
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

武道館映像の解析

507 選択 stray 2007-09-17 09:53:59 返信 報告

研究所らしくいきます︕

Tandoさんのレビューにもありますが、「発掘アイドルCOLLECTION2」（アサヒ芸能増刊︔1997年4/30号）に、
 ZARDのPVロケ情報が詳しく載っています。それによると、

「負けないで」ジャケ・・・91年11⽉スタジオにて
 「この愛に泳ぎ疲れても」PV・・・93年11⽉⽇本武道館（あとで⽇本⻘年館と判明）

となっています。今回の未公開映像の多くは、⽇本⻘年館で撮られたものだと思われます。

1995年9⽉には、モナコ（AL「TODAY…」）、イギリス（REALのTシャツでお馴染みの映像）で
 ロケを敢⾏しています。

また、AL「OH MY LOVE」のPVは、テレ朝のスタジオでＭステスタッフの⼿で撮影されたことがわかっています。
 時期はAL発売前の1994年春が有⼒です。この映像も今回かなりありました。

武道館レポートの中で、AL「HOLD ME」の幻PVがあったと書きましたが、
 まだはっきり検証できておりません。幻PVの有無に関しては、

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧
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 「素直に⾔えなくて」と「遠い⽇のNostalgia」の映像がポイントになりそうですが、
私はどちらもまったく記憶が⾶んでいます。引き続き情報をお願いします。

武道館映像の解析（追加）

508 選択 stray 2007-09-17 09:59:26 返信 報告

「発掘アイドルCOLLECTION2」によると、

Sg「愛は⾒えない」スチール撮影・・・94年6⽉葉⼭

となっています。あとで画像アップします。

94年6⽉葉⼭の写真

509 選択 stray 2007-09-17 10:08:39 返信 報告

Le Port 写真集の１枚です。
 クレジットに「Hayama,1994,June」とあります。

密葬の遺影に使われた写真の表情によく似ています。

2002年6⽉葉⼭の写真

510 選択 stray 2007-09-17 10:11:34 返信 報告

上の写真の隣のページの写真です。同じ時期に撮ったように⾒えますが、
 クレジットには「Hayama,2002,June」とあります。

 Hayama,1994,Juneの間違いでは︖WEZARDに確認する必要がありそうです。

この⼀輪挿しの映像が、ライブの「瞳閉じて」で映ったように記憶してますが、皆さんいか
がですか︖
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発掘アイドルCOLLECTION2から（１）

511 選択 stray 2007-09-17 10:15:22 返信 報告

本⽂なし

発掘アイドルCOLLECTION2から（２）

512 選択 stray 2007-09-17 10:18:18 返信 報告

「⼼を開いて」のPVは、96年3⽉六本⽊のスタジオで、とあります。

「眠り」の、淡いブル－のノ－スリ－ブワンピース姿の映像は、このときのものかも︖

発掘アイドルCOLLECTION2から（３）

514 選択 stray 2007-09-17 10:25:46 返信 報告

「ZARD INFORMATION」なる冊⼦︖があったようですね。

ＦＣの前進︖ 私は知りません。
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発掘アイドルCOLLECTION2から（４）

522 選択 stray 2007-09-17 12:02:31 返信 報告

「もう少し あと少し…」PV撮影中 93年7⽉、K'sスタジオにて
 とあります。

ライブでもこのセーター姿（7⽉なのに︖）の映像が流れたました。

追悼盤CD「Soffio…」のジャケ写真もこのセーター︖

だとしたら、
 「もう少し あと少し…」には泉⽔さんの強い想い⼊れが感じられてなりません。

Re:武道館映像の解析

524 選択 stray 2007-09-17 12:51:43 返信 報告

以上ライブでの1999年の作品だけをまとめると、

発売⽇ 収録AL 演奏曲名 
  91.12  2nd  ひとりが好き 

  91.12  2nd  不思議ね… ・・・⽩⿊の柄ものブラウス︖（⼩スタジオ） 
  91.12  2nd  素直に⾔えなくて 
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 92.9  3th  遠い⽇のNostalgia 
 93.5  Sg8c/w Just for you 

