
退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

返信を投稿する 新しい話題を投稿する

⼭野楽器で・・・

12221 選択 K 2009-02-13 16:16:36 返信 報告

今⽇から3⽇間、

銀座⼭野楽器でZARDのメモリアルイベントが⾏なわれます︕︕

皆さんの中にすでに⾏かれた⽅は居ますか︖

私は今から⾏こうと思います。

もしかしたら、偶然に会う事もあるかも・・・

Re:⼭野楽器で・・・（goroの簡単な報告)

12239 選択 goro 2009-02-13 22:14:50 返信 報告

Kさん はじめまして みなさん こんばんは
 簡単ですが報告します。
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ひょっとするとネタバレになってしまうかもしれませんので、明⽇以降⾏こうとしている⽅は以下の私の記載を読ま
ないで下さいね(笑)。

 といっても帰宅してからの記憶で書いているのと、⼤雑把な感想なので、あまり影響は無いと思いますが・・・
(笑)。

Re:⼭野楽器で・・・（goroの簡単な報告①)

12240 選択 goro 2009-02-13 22:16:14 返信 報告

本⽇19時過ぎに⾏ってきました。既に最終の上映が始まっていて、全てを観ることができません
でしたが、集中して観ることができました。シングルやＰＶでの曲がメインだったような気がし
ます。「マイフレンド」や「Today is another day」は私が今まで⾒たことがなかった映像があ
り、嬉しかったです(ひょっとすると、私が⾒る機会を逃していて、⾒ていなかったのかも・・・
笑)。最後のほうは昨年のコンサート映像がありました。

 シアター内では昨年のコンサートやジャケ写等の写真や説明がありましたよ。マイクは美術館の
ようなガラスケース︖︕に⼤切に飾ってありました。⽬の前で⾒ることが出来ます。結構マイク
は⼤きいのですね。重たくないのかな︖。シアターはイスがありますが、満席で⽴ってみている

⼈が多かったような気がします。⽴ち⾒を含めて100⼈位は⼊るのかな︖。
 （画像は１階の外の⼊⼝に飾ってあったものです。携帯電話のカメラで撮ったので画質は良くないです。)

 

Re:⼭野楽器で・・・（goroの簡単な報告②)

12241 選択 goro 2009-02-13 22:20:03 返信 報告

シアターの外はＣＤや楽譜等が販売されていました。コンサートグッツもありました。2千円
以上の購⼊で限定のポストカード︖︕(←記憶が残ってなく定かではないです)が付いてきて、
購⼊した⽅はスタンプを押していました(因みに私は購⼊しませんでした)。

 この画像はスタンプですが、スキャナが故障中のため、スタンプの部分をデジカメで撮ったも
のです(笑)。

 短い時間でしたが、泉⽔さんの世界を感じることができました。
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⼭野楽器さん、ありがとうございました。来年も開催するといいですネ。
以上、簡単ですが報告しました。

 

Re:⼭野楽器で・・・

12242 選択 匿名 2009-02-13 22:29:49 返信 報告

本⽇のお昼頃出掛けました。
  ＣＤは「スラムダンクテーマ曲集」のＤＶＤ付は売っていなくてＣＤのみのほうが売っていました。

  グッズとしては「ミュージックフリークマガジンＺＡＲＤ特集号」「ピンバッチ（Ｌｉｖｅグッズ）」「２００７
年パンフレット」でした。アナログ「ＣＡＮ’Ｔ ＴＡＫＥ ＭＹ ＥＹＥＳ ＯＦＦ ＯＦ ＹＯＵ」が売られてい
ました。

  楽譜はＺＡＲＤのは「Ｓｉｎｇｌｅ Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎピアノ＆ヴォーカルスコア」のみで、後は⽻⽥裕美さ
んのピアノスコアに変わられていたのが少し寂しかった…

