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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

ＺＡＲＤ ２０ｔｈ ＷＥＥＫ
5316 選択 stray 2011-02-05 16:12:53 返信 報告

皆さんこんにちは。

いよいよ明⽇から、ＺＡＲＤ ２０ｔｈ ＷＥＥＫがスタートです︕
 スケジュールをまとめてみました。

 今週末はＺＡＲＤ三昧の３連休になりそうです（笑）。

ちなみに私は全イベント不参加ですので（笑）、皆さまの情報をじ〜っとお待ちしております。
 ----------------------------------------------

 2/6（⽇）
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・ＳＨ堂島リバーフォーラム(⼤阪) 17:30/18:00
・WEZARD 「FLOWER GIFT MOVIE」公開

 ----------------------------------------------
 2/7（⽉）

 ・VMC 「JUKE JP」 11:00〜11:30
  「揺れる想い」・・・たぶんWBM ver.

 ----------------------------------------------
 2/8（⽕）

 ・SPACE SHAWER TV 「ナツカシ☆ビデオ」 13:00〜14:00
 「君がいない」・・・たぶんWBM ver.

 ----------------------------------------------
 2/9（⽔）

 ・VMC 「JUKE JP」 05:30〜06:30
  「マイフレンド」・・・たぶんWBM ver.

 ・銀座⼭野楽器本店イベント 2/13(⽇)まで
  10:30〜20:00(※最終⽇は18:00閉場)

  ７FイベントスペースJamSpot
 ・タワーレコード渋⾕店ＺＡＲＤ展 2/21(⽉)まで

  10:00〜23:00(※最終⽇は10:00〜21:00）
  タワーレコード渋⾕店 1F

 ----------------------------------------------
 2/10（⽊）

 ・讀賣新聞全国版にてZARD 20th ANNIVERSARY広告掲載︕
 ・ZARD SINGLE COLLECTION 〜20th ANNIVERSARY〜 発売

 ・ZARD 20周年記念写真集 発売
 ・ZARD展 京都⾼島屋 2/14(⽉)まで

 ・ＳＨ中野サンプラザホール(東京) 18:30/19:00
 ・ARTIST REQUEST CS 19:30〜20:00

 ★ZARD 特集 part1 
 



  揺れる想い 
  君がいない 

   もう少し あと少し… 
   マイフレンド 

   素直に⾔えなくて 他
 ・WEZARD 「SMILE GIFT MOVIE」公開

 ・ＡＢＣ朝⽇放送 スタンダップ! 26:13〜26:33
  デビュー20周年を記念したイベント紹介

 ---------------------------------------------
 2/15（⽕）

 ・ＴＢＳ「解禁!マル秘ストーリー〜知られざる真実〜」 21:00〜21:54
  http://www.tbs.co.jp/kaikin-story/

 --------------------------------------------- 
 2/22（⽕）

 ・SPACE SHAWER TV 「ナツカシ☆ビデオ」 13:00〜14:00
 「もう少し あと少し…」・・・たぶんWBM ver.

 ---------------------------------------------

※KOHさんからの情報を追加しました。
 ※タワレコ情報[5372]を追加しました。
 ※TV OA情報[5368]を追加しました。

 ※関⻄限定20分番組情報[5422]を追加しました。
 ※新聞広告情報[5425]を追加しました。

 ※TV OA情報[5777]を追加しました。

Re:ＺＡＲＤ ２０ｔｈ ＷＥＥＫ
5318 選択 KOH 2011-02-05 20:58:03 返信 報告

所⻑、皆さんこんばんはです︕︕
 確かにあしたからですね︕︕嬉しいひとときですね〜︕︕
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私は堂島と京都に参戦してきます︕︕

