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幻のFIRST LIVE
693 選択 PAN 2009-08-29 17:14:26 返信 報告

皆さん、こんにちは︕
 ちょっぴり話題となった"幻のFIRST LIVE"について、です。

 ZARDのFIRST LIVEといえば"What a beautiful moment"ですが、
 実はデビュー翌年に東名阪にて、最初のライブツアーが計画

 されていたようです。これについて所⻑から当時(1992年)の
 ⾳楽雑誌の記事を⾒せていただいたところ、確かにLIVE予告が

 掲載されておりました。
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〜 FIRST LIVE "HOLD ME" 〜
10⽉5⽇ ⼤阪 クラブクアトロ

 10⽉6⽇ 名古屋 クラブクアトロ
 10⽉20⽇ 東京 NISSIN POWER STATION

残念ながら、FIRST LIVE(HOLD ME)は中⽌になってしまったため、
 ZARDファンの間では幻のFIRST LIVEとして、語り継がれるように

 なりました。
 "負けないで"や"揺れる想い"がリリースされる以前ですが、もし

 開催されていれば、オープニングは"眠れない夜を抱いて"、
 ラストは"Good-bye My Loneliness"かな︖と勝⼿に想像しています（笑）

 MORさんへ
 資料が全く無いため何も出てきません（笑）すみません︕

 

Re:幻のFIRST LIVE
696 選択 ＭＲＣＰ 2009-08-29 19:30:13 返信 報告

PANさん、こんばんは。

私、⼀緒に⾏ってくれる⼈がいたらチケット買ってましたね。
 ところで、以前所⻑さんににいただいた記事読めるようになりますか︖

 ⽴ち読みしたのは覚えてるんですけど内容は
 さっぱり覚えてません（笑）。

 

Re:幻のFIRST LIVE
697 選択 oy-miyu 2009-08-29 20:52:23 返信 報告

PANさん、皆さん、こんばんは︕。ご無沙汰しておりますm(_ _)m 。
 別スレですが、stray さん、常連さん達。。。

 遅ればせながら…「cafeトレヴィの泉⽔」リニューアルオープン、オメデトウございます♪。 
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megamiさんへの、“追悼のコーナー。stray さんはじめ、「Ｚ研」さんに集う皆様の“想い”や、再建に向けた“ご尽
⼒”に、感動しながら拝⾒しました (^^)。

 ⼼にそっと沁み込むようなメッセージと、ZARDの時に流れるようなメロディ…♪。
 そして「 MemorialCD 」の１つ１つの作品（加⼯画）の、素晴らしい仕上がりにとても感⼼しています。。。

“幸せな出逢い”され、「Ｚ研」さんを愛された、megamiさんと常連さん達の“これからも繋ぐ耀…”とても⼤切なもの…。
 megamiさんも泉⽔さんと優しく、「Ｚ研」さんを⾒守ってくれてるでしょうね（*＾＾*）。

 （私の駄⽂も、素敵な加⼯画にして下さり、感謝しています…<(_ _)>。）

> 残念ながら、FIRST LIVE(HOLD ME)は中⽌になってしまったため、ZARDファンの間では幻のFIRST LIVEとして、語
り継がれるようになりました。

“ZARDの謎”ともいえる、興味深いお題を有難うございます(笑)。別スレですが、「NISSIN POWER STATION」のライ
ブチケットを、久しぶりに拝⾒しました(^-^)。

当時、直前で中⽌になり、払い戻された⽅達も多かったと想われますが、まさか中⽌というこの決断に︖、
 ファンもその後、99年までZARDのライブが、開催されなかった現実を、誰も想像してなかったでしょうね(^-^;)。

地⽅在住のファンとしては、遥か彼⽅の夢のようなライブを、遠⽅から応援する事しか出来ませんでしたが…、
 直前にご出演された、「BEAT ZONE」（1992/9/30）でも、松本さんとライブの話題で盛り上がってましたね(^.^)。

「…え〜、多分珍しいコンサートになるんじゃないかと思いますから、え〜、あんまりイケイケで「ノる」わけではなく
て、

 クラシックを聴くみたいにシーンとでもない、なんか程程のという感じのライブに…」 by 泉⽔さん
 （ニュアンスを間違えてましたら…<(_ _)>。）

B'zの松本さんから、ミディアム調なZARDで、“アクディブな坂井さんが⾒れる”と表現されましたので(笑)、
 是⾮、"幻のFIRST LIVE"を、観てみたかったですね(*'-^)-☆。