  １５周年写真集は売っていませんでした。
  会場で売っていたかどうかは解りませんが１Ｆの普通のＣＤ売り場のＺＡＲＤコーナーには「Ｒｏｙａｌ Ｓｔｒ

ａｉｇｈｔ ＳｏｕｌⅢＶｏｌ２」が１枚と昨年のリクエストＢＥＳＴ（カレンダー付）が１枚売っていました。

Re:⼭野楽器で・・・

12247 選択 Today 2009-02-14 01:43:39 返信 報告

Ｋさん、goroさん、匿名さん、皆様こんばんは。
私も昨⽇⾏きました。

Kさんへ
 初めまして。お会いできなくて残念です・・・いや、もしかしてお会いしてたかも知れませんね（笑）

 たまにしか現れない私ですがどうぞ宜しく。

goroさんへ

私は18時半に着き19時に⼭野楽器を出たのでgoroさんにお会いできませんでした(お互い顔を知らないから無理です
よね(笑）
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シアター上映の内容はちょっとだけ未公開の映像が追加されてましたね。殆ど⼀瞬ですので⾒逃すかもしれません
ね。

匿名さんへ

decimo もありましたね!

⼭野楽器

12251 選択 stray 2009-02-14 10:20:53 返信 報告

皆さんこんにちは。私は⼭野楽器の前にいます。開店J分前で、20⼈くらい並んでます。詳しい報告は夜に。

Re:⼭野楽器で・・・

12252 選択 PAN 2009-02-14 11:16:40 返信 報告

皆さん、こんにちは︕⼭野楽器のイベントいいですね〜。
 残念ながら今回は参加することは出来ませんが、皆さんの素敵なレポートを読んで、

 気分を味わいさせていただきたいと思います︕
 写真はAL「時間の翼」発売時に開催された同店のイベント（ZARD ミニシアター）の

 ⼊場カードです。ライブのなかった当時、⼭野楽器をはじめ、CDショップの開催する
 イベントはすごく貴重でしたね〜

 

goroさんへ

12254 選択 PAN 2009-02-14 11:39:52 返信 報告

goroさん、こんにちは。⼭野楽器のレポートありがとうございます︕
 いつも⻲レスでほんとうに申し訳ありません。別スレの「坂井泉⽔展」ですが、

 次回は東京（新宿⾼島屋）に決まったようですね。
 でもやっぱり福岡でも開催して欲しいです〜（笑）開催されたら、お互いに参加

 が出来るといいですね︕
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PANさんへ

12266 選択 goro 2009-02-14 22:38:16 返信 報告

PANさん こんばんは
 昔も⼭野楽器のイベントがあったんですね。

 確かにコンサートのなかった昔は、貴重ですよね。
 「坂井泉⽔展」は再び東京ですね。

 また新たな素晴らしい趣向になることを願っています。
 でも5⽉ってまだ先ですね〜。

 福岡は殆ど⾏った事がなく、未だ初⼼の地なので(笑)、
 観光も兼ねていってみたいものです。

 

Todayさんへ

12269 選択 goro 2009-02-14 22:47:08 返信 報告

Todayさん こんばんは お久しぶりです。
 ちょっとの⼊れ違いでしたね(笑)。

 実を⾔うとどの映像が未公開なのか解らないものもあります(笑)。
 確かに⼀瞬の映像なので、油断していると⾒逃しますね(笑)。

 

観て来ました︕

12270 選択 stray 2009-02-14 23:40:00 返信 報告

皆さんこんばんは。

東京から今戻りました。
 暑かったです、２３℃だって。気温差２０℃（笑）。

⼭野楽器に着いたのが10:15、すでに10⼈ほど並んでました。
 開店の10:30には30⼈以上になってたと思います。
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開店と同時に奥のエレベーターに乗って７階に直⾏。
最前列で１回⽬のシアターを観てきました。

