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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

SH 千葉 京葉銀⾏⽂化プラザ
7689 選択 アネ研 2011-06-24 17:53:21 返信 報告

みなさん、こんにちは
 今⽇は延期されたSHです。千葉⼆回公演です。

 ミニレポートしてみます。
 どなたでも、Z研のひと投稿してくださいね。（笑）

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧HOME

https://zard-lab.net/
https://zard-lab.bbs.fc2.com/
https://fc2.com/
javascript:;
https://zard-lab.net/rule.html
https://zard-lab.net/log-8.pdf
https://zard-lab.net/log-7.pdf
https://zard-lab.net/log-6.pdf
https://zard-lab.net/log-5.pdf
https://zard-lab.net/log-4.pdf
https://zard-lab.net/log-3.pdf
https://zard-lab.net/log-2.pdf
https://zard-lab.net/log-1.pdf
https://bbsee.info/straylove/
https://zard-lab.net/snm.html
https://zard-lab.net/another.html
https://zard-lab.net/lyrics.html
https://zard-lab.net/ekimero.html
https://wezard.net/zardlive/
mailto:info@zard-lab.net
javascript://%E6%8A%95%E7%A8%BF%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%92%E9%96%8B%E3%81%8F
https://bbsee.info/newbbs/?edt=on
https://bbsee.info/newbbs/id/7689.html
https://bbsee.info/newbbs/id/7689.html?edt=on&rid=7689
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=7689
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/340b706fb4f5035f33fcfa07fbbaf411.jpg
https://bbsee.info/newbbs/manage/
https://bbsee.info/newbbs/rules/
https://bbsee.info/newbbs/slideshow/
https://bbsee.info/newbbs/album/
https://bbsee.info/newbbs/list/
https://bbsee.info/newbbs/
https://zard-lab.net/bbs.html


その⼆
7690 選択 アネ研 2011-06-24 18:06:09 返信 報告

定員は712です。
 当⽇券が30⼈くらいみたいなので、かなり⼊りそうです。

その三
7691 選択 アネ研 2011-06-24 18:12:45 返信 報告

これがグッズ売り場です。
 イマイチ⼈がすくないですが、かなりは東京などに⾏ってるリピーターと⾃分を納得中。（笑）

Re:SH 千葉 京葉銀⾏⽂化プラザ
7693 選択 stray 2011-06-24 20:22:45 返信 報告

アネ研さん、こんばんは。
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そっか、今⽇は千葉ＳＨの⽇でしたね︕
昼間も席がだいぶ埋まっていたらしいので、夜の部も盛況なことでしょう︕

終わったら、何か違いがあったかどうか、詳細レポお願いしますね︕

Re:SH 千葉 京葉銀⾏⽂化プラザ
7701 選択 アネ研 2011-06-24 22:37:04 返信 報告

所⻑、みなさん、こんばんは

さっき、帰宅しました。
 やはり⼤きな画⾯、⼤⾳響はいいですね。

 ラスト７曲くらい⼿拍⼦でけっこう盛り上がりました。
 私は２階でしたが、１階はもっと盛り上がったのではないでしょうか。

 それにSHは３周忌⽤の感じもあるので、「来年も思いっきり騒ごうね! 泉⽔」ってのはなんだか嬉しかったです。(笑)

しかし、内容の違いと⾔われても、前回の記憶がほとんどないので何ともいえませんが、
 先⽇の武道館の２０周年のツアーパンフレットで話題になった泉⽔さんのつなぎのようなパンクっぽい⾐装シーンがあり

ました。(笑)
 真ん中へんで⽻⽥裕美ちゃんのピアノのBGMで、泉⽔さんの後ろからそれもちょっと遠くからの映像でした。

 DVD化したらよくみましょう。(笑)