  93.5  4th  揺れる想い 
  93.7  4th  Season 

  93.7  4th  IN MY ARMS TONIGHT ・・・歌詞間違えて⾆をペロっと。破れのあるGパン 
  93.7  4th  I want you 

  93.7  4th  君がいない 
  93.7  4th  負けないで ・・・Ｍステ最後の出演映像

●93.7 K'sスタジオにて「もう少し あと少し…」PV撮影

 93.9  Sg9  もう少し あと少し

●93.11 ⽇本⻘年館にて「この愛に泳ぎ疲れても」PV撮影
  

 94.2  Sg11  この愛に泳ぎ疲れても ・・・ほぼSgのPV

●94.春 テレ朝スタジオでAL「OH MY LOVE」PV撮影

 94.6  5th  あなたに帰りたい ・・・⿊いレース⾵のドレス、電球で飾られたステージ 
  94.6  5th  I still remember ・・・タイトな⿊のパンツスーツ︖ 

  94.6  5th  きっと忘れない 
  94.6  5th  Oh my love ・・・短パン（⾜チョ〜キレイ） 

  94.8  Sg12  こんなにそばに居るのに

 95.8  Sg16c/w 眠り ・・・淡いブル－のノ－スリ－ブワンピース

●95.9 モナコ、イギリスでロケ

 96.7  7th  突然 
  96.7  7th  君がいたから 

  96.7  7th  サヨナラはこの胸にいます ・・・バスの中の映像と、歌わない⽩ブラウス姿 
  96.7  7th  ⼼を開いて ・・・LAロケ未公開映像、⾃転⾞乗ってCKの⿊のリュック背負って⼿



を振る 
 96.7  7th  Todays is another day ・・・PV＋PVロケ未公開映像 

  96.7  7th  愛が⾒えない ・・・PV＋PVロケ未公開映像 
  96.7  7th  マイ フレンド ・・・PV＋PVロケ未公開映像︖ 

  97.1  Sg19  Don't you see! ・・・PV＋PVロケ未公開映像（ド派⼿） 
  99.2  8th  少⼥の頃に戻ったみたいに ・・・⼤野愛果さんバンドINでピアノVer 映像なし 

  99.2  8th  永遠 ・・・PV＋PVロケ未公開映像

だいぶ、⾒えてきたような気がするけど…
 カーディガン研究員、どう︖

Re:武道館映像の解析

525 選択 Ｔ２８ 2007-09-17 13:18:05 返信 報告

stray所⻑、こんにちは。
 以下の、ZARD追悼ライブ"What a beautiful memory"レポート、もし参考になれば幸いです。

ttp://blogs.yahoo.co.jp/yuko_mimura/50129565.html

ご存じでしたら、申し訳御座いません。

Ｐ.Ｓ. 別館、お気に⼊りに登録して下さいね︕ まぁ気に⼊らねぇだろうけど。(笑)
 

すごいね︕

526 選択 stray 2007-09-17 13:39:47 返信 報告

部⻑、ありがと︕︕︕♡♡♡♡♡
 こんなすごいサイト知ってるんなら早く教えてよ（笑）。

 考えるまでもなく全部解決じゃんか（笑）。

昨⽇の失態取り返したね（笑）。
 お気に⼊りに登録したよ、紹介してくれたサイトをだけど（笑）。
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「この愛に泳ぎ疲れても」AL ver.PVより

