
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

zard

9700 選択 KH 2008-09-24 03:16:11 返信 報告

なくなる直前はバードマンウエストのようです。
 ここなら地下にスタジオがあるようです

Re:zard

9701 選択 アネ研  ◆craoLd8Ou2 2008-09-24 23:12:33 返信 報告

こんばんは、そして、はじめまして、KHさん
 > なくなる直前はバードマンウエストのようです。 

 > ここなら地下にスタジオがあるようです 
 そうですね。（笑）

 「ＺＡＲＤ・坂井泉⽔展」などでは、録⾳スタジオを「スタジオバードマン」って、いっ
てますが、

 先⽇解体され、今、仮不動産屋︖が建ってる「バードマン」にの地下にはスタジオはなかったのでは︖と睨んでいま
す。
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 どなたか、このバードマンウエストの地下を調査してほしいですね。（笑）
画像は地下への直通階段の⼊⼝です。

しかし、「KH」さんってＨＮは「KH250」を連想してしまい懐かしいアネ研でした。（笑）
 

Birdman West

9713 選択 ATSUSHI 2008-09-26 00:17:04 返信 報告

KHさんはじめまして。アネ研さんもはじめまして（とおもいます）。

バードマンウエストの地下はテレビ朝⽇の⼀周忌番組で堂アナウンサーが紹介してませんでしたか︖Mod Studio Bei
ng は六本⽊通りに⾯しているベルザ六本⽊の地下にあったそうです（今は飲⾷店になっているようです）。

研究所のみなさま、⼤阪のスタジオはわかりましたでしょうか︖
 http://bbsee.info/straylove/id/8954.html

 の#8959、#8963にある背景の格⼦状物は空調のルーバーのようにみえます。アーチスト違いですが、最近、The M
OMENTの特集でthe★tambourinesさんのスタジオインタビューがながれましてこのスタジオの中が何カットも映し
出されました。どうもここにはAKG TUBEのマイクもあるようです。もうご存知かもしれませんが。

Re:zard

9718 選択 匿名 2008-09-26 21:39:14 返信 報告

バードマンウエストの地下への直通階段、⼊⼝ドアの中は、こんな階段です。

Re:Birdman West

9723 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-09-26 22:43:49 返信 報告
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こんばんは、ATSUSHIさん、はじめまして︕(たぶん(汗))

> バードマンウエストの地下はテレビ朝⽇の⼀周忌番組で堂アナウンサーが紹介してませんでしたか︖Mod Studio
Being は六本⽊通りに⾯しているベルザ六本⽊の地下にあったそうです（今は飲⾷店になっているようです）。 

 情報ありがとうございます。
 その番組は観たんですが、泉⽔さんの声＆歌声ばかりに注⽬してたようで、ATSUSHIさんのおっしゃる所は覚えてい

ません、今度探して観てみますね。

匿名さん、こんばんは、画像ありがとうございます。

匿名さんも中には⼊ってなさそうですね。(笑)
 バードマンウエストでもいいので、（泉⽔さんも来たことくらいあるだろうと思うので）関係者と知り合いになっ

て、是⾮、⼊ってみたいですね。(笑)

Re:zard

9724 選択 stray 2008-09-26 23:44:43 返信 報告

KHさん、はじめまして、こんばんは。

> なくなる直前はバードマンウエストのようです。 
 「グロリアス マインド」を録⾳したスタジオという意味でしょうか︖

> ここなら地下にスタジオがあるようです 
 そうです、バードマンウエストの地下にある「Birdman West A studio」を、

 いつも泉⽔さんは使われていました。（葉⼭たけしさんのブログで確認できます）
 アネ研さんと匿名さんが貼ってくれた写真のとおりです。

ATSUSHIさん、こんばんは。
 テレ朝特番「ZARD 坂井泉⽔の永遠の今」で、Birdman West A studioが紹介されてました。

 が、堂本アネは「地下にある・・・」とは⾔ってなかったです。
 ベルザ六本⽊というのは、取り壊されたBirdmanのちょうど反対側辺りですよね︖

 Mod Studio は「俳優座の並び」にあったと、どこかのサイトで⾒た覚えがあります。
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アネ研さん、留守中のフォローありがとうございます。
バードマンウエストの地下への潜⼊は不可能でしょう（笑）。