Re:SH 千葉 京葉銀⾏⽂化プラザ
7710 選択 noritama 2011-06-25 06:07:33 返信 報告

アネ研さん はじめまして､おはようございます｡
   

 昼の部の公演の⼈⼊りは､､１階で⾒ると埋まっているように⾒えましたが､2階からみると結構⻭抜けだったように感じま
した｡ 1階席70%位､2階スクリーン正⾯席40〜50%位､2階両サイド席20%〜30%って⾔ってもすぐ数えられるほど少
数､､⾒回すと割と良い席が空きだらけだった｡｡(笑わない)

 雰囲気は静々と(笑)､⼿拍⼦はパラパラと｡観賞雰囲気｡ 
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開演後のロビーでは"不思議ね""揺れる想い"のオルゴールがリピートで流れていました(微妙に反応｡｡不思議ね(笑)映像を
⾒ている観点､､何か今回は変わったような(笑))

   
 夜の部は､1階席90%位､2階スクリーン正⾯席80〜90%位､2階両サイド席50〜60%位な感じ｡

 雰囲気はアネ研さんのおっしゃるとおり､"Today is another day" あたりかな?盛り上がっていきましたね｡

Re:SH 千葉 京葉銀⾏⽂化プラザ
7711 選択 noritama 2011-06-25 06:18:59 返信 報告

2階席1列⽬の⾒え⽅のイメージはこんな感じ(それにしても⼿抜きの酷いイラストだ｡｡⾃⼰嫌悪
(笑))

 開演前に他のところの1列⽬にも座ってみたけれど､､､､(笑わない) 
 隣の⼈の座りかたでもスクリーンの⾒え具合が変わります｡

Re:SH 千葉 京葉銀⾏⽂化プラザ
7712 選択 stray 2011-06-25 12:44:20 返信 報告

アネ研さん、noritamaさん、こんにちは︕

詳細レポどうもありがとうございます︕
 最後のＳＨだけあって、やはり盛況だったようですね。

 他の会場は５割いくかいかないかですから、８割⽅埋まれば⼤成功でしょう。

> 先⽇の武道館の２０周年のツアーパンフレットで話題になった泉⽔さんのつなぎのようなパンクっ
ぽい⾐装シーンがありました。(笑)

な、なんと、ＳＨにこれがあったんですか︕︕
 ＮＹだと思うんですけどねぇ、映像が⾒たい⾒たい︕（笑）

> DVD化したらよくみましょう。(笑)
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ＳＨは、2007-2009DVDや8⽉発売の2011DVDでは⾒ることができない
映像がありますから、是⾮是⾮ＳＨもDVD化してもらいたいですよねぇ。

noritamaさん
 イラストお上⼿ですよ︕ ⾔いたいことがイラストからばっちり伝わってきます。

 どう考えても２階サイド席はＳＨに不向きですね（笑）。
 １階席中央がベストポジションか︖

Re:SH 千葉 京葉銀⾏⽂化プラザ
7713 選択 アネ研 2011-06-25 15:10:16 返信 報告

こんにちは、noritamaさん、所⻑、みなさん
 noritamaさん、はじめまして、そうでしたか昨⽇はZ研関係者は私⼀⼈と思ってましたが、すく

なくとも⼆⼈はいたんですね、なんだか嬉しいです。
 しかし、最後の上映、盛り上がってよかったですね。(笑)

＃7711の画像、ほんとお上⼿です。たぶんあんな感じと思ってました。

また、ロビーに⼀つだけ花束がありました。
 いったい誰からなのでしょう。

 包装にはkeiseiと書いてましたが、あれはお店でしょう。

主催はなぜかマリンスタジアムで、
 マリンスタジアムは京成電鉄、京葉銀⾏、千葉⽇報と関係してるので、

 ⻑年のなぞ、チバテレビも関係してるのかもしれません。
 チバテレビの謎、復活です。(笑)

Re:SH 千葉 京葉銀⾏⽂化プラザ
7714 選択 アネ研 2011-06-25 15:13:13 返信 報告

⼀応貼ってみます。
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Re:SH 千葉 京葉銀⾏⽂化プラザ
7715 選択 noritama 2011-06-26 02:21:05 返信 報告