527 選択 stray 2007-09-17 13:45:48 返信 報告

「この愛に泳ぎ疲れても」のアルバムver.のPVキャプチャです。

⻩⾊っぽい似た洋服が２つあるんです。
 ライブのオープニング「揺れる想い」は、中左の洋服でした。中右のジーンズには破れがあり

ます。

左下の画像は前にもアップしましたが、エクステンションであることがライブ映像ではっきり
わかりました。

右下の髪を束ねてないジージャンの映像もありましたね。私はこれが「HOLD ME」PVなのかなと…。
 

「もう少し あと少し…」Sg ver. PVより

530 選択 stray 2007-09-17 14:41:56 返信 報告

「もう少し あと少し…」シングルver.のPVキャプチャです。泉⽔さんが動かない静⽌画ver.で
す。

紫っぽく写ってますが、#522を横から撮ったものが下の写真でしょう。

「もう少し あと少し…」は93年9⽉発売ですから、同年7⽉のプロモ制作は辻褄が合います。

それにしても7⽉にセーターとは…。promised youジャケも案外、夏かも知れません。

「君がいない」Sg ver. PVより

533 選択 stray 2007-09-17 14:56:43 返信 報告

「君がいない」シングルver.のPVキャプチャです。
 モノクロで、スタジオ内で撮影したものです。

https://bbsee.info/straylove/id/507.html?edt=on&rid=527
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=527
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/13f320e7b5ead1024ac95c3b208610db.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/507.html?edt=on&rid=530
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=530
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/d64a340bcb633f536d56e51874281454.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/507.html?edt=on&rid=533
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=533


ピースしている泉⽔さんの映像がスカパー追悼番組で紹介されましたが、
ライブもこの映像だったと記憶しています。

とりあえずの結論です。

534 選択 stray 2007-09-17 15:48:41 返信 報告

武道館追悼ライブ映像の解析結果（1999年までの作品）

●92年初頃、⼩さなスタジオで撮影
  ひとりが好き・・・１コーラス。⿊ジャケット

  不思議ね… ・・・⿊いトレーナーにジーンズ。
  素直に⾔えなくて・・・⽩⿊の柄シャツ、＆スパッツ︖

●93.7頃、スタジオで撮影
  君がいない・・・ヤフー動画と同じ。最後にピースする。

  もう少し あと少し・・・特典DVDの映像＋スタジオでの歌。⽩いセーター、ジーンズ。

●93.11、⽇本⻘年館にて撮影
  遠い⽇のNostalgia・・・座って歌う。

  揺れる想い・・・⻩⾊い上着・⽩いシャツ・ジーンズ。マイク位置を調整しようとして失敗する。
  Just for you・・・「揺れる想い」と同じ⾐装か︖座って歌う。

  Season・・・１コーラス。ブルーセーター、ジーンズ。（この愛と同じ）
  IN MY ARMS TONIGHT ・・・ジーンズの上下。破れのある501。間奏で⽔を飲む。歌詞間違えて⾆をペロっ

と。
  I want you・・・ブルーのトレーナー。かなり激しく動く。

  この愛に泳ぎ疲れても ・・・ほぼAL ver.のPV

https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/df877f3865752637daa540ea9cbc474f.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/507.html?edt=on&rid=534
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=534


●94.春、テレ朝スタジオで撮影
 あなたに帰りたい ・・・⿊いレース⾵のドレス、電球で飾られたステージ、客席サイリューム

  I still remember ・・・タイトな⿊のパンツスーツ︖
  きっと忘れない・・・︖

  Oh my love ・・・ジーンズの短パン＋⽩シャツ（⾜チョ〜キレイ）

●SgPV流⽤
  こんなにそばに居るのに・・・SgのPV︖ インストでメンバー紹介。

  サヨナラはこの胸にいます ・・・バスの中の映像と、歌わない⽩っぽいブラウス姿

●SgPV＋海外ロケ未公開映像
  ⼼を開いて ・・・⾃転⾞乗ってCKの⿊のリュック背負って⼿を振る

  Todays is another day ・・・PV＋PVロケ未公開映像
  愛が⾒えない ・・・PV＋PVロケ未公開映像

  マイ フレンド ・・・PV＋PVロケ未公開映像︖＋スタジオ。グレーのシャツ︖
  Don't you see! ・・・PV＋PVロケ未公開映像（ド派⼿）

  永遠 ・・・PV＋PVロケ未公開映像

●TV出演流⽤
  負けないで ・・・Ｍステ最後の出演映像

●撮影時期・場所不明
  眠り ・・・淡いブル－のノ－スリ－ブワンピース

  突然・・・⽩⿊の横縞のトレーナー。
  君がいたから・・・グレーのＴシャツ︖

髪をサイドアップにしたお顔と、そうでないお顔とでは、
 ガラッと雰囲気が変わってみえます。

 ⽇本⻘年館の映像がすべて同じ⽇に撮ったとしたら驚きですね。

「眠り」は、95年8⽉発売の16thシングルのc/wで、アルバム未収録
 であることから、テレ朝スタジオで撮影したとは考えにくく、

 