そして︕CS⾒れるみなさ〜ん︕︕
 録画の準備してくださいね〜︕︕

Re:ＺＡＲＤ ２０ｔｈ ＷＥＥＫ
5326 選択 Oyaji 2011-02-05 22:36:43 返信 報告

ＺＡＲＤ ２０ｔｈ ＷＥＥＫに先駆けて、
 ⽇本橋⾼島屋でZARDバレンタインチョコ買ってきました。

 いや、買ったのはわたしではなく、もちろん泉⽔さんからのバレンタインプレゼントです
（笑）。

 来週は、中野SHと⼭野楽器に⾏ってまいります。
 写真集はAMAZONでオーダー済みですが、

 シングルコレクションは、毎年開催してくれている
 ⼭野楽器さんに敬意を表して、⼭野楽器で購⼊予定です。

Re:ＺＡＲＤ ２０ｔｈ ＷＥＥＫ
5329 選択 stray 2011-02-05 23:33:04 返信 報告

Oyajiさん、こんばんは。

ZARDバレンタインチョコの情報ありがとうございます。
 チョコは５ヶ⼊りかと思ってましたが、８ヶだったのですね。

 それでも１ヶ４００円近くするわけですから（笑）、味わって召しあがって下さい。
 中野SHと⼭野楽器も堪能くださいね。

Re:ＺＡＲＤ ２０ｔｈ ＷＥＥＫ
5330 選択 goro 2011-02-06 00:26:47 返信 報告
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strayさん みなさん こんばんは

⽇付がかわり、いよいよＺＡＲＤ ２０ｔｈ ＷＥＥＫになりました。
 そして、泉⽔さん、お誕⽣⽇おめでとうです︕

 お元気でしょうか︖ 同じ世界でも、違う世界でも、頑張って下さいね︕
 私達も頑張りますよ︕

私もいよいよ⾃分にとってのＺＡＲＤプロジェクト︖が本格的に始まりました(笑)
 最近バタバタしているので、中野ＳＨも銀座⼭野楽器もどうにかして⾏きたいものです。

 ⼭野楽器さんへ映像の始まる時間がいつなのか問い合わせてしまいました(笑)
 (店員さん⽈くまだ未定のようで、直前までわからないようです。)

 まずは、写真集とＣＤをゲットしなければ・・・。
 あぁ⾏けるといいな〜・・・

マイフレンドの新事実の記載もありがとうございました。
 泉⽔さんはＥＣ諸国(←古いですね)を駆け巡っていたようですね。

 

Re:ＺＡＲＤ ２０ｔｈ ＷＥＥＫ
5331 選択 チョコレート 2011-02-06 16:58:46 返信 報告

所⻑さん、皆さん、こんにちは。
 今週の予定をまとめてくださって、ありがとうございます(笑)。

今⽇は泉⽔さんのお誕⽣⽇･･･SH堂島に参加される⽅はすでに会場に向かっているか･･･すでに到着されている頃でしょう
か︖

 なんだか参加しない私までドキドキしちゃいます(笑)。
 参加された⽅々の報告が、楽しみですね〜︕

さて、所⻑さん、このスケジュールにある、VMCって︖︖
 e2スカパーでは⾒ることができないチャンネルでしょうか︖(汗)

 捕獲隊に⽴候補したいけど･･･なんせよくわからなくて(⼤汗)。
           ↓   

 > 2/7（⽉） 
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> ・VMC 「JUKE JP」 11:00〜11:30 
>  「揺れる想い」・・・たぶんWBM ver. 

 

Re:ＺＡＲＤ ２０ｔｈ ＷＥＥＫ
5332 選択 stray 2011-02-06 17:29:10 返信 報告

goroさん、チョコさん、こんばんは。

泉⽔さんのバースデーに泉⽔さんに会える⼈たちはラッキーですね︕
 pineさんは今頃、⼊場の列に並んでいる頃でしょうか。

 それとも電⾞を乗り間違えてまだ着いてないとか（笑）。

チョコさん、VMCもスカパーで⾒れますよ︕
 http://www.v-music.ch/howto/

 でも明⽇なので今から間に合うか微妙・・・（笑）

goroさん、⼭野楽器のシアター（4⽉に発売のDVDのダイジェスト）も楽しみですよね︕
 まだ上映時間が決まってないって、のんびりしてますね〜（笑）。

 ご覧になれたら是⾮ご報告ください。
 

Re:ＺＡＲＤ ２０ｔｈ ＷＥＥＫ
5334 選択 チョコレート 2011-02-06 17:42:19 返信 報告

所⻑さん、こんばんは。早速教えてくださり、ありがとうございます。

> チョコさん、VMCもスカパーで⾒れますよ︕ 
 > http://www.v-music.ch/howto/ 

 ･･･ところがね、番組表で⾒ても、そのチャンネル、載ってないんです(汗)。
 だから、e2では⾒れないチャンネルなんじゃないかと･･･(泣)。

 SSTVとMJTVは録画予約セット完了しました︕ちゃんと撮れますように･･･(苦笑)。

さ、そろそろ堂島では⼊場してるかなぁ〜︖
 pineさん、会場に⼊ったかな︖︖グッズ売り場に並んでいる頃︖︖(笑)
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あ〜〜ドキドキする･･･(笑)。