こんばんは! 
 前記と前後しますがレポ追記 遅(汗;

   
 千葉駅を出て吹奏楽の演奏イベント(最近多いな)を横⽬に､､､向こう側にビルが⾒えた"あっ､こっちじ
ゃない(笑;)"｡｡

 モノレールのガード下沿いを歩いて､､泉⽔さんScreenHarmonyポスターが売り⼦の⾃販機発⾒(笑)
誘惑に断れるはずもなく(弱!) MAXコーヒーがぶ飲み｡｡フｩｩ｡

   
 ⽊洩れ⽇の中の泉⽔さんポスターのご案内で館内へ(当⽇券3000円かぁ｡ 前売り買っといて良かった(本当か?)｡ あまり⼈

いないな〜)､､蒸し暑!･･そう節電で｡ こういう施設はしっかりやってます｡ で､外で待機､暑い#｡
   

 開場してロビー&ホールへ｡ 空調はばっちり!快適｡
 ⼊場時に渡されたチラシは"Feelingオルゴール受注"のチラシでした(アネ研さんの#7713お花の横のチラシはmusic frea

k Esの年購読の申し込み⽤紙でした)｡
  

物販(あっGoods販売コーナー(笑))は慣れるまでパタパタしてるものですが､徐々に⼈が来場してたので混乱もなく､お客
様への声掛けも出てて､説明も(お客の問いかけに"｡｡8cmCDはですね｡｡対応機種かアダプターとかが､､､"など(そうか!8c
mCD知らない⼈もいるんだ))丁寧に｡ 売上げはどうあれ･････そつなくこなせてたと思います｡

  
売り物は､ScreenHarmonyのGoodsと､いつものCD(少ない?)とか､WBMのDVDと20thの4⾊本など｡ 2011DVDも予約取
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ってました(いつもの定価･代引き発送･･あの場ではしかたがないですね(笑))申し込み⽤紙には､HP記述内容よりも詳しい
ことは書かれていませんでした｡ 

   
 ロビーには､ホールの様⼦が⾒えるモニターがありました｡

 >１階席中央がベストポジションか︖ 
 1階はこのモニターに映っているような感じでしょう｡ 贅沢です(笑) 2階の3列⽬中央も良いかも｡ 

 私は斜め右から観るのも好きです｡ 何か映像の泉⽔さんと⽬線が合うことが多いような(笑) 癖かな?
   

 静々と(笑)平⽇の昼下がりの観劇! 豪華ではないけれど､ささやかな贅沢｡｡ 続く
  

Re:SH 千葉 京葉銀⾏⽂化プラザ
7716 選択 noritama 2011-06-26 07:00:32 返信 報告

夜の部は開場時は､⼈は少なかったですね｡え〜?って位｡時間がたてばそれなりに､ホッ(笑)｡
   

 夜の部の席に⾏くと､既に隣の⼥性がブルーな雰囲気で座っていました(スクリーンの⾒え⽅にガ
ッカリしたんだろうな｡｡可哀想に)｡ なので上映中はなるべく視野に⼊らないように座っていま
した｡ (私は､何回か&午前中に⾒ているので､⾒える部分だけでいいかなと｡｡ 変な座りかたぁ〜
って思われてたか､効果無かったかもしれません(笑々))

  
>⾔いたいことがイラストからばっちり伝わってきます。 

 >たぶんあんな感じと思ってました。 
褒めすぎです(笑)理解していだだきありがとうございます(^-^

 2階サイド⼿すり寄りの席でみんながまともにスクリーンを⾒ようとするとEXI●E状態になってしまいます(笑)｡
 2階正⾯1列⽬もスクリーンに真横に⼿すりが⼊って⾒えていたんじゃないかと｡｡｡ 2階⼿すり寄りの席は最後の最後に発券

