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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

ZARDのロゴ
21712 選択 Merino 2017-05-08 21:44:12 返信 報告

みなさん、はじめまして 坂井さんの
  先週、あるZARDの映像を⾒るとき、坂井さんの専⽤のヘッドフォンに本⼈の名前とZARDが書かれ

たことが気になって、 フォント名を調べてみましたですが、なかなか⾒つけられない、これはPCで
のフォントですか、それともオリジナルで作成されたものですか︖  もし、フォント名をご存知の⽅
がいらっしゃいましたら教えてください。

Re:ZARDのロゴ
21713 選択 noritama 2017-05-08 23:30:54 返信 報告
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Merinoさん はじめまして こんばんは(^^)

ヘッドホンにはテプラで印刷したテープを貼っているので､テプラのフォントを調べると
いいですね｡

 テプラのフォント⼀覧はこちら
 http://www.kingjim.co.jp/st_files/storage/pdf/font_tepra.pdf

それから察するに､どうもこのヘッドホンの"ZARD"⽂字はテプラ英数書体の太型ST体のようですね(^^)
 名前のほうはあまり太くないのでPL体でしょうか?

 テプラ持っている⽅､､試しに出⼒印刷してみてください(^^;

Re:ZARDのロゴ
21714 選択 stray 2017-05-09 12:38:35 返信 報告

Merinoさん、はじめまして。
 noritamaさん、こんにちは。

確かにテプラのテープっぽいですね。
 ASHIDAのST-31をいつ頃から使っていたのか定かでありませんが、

 1993〜4年頃からだとすると、テプラの初期ですから、こんなフォントが搭載されていたかどうか・・・
 1990年製のTR55Rと、2002年製のSR710を持っていますが、

 どちらもこのフォントは搭載されていません。
 ST体とかPL体は最近のマシンからだと思います。

フォント名についても専⾨外なのでさっぱり分かりません。
 お役に⽴てなくて申し訳ないです。

Re:ZARDのロゴ
21715 選択 noritama 2017-05-09 13:02:20 返信 報告

こんにちは
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> 確かにテプラのテープっぽいですね。 
> ASHIDAのST-31をいつ頃から使っていたのか定かでありませんが、 

 > 1993〜4年頃からだとすると、テプラの初期ですから、こんなフォントが搭載されていた
かどうか・・・ 

 > 1990年製のTR55Rと、2002年製のSR710を持っていますが、 
 > どちらもこのフォントは搭載されていません。 

 > ST体とかPL体は最近のマシンからだと思います。

『君がいない』のMVに使われている"MOD STUDIO"の映像の時は､
 まだテプラ名前テープ貼ってないですね｡

 貼ったのは"BIRDMAN WEST"になったころからなのかな?

Re:ZARDのロゴ
21716 選択 noritama 2017-05-09 13:03:29 返信 報告

何シーンか･･

Re:ZARDのロゴ
21717 選択 noritama 2017-05-09 13:04:17 返信 報告

この時のは貼っていないですね｡｡
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Re:ZARDのロゴ
21718 選択 noritama 2017-05-09 13:18:03 返信 報告

"BIRDMAN WEST"の『異邦⼈』のときの映像
 なにやら貼ってあるような､､､(^^;

Re:ZARDのロゴ
21719 選択 noritama 2017-05-09 13:19:35 返信 報告

『異邦⼈』の他のシーンでは⾒えねー(笑)

Re:ZARDのロゴ
21720 選択 noritama 2017-05-09 13:45:20 返信 報告

『こんなにそばに居るのに』の時は貼っていない｡

Re:ZARDのロゴ
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21721 選択 noritama 2017-05-09 13:46:00 返信 報告

ほらね｡

Re:ZARDのロゴ
21722 選択 noritama 2017-05-09 13:47:49 返信 報告

『翼を広げて』のMVに使われた映像ではまったく⾒えない(^^;

