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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

スゴ夏「コナン夏祭り」レポート

8976 選択 PAN 2008-08-31 00:26:07 返信 報告

Z研をご覧の皆さま、こんばんは︕
 今⽇は、⼤阪で開催された「名探偵コナン夏まつり 〜夢の初ライブ〜」に

 参加して来ました︕
 このライブは、⼈気アニメ「名探偵コナン」のOPやEDを歌ったアーティスト

 たちのライブを中⼼に繰り広げられるスペシャルイベントで、もちろん、
 我等がZARDも出演しました︕

 KOH先輩、アネ研先輩からレポートをお願いされましたので、超ひさびさにPAN リポートです︕

〜 オープニング（アニメフィルム）〜
 ⼤阪駅から出てくるコナン。イベント会場に向かおうとするが、

 開催時間に間に合いそうもない。そこへ博⼠がコナンにターボ
 エンジン付きスケボーを渡す。会場に急ぐコナン。

 しかし、スケボーは途中でエンジン故障してしまう。
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「こんな時に･･」途⽅に暮れるコナンだが、突如空中から現れた
怪盗キッドに連れられて、ギリギリ会場⼊りを果たす。

 

スゴ夏「コナン夏祭り」レポート PART.Ⅱ

8977 選択 PAN 2008-08-31 00:27:34 返信 報告

楽屋で待ってたのは、倉⽊⿇⾐、愛内⾥菜、上⽊彩⽮ら、夏まつりの
 共演アーティストたちだった。（みんな超カッコいい〜）

 コナン「遅れてゴメンなさい･･。そして、きょうはヨロシク︕」
 （さあ、いくぜ︕︕）

 スクリーンから会場の観客に挨拶をするコナン。
 「夏休み最後の思い出に思いっきり楽しんでいってくださいね︕︕」

〜 愛内⾥菜 スペシャルライブ 〜
 コナン挨拶の後、最初のアーティストである愛内⾥菜が登場し、5曲を披露︕︕

 1.START 2.can't stop my love for you  3.DREAM DREAM  4.恋はスリル、ショック、サスペンス
 5.七つの海を渡る⾵のように（With 三枝⼣夏）

 「恋はスリル、ショック、サスペンス」ではコナンがリズムにあわせて踊る「パラパラ」が⾒れました（笑）

〜 声優 スペシャルトーク 〜
 ⾼⼭みなみ（江⼾川コナン役）、⼭⼝勝平（⼯藤新⼀役）のスペシャルトークが

 繰り広げられる。
 トークコーナーの終盤に来年公開が決定した「劇場版 名探偵コナン」の超ミニ予告。

 （⿊の組織・ジンの不敵なセリフが︕︖）

〜上⽊彩⽮ スペシャルライブ 〜
 ⼆⼈⽬のアーティスト、上⽊彩⽮が登場︕︕

 1.Summer Memories 2.もう君だけを離したりはしない 3. Are you happy now（新曲）
 今年の追悼ライブのゲストアーティストとしても記憶に新しい上⽊彩⽮。

 前回とはイメージが違い、ロック歌⼿らしい本来のメイクでした。
 3曲⽬を歌い終わったあと、会場に「少⼥の頃に戻ったみたいに」が流れました。
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そう、次のアーティストは︕︕
（続く）

 

スゴ夏「コナン夏祭り」レポート PART.Ⅲ

8978 選択 PAN 2008-08-31 01:01:15 返信 報告

〜ZARD スペシャルライブ 〜
 「少⼥の頃に戻ったみたいに」が流れる中、コナンのMC。

 上⽊彩⽮さんの新曲はカッコいいですね〜
 上⽊さんにはステージに残っていただいて、ボクから次のライブゲストを紹介します。

 今年の5⽉に代々⽊の国⽴代々⽊競技場で⾏われた1周忌追悼コンサートは⼤きな反響を
 呼びました。

 そう、次はあのZARDのライブです。
 もちろん、ステージには坂井泉⽔さん愛⽤のマイクも⽤意されてあります。

 （ステージにはマイクがセットされています）
 ZARDが担当したテーマ局はテレビシリーズが6曲、劇場版が3曲、あわせて9曲もあります。

 今⽇はその中から4曲をお送りします。
 最初は今年春からのオープニングテーマ曲「愛は暗闇の中で」です。

 上⽊彩⽮さんがコーラスに参加してくれます︕
 この曲はZARDのデビューシングル「Good-bye My Loneliness」のカップリング曲。

 実は、数年前に坂井泉⽔さんが4⾏の歌詞を新たに加えてもう⼀度レコーディングしたいと
 スタッフに申し出て制作の準備に⼊っていたのですが、残念ながらレコーディングする