で良いと思いますね｡(まわり⾒て空席いっぱいあるのに､､そこで⾒ているのは⾟い(笑･･･)) ホールの⽅々も観劇すれば理
解できるかな｡｡

 夜の部はスクリーンも遠くなって､さらなる予想外の条件が(･｡･)加わって､結果スクリーンの1/4〜5位しか⾒えませんでし
た(笑)｡ ⼤⾳響と歌声､夜の部SH独特の盛り上がり雰囲気(笑)､時折"⾒えてないでしょう"ってこちらを覗いて⾒ているよ
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うな泉⽔さんに癒されてました(笑)
  
>⼤⾳響はいいですね。

 いいですよね! 
 "愛が⾒えない"あたりを聴くと⾳響のセット/セッティングやホールの特性を感じるかもしれません｡ キンキンとブンブン

(笑)
 グランキューブの時､どの曲か忘れましたが､終り頃の曲で､重低⾳からなのかちょっと⽿に変な⼲渉ノイズ?が聞こえた部

分(私だけかも怖;)がありました｡ また何年か前の､何処だったか(ウソです)､､泉⽔さんの歌声なんだけど⾼⾳が⽿に痛い
(笑)時もありました｡
⾳響調整は難しいと思います｡ 聴く場所よっていろいろですし｡

   
 >主催は｡｡｡｡ 

 ちょっと不思議ですね｡ ⽂化振興財団の絡みですかね｡｡ 
 写真は館内の１階の壁に貼ってあった物です(泉⽔さんが縦に圧縮｡｡(笑)はいいとして)｡ 主催･関連の会社名が書いてあっ

て､､⾃主&共催って書いてあります｡
 ㈱千葉共⽴を検索して⾒ると､このホールの管理関連やイベント･⾳響照明関連の会社です｡ グループ関連会社に㈱共⽴(東

京代々⽊)があって､イベント照明関連の実績にZARD､倉⽊⿇⾐､､等々B社系のお仕事実績が記載されてます｡ 
 チバテレビは謎なんですか｡｡(笑)⾒れないチバテレビで特番されると困る(笑)

   
   
 >是⾮是⾮ＳＨもDVD化してもらいたいですよねぇ。 

 映像他と殆どダブっていいからDVD出して(笑)｡ もしくは何かの映像特典DVDでSHのみ使われた映像集でもいいから｡｡
 マイフレンドの⾚いジャンパーで街中歩いてる後ろ姿って､SHに前からありました?･･･  

  
 SH映像は､このあと例えば､トラックタイプの中型プロジェクター使って､野外無料シアターみたいにして､被災地数箇所巡
りなんかがあるといいかもしれませんね(こういう時は商売っ⽑だすとﾀﾞﾒﾖ〜､上映のみがいいですね)"負けないで"もいい
けど"マイフレンド"や"あの微笑を忘れないで"もある意味元気つけにいいような｡ 勝⼿な妄想イベント企画でした(笑)

  
 ⻑⽂失礼いたしましたー

 



 

Re:SH 千葉 京葉銀⾏⽂化プラザ
7718 選択 stray 2011-06-26 11:13:50 返信 報告

アネ研さん、noritamaさん、こんにちは。

アネ研さんが貼ってくれた花束・・・誰からでしょうね、気になります（笑）。

主催が「千葉マリンスタジアム」とは驚きです︕
 たしか県と市が出資している第３セクターですよね。

 Ｂ社とは接点はまず無いと思うのですが、
 千葉⽇報はチバテレビの⼤⼝株主なので、
 Ｂ社←チバテレビ←千葉⽇報←千葉マリンスタジアム

 という構図なのかも知れません。

> 2階サイド⼿すり寄りの席でみんながまともにスクリーンを⾒ようとするとEXI●E状態になってしまいます(笑)｡

ぎゃはは、みんなで次々回転しないと⾒れないわけですね（笑）。

> 既に隣の⼥性がブルーな雰囲気で座っていました(スクリーンの⾒え⽅にガッカリしたんだろうな｡｡可哀想に)｡

２階最前列でさえ⼿摺りが邪魔になるって、ホールとして作りに⽋陥があるのでは︖

> 主催･関連の会社名が書いてあって､､⾃主&共催って書いてありますね｡

ＳＨは「会館⾃主開催」と建て前となっていますが、実質はＢ社主催です（笑）。
 チバテレビの謎というのは、⼀介の地⽅局が何故Ｂ社の番組（現MUSIC FORCUS等）