Re:ZARDのロゴ
21723 選択 sakura 2017-05-09 14:17:25 返信 報告

 
> ヘッドホンにはテプラで印刷したテープを貼っているので､テプラのフォントを調べるといいですね｡

カシオのネームランドの可能性はないですか︖
 

Re:ZARDのロゴ
21724 選択 noritama 2017-05-09 15:03:47 返信 報告

> カシオのネームランドの可能性はないですか︖ 
 PCリンクタイプでのフォントとなると･･･調べるのが膨⼤で⼤変な事になりますが､
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内蔵フォントは下記のようです(機種によって内蔵フォントが異なるようです)
https://casio.jp/d-stationery/nameland/features/

 内蔵では似たのが無いですね｡
 テプラの⽅がシンプルでずばりのような気がします｡

Re:ZARDのロゴ
21725 選択 noritama 2017-05-09 15:08:25 返信 報告

"BIRDMAN WEST"でも『⾬に濡れて』のは､ASHIDAVOX ST-31でなく､オーディオテクニカ
のヘッドホンなので･･･

Re:ZARDのロゴ
21726 選択 noritama 2017-05-09 15:09:57 返信 報告

ただ､この頃には何やら貼ってあるようです｡

Re:ZARDのロゴ
21727 選択 stray 2017-05-09 15:21:04 返信 報告

解決しました︕
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テプラの「PL体」でした。

詳細は後で。

Re:ZARDのロゴ
21728 選択 noritama 2017-05-09 15:31:00 返信 報告

オーディオテクニカのヘッドホンはこの部分に"audio-technica"のロゴが⼊っていることもあ
るのですが､

 このヘッドホンの系統のは､､この部分がスポンジでロゴの印刷が⼊っていません｡なので､何かネ
ームラベル等が貼ってあるのでしょう｡

 写真のように経年変化でヘッドの部分スポンジがボロボロに(⿊いべたつく粉になって)なっちゃ
うせいか､

 残念ながらこの系統のは中古ではあまり⾒かけません。

あっ話題から逸れました(苦笑)

Re:ZARDのロゴ
21729 選択 Merino 2017-05-09 18:39:35 返信 報告

[21728]noritama:
 > オーディオテクニカのヘッドホンはこの部分に"audio-technica"のロゴが⼊っていることもある

のですが､ 
 > このヘッドホンの系統のは､､この部分がスポンジでロゴの印刷が⼊っていません｡ 

 > 写真のように経年変化でヘッドの部分スポンジがボロボロに(⿊いべたつく粉になって)なっちゃ
うせいか､ 

 > 残念ながらこの系統のは中古ではあまり⾒かけません。 
 > 

> あっ話題から逸れました(苦笑)
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みんなさん、レスありがとうございます〜さすかZARD研究所ですね、  この謎をこんなに簡単に解決しました。
テプラを持っていないから、FontForgeというフォントを作成できるフリーソフトを作成してみようと思いますが、なか
なかうまくできなくて．．．

 FontForge
 http://daredemopc.blog51.fc2.com/blog-entry-751.html

 

Re:ZARDのロゴ
21730 選択 stray 2017-05-09 19:23:59 返信 報告

画像は 2005年発売「SR720」の説明書です。
 ⻘で囲ったのが2002年発売「SR710」のフォント。

 劇的に違います。ということは、 もしや・・・

泉⽔さんが亡くなってならスタッフが貼ったものでは︖︕
 との疑念が湧いたのですが（笑）、

 古い機種でも別売りのROMパックを購⼊すれば使えたみたいです。
 1995年発売「SR707⽤」専⽤ROMパック

 http://urx3.nu/Dnm5

ただ、noritamaさんが検証されたように、泉⽔さんがネーム⼊りヘッドフォンを被っている映像はありません。

【追記】「異邦⼈」PVで確認できました。

Re:ZARDのロゴ
21731 選択 stray 2017-05-09 19:27:14 返信 報告

「Ｉｚｕｍｉ Ｓａｋａｉ」のシールは、
 テプラの「スクリプトPL体」です。

スクリプト＝筆記体

Re:ZARDのロゴ
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21732 選択 stray 2017-05-09 19:31:16 返信 報告