Re:幻のFIRST LIVE
699 選択 stray 2009-08-29 21:51:40 返信 報告

PANさん、ＭＲＣＰさん、oy-miyuさん、こんばんは。
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幻のFIRST LIVE に関する資料はたくさんありますが、
oy-miyuさんが紹介して下さった、B'z Beat Zone 出演時のコメントに尽きるでしょう。

 http://www.filebank.co.jp/filelink/b3a0fd4f6c214f3344fad4fea1d0cf38

いつ中⽌が決まったのか定かじゃありませんが、ラジオ出演の翌⽇か、翌々⽇くらいでしょう。
 なにがあったのか︕︕（笑）

 ⻑⼾御⼤がリハの出来の悪さに激怒して⽌めさせたという話もあるようですが、
 私はそんな話は信じません（笑）。

oy-miyuさん、お久しぶりです。
 cafe再建のお祝いどうもありがとうございます︕

 皆さんの素敵な詞を、2⼈の巨匠が加⼯画にして、天国のmegamiさんに届けてくれました。
 megamiさんも「キャーキャー」⾔いながら⾒⼊っていることでしょう（笑）。

 それとも泉⽔さんを毎⽇質問攻めにして困らせているかな︖（笑）

Re:幻のFIRST LIVE
701 選択 PAN 2009-08-29 22:38:30 返信 報告

MRCPさん、oy-miyuさん、所⻑、こんばんは︕
 "幻のFIRST LIVE"について返信ありがとうございます︕92年当時、ZARDのことは知って

 いたものの、J-POPについて関⼼が薄れていて⾳楽番組や雑誌も⾒ていなかった時期
 なので、FIRST LIVEのこともラジオ出演のこともリアルタイムでは全く知りませんでした（＾＾︔

初期のZARDで想像するようなロック⾊の強いライブかと思っていましたが、「BEAT ZONE」
 のコメントからするとそこまでのノリではないようですね。

 当時の泉⽔さんコメントを記憶していらっしゃるoy-miyuさんも、貴重な資料をお持ちの
所⻑もすごいですね︕MRCPさんが紹介されている雑誌も所有していないので欲しいです〜（笑）

 

Re:幻のFIRST LIVE
706 選択 Ａｋｉ 2009-08-30 03:03:45 返信 報告
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 ミュージックステーションでも、坂井さんが歌のスタンバイに⼊っている時にミニ情報として「Ｌｉｖｅが開催され
る」ということが告知されていたので、ギリギリまでやるつもりだったのだと想います。

  「眠れない夜を抱いて」のＰＶもリハを兼ねてのものだったのかな︖と勝⼿ながら想ったり…
  カウントダウン１００でもまだ上位に⼊っているときから、ＰＶをゆっくり流している感じに差し替えられていたの

で、急に「ミステリアス」という感じに路線変更したのでしょうか︖

 今では「９２年Ｌｉｖｅ」は「無かった」ことになってしまっているので謎のままですね（笑）

Re:幻のFIRST LIVE
716 選択 yama 2009-08-31 20:02:51 返信 報告

Stray所⻑様、皆様こんばんは。

今⽇は船上ライブから１０年ですね。
 幻のFIRST LIVEのことも、⼤いに気になるところです。

 中⽌になったこと、泉⽔さんはどう思ってたんでしょうかね・・・

ところで、話はそれてしまいますが、ＭＲＣＰさんがアップされてた雑誌に記事が気になるところが・・
 泉⽔さんが⾚いスーツ姿ですが、このスーツって、永遠のＰＶと同じスーツでしょうか︖︕

 気になってしまいました。
 

Re:幻のFIRST LIVE
717 選択 stray 2009-08-31 21:01:03 返信 報告

yamaさん、こんばんは。

「永遠」PVの⾚いスーツは⿇ですから、別のスーツです。
 泉⽔さんが「⾚」って珍しいですけど、けっこう似合ってると私は思います。

幻のFIRST LIVEの中⽌・・・泉⽔さんもさぞかし落胆されたと思うのですが、
 その後LIVEの中⽌に関する記事・インタビューは⼀切ないので、

 「無かった」ことにしなくちゃならないような理由だったんだと思いますよ（笑）。
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Re:幻のFIRST LIVE
718 選択 PAN 2009-08-31 21:53:06 返信 報告

Ａｋｉさん、yamaさん、所⻑こんばんは︕
 LIVEの開催情報、Mステでも予告が流れたのですね、知りませんでした︕

 初期の泉⽔さんの⾚いスーツ姿はあまりお⽬にかかれないのでかなり貴重です︕
ところで、別スレ（#678）にも書きましたが、ライブのチケット払い戻しで

 配布された"ZARDテレカ"は是⾮⾒てみたいですね︕
 

Re:幻のFIRST LIVE
719 選択 ドルチェ 2009-08-31 23:18:28 返信 報告

PANさん、みなさん こんばんは〜（＾０＾）

FIRST LIVE "HOLD ME" ･･･「HOLD ME」が⼤好きなので、聞いただけで⾝悶えます︕（笑）
 ホントに開催されていたら、どんなライブになったのか、とかセットリストとか⾊々想像は膨ら

