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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

DVD重複曲検証
6555 選択 stray 2011-04-21 19:37:37 返信 報告

皆さんこんばんは。

DVDに重複して収録された曲が12曲あります。

・きっと忘れない
 ・かけがえのないもの

 ・素直に⾔えなくて
 ・⼼を開いて

 ・もう少し あと少し…
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・My Baby Grand 〜ぬくもりが欲しくて〜
・Today is another day
・君がいない

 ・マイ フレンド
 ・Don't you see︕

・揺れる想い
 ・負けないで

B社の注釈をもとに、ver.違いがはっきり分かるよう印を付けたのが[6451]です。

B社の発表はすべて疑ってかかる性格なので（笑）、
 注釈が正しいかどうかも含めて、重複曲の映像を検証していきたいと思います。

 

Ｂ社の注釈（WBM2009）
6556 選択 stray 2011-04-21 19:40:39 返信 報告

本⽂なし

Re:Ｂ社の注釈（WBM2008）
6557 選択 stray 2011-04-21 19:41:11 返信 報告

本⽂なし
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Re:Ｂ社の注釈（WBM2007）
6558 選択 stray 2011-04-21 19:41:51 返信 報告

 

「きっと忘れない」
6559 選択 stray 2011-04-21 19:43:54 返信 報告

2008と2009で同⼀映像（⽇本⻘年館もの）でした。

B社の注釈はどちらも無印で合っています。
 

「かけがえのないもの」
6560 選択 stray 2011-04-21 19:45:36 返信 報告

2008と2009で重複していて、どちらもオムニバス映像ですが、別映像です。

B社の注釈も合っています。
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2009は、⻘いサイリュームが揺れる幻想的⾵景での演奏ですが
サイリュームを折るポキポキ⾳はいただけません。

「素直に⾔えなくて」
6561 選択 stray 2011-04-21 19:46:18 返信 報告

2008と2009で同⼀映像（⽇本⻘年館もの）が収録されています。

B社の注釈はどちらも無印で合ってますが、2009は倉⽊⿇⾐がゲストボーカル
 として参加しているので、別ver.扱いでもよかったような・・・

「⼼を開いて」
6562 選択 stray 2011-04-21 19:50:00 返信 報告

神曲（かみきょく）にふさわしい「神映像」とでもいいましょうか。
 南仏ロケものです。

2008は、カンヌ→ロクブリュヌ→カンヌの構成で、
 ロクブリュヌのシーンはTV媒体未公開の映像が含まれています。

 路地裏フェチのドルちゃんには堪らない映像でしょう（笑）。

2009は、ネグレスコホテル→ロクブリュヌ→サレヤ広場→カンヌの構成。

B社の注釈は合っています。

「もう少し あと少し…」
6563 選択 stray 2011-04-21 19:50:48 返信 報告

2007と2009で重複していて、2007は Brezza特典DVDに収録のver.です。

2009はオール⽇本⻘年館PV映像。

「My Baby Grand〜ぬくもりが欲しくて〜」
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6564 選択 stray 2011-04-21 19:53:05 返信 報告

2007と2009で重複していますが、2007は⽻⽥ヒロミちゃんの
 ピアノ演奏＋オムニバス静⽌画映像、2009はロンドンロケ動画です。

B社の注釈でも別ver.（※印）ではなく、新映像（★印）扱いとなっています。

「Today is another day」
6565 選択 stray 2011-04-21 19:59:59 返信 報告

2007、2009ともにモナコ・ロケの映像ですが、内容は少し違います。

2009にあって、2007にないのがこのシーン。
 2009は全体的に泉⽔さんのお顔アップが多い。

B社の注釈は合っています。

「君がいない」
6566 選択 stray 2011-04-21 20:01:24 返信 報告

B社の注釈は、2008は無印で、2007に※印になっています（笑）。

両⽅とも、⽇本⻘年館PVとスタジオ撮影ものが半々の同じ映像です。

B社の単純なミスでしょう。

「マイ フレンド」
6567 選択 stray 2011-04-21 20:21:16 返信 報告

残り4曲はZARDを代表する曲で、3本のDVDすべてに収録されています。

「マイ フレンド」は、B社の注釈によれば3本とも別ver.ですが、
 2007と2008はほとんど同じです。
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これが2007。