⼤阪のスタジオ①

9730 選択 stray 2008-09-27 10:54:03 返信 報告

ATSUSHIさん、こんにちは。

⼤阪・南堀江のスタジオ（ART CUBE）は、現地調査を敢⾏しました︕（笑）

> 背景の格⼦状物は空調のルーバーのようにみえます。 
 なるほど、⾓度が変えられるようなので、その可能性が⾼いですね。

 貼った画像は、愛内⾥菜さんとfeat.した「涙の太陽」PVですが、
 これも同じスタジオであることが確認できます。

 録⾳ブースに⼩窓があって、外の景⾊が映っていますので、
 この⽩いビルを探したのですが、⾒つからないんです（笑）。

 

⼤阪のスタジオ②

9731 選択 stray 2008-09-27 11:01:53 返信 報告

Google地図（衛星写真）で⾒た「ART CUBE ビル」です。

南半分（下半分）は別のテナントが⼊っているので無関係。
 東側（右側）の広い道路の対⾯には、#9730のようなビルはありませんでした。

となると、⾚い⽮印の部分かなと。
 ART CUBE ビルの北側に少し突き出ている部分に、⼩窓が⾒えます。

 そこから北隣のビルを撮ったものなのか︖
  

⼤阪のスタジオ③
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9732 選択 stray 2008-09-27 11:09:14 返信 報告

ART CUBE ビルの北隣は「⼤阪鮓会館」です。
 （「すし会館」と読む）

⼤阪鮓会館の正⾯（北側）の写真がこれ。
 ４階建ての建物です。

このビルの裏側が、#9730のような窓になってればピンポーン︕ですが、
 ⼈が⼊り込める隙間がない︕︕（笑）

 ART CUBE ビルの屋上か、左隣のビルの屋上に登って確かめるしかないですねぇ。

⼤阪のスタジオ④

9733 選択 stray 2008-09-27 11:17:46 返信 報告

この推理が正しいとすれば、
 #9730は「３階」じゃないかと思われます。

 とすると、GREEN WAY STUDIO(Get U're Dream PV撮影)か、
 BLUE WAY STUDIO のどちらか︖

今のことろ、ここまでです。

yumi26さんへ

9734 選択 stray 2008-09-27 11:37:57 返信 報告

泉⽔さんのレコーディングスタジオは、間違いなく地下です。
 （A studio）

追悼番組でスタッフと雑談（ベードラ云々）しているのは
 どうやら別の部屋（地上）のようですね。
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> あと今は無きバードマンがあった六本⽊産業ビルは、 
> 現場に貼り出されていた解体施⼯業者の「解体⼯事のお知らせ」に、 

 > 地上８階地下２階とありました。 
 アネ研さんが、取り壊し⼨前に現地調査してますので、ご参考下さい。

 http://bbsee.info/straylove/id/5356.html
 

Re:⼤阪のスタジオ①

9735 選択 匿名 2008-09-27 13:06:51 返信 報告

こんなかんじですね。

Re:zard

9738 選択 TT 2008-09-27 15:38:55 返信 報告

皆さんこんにちは。はじめまして。

オフィシャルブックではMOD STUDIOが坂井さんのお気に⼊りで2000年初旬まではここでボーカルレコーディング
をして、⾳響設備の良いWESTが出来た後も無くなるまでMODを使いつづけたって書いてあります。

でもテレビなどの紹介ではWESTがお気に⼊りって⾔ってましたし、どうだったのでしょう。この辺の謎は関係者じ
ゃないと解りませんね＾＾︔

まあでも過去の謎がある⽇いきなり解明するのがZARD研究所ですから。いきなり謎が解ける⽇もくるかも知れませ
んね＾＾

Re:zard
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9742 選択 stray 2008-09-27 19:33:30 返信 報告

TTさん、こんばんは。
 はじめまして︖ ↓のＴＴさんとは別⼈でらっしゃいますか︖

 http://bbsee.info/straylove/id/8060.html#a8088
  

> オフィシャルブックではMOD STUDIOが坂井さんのお気に⼊りで2000年初旬まではここでボーカルレコーディン
グをして、⾳響設備の良いWESTが出来た後も無くなるまでMODを使いつづけたって書いてあります。