「ＺＡＲＤ」のシールは、noritamaさんの⾒⽴てどおり、
 テプラの「太型サンセリフST体」です。

間違って「サンセリフST体」でプリントしてしまいました(笑)。
 これの太字タイプです。

テプラのフォントはEPSONのフォントを使ってるらしので、
 EPSONのソフトにもしかしたら⼊っているかも。

> Merinoさん 
 解決して良かったです。

Re:ZARDのロゴ
21733 選択 Merino 2017-05-09 21:48:47 返信 報告

[21732]stray:
 > 「ＺＡＲＤ」のシールは、noritamaさんの⾒⽴てどおり、 

 > テプラの「太型サンセリフST体」です。 
 > 

> 間違って「サンセリフST体」でプリントしてしまいました(笑)。 
 > これの太字タイプです。 

 > 
> テプラのフォントはEPSONのフォントを使ってるらしので、 

 > EPSONのソフトにもしかしたら⼊っているかも。 
> 
> > Merinoさん 

 > 解決して良かったです。

貴重な情報ありがとうございます。ラベルをスキャンしていただけますでしょうか︖

Re:ZARDのロゴ
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21734 選択 stray 2017-05-09 21:52:00 返信 報告

Merinoさん

[21731] [21732]が、実物に合わせて⿊地に⽩⽂字で
 プリントしたラベルをスキャンした画像です。

 

Re:ZARDのロゴ
21735 選択 noritama 2017-05-10 00:25:16 返信 報告

>古い機種でも別売りのROMパックを購⼊すれば使えたみたいです。 
 >1995年発売「SR707⽤」専⽤ROMパック 

 >http://urx3.nu/Dnm5 
『異邦⼈』の時もし貼ってあったのなら

 どの機種だったのでしょう(^^;
 テプラのキングジムに年代別機種のギャラリーがありますね｡

 http://www.kingjim.co.jp/products/tepra/gallery/pro 
 ROMパックは､どの機種対応だったのでしょうね(SR7**系だけ?)

 SR717､SR818/SR828､1999年のSR737の仕様がどうだったのかちょっと気になる(笑)
 

Re:ZARDのロゴ
21736 選択 noritama 2017-05-10 01:40:01 返信 報告

>『異邦⼈』の他のシーンでは⾒えねー(笑) 
 ⾃⼰レス(苦笑) よく⾒ると『異邦⼈』の時は貼ってあるようです｡

 書体までは判りませんが(笑)

Re:ZARDのロゴ
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21737 選択 noritama 2017-05-10 01:52:37 返信 報告

この頃はテプラ貼りがWESTで盛んだったのでしょうか｡
 マイクやマイクスタンドに(Astと)⾓丸カットのテプラっぽいラベル貼りがみられます(^^;

Re:ZARDのロゴ
21738 選択 stray 2017-05-10 10:05:47 返信 報告

noritamaさん

> 『異邦⼈』の時もし貼ってあったのなら 
 > どの機種だったのでしょう(^^;

SR710と同じ2002年発売のSR910（最上位機種）のスペック表に、
 「英数字16書体」と書いてあります。

 http://www.tepra-pro.com/tepra-sr900.html
 SR720の20書体[21730]から極太4体を除くと16書体になるので、多分これです。

> 『異邦⼈』の時は貼ってあるようです｡ 
> 書体までは判りませんが(笑)

別PV映像で確認しました。
 ⽂字までは読めませんが、字数は合いそうです。

 2002〜3年頃、B社でテプラブームが起きたのでしょう（笑）。
 

Re:ZARDのロゴ
21739 選択 noritama 2017-05-10 13:36:55 返信 報告

こんにちは
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> 別PV映像で確認しました。 
> ⽂字までは読めませんが、字数は合いそうです。 

