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soffio 閉店︖
2646 選択 stray 2010-03-09 20:41:59 返信 報告

皆さんこんばんは。

会報47号は届きましたでしょうか。

soffio Close Information というページがありますね。

これは「閉店のお知らせ」なのだろうか・・・

Re:soffio 閉店︖
2648 選択 アネ研 2010-03-09 22:18:18 返信 報告
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こんばんは、所⻑、みなさん
そうですね。近いうちの閉店のお知らせにも取れますね。

 しかし、はっきりしないところが、ＺＡＲＤ⾊を前⾯の打ち出す第２章にもとれますね。
 ま〜これは、楽観的な解釈かな︖（涙）

個⼈的にはもっとＺＡＲＤ⾊を出して、街中に越して、
 ミニライブ、ミニ上映会、ミニ展覧会をできるようなレストラン＆喫茶店に⽣まれ変わってほしいな〜。

Re:soffio 閉店︖
2649 選択 Ａｋｉ 2010-03-10 04:34:50 返信 報告

 レシピを公開してしまうのは何か微妙な感じがしました。

 「⼼機⼀転」の可能性もあるのかもしれないですけれど…

 どちらかといえば15周年の時のような「期間限定でお店を出す」という⼿法の⽅が良いのかもしれないですね。
  イタリアンは今はチェーン店でそこそこの味で安いお店が沢⼭在りますからね…

  材料などにこだわれば当然、価格は⾼くなってしまいますし…
  財産潰してまでは継続するのも難しいと思いますし…

  繁華街でお店を出してしまうと「価格競争」に呑み込まれてしまうのでプチセレブの町を選んだのかもしれませんが、
交通の便が余りよくないのもありますね。（タクシー代遣ってまで⾏こうとは思わないですし…）

  「Fanの⽅への制限」も強すぎたのも在ると想います。
  Fanもお店では「お客」の1⼈ですから…

Re:soffio 閉店︖
2650 選択 stray 2010-03-10 12:46:22 返信 報告

アネ研さん、Ａｋｉさん、こんにちは。

閉店のお知らせにしては、最初の１⾏が・・・
 それよりも最後の１⾏をどう解釈するかでしょうね。

 店は閉めて、ケータリング専⾨店になるってことなら通じますよね。
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それだとコックさん１⼈の⼈件費で済むし。
注⽂してくれた⼈には、”もれなく泉⽔さんの未公開⽣写真をプレゼント︕”

 なんて特典が付くなら、⽴派なキッチンがある部⻑ん家でパーティするんだけど（笑）。

余談ですが、表紙の写真いいですね〜。
 なりきり隊派の皆さんは、またDonへ⾏かなくちゃ︕（笑）

Re:soffio 閉店︖
2654 選択 Ａｋｉ 2010-03-10 20:54:22 返信 報告

 今の所、3⽉の予定が無いのが気がかり…
  Ｂ社は既にｈｉｌｌｓパン⼯場がありますし、パンもそこから使っているようなので、ｈｉｌｌｓパン⼯場に吸収

（︖）
  味を受け継ぐのなら「レシピ本」とか発売︖

  もしくは、ソースなどを通販（Ｍｕｓｉｎｇなどで）とかかな︖
  何となく規模が縮⼩される雰囲気が強く、それが当たってしまうと、Ｂ社におけるＺＡＲＤの⽴ち位置が解らない感じ

かな︖（Ｂ社全体とＦａｎ Ｃｌｕｂとの距離感を感じます）

＞余談ですが、表紙の写真いいですね
 こういうベストショットがまだあったんですね。カレンダーは結構ショックだったのですけれども…

  結構⽩いスニーカーを履いている場合が多いですね。

 フィルムコンサートチケットは先着順だそうで、これだと結構ダフ屋系も出てしまうのかな︖
  勿論、過去のＬｉｖｅ映像を流すので⾏く⼈は、Ｌｉｖｅと⽐べればかなり減るとは思いますが、それでもＦａｎ Ｃ

ｌｕｂ側がノータッチなのはね…（汗）

Re:soffio 閉店︖
2655 選択 ちょｗおまｗｗ 2010-03-10 23:03:19 返信 報告

商売ってのは難しいよなあ
 運が⼀番、天賦が⼆番だもんね
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そういう意味では芸能界と似てるのかな︖
弟も姉の偉⼤さを痛感してるだろうね

Re:soffio 閉店︖
2656 選択 アネ研 2010-03-10 23:21:40 返信 報告

こんばんは、みなさん

所⻑の⾔う、１⾏⽬

〜旅⽴ちの時を迎えます。〜

について、ＺＡＲＤ的考察してみました。

ＺＡＲＤ的には「旅⽴ち」と⾔えば「翼を広げて」です。

翼を広げるっていうことは、とりもなおさず、⾶ぶってことです。

⾶ぶっていうことは、移動することであり、

ＺＡＲＤ的に、移動する飲⾷店といえば、「サブマリンドッグ」です。

つまり、２０１０年soffio は移動するレストランに⽣まれかわるのです。
 ご批判受け付けません。（笑）

みなさんもsoffioがどう変わるか、奮ってコメントください。
 当たった⽅には、・・・。

 

Re:soffio 閉店︖
2657 選択 ⿊杉 2010-03-11 00:21:30 返信 報告

アネ研さん、皆さん、今晩は。

> みなさんもsoffioがどう変わるか、奮ってコメントください。 
 こんな⾵に仰って頂くと、書き込みしやすいですね。

 と云っても、⽬新しい案ではございません。アネ研さんと同じです。
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いえ、⾶ぶ⽅ではなくって。(笑)

夏場にZARD⾊を前⾯に押し出した、新装開店ニューsoffioオープンの御案内、ではないでしょうか?

お客はファンが⼤半を占めるでしょうが、soffio限定の坂井さんが⾒られるとあれば、リピーターも相当数いるでしょう
し、ファンの交流の場としてもいいですよね。

> 当たった⽅には、・・・。 
 おおっ!! アネ研さんから⾦⼀封ですか?  

 それともstray所⻑さんから?

いや〜、誰もが懐の侘しいこの御時勢に、太っ腹ですね〜。(笑)
 

Re:soffio 閉店︖
2659 選択 MOR 2010-03-11 02:57:24 返信 報告

みなさん、こんばんは。

きゃー、気になる話題だけと⼊っていけないよぉー。
 書かれていた事が気になる。(^_^;

>〜旅⽴ちの時を迎えます。〜 
 だけで想像すれば、時期的に卒業でしょうか︖。

 閉店と⾔うより”脱⽪”（チョット表現が悪いかな︖）と⾔う意味合いだったら、何から・・・︖。(^^ゞ
 その先が”成⻑”だったら良いけど・・・。

妄想男の暗い妄想はさておき・・・、アネ研さんの
 >当たった⽅には、・・・。 

 の⽅も興味ありすぎ。【ﾟﾟφ】
   

――――――――――――――――
  

 コッソリと追記。10-03-16 16:45
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当初のアネ研さんの予想合戦︖への書き込みをチョットだけ真⾯⽬に・・・。

strayさんが[2664]で載せている資料にも書かれているように、会社名は”株式会社ソフィオ”です。
 で、以前に店名の読み⽅を取り上げたスレがありましたが、その時に少し触れた”⼤阪府⼤阪市⻄区南堀江”を住所とした

会社”株式会社ソフィオ”が「Ｓｏｆｆｉｏ，ソフィオ，ソッフィーオ」の登録をしています。
 同⼀会社かは調べてませんが同じ様に思える。（登記まで調べてないが飲⾷物の提供区分）

 そして、画像の会社名称「株式会社ソフィオ あざみ野店」の店名表記が気になる。
 もし、⼤阪と神奈川を”本社・本店”と分けていたとしたら、キーワードは⼤阪なのかも知れない。

 と考えた時、名前だけが利⽤されていくようにも感じます。

早くスッキリしたいですね。(^_^;

Re:soffio 閉店︖
2660 選択 ひげおやじ 2010-03-11 09:32:56 返信 報告

>  今の所、3⽉の予定が無いのが気がかり…

「営業カレンダー」に、「２０１０年３⽉」が載っています。ただ、どうも最近はあまり⼊りが良くない様で、⼼配して
います。

ところで、未だ会報が届かない︕︕
 いつもは早いのに。更新振込み時期だからかしら︖

Re:soffio 閉店︖
2661 選択 ちょｗおまｗｗ 2010-03-11 19:13:30 返信 報告

まあ⼤丈夫だろ

ZARDの売り上げは
 シングル︓1768.0万枚 アルバム︓1971.0万枚

 CDの売り上げだけで800億円くらいある。
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いずみんの取り分が5％だとしても40億円。
所得税で60％とられても16億円。

ご両親が相続放棄して弟妹が相続したとして8億円ずつ。相続税で半分取られたとしても弟の取り分4億円。

sffioは⼟地はたぶん借りてるだろうから、店の改築費2000万、備品2000万、次に建物備品の買い⼿が決まれば20％くら
いは回収できる。宣伝費300万、仕⼊、⼈件費等未払い分500万。まあ、だいたい5000万くらいの負債かな︖

まだまだ⼤丈夫だろ。てか、弟にはいい勉強になったろｗｗ

Re:soffio 閉店︖
2662 選択 Ａｋｉ 2010-03-11 21:02:50 返信 報告

 ３⽉の営業⽇や休業⽇の予定はありましたけれど、ブログにはまだ何かのイベントは無いですね…（汗）

 このような意味深なやり⽅で「閉店かもしれないから⾏かなきゃ」っていう「客引き」だったら嫌だな…（汗）

 Ｂ社が作ったお店なのか、ご親族の⽅が作ったお店なのかは解りませんけれども、今時バイトが交通費込で時給８５０
円って（汗）徒歩で通えるかＺＡＲＤ Ｆａｎじゃなきゃ選ばないな…（汗）

  この状態で経営状態が良かったとは⾔えないですね。

 あの頃は「⾒切り発⾞」的な感じでリリースやらイベントやらがありましたから「⼀定期を過ぎたらこのプロジェクト
は終了」という感じかもしれませんね。「イタリアン」を選んだのも強引すぎましたし（苦笑）

 （曲のイメージを料理にする企画は坂井さんからの提案では「次はフレンチにしませんか︖」という発⾔で「フレンチ好
き︖」にも感じました。勿論、イタリアンも好きかも知れないですけれどもお店開きたいほど好きだったかどうかは解り
ません。イタリアンの⽅がフレンチよりはリーズナブルな価格設定が出来るという点かもしれませんけれど。）

> みなさんもsoffioがどう変わるか、奮ってコメントください。

 仮にお店が無くなっても、Ｌｉｖｅやイベントなどで、グッズなどは販売されるだろうし…（特製マグカップとか…）
  あとは実際に使っていた⾷器とか販売︖「貴⽅のご⾃宅にｓｏｆｆｉｏが…」みたいな謳い⽂句で（苦笑）（１セット