 ことは出来ませんでした。
 そこでスタッフがその意思を継いで新たな歌詞のパートのソロとコーラスを、2004年に

 ZARDの「今⽇はゆっくり話そう」のレコーディングに参加した上⽊彩⽮さんに依頼しました。
 そして、それ以外のパートはデビュー当時の坂井泉⽔さんの声をそのまま使⽤して新たな

 バージョンを完成させたのです。スクリーンに坂井さん直筆の新たな歌詞が映し出される
 ので、注⽬してくださいね。
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（続けて、「運命のルーレット廻して」、「グロリアス マインド」、「翼を広げて」の
曲紹介が⾏われる）

 

スゴ夏「コナン夏祭り」レポート PART.Ⅳ

8979 選択 PAN 2008-08-31 01:36:37 返信 報告

「愛は暗闇の中で」
 坂井泉⽔のフィルム映像をバックに、上⽊彩⽮のコーラスで「愛は暗闇の中で」です。

 この曲は強⼒なドラムが印象的で、ZARDの楽曲の中でも演奏するドラマーさんの個性が
 もっとも光る曲と思います。

 ZARDファンになったのはどちらかというと後半なのですが、初期の坂井泉⽔さんの声は
 凄くロックぽいという印象を受け、実に意外に感じました。

 （えっと、どこかで聞いたコメントですが（汗））

「運命のルーレット廻して」
 ライブでは初登場となる、ファン待望の「運命のルーレット廻して」です︕

 もちろん、ステージでの⽣演奏も初となります。
 気になるフィルム映像は、「運命のルーレット廻して」のPVがベースになっていたの

 ですが、このフィルムでなんと未公開映像が盛り込まれていました︕
 競技場の観客席を散策する泉⽔さん、サッカーボールで楽しく遊ぶ泉⽔さん･･。

 曲の後半では追悼ライブでも披露された、⾃転⾞に乗って⼿を振る泉⽔さん、
 ⼦供たちと遊ぶ泉⽔さんの映像が流れました。

 こんなに嬉しいことはありません︕
 

スゴ夏「コナン夏祭り」レポート PART.Ⅴ

8980 選択 PAN 2008-08-31 02:09:05 返信 報告

「グロリアス マインド」
 3曲⽬は、昨年秋のオープニングテーマ曲「グロリアス マインド」です。

 フィルム映像はNHK紅⽩ライブや2008ライブの時と同じだったと思います。
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「翼を広げて」
スゴ夏のZARDライブ、最後を締めくくる曲は「翼を広げて」です。

 こちらもフィルム映像は「MU-GEN」や2008ライブで流れたものと同じです。
 ZARD屈指の名曲を、バンドの皆さんが実に丁寧に演奏してくれました。

 ほんとうに感謝の気持ちです︕
 

スゴ夏「コナン夏祭り」レポート PART.Ⅵ

8981 選択 PAN 2008-08-31 02:47:15 返信 報告

〜 倉⽊⿇⾐ スペシャルライブ 〜
 ZARDライブの後、歴代アーティストのPVセレクションコーナーをはさんで、

 スゴ夏・コナン夏祭りのエンディングを飾る、倉⽊⿇⾐の登場です︕

1.⾵のららら 2.Winter Bells スゴ夏 Version
 3.Time after time ~花舞う街で

 4.Secret of my heart
 5.⼀秒ごとに Love for you（現オープニングテーマ曲）

 6.always

Winter Bells は今回のライブ⽤に特別の歌詞になっているスゴ夏 Version
 でした。「今⽇は〜コナン祭り♪」の歌い出しで、「Winter Bells」が