 > 2002〜3年頃、B社でテプラブームが起きたのでしょう（笑） 
 ⽂字⼊りの確認できる映像が出てきましたね(^^)。

 テプラって使いはじめるとついイロイロ貼りたくなっちゃうんでしょうね(笑)

検索していたら"MOD STUDIO"の時にも名前⼊りのヘッドホンの映像がありました｡
 SHでよくみかけた"Just believe in love"レコーディング映像のときの⽩い服装ので･･･

 

Re:ZARDのロゴ
21740 選択 noritama 2017-05-10 13:40:49 返信 報告

この時は⼊れている⽂字内容が違うようです｡

下の⽅が"SAKAI"と読めるので､､上の⽅は"***MI"たぶん"IZUMI"かと(^^;

やけに⽂字がデカくヘッドアームの幅いっぱいいっぱいなのでテプラじゃないかも(笑)

Re:ZARDのロゴ
21748 選択 sakura 2017-05-10 23:52:45 返信 報告

こんばんは。

こちらのマグカップも、テプラでしょうか︖

Re:ZARDのロゴ
21749 選択 sakura 2017-05-11 01:18:47 返信 報告
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こんばんは。

> マイクやマイクスタンドに(Astと)⾓丸カットのテプラっぽいラベル貼りがみられます(^^;

Astは、"A studio"の略か何かでしょうか︖
 本題からそれてすみません。

Re:ZARDのロゴ
21750 選択 noritama 2017-05-11 02:06:07 返信 報告

こんばんは

> Astは、"A studio"の略か何かでしょうか︖

"BIRDMAN WEST"につきましては
 [11780]を参照ください｡

Re:ZARDのロゴ
21751 選択 sakura 2017-05-11 07:57:54 返信 報告

noritamaさん、おはようございます。

> > Astは、"A studio"の略か何かでしょうか︖ 
 > 

> "BIRDMAN WEST"につきましては 
 > [11780]を参照ください｡

拝⾒しました。このような検証をされていたとは知りませんでした（苦笑）。
 

Re:ZARDのロゴ
21752 選択 stray 2017-05-11 10:31:01 返信 報告

noritamaさん、こんにちは。

https://bbsee.info/newbbs/id/21712.html?edt=on&rid=21750
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21750
https://bbsee.info/newbbs/id11780.html
https://bbsee.info/newbbs/id/21712.html?edt=on&rid=21751
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21751
https://bbsee.info/newbbs/id11780.html
https://bbsee.info/newbbs/id/21712.html?edt=on&rid=21752
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21752
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/4e91896d95a8e2468961d0a1cc72b306.jpg


マグカップもテプラ（明朝体）です。
私もマグカップにマネして貼ってます（笑）。

 泉⽔さんのマグカップは⽂字が少し縦⻑なので、定⻑印刷設定してあるのかも。

ところで、[21739]と[21740]は何の映像ですか︖
 D.K.N.Yの⽩ロングワンピは「1997年4⽉」なのですが[1177]、

 この時期に何故「ジャスビリ」︖という新たな疑問が湧きました（笑）。

Re:ZARDのロゴ
21753 選択 stray 2017-05-11 10:35:59 返信 報告

sakuraさん、こんにちは。

"BIRDMAN WEST" [11780]の記事に補⾜しますが、
 あの映像は「永遠」のオケ録だったことが判明しています。

--------------------------------------------------------
 モバイルFCスタッフ⽇記 (2012-08-01）

「1997年5⽉6⽇（⽕）曇り」 

今⽇は、14時〜17時、BIRDMAN WEST Astにて、8⽉20⽇にリリースするシングル「永遠」のストリングス・レコーデ
ィングを⾏う。

 ストリングスと⼀括りで⾔っているけど、今回は、6-4-2-2（第1バイオリン6名、第2バイオリン4名、ビオラ2名、チェ
ロ2名）という14名のオーケストラからなるフル編成。