Re:「マイ フレンド」
6568 選択 stray 2011-04-21 20:23:14 返信 報告

 
こっちが2008

違うのは⾚く囲った部分ですが、これを別ver.と⾔っちゃいかんでしょう（笑）。

Re:「マイ フレンド」
6569 選択 stray 2011-04-21 20:32:37 返信 報告

 
2009は、セントパンクラス駅周辺のロケ映像が⼊っていて

 別ver.です。
 

Re:「マイ フレンド」
6570 選択 stray 2011-04-21 20:38:09 返信 報告
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ただし、ロンドン・ロケの映像は、

 2007「⽌まっていた時計…」収録もののほうが
 TV媒体未公開なのでレア度は⾼いです（笑）。
 

「Don't you see︕」
6571 選択 stray 2011-04-21 20:56:03 返信 報告

B社の注釈は、すべて別ver.となっていますが、
 映像を切り貼りして順番を多少変えているだけで
 2007と2008は同じ映像だと思うんですよねぇ・・・

これが2007

Re:「Don't you see︕」
6572 選択 stray 2011-04-21 20:56:56 返信 報告

 
こっちが2008

どなたか、違いを⾒つけられたら教えて下さい。

Re:「Don't you see︕」
6573 選択 stray 2011-04-21 20:59:39 返信 報告

2009は[6461]のように、⽣唾ゴックンものの別ver.です。

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/4996dcc43b5be197b5887a4e60817b1c.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/6555.html?edt=on&rid=6571
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=6571
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/ad0f7a25211abc3889cb0f420c85e671.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/6555.html?edt=on&rid=6572
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=6572
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/44a6a9fee78f2bb58e758a209df95f1a.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/6555.html?edt=on&rid=6573
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=6573
https://bbsee.info/newbbs/id6461.html


これはTV媒体未公開なので絶対GETすべきでしょう。

「揺れる想い」
6574 選択 stray 2011-04-21 21:01:40 返信 報告

2007と2008は同じ映像（⽇本⻘年館PV）で、B社の注釈は両⽅とも無印、
 2009の映像は別ものなので※印が付いています。

それで合ってるのですが、これを額⾯どおりに受け取ってはいけません︕

2009DVDに収録された映像は WBM2009の映像ではないからです。

Re:「揺れる想い」
6575 選択 stray 2011-04-21 21:02:13 返信 報告

DVD2007収録・・・WBM2007「揺れる想い(１)」
 DVD2008収録・・・WBM2008「揺れる想い」

 DVD2009収録・・・WBM2007「揺れる想い(２)」

「揺れる想い」は WBM2007で2回演奏されていて、
 OPが「揺れる想い(１)」、ラス前に ”本⽇流れた全ての映像を振り返って”

 もう１回演奏されたのが「揺れる想い(２)」です。

「負けないで」
6577 選択 stray 2011-04-21 21:09:14 返信 報告

B社の注釈は、すべて別ver.となっていますが、
 すべて「最後のＭステ出演」映像です。

WBM2008では、演奏後にサポメンが泉⽔さんの写真を前に
 集合写真を撮影するシーンが⼊っています。

 代々⽊の”あの感動”に浸りたい⼈は WBM2008が買いです。
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WBM2009も演奏後の映像が違うだけなので、「負けないで」のver.というよりは
エンディングのver.違いと⾔うべきでしょう︕

まとめ
6578 選択 stray 2011-04-21 21:27:37 返信 報告

ということで、まとめです。

B社は「他年と映像違い」（別ver.）と⾔ってますが、
 基本映像にそれほどの差異はありません。

WBM2007を、わざわざDVD2007とDVD2008に分けて儲けようとしてる

と陰⼝を叩かれてもしょうがないでしょう（笑）。

Re:まとめ
6579 選択 Ａｋｉ 2011-04-21 23:36:14 返信 報告

> WBM2007を、わざわざDVD2007とDVD2008に分けて儲けようとしてると陰⼝を叩かれてもしょうがないでしょう
（笑）。

 07年〜08年は2枚組8000円にしても良かったと思いますね。途中で⾜された曲は「ボーナストラック」で披露すれば良
いと想いますし…

 カメラワークは07年は少々微妙かも…やっぱり08年のほうが多少慣れてますね。
  でも、アーティスト参加⼈数は07年の⽅が豪華なんですよね…。（04年のＬｉｖｅ以上に豪華って微妙…）

