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WBMf2011 セトリ詳細 [後半その１]
7321 選択 stray 2011-05-29 18:54:28 返信 報告

やっと後半です（笑）。
 後半といっても、私が勝⼿に区切ってるだけで、休憩や間があったわけではありません。

⼤阪公演が始まったので、ネタばれは解除します。
 

Re:WBMf2011 セトリ詳細 [後半その１] あなたを感じていたい
7322 選択 stray 2011-05-29 18:55:02 返信 報告

19 あなたを感じていたい
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３回忌特番映像＋少し未公開映像

Re:WBMf2011 セトリ詳細 [後半その１] 世界はきっと未来の中
7323 選択 stray 2011-05-29 18:56:15 返信 報告

20 世界はきっと未来の中 １コーラス

モナコ・ムーラン通り未公開映像

ジャケ写付近、両替所付近をうろうろ。
 

Re:WBMf2011 セトリ詳細 [後半その１] 世界はきっと未来の中
7324 選択 stray 2011-05-29 18:59:07 返信 報告

 
Fernand Pensato のお店前の映像もあったような・・・

ここはgoroさんも未発⾒です。
 

Re:WBMf2011 セトリ詳細 [後半その１] この愛に泳ぎ疲れても
7325 選択 stray 2011-05-29 19:01:49 返信 報告

21 この愛に泳ぎ疲れても １コーラス半

テレ朝スタジオの未公開映像です。

AL「OH MY LOVE」の⽩Ｔ＋カーディガンです。
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カラー映像で、カーディガンは薄いうぐいす⾊でした。

Re:WBMf2011 セトリ詳細 [後半その１]  My Baby Grand 〜ぬくもりが欲しくて〜
7326 選択 stray 2011-05-29 19:04:58 返信 報告

22 My Baby Grand 〜ぬくもりが欲しくて〜 １コーラス半

ロンドンの未公開映像あり

←の映像もありました。
 たぶんテムズ川に降りる階段かと。

Re:WBMf2011 セトリ詳細 [後半その１]  My Baby Grand 〜ぬくもりが欲しくて〜
7327 選択 stray 2011-05-29 19:06:41 返信 報告

 
こんな映像もあったような・・・
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Re:WBMf2011 セトリ詳細 [後半その１]  So Together
7328 選択 stray 2011-05-29 19:07:51 返信 報告

23 So Together １コーラス半

⽇本⻘年館未公開映像

ジージャン、ジーンズ、⽴ってジーンズのポケットに⼿を⼊れて歌ってました。

マイクは⽩

Re:WBMf2011 セトリ詳細 [後半その１]  Just believe in love
7329 選択 stray 2011-05-29 19:11:14 返信 報告

24 Just believe in love

グランカフェ未公開映像

「forever you」（⽩Ｔ＋⿊ロングスカート）＋ジージャンです。

Re:WBMf2011 セトリ詳細 [後半その１]  かけがえのないもの
7330 選択 stray 2011-05-29 19:17:41 返信 報告

ＭＣ
 ゲスト︓⼤野さん登場

⼤野さんのあいさつはよかったです。
 少し涙ぐみながら泉⽔さんに⼼から感謝の弁を述べて・・・

 私もうるっときました。
  

25 かけがえのないもの １コーラス半

ロスの道路の真ん中で⾵船持ってはしゃいで、終始ニコニコ顔。
 goroさんの現場検証には映っていませんでしたが、泉⽔さんは
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⼀段⾼い円形の台の上に⽴っているんです。轢かれないわけだ（笑）。

Re:WBMf2011 セトリ詳細 [後半その１]  きっと忘れない
7331 選択 stray 2011-05-29 19:21:13 返信 報告

26 きっと忘れない

三宿「アンティークGLOBE」での未公開映像がありました。

ジャケ写のジャケット姿で書き物をしているシーン
 （←をもっと下から撮った映像）

セーター姿で体育座りして回りをキョロキョロしている映像も。
 最後はニコニコ笑ってました。

Re:WBMf2011 セトリ詳細 [後半その１]  もう少し あと少し…
7332 選択 stray 2011-05-29 19:29:07 返信 報告

27 もう少し あと少し… １コーラス

テレ朝未公開映像

←これだと思うのですが、⾊はベージュというよりゴールドで
 ２ピース（ロングスカート）にベストを着ているような感じでした。

←の別画像ありましたっけ︖

Re:WBMf2011 セトリ詳細 [後半その１]  Don't you see!
7333 選択 stray 2011-05-29 19:31:49 返信 報告

ＭＣ
 ＮＹ映像を、泉⽔さんのメイクが徐々に濃くなる様⼦で⾒せると。

 ゲスト︓葉⼭さん登場
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28 Don't you see!

