。(笑)
3531 選択 アネ研 2010-05-29 01:05:37 返信 報告

こんばんは、所⻑、goroさん、みなさん
 壮⼤なる検証レポートお疲れさまでした。

しっかり読んで、町⽥に向かおうと思います。
 私は[3510]の向かって右の泉⽔さんが特にかしこそうで、可愛くて⼤好きです。

 別スレですが、ほんと町⽥も泉⽔さん関連だけど、⽇本⻘年館だったら不思議な感じだったでしょうね。(笑)
 B社さんいつか検討願いま〜す。

 

Re:Screen Harmony 完全ネタばれ注意︕
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3534 選択 marionette 2010-05-29 01:41:24 返信 報告

stray所⻑、みなさんこんばんは︕

> marionetteさん、こんばんは。 
 > 

> ぎゃはは、「関係者・招待者席」って⽴て札ありませんでしたか︖ 
 > ちゃんとスケッチまで書いて、「関係者・招待者席」周辺が最良席 
 > って教えてあげたのに〜（笑）。 

 > 
> 念のため、私のスケッチを載せておきます（笑）。

薄暗くて、観客席って⾒えたので堂々と約20分は着席していました（爆）
 最近、眼が⾒えなくて〜（泣）

> 
> > ⼊場順番︓286番台で、結果、北2のトイレ側端（笑） 

 > 
> それはそれはご愁傷さまでした（笑）。

もう客席はほぼ埋まり、選択肢はありませんでしたよ〜（泣）
 滅多に無いので結構、トイレの近くも良いもんですよ（笑）

Re:Screen Harmony 完全ネタばれ注意︕
3537 選択 oy-miyu 2010-05-29 06:29:15 返信 報告

stray さん、皆さん、おはようございます★。ご無沙汰しております…m(__)m。
> お待たせしました。完全ネタばれレポです（笑）。

まるで、会場で映像をリアルタイムに観ている様な、「完全ネタばれ」レポを有難うございます(笑)。
 堂島公演での、詳細な記憶が蘇ってきました〜♪。

ご参加された皆さんに伝え聞きますと、渋⾕公演（特に夜の部☆）は、会場全体で凄く盛り上がっていた様ですね(^^♪。
 会場にいて、当⽇の臨場感を体感されたZARD Familyの⽅達が、羨ましい限りです(笑)。

https://bbsee.info/newbbs/id/3503.html?edt=on&rid=3534
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=3534
https://bbsee.info/newbbs/id/3503.html?edt=on&rid=3537
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=3537


「Screen Harmony」観賞後。 stray さんや皆さんの、内容に満⾜されたご様⼦が伺えます…。
⼤変嬉しそうな雰囲気が伝わる(笑)、素敵なレポートを有難うございました^^。

（いつも、とびスレで御免なさいねm(__)m）
 明⽇の町⽥公演への参加も兼ねて、本⽇から縁の地を巡る予定なのですが…。

 まだ、はっきりとした（⾃分の⽬で）確証を得らてない、“縁の地”もあり…。(-_-;)。

遠征後、落ち着きましたら、精鋭揃いのZ研研究員さん達へ、調査を依頼する為に訪れますのでm(__)m(笑)。
 その時は、どうかお⼿柔らかに、宜しくお願いしますね〜(^^)/。

Re:２０周年コンサート展望
3538 選択 KOH 2010-05-29 11:51:02 返信 報告

所⻑、皆さん、おはようございますです︕
 詳細なレポート読ませていただきました︕︕

 やっぱりかなり未公開あったんですね︕
 私の場合集中してみてる割にはほとんど覚えていないという状態になるんで(笑)尊敬してしまいます︕︕

>  また、○○○○○○○ね︕ 泉⽔ 
 > と泉⽔さんの直筆で字幕が。

え〜っ︖︕それ⼤阪では無かったですよ〜︕︕
 所⻑のヒントで何が書かれてたのかはわかりましたが。

> ツアパンの⾼野さんのコメントを読むかぎり、 
 > 来年の20周年は相当期待が持てそうですよ。

来年は⾊々やってくれそうですね︕︕軍資⾦貯めとかなきゃ︕︕(笑)