Re:ＺＡＲＤ ２０ｔｈ ＷＥＥＫ
5335 選択 stray 2011-02-06 17:58:18 返信 報告

[5334]チョコさん

スカパーe2では⾒れないようです。
 ⼩さく書いてありました（笑）。

> SSTVとMJTVは録画予約セット完了しました︕ちゃんと撮れますように･･･(苦笑)。

おう︕ドルちゃんとは違いますねぇ（笑）。

> あ〜〜ドキドキする･･･(笑)。

ぎゃはは、なんで（笑）。

Re:ＺＡＲＤ ２０ｔｈ ＷＥＥＫ
5338 選択 チョコレート 2011-02-06 21:39:59 返信 報告

所⻑さん、再びこんばんは︕(笑)

> スカパーe2では⾒れないようです。 
 > ⼩さく書いてありました（笑）。 

 あ〜〜〜、やっぱり(泣)。ざーんね〜ん︕もう1回SSTVでもやらないかしらん･･･。

堂島SHも終了して、参加された⽅も家路についた頃でしょうか･･･。
 pineさん、放⼼状態で逆⽅向のJRに乗ってなければ良いのですけど･･･(苦笑)。

 堂島参加の皆さまの報告、楽しみにまってま〜す︕

Re:ＺＡＲＤ ２０ｔｈ ＷＥＥＫ
5385 選択 チョコレート 2011-02-08 13:34:59 返信 報告
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所⻑さん、皆さん、こんにちは。
頼りないCS捕獲隊︖チョコです(笑)

> 2/8（⽕） 
 > ・SPACE SHAWER TV 「ナツカシ☆ビデオ」 13:00〜14:00 

 >  「君がいない」・・・たぶんWBM ver. 
 ⾒てきました〜(笑)。WBM ver.で間違いないと思います、たぶん･･･(苦笑)。

 前半は⽇本⻘年館で⽩いマイクで歌う泉⽔さん、後半は⿊のトレーナーを着てレコーディング中（S
Hのポスターにもなっている）ヘッドホン姿の泉⽔さんでした。最後にピースサインしてる映像です(笑)。

 これって、SHで⾒たものだと思いますよ〜。記憶の新しいpineさんが⾒たら確実だったけど･･･(苦笑)。
 以上報告でした(笑)。

Re:ＺＡＲＤ ２０ｔｈ ＷＥＥＫ
5386 選択 stray 2011-02-08 18:54:08 返信 報告

チョコさん、こんばんは︕

「⾒た」のと「捕獲した」ではえらい違いがあるんですけど（笑）、捕獲できました︖

私の記憶では、「君がいない」の映像はＳＨのポスターになった
 ⿊⽩トレーナーを着てスタジオで歌うシーンだけなのですが・・・

 ⽇本⻘年館での映像って、貼ってくれた画像ですか︖
 これって「揺れる想い」の⾐装なんですけど・・・（笑）

なんか訳分からなくなってきました（笑）。

> これって、SHで⾒たものだと思いますよ〜。記憶の新しいpineさんが⾒たら確実だったけど･･･(苦笑)。

pineさん︕ 助けてぇ︕（笑）

Re:ＺＡＲＤ ２０ｔｈ ＷＥＥＫ
5387 選択 ドルチェ 2011-02-08 19:10:46 返信 報告

みなさん、こんばんは。
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> これって「揺れる想い」の⾐装なんですけど・・・（笑） 
惜しい︕こっちこっち︕︕(笑)

 同じ⻩⾊の上着だから間違えやすいですよね〜。
 ご飯⾷べてきまーす。

Re:ＺＡＲＤ ２０ｔｈ ＷＥＥＫ
5388 選択 stray 2011-02-08 19:10:52 返信 報告

⾃⼰解決レスです（笑）。

「揺れる想い」と同じ⾐装で「君がいない」を歌っている映像がありました︕
 （３周忌特番で確認）

チョコさん、ごめんね、ごめんね〜（笑）
 

Re:ＺＡＲＤ ２０ｔｈ ＷＥＥＫ
5389 選択 stray 2011-02-08 19:13:24 返信 報告

ん︖

「揺れる想い」と同じ⾐装じゃないってこと︖＞ドルちゃん

Re:ＺＡＲＤ ２０ｔｈ ＷＥＥＫ
5390 選択 チョコレート 2011-02-08 20:06:27 返信 報告

所⻑さん、ドルちゃん、皆さん、こんばんは︕
 ちゃんと、捕獲しましたよ〜(笑)。えへへ。

 映像をアップできれば良いのですが、チョコには技術が無く･･･(汗)すみません。
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それで、今もビデオ⾒直して確認しましたけど、「揺れる想い」と同じ⾐装で「君がいない」を歌っていました。
⻩⾊のヨレヨレの(苦笑)シャツを⽻織ってます。