「展⽰⽤」として残せばあとは売却してもいいと思いますし…）

Re:soffio 閉店︖
2663 選択 stray 2010-03-11 21:34:13 返信 報告
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皆さん、こんばんは。

アネ研さんの説、⽂句の付けようがない⾒事な三段論法ですね（笑）。
 私の「ケータリング専⾨店」説と⼤差なくて安⼼、安⼼（笑）。

 「サブマリンドッグ」って、毎⽇移動してたんですか︕
 私はてっきり、あそこを不法占拠してたんだと思ってました（笑）。

 外のベンチ等を毎⽇降ろしては仕舞って、たいへんでしたね〜。

もっと納得なのがＡｋｉさんの説。
 なるほど〜、最後の１⾏は、実際に使っていた⾷器類を販売して、

 「貴⽅のご⾃宅にｓｏｆｆｉｏが…」という可能性⼤ありかも（笑）。

Re:soffio 閉店︖
2664 選択 stray 2010-03-11 22:04:52 返信 報告

Ａｋｉさん
 最初は時給⾼かったんです。交通費も3万円まで出てたし（笑）。

 経営者は弟さんですが、いちおう会社名義になってます。
 1994年4⽉設⽴となっているのが︖︖︖ですけども。

 

Re:soffio 閉店︖
2665 選択 Oyaji 2010-03-11 22:19:59 返信 報告

どうもこういうまわりくどい⾔い⽅は、好きじゃないですね（笑）
 「旅⽴ち」「本店」という⾔葉が気になります。

 ⽀店を出すわけでもなさそうだし、単にcloseでもなさそうなので、通販専⾨になるんですかね。
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それにしても、⼀⽅的にcloseしないで、ファンから
存続のためのアイデアを募るとかなんとかできないものでしょうかね。

 たった、2年ですよ。

Re:soffio 閉店︖
2666 選択 xs4ped 2010-03-11 22:40:30 返信 報告

strayさん、アネ研さん、皆さん、こんばんは。

> 〜旅⽴ちの時を迎えます。〜 
 > みなさんもsoffioがどう変わるか、奮ってコメントください。 

 > 当たった⽅には、・・・。 
 もっと⼤きく 世界を⽬指そう〜♪

 遂に“ZARD⾊”を全⾯に出して“全国チェーン”展開ですね。(希望(笑))
 で、その後は世界進出ですかね。

 当選確率0%︖(笑)

未だ、⼀度も⾏ってないのにcloseは勘弁して欲しいな〜

Re:soffio 閉店︖
2667 選択 Ａｋｉ 2010-03-12 03:38:02 返信 報告

> 最初は時給⾼かったんです。交通費も3万円まで出てたし 今では（ＳｏｆｆｉｏのＰａｇｅでは）バイトは交通費込８
５０円…当時と相当な落差ですね（汗） 

  （お店潰れても職⼈さんはｈｉｌｌｓパン⼯場でどうにかなると思います）

 閉店かどうかの真偽はまだ正式には解りませんが、敢えて回りくどい⾔い⽅をして「客寄せ」という感じですね。こう
すればＦａｎが連⽇予約をしてお客が確保できる感じもします。余り好きな⼿法ではありませんが、商売の為なのでしょ
うね。

 出資等まで弟さんがしていらっしゃったのか「名前だけ」なのかは解りませんけれども…（事務所はご親族がやっていら
っしゃるようで…）
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 お客さんが⼊っていても安いものしか注⽂しなければ利益は出ませんし、新宿⾼島屋の「坂井泉⽔展」では「マグカッ
プ」は即完売でしたがクッキーなどは残っていました…って品物は売れないのか︖

 折⾓の坂井さんの遺された財産は⼤事にして頂きたいですね。下⼿に事業に⼿を出して失敗するより、何もしないほう
が普通に⽣活できる分はあると思いますし。

 結構最近はグダグダ感が出てきてしまっているので、今後どうするのか︖⾳楽・映像権をＢ社から買い取って完全に管
理をして経営するのか︖ＺＡＲＤ離れ（︖）を起こし気味のＢ社にそれでもまだ任せるのか︖

 僅か１年もブランクが開けることが難しい程、経営が難航しているのでしょうか︖
  海外のＥＭＩでさえ「アビーロードスタジオ」を⼀時期は売りに出す・出さないという所までになってましたから…

  ⾳楽業界以外の⺠間はとっくに不況を味わって居ますから、ＦａｎもＺＡＲＤのために出来ることなんて限られていま
すけれども…今の熱狂的なＦａｎもそれが５年１０年と続くのかが疑問。今のＢ社はそれに頼ろうとしている感じがします
が、それは凄く危険かも。

 「Ｓｏｆｆｉｏ」を無理⽮理出すとすれば、Ｌｉｖｅ会場前で坂井さんが飲んでいらっしゃった「カフェオレ」の再現
などの簡単な屋台と袋に⼊った「クッキー」などでしょうね…

Re:soffio 閉店︖
2668 選択 stray 2010-03-12 18:20:37 返信 報告

Oyajiさん、xs4pedさん、Ａｋｉさん、こんばんは。

私も”まわりくどい⾔い⽅”は、⼤嫌いですが（笑）、

> 敢えて回りくどい⾔い⽅をして「客寄せ」 
 そこまで頭が回りませんでした（笑）。

 クッキーは⾷しましたが、お世辞にも”美味い”と⾔える代物ではなかったです。

> 「旅⽴ち」「本店」という⾔葉が気になります。 
やはり「移動販売」か「ケータリング」か・・・（笑）

何気なく「2008年5⽉の開店から2年」と書いてありますが、
 それはオープン予定であって、実際に開店したのは8/17です。
 ”２年も持ったよ”というニュアンスが⼊ってるような気がしてなりません（笑）。

https://bbsee.info/newbbs/id/2646.html?edt=on&rid=2668
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=2668


Ｂ社もsoffioも、ファンのために慈善事業をやってるわけじゃないので、
採算の取れないものはオミットされていくんでしょうね。

 ただし、”やる”と⾔ったことは必ず実⾏してもらわないと・・・

 Artist File II

しつこいよ、私は（笑）。

Re:soffio 閉店︖
2669 選択 U.H.Z 2010-03-12 23:20:09 返信 報告

皆さんこんばんは。

ちょっと質問させて頂きます。
 soffioはいつ開店したのでしょうか︖

1994年4⽉︖それとも2008年5⽉︖

Re:soffio 閉店︖
2670 選択 Ａｋｉ 2010-03-13 02:25:18 返信 報告

> soffioはいつ開店したのでしょうか︖ 
  ０８年８⽉です。開業の主な理由は「坂井さんがイタリアンが好きだったから」というもの。

  最初はＦａｎ Ｃｌｕｂで「メニューだったり、ロゴを募集」していたのが、殆どＺＡＲＤ⾊は無く、ロゴも坂井さん
の直筆の字体を⽤いたということで殆どＦａｎの意思は無視された感じもします。

  しかし、当時はＦａｎ Ｃｌｕｂに対する規制的な感じが強かった（最初の⽅は混雑が予想される・なるべく公共交通
機関を利⽤ｅｔｃ）

＞Artist File II
  私もこれはリリースしてほしいですね。

  ⼤⼈の社会で「リリースする」といわれたものがリリースしないのは「信頼性を⽋く」と思います。
  リリースを前提に協議を重ねて⽬途が⽴ったからこそ「お知らせ」があって、それが曖昧なまま「延期」を重ね、何時

の間にか「無かったこと」っていうのは、⼀般企業では⽣き残れません。

https://bbsee.info/newbbs/id/2646.html?edt=on&rid=2669
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=2669
https://bbsee.info/newbbs/id/2646.html?edt=on&rid=2670
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=2670


 この件では本屋も憤慨しただろうな…と思います。そのためにスペースも予定していただろうし、予約を取っていたお客
さんにお詫びもいれなければいけないだろうし…

  今はジェイロックマガジン社も殆ど新刊を出していない状態ですが、もし出しても本屋は⼊荷しない危険性もありま
す。別に本屋は悪くないのに、中にはその本屋のイメージを悪くする⼈だっているだろうし…

 ＣＤにも同様ですね。制作現場と販売との連携が上⼿く取れていなかったのかな︖と思います。
  あの当時だから何となく許された⾵潮はありましたが、今だったら絶対に問題視されますね。

Re:soffio 閉店︖
2672 選択 TT 2010-03-13 10:06:49 返信 報告

Z研の皆さんこんにちは。

会報を⾒てびっくりしました。閉店なのでしょうか・・・

> もちろんその⽇までは 
 > 本店”Ristorante Soffio”で味わってくださいね 

 この書き⽅だとその⽇が来たら今の場所（本店）では確実に味わえなくなるって事ですよね。

> WEZARDの皆様へ受け継がれるこの味を、”Ristorante Soffio”のclose後も 
 ここでもcloseってハッキリ書いてます。

僕が今回の会報の⽂を読んで感じたのはSoffioは旅⽴つのかな・・・
 どこへ旅⽴つか︖ それはWEZARD会員の台所です。

 そう全国3万⼈のWEZARD会員全員がこれからはSoffioの⽀店になり各⾃の為、⼤切な⼈の為に本店Soffioのレシピを使っ
ておもてなしをしてください。

 こんなニュアンスにとれました。

じつは先⽇のSoffioのWEZARDDAYに⾏かれた⽅のレポートを読んで
あまりにも⾃分が⾏った時の雰囲気と違い（あまりにもZARD⼀⾊）

 驚いていたのですが実はcloseする前に最後にお世話になった
 WEZARDにご恩返しとして今までとまるで違う完全FAN優先⽇を

 作ったのかななんて思ってしまいます。

https://bbsee.info/newbbs/id/2646.html?edt=on&rid=2672
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=2672


思えば営業開始⽇（5/27か6⽉頭くらいだと思った）は確かスタッフや関係者を招いてスタートした
と記憶してますがファンの⽅はは何⽉何⽇から来て下さいってハッキリとした