そう書いてありますね。
 私はレコーディングスタジオにあまり興味がないので、詳しく知りませんが、

 BIRDMAN WEST が出来たのが1993年7⽉で、（MODは1991年）
 4thAL『揺れる想い』のクレジットに、WESTは出てきません。

 逆に、9thAL『時間の翼』には「MOD STUDIO」の名前がないので、
 MODは2000年頃に閉鎖されたと考えられます。

”MODを使いつづけた”とあるので、泉⽔さんが好きな時に使えた専⽤スタジオは、
 MOD STUDIO のことなのかも知れません。

 何処にあったのか︖ いつなくなったのか︖ どんなスタジオだったのか︖
 がぜん興味が湧いてきました（笑）。

> でもテレビなどの紹介ではWESTがお気に⼊りって⾔ってましたし、どうだったのでしょう。この辺の謎は関係者
じゃないと解りませんね＾＾︔

すでに無くなってるMODを持ち出すと、特番の演出上不都合だったのでしょう（笑）。

> まあでも過去の謎がある⽇いきなり解明するのがZARD研究所ですから。いきなり謎が解ける⽇もくるかも知れま
せんね＾＾

あはは、そうなるといいですね︕
 MODがあった場所は、ベルザ六本⽊と、俳優座の並び（六本⽊交差点近く）

 の２説あるようです。興味ある⽅は是⾮調べてみて下さい︕

Re:zard
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9743 選択 stray 2008-09-27 19:48:46 返信 報告

・Birdman(取り壊し)
 ・Birdman West

 ・ベルザ六本⽊
 ・俳優座

 の位置関係です。

オフィシャルブック「きっと忘れない」（34P）に、
 ”MOD でレコーディングをしていた時には、六本⽊交差点近くのコーヒーショップで作ってくれるＢＬＴ（ベーコ

ン・レタス・トマト・サンドイッチ）を、また飲み物ではカルピスの味わい・オ・レが好きでよく飲んでいた”
 とあるので、

 ベルザ六本⽊は少し遠いような気がします。

Re:zard

9815 選択 stray 2008-10-02 19:55:32 返信 報告

yumi26さん、こんばんは。

焼き⾁店は、「叙々苑本店」だと思われます。
 http://www.jojoen.co.jp/store/roppongi/

チャーハンと餃⼦をよく注⽂していた中華料理屋は、わかりません。
 ＢＬＴを作ってくれるコーヒーショップも、わかりません（笑）。

 カルピスの味わい・オ・レは、⾃販機で購⼊されてたんだと思いますが…。

> おそらくとっくに研究済みと思うんだけど、 
 > 全部残っていて欲しいです。^^ 

 いやいや、ロケ地じゃないので、⼿つかずです（笑）。
 東京にお住いの⽅に探していただけると、たいへん助かります。

Re:zard
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9818 選択 Today 2008-10-02 20:18:36 返信 報告

みなさんこんばんは〜。

あくまでも噂レベルの情報なのでスルーしていただいて構いません。
 サブウェイの六本⽊東店に泉⽔さんが来店したとどこかの書き込みで⾒た事があります。

⼀応、メニューにBLTはあります(笑)

Re:zard

9820 選択 stray 2008-10-02 20:49:47 返信 報告

Todayさん、こんばんは〜。

情報ありがとうございます。
 サブウェイの六本⽊東店がいつ開店したか不明ですが（平成4年 ⾚坂に国内１号店を出店）、

 ここはサンドイッチが専⾨で、”ＢＬＴを作ってくれるコーヒーショップ”
 とはちょっと違うように思えます。少し調べたにすぎませんが、

 六本⽊交差点近くでＢＬＴをメニューにしているお店が、けっこうな数ありました。

この界隈で働いていたら、毎⽇昼休みに捜査するところなのですが…（笑）

Re:⼤阪のスタジオ①

9830 選択 ATSUSHI 2008-10-02 23:12:50 返信 報告

話をもどしてしまいますが、この⼤阪のスタジオで撮影された⼩泉ニロさんPVです。ルーバーの側から撮影されてい
ます。意外と広いようです。  ttp://jp.youtube.com/watch?v=miTogsdtvuQ

メデキケというインタビュー番組（4分割されてます）
 その１  ttp://jp.youtube.com/watch?v=NtOETgejkMo

その２  ttp://jp.youtube.com/watch?v=TcmpJVoirmg
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動画の中盤で、⽩いソファーの左側に空調のスイッチのようなものが  ttp://jp.youtube.com/watch?v=xWBO_M
HHuFI