 「会場Ｖｅｒ」と「画⾯Ｖｅｒ」と2種に別けてほしかったかも…「会場を観たい⼈」と「とにかく坂井さんしか興味な
い」というのと別れると想います。

  ⼈によって「会場は映さなくていい」と⾔う⼈も居れば「演奏者とかもっと映してほしい」と⾔う意⾒もありました。
（私は完全に前者ですが（笑））

  店頭で殆ど発売しないのですから「受注製」で2パターン出しても良さそうですけれどね…
 （会場版は開き直って、全部の会場のを売ってみたりして（笑）（追悼Ｌｉｖｅツアーの場合は演奏者の⼈数も違います

し））
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 いつの⽇か「⽇本⻘年館」とか「テレビ朝⽇」のような会場ごとの「完全盤ＤＶＤ」とか「メイキング〜ロンドン〜」
というのも発売してほしいですけれど、Ｂ社はあまり「完全盤」は発売しないですよね…

  発売してしまったら「Ｌｉｖｅは⼆度とない」という事を意味してしまいますから…（汗）

SH2010とWBM2011のDVD化
6581 選択 stray 2011-04-22 12:40:31 返信 報告

Ａｋｉさん、こんにちは。
  

>  07年〜08年は2枚組8000円にしても良かったと思いますね。途中で⾜された曲は「ボーナストラック」で披露すれば
良いと想いますし…

値段は別にして、私もWBM2007の完全版＋ボーナストラック（2008追加分とエンディング）で
 2枚組にしたほうがよかったと思います。

>  「会場Ｖｅｒ」と「画⾯Ｖｅｒ」と2種に別けてほしかったかも…「会場を観たい⼈」と「とにかく坂井さんしか興味
ない」というのと別れると想います。

私も100%後者なので（笑）、SH2010の映像をそっくりそのままDVDにしてほしい︕︕

>  いつの⽇か「⽇本⻘年館」とか「テレビ朝⽇」のような会場ごとの「完全盤ＤＶＤ」とか「メイキング〜ロンドン
〜」というのも発売してほしいですけれど、Ｂ社はあまり「完全盤」は発売しないですよね…

不完全にしておけば、後から内容被るのおかまいなしに沢⼭出せますから（笑）。

>  発売してしまったら「Ｌｉｖｅは⼆度とない」という事を意味してしまいますから…（汗）

そうなんですよ、なのでSH2010とWBM2011のDVDが出るとしても当分先でしょうね（笑）。
 

Re:DVD重複曲検証
6582 選択 pine 2011-04-22 17:09:16 返信 報告

所⻑さん Akiさん みなさん こんにちは︕
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確かめたかったけど、ふたつの映像を⾒⽐べる＆記憶するという⾼度な脳を持ち合わせていない
ので、諦めていましたが、

 さすが、所⻑さん︕素晴らしい︕︕
 基本映像はそれほど変わらない…んですね。

 しかし、「⼼を開いて」や「⽌まっていた時計…」「Don't you see︕2009」 等のロケ映像
は、初めて⾒る映像が多くて、画⾯に釘付けでした。(^-^)

 初めて⾒る歌唱シーンも釘付けなので、結局、全部釘付け状態ですが…（苦笑）

ロケ物で思わず笑ってしまったのが、添付画像のシーン。
 2007の「Today is anothre day」のお茶⽬な泉⽔さんです。（笑）

 初め⾒た時、おもむろに持ち上げた⻩⾊いホースで何をしているのだろう︖と思いましたが、
 スタッフに向けておどけているんですね。（笑）

 このスタッフさん、泉⽔さんのカルバンクラインのリュックを掛けて、羨ましすぎる!!