ＮＹ既出映像（WBM2009）で、いちばん最初に映ったのがこの映像。

ドルちゃん、やはりこれはＮＹのホテルかスタジオでは︖

Re:WBMf2011 セトリ詳細 [後半その１]  君に逢いたくなたら…
7334 選択 stray 2011-05-29 19:43:17 返信 報告

29 君に逢いたくなたら…

「君に逢いたくなたら…」のPVは、横浜イエロースタジオで撮ったSg ver.（画像上）と
 不明なスタジオで撮ったAL ver.（画像下）の2種類ありますが、

 （http://zard-lab.net/pv/PV10.html）

それとは別のスタジオ（もしかしたらAL ver.のスタジオかも）で撮った映像が流れました︕︕

⻘紫⾊のチェックのネルシャツ︖で、ちゃんと歌っているのです。
 髪は下ろしていて、⽩い格⼦窓のスタジオでした。

これは驚きです。

（以上、後半その１ おわり）
 

Re:WBMf2011 セトリ詳細 [後半その１] この愛に泳ぎ疲れても
7352 選択 ドルチェ 2011-05-29 21:47:40 返信 報告

⼤阪ライブ参加組のみなさんからのご報告がちょこちょこ⼊ってきてますね(^^) みなさんのレポも楽しみです︕

「この愛に泳ぎ疲れても」
 なるほど、この⾐装ですか〜。

 確かにこの映像は、今までモノクロのしか⾒たことがないです。
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「もう少し あと少し…」
ロングスカートなのが分かるシルエットはあるけど、完全な別画像は⾒たことないなぁ。⽇本⻘年館のPVの⽅が好き︕
(笑)

 

Re:WBMf2011 セトリ詳細 [後半その１]  Don't you see!
7355 選択 ドルチェ 2011-05-29 22:04:05 返信 報告

「Don't you see!」
 > ドルちゃん、やはりこれはＮＹのホテルかスタジオでは︖ 

 うーん・・。写真集でも、ロンドンロケ地とNYロケ地写真の間にこの⼀連写真があっ
たんですよね。

 確かにこの時の泉⽔さん、いつもよりなんとなくお化粧をしてます感が。派⼿派⼿メ
イクの名残なのか(笑)

でもね、前も話題にしたけど、
 添付画像のように、「Don't you see!」PVと「君に逢いたくなったら…」微笑みPV両⽅に⼀緒の⼩物が映るんですよ。

 でもでも「Don't you see!」の⽅は、お部屋の映像から続いてこの⼩物が映るからその部屋の映像に間違いないけど、
 問題は、「君に･･･」の⽅(笑) 途中で切れてるからただのカットイン映像で、他の映像とは全然別物なのかもね(笑)

Re:WBMf2011 セトリ詳細 [後半その１] この愛に泳ぎ疲れても
7358 選択 stray 2011-05-29 22:21:48 返信 報告

ドルちゃん

> 「この愛に泳ぎ疲れても」 
 > なるほど、この⾐装ですか〜。 

 > 確かにこの映像は、今までモノクロのしか⾒たことがないです。

普段着っぽくて、な〜んかなぁ、って感じでした。

> 「もう少し あと少し…」 
 > ロングスカートなのが分かるシルエットはあるけど、完全な別画像は⾒たことないなぁ。⽇本⻘年館のPVの⽅が好き︕
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(笑)

だよね、ちゃんとした画像はないはず。
 細かな刺繍︖があって⾼級そうな⾐装でしたよ（笑）。

「君に・・・」AL ver.のスタジオは難しい（笑）。
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