 普段のボーカル・レコーディングの時などは広々と感じるスタジオも、これだけの⼈数が⼊るととても狭く感じる︕

以下省略
 --------------------------------------------------------

Re:ZARDのロゴ
21756 選択 noritama 2017-05-11 12:46:19 返信 報告

こんにちは
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> ところで、[21739]と[21740]は何の映像ですか︖ 
[21739]は検索で⾒かけたもの https://www.youtube.com/watch?v=Jn4sqKw2ark

 [21740]も検索で⾒かけたものですが､MVCの『グロリアスマインド』映像ですね[19577]｡

> D.K.N.Yの⽩ロングワンピは「1997年4⽉」なのですが[1177]、 
 > この時期に何故「ジャスビリ」︖という新たな疑問が湧きました（笑）。 

 映像としては[9932] [9936]SH2012初出､時々あるTV放映で出てくる『3遅いんだね･･』の続
きですね｡ 
たしかこのシーンの冒頭や続きをみると『Just believe in love』とわかるんです｡｡

 楽曲にあわせてﾗﾗﾗ･･･と歌ってる様⼦が出て､SHではそれに続き『Just believe in love』がはじまったという流れです｡

Re:ZARDのロゴ
21757 選択 stray 2017-05-11 13:21:29 返信 報告

[21756]noritama:

>  [21739]は検索で⾒かけたもの https://www.youtube.com/watch?v=Jn4sqKw2ark 
 テレ東「PVTV」のZARD追悼特集（20071116）でした。

> [21740]も検索で⾒かけたものですが､MVCの『グロリアスマインド』映像ですね[19577]｡ 
 MVCに⼊っていたんですね、気づきませんでした（笑）。

 はっきりと「SAKAI」「IZUMI」が読み取れますが、
 これはホワイトペンの⼿書きっぽいですね。

> たしかこのシーンの冒頭や続きをみると『Just believe in love』とわかるんです｡｡ 
 はい、ジャスビリなのは間違いないのですが、なんで1997年4⽉なのか︖ってことです。

 例によって（笑）Le Port写真集の情報が間違っているのか︖

Re:ZARDのロゴ
21758 選択 noritama 2017-05-11 15:11:58 返信 報告
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> はっきりと「SAKAI」「IZUMI」が読み取れますが、 

 > これはホワイトペンの⼿書きっぽいですね。 
 ⼿書きっぽいですね(^^;

> はい、ジャスビリなのは間違いないのですが、なんで1997年4⽉なのか︖ってことです。 
 > 例によって（笑）Le Port写真集の情報が間違っているのか︖ 

 あぁそっちですね｡
 たしかに、"MOD STUDIO"と"BIRDMAN WEST"を併⽤している期間があったのかもしれませんが､､

 ('93年の"果てしない夢を/⾬に濡れては"そんな時期のような)
 '94年の『こんなにそばに居るのに』はWESTでの映像ですし､
 『Just believe in love』が'93〜'95年製作ならMODの映像でもありえる､､

 このあとMOD/WESTのスタジオ歌唱様⼦映像ってどの曲になるんでしたっけ?(^^;
 いずれにせよ､

 '97年ではリリースよりかなり後ですし､､WESTのほうにすでにほぼ移⾏していた時期かもしれませんね｡
 再レコーディング話があったのなら'97年でもと思えますが､､DKNYの服に惑わされては･･･

 まぁ､この⽩いDKNYの服､マイフレンドのDKNYの服､いつの⽇かオファーがあって(もしくはして)『Don't you see!』で
使⽤されている映像の撮影に繋がったのならなんとなくわからないでもないですが(^^)[20495]