>>  「会場Ｖｅｒ」と「画⾯Ｖｅｒ」と2種に別けてほしかったかも…「会場を観たい⼈」と「とにかく坂井さんしか興
味ない」というのと別れると想います。 
>私も100%前者なので（笑）、SH2010の映像をそっくりそのままDVDにしてほしい︕︕ 

 私も画⾯だけで良かったに１票。（笑）
 WBM2011をDVD化するときには、映像のみにして欲しいです︕（笑）

 

Re:DVD重複曲検証
6584 選択 stray 2011-04-22 17:50:27 返信 報告

pine:さん、こんにちは。

> 確かめたかったけど、ふたつの映像を⾒⽐べる＆記憶するという⾼度な脳を持ち合わせていないので、諦めていました
が、 

 > さすが、所⻑さん︕素晴らしい︕︕

ありがとうございます。私も2つの映像を記憶する⼒が無いので、忘備録として作りました（笑）。

ロケ地ファンは3本とも買わないといけないようになってます（笑）。
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> ロケ物で思わず笑ってしまったのが、添付画像のシーン。 
> 2007の「Today is anothre day」のお茶⽬な泉⽔さんです。（笑） 

 > 初め⾒た時、おもむろに持ち上げた⻩⾊いホースで何をしているのだろう︖と思いましたが、 
 > スタッフに向けておどけているんですね。（笑）

2007と2009両⽅にこのシーンがあるので、違いを追っていた私は気づきませんでした（笑）。
 お茶⽬な泉⽔さんらしい、微笑ましいシーンですねぇ、さらに「うっとり」（笑）。

> このスタッフさん、泉⽔さんのカルバンクラインのリュックを掛けて、羨ましすぎる!!

⾚いリュックだったら、⾦太郎の前掛けになるところですが・・・（笑）

> 私も画⾯だけで良かったに１票。（笑） 
> WBM2011をDVD化するときには、映像のみにして欲しいです︕（笑）

ぎゃはは、おそらく、Z研にお集りの9割は「画⾯だけ派」かと（笑）。
 投票してみましょうか（笑）。

Re:DVD重複曲検証
6585 選択 チョコレート 2011-04-22 18:05:18 返信 報告

所⻑さん、pineさん、皆さん、こんばんは︕

家庭訪問が終わってようやく⾃由な時間︖が訪れたチョコです(苦笑)。
 重複映像の表、素晴らしいですね〜。ありがとうございます︕助かります(笑)。

SHしか⾒ていないチョコは、ほとんど釘付けで⽇常に⽀障が出そうな勢いです(苦笑)。
 そうそう、pineさんの貼ってくれた画像︕これ、私も笑っちゃいました。

 そして、あのリュックをかけているスタッフ︕︕うらやましすぎるぅ〜(笑)。
 泉⽔さんのお荷物なら私がすべて持ちますって⾔いたいくらい(笑)。

いったい何が⼊っているのかなあ〜︖

えっと、私もpineさんと同じく、会場の映像はいりません︕(笑)
 画⾯だけで⾒たいです。

 SHも良いけど、⽇本⻘年館撮影のPV集、テレ朝撮影PV集、GRAND Cafe撮影PV集をそれぞれフルで出して欲しいで

https://bbsee.info/newbbs/id/6555.html?edt=on&rid=6585
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す︕︕︕(願)
あと、わすれちゃいけない･･クルージングライブもね︕

 B社さん、出してくれると信じています︕

Re:「⼼を開いて」
6591 選択 ドルチェ 2011-04-22 22:06:09 返信 報告

ストちゃん、みなさん こんばんは。

私もどこがどう違うのか気になっていたけど、調べるのは⾯倒だったのでこういう表を作ってもらってうれPです(^^)

「⼼を開いて」の南仏映像は、やっぱりいいですね〜︕
 > 路地裏フェチのドルちゃんには堪らない映像でしょう（笑）。 

 ハイ、堪りません♥ ロクブリュヌには、なにがなんでも絶対⾏きたいです。誰か⼀緒に⾏こ〜︕というか連れてって〜。

あとね、#6565の後ろのカメラ⽬線のおじさん怖い(笑) おじさんじゃなくって、泉⽔さんのカメラ⽬線が欲しいんです
けど〜︕

 あとねあとね、pineさんが貼ってくれた画像を⾒るまで、
 泉⽔さんのCKリュックをスタッフが掛けているの気付かなかった︕私も掛けたい︕

まだまだ⾒逃してる映像も多々あるようで、私も⽢いですな。
 明⽇はお休みだから、これからまたゆっくりDVD鑑賞しちゃお♥
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