 を制作しているのか︖というものです。古くは「歌のランチBOX」という
 番組でZARDのPVをまとめて流したり、「テレジオ5」という番組では

 「時間の翼」の別PVが流れたりしています。
http://www.youtube.com/watch?v=bQ80v0UXn44

ウィキによると、後発の独⽴UHF局である千葉テレビは、1990年代前半に
 経営危機に陥ったそうです。そこにＢ社が⼿を差し伸べたというか、
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安い値段で番組制作を持ちかけた可能性もあります。
そうなると、単なるビジネス上の関係ってことになりますが・・・

 

Re:SH 千葉 京葉銀⾏⽂化プラザ
7719 選択 stray 2011-06-26 11:40:24 返信 報告

> マイフレンドの⾚いジャンパーで街中歩いてる後ろ姿って､SHに前からありました?･･･ 

このシーンのことですよね︖
 ＳＨからの映像だと思います。

   
 > SH映像は､このあと例えば､トラックタイプの中型プロジェクター使って､野外無料シアタ

ーみたいにして､被災地数箇所巡りなんかがあるといいかもしれませんね(こういう時は商売っ⽑だすとﾀﾞﾒﾖ〜､上映のみが
いいですね)

商売っ⽑、出してもよいと思いますよ。
 2010SHは全国⼀周りしてしまったので、2011WBMfの映像を東北限定で

 フィルムコンサートすればよいと思うのです。
 DVD発売は来年と告知しておけば、いち早く⾒たいファンが東北に集まるので、

 東北の復興にも繋がりますよね。「被災証明書があれば無料」にしておけば
 チャリティー要素も残るので⼀⽯⼆⿃だと思うんですけどねぇ。

Re:SH 千葉 京葉銀⾏⽂化プラザ
7721 選択 ドルチェ 2011-06-26 12:12:18 返信 報告

アネちゃん、ストちゃん、noritamaさん(はじめまして︕)、みなさんこんにちは〜︕

SH千葉には、Z研からはアネちゃんとnoritamaさんが参加されたんですね(^^) レポ、ありがとうございま〜す。

> 先⽇の武道館の２０周年のツアーパンフレットで話題になった泉⽔さんのつなぎのようなパンクっぽい⾐装シーンがあ
りました。(笑) 
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あのパンクっぽい⾐装の映像があったの︕︖ あれ、どんなシッチュエーションなのか気になる︕(笑) 
ちなみに、私は何故か勝⼿にロスのアビイロードジャケ⾵の写真と同じときのものと思い込んでおりました。

私がご無沙汰気味の時にご登場されたnoritamaさん、楽しい⽅ですね〜(^^)
 ペケさんの(笑わない)ギャグまで使いこなしていて、素敵です︕(笑)

> 私は斜め右から観るのも好きです｡ 何か映像の泉⽔さんと⽬線が合うことが多いような(笑) 癖かな? 
 泉⽔さんが視線をキョロっと動かすのはクセでしょうね。あれ、すんごくカワイイですよね♥

Re:SH 千葉 京葉銀⾏⽂化プラザ
7731 選択 noritama 2011-06-27 05:25:46 返信 報告

ドルチェさん はじめまして!
 あっ､ペケさんにロイヤリティー取られますかね??(笑えない｡｡)

 視線がピタっきた時はキュン!(^-^)ですね(やましいときはドキっでしょうか(笑);｡｡)
   

 >ＳＨからの映像だと思います。 
 strayさん､ わざわざありがとうございます｡ ⾒たような記憶はある､､でも何か新鮮(笑)で､､そうかと思ったのですが⼈間

の記憶は駄⽬ですね｡ どうでもいい所は気にしたり･憶えてるのに｡｡｡DVD出して!(笑)
 ジャンバー⽻織る?>､､､右上の感じでもう少し⼩さく(引き(遠⽬)からぽい)左下に何か⿊い物体(笑)ような曖昧な記憶でし