 ジャケットではありませんでした〜。
 あれれ︖ドルちゃんの貼ってくれた画像と違うの︖︖

 

わかった︕
5391 選択 stray 2011-02-08 20:39:59 返信 報告

チョコさん、こんばんは。

捕獲成功おめでとうございます（笑）。

> 映像をアップできれば良いのですが、チョコには技術が無く･･･(汗)すみません。

それは分かってます（笑）。

「揺れる想い」と同じヨレヨレの⻩⾊シャツを着て歌うシーンと、
 ドルちゃんが貼ってくれた[5387]のブレザーを着て歌うシーンの

 ２パターンが存在するのです︕︕︕︕︕（笑）

この映像が分かり易いと思います。
 http://www.youtube.com/watch?v=vkhTS4oZX2k

 （13:40〜）
 チョコさんが捕獲されたのはこの映像でしょう。

 14:40で[5387]に切り替わって、16:11でまたヨレヨレに戻ります。

インナーとジーンズが同じなので、よ〜く⾒ないと気付かないですよ、これは（笑）。
 

Re:わかった︕
5392 選択 ドルチェ 2011-02-08 20:53:43 返信 報告

みなさん、こんばんは。
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> 「揺れる想い」と同じヨレヨレの⻩⾊シャツを着て歌うシーンと、 
> ドルちゃんが貼ってくれた[5387]のブレザーを着て歌うシーンの 

 > ２パターンが存在するのです︕︕︕︕︕（笑） 
 そうなんですよ︕︕

 「君がいない」の⽅は同じ⻩⾊でもジャケットだけどな〜︖と思って
 PVを⾒直していたら、私も今さっき気付きました︕︕︕ びっくりですよね〜(笑)

 最初の⽅のチョコっとは、確かに「揺れる想い」の時のヨレヨレ(笑)⻩⾊シャツですよね。これには気付かなかったな
〜。

Re:わかった︕
5393 選択 stray 2011-02-08 20:57:39 返信 報告

でもって、「きっと忘れない」のこのブレザーは
 また別もの（笑）。

困るなぁ（笑）。

Re:わかった︕
5394 選択 stray 2011-02-08 21:02:19 返信 報告

さらには（笑）、

「この愛を泳ぎ疲れても」の柿⾊ブレザーもある。

で、今回新たに公開された[5294]は
 またまた別もの（笑）。

泉⽔さん、⻩⾊系がお好きだったのかなぁ。

Re:わかった︕
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5396 選択 チョコレート 2011-02-08 21:08:28 返信 報告

所⻑さん、またまたこんばんは︕(笑)

> > 映像をアップできれば良いのですが、チョコには技術が無く･･･(汗)すみません。 
 > それは分かってます（笑）。 

 ぎゃははは︕そうですよねぇ･･･捕獲できただけですごいんですから(苦笑)。

所⻑さんが貼ってくださった映像を⾒てきました︕
 が、私が捕獲した映像とは別物です。

 ⽬を⽫のようにして(笑)⾒ましたが、14:23あたりで⼀瞬だけ︖「揺れる想い」と同じシャツが出てきて、あとはブレザ
ーみたいですね。

 私が捕獲した映像では、このブレザーの泉⽔さんは出てきません。最初から最後まで、「揺れる想い」のシャツですね
ぇ･･･。

 ⼝の動きは合っているので、2種類存在するんですね︕︕すごーい。
 ⽇本⻘年館、どんだけ映像が残っているのか････︖︖

Re:わかった︕
5400 選択 チョコレート 2011-02-08 21:25:19 返信 報告

わーい︕ドルちゃんもこんばんは︕︕(笑)お早いご出勤でうれしいです(笑)。
 そういうチョコは夜勤︖(苦笑)いや、居残りです(笑)。

所⻑さん、所⻑さんがアップして下さった映像は私、始めてみる気がするんですけど、何ですか︖︖
 こんな、ZARDだけで1時間近く放送した番組があるの︖︖︕

 ⾒たかったなぁ〜。
でも、このマークは、我が家のe2スカパーでは⾒られないチャンネルですよね･･･残念。

Re:わかった︕
5401 選択 stray 2011-02-08 21:35:11 返信 報告

居残りチョコさん、こんばんは︕(笑)
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> が、私が捕獲した映像とは別物です。