歌うスペースにはマイクが３つあって選べるようになっているようです。  ttp://jp.youtube.com/watch?v=Cggw
9X3-7ls

アーチスト違いなので、パソコンの⾳量は⼩さくして映像に集中してみてください。

以上、ルーバーのある⼤阪のスタジオの内部の様⼦をもっと知りたい、でした。

Re:⼤阪のスタジオ①

9846 選択 stray 2008-10-03 23:26:05 返信 報告

ATSUSHIさん、こんばんは。

情報ありがとうございます。
 このスタジオの内部は、他のPVでかなり詳細にわかっています。

 ⼩泉ニロさんPVでも⾚い棚が確認できますが、窓側に⾚いチェアも置かれています。
 どうも「RED WAY」を暗⽰しているように思えるのですが、

 裏から別の有⼒情報が⼊ってきましたので、もうじき解明できると思います︕

Re:zard

9848 選択 TT 2008-10-03 23:53:07 返信 報告

strayさんレス有り難うございます。こんばんは。
返事遅れましてすみません。実はカキコの後仙台へ⾶んでいていました。何故か私の携帯だとここが⾒れないんで
す。古いのかな（TT)

 Tandoさんの所は裏技で⾟うじて⾒て書けたのであちらへ書いてました。ただ、別のサイトを経由して書くので情報
漏れて怖いですけど。。

> はじめまして︖ ↓のＴＴさんとは別⼈でらっしゃいますか︖ 
 > http://bbsee.info/straylove/id/8060.html#a8088 

 そうです。同⼀です。
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スタジオはgoogle mapでstudio birdmanとやって検索し、少し前まで個⼈の公開地図でMODの場所があったので
すが、今は何故かその⽅は公開してませんでした。その時の場所はベルザ六本⽊でした。

あとこんなの⾒つけました。スタジオの機器まで紹介してます。AとかBとかまで書いてありますね。Gってのはあの
バードマングレイルームってやつですかね。

 http://www.mu-s.com/Studios/Studio_a-c.html

また関係ないですが、Beingの事をかなり詳しくまたまとめて書いてあるサイトがあり今まで⾒た中でもっともまと
まって、わかりやすく書いてあるので書いておきます。まあ皆さんご存知のネタでしょうが。。驚いたのがBeingの
アーチストはテレビ出演時にギャラをもらってないって件でした。やる事が斬新的で凄いですね。

 http://cham.ne.jp/bbp/b-history.html

う〜ん、それにしてもMODの場所、知りたいですね〜＾＾

今更前のスレを上げちゃって、申し訳ない＾＾︔ 楽しそうなsakiさんのスレが下がってしまう〜＾＾︔︔︔︔

Re:zard

9850 選択 stray 2008-10-04 08:49:28 返信 報告

TTさん、おはようございます。

ここも携帯OKですが、XHTML Basic と UTF-8 に対応していない
 旧機種はサポートされておりません。

【 STUDIO BIRDMAN 】
 ・1981年 六本⽊産業ビル内に設⽴

 ・1985年 Gray Room(3F)完成（ミキシング専⾨）、Brown Room(2F)はレコーディング専⾨

GはGray Room、BはBrown Roomの略でしょう。

> スタジオはgoogle mapでstudio birdmanとやって検索し、少し前まで個⼈の公開地図でMODの場所があったの
ですが、今は何故かその⽅は公開してませんでした。その時の場所はベルザ六本⽊でした。 

 そうでしたか。ん〜、しかし、Ｚ研では出典や証拠写真がない情報は鵜呑みにしないので（笑）、
 今のところ「有⼒情報の⼀つ」とさせていただきます。

https://bbsee.info/straylove/id/9700.html?edt=on&rid=9850
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=9850


Re:zard

9860 選択 TT 2008-10-04 20:06:17 返信 報告

strayさんこんにちは。
  

> ここも携帯OKですが、XHTML Basic と UTF-8 に対応していない 
 > 旧機種はサポートされておりません。 

そろそろ買い替えかなw 先⽇も誰かに携帯ダメじゃんって⾔われたばかりのような・・・ ムキーw
  

> GはGray Room、BはBrown Roomの略でしょう。 
 おお︕ 始めて知りました。そういえばグリーンとかレッドとか⾊の名前をつけるのが好きですね＾＾

> そうでしたか。ん〜、しかし、Ｚ研では出典や証拠写真がない情報は鵜呑みにしないので（笑）、 
 さすかです＾＾ スタジオ⾒学とかあるらしいですが、おそらく将来のエンジニア希望の為の⾒学でしょうね。ZAR

Dのファンなのでなんて⾔って応募したら即効で断られるんでしょうね。
 夢はレコーディングエンジニアですとか⾔って⾒学応募してみますか＾＾︔︔︔︔︔

Re:zard

9862 選択 stray 2008-10-04 21:43:25 返信 報告

皆さんこんばんは︕

#9730の窓外に写ってる建物が判明しました︕
Giza Hills の⻄側にある、ペンギンビルです。

追記
 写真は、PANさん撮影のものに差し替えました。

Re:zard

https://bbsee.info/straylove/id/9700.html?edt=on&rid=9860
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=9860
https://bbsee.info/straylove/id/9700.html?edt=on&rid=9862
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=9862
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/ddbc86dc4b2fbfd8a62e12096227e068.jpg