96年7⽉発売の7thアルバム収録の「突然」「君がいたから」と合わせて、
撮影時期・場所不明としました。

ご意⾒および誤りのご指摘どうぞよろしくお願いします。

おまけ・・・「眠れない夜を抱いて」Sg PV

535 選択 stray 2007-09-17 16:12:17 返信 報告

Le Port DVD に未収録なんですね。

超カッコいいですよ︕

あまり画質良くありませんが、リクエストがあれば配信しますので、

Re:武道館映像の解析

536 選択 カーディガン 2007-09-17 16:30:06 返信 報告

お返事が遅くなり申し訳ございませんでした。

以上ライブでの1999年の作品だけをまとめると、>

1999年までの作品で、という意味ですね。発売⽇ 収録AL 演奏曲名は合っているとして、映像が、この時期に撮ら
れたものかどうかは、私には分りかねるところです。資料が少ないので、あまり詳しくは特定できないかと思いま
す。

あと、遠い⽇のNostalgia は座って歌っていたと思います。確かに、⽬をいろんな⾓度に振りながら歌っていました
ね。オレンジっぽいワイシャツにジーンズだったかな・・・。うろ覚えです。＃534のとおりの結論で⼀応は落ち着
くところでしょうか。

 細かいことですが、「サヨナラはこの胸にいます」は 「サヨナラは今もこの胸に居ます 」ですね。ただの省略だと思
いますが。
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promised youの会議招集の記事があったと思いますが、記事は永久保存だと思ってずっと今⽇は探していました
が、ありませんでした。削除しましたか︖あと、promised youの会議の件はどのように︖古い記事は閲覧はできな
いですか︖

 

カーディガンさんへ

537 選択 stray 2007-09-17 16:39:47 返信 報告

こんにちは〜。ご指摘の件すべてその通りで私のミスです、申し訳ありません。
 遠い⽇のNostalgia・・・「座って歌っていた」はすでに書きましたので、

 「オレンジっぽいワイシャツにジーンズ」を︖付けて追記します。

図書館の件ですが、私がここで「会議召集」のスレを⽴てたら、図書館会議室にお集まり下さい、
 ということで、今のところ会議は⼀度も開いておりません。

 了解でしょうか︖

Re:カーディガンさんへ

538 選択 カーディガン 2007-09-17 16:51:48 返信 報告

stray様へ
 いえいえ、ミスというほどではございません。ただ、所⻑様の詳しい研究に脱帽したので、細かいところでチェック

したところをご指摘したほうがいいかな、と思っただけです。
 「会議召集」のスレの件ですが、了解です。ただ、記事が多いので、⽬⽴つように、なるべく皆さんが、⾒逃さない

ようにご配慮いただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
 

カーディガンさんへ

539 選択 stray 2007-09-17 16:53:48 返信 報告

了解です。いえいえこちらこそ鋭くチェックしてもらったほうが助かりますので。
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会議を招集するときは【重要】と付けます。
あとは全部無視して下さってかまいませんので（笑）。

Re:武道館映像の解析

545 選択 ドルチェ 2007-09-17 22:55:51 返信 報告

所⻑、所員のみなさまこんばんは︕
 武道館の解析すごいですね︕︕

＃５０９と＃５１０は時期的に離れていて正解だと思いますよ〜。特別な根拠はございま
せんが（汗）

 ５０９は左の画像の別バージョンですよね。（×をクリックしたら画像⾒れます笑）

あとZARD INFORMATIONはFCの前⾝です。確かZARD友にコピーをもらった記憶が…。
探してみますね。

＃５２７「この愛に泳ぎ疲れても」のPVは⾊んな映像の切り合わせですよね。曲と⼝の動きが全く合ってないのが多
くあったので予想はしてたけど。

 所⻑が書かれてるように左中写真で歌っているのは「揺れる想い」（前のベストだっけ︖特典より）
 右上から１，２枚はギャオの追悼動画で流れた「君がいない」PVの⼀部です。