Re:Screen Harmony 完全ネタばれ注意︕
3540 選択 stray 2010-05-29 12:58:26 返信 報告

Oyajiさん、こんにちは。
 関係者席から前⽅3列⽬ぐらいの席・・・絶好のポジションじゃありませんか︕（笑）
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確かに低⾳は私の席でも良く響いていました。が、⾼⾳がいまいち。
泉⽔さんのクリスタルボイスが曇ってしまってました。

アネ研さん、こんにちは。
 私が⾒逃したところ（ネグレスコホテルのソファの⾊）を

 明⽇、しっかり⾒てきて下さいな（笑）。
 渋⾕にはマスコミの姿がなく、昨⽇のワイドショー等でも取り上げられなかったようです。

 主要スポーツ紙にも記事は皆無でした。
 思ったんですけど、マスコミが取材するとしたら明⽇（町⽥）でしょう︕

 会場周辺の様⼦もレポしてちょ︕（笑）

Re:Screen Harmony 完全ネタばれ注意︕
3541 選択 stray 2010-05-29 13:27:30 返信 報告

oy-miyuさん、こんにちは、お久しぶりですね。

渋⾕の昼の部は静かでしたよ〜、私としてはとっても助かりました（笑）。
 ⽴つ＝盛り上がる（上げる）は、すべてに当てはまるわけじゃないと思うんですけどね（苦笑）。

映像って漠然と記憶されているだけで、細部は１⽇経つと忘れますからね（笑）。
 完全ネタばれサイトがあってもいいでしょう（笑）。

明⽇の町⽥公演へご参戦ですか︕
 でもって、ついに、例の捜査に取りかかられると（笑）。

 成果があるといいですね︕ やり残しはZ研で引き受けますので（笑）。
 報告を楽しみにしております。どうぞお気をつけて︕

 
KOHさん、こんばにちは。

 SH参戦、かなり迷いましたが、⾏って良かったです（笑）。
 変更点が説明しづらいってこともよ〜くわかりました（笑）。

⼤阪では「また、○○○○○○○ね︕ 泉⽔」がなかったようですね。
 なんでだろ︖ 間に合う・間に合わないの問題じゃないと思いますけどね。
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 来年はカラっと明るい20周年となりそうですね、楽しみです︕

Re:「⾬に濡れて」
3542 選択 ドルチェ 2010-05-29 13:46:09 返信 報告

ストちゃん所⻑、みなさん こんにちは︕

ストちゃん、完全ネタばれレポありがとう〜〜〜︕︕ なんだかすんごくいい感じじゃないですか〜〜〜︕︕
 そしてgoroさん、俺の空さん、suuさん（この前は、お返事が遅れてすみませんでした︕）

 marionetteさん、YOSHIさん、Oyajiさん、渋⾕に参加されたみなさんのレポもありがとうございました︕

福岡公演は、絶対⾏きます︕（笑） でも都久志会館って冠婚葬祭場っぽい名前ですよね（笑） 天神か〜。

「Don't you see! 」は、ロケ地捜査をしたばかりだったからそれぞれの場所が⼿に取るように分かったんじゃない︕︖
 goroさんは、NY⾏きたてホヤホヤだったから楽しさ100倍だったんでしょうね〜。羨ましいです︕

「君に逢いたくなったら…」のPVは可愛いから⼤好きだし、「⼼を開いて」のロクブリュヌの町での泉⽔さんも素敵だ
し、

 カンヌでキャッキャはしゃぐ泉⽔さんもすごく楽しそうで、早く逢いたいなぁ〜〜。
 ちょうどカンヌ映画祭のニュースでコングレが出てきたので、この時の映像をぼんやりと思い出していました。