 ファン向けの好評もされないまま気付いたら営業してたなんて
 パターンのような気がします。

 よって本格的にファンが⾏き出したのが会報で”そっとしておいて”なんて紹介された8⽉以降だったですね。

おそらく6〜8⽉の空⽩の2ヶ⽉間はファンは開いてるかどうかさえも
 知らない地元や直接⾏った⼈しか営業してるのを知らなかったと思います。

開始当初からSoffioは何かに翻弄されたイメージがあります。
 弟さんは本当に⾊々坂井さんの物や写真を貼ったりしたかったけど

 何かの⼒が働いてそれが出来なかったのか、もしくは本当にまったく
 企画計画性があやふやで⽅向性が定まらなかったのか、僕には

 知るよしがありませんが。

とにかく⽇に⽇にZARDに関連した物が無くなっていったり変わって
 いくのはちょっと寂しいです。

Re:soffio 閉店︖
2673 選択 stray 2010-03-13 11:44:04 返信 報告

TTさん、こんにちは。

会報の⽂⾯からして、本店の閉店は確実でしょう。
 「WEZARDの皆様のキッチンに降り⽴ちます」をどう理解するか・・・

 TTさんの解釈が当たりのように思えますけど、だとすれば、
 ファンが”soffioの味を求めている”という勝⼿な前提に基づいているわけで、

そういう認識こそがファン⼼理とかなりズレていると⾔わざるを得ません。
 ファンは、ZARD・坂井泉⽔を感じられる空間を求めているのであって、

 決して”soffioの味”ではない。soffio⾃⾝、味よりも素材にこだわっていたはず。

Ａｋｉさんがさんざん書いて下さってるので（笑）、敢えて述べませんが
 開店当時のファン⼼理とのズレが、最後まで埋まりませんでしたね。

https://bbsee.info/newbbs/id/2646.html?edt=on&rid=2673
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=2673


 
 
> 驚いていたのですが実はcloseする前に最後にお世話になった 

 > WEZARDにご恩返しとして今までとまるで違う完全FAN優先⽇を 
 > 作ったのかななんて思ってしまいます。 

2/6・7が、最初で最後のファン感謝デーになってしまうのでしょうか。
 会報には「夏の⾜跡が聞こえ始める頃」に閉店とあるので、

 5/30のフィルムコンサート[2671]当⽇が最終⽇かも知れませんね。

> 思えば営業開始⽇（5/27か6⽉頭くらいだと思った）は確かスタッフや関係者を招いてスタートした 
 > と記憶してますがファンの⽅はは何⽉何⽇から来て下さいってハッキリとした 

 > ファン向けの好評もされないまま気付いたら営業してたなんて 
 > パターンのような気がします。 

 5/27は当初のオープン予定⽇です。⼯事が遅れに遅れて、
 8⽉のお盆前に関係者向けの招待営業を⾏い、

 お盆後（8/17）はメニューを限定してひっそり開店、
 ファン向けのオープン告知は・・・ありましたっけ︖

> 弟さんは本当に⾊々坂井さんの物や写真を貼ったりしたかったけど 
 > 何かの⼒が働いてそれが出来なかったのか、もしくは本当にまったく 

 > 企画計画性があやふやで⽅向性が定まらなかったのか、僕には 
 > 知るよしがありませんが。 

 う〜ん、あざみ野⼤場町を選んだ時点で、それはなかったんじゃないでしょうか。
 地域に根ざしたイタリアン店として、味で勝負できると考えたのでは︖

 「ZARD⾊無しでいつまで持つか・・・」という危惧の声が多かったのは事実。
 多くのファンを巻き込んだ soffio劇場 の幕引きは、後味が良いとは⾔えませんね。

 

Re:soffio 閉店︖
2675 選択 Ａｋｉ 2010-03-13 12:44:31 返信 報告

> 「ZARD⾊無しでいつまで持つか・・・」という危惧の声が多かったのは事実。 
  遺産だけでご遺族がひっそり過ごされても別に誰も何も思いません。

https://bbsee.info/newbbs/id2671.html
https://bbsee.info/newbbs/id/2646.html?edt=on&rid=2675
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=2675


 
 逆に「何かをする」時に中途半端な感じのときが⼀番微妙に感じます。DAIGOさんみたいに全⾯的に「家族の⼒を借り
てます」という感じを押し出せば、潔くて好印象の場合もありますし。

  Fan Clubも最初は「そっとしておいて」的な感じを出し、Fanも真に受けて「なるべくそっとしておこう」的な空気感
を出して、結果がこれでしょう︖（汗）

  商売やって利益出すには「ひっそり」なんて無理に等しいなと思いました。

Re:soffio 閉店︖
2676 選択 TT 2010-03-13 13:33:45 返信 報告

strayさん、こんにちは。

> ファンは、ZARD・坂井泉⽔を感じられる空間を求めているのであって、 
 > 決して”soffioの味”ではない。soffio⾃⾝、味よりも素材にこだわっていたはず。 

 そうですね、確かにファンの⼼理とずれていましたよね。最初から⼤きく＾＾︔
それでもBirthdayのレポを⾒たりしてると、いよいよ全⾯ZARDか︕

 なんて淡い期待もしてたのですが・・・

> 5/30のフィルムコンサート[2671]当⽇が最終⽇かも知れませんね。 
 ああ︕そうか、なんかいきなり町⽥はなんで︖って思ってましたが、

 もしかしたら30⽇の前後⼀⽇くらいはまた完全WEZARD DAYにして
 最後の⼀時を過ごす企画などあるかもしれませんね。

> 8⽉のお盆前に関係者向けの招待営業を⾏い、 
 > お盆後（8/17）はメニューを限定してひっそり開店、 

 あれそうでしたっけ、関係者向けの招待が既に8⽉にずれ込んでたんでしたっけ。

> ファン向けのオープン告知は・・・ありましたっけ︖ 
会報で⾔ってたのはもう少し待ってって⾔ってただけだっけな・・どうだったろう・・

 うう、⼆⼈して「ありましたっけ︖」「どうだったろう︖」
 なんて⾔ってるんだからやっぱ告知無いのかな＾＾︔

> う〜ん、あざみ野⼤場町を選んだ時点で、それはなかったんじゃないでしょうか。 
 なるほど、確かに場所的にそうですね。しかもファンのアクセスも悪い場所ですよね。

https://bbsee.info/newbbs/id/2646.html?edt=on&rid=2676
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=2676
https://bbsee.info/newbbs/id2671.html


> 地域に根ざしたイタリアン店として、味で勝負できると考えたのでは︖ 
⾷べ歩きしてる⼈のブログではあの近辺にイタリアンとフランスが

 あって競合しちゃうらしいですね。Soffioは雰囲気だけはとても
 褒めてました。味と価格は味に対して若⼲⾼いような評価が多かったと思います。

> 多くのファンを巻き込んだ soffio劇場 の幕引きは、後味が良いとは⾔えませんね。 
 企画の時点でファンを巻き込み、実際名前やデザインはファンの案が

 採⽤されているのではないでしょうか。
 そう考えるとちょっと残念です。

終わり良ければすべて良しなんて⾔いますから、最後にはファンの笑顔が
 溢れ坂井さんを感じるラストを飾って欲しいと思います。

Ａｋｉさん、こんにちは
 >「何かをする」時に中途半端な感じのときが⼀番微妙に感じます 

 そうですね、中途半端な感じというか僕には最後までターゲットは
 誰で何をどうしたかったのかが伝わり難かったです。

Re:soffio 閉店︖
2677 選択 Ａｋｉ 2010-03-14 17:32:49 返信 報告

> ファン向けのオープン告知は・・・ありましたっけ︖ 
  会報誌４０号に５⽉２７⽇に坂井さんのご家族や関係者のみの⾷事会が⾏われたことが掲載。同時に、皆からアイディ

アを募集して絞り込まれた６種の「ｓｏｆｆｉｏ」のロゴも投票も、結局は坂井さんが遺した⽂字を繋ぎ合わせて作った
ものに⼀⽅的に（︖）決定（坂井さんのロゴは正格には「Ｓｏｆｆｉｏ」と実は「Ｓ」が⼤⽂字のを使っていたんです
ね）。４１号ではオープンの様⼦が絵本のようなテイストで書かれていました。

 なのでＷＥＺＡＲＤ側はオープン⽇も特に把握していない程度の存在（︖）という感じがしてしまいました。（今現在
訂正も出ていません）

 

Re:soffio 閉店︖
2678 選択 stray 2010-03-14 19:00:35 返信 報告

https://bbsee.info/newbbs/id/2646.html?edt=on&rid=2677
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=2677
https://bbsee.info/newbbs/id/2646.html?edt=on&rid=2678
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=2678


TTさん、Ａｋｉさん、こんばんは。

8/28に、WEZARD net.でオープンが告知されていたようです。
 http://minkara.carview.co.jp/userid/207128/blog/10067486/

これを読むと、最初からコンセプト（ファンよりも地域に愛されるお店）は明確です。

Re:soffio 閉店︖
2679 選択 TT 2010-03-14 20:33:30 返信 報告

Ａｋｉさん strayさん こんばんは
 やはり5/27にご家族と関係者で⾷事会を開いてましたよね。

 でも正式な告知はstrayさんのリンクで紹介されている8/28のFCサイトでの案内って事になるのでしょうね。

ふと気付いたのですが、そういえばFC専⽤サイトには今までSoffioへのリンクがありましたよね︖
 今⾒たら無くなっているんですが、いつ頃から無くなったのだろう・・

もうこうなったら最後くらい完全にZARDしちゃえばいいのになって思います。最後はもうファンハウス位のノリで＾＾︔

本当に当初のWEZARDで書かれてた企画みたいに泉⽔さんの昔の写真を貼ったり
 とにかく⾏けば坂井泉⽔を感じられ、そして弟さんだからこそしか

 出せないような、出来ないようなものを⽤意すれば流⽯のstrayさんの
 触⼿もピクリと反応するかなと（笑

Re:soffio 閉店︖
2681 選択 アネ研 2010-03-14 22:15:46 返信 報告

こんばんは、みなさん
 soffio 開店を想像するに、泉⽔さんの弟さんは考えとすれば、

 泉⽔さんが好きだったイタリアンレストランを建てるからには、企画の段階では、泉⽔さんの好みに近いZARDのファンの
⼒を借りたい想いと、オープンしてからは、ZARD＆泉⽔さんの⼒を借りず、料理１本で勝負したかったのでしょう。

 しかし、きっとリピーターはそんなに来なかった。

所⻑も書いてるように、ファンは料理をより、ZARD＆泉⽔さんを感じられるお店がほしかった。

https://bbsee.info/newbbs/id/2646.html?edt=on&rid=2679
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=2679
https://bbsee.info/newbbs/id/2646.html?edt=on&rid=2681
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=2681


「料理１本で勝負」もわからないではありませんが、偉⼤な記録や素晴らしいZARDの⾳楽を後世に伝えるための基地の創
設も⽴派なこと思うんですがね。

次のまだ⾒ぬお店に期待してみます。

Re:soffio 閉店︖
2682 選択 ちょｗおまｗｗ 2010-03-14 23:37:08 返信 報告

弟⽒は最初はZARDの威光を借りず、⾃分の経営⼿腕で勝負しようとしたのだろうが、現実は⽢くなく、地代・⼈件費・仕
⼊れ代⾦等の資⾦繰りがつかなくなり、挙句はやむなくZARDファンにすがろうとした・・が焼け⽯に⽔であった、といっ
たところだろう。

また、その原資は間違いなく偉⼤な姉の遺産を頼ったものであったであろう。しかし相続した財産をどう使おうがそれは
遺族の⾃由であり、たかがファンごときが、とやかく⾔える筋合いではない。ファンはZARDの幻影を追い続ける。しかし
遺族は現実の中で⽣きていかねばならない。その差は埋まりようはない。