 右下の動いてる映像をもう少し⾒たーい︕あれが幻の「HOLD ME」PVかもしれないんですね♡
 ＃５３３「君がいない」PV右上写真は「果てしない夢を」でも出てくるような…これは全く⾃信なし♡

＃５３５「眠れない夜を抱いて」PVは私も⼤好き︕
 ビデオなら持ってるけど何回も⾒過ぎてテープ切れそうです（泣）なので配信して欲しいです♡♡

お疲れさまです。

546 選択 アネ研 2007-09-17 22:58:29 返信 報告

所⻑さん、T28さん、カーデガンさん武道館の解析、お疲れ様です。読みながら、すごいすごい、なるほどなるほど
と感⼼しました。

 わたしも⼀⾔書いてみます。
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先⽇の泉⽔さんのジャージの写真「仮称 ちゃんとやってよ」の腕組みが⽬に焼きついたと思ったら、武道館の映像
でも腕組みがあったので、なんの影響か考えています。

 また、映像を⾒て思ったことをいくつか。
 初期はあまり髪をあまり束ねてない。

 カメラマンがかなり写っているところから、カメラ割⽤か照明⽤のテストの映像では︖
 泉⽔さんがカミパッツク（ペットボトルかな︖）の飲み物を飲むところも、本番ではないような気もする。

 まとめると、髪を⼀本結びしてないのは、本番の仕事モードではないからではあるまいか。
 でも、かわいいからOK（笑)

ドルチェさんへ

547 選択 stray 2007-09-17 23:03:53 返信 報告

こんばんは♡

ZARD INFORMATIONあるんですか︕︕是⾮、寝ないで探して︕（笑）

＞「この愛に泳ぎ疲れても」のPVは⾊んな映像の切り合わせですよね。
 そのとおりですね。さすが︕

「果てしない夢を」は、⻑嶋さんと⼀緒に歌ってる映像があるので、
 スタジオや⿊い服が同じなのでそう感じるだけかと思います。時期が違いますよね︖

問題は、＃５２７の下２枚なんです。
 サイドアップにしたのと、髪を下ろしたので、ぜんぜん違うんですよ。

 武道館のライブでも、髪を下ろして上下ジーンズの映像が２〜３あったのですが、
 同じ⽇に撮ったとは思えない。でも泉⽔さんならあり得るかも（笑）。

 左の茶⾊い髪の部分は間違いなくエクステンションです。

じゃ、ZARD INFORMATIONよろしく︕︕（笑）

なるほど

548 選択 stray 2007-09-17 23:07:19 返信 報告
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アネ研さん、こんばんは。
なるほど、鋭いご指摘です。

 髪を⼀本結びしてないのは、「カメリハ」だってことですね︕

⼗分説得⼒あります。ジーンズ上下は泉⽔さんの私服で、
 髪をサイドアップにして着替えて本番…。

なるほど、可能性⾼いですよ。
 撮影場所やセットを考えると、＃５２７の下２枚は同じ場所としか思えないので。

葉⼭での２枚

549 選択 stray 2007-09-17 23:17:01 返信 報告

ドルチェさん。
 どうもありがとう︕

わかりました。＃５０９は中に⿊いワンピース着てるんだ。ちらっと⾒えますもんね。
 ＃５１０は2002年で「瞳閉じて」の頃でいいわけだ。

←密葬の遺影は2002年でいいんですね。
 （前にZARD掲⽰板でそう断⾔しちゃったんで）

投稿したての時は×になるけど、上に戻って「記事閲覧」をクリすると表⽰されます。

どうもありがとう︕︕
 

ドルチェさんへ

550 選択 stray 2007-09-17 23:21:19 返信 報告

#509の写真、髪がペシャーンってしてない︖
 #527の半年後なんだけど。

これが武道館ライブの映像だ︕（１）
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557 選択 stray 2007-09-18 13:29:36 返信 報告