 明⽇、朝⼀を狙う⽅は、正⾯⽞関じゃなく、裏⼝に並んだほうが良いです。
 エレベーターに近いので。ただし、最初にエレベーターに乗り込むと、

 降りるとき最後になるので要注意（笑）。

⼭野楽器さんにダメ出ししておきますが、プロジェクターの性能が悪くて
 とっても雑な映像でした。あれじゃ売り上げに繋がりませんよ（笑）。

未公開映像ですが、私は海外ロケものに３つほど発⾒しました。
 ・「⼼を開いて」カンヌで⾃転⾞に乗るシーン

 ・「Today is another day」モナコの海岸シーン
 ・「マイフレンド」ロンドンで⾚いジャンパーを着て、⼀本結びにしないで歩くシーン

********************************************
 【訂正 2009.2.16】

 上記３映像は、いずれもテレ朝特番「坂井泉⽔の永遠の今」で流れた映像でした。
 ⻑い番組は⾶ばし⾶ばし⾒ているので、記憶に残ってなかっただけでした（笑）。
 ********************************************

約30分の映像でしたが、⼤した収穫はなかったです（笑）。
 2009追悼ライブは、2008同様、新たな映像を２，３加えるだけで済ますつもりでしょうか。

 武道館だから⾏きますが、代々⽊だったらパスですね（笑）。
 

セットリスト

12275 選択 stray 2009-02-15 10:37:07 返信 報告

⼭野楽器シアターのセットリストです。

・愛は暗闇の中で（フル）
 ・メドレー

  あの微笑を忘れないで（通常ver.＋ホットパンツver.混合）
  もう少し あと少し…（静⽌画）
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  OH MY LOVE（静⽌画）
 来年の夏も（ニューヨークロケの静⽌画）

  こんなにそばに居るのに（通常ver.）
  あなたを感じていたい（通常ver.）

  愛が⾒えない（通常ver.）
  マイフレンド（テレ朝特番ver.）

  ⼼を開いて（テレ朝特番ver.）
  Don't you see !（追悼LIVE ver.）

  負けないで（静⽌画）
  Today is another day（テレ朝特番ver.）

  突然（ジョギングシーン）
  永遠（通常ver.）

  My Baby Grand 〜ぬくもりが欲しくて〜（通常ver.）
  ⽌まっていた時計が今動き出した（マイフレンドでタクシーに乗ってるシーン）

  かけがえのないもの（HOLD ME の静⽌画）
  今⽇はゆっくり話そう（もう少し あと少し…の静⽌画）

  星のかがやきよ（通常ver.）
  君とのふれあい（通常ver.）
  明⽇を夢⾒て（通常ver.）

 ・揺れる想い（追悼LIVE ver.）
 ・2008 LIVE(代々⽊)献花場（無⾳）

 ・素直に⾔えなくて（フル）
 ・2009 LIVE 予告（テロップ）

 

Re:セットリスト

12279 選択 天使 2009-02-15 12:03:55 返信 報告

strayさん、みなさん、こんにちは。
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> ⼭野楽器シアターのセットリストです。 
ありがとうございます。

 知りたかったので、アップしていただいて感謝です。
  

で、短時間にすごい曲数だったのですね。
 それに、未公開映像もあったようで、うらやましいです。

3回忌ライブは、もっと違った未公開映像も出てくるのでしょうね。
 期待が膨らみます。

⼭野楽器 番外編

12280 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2009-02-15 18:38:41 返信 報告

こんばんは、みなさん
 最終⽇の今⽇、⼭野楽器⾏ってきました。

 昼ごろで、シアターの、椅⼦に３０⼈⽴ち⾒４０⼈で、CDなどの売り場に３０⼈くらいい
ました。

シアターの情報はすでにあがってますが、ほんとはもっと⻑かったのを無理やり短くした感
じでした。

 でも、感動しました。

シアターの雰囲気はこんな感じで、左右の壁に写真が飾ってありましたが撮影禁⽌でした。残念。

再び⾏きました

12281 選択 goro 2009-02-15 18:55:07 返信 報告

strayさん アネ研さん 天使さん みなさん こんばんは
 ⾦曜夜に最初の部分の映像を⾒ることが出来なかったので再び来ました(笑)。

 私は13時頃に⾏きました。今⽇も多くの⽅々がいらっしゃったんですね。
 曲⽬のリスト、詳細にありがとうございます。

 

https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/6ef8783d73140a616fc3d27d7330d503.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/12221.html?edt=on&rid=12280
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=12280
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/aae094199bf30b0b1a58e8ec1bbad5ec.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/12221.html?edt=on&rid=12281
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=12281
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/fb51aea2099d8fbdfe50a5cd69ff8e50.jpg