弟は今回の失敗で、商売の難しさを痛感したであろう。しかしまだ姉の残した遺産を⾷いつぶしてしまったわけではない
と思う。

soffioは最初、ZARDの威光を借りずに勝負しようとしたことからも、弟が姉の威光を貪り⾷おうとするだけの愚弟ではな
いことは伺える。ファンとしては、彼の次のステップを客観的に⾒守るのがbetterな姿勢であると思われる。

Re:soffio 閉店︖
2683 選択 Ａｋｉ 2010-03-15 00:45:50 返信 報告

 ようやくＳｏｆｆｉｏのブログに３⽉の予定が出ましたね。

> 所⻑も書いてるように、ファンは料理をより、ZARD＆泉⽔さんを感じられるお店がほしかった。 
  私もそうですね。「⼒を借りなくても⾃⼒で」というのなら、そもそも何故「ＷＥＺＡＲＤ」に載せたのか︖という根

本的な疑問があります。その時点で「⼒借りてるし…」って思いましたし、随分都合がいいなって思いました（汗）
  「ＺＡＲＤ関連」であれば何でもかんでもＦａｎが⾷いつく訳ではないです。

 実際に、⽣前坂井さんが「お勧め」としてあげていた「映画」「書籍」「ＣＤ」も必ずしも全て持っているＦａｎは少
ないと思います。それと同様で「親族」というだけでは難しい。
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 何でもかんでも「⽣前坂井さんが…」だけでは通⽤しませんし、何かあれば「ＺＡＲＤ関連グッズ（マグカップｅｔ
ｃ）」を売るのも微妙。

  会報誌に載せるのであれば、最初から隠さずにＺＡＲＤ⾊全開なら、Ｆａｎだってもっと応援はしたと思いますし、最
初から⽉１でＦａｎの交流会的なものがあれば全国から集まってきたかもしれません。

 逆にＺＡＲＤもＢ社も使わずにひっそりと出していれば誰も何も⾔いません。それで存続すればそれは「実⼒」である
と思いますし

Re:soffio 閉店︖
2684 選択 Oyaji 2010-03-15 07:42:58 返信 報告

Akiさんに全く同感です。

ZARDでいくなら全開、ZARDでいかないならひっそり、
 ということですね。中途半端が⼀番、いけない。

 CLOSEするなら、なぜなのか、採算があわなかったのなら
 正直にそうはっきりいってほしい。

 そのほうが、むしろ好感をもってもらえると思うが。

ああ、しかし残念。少しでも坂井さんを感じられる場所が
 いつでも⾏けばあるという安⼼感もあったのですが。

次は常設記念館的なものを期待したいですが、
 それができる資格があるのは、弟さんはじめ親族と

 B社だけです。もし、そういうものを企画してもらえたら、
 ファンは運営含めボランテイアで精⼀杯応援すると

 思いますが、どうでしょうか。

Re:soffio 閉店︖
2685 選択 Ａｋｉ 2010-03-15 12:45:41 返信 報告
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> 次は常設記念館的なものを期待したいですが、 
 そうですね、あって欲しいです。Ｂ社をここまでにするのに相当貢献されたアーティストの１⼈ですから、⼩さなスペ
ースでも、その功績を称えるコーナーが常にあっても良いと思います。

  可能性としては、ｈｉｌｌｓパン⼯場の⼀⾓にひっそりと創ってほしいですね。
  あとは、坂井さんが召し上がっていたという「ブルーベリーベーグル」の復活・その位のささやかなことでもＦａｎの

意識的には全く違ってきますね。

 おそらく、節⽬の年に「期間限定」のイベントはあると思いますし、５⽉２７⽇の献花台は病院のお供えを防ぐ為に
「献花台」は事務所などに設けることは継続していくとは思います。

 今では⾵化させない役割を担っているのは、Ｂ社と関係の無い⾳楽番組の特集に頼っているのは不安定でもあり、悲し
いですね。苦⼿としていたメディアに今は助けられているというのも、あまりにも⽪⾁すぎますし…

Re:soffio 閉店︖
2686 選択 stray 2010-03-15 17:28:26 返信 報告

皆さんこんにちは。

Z研にお集りの皆さんは、私を筆頭に⾟⼝な⼈が多いようなので（笑）、
 弟さんを少しフォローしておきたいと思います。

Soffioは「いつか家の近くで⼀⼾建ての健康的で美味しいイタリアンレストランを創りたい」
 という泉⽔さんの夢を、弟さんが実現したお店です。

 この話がホントかどうかは出典がないの分かりませんが、建前はそうなってます。

姉に代わって弟が実現した夢。

もし、お姉さんの遺産を使って道楽で建てたものであれば、
 ⾚字が続いたとしてもさらに遺産を注ぎ込むのではないでしょうか。

⾚字といっても、せいぜい年間500万円くらいでは︖
 泉⽔さんの遺産からすればどうってことのない⾦額ですよね。

泉⽔さんと看病する家族のために会社を辞めた弟さんですから、
 ⾃分の財⼒だけで、第⼆の⼈⽣を賭けて始められた事業なのかも知れません。
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だとすれば、⿊字が⾒込めないと分かった段階で撤退するのは懸命なこと。
弟さんの肩を持つわけじゃありませんが、案外、その可能性もあるのかなぁと。

だとしても、まだ１年７ヶ⽉ですから⾒切りが早すぎます。
 ZARD⾊を全⾯的に出せば⽴て直せないことはないと思うのですが、

 TTさんが指摘されてるように、WEZARD net.から Soffioへのリンクが消えてますので、
 B社と弟さんの間に経営⽅針を巡って諍いがあったとか、何らかの裏事情があるようにも思えますね。

計画段階でファンを巻き込んでしまったので、こうして批判を浴びるているわけですが（笑）、
 どうせやるなら、”ファンの要望をなるべく取り⼊れたお店にしよう”

 と考えるのは、⾃然な成り⾏き・⾏動であると私は思います。
 Soffioという店名は始めから決まってましたが、場所、建物の外観、内装⾊、

 泉⽔さん直筆のロゴ（投票を⾏ったものの、泉⽔さん直筆のロゴを望む声が多かった）等々・・・
 ファンの要望をちゃんと汲み取ったお店づくりをしているのです。

-------------- フォローはここまで（笑） -----------------

なのでファンはてっきり⾃分たちがターゲットだと思っていたわけで（笑）、
 多少⾼くても、潰れないようにせっせと通う覚悟でいたのに（笑）、

 オープニング時の【⼤切なお願い】が、ファンの期待のすべてをブチ壊してしまいました。

泉⽔さんが経営する「Soffio」であれば、メニューやBGMにZARD⾊がまったく無くとも、
 展⽰物があろうがなかろうが、あざみ野だろうとつくし野だろうと、私は⾏きますよ（笑）。

 ただし、”健康的で美味しいイタリアンを⾷べたい”からじゃなくて、
 ”もしかしたら泉⽔さんに会えるかも︕︖”という期待感からですけど。

弟さんが経営する「Soffio」にはそういう魅⼒が無いのですから、
 ⼩さくてもいいので、2Fに常設記念館的なスペース（有料）を作ってほしかったですね。

 Soffioに⾏かなければ⾒られない物があって、定期的に展⽰物を⼊れ替えれば
 ファンは何度も⾜を運ばざるを得ないですから（笑）。

 ⽴地の不利があるのですから、このくらいしないと採算は取れません。
 展⽰に関してB社からNGが出たのか︖

 私も弟さんには、ファンに対して閉店理由をきっちり語ってほしいと思います。



坂井泉⽔記念館については、「設⽴を願う会」（http://hp39.0zero.jp/833/ZARDPROJECT/）が
代々⽊公演の時に署名を集めてましたね。最終的に2,300筆集めてB社に請願したそうですが、

 その後活動はピタリ⽌まっているようです。会報にその事実すら載っていないので、
 実現は極めて難しいでしょう。

> ファンは運営含めボランテイアで精⼀杯応援すると思いますが、どうでしょうか 
 展⽰品の整理・仕分けとかなら、ほっぺスリスリしながら喜んでやります（笑）。

> 坂井さんが召し上がっていたという「ブルーベリーベーグル」の復活・その位のささやかなことでもＦａｎの意識的に
は全く違ってきますね。 

 その通りですよね、Soffioでも出来たでしょうに。
 Z研Cafeのメニューもマネしてほしかったなぁ。タダで権利あげたのに（笑）。

Re:soffio 閉店︖
2687 選択 チョコレート 2010-03-15 17:55:01 返信 報告

所⻑さん、皆さん、こんばんは。最近、多忙で隠居気味(笑)のチョコです。
 Soffioの閉店騒ぎで、かなり皆さんの⾟⼝なご意⾒をこっそりと頷きながら拝⾒しておりました(苦笑)。

> ⼩さくてもいいので、2Fに常設記念館的なスペース（有料）を作ってほしかったですね。 
 > Soffioに⾏かなければ⾒られない物があって、定期的に展⽰物を⼊れ替えれば 

 > ファンは何度も⾜を運ばざるを得ないですから（笑）。 
 まったくその通り︕

 この際、もう⼀度仕切りなおしで、今度は堂々とZARDを前⾯に出してやり直したらどうでしょうね(笑)。
 ダメなのかなぁ︖閉店の理由を知りたいですね。

> 展⽰品の整理・仕分けとかなら、ほっぺスリスリしながら喜んでやります（笑）。 
> Z研Cafeのメニューもマネしてほしかったなぁ。タダで権利あげたのに（笑）。 

 ぎゃははは︕そうですよね。企画⼒なら結構、Z研カフェも捨てたもんじゃないと･･･(笑)。
 Z研カフェの従業員も、もれなくお⼿伝いに⾏ってあげるのにぃ(笑)。ぎゃはは︕失礼しました〜。

 

Re:soffio 閉店︖
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2688 選択 MOR 2010-03-15 18:09:03 返信 報告

こんばんは。

何だか重い話題に突進の感があり、更に元々の会報の内容を知らない私には⼊っていけませんが、チョット気になるので
⼀⾔。

 無視して頂いて良いですよ。

>WEZARD net.から Soffioへのリンクが消えてますので 
 トップページのバナーは無くなったのかな︖。

 「NEWS」内には「◆"Ristorante Soffio"のオフィシャルホームページはこちら◆」とリンクは残ってますよ。

いずれにしても何らかの動きはあるのでしょう。
 ただ、現時点でこの件は私の得意技「妄想」の域ですね。

会員の⽅、誰か代表して問い合わせてみたら良いのでは︖。
 意外と簡単（詳細はお答え出来ませんが・・・と⾔われそうだが）に解決したりして・・・。

「ここの反応を今後の⽅針に使います」と⾔う事も、あり︖。
  

Re:soffio 閉店︖
2689 選択 U.H.Z 2010-03-15 18:27:42 返信 報告

[2670]Ａｋｉ:
 > soffioはいつ開店したのでしょうか︖1994年4⽉︖それとも2008年5⽉︖ 

 >  ０８年８⽉です。 
 どっちとも違ってました。お恥ずかしい限りです…

Re:soffio 閉店︖
2693 選択 Ａｋｉ 2010-03-15 23:40:21 返信 報告

https://bbsee.info/newbbs/id/2646.html?edt=on&rid=2688
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=2688
https://bbsee.info/newbbs/id/2646.html?edt=on&rid=2689
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=2689
https://bbsee.info/newbbs/id2670.html
https://bbsee.info/newbbs/id/2646.html?edt=on&rid=2693
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=2693