 「Summer Bells」に変更されています。
 Beingのアーティストらしく、⻑い前髪がいいんだな〜（笑）

最後は、コナンと倉⽊⿇⾐、バンドメンバーが⼿をつなぎ、会場のみんなに
 お礼の挨拶をして、楽しかったライブも終演です︕

 楽しませていただいて、ほんとうに、ありがとうございました〜︕︕
 

Re:スゴ夏「コナン夏祭り」レポート

8982 選択 xs4ped 2008-08-31 03:07:26 返信 報告
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PANこんばんは。

> そして、それ以外のパートはデビュー当時の坂井泉⽔さんの声をそのまま使⽤して新たな 
 > バージョンを完成させたのです。スクリーンに坂井さん直筆の新たな歌詞が映し出される 
 > ので、注⽬してくださいね。 

 スクリーンに坂井さん直筆の新たな歌詞が映し出されたのですね。
 是⾮、⾒てみたかったです︕

> 「運命のルーレット廻して」 
 > ライブでは初登場となる、ファン待望の「運命のルーレット廻して」です︕ 

 > もちろん、ステージでの⽣演奏も初となります。 
 > 気になるフィルム映像は、「運命のルーレット廻して」のPVがベースになっていたの 

 > ですが、このフィルムでなんと未公開映像が盛り込まれていました︕ 
 「運命のルーレット廻して」は未公開映像が⼊っていたんですね。

 羨ましい〜
 ⼜、何かのイベントで流れる(放送)事を期待したいです︕

 ライブも盛り上がったようで良かったですね。(^_^)
 詳細なレポート有難う御座いました︕

Re:スゴ夏「コナン夏祭り」レポート PART.Ⅵ

8983 選択 KOH 2008-08-31 07:40:58 返信 報告

おはようございます︕

PANさんみごとなレポートありがとうございます︕︕
 私も⾏ってたのですがこういうレポートって全く才能無くって・・(^_^;)

 運命のルーレット〜では楽しげな泉⽔さんが⾒れて幸せでした!
 それとこんなオフショットがまだあるんだろうなぁ〜って⾒ながら⾒てました(笑)

 いろいろなアーティストが⾒れて良かったです!

Re:スゴ夏「コナン夏祭り」レポート
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8984 選択 アネ研  ◆craoLd8Ou2 2008-08-31 07:50:10 返信 報告

おはようございます。PANさん、xs4pedさん、KOHさん

すぱやい、そして、詳細なライブレポートありがとうございます。
 今回も⽣バンドっだったんですね、それが何より嬉しいです。(笑)
 PANさんの感激のようすが、ヒシヒシ伝わってきます。

なにより、未公開映像があったんですね。
 観たいな〜。

 PANさん、どこかでゲット宜しくお願いしますネ。

壮⼤なライブレポートお疲れ様でした。

Re:スゴ夏「コナン夏祭り」レポート

8985 選択 stray 2008-08-31 08:38:50 返信 報告

PANさん、KOHさん、「コナン夏祭り」参戦ご苦労さまでした。
 PANさん、すばらしい詳細レポありがとうございます。

ずいぶん凝ったオープングに始まって（笑）、ZARDのコーナーも盛り上がったようですね。
 ⽣演奏は知ってましたが、まさかスクリーンに未公開映像が映し出されるとは︕

 私は週末、箱根で遊んでいたのですが、⼤阪に⾏ったほうがよかったかも（笑）。

その未公開映像ですが、AL『永遠』PVで、ちょっとだけ⾒ることができます。
 http://www.filebank.co.jp/wblink/536f24e1ed259572091cc1776cbc5e2d

 場所は「運命のルーレット廻して」PVを撮影したイギリスのサッカー場です。
 もっと⻑い映像を是⾮とも⾒てみたいものですね︕

アネ研さん、このサッカー場の特定にかかりましょうか︖（笑）
 

Re:スゴ夏「コナン夏祭り」レポート

8986 選択 チョコレート 2008-08-31 09:55:52 返信 報告
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PANさん、皆さん、おはようございます。チョコレートです。
PANさん、超⼤作のレポートありがとうございます︕