みますよネ〜♥

ちなみに、もう⼀つの幻の東海⼤ライブでは、オープニングは「こんなに愛しても」だったらし
いですよ。

 いきなり最初に超ヘビィなこの曲を持ってくるなんて、やっぱりそれ程思い⼊れが強い曲だったのかな。。

画像は、PANさんが書かれているライブのチケット払い戻し時に配布された"ZARDテレカ"です︕
 残念ながら、ライブに参加予定でチケットの払い戻しを受けたワケではなく（笑）

 私がシングルジャケットの中で「眠れない夜を抱いて」が⼀番好きなのを知っているZARD友からのプレゼントなのです
が、

 PANさんから、眠れない夜を抱いてのテレカがそのテレカだと聞いて、家宝にしなきゃ︕と思っちゃいました（＊＾＾
＊）

 あと、別スレでPANさんがアップされたライブチケットは、初めて⾒ました︕ 貴重なものをありがとうございま〜す♪

Re:幻のFIRST LIVE
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720 選択 oy-miyu 2009-08-31 23:33:29 返信 報告

皆さん、こんばんは︕。
 「697」早速訂正を…m(_ _)m。「アクディブ」×→“アクティブな坂井さんが⾒れる”でしたね。⼤変失礼しました(^-

^;)。
 皆さん、貴重な資料を有難うございます★。

 恥ずかしながら…ご質問を、投稿を訂正する時は、どうすれば良いのでしょうか︖m(_ _)m(笑)。

> その後LIVEの中⽌に関する記事・インタビューは⼀切ないので、「無かった」ことにしなくちゃならないような理由だ
ったんだと思いますよ（笑）。

ご出演されたTVやラジオ番組等で、ライブ開催の宣伝されてましたので、「無かった」こと…にはならないでしょうね
(笑)。

 セットリストは勿論の事、グッズ等も制作されていたのでは︖ないでしょうか。中⽌という⼤きなリスクがありなが
ら…︖“謎”ですね(^_-)。

ドルチェさん、御久し振りです。
 レアなグッズを所有されてますね♪。FIRST LIVE "HOLD ME" のチケットと、テレカを所有されている⽅達が、とても羨

ましいです(笑)。

“91東海⼤学沼津キャンパス学園祭初ライブ”、緊張されながらも、なかなか良いライブでしたそうですから、
 いずれ…縁のある⽅達から、真相が語られるまで、のんびり待つしかないでしょうね。。。(-_-)゜zzz…。

Re:幻のFIRST LIVE
721 選択 Ａｋｉ 2009-08-31 23:36:31 返信 報告

ttp://www5b.biglobe.ne.jp/~kazuto2/being/zard/live.htm#toukai
 こちらのＨＰで東海⼤学のセットリストが観られます。

 「眠れない夜を抱いて」テレカはＬｉｖｅ中⽌の際配られたということで、他のテレカと⽐べて出回っているというこ
とで、⽐較的安値（と⾔ってもそれでも⾼値ですが）で取引されているみたいです。

Re:幻のFIRST LIVE
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722 選択 Ａｋｉ 2009-08-31 23:52:28 返信 報告

> ご出演されたTVやラジオ番組等で、ライブ開催の宣伝されてましたので、「無かった」こと…にはならないでしょうね
(笑)。

 現在の公式活動履歴には⼀切、９２年のＬｉｖｅのことには残念ながら触れられていません。
  現在発⾏されている公式のものとして「ミュージックフリークマガジンのＺＡＲＤ特集号」や書籍「きっと忘れない」

や「会報誌」がありますが、東海⼤学での学園祭Ｌｉｖｅは結構「無かったこと」になりつつありますが、初期の「ミュ
ージックフリークマガジン」に活動履歴が掲載されており、「ＺＡＲＤ特集号」でも掲載されているので「完全に無かっ
たこと」にするのは難しいですが、９２年のことは当時のものを除けば現在はありません。（⾮公式本には記載がありま
すが、あくまでも⾮公式なので難しいですね）

  ＰＶが当時のものからドンドン変わってしまっているように、この件が明るみになることはあるのかな︖

Re:幻のFIRST LIVE
729 選択 stray 2009-09-01 20:21:14 返信 報告

ドルちゃん、oy-miyuさん、Ａｋｉさん、こんばんは。

「眠れない夜を抱いて」のテレカ、私も持ってますよ〜（笑）。
 Ａｋｉさんが書かれてますが、他のテレカと⽐べて多く出回っているようです。

FIRST LIVE "HOLD ME" がもし実現していればですが、
AL『HOLD ME』は全曲歌うおつもりだったんじゃないかと思ってます。

 それだけ『HOLD ME』は泉⽔さんにとって⾃信作であり、名曲ぞろいですからね︕
 LIVEグッズですか・・・私はこのＴシャツがそうじゃないかと睨んでるのですが（笑）。