> Z研にお集りの皆さんは、私を筆頭に⾟⼝な⼈が多いようなので（笑） 
 私がその代表でございますね（苦笑）

 勿論、私もご親族の⽅が⽢いお考えで経営を始めたものとは思ってはおりません。財産をかけて居る訳ですから。
  建物⾃体も「あの微笑みを忘れないで」に出てくる建物をモチーフに（︖）したものなので、特殊でもあり、維持費は

結構掛かると思います。（年数が経てば、外壁の塗りなおしなどコマめにやらないと維持は難しいですし）
  おそらく「清掃」は凄くお⾦が掛かっただろうな…と推測出来ます。飲⾷店ですから、常に衛⽣的な状態を保つとなる

と、相当⼤変だったとは思います。

> なのでファンはてっきり⾃分たちがターゲットだと思っていたわけで（笑） 
  私もそこに納得が⾏きませんでした。

  「会報誌に載ること」＝「ＺＡＲＤ関連」となるのは⾃然なこと。（私的なことを載せられても困りますし）しかし
「ＺＡＲＤ⾊を強めない」というのでは⽭盾しています。

 （最初は会報誌にも載せずにオープンして、軌道に載ってしばらくして初めて会報誌に載るという⼿順であれば「ＺＡ
ＲＤメインではない」というのなら筋は通ります。）

> オープニング時の【⼤切なお願い】が、ファンの期待のすべてをブチ壊してしまいました。 
  会報誌に載せる点で、Ｆａｎにも頼る部分はあったはずなのに「お客とＦａｎは別モノ」的な感じが凄くしました。

  それまでのイベントなどで何か⼤きな事件や事故があったなら解りますが、それも無いのに「信⽤されていない」感じ
もしますし「そんなに⼼配なら開店お知らせしなければいいじゃん」って思いました。

 「ＺＡＲＤ Ｆａｎ」＝「イエスマン」的な考えで捉えていらっしゃるのでは︖と想うこともあります。
  全てのＦａｎがそうではないです。

 欲しいものがリリースされたり、イベントなどがあれば出かけたり、買ったりします。嫌なら買いません。今は「買わ
ない」⽅が増えているから問題になっていると思います。

Re:soffio 閉店︖
2696 選択 m 2010-03-16 11:04:20 返信 報告

とおりすがりのmです。
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> > オープニング時の【⼤切なお願い】が、ファンの期待のすべてをブチ壊してしまいました。 
これは必要だったと思いますよ。

 近隣と共存していかなくてはならないのは当然だと思いますし。
 Akiさんみたいなマナーがいいファンばかりじゃないと思いますので。

 ⼀部の⼼ないZARDファンが詰めかけると近隣は迷惑です。

Re:soffio 閉店︖
2697 選択 stray 2010-03-16 22:29:28 返信 報告

mさん

私は【⼤切なお願い】は不要だったと思います。

そういう輩がいるならば、オーナー⾃ら直接事情を説明して理解を求めればよいこと。
 開店から１カ⽉くらいは、⾃ら店の外に⽴って、ファンの動向を⾃分の⽬で確かめればいいじゃないですか︕

 それでも不埒なファンが絶えないのであれば、しょうがないことです。
 ZARDファンが信じられないというのは、お姉さんを信じられないのと⼀緒。

 ファンに対してnetで堂々と、上から⽬線で「ファンはおとなしくしてろ」
 的なメッセージを発したのは（経営上）明らかな失敗です。

 （このスレは「経営不振」による閉店を前提に展開されていますので）

あの【⼤切なお願い】に、私はカチーンときました。
 それがファンに対する⾔い草かと。

私もSoffioがなくなるのは悲しいのです。
 ZARD・坂井泉⽔ 縁のものが消滅することほど悲しいことはありません。

 そうならないように願っていたのに、この結末・・・。
何がいけなかったのか、ファンなりに思うことを書いているだけです。

mさんは、何がいけなかったとお思いですか︖

Re:soffio 閉店︖
2698 選択 m 2010-03-16 22:44:59 返信 報告
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strayさん、お返事ありがとうございます。

> 開店から１カ⽉くらいは、⾃ら店の外に⽴って、ファンの動向を⾃分の⽬で確かめればいいじゃないですか︕ 
 こんなことは、普通のお店ではしないと思いますよ。

ZARDファンが信じられないというよりも⽴地的に（⾼級住宅街なので）
 近隣がうるさいのではないかと…

 ZARDファンをないがいろに…というのは同意します。
 会報で字体とか公募したくせに勝⼿に決めておいて、

 最初の１年はZARD⾊は⼀切なし。３回忌からZARD⾊を出して経営。
 最初からどういうコンセプトでお店を出したのかよく分かりません。

 ⾏き当たりばったりです。
 お店が成功するには、あの場所では地元の固定客をつかまないといけないのに

 それが出来なかったのが最⼤の原因ではないかと。
 （あの建物は前も飲⾷関係のお店ですが潰れています）

Re:soffio 閉店︖
2699 選択 Ａｋｉ 2010-03-16 23:05:10 返信 報告

 私はマナーが良いＦａｎでも何でもありません（当然ですけれど）。
  ただ、何かを買ったり、イベントに参加したりする際には「普通の客の1⼈として扱ってほしい」という、他の⽅も考え

ているのと同じ、ごくごく普通のことを思っているだけです。それ以上のものを求めている訳でもありませんし、勿論そ
れ以下の対応をされることも望んでおりません。

 私がＺＡＲＤ関連のイベントに参加した時にはマナーの悪い⼈は⽬⽴たなかったです。⼭野楽器イベントでも整理券通
りに皆順番に席に着きましたし。（例外だったのはＬｉｖｅの時に野次を⾶ばした⼈が居たのは唯⼀、悲しかったことで
すけれど）

【⼤切なお願い】は⼀歩間違えれば、現在話題（︖）になっている某⼥優サイドから⼀⽅的にマスコミに出された「6か
条」にもなりかねないということです。

 【⼤切なお願い】は普通の社会⽣活を送っていらっしゃる⽅なら守って当然であり、それが守れない⼈は「反社会的⾏
為」であり「客」でも「Ｆａｎ」でもないです。
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【⼤切なお願い】を観た時に「侮辱された」と感じてしまったＦａｎの⽅もいらっしゃったと思います。

  ⼤袈裟ではなくて、Ｆａｎの年齢層も社会⼈の⽅が多いです。今更こういうことを⼀⽅的に⾔われてしまえば「Ｆａｎ
が反社会的⾏為をとるかもしれないということ︖・それぐらい信頼されていないの︖」と悲しい気持ちになってしまいま
す。

Re:soffio 閉店︖
2700 選択 m 2010-03-16 23:14:36 返信 報告

Akiさん、お返事ありがとうございます。

【⼤切なお願い】の件ですが…
 事務所が⾏くなと呼びかけても、未だに病院に⾏くFANはいますし、⾃宅に⾏くFANもいます。

 ほとんどは善良なFANでしょうが⼀部には⼼ない⼈もいるということです。
 FAN CLUBとしてはそういう⼈に向けて【⼤切なお願い】を出したということでしょう。

 （守られるとは思いませんが）
 

Re:soffio 閉店︖
2701 選択 stray 2010-03-16 23:24:33 返信 報告

mさん、お返事ありがとうございます。

> お店が成功するには、あの場所では地元の固定客をつかまないといけないのに 
 > それが出来なかったのが最⼤の原因ではないかと。 

 それじゃ弟さんと⼀緒で、潰れます（笑）。
 ファンを「＋α」と考えた時点で、この企画は終わってます。

 百歩譲って、ファンを「＋α」と考えるならば、Ａｋｉさんが仰るように
 ひっそり開店して、「何もありませんがファンの⽅もどうぞ」と告知すべき。

 WEZARDを利⽤すべきじゃないと私は思います。

慶應病院への献花の件は、別スレにも書いてますが、墓所を明かせばすぐに解決することです。

https://bbsee.info/newbbs/id/2646.html?edt=on&rid=2700
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=2700
https://bbsee.info/newbbs/id/2646.html?edt=on&rid=2701
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=2701


Re:soffio 閉店︖
2702 選択 m 2010-03-17 00:05:05 返信 報告

そもそもZARDファンだけじゃお店は成り⽴たないと思っています。
 soffioは弟さんが作ったように書かれていますが、実際はBeingが

 かなり出資しているのではないかと（確証はないです）思います。
 なのでWEZARDとBeingがカナリ⼲渉していると思いますよ。

お墓を公開しないから病院に⾏くのでは…という意⾒は反対です。
 そもそもお墓はプライベートな所なので絶対公開しないでしょうし、それでいいと思います。

私の意⾒を書き込むのは最後にしたいと思います。
 何度もお返事ありがとうございました。

Re:soffio 閉店︖
2703 選択 MOR 2010-03-17 02:22:41 返信 報告

みなさん、こんばんは。

この流れ、⾸を突っ込まない⽅が良いことは承知していますが、どうしても⼀⾔。

それぞれの位置・関係・⽴場・責任などと、それに伴う相⼿との関係が問題になっているはず。（企業として・ファンと
して・オーナーとして・・・、など）

 なのに・・・。

グロスで考えなければいけない問題を個々で考えたら答えが混乱しますよ。

私には、坂井泉⽔（蒲池幸⼦）と⾔う⼀⼈の⼥性の存在を忘れている様に⾒えます。（そもそもスレの原点では︖）

権利と義務は対なので、Soffioの今後の⾏動は要注意です。

 
 Z研なら、こんな発⾔も⼀つの意⾒として認めてもらえますよね。

https://bbsee.info/newbbs/id/2646.html?edt=on&rid=2702
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=2702
https://bbsee.info/newbbs/id/2646.html?edt=on&rid=2703
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=2703