 PANさんのドキドキ、ワクワク感も伝わってきましたよ〜。
まだまだ未公開映像がたくさんありそうですね･･･。

 「コナン夏祭り」、どこかのTVで放送されると良いなあ〜。
 出し惜しみしていないでそろそろDVDにして欲しいです。

⻲井刑事、イギリス出張ですか︕久しぶりにゼットン⼊りのロケ写真、⾒たいですね〜(笑)。期待しています︕

Re:スゴ夏「コナン夏祭り」レポート

8987 選択 atti 2008-08-31 10:19:59 返信 報告

PANさん、皆さんこんにちは。

> Z研をご覧の皆さま、こんばんは︕ 
 > 今⽇は、⼤阪で開催された「名探偵コナン夏まつり 〜夢の初ライブ〜」に 

 > 参加して来ました︕

詳細なレポートは、
 昨夜、web巡回をしながら順次Upされたのを

 読ませてもらいました（ほぼリアルタイムかと)

カメラ撮影は⼊っていましたか︖
 ⽇テレ系で放送は無いのかなと・・・

ttp://ameblo.jp/the-tambourines/
 にも夏祭りのことが記述されていました。

Re:スゴ夏「コナン夏祭り」レポート

8988 選択 PAN 2008-08-31 10:50:04 返信 報告

xs4pedさんへ
 xs4pedさん、おひさしぶりです︕深夜にもかかわらず、レスをいただいて
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 ほんとうに有難うございました。
>スクリーンに坂井さん直筆の新たな歌詞が映し出されたのですね。 

 >是⾮、⾒てみたかったです︕ 
 歌詞が映る映像は「What a beautiful memory 2008」の時と同じだったと思います。

 >⼜、何かのイベントで流れる(放送)事を期待したいです︕ 
 2008年ライブも、コナンライブもきっとDVD化されると確認しています。

 コナンライブの様⼦は「MU-GEN」でも放送してくれると思いますよ︕ 
 楽しみに待ってましょうね♪

 >ライブも盛り上がったようで良かったですね。(^_^) 
 有難うございます、おかげさまで、楽しい思い出となりました︕

KOHさんへ
 おはようございます︕昨⽇のライブはとっても楽しかったですね︕

 >PANさんみごとなレポートありがとうございます︕︕ 
 ⾃分も⽂章が苦⼿なので、レポートと呼べるものかわかりませんが、

 皆さんにお伝えすることが出来て本当に嬉しく思っています︕
 KOHさんも必ず会場に来ていると確信していました（笑）

 >運命のルーレット〜では楽しげな泉⽔さんが⾒れて幸せでした! 
 >それとこんなオフショットがまだあるんだろうなぁ〜って⾒ながら⾒てました(笑) 

 ホントですね︕「運命のルーレット〜」必ずあるものと期待しておりました。
 この曲で未公開映像が流れたため、喜びも2倍って感じです（笑）

 

Re:スゴ夏「コナン夏祭り」レポート

8989 選択 PAN 2008-08-31 11:07:29 返信 報告

アネ研さんへ
 おはようございます︕

 昨⽇はずっと楽しみにしていたライブに参加出来て、とってもに楽しかったです。
 昨晩レポートを書いているときも、会議室に励ましの⾔葉をいただいて本当に
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嬉しかったです︕未公開映像、なんとか欲しいものですね〜
⻲井刑事シリーズの、イギリスのサッカー場の調査、ぜひ楽しみにしていますね（笑）︕