ドルちゃん︕ 明⽇発売⽇だから、夜のお誘いがあっても断るように（笑）。

oy-miyuさん、Ａｋｉさん
 私もＡｋｉさんのご意⾒に賛成で、公式には「無かったこと」になっているんだと思います。

 （Artist File にもZARDの活動記録が載っています）
 “91東海⼤学沼津キャンパス学園祭初ライブ”は「有ったこと」なので、無かったことにはできないでしょう（笑）。
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Re:幻のFIRST LIVE
731 選択 PAN 2009-09-01 21:14:55 返信 報告

ドルチェさん、oy-miyuさん、Ａｋｉさん、所⻑こんばんは。
 ドルチェさん、家宝のテレカの写真ありがとうございます︕︕いいなぁ〜（笑）

チケット画像は以前、書庫から出てきたのですが、なんのライブか
 理解が出来ず、中⽌になったライブのことを所⻑やアネ研さんに教えて

 もらいました（笑）
 なんと所⻑もテレカお持ちなんですね︕写真のＴシャツもこれもかなり

 レアなグッズですね︕︕
 たぶんFIRST LIVE "HOLD ME" のパンフレットも制作されていたかと

 推測しますが、ライブ中⽌でお蔵⼊りになったのでしょうね。
 もし保管されていれば表紙を"ARTIST FILE Ⅱ"に直して販売して欲しい

 です（笑）
 oy-miyuさんの仰っているとおり“91東海⼤学沼津キャンパス学園祭初ライブ”

 の関係者情報は気⻑に待ちたいですね︕
 

Re:幻のFIRST LIVE
733 選択 ドルチェ 2009-09-01 22:01:41 返信 報告

oy-miyuさん、Ａｋｉさん、ストちゃん、PANさん みなさん こんばんは〜。

oy-miyuさん、お久しぶりです︕ いつもZ板でのご活躍を拝⾒いたしております♪
 > 恥ずかしながら…ご質問を、投稿を訂正する時は、どうすれば良いのでしょうか︖m(_ _)m(笑)。 

 投稿のときに⼊⼒した編集キーを、このページのいちば〜ん右下の欄に⼊⼒して編集を押せば訂正できますヨ〜。

> レアなグッズを所有されてますね♪。FIRST LIVE "HOLD ME" のチケットと、テレカを所有されている⽅達が、とても
羨ましいです(笑)。 

 「HOLD ME」の頃の泉⽔さんが⼀番好きなので、このテレカは宝物です♥ チケットを持っている⽅も、すごいですよ
ネ︕
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東海⼤ライブは、友達が参加しているので当時の泉⽔さんのこととか、⾊々話は聞きましたよー︕ 
…というか、Ａｋｉさんが紹介してくださったHPの情報元がその友達なので（笑） テレカをくれた⼈とはまた別なんで
すけど。

Ａｋｉさん、「眠れない夜を抱いて」テレカは結構出回っているんですね〜︕ 所⻑サンも、持っているようですし
（笑）

 安値・⾼値に関係なく、とにかく⼀番好きなジャケ写のテレカなので持っているだけでシアワセです…♥
 たぶん、あんまり出回っていないようなモノも持っているので機会があれば、そのうちに・・

ストちゃんもテレカ持ってるんだネ〜（＾０＾） この泉⽔さん、すっごく素敵だよね︕
 AL「HOLD ME」は、ホントにホントに名曲揃いだと思います。シングル曲は、⼀曲だけだしネ︕

 あのTシャツは、前にアップしてもらった時にばっちり保存させてもらってました（笑） この泉⽔さんも、⼤好き（＊＾
＾＊）

 そういえば、去年の発売記念⽇には⾊んなドラマがあったよね・・（笑） 明⽇は、なにがあっても早く帰ってきま〜
す︕

PANさん、テレカに反応してくださって ありがとうございま〜す（笑）ウシシ。
 "幻のFIRST LIVE"は なんだか全然現実味がなくて まさに幻って感じだったんですけど、

 PANさんのチケット画像を⾒せてもらってからは、かなり⾊んな妄想が膨らんでいます…（笑） 
 このライブが実際に開催されていたら、参加した⼈のお話とかも聞いてみたかったですよね〜。

Re:幻のFIRST LIVE
785 選択 yama 2009-09-07 21:24:05 返信 報告

Stray所⻑様、皆さん、こんばんは。

お返事が遅くなりました。
⾚いスーツだから同じかと思いましたが、違うんですね︕

 さすが所⻑です︕
 ありがとうございました。
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