追伸
アネ研さん、クイズの景品発表はいつ︖。（笑）

 [2659]に補⾜を書き込みましたので、宜しく︕
  

Re:びいなす号&soffio閉店
2704 選択 suu 2010-03-17 13:51:57 返信 報告

所⻑さん、皆さん、こんにちは。

3⽉11⽇の午前中に、⼤さん橋にびいなす号の
 ⾒学会を⾏きながら、午後からレストランSoffioに

 ⾏って来ました。やはり本当に閉店なのが分かりました。
 2⽉6⽇に泉⽔さんのお誕⽣⽇会から、やっと

 ZARD⾊を全⾯に出して来たのかな︖と思っていたら
 閉店のお知らせですよね。

 ホームページで詳しい事は発表するそうです。
 営業はいつまでなのかは知っていますが︕

 閉店後は空き家に成ってしまうそうです。

客層は、ほとんど近隣の⽅が多いそうです、スタッフが⾒た限りでは。

Re:soffio 閉店︖
2705 選択 stray 2010-03-17 20:23:14 返信 報告

suuさん、こんばんは。
 早速 soffio に⾏かれたのですね︕

 ようやくZARD⾊が出てきた⽮先の閉店ですから、
 suuさんもさぞかし驚かれたことと思います。

 ＨＰで詳しい事を発表するそうですが、早くファンの”もやもや感”を払拭してほしいです。
 気⻑に待つことにします（笑）。情報どうもありがとうございました︕

https://bbsee.info/newbbs/id2659.html
https://bbsee.info/newbbs/id/2646.html?edt=on&rid=2704
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=2704
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/81c2f886f91e18fe16d6f4e865877cb6.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/2646.html?edt=on&rid=2705
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=2705


MORさん、こんばんは。
[2659]の”コッソリ追記”、拝⾒しました。

 リストランテSoffioは「株式会社ソフィオあざみ野店」だったのですね︕

「株式会社ソフィオ」は、1994年6⽉設⽴で、資本⾦1,000万円。
 本社は ⼤阪市⻄区北堀江1-3-17 GIZA HILLS 8階

ヒルズパン⼯場（2002年3⽉オープン）を運営する「株式会社スプーンフル」は、
 1993年11⽉4⽇設⽴で、資本⾦1,000万円。

 本社は ⼤阪市⻄区北堀江1-3-17 GIZA HILLS 7階

そっくりですね〜（笑）。
 （両者は提携関係を結んでいるようです）

両⽅とも”いずれ何かをするために”B社が設⽴した会社で、
 「株式会社ソフィオ」は soffio開店までの間、幽霊会社だったのでしょう。

 弟さんの構想は、B社から⾒れば「株式会社ソフィオ」を動かすのにもってこいだった。
 ⼟地・建物をオーナーが⽤意して、本社は商標を付与するフランチャイズ店

 ⽅式だったとすれば、閉店を決めたのはオーナーでしょうね。
 株式会社ソフィオあざみ野店は閉店するけど、

 株式会社ソフィオが無くなるわけじゃなく、
 Soffioの商標は株式会社ソフィオが所有している。

> 名前だけが利⽤されていくようにも感じます。 
 ⼗分あり得ますね。

> Z研なら、こんな発⾔も⼀つの意⾒として認めてもらえますよね。 
 もちろんです。みんな同じ⽅向を向いてたら気持ち悪いですから（笑）。

 

Re:soffio 閉店︖
2706 選択 Ａｋｉ 2010-03-17 23:07:45 返信 報告

> リストランテSoffioは「株式会社ソフィオあざみ野店」だったのですね︕ 
  Ｂ社が関係してそうでしたけれど、確証が無かったので名⾔を避けていましたが、やはりＢ社も関係している可能性が

https://bbsee.info/newbbs/id2659.html
https://bbsee.info/newbbs/id/2646.html?edt=on&rid=2706
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=2706


⾮常に⾼いのですね。そして、坂井さんの意思を結びつけた…

 「ｓｏｆｆｉｏ ｄｉ ｖｅｎｔｏ」リリースした時からこのお店が出店することが決まって居た印象が強いですね。
  端から⾒るとこのアルバムから店名が決められたというイメージが強いですけれど。

「ＬＯＶＥ＆ＰＯＷＥＲ（仮）」で進めていく感じが強かったのが、急にタイトルも内容（「愛と⼒」から「⾵のそよ
ぎ」）に変わるのも不思議でした。訃報後にタイトルや内容が変わるって変な感じがしました。

  （勿論、どの作品に関しても坂井さんが愛情を持って制作されたと想うので、どの曲がアルバムに⼊っても不思議では
ないですけど。）

  それまでのＢ社ではありえないタイトルだと思いました。（曲やアルバム名は解ｅｔｃメディアに出ない分、ラジオな
どのメディアに取り上げてもらえるように細⼼の注意を払っていたのに、解りづらい「イタリア語」を急に持ってくるの
はそれまでの法則とは全く異なっています）

 「Ｓｏｆｆｉｏ」のロゴは出来たので、また何かやっていくのかな︖

Re:soffio 閉店︖
2707 選択 ちょｗおまｗｗ 2010-03-18 00:13:46 返信 報告

こういう記事がある。（以下引⽤）

****************
 無国籍パスタ屋を開店したいという志願者が、あざみ野辺りに店をオープンしたいと⾔っていたが、別の社⻑(⼩林敬)に

「⼤阪に少し⼿直ししたら使える物件があるからそこでやらないか︖」と⾔われ、「是⾮、⼩林さんの下で頑張りたい」
と答えたことに対して憤った。また、その時に志願者に対して「ここにきて⼀回持ってみろ︕」と現⾦1600万円を持たせ
たが、⼤半の視聴者には持たせる意味が理解できなかった。そして、終始「旗」という⾔葉を⼝にし、「旗を⽴てたら動
くな︕」「旗ってのを忘れちゃダメよ︕」などと唸り散らした。マネーの⻁収録後、それらの逸脱ぶりを吉⽥栄作は「ま
さに総会屋を思わせる⼀幕でした」と表現した。
それらの突っ込みどころに反応する⼈間には逆に受けが⾮常によく、基仁がマネーの⻁に出なくなった際には⽇本テレビ
に「⾼須基仁をマネーの⻁に復活させて下さい」というメールを何⼗通も出す⼈間が出た程である。

 ******************
 （以上マネーの⻁より）

 http://wikipedia.atpedia.jp/wiki/%E9%AB%98%E9%A0%88%E5%9F%BA%E4%BB%81

https://bbsee.info/newbbs/id/2646.html?edt=on&rid=2707
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=2707


この⾼須基仁という⼈物はいずみん死去の時、週刊朝⽇にもコラム投稿していたと思うが、Bingとの関係は浅からぬ⼈物
のようだ。というよりブログ上の⽂⾯（今は期限切れで閲覧不能のようだが）でのBingスタッフへの配慮をみるとBingの
提灯持ち、⼦飼いともとれるような⽴場の⼈物ではないかと推測された。

 http://www.youtube.com/watch?v=_AcmLZOFzY8

Bingのイタリアンレストランへの⾷指は最近に始まったことではなく⼗数年前からそれらの⼈脈があり、早々に⼦会社を
設⽴し準備していたのだろうか︖

⼦会社を乱⽴させ、不採算は押し付け利益が上がれば配当をむさぼり美味しいとこどりというのは、まあありそうな話
だ。登記簿でも取って役員の変遷や、商号変更の経緯でも調べればもっと⾯⽩い話が出そうだが・・・。

Re:soffio 閉店︖
2709 選択 TT 2010-03-18 02:02:32 返信 報告

Z研のみなさん こんばんは。
 今⾒て驚いてしまいました。MORさんの追記から鋭いよみを効かせたstrayさん、そして早速お店に⾏ったレポをしてれた

suuさん。

これらの情報や機動⼒、そしてそれを利⽤して皆で推理するこの流れを⾒てて流⽯Z研と思ってしまいました。

と同時に私の中で以前から個⼈的に思ってた妄想が嫌な⽅へ完結しつつあるような・・・

実は⾃分的にはstrayさんが#2686で書いてる弟さんのフォローの部分と同じような事を思ってました。
 そして⾃分の場合特に強く思ったのは

 > B社と弟さんの間に経営⽅針を巡って諍いがあったとか、何らかの裏事情があるようにも思えますね。 
 この辺ですね。

企画からファンを巻き込んでこんな感じの店にしたいと⾔った内容からオープン時にかけて
 いきなりの⽅針転換をしました。私の頭では巻き込んだファンになにも説明しないこの⽅針転換は

常識を逸脱してるのです。

皆さんがもし同じような⽴場で店を開くとして今回のようにファンを巻き込んで企画したとして
 いきなりの⽅針転換をしたらファンに何も⾔わないですか︖

https://bbsee.info/newbbs/id/2646.html?edt=on&rid=2709
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=2709


私が思うにそのちょっと考えられない⾏動は⼤⼈の事情、つまり会社的に何か⼤きな⼒が働き
やむを得ずああなったのではないだろうかと思ってました。それ位私には何の情報公開もせず

 ⽅針転換したのが信じられなかったし、またそれを確認する意味で店に⾏ったようなものでした。

⾷べ歩きをしてる⼈のあるブログではSoffioのシェフはこの業界ではかなり有名な
 ⼈がやっていたという話でした。そしてその⽅は途中辞めていったそうです。

 ⼤阪から⽉⼀でSoffioに通ってるファンの⼈の話だと昨年の夏頃から⼤分接客とか様⼦が
 変わってしまったとありました、もしかしたら辞めたのはその頃なのかな・・

strayさんの読み、そしてＡｋｉさんの読み。いや、本当にCDのタイトルとか凄い読みですね。
 ＬＯＶＥ＆ＰＯＷＥＲのままでも良かった感じがしたのにいきなりイタリア語でしたね。

今回の企画でBeingはファンをいれた企画、味で勝負する企画、⾼級レストランの企画
 Soffioのロゴの感じなど⾊々リサーチ出来ちゃった感じと取れます。

思えば私のSoffioに関する違和感というか謎はこのZARDっぽさだったような気がします。ZARDっぽさ、つまり情報公開
の少なさです。

もしstrayさんやＡｋｉさんの推理通りなら私の知りたい閉店理由も当初の⽅針転換の時と
 同じように情報公開はしないで終わっていくのかも知れませんね。そしてSoffioのブランドだけは残るかもしれない・・

 何故こうなったか情報公開して終わって欲しいです。

そして私の予想も当初弟さんの企画を利⽤したBeing⼤幅関与の企画だったのかななんて思い始めてきました。

とはいえ、私にとってSoffioは息を切らして店に駆け込んだらそこには素敵な
 ⼤⼈のZARDファンがおしゃれな雰囲気の中とても落ち着いて⾷事をしていたという

 イメージが強い素敵な思い出の場所でもあることは変わりません。

その店が無くなったらちょっと残念ですが、後はもうその素敵な思い出が
 なるべく崩れない⽅法で進んで欲しいなと願うばかりです。

深夜に⻑⽂乱⽂失礼しました_(._.)_

Re:soffio 閉店︖
2710 選択 Ａｋｉ 2010-03-18 18:24:51 返信 報告

https://bbsee.info/newbbs/id/2646.html?edt=on&rid=2710
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=2710