たのでこのシーンでしょう｡ ⾚ジャンパーの3本の縫い⽬だけがはっきり記憶されてました｡(あれっ少し⾓度違うのかな､､)
  

>チバテレビの謎というのは、 
 なるほど｡ お宝映像の宝庫なのですね｡

   
>「被災証明書があれば無料」にしておけば 

 チャリティー要素も残るので･･
 なるほど〜｡ あとGoodsを卸値(+経費?)ギリにして何⼗%単位で義援⾦(&被災者Offプライス)にすれば､販売による義援

⾦も出る訳だ｡ 
 イベント控えの⾵潮で業界⼤変だと思いますが､⼯夫次第で開催要素って何処かにはありますね｡ チバテレさんに未公開映
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像(いっぱい!)放出してもらって?､(千葉)テレ･共⽴さんにかんばって貰いますか､なんてﾈ｡｡(あっ液状化の浦安だけじゃ駄
⽬ですﾖ(笑)) 勝⼿な妄想が暴⾛してる･･･

Re:SH 千葉 京葉銀⾏⽂化プラザ
7734 選択 チョコレート 2011-06-27 11:28:38 返信 報告

アネ研さん、noritamaさん、所⻑さん、ドルちゃん、皆さん、こんにちは︕

SH千葉のレポ、ありがとうございます︕
 延期されていて、私の記憶から抜け落ちてしまっていました(苦笑)。

 でも、SH千葉に参加されて、楽しまれた様⼦が伝わってきました。
 しかし、花束･･･どなたでしょうね︖︖

noritamaさんのイラスト⼊りの解説･･･おかし〜(笑)。
 お隣の⼥性、ブルーになってしまわれたようで、残念でしたね。

 スクリーンを⾒るためにみんながEXI●E状態って･･･ぎゃははは︕(笑)想像しちゃいましたよ〜。

泉⽔さんのつなぎのようなパンクっぽい⾐装シーン･･･すっごく気になります︕︕きっとNYですよね︖︖
 だって、NY以外であの⾐装は･･･かなり困難︕︖(苦笑)

B社様、SHもぜひぜひ、DVD化をお忘れなく･･･。

Re:SH 千葉 京葉銀⾏⽂化プラザ
7735 選択 Ａｋｉ 2011-06-27 20:48:33 返信 報告

 ＳＨ意外と（︖）満員ではなかったのですね…

 チバテレとＢ社という感じが強いですが、確かに「東京ＭＸ」は95年開局なので、Ｂ社が欲しいときには肝⼼の東京は
未だなんですよね…（汗）

  ＴＶＫ（テレビ神奈川）でもいいのに…（汗）

 地⽅局1社押さえておくと、残り全国に系列局ができるというメリットはありますね…
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 「ＳＨ」も「船上Ｌｉｖｅ」も是⾮ＤＶＤ化を…
 できれば「チバテレ」制作番組と「テレ朝（ＮＯやＭステ・プロモーション映像）」制作・協⼒した物も是⾮…

  テレ朝の深夜の通販限定でもいいので売ってほしいですね…

Re:SH 千葉 京葉銀⾏⽂化プラザ
7738 選択 goro 2011-06-27 22:56:48 返信 報告

アネ研さん みなさん こんばんわ

千葉のレポートありがとうございます。
 ⼤勢の⽅々が来られたようで、ホッとしました。

 平⽇の２回開催は少しきついかな〜って思っていましたので・・・。
 ３⽉開催のときは⾏こうと思っていたのですが、

 この６⽉開催には都合がつかなくて⾏くことができませんでした。
 千葉はたまにうろうろしますので、場所もバッチリ把握できたのに・・・(笑)

 そういえば、千葉テレビではこのＳＨのコマーシャルが流れていましたね。「揺れる想い」の⾳楽と共にですね︕
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