「愛が⾒えない」の時のお顔は、「マイフレンド」PVの時とそっくりです︕ 
 チェック柄の洋服が映らないと、マイフレンドPVかと思ってしまいました。

 泉⽔さ〜ん、福岡に逢いに⾏くから待っててくださいね〜︕︕

ちょっとレス借りますね。
 marionetteさん︕ こんにちは︕ お声かけていただいてありがとうございます。

 私もお返事が遅れたりと良くあることなので、すれ違いは気になさらないでくださいね︕

ところで、DAM★ともって何でしょうか︖︖（汗） と書いておきながら⾃分でちょこっと調べてみたら・・
Oh~! ⾃分で唄った歌をアップできる︕んですか〜︕ 今のカラオケはすごいですね〜︕

 私も、去年ZARDのPVが流れるカラオケを体験したくて久しぶりにカラオケボックスに⾏ったのですが、
 ペンを使ってピピッと操作する機械の使い⽅が分からなくて、店員さんに聞きました（笑）

 それと和さんたちとのカラオケでは、何を唄ったんですか〜︖︖（笑）
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本当にみなさま⽅のレポで⾏く気マンマンになりました。どうもありがとうございました︕
Z研のどなたかとご⼀緒できれば最⾼だなぁ〜と思っています︕

ドルちゃんのエスコート役募集︕（笑）
3543 選択 stray 2010-05-29 16:13:07 返信 報告

ドルちゃん、こんにちは︕

SHよかったよ〜、私以上にマニアックなドルちゃんは絶対⾏くべし︕（笑）
 ということで、ドルちゃんを都久志会館にエスコートしてくれる

 素敵な男性を募集します︕︕（笑）
 って、ドルちゃん⼈気者だから、100⼈くらい集まったらどうしよう（笑）。

> 「愛が⾒えない」の時のお顔は、「マイフレンド」PVの時とそっくりです︕ 

でしょ、でしょ︕
 ⽐べてみました。同じマイクっぽいですね。

 「愛が⾒えない」も「マイフレンド」も AL『Today…』収録なので、
 7th AL の PV撮りをどこかのスタジオでやった可能性も出てきました︕

 

Re:ドルちゃんのエスコート役募集︕（笑）
3545 選択 ドルチェ 2010-05-29 17:01:42 返信 報告

ストちゃん、こんにちは︕ 

> ということで、ドルちゃんを都久志会館にエスコートしてくれる 
 > 素敵な男性を募集します︕︕（笑） 

 ちょっとちょっと〜︕︕ 少し恥ずかしいんですけど（笑）
 > って、ドルちゃん⼈気者だから、100⼈くらい集まったらどうしよう（笑）。 

 いえいえ、マニアにしかウケないタイプなのでそれはないです︕（笑）

「愛が⾒えない」と「マイフレンド」は並べてみると本当にそっくりですよね。
マイフレンドPVで唄っている時と、振り返りシーンやジャケ写と服が全く同じなのでロンドンのどこかのスタジオなのか
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なぁと思っていました。
「愛が⾒えない」は、ジャケ写と⼀緒の服で唄っている映像もきっとあるはずなのでそちらも⾒たいです︕