> 皆さんがもし同じような⽴場で店を開くとして今回のようにファンを巻き込んで企画したとして 
> いきなりの⽅針転換をしたらファンに何も⾔わないですか︖ 

  何の圧⼒も掛かっていなければ何かしらは⾔うと思います。

> ⾷べ歩きをしてる⼈のあるブログではSoffioのシェフはこの業界ではかなり有名な 
 > ⼈がやっていたという話でした。そしてその⽅は途中辞めていったそうです。 

 > ⼤阪から⽉⼀でSoffioに通ってるファンの⼈の話だと昨年の夏頃から⼤分接客とか様⼦が 
 > 変わってしまったとありました、もしかしたら辞めたのはその頃なのかな・・ 

  お店の中でも短い期間の間に何かがあった可能性が⾼いということですね。

> ＬＯＶＥ＆ＰＯＷＥＲのままでも良かった感じがしたのにいきなりイタリア語でしたね。 
  私は凄く意外だったのです。情報が錯綜している様⼦が…最初は「LOVE&POWER（仮）」から「坂井さんが選んだも

のを元に」という表現に変わり、終いには「実は坂井さんが選びなおした」という表現が訃報後に⾏われたのには無理が
ありすぎます。それなら初めから「選びなおしたものがある」という⽅向で⾏けば良いですし「亡くなったあとでどうや
って本⼈が選びなおせるのか︖」本⼈の直筆メモでも掲載されなければ腑に落ちないです。 「POWER」と「そよぎ」で
イメージが変わってしまう為、曲を変更せざるを得ないのだと思います。そして、それまで坂井さんが使ったことの無い
イタリア語を⽤いたのには違和感がありました。

 ＞「株式会社ソフィオ」は、1994年6⽉設⽴
  私は「追悼CDから」と思いましたが、94年に会社があったのならば02年「１０°」のためにイタリアに⾏ったのももし

かして︖と想うようになります。「Soffio」は「Soffio ｄｉ ｖｅｎｔｏ」から︖というイメージがつき、そのイメージ
を付けさせた⼤元は書籍「10°」でイタリアロケ敢⾏…遡ればそうなります。

  勿論本当に坂井さんがイタリア好きで選ばれた可能性も⼤いにありますが「イタリアに⾏った過去」を作ることによっ
て、より「Soffio」が成⽴しやすくなる。⽣前、坂井さんがお店経営を考えていらしたら即お店が出来ます。

  
> 今回の企画でBeingはファンをいれた企画、味で勝負する企画、⾼級レストランの企画 

 > Soffioのロゴの感じなど⾊々リサーチ出来ちゃった感じと取れます。 
  今回で、かなりのマーケティングが取れたと思います。アーティスト関連の「期間限定のお店」はありましたが、継続

していくお店はＢ社アーティスト関連ではこれが最初。アーティスト⾊を出さずにご近所からリピーターはどのくらいく
るのか︖イベント企画はどのくらいがいいのか︖ｅｔｃ閑静な住宅地に創るのは失敗という事実と、アーティスト⾊が曖
昧でも失敗という結果は出たと思います。



> 何故こうなったか情報公開して終わって欲しいです。 
 Ｂ社関連なら難しいでしょうね…「ＣＣＰ」のＨＰはＢＢＳまでも閉鎖されＲｅｍｉｘ「ＣＣＰ Ｖｏｌ．６」の発売中
⽌の理由・苦情さえも受け付けることは無く、理由も明かされないまま終了。（理由として「不具合が⽣じた」と当時は
⾔っていました。）

  「ジェイロックマガジン社」も写真集のことも何も説明が無いまま「無かったこと」として終了。
  こういう点がＢ社が嫌われる点でもあります。

 少し前にＢ社が「社員募集」を公式ＨＰでしていましたが、規模が縮⼩していくのに何故︖と想い、辞めていく⼈が多
すぎるのか︖と想うと凄く怖い気持ちになりました。

  この不況で不動産も⾳楽も低迷している中、新しい何かを探していると思いますが、基本的な「顧客が何を求めている
のか︖」という点が⽋けていて失敗したことが多々あることに早く気づいてほしい…

Re:soffio 閉店︖
2711 選択 stray 2010-03-18 23:02:08 返信 報告

皆さんこんばんは。

⾼須⽒は、Ｂ社から代々⽊の追悼ライブに招待されたそうなので、
 Ｂ社との繋がりが深い⼈であることは確かです。

 本⼈は”ZARDの坂井泉⽔とは本当に古い付き合いでした。”、
 ”Ｂ社の役員から死の真相をすべて聞いた”などとブログに書いています。

 でも soffio にまで関わっているとは考えにくいですが・・・

会報の soffio 関連記事を読み返してみました。
 泉⽔さんが亡くなって最初の会報（37号、2007/8⽉号）で、

 具体的な内容を例⽰して、ファンからアイデアを募っています。

＜場 所＞ 東京近郊（特に町⽥市・神奈川県など）
 ＜雰囲気＞ （坂井さんの）幼い頃の写真なども飾ろうかな

 ＜メニュー＞ ZARDの曲名を付けても素敵

 
 翌38号（2007/11⽉号）では、アイデア募集結果を発表。

https://bbsee.info/newbbs/id/2646.html?edt=on&rid=2711
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ファンが熱望するものは、

＜イメージ＞ ZARD BLEND の ⻘＆⽩
 ＜グッズ＞ 坂井さんのプラーベト写真や、ゆかりの⼩物を飾ってほしい

 ＜メニュー＞ 曲名を付ける、歌詞の１フレーズを付ける
 ＜場 所＞ 神奈川県横浜市⻘葉区

だったと書かれています。⾃らそう振ったのですから、当然の結果ですよね（笑）。

私が気になるのは、”幼い頃の写真なども飾ろうかな”の部分。
 これは弟さんのコメント以外に考えられません。

 会報37号によると、soffioの構想は「7⽉上旬、弟さんから」出たものだと書かれてますが、
 泉⽔さんが亡くなってまだ１ヶ⽉ちょっとの、納⾻も済んでいない時期に、

 親族からそんな話が出ますか︖

レストランSoffio は 追悼アルバムSoffio から取ったということですが、
 会報37号にデカデカとレストランSoffioの⽂字が躍っていて、

 追悼アルバムSoffio のほうは、「8/15に発売されます」となっています。
 発売前に「名前を取った」というのはいかがなものでしょう（笑）。

 百歩譲っても同時進⾏で企画が進んでいたというのが正解かと。
 いや、Ａｋｉさんが書かれているように、「株式会社ソフィオ」ありきで

 追悼アルバムとレストランの名前が決まっていったような印象を受けますね。

写真集decimoについても、腑に落ちない点があるのですが
 話が複雑になるので⽌めておきます（笑）。

ファンが熱望した
 ＜グッズ＞ 坂井さんのプラーベト写真や、ゆかりの⼩物を飾ってほしい

 ＜メニュー＞ 曲名を付ける、歌詞の１フレーズを付ける
 は何処に⾏ったのか︖

 WEZARDには、これをきっちり説明してもらいたいものです。

Z研スポ＆soffio 閉店︖



2712 選択 アネ研 2010-03-19 00:57:07 返信 報告

みなさん、こんばんは
 みなさんさんの書き込みを読んでて頭に浮かんだことを書いてみます。(とくに所⻑）

 裏はとれてませんのであしからず。(笑)

泉⽔さんがセレクトした「 ＬＯＶＥ＆ＰＯＷＥＲ、」をもとにアルバムを計画したＢ社であったが、織⽥哲郎の曲を⼊れ
る訳には⾏かず⼤幅に曲の変更をよぎなくされたため、アルバムタイトルをそのままで出すとファンから叩かれるためな
にか、「 ＬＯＶＥ＆ＰＯＷＥＲ」に代わるタイトルを模索していた。

ちょうどその頃，泉⽔さんの弟さんから、「姉が建てたかっていたイタリアンレストランの案件」が浮上した。

⼀⽅、⽣前泉⽔さんが、⼼温めていた「Ｓｏｆｆｉｏ」という⾔葉、「⽌まっていた時計が今動き出した」のようにいつ
の⽇か何かで使いたい「⾔葉」があった。

この三つが、レストラン＆アルバム＆⾔葉が、合体し「株式会社 ソフィオ」が創設され、レストランＳｏｆｆｉｏが
着々と準備され、アルバム「Ｓｏｆｆｉｏ」も発売されのであった。（︖）

話は戻りますが、写真集decimoのモナコなどへの旅⾏の⽬的は、写真集＆ボイストレーニング＆（これが最⼤の⽬的であ
る）地中海のレストランの視察であったのではないでしょうか︖

写真が趣味な泉⽔さんですが、レンズの向かった先は、レストランではなかったのではないでしょうか︖
 逆にこの旅⾏で、イタリアンレストランの構想が湧いたのかもしれませんが・・・。

Re:soffio 閉店︖
2713 選択 MOR 2010-03-19 01:56:50 返信 報告

皆さん、こんばんは。

strayさん、今更というか前から変わらんじゃん・・・。
と⾔ってしまえば元も⼦もない、か。(^^ゞ

ZARD（泉ちゃん）と知り合えたチャンスを、ありがとう。
 素晴らしい楽曲と出会えたチャンスを、ありがとう。
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Soffioを楽しむチャンスを、ありがとう。
そして、⾊々な出会い（Z研の皆さんとも）や話題のチャンスを、ありがとう。

と⾔う気持ちと、当然納得出来ない⼿法や⾊々な事との狭間で、ファンと⾔う⽴場では苛⽴ちを感じるのは当然です。

ムードメーカーな泉⽔さんの存在って、やはり偉⼤なんだよな。(^_^)v

>WEZARDには、これをきっちり説明してもらいたいものです。 
 本当に同感。

 だけど、信じられるのかしら・・・︖、私。(T.T)

追伸 ←（好きだねぇー、この表現 ^_^; ）

Soffioの件
 閉店⽇は他でも話題ですね。

 プログの「最後のワイン会」の⽂が、何とも⾔えぬ・・・。

「あなたの*****を⾒てきました
 なんだか ****懐しかった・・・」

 と、後に⾔えたら良いなぁー。

ttp://wezard.net/soffio.html ← 何だか悲しい (;｡;)
  

 

Re:soffio 閉店︖
2714 選択 Ａｋｉ 2010-03-19 03:28:43 返信 報告

> 発売前に「名前を取った」というのはいかがなものでしょう（笑）。 
  「ＬＯＶＥ＆ＰＯＷＥＲ」で⾏く予定が、丁度「Ｓｏｆｆｉｏ」を創るいい時期という感じにもなったのでタイトルを