所⻑へ
 おはようございます、箱根旅⾏、お疲れ様でした〜︕

 オリジナルアニメや、声優さんのトークショー、アーティストライブの
 3部構成で、⼤⼈も、⼦供も楽しめるとっても楽しいイベントでした。

 次回、⼤阪でイベントがあるときは是⾮お越しくださいね（笑）
 また、PVをダウンロードさせていただきました。場所はイギリスだったの

 ですね。ホント、⻑い映像⾒てみたいですね︕
 

Re:スゴ夏「コナン夏祭り」レポート

8990 選択 PAN 2008-08-31 11:08:08 返信 報告

チョコレートさんへ
 おはようございます、昨⽇は⼣⽅のパトロールをお休みして、コナンライブに

 参加してきました〜（笑）
 >PANさんのドキドキ、ワクワク感も伝わってきましたよ〜。 

 レポートといえるものか分かりませんが、少しでもドキドキ、ワクワク感を
 お伝えすることが出来て嬉しく思います。

 >まだまだ未公開映像がたくさんありそうですね･･･。 
 きっと沢⼭あると思っています。すごい⾼画質で出して欲しいですね︕

 >「コナン夏祭り」、どこかのTVで放送されると良いなあ〜。 
 たぶん、9⽉後半あたりの「MU-GEN」あたりでライブの様⼦が放送されると

 思いますよ︕また、いろいろカメラもまわっていましたので、ライブDVDも
 きっと制作されると思っています。楽しみに待ってましょうね♪

attiさん、こんにちは︕おひさしぶりですね︕
 >詳細なレポートは、昨夜、web巡回をしながら順次Upされたのを 

 >読ませてもらいました（ほぼリアルタイムかと) 
 深夜にもかかわらず、読んでいただいて本当に有難うございました︕
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 >カメラ撮影は⼊っていましたか︖ 
>⽇テレ系で放送は無いのかなと・・・ 

 Beingのスタッフの⽅がカメラをまわしていたのは⾒たのですが、
 テレビ局のスタッフらしき⼈は⾒かけませんでした。

 （⾒かけなかっただけかもしれませんが･･（笑））
 地元で制作局の読売テレビは来ている可能性はあると思いますので、

 ⽉曜⽇のズームイン（関⻄のローカルコーナー）もチェックして
 おきますね︕

 また、tambourines のブログ情報もありがとうございます︕
 昨⽇演奏していただいたベースの⿇井さん、ギターの⼤賀さんは

 まさに、あの船上ライブのバンドメンバーですね︕
 

シドニーのラグビー場か︖

8991 選択 stray 2008-08-31 11:29:41 返信 報告

チョコレートさん、PANさん、こんにちは。

ロケ地を少し調べ始めたのですが、イギリスのサッカー場ではなく、
 「シドニーのラグビー場か、クリケット場」っぽいですね。

 ⾒つけたら、アネ研さんにゼットンと⼀緒に⾶んでもらいますので（笑）。

Re:スゴ夏「コナン夏祭り」レポート

8992 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-08-31 11:43:17 返信 報告

PANさん、みなさん、こんにちは。

PANさん、夜遅くまで御苦労様です。
 素晴らしいライブレポートを、どうもありがとうございます。

未公開映像があったんですね。
 さすがB社、少しずつ⾒せるんですね。 ←チラリズム︖（笑）
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感動が伝わってきましたよ、参加してよかったですね︕
私と似て︖ PANさんが前髪フェチだと分かって嬉しかったです（笑）。

所⻑︕
 >ロケ地を少し調べ始めたのですが、イギリスのサッカー場ではなく、 

 >「シドニーのラグビー場か、クリケット場」っぽいですね。 
 私もサッカー場では無いと思いますねぇ〜（笑）。

 シドニーです・・・か︖（悩）。
 でも、泉⽔さんが来ているTシャツ︖って「NY」って書いてない︖

 あれってヤンキースのロゴに似てる気がするんだけど・・・（苦笑）。
 またオイラの勘違いかい︖（汗）

 

Re:スゴ夏「コナン夏祭り」レポート

8993 選択 カーディガン 2008-08-31 12:55:51 返信 報告

PANさん、昨⽇はお疲れさまでした。

レポートありがとうございます。コナン君のお祭りでの演出は凝っていたんですね。
 ふつうのライブとはちがった⾯⽩い演出で、イベント＋ライブ＋αだったんですね。

ＺＡＲＤのレポだけではなく、他の出演者の⽅のレポもされていて、期待以上ですね。
 声優さんたちも⽣出演だったのでしょうか、アニメのほうも楽しめて、コナンのファンにはおもしろかったのでしょ