画質が悪くて申し訳ないですが、

武道館ライブで「Oh my love」を歌う泉⽔さんです。

⾜が超〜キレイです。13,000⼈が全員うっとりしてました（知らないけど）。

これが武道館ライブの映像だ︕（２）

558 選択 stray 2007-09-18 13:40:00 返信 報告

髪を下ろしてます。

これはどの曲でしたっけ︖
 

これが武道館ライブの映像だ︕（３）

560 選択 stray 2007-09-18 14:22:28 返信 報告

Don't you see のド派⼿メイク。

はっきり⾔って似合いません。怖いです（笑）。
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これが武道館ライブの映像だ︕（４）

561 選択 stray 2007-09-18 14:26:50 返信 報告

｢⼼を開いて」の映像。

ロケ未公開映像で、群集の中を⾃転⾞に乗って通りすぎる際、満⾯の笑みで⼿を振ってます。

この表情がいちばんカワイらしかったかな。
 

是⾮、ダウンロードを。

562 選択 stray 2007-09-18 14:29:43 返信 報告

以上、ＴＢＳ「２時っチャオ︕」映像のキャプチャでした。

部⻑がアップしてくれた映像ですが、是⾮ダウンロードして下さい。#543スレです。

ズムサタより武道館映像が多いですよ。

「果てしない夢を」PVから

573 選択 stray 2007-09-18 16:51:19 返信 報告

副所⻑が、正解でした。

「果てしない夢を」PVは、⻑嶋⽒と⼀緒に写ってる静⽌画が挿⼊されているだけで、
 「君がいない」PV映像の使い回しでした。

よく⾒てるなあ、感⼼しちゃった♡
 「眠れない夜を抱いて」PV……了解︕
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Re:是⾮、ダウンロードを。

584 選択 カーディガン 2007-09-18 21:53:34 返信 報告

stray所⻑、皆様こんばんは。
 部⻑様がアップしてくださった映像をDLさせていただきました。97.2MBで、５分５９秒でDLできました。

 とても画質もよく、内容も素晴らしいですね。
 部⻑様、お疲れ様でした。そして、ありがとうございました。

Re:武道館映像の解析

585 選択 ドルチェ 2007-09-18 21:58:24 返信 報告

まず最初に所⻑、ゴメンナサイ︕
 ZARD INFORMATIONの件は私の勘違いでした…ゴメンネ。

 でも引き続きどういう物か調べてみますね♡

私の投稿画像ちゃんと表⽰されてるんですね︕
 最初×だったので諦めてたけど、良かったぁ（＾＾*）

 ＃５４９写真は２００２年でOKだと思います︕
 ＃５０９写真は確かに髪ペシャーンですね〜。結んでるからかな︖︖

 ＃５５７「Oh my love」映像。泉⽔さん⾜⻑〜い︕︕素敵︕
 どの泉⽔さんもマジで最⾼です♪

 ⾜がチラ⾒えしてる画像があるので貼っときますね。
懐かしのNO．より「⾬に濡れて」です♡

追伸︓「果てしない夢を」PVの件調べてくれてありがとね︕

ホンモノの「⾬に濡れて」

587 選択 stray 2007-09-18 22:31:17 返信 報告
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副所⻑、今⽇はお早いお帰りで（笑）。
全部了解です。

この映像は「⾬に濡れて」とまったく無関係なのですが、
 「BESTリクメモ」の全曲紹介で使われてますね。

 持ってるから知ってると思うけど、踊り⽅がすっごく激しいのよね〜。
 ライブでは「I want you」でこんな踊り⽅してました。よね︖皆さん（笑）。

 たぶん同じ⽇に撮ったんだと思います。

で、ホンモノの「⾬に濡れて」の映像がこちら。
 歌に合わせてハーフレインコート着てます。

カーディガンさんへ
 この星空みたいな演出、ライブの「あなたに帰りたい」と同じでは︖

5th AL 全曲紹介 から

588 選択 stray 2007-09-18 22:35:33 返信 報告

これも泉⽔さんが激しく踊っています。

ライブの「I want you」映像に酷似しているように思いますが。

もう⼀丁、

589 選択 stray 2007-09-18 22:37:22 返信 報告

5th AL 全曲紹介 から
 懐かしの NO.です。（エヌオーと読む）

この映像もライブで出てきたような気がするんだけどな…
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Re:ホンモノの「⾬に濡れて」