変えたのでしょうね…本⼈が⼝出しできなければ何を⾔おうと証拠が無い。
 （通常、ご親族がご不幸の直後に「新たなことを」などというのは考えられません。）

 企業は「ここが稼ぎ時」と考えるのは無理の無いこと。

 タイミングを⾒計らって「Ｓｏｆｆｉｏ」はオープンする計画はあった可能性は⾼いです。94年に「ソフィオ」が設⽴
されていたので、坂井さんが⽣前特に思い⼊れのある⾔葉とは限りません。単に無理⽮理付けた。坂井さんの好きな⾔葉

https://bbsee.info/newbbs/id/2646.html?edt=on&rid=2714
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は英語が多かった。（例えば99年のリクエストＢＥＳＴ特典のカレンダーの帯には「勝利の⼥神よ微笑んで」という意味
合いの英語が綴られていました。イタリア語で書かれたことは1度も無く歌詞にも⽤いられてもいない。）

  「ｓｏｆｆｉｏ」がイタリア語だから、それにはイタリアに⾏かせる必要性があった。
  もしこれが、スペイン語だったら「スペイン」だっただろうし「フランス語」だったらフランスに⾏っていただろう…

 ⽣前特にインタビューなどで「イタリア好き」を強く強調していたことは余り無いです。「ビートルズ」は「リバプー
ル（イギリス）」であり、フランス映画が好きなどはあってもイタリアが好き・イタリア語を習っていたなどというのは
聞いた事がありません。（イタリアンレストランくらい⾏ったことはあると思いますけど…）

 イタリアでのボイストレーニングも微妙。通常、⾳楽家の場合オーストリアの「ウィーン」など「⾳楽の本場」で「⾳
楽を習う」のなら理由は解ります。芸術の都「バリ」でもなく、⾳楽の都「ウィーン」でもない。（オペラを⾒るのも本
場は「ウィーン」です）

Re:soffio 閉店︖
2715 選択 stray 2010-03-19 12:40:29 返信 報告

皆さんこんにちは。

「いつか家の近くで⼀⼾建ての健康的で美味しいイタリアンレストランを創りたい」

レストランSoffioの出発点はここです。
 しかし、⽣前泉⽔さんはファン向けにそのようなコメントは発していません。

 そもそもこれはB社の作り話である可能性も捨てきれないし、
 イタリアンレストランを創りたいからといって、イタリア好きとは限りません。

フレンチよりイタリアンのほうがずっと⼿軽ですからね。

SoffioのHPに、「⽣前、坂井泉⽔はイタリアをこよなく愛し、写真集やプロモーションビデオのロケ地として、⼜プライ
ベートの旅⾏で訪れるなど何度もイタリアの地に⾜を運んでいました。」とありますが、
イタリアをロケ地に撮影されたプロモはありません。

 「さわやかな君の気持ち」PVのことを⾔ってるのであれば、
 イタリアの景⾊が映りますが、それはdecimoのついでに撮ったものに

 国内で撮影された泉⽔さんの映像をかぶせてあるだけです。
 プライベートの旅⾏については知る由もないので、何とでも⾔えます。

https://bbsee.info/newbbs/id/2646.html?edt=on&rid=2715
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つまり、Soffio設⽴の拠り所は、”写真集10°（decimo）の撮影でイタリアに⾏った”
という、その１点しかないと極論付けできます。

decimoに関して、私が”腑に落ちない点”の⼀部をＡｋｉさんが代弁して下さってますが（笑）、
 この写真集の泉⽔さんを、皆さんは「きれい」「美しい」と思われますか︖

 私はまったく思いません。すごくガッカリしました。
 ・洋服のセンスが悪すぎ。

 ・ざんばら髪で、眉⽑が細すぎ → 怖い顔になってる。
 ・表情が硬く、楽しそうな雰囲気がぜんぜん伝わってこない。

「撮るよ」とカメラを向けられると緊張して良いショットが撮れないのは分かりきってるのに、
 decimoの泉⽔さんはいかにもそういう写真ばかりです。

 ZARD初の写真集ですよ︕ そんなコンセプトで撮りますか︕︖
 泉⽔さんが「こんなんで出せるものなら出してみなさい」と反抗したのでは︖

 とさえ思えてしまいます（笑）。

> 「ｓｏｆｆｉｏ」がイタリア語だから、それにはイタリアに⾏かせる必要性があった。 
 > もしこれが、スペイン語だったら「スペイン」だっただろうし「フランス語」だったらフランスに⾏っていただろう…

あはは（笑）、まんざら間違いでないかも知れませんが、
 Soffio側の説明、WEZARD側の説明を待ちましょう。

 ⽭盾があれば、Z研としてさらに追求していかなけければなりません（笑）。

Re:soffio 閉店︖
2717 選択 Ａｋｉ 2010-03-19 23:26:18 返信 報告

> SoffioのHPに、「⽣前、坂井泉⽔はイタリアをこよなく愛し、写真集やプロモーションビデオのロケ地として、⼜プラ
イベートの旅⾏で訪れるなど何度もイタリアの地に⾜を運んでいました。」 

  書籍に「場所に対するミーハー的な感覚は無い」「未開拓のある場所は何処か」とおっしゃっています。なので「イタ
リアが特に好き」というのは書籍と⾷い違ってしまいます。

> プライベートの旅⾏については知る由もないので 
  プライベート旅⾏で公⾔されていらっしゃったのは会報誌で「スイス」を挙げていました。

https://bbsee.info/newbbs/id/2646.html?edt=on&rid=2717
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 海外旅⾏・特にヨーロッパともなると費⽤的にも学⽣が何度も気軽に⾏かれるとも考えづらく、CDデビューして⼤ヒッ
トを⾶ばしたあとはシングル・アルバムリリースラッシュがあり、00年以降は体調を崩された。その中で何度も⾜を運ぶ
ことの出来る程の旅⾏は難しそう。

  書籍内で「4年前にイタリア訪れたことがある」というコメントがありましたが仕事かプライベートかはいわれていませ
ん。ヨーロッパは陸続きなので「⽴ち寄った可能性」もゼロとは⾔い切れませんが「坂井さんが写っているイタリア映像
が起⽤された」ことは01年までには無いですね。

> この写真集の泉⽔さんを、皆さんは「きれい」「美しい」と思われますか︖ 
  私は「普通」かな︖世界3⼤劇場でオペラ鑑賞した割には、ドレスアップされた写真が無いのも不思議。

 「10周年」ということで「どこかに⾏きたい」というご希望があったのかもしれませんが、01年は「時間の翼」も「ZAR
D BLEND２」も殆どは既存の曲であり「体調がすぐれなかった」という説明が事実であれば「何故、強⾏スケジュール
で出かけたのか︖」当然ながらベストコンディションでは望めません。

  無理を推して⾏くのであれば2〜3カ国回るという⽅がなんとなく⾃然。

 個⼈的には「ウィーン」に⾏っていないのが凄く不思議。昨年度（︖）「世界で⼀番住み易い街」にも選ばれ、ハプス
ブルク家の栄華に伴い、芸術が栄えた街。建物・絵画・⾳楽の他にも「カフェの街」としても御馴染み。「ウィーン国⽴
歌劇場」では⼩澤征爾さんも⾳楽監督の1⼈として携わった場所（現在は療養中）でもあり、芸術家の琴線に触れることの
多い街の1つでもあります。

Re:soffio 閉店︖
2947 選択 太郎 2010-04-23 06:27:08 返信 報告

スプーンフルはもともと違う社名でしたが
 97年頃に社名を変えてK松M歩さんの事務所兼レーベルとしてB社のN⽒が使い始めたと聞いたことがあります。

 いつの間にかパン⼯場の運営会社になっていましたが。

おっしゃられるようにソフィオもおそらくB社の何らかの会社だったものを再⽣したんでしょうね〜

B社のN⽒がアーティスト⽤に設⽴した会社ってかなりあると思うので・・・
 93〜4年頃ならWANDSさんにUSK社、T-BOLANさんにTBO社、O⿊M季サンにスペースパーク社という会社を⽴ち上げ

てますし
 アウトプット社、K林S⼀郎さんにはRAD MUSIC社を設⽴しましたがそれらの会社が幽霊化しててもおかしくないですも
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のね。
のちにO⿊さんご本⼈の要望で親族を加えたB×B×B社を設⽴してますからスペースパーク社は完全に幽霊化でしょう。

今回の閉店はやはりB社主導で⾏われたSoffioをB社の経営再建のため事業仕分けされただけなのでは、と思いました。

CDTVのスポンサーを降りたりアーティストを解雇してることから
 B社の経営がかなり厳しくなっているのだと思います。

 ⼀時期は⼟地転がしで利益をあげていたようですが⾳楽で稼いだお⾦を不動産事業に相当つぎ込んでいたようですね。

B-GramとJ-DISC、VERMILLIONを合併吸収するなどすごい勢いで動いていて少し不安です。

> 
> 「株式会社ソフィオ」は、1994年6⽉設⽴で、資本⾦1,000万円。 

 > 本社は ⼤阪市⻄区北堀江1-3-17 GIZA HILLS 8階 
 > 

> ヒルズパン⼯場（2002年3⽉オープン）を運営する「株式会社スプーンフル」は、 
 > 1993年11⽉4⽇設⽴で、資本⾦1,000万円。 

 > 本社は ⼤阪市⻄区北堀江1-3-17 GIZA HILLS 7階 
 > 

> そっくりですね〜（笑）。 
 > （両者は提携関係を結んでいるようです） 

 > 
> 両⽅とも”いずれ何かをするために”B社が設⽴した会社で、 

 > 「株式会社ソフィオ」は soffio開店までの間、幽霊会社だったのでしょう。 
 > 弟さんの構想は、B社から⾒れば「株式会社ソフィオ」を動かすのにもってこいだった。 

 > ⼟地・建物をオーナーが⽤意して、本社は商標を付与するフランチャイズ店 
 > ⽅式だったとすれば、閉店を決めたのはオーナーでしょうね。 

 > 株式会社ソフィオあざみ野店は閉店するけど、 
 > 株式会社ソフィオが無くなるわけじゃなく、 

 > Soffioの商標は株式会社ソフィオが所有している。 
 > 

> > 名前だけが利⽤されていくようにも感じます。 
 



Re:soffio 閉店︖
2948 選択 stray 2010-04-23 12:28:43 返信 報告

太郎さん、はじめまして、こんにちは。

かなりB社の内情にお詳しい⽅とお⾒受けしました。
 たしかに、B社の経営がかなり苦しいのでは︖と思わせる事柄が続いてますね。

 収益を⽣まない事業・部⾨・⼈が切られるのは当然のこととして、
 弟さんがどこまで出資されたかにもよりますが、

 弟さんの個⼈経営レストランとして残すという選択肢もあったはずです。
 私は、なぜそれが出来なかったのかに興味あるのですが、

 おそらく真相が語られることはないでしょう。

K松M歩さんはベストアルバム以降ぷっつり活動がなくなって、
 HPでも昨年正⽉以降消息が知れない状況が続いているようで、気になってます。
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