うね。ファン層はどんなだったのか気になります。⼩さい⼦が多い中だったのでしょうか、家族連れでしょうか。Ｚ
ＡＲＤのライブとはまた違った感じだったのでしょうね。

KOHさん、こんにちは。

今回もお近くということでの参加ですね、お近くでいいですね。運命のルーレット〜の未公開映像があったんです
ね。PVに⼀瞬写っている歩いている泉⽔さんのもとの映像なんでしょうか。未公開映像を⾒られてうらやましいで
す。また参加された時は、その感動をお伝えください。

Re:スゴ夏「コナン夏祭り」レポート
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8994 選択 PAN 2008-08-31 13:52:03 返信 報告

部⻑へ
 こんにちは︕会議室には書いていない下記のレスを（笑）

 >私と似て︖ PANさんが前髪フェチだと分かって嬉しかったです（笑）。 
 ドキッ（汗）部⻑もそうだったんですか。前髪には弱いんですよね（笑）

カーディガンさんへ
 こんにちは︕

 >レポートありがとうございます。コナン君のお祭りでの演出は凝っていたんですね。 
 >ふつうのライブとはちがった⾯⽩い演出で、イベント＋ライブ＋αだったんですね。 

 そうですね、こういう形式のライブは今回が初めてでしたね︕
 >ファン層はどんなだったのか気になります。⼩さい⼦が多い中だったのでしょうか、 

 >家族連れでしょうか。ＺＡＲＤのライブとはまた違った感じだったのでしょうね。 
 ご家族連れは「お⺟さんと⼦供たち」が⽐較的、多かったような気がしますね。

 全体的には「What a beautiful memory」のように幅広いお客さん層で、⼤⼈⼀⼈で
 参加しても違和感なしって感じでした（笑）

 

PANさん、ありがとう〜♪♪

8995 選択 ドルチェ 2008-08-31 15:49:34 返信 報告

PANさん、みなさん こんばんは〜＾＾

PANさん 臨場感た〜っぷりのレポ、ありがとうです♡
 「運命の〜♪」では未公開映像が流れたんですね♪いいな〜

 サッカーボールで遊ぶ泉⽔さん︕︖⽂字で⾒ただけで、可愛い〜♡って思っちゃいました（笑）
 もしその映像がTVで流れることがあれば、捕獲の⽅もどうぞよろしくお願いします︕（笑）

PANさんと部⻑へ

8996 選択 stray 2008-08-31 17:49:25 返信 報告
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PANさん、こんにちは︕

サッカーボールで遊ぶ泉⽔さんって、
 こんな感じでしたか︖

部⻑、⼤当たり〜︕（笑）
 ＮＹ（ニューヨークヤンキース）のＴシャツですね。

Re:PANさん、ありがとう〜♪♪

9004 選択 PAN 2008-08-31 19:35:51 返信 報告

ドルチェさんへ
 >サッカーボールで遊ぶ泉⽔さん︕︖⽂字で⾒ただけで、可愛い〜♡って思っちゃいました（笑） 

 カメラはやや遠くから映していたのですが、泉⽔さん可愛かったですよ（笑）
 >もしその映像がTVで流れることがあれば、捕獲の⽅もどうぞよろしくお願いします︕（笑） 

 気をつけてエアチェックしてみますね♪

所⻑へ
 >サッカーボールで遊ぶ泉⽔さんって、こんな感じでしたか︖ 

 サッカボールで遊ぶ泉⽔さんの映像は確か2回流れたのですが、
 服装的に、#9002 と同じ⽩い服の泉⽔さんだったと思います。
 2回⽬の映像はその泉⽔さんが、サッカーボールを⼿で投げるんです。

 これは間違いなかったと思います。
 ただ、1回⽬のほうの記憶が曖昧でしてサッカーボールを蹴っていたと

 思うのですが、服装とかよく覚えていないのです（汗）
 という訳でKOHさん、宜しくお願いしま〜す（笑）

 

それかも︕︕

9005 選択 PAN 2008-08-31 19:40:00 返信 報告
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#9003 のキャプチャがかなり近かったと思います︕︕

Re:PANさん、ありがとう〜♪♪

9006 選択 KOH 2008-08-31 21:08:40 返信 報告

みなさんこんばんはです︕
 > という訳でKOHさん、宜しくお願いしま〜す（笑） 

 私も記憶が曖昧で・・(^^;)⽩いシャツだったような気はするんですが・・。
 ⼿を広げながらくるくる回る︖泉⽔さんを上空のカメラで撮影してる所が印象的でした!