なぬ〜〜〜〜︕（笑）
 私の2007WBMのメモには、「ヤフー動画、最後にピース」って書いてあります。

 誰か、「君がいない」のヤフー動画落ちてる場所知りませんか︖（笑）

2008WBM（代々⽊）でもアンコールで流れているのですが、
 みんな早⽬に⽴ってしまってて、「どうせ同じ映像だろう」と座ってたんですよ（笑）。

 アリーナ席は堂島と同じく平場なので、前の⼈が⽴つとまったく⾒えない。
 武道館のような急こう配の座席なら⽴たれても平気なんですけどねぇ。

> 所⻑さんがアップして下さった映像は私、始めてみる気がするんですけど、何ですか︖︖

チョコ家では⾒れない（笑）、スカパーのVMCというチャンネルです。

Re:わかった︕
5402 選択 ドルチェ 2011-02-08 21:37:12 返信 報告

チョコちゃん、こんばんは︕︕ 夜勤︖お疲れさまです(笑)
 私は出勤が早いでしょ〜(笑) 研究モノには、⾎が騒いでしまいます︕

> 所⻑さん、所⻑さんがアップして下さった映像は私、始めてみる気がするんですけど、何ですか︖︖ 
 これは、たぶん朝⽇放送の三回忌特番じゃなかったかな︖この番組、すごくいいよ︕

 youtubeにも分割されてアップされてたような･･･。あとで、探してみるね︕

10時から「美しい隣⼈」を⾒るからその前にNYと思ってたけど、
 別スレで⽇本⻘年館の所⻑検証があってるからテレビは録画しよ〜っと(笑) 

ジャケ写のジャケ（笑）
5409 選択 stray 2011-02-08 23:09:55 返信 報告

もしかしたら[5387]は、
 ジャケ写のジャケット（紛らわしい）（笑）かな︖
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ドルちゃん
学校のお勉強もこのくらい楽しかったら、成績優秀になれたよね〜、お互い（笑）。

Re:ジャケ写のジャケ（笑）
5410 選択 MOR 2011-02-09 02:14:05 返信 報告

みなさん、こんばんは。

最近、スピードが速くて付いていけないMORです。

strayさん、Yahoo!動画の件は不要だったようで、失礼しました。

ところで、早ければ今夜あたり「ZARD SINGLE COLLECTIONS〜20th ANNIVERS
ARY〜」の評価が聞けるのかな︖と、密かに楽しみにしています。

  
 わたし、6⽇は泉⽔さんの声を聴きまくっておりました。（笑）

 ヘッドホンで聴いていたのですが、ささやく声が聞こえてビックリ。
 （中略）

 結論は、コンプレッサーをかけて変換したものを聴いていたので、「ディレーの残⾳が⾔葉に聞こえだだけ」と⾔うオチ
でした。（爆）

 声が浮き出る分、泉⽔さんの声にウットリしながらの現象で、本気でウキウキしてしまいました。（笑）
 遅れて聞こえる微かな声は、チョット楽しめます。（思いっきり遅延をかけているのは驚きでした。某曲）

等々、不思議な体験や発⾒をした１⽇でした。

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/e17a886efc21fa45b9dc49a17c29dcf1.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/5316.html?edt=on&rid=5410
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=5410
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/4ff6fa96179cdc2838e8d8ce64cd10a7.jpg


発⾒︖。
あくまでも妄想オヤジの妄想の域ですので、⾃粛しておきます。（笑）

  

[5409]のジャケ写真、袖⼝から想像して、違うような。
 胸ポケットも⾒えるような気もするし。

 ＊写真は「君がいない」より
  

 

Re:ジャケ写のジャケ（笑）
5414 選択 pine 2011-02-09 15:02:42 返信 報告

所⻑さん チョコさん ドルチェさん MORさん こんにちは︕
 親⼦の事情で、CSを⾒れないpineです。(><)

>> これって、SHで⾒たものだと思いますよ〜。記憶の新しいpineさんが⾒たら確実
だったけど･･･(苦笑)。 

>pineさん︕ 助けてぇ︕（笑） 
 記憶の新しいpineですが、記憶の新しさと記憶⼒は⽐例しないので、あてになりません（汗）

 なので、解決していて良かったです。（笑）
 私のメモには、「⻩⾊のシャツ︖」と「︖」がついているので、SHはジャケットだったのかな︖

 いや、⻩⾊シャツも混じっていたけど、気づいていなかっただけかもしれません。(^^;)