Re:「⾬に濡れて」
3546 選択 M.Dark+ 2010-05-29 17:24:07 返信 報告

皆さん こんにちは︕
 stray所⻑ 詳細レポ ありがとうございます。

 つかったお⾦と時間に⾒合った感動が得られたようでよかったですね。
 いろんな出会いもあったようで（笑）

> 録⾳ブースでの歌⼊れシーンを右からアップで撮った映像、 
 > ゴルフスイングのマネをするシーンもありました。 

  
そうです そうです︕

 とくにゴルフスイングの画⾯は可愛かったとおもいます。
 （世のおじさん連がするのはうざったくおもうのですが 笑）

各地で追加公演があるので多くの⽅も参加できそうでよかったよかった。
 明⽇はｾﾞｯﾄﾝ＆アネ研さんの町⽥レポですね。

 私も⼜、現住所”TUBE”地⽅の”春畑村(笑)”なので近場のレポします。 

⼀週間ほど体調悪く今⽇優しい看護師さんに点滴してもらってきました。
 （百⽇咳って⼦供の病気とおもってましたが（笑） 

  皆にうつさない様おとなしくしてます。⼝蹄疫でなくてよかった。）
 ⼈ごみには万全の体調で臨みましょうね。

マイフレンド第４の映像
3547 選択 stray 2010-05-29 19:30:52 返信 報告

ドルちゃん、こんばんは︕ 
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マイフレンドPVのスタジオ撮影ものは、
 ① グレーの ATHLETIC Ｔシャツ

  ② ①＋⾚のパーカー
  ③ ジャケ写のセーター

 の３種類あります（http://www.youtube.com/watch?v=HNEVM8h2FpU）が、
 地上波未公開の第４の映像があるんです︕

薄いグレーのＴシャツで、ジャングルジムのようなセットの前で歌う映像で、
 WBMおよび今回のSHでも流れたので、福岡でも⾒れると思います（笑）。

第４の映像が、①〜③のスタジオと同じかどうかは分かりません。

> 「愛が⾒えない」は、ジャケ写と⼀緒の服で唄っている映像もきっとあるはずなのでそちらも⾒たいです︕

うん︕「マイフレンド」のスタジオ撮影ものが、国内だとすれば、
 PVに使った⾐装で撮影した可能性が⾼いですよね︕

20周年に期待しよう︕（笑）

Re:「⾬に濡れて」
3548 選択 stray 2010-05-29 19:39:21 返信 報告

M.Darkさん、こんばんは。

HNの横の「+」マークは、⼝蹄疫・陽性ってこと︖
 今すぐ殺処分にします（笑）。

いろんな意味で、元は⼗分取れたコンサートとなりました（笑）。
 おじさんが傘をクラブ替わりにして練習する姿、最近あまり⾒かけませんね（笑）。

 ゴルフをやらない⼈があんな所作をしないと思うので、
泉⽔さんもゴルフをしていたの︖ という新たな謎が⽣まれてしまいましたね（笑）。

”TUBE”地⽅”春畑村(笑)”公演レポ、よろしくお願いします（笑）。
  

 

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/e6ba70fc093b4ce912d769ede1ceeba8.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/3503.html?edt=on&rid=3548
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=3548


> ⼀週間ほど体調悪く今⽇優しい看護師さんに点滴してもらってきました。 
> （百⽇咳って⼦供の病気とおもってましたが（笑） 

あらら、優しい看護師さんでよかったですね〜。
 百⽇咳という⾔葉⾃体、何⼗年ぶりかに聞きました。

 咳は体⼒消耗しますので、どうぞお⼤事に。
 

セットリスト
3624 選択 stray 2010-06-02 17:41:20 返信 報告

こっそりとセットリストを追加しておきます（笑）。
 #3517の画像を⼊れ替えました。

  

Opening︓永遠

01. あの微笑みを忘れないで
 02. 君に逢いたくなったら…
 03. Top Secret

 04. You and me (and…)
 05. 息もできない

 06. ⾬に濡れて
 07. ハイヒール脱ぎ捨てて

 08. こんなにそばに居るのに
 09. 素直に⾔えなくて

 10. きっと忘れない
11. もう少し あと少し…
12. あなたに帰りたい

 13. Forever you
 14. ⼼を開いて

 15. Today is another day
 16. 愛が⾒えない
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 17. 君がいない
18. マイフレンド

 19. Don't you see︕

Encore
 01. 揺れる想い

 02. 負けないで

Endroll︓かけがえのないもの
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