9863 選択 stray 2008-10-04 21:47:27 返信 報告

 
Giza Hills の3階か4階、⾚丸の場所に、あのスタジオがあるのでしょう。

現場検証できる⽅、よろぴく〜︕（笑）

現場検証（⼤阪のスタジオ）

9864 選択 PAN 2008-10-05 09:22:41 返信 報告

所⻑、皆さんこんにちは︕
 昨⽇、現場に⾏ってきましたので報告致します。

 ギザヒルズの向かいにペンギンビルがあるのを実際に確認しました。
 このように向かい合わせになっています。

 

Re:現場検証（⼤阪のスタジオ）

9865 選択 PAN 2008-10-05 09:31:12 返信 報告

レコーディングスタジオは、#9730の画像から3〜4階だと思われますが、
 クローズアップするとこんな感じです。

 

Re:現場検証（⼤阪のスタジオ）

https://bbsee.info/straylove/id/9700.html?edt=on&rid=9863
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=9863
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/c336346c777707e09cab2a3c79174d90.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/9700.html?edt=on&rid=9864
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=9864
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/06d172404821f7d01060cc9629171b2e.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/9700.html?edt=on&rid=9865
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=9865
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/668f33215f65faf17f6f7f1d7f4b5fc8.jpg


9866 選択 PAN 2008-10-05 09:36:42 返信 報告

以上、現場検証のご報告でした︕
 検証が終わったところでパン⼯場でひと休み（笑）

 

PANさん、究明おめでとうございます。（笑）

9867 選択 アネ研 2008-10-05 11:00:14 返信 報告

⻑い捜査活動でしたね。
 プロモから⾒えるビルの⾓度から階数がわかればいいんですが〜

 道路の幅員はPANさんなら解るでしょうから、三⾓関数での解析も頼みます。
 しかし、関⻄には泉⽔さんも⾏ったことのあるお茶ができる聖地があっていいですね。（笑）あらためてPAN･GARI

REOさん、おめでとうございます。

Re:現場検証（⼤阪のスタジオ）

9868 選択 stray 2008-10-05 13:07:37 返信 報告

PANさん、こんにちは︕

現場検証、どうも御苦労さまでした︕
 件のスタジオは、⾚丸部分ですね。

 防⾳のためだと思われますが、この階だけ２重窓になってて、茶⾊の窓枠が⾒えます。
 ここは３階︖ １階（⼊⼝）が２階分の⾼さがありそうなので、４階とカウントされるのか︖

こうなったら、スタジオの名称が知りたいですね︕︕（笑）

Re:現場検証（⼤阪のスタジオ）

https://bbsee.info/straylove/id/9700.html?edt=on&rid=9866
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=9866
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/951124d4a093eeae83d9726a20295498.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/9700.html?edt=on&rid=9867
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=9867
https://bbsee.info/straylove/id/9700.html?edt=on&rid=9868
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=9868
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/76460865551007d38ffbb834d5896ea4.jpg


9869 選択 stray 2008-10-05 14:02:37 返信 報告

解明を祝って、皐ちゃん作品「凝視」（Secret paper）の別ショットを︕

⻑袖トレーナーの袖をちょん切ったの︖

Re:現場検証（⼤阪のスタジオ）

9870 選択 stray 2008-10-05 14:03:42 返信 報告

 
そもそも泉⽔さんは、2005年3〜4⽉に、

 このスタジオで何をされてたんでしょ︖（笑）
 

Re:現場検証（⼤阪のスタジオ）

9871 選択 stray 2008-10-05 14:04:48 返信 報告

本⽂なし

Re:現場検証（⼤阪のスタジオ）

https://bbsee.info/straylove/id/9700.html?edt=on&rid=9869
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=9869
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/11dd08ef8df49a1f37b1ed2da261b36f.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/9700.html?edt=on&rid=9870
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=9870
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/e64c9ec33f19c7de745bd6b6d1a7a86e.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/9700.html?edt=on&rid=9871
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=9871
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/4bd6a600d4cb755c07712c599a95da2b.jpg


9872 選択 stray 2008-10-05 14:08:05 返信 報告

本⽂なし
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