やはり「マイフレンド」は未公開画像があったんですね。
髪を束ねないで歩くシーンはいつもよりもいっそう普通の⼥の⼦に⾒えて新鮮に感じまし
た。

 マイクは固定⽤だったんですね。⼤きかった理由がわかりました(笑)。
 今⽇も店員さんに聞いて、画像を撮ってみました。この画像は7階⼊⼝付近の画像です。

 

Re:再び⾏きました

12282 選択 goro 2009-02-15 18:59:44 返信 報告

この画像はＣＤ等を販売している所の反対側にポスターがあり、撮ったものです。
 携帯電話の画像なので画質が良くないですが・・・。

Re:再び⾏きました

12283 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2009-02-15 19:09:55 返信 報告

goroさん、こんばんは
 わたしとは、ニアミスだったみたいですね。

 わたしも負けずに画象を貼っちゃおっと、
 これは、↑goroさんが貼ってるポスターの裏に隠してあったグランドピアノです。

 これで、⽻⽥裕美さんにピアノを奏でてほしかったな︕

管理⼈さん、削除覚悟です。（笑）

Re:再び⾏きました

12284 選択 goro 2009-02-15 19:19:00 返信 報告
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アネ研さん こんばんは
ポスターの裏にはグランドピアノが隠してあったなんて全く気付きませんでした。

 基本捜査を怠りました(笑)。流⽯です︕。
 確かに⽻⽥裕美さんに特別ゲストとしてお迎えして、

 ピアノを弾いて頂ければ最⾼ですね。
 

Re:⼭野楽器で・・・

12285 選択 カーディガン 2009-02-15 19:46:55 返信 報告

Kさん、goroさん、匿名さん、Today、所⻑、PANさん、天使さん、アネ研さん、みなさん、こんばんは。

⼭野楽器のメモリアルイベントのレポありがとうございます。
 参加された⽅は多いようで、2千円以上の購⼊で限定のポストカードもあったそうで、⼭野楽器さんとZARDに貢献さ

れた⽅も多いようですね。お疲れさまでした。

未公開映像もあったようで、⾏けた⽅がうらやましいです。今年の三回忌コンサートのためか、未公開映像は多くな
かったようですが、それでも、ZARDに触れられる機会があってよかったですね。今年の５⽉まで、しばし、待ちた
いと思います。

 所⻑は遠くからの参加お疲れさまです。アネ研さんも参加されていたんですね。詳細レポありがとうございました。

Re:再び⾏きました

12286 選択 stray 2009-02-15 19:48:48 返信 報告

天使さん、アネ研さん、goroさん、こんばんは︕

捜査ご苦労さまです（笑）
 アネ研さんは、アラ探しに⾏った感がありますね（笑）。

 Eternal Voice Vol.3 が欲しかったのですが、昨⽇の段階ですでに残っていませんでした。
 ３⽇間イベントやるんだから、その分きちんと確保しておくべきでしょう。

 初めて⼭野楽器に⾏きましたが、あまり印象良くないです（笑）。
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> 髪を束ねないで歩くシーンはいつもよりもいっそう普通の⼥の⼦に⾒えて新鮮に感じました。 
⼀瞬でしたが、超カワイかったですね︕ 未公開だと思います。