>インナーとジーンズが同じなので、よ〜く⾒ないと気付かないですよ、これは（笑）。 
 よーく⾒ると、インナーは違いますね。右はロールカラー（って⾔うんでしょうか︖襟ぐりがくるっとロール状）のTシャ

ツです。
ジーンズも違うかな︖という気がしますが（太ももへのフィット感、左ももの破れ、膝上の⾊の落ち具合など）、これ
だ︕というシーンがありません。

>[5409]のジャケ写真、袖⼝から想像して、違うような。 
 MORさんに１票︕（笑）

それにしても、⽇本⻘年館でどれだけ⾐装替えしたのでしょうね︖
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Re:ジャケ写のジャケ（笑）
5420 選択 stray 2011-02-09 19:17:42 返信 報告

MORさん、こんばんは。

ヤフー動画どうもありがとうございました。
 [5391]の映像と同じでした。

シンコレと写真集、私は「ぐるぐる王国」で予約したのですが
 昨⽇発送完了のメールが届きました。ぐるぐる王国は⼤阪なので

 私のところに届くのは発売⽇です（笑）。
 別サイトでは6⽇に届いたという情報もありまあすが、それは早すぎでしょう︕（笑）

ジャケ写のジャケットとは別ものでしたね（笑）。

 
 pineさん、こんばんは。

きゃー︕ インナーもジーンズも違うんですか︕
 何のためにそんな細部にこだわる必要があるのでしょう。

 Ｚ研の⽬をごまかすため︖（笑）

同じ⾐装で３曲以上はまだ発⾒できていないので、ざっと２０回くらいでしょうか（笑）。
 いちいち楽屋に戻って着替え︖ 泉⽔さんさぞかし⼤変だったでしょうね。

pineさんのメモ・・・「⻩⾊いシャツ︖」で正解です。
 SSTV「君がいない」の映像を解析したところ、ヨレヨレ以外にも

 ２箇所ほどジャケットで歌うシーンがありました。（別レスで検証しますね）
  

「君がいない」ヤフー動画（WBM2007 ver.）
5423 選択 stray 2011-02-09 19:33:15 返信 報告

皆さんこんばんは。
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⻩⾊系の⾐装がたくさんあって混乱しましたが、なんとか解明できました。
と思ったら、チョコさんが昨⽇捕獲された SSTV「君がいない」の映像と

 ヤフー動画（WBM2007 ver.）の映像の２種類あることが判明︕

両者を⽐較検証してみました。

まずこのサムネイルはヤフー動画（WBM2007 ver.）です。
 http://www.youtube.com/watch?v=rZqujJ2p-dg

「君がいない」 SSTV（SH ver.）
5424 選択 stray 2011-02-09 19:59:32 返信 報告

で、これが2/8放送のSSTV（SH ver.）

チョコさんはヨレヨレのシャツのみと書かれてますが、
 ２箇所ジャケットで歌うシーンがあります。

 上から３⾏⽬の、左から４枚⽬・５枚⽬と、
 もう１ヶ所後半にもチラっと出てきますが、
 このキャプチャからは漏れてます。

緑⾊の⼩さな点のついた画像が、SH ver.の特徴で、
 2007WBM ver.にこれらの映像がところどころインサートされています。

いずれも泉⽔さんのアップ（ズーム）ばかり︕
 まるで泉⽔さんファンが編集したかのような出来栄えです（笑）。

３⾏⽬右に５ヶ点が並んでいる部分は、泉⽔さんの⾜元からお顔まで
 カメラがスパンズームするシーンです。

捕獲された⼈は、ヤフー動画との違いを⽐較して楽しんでみて下さい。

今⽇は VMCで「マイフレンド」が流れましたが、検証した結果、
 新映像ではなく、ＳＨ ver.でした。ジャンジャン︕（笑）

 

ＺＡＲＤ ２０ｔｈ ＷＥＥＫは まだ終らない
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5777 選択 stray 2011-02-21 18:46:32 返信 報告

皆さんこんばんは。

タワーレコード渋⾕店ＺＡＲＤ展が、本⽇（2/21）21:00で終わります。
 これで[5316]に挙げたすべてのイベントが終了するかと思いきや、

 明⽇（2/22）もう⼀つＴＶオンエアがあります︕

ヒントはここまで（笑）。⾃⼒で探して下さい（笑）。
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