Re:ZARDのロゴ
21759 選択 stray 2017-05-11 15:59:00 返信 報告

noritamaさんに、私の意図がうまく伝わっていないみたいです（笑）。

えっと、まず、お馴染みの「デモテープは９５」の映像は、
ガンマ補正かけると、MODスタジオだと分かります。

 （マイク、譜⾯台、窓枠・・・すべて⼀致）

Re:ZARDのロゴ
21760 選択 stray 2017-05-11 16:08:24 返信 報告
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Le Port 写真集の画像は、ピアノをバックに撮ったもの。

なので、Le Port 写真集の説明を信じるなら、ジャスビリのレコーディングは
 1997年4⽉︕ってことになるんです。

そんなわけないので（笑）、「7」と「4」が⼊れ替わってしまった「1994年7⽉」の間違
いなのかな︖と。

MODスタジオは1991年の完成当時から2000年に閉鎖されるまでずっと使っていました。
 その間、WESTのBスタを使うこともあった、ということです。

Re:ZARDのロゴ
21761 選択 stray 2017-05-11 16:32:44 返信 報告

これが1997年10⽉にMODで撮影された写真。
 （FRIDAY 2007年 6/22号）

【訂正】
 MODじゃなくてWESTの間違いでした。[21763]

Re:ZARDのロゴ
21762 選択 stray 2017-05-11 17:08:31 返信 報告

ついでに、1999年6⽉撮影のMODものがこれ。[16862]
 （2015カレンダー）

 

Re:ZARDのロゴ
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21763 選択 noritama 2017-05-11 18:11:06 返信 報告

[21761]stray:
 > これが1997年10⽉にMODで撮影された写真。 

 > （FRIDAY 2007年 6/22号） 
 そちらはMODではなく､､WESTのほうですね｡

 以前shunさんがレスしてくださってます[11786]

>そんなわけないので（笑）、「7」と「4」が⼊れ替わってしまった「1994年7⽉」の間違いなのかな︖と。 
 すみません､ちょっと脱線気味にレスしちゃったもので･･･(苦笑)私もそのように感じてます｡

 (アルバム⽤などの再レコーディングなどで)'97年に撮影したのでなければ､､誤植の可能性⼤ですね｡｡

Re:ZARDのロゴ
21764 選択 merino 2017-05-11 21:06:53 返信 報告

[21734]stray:
 > Merinoさん 
 > 

>  [21731] [21732]が、実物に合わせて⿊地に⽩⽂字で 
 > プリントしたラベルをスキャンした画像です。

⾼解像度の画像をアップしていただけませんか

Re:ZARDのロゴ
21765 選択 sakura 2017-05-11 23:03:26 返信 報告

strayさん、こんばんは。

> 私もマグカップにマネして貼ってます（笑）。

先を越されました（笑）︕
 会社で使っているマグカップに貼った場合、周囲の反応が⼼配です（笑）。
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Re:ZARDのロゴ
21767 選択 stray 2017-05-12 12:29:45 返信 報告

merinoさん
 スキャン⽣画像、置いておきます。

sakuraさん
 案外誰も気づかないものですよ（笑）。

 気づいてても黙っている可能性もありますが（笑）。
 

Re:ZARDのロゴ
21768 選択 Merino 2017-05-12 15:50:15 返信 報告

[21767]stray:
 > merinoさん 
 > スキャン⽣画像、置いておきます。 

 > 
> sakuraさん 

 > 案外誰も気づかないものですよ（笑）。 
> 気づいてても黙っている可能性もありますが（笑）。

⽣画像ありがとうございます。試⾏錯誤を繰り返しながら、のPCで使えるフォントを作りました。

Re:ZARDのロゴ
21770 選択 sakura 2017-05-12 20:00:26 返信 報告

strayさん、こんばんは。

> 気づいてても黙っている可能性もありますが（笑）。

おそらく、こっちかと（笑）。
 Z研の所⻑さんなので、当然、ALPINEですよね︖︖（笑）
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私は、ギャラリーマグと⾔いたいところですが、スーパー物（笑）。
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