 タクシーに乗ってるシーンも、⼀部未公開だったような。
 カンヌでは、⾃転⾞を⼿放し運転して、にやにやしてましたよね（笑）。

 goroさんはご⾃分の⽬で現場をご覧になってるので、感慨ひとしおだったでしょう。

３回忌ライブに期待しましょう︕（あまり期待してないけど）（笑）

訂正（未公開映像なし）

12297 選択 stray 2009-02-16 19:25:07 返信 報告

[12270]で、未公開映像が３つあったと書きましたが、
 すべてテレ朝特番「坂井泉⽔の永遠の今」で既出の映像でした（笑）。

私が未公開だと思ったシーン①

Re:訂正（未公開映像なし）

12298 選択 stray 2009-02-16 19:25:38 返信 報告

 
私が未公開だと思ったシーン②

Re:訂正（未公開映像なし）

12299 選択 stray 2009-02-16 19:29:44 返信 報告
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私が未公開だと思ったシーン③

結局、⼭野楽器さんの「⼀部未公開あり・予定」は、
 「予定」で終わったわけですか（笑）。

あ〜、気分悪っ︕ もう⼆度と⾏かない（笑）。
 

Re:訂正（未公開映像なし）

12307 選択 goro 2009-02-16 22:23:08 返信 報告

strayさん こんばんわ
 まさか〜、未公開映像じゃなかったのですね(笑)。

 私も未公開だと思って新鮮に感じていたのに・・・。
 「坂井泉⽔の永遠の今」で既出だったとは・・・。

 私もこの番組はパソコンで録画しましたが、
 故障してデータが殆ど無くなってしまって、⾒れなくなったのです(涙)。

 しかし、未公開映像ってまだどの位残っているのでしょうね。
 今度のコンサートに期待します。

 別スレの「AL永遠」、回線が混雑しているようで・・・(笑)。
 明⽇以降、⾒させて頂きますね。

 

Re:訂正（未公開映像なし）

12316 選択 stray 2009-02-17 18:59:42 返信 報告

goroさん、こんばんは。

AL『⽌まっていた…』当時の情報ですが、

別ヴァージョンのレアトラックや、⼀流クリエイター陣が新たに⼿掛けた
 シングルのRemix⾳源etc…未発表のレア⾳源も、まだまだたくさんあるようです。
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そんな作品群のCD化への期待も⾼まるところですが、まさに現在
そういったレア⾳源が着々とスタジオに集められつつあるという動きが…︕︖

というのが、あるパンフに活字として残っています。
 未公開映像に関しても同様で、数百時間分のフィルムが存在するはずです。

 私なんぞ、毎⽇１時間⾒ても、死ぬまでに全部⾒切れないかも（笑）。

> 別スレの「AL永遠」、回線が混雑しているようで・・・(笑)。 
 その表⽰が出ても、しつこく何度もＤＬボタンを押してるとＤＬできます（笑）。

永遠の今は軽チャーへどうぞ。

Re:訂正（未公開映像なし）

12327 選択 goro 2009-02-17 22:25:53 返信 報告

strayさん こんばんは
 貴重な情報をありがとうございます。

 まだまだ、未公開画像や⾳源が残っているのですね。
 未公開映像も⾒たいけど、Remix⾳源も聴きたいですね。

 ⼀昨年前でしたか︖ 確かこのようなＣＤ(ＤＶＤでしたっけ︖)を
 発売する予定でしたけど、中⽌(延期︖)になりましたよね︖。

 時間をかけてでもいつか作品になると良いですね。
 未公開画像もかなりのものがあるのですね。

 ⾒ごたえはありそうですが、確かに時間はかかりそうですね〜(笑)。

Re:訂正（未公開映像なし）

12331 選択 天使 2009-02-18 00:23:56 返信 報告

strayさん、みなさん、こんばんは。

未公開映像、無かったのですね。
 よかった、よかった…って、性格悪すぎ＜⾃分
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＞結局、⼭野楽器さんの「⼀部未公開あり・予定」は、
「予定」で終わったわけですか（笑）。

 ⼭野楽器も性格悪すぎですね。『予定』なんて︕(>_<)

＞あ〜、気分悪っ︕ もう⼆度と⾏かない（笑）。
 いえいえ、また⾏かれるかと…

これで、ライブの楽しみが増えましたね。
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