Re:スゴ夏「コナン夏祭り」レポート

9009 選択 oyaji911 2008-08-31 22:35:29 返信 報告

PANさん、はじめまして。
 臨場感あふれるレポートありがとうございます。

 あらためて昨夜のライブの余韻に浸っています。
 私も⼦供（といっても⼤⼈ですが）連れて⾏ってました。

 代々⽊以来、ひさしぶりに泉⽔さんに会えて感激しました。
 やはり、ライブはいいですねー。

 > 昨⽇演奏していただいたベースの⿇井さん、ギターの⼤賀さんは 
 > まさに、あの船上ライブのバンドメンバーですね︕ 

それに加えて2004年と追悼ライブのメンバー、⾞⾕さんもツインドラムで出ていましたね。
 追悼ライブに⽐べたらバンドメンバーも5⼈ほどでスクリーンも⼩さなものでしたが、⼗分迫⼒のある演奏でした。さ

すがです。また、ぜひどこかでZARDライブを期待したいものです。

Re:スゴ夏「コナン夏祭り」レポート

9011 選択 PAN 2008-08-31 23:45:00 返信 報告
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oyaji911さんこんばんは、はじめまして︕
昨⽇のライブ、ほんとうに楽しかったですね︕

 代々⽊以来となる昨⽇のZARDライブはわたしも感激しました。
 >臨場感あふれるレポートありがとうございます。 

 読んでいただいて、ありがとうございます︕
 >それに加えて2004年と追悼ライブのメンバー、⾞⾕さんもツインドラムで出ていましたね。 

 ドラムの⾞⾕さんと、キーボードの⼤楠さんも、2004年と追悼ライブに参加された、⼼強い
 バンドメンバーですね︕ ⾞⾕さんのパーカッションは今でも印象的です。

 >追悼ライブに⽐べたらバンドメンバーも5⼈ほどでスクリーンも⼩さなものでしたが、 
 >⼗分迫⼒のある演奏でした。 

 確かにスクリーンは⼩さかったですね（笑）そのぶん、バンド演奏は5⼈とは思えないほど
 迫⼒があって⼤満⾜です︕

 >また、ぜひどこかでZARDライブを期待したいものです。 
 そうですね、またきっとZARDライブが開催されることを期待しましょう♪

 

スゴ夏「コナン夏祭り」レポート （＾－＾）

9028 選択 ミキティ 2008-09-01 21:31:31 返信 報告

PANさん みなさん こんばんは（＾－＾）

 ＰＡＮさん☆ ご無沙汰です。お元気でしたか♪
 『コナン夏祭り』素晴らしいレポート 拝⾒させていただきました(*＾ー＾)／

  とっても素敵なレポートありがとうございます☆

 ⼀緒に連れて⾏っていただけたような壮⼤なレポート☆
  場⾯場⾯を思い浮かべてワクワクしています(*^O^*)

 未公開映像があったとの事で良かったですね︕いいな〜ヽ(^o^)⼃
  そしてとっても盛り上がって 楽しい思い出となって本当に良かったですね︕

  またＰＡＮさんリーポーター 登場してくださいね(^o^)⼃
  ありがとうございました（＾－＾）
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Re:スゴ夏「コナン夏祭り」レポート （＾－＾）

9044 選択 PAN 2008-09-02 06:45:31 返信 報告

ミキティさん、こんにちは︕
 こちらこそ⼤変ご無沙汰しています︕

 夏ばてしそうでしたが、なんとか元気です（笑）
 ライブは代々⽊に参加して以来でしたので、ミキティさんの

 ことも思い出していました。
 ライブレポートあまり上⼿く書けていませんが、少しでも

 様⼦を伝えることができて嬉しいです。
 おかげさまで、楽しい思い出になりました。

 『コナン夏祭り』の様⼦はまた近々、MU-GENでもオンエア
 されると思いますので、ミキティさんの地域で放送されて

 いればチェックしてみてくださいね︕
 また、イベントがあったらレポートしてきます（笑）︕
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