590 選択 カーディガン 2007-09-18 22:54:38 返信 報告

stray様
 この星空みたいな演出、ライブの「あなたに帰りたい」と同じでは︖＞

 「あなたに帰りたい」はテレビ朝⽇のスタジオだったようですが。星空ではなかったと思いますが。
 私も、只今、いろいろなライブのレポをつなぎ合わせて、武道館の資料をつくっていました。作成したら、メールな

どで送信したいと思います。

P.S.武道館でのグッズ販売なども書いたほうがいいでしょうか︖ほかのサイトなどでも書かれているので、特にいら
ないかとも思いましたが。

 

『⾬に濡れて』みたいですね

591 選択 アネ研 2007-09-18 22:56:39 返信 報告

先⽇のコンサートで内⼼「ZARD掲⽰板」でも話題になった、この『⾬に濡れて』を期待してたけど、なかったです
ね。

 誰か、泉⽔さんが激しく動きまくるとか⾔ってたので⾒たかったです。
 しかし、これにかぎらず、初期の泉⽔さんって洋楽の影響でか、本能の（Hな)詞やサングラスなどロックにいかれて

る、ロック⼤好きなオネーちゃんみたくていいですね。
 （気分悪くした⼈いたらごめん）

カーディガンさんへ
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594 選択 stray 2007-09-18 23:03:38 返信 報告

こんばんは、解析ご苦労さまです（笑）。

5th AL「OH MY LOVE」を、テレ朝のスタジオで撮影したのです。
 ステージも☆に包まれましたが、私は、⿊レースドレスの泉⽔さんの背景も☆だったように覚えてます。

レポートどうぞよろしく︕

Re:武道館映像の解析＃558

595 選択 カーディガン 2007-09-18 23:04:18 返信 報告

stray様

「素直に⾔えなくて」か「ひとりが好き」のどちらか

という情報が、本家ライブ掲⽰板よりたどったサイトから判明しました。
 http://photos.yahoo.co.jp/ph/two_attack/lst?.dir=/bab5&.src=ph&.order=&.view=t&.done=http%3a//p

hotos.yahoo.co.jp/ 
 真偽につきましては、もう少し、ほかの情報とすり合わせたほうがよさそうです。

アネ研さんへ

596 選択 stray 2007-09-18 23:10:56 返信 報告

こんばんは、そろそろ正式にお⼊りになりません︖（笑）

私も「⾬に濡れて」が⼤好きで、もちろんZARD ver.のほうですが。
 ♪古いビルに逃げ込んだ moon

 こんな詞を書ける⼈は泉⽔さんしかいません。moonがいいんですよね︕

＞本能の（Hな)詞やサングラスなどロックにいかれてる、ロック⼤好きなオネーちゃんみたくていいですね。
 いやあ、そういうZARDを、泉⽔さんを好きなファンって多いですよね︕

 特に初期のファンの⽅は「眠れない夜を抱いて」の映像なんかみるとゾクゾクしてくるのでは︖
 と思ってPVをageたのですが…（笑）。
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カーディガンさんへ

597 選択 stray 2007-09-18 23:12:04 返信 報告

貴重な情報どうもありがとう︕
 引き続き調査を続けてください。よろしく︕︕♡♡

グロリアス マインドの映像は

638 選択 stray 2007-09-20 13:11:05 返信 報告

上︓「２時っちゃお」の映像
 下︓AL「OH MY LVE」PV映像から

テレ朝Mステスタッフ撮影の映像ですね。

パスワード︓  編集  削除

Powered by bbsee.info. Copyright © 2005-2022
HTML generated at 2022-09-22 18:56:36 (0.036 sec).

https://bbsee.info/straylove/id/507.html?edt=on&rid=597
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=597
https://bbsee.info/straylove/id/507.html?edt=on&rid=638
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=638
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/4c27cea8526af8cfee3be5e183ac9605.jpg
https://bbsee.info/

