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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

Soffio
3609 選択 stray 2010-06-01 18:18:23 返信 報告

Soffioのブログが更新されてます。

あれが最後の挨拶なのでしょうか・・・

で、１週間後にはブログ⾃体が消滅する︖

Re:Soffio
3610 選択 Ａｋｉ 2010-06-01 21:01:44 返信 報告
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 また１つ「無かったこと」が増えましたね（苦笑）
 最初は「惜しむ声」などを会報にのせても次第にそれも⾃然消滅させていきそう…

Re:Soffio
3617 選択 ＭＩＳＯＲＡ 2010-06-02 11:09:17 返信 報告

strayさん、Akiさん、皆さん、こんにちは

Soffio閉店残念ですよね。
 ⼀度は皆さんと⼀緒に⾏ってみたかったものです。

Soffio blogに

【ZARD BGM】
 今回の特別営業では4⽇間終⽇ZARDの曲をBGMとさせて頂きます。

 初めて採⽤させて頂くことになったバージョンの曲もございますので、こちらもどうぞお楽しみに

と、ありましたが初めてのバージョンBGM気になりますね
 いつか私たちにもお披露⽬があるのでしょうか…

 

Soffioの未公開ver.
3620 選択 stray 2010-06-02 12:22:06 返信 報告

ＭＩＳＯＲＡさん、こんにちは。

Soffioのブログにそんな記事があったんですか︕
 カクテルに気を取られて（笑）、⾒逃してました。

某所の情報によると、NEW ver.で３曲流れたそうです。
 ・promised you 

 ・明⽇を夢⾒て 
 ・運命のルーレット廻して
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聴いてすぐわかるような違いなのか、Remixなのか、詳細は不明。
Soffio限定でこういうことをしたのなら、ますます⾟⼝にならざるを得ませんね（笑）。

 20周年記念アルバムの布⽯なのではないかと思うのですが・・・

「promised you 」の未公開 ver.とは聞き捨てならないので（笑）
 Soffioに⾏かれた⼈の情報お待ちしてます︕︕

 

Re:Soffio
3621 選択 Ａｋｉ 2010-06-02 12:53:16 返信 報告

 会報誌に曲⽬が載るのかどうかでも違ってきそうですね。
  ＺＡＲＤの場合はお蔵⼊りになっている別ヴァージョンが多数存在すると⾔われていますし、⼀部の曲については⽣前

「機会があれば」というコメントも出していました。
  嫌がって出さなかったのもあれば、出す機会を逃したものもあると想うので判断は難しいですね。

 「ｐｒｏｍｉｓｅｄ ｙｏｕ」の最初のアレンジは明⽯さんという情報も以前はあったみたいですが（事実かどうかは
不明）そういう関係で無かったのかな︖

  Ｂ社もそろそろ「仲が良い・悪い」で選ぶのは終わりにしてほしいですね。

Re:Soffioの未公開ver.
3625 選択 stray 2010-06-02 17:58:15 返信 報告

ＡＫｉさん、こんにちは。

> 会報誌に曲⽬が載るのかどうかでも違ってきそうですね。

そうですね、Soffio閉店の様⼦をどれだけ詳しく報じるか・・・
 ⾳源はＢ社から出ているはずなので（笑）。

> 嫌がって出さなかったのもあれば、出す機会を逃したものもあると想うので判断は難しいですね。

それはライナーノートできちんと説明してくれれば、納得できると思いますけど。

https://bbsee.info/newbbs/id/3609.html?edt=on&rid=3621
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=3621
https://bbsee.info/newbbs/id/3609.html?edt=on&rid=3625
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=3625


> 「ｐｒｏｍｉｓｅｄ ｙｏｕ」の最初のアレンジは明⽯さんという情報も以前はあったみたいですが（事実かどうかは
不明）そういう関係で無かったのかな︖

なるほど、⼟曜ワイド劇場ver.は明⽯さんなので、
 明⽯さん編曲の別ver.が存在するってことですかね︕ ゾクゾクしてきました（笑）。

Re:Soffioの未公開ver.
3628 選択 Ａｋｉ 2010-06-02 21:56:45 返信 報告

> > 嫌がって出さなかったのもあれば、出す機会を逃したものもあると想うので判断は難しいですね。 
> それはライナーノートできちんと説明してくれれば、納得できると思いますけど。 

  私の場合は少しＢ社に対して少し疑い気味（苦笑）でも、アレンジャーをみたら納得するかも（笑）

> なるほど、⼟曜ワイド劇場ver.は明⽯さんなので、 
 > 明⽯さん編曲の別ver.が存在するってことですかね︕ 

  「運命の〜」「明⽇を〜」「ｐｒｏｍｓｉｅｄ ｙｏｕ」どれも何パターンもある作品ですよね…特に「運命の〜」はア
ルバム１枚出来るくらいのテイク数といわれていますし、完成後の当時のＦａｎ Ｃｌｕｂの感想も賛否両論（当時のＦ
ａｎ Ｃｌｕｂは今よりも活気がありましたしＦａｎの⽅も媚びてなかったですね）でもあり、ＴＶ Ｖｅｒの要望も強
かったですよね。

 まさか、またＢ社のアレンジャーの仕事を増やす為にＮｅｗアレンジというのはチョット引いてしまいますけど（汗）

Re:Soffioの未公開ver.
3642 選択 stray 2010-06-03 22:00:57 返信 報告

Ａｋｉさん、こんばんは。

>  まさか、またＢ社のアレンジャーの仕事を増やす為にＮｅｗアレンジというのはチョット引いてしまいますけど
（汗）

なるほど〜、Ｎｅｗアレンジの可能性もありますね︕
 私もそれは御免ですね。
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Re:Soffioの未公開ver.
3647 選択 Ａｋｉ 2010-06-04 00:04:59 返信 報告

> >  まさか、またＢ社のアレンジャーの仕事を増やす為にＮｅｗアレンジというのはチョット引いてしまいますけど
（汗） 
> なるほど〜、Ｎｅｗアレンジの可能性もありますね︕ 

 > 私もそれは御免ですね。 
  訃報後の作品のリアレンジは本当に最悪でしたね。⽣前の坂井さんは「何年でも⾊褪せないものを」と⾔っているのを

某アレンジャーのブログで「時代と共に古くなる」という⾔い訳はショックだったな…アレだけの⼤物が「お⾦ないの︖」
って思ってしまったくらい…

  要はアレンジャーの仕事がなくなるし、Ｂ社で⾃由に動かせて稼げるのはＺＡＲＤだけという理由でイジられるのは
ね。「息も出来ない」もアレだけのトラックをやり直したという書籍「きっと忘れない」の記述を読んだ後に、リアレン
ジされたのはショック。坂井さんが何ヶ⽉も悩んでいたものをいとも簡単にリアレンジしてしまうのですから…

Re:Soffioの未公開ver.
3648 選択 marionette 2010-06-04 02:31:46 返信 報告

stray所⻑、AKIさん、皆さんや分遅くにこんばんは︕

2010年05⽉29⽇の、soffio Dinner に参加致しました。
 （⼊店時間︓19:30 - 22:15くらい）

BBSを拝⾒し、NEW Ver.の曲⽬が3曲程、PickUpされていました。
 全く⾃信も確約もはありませんが･･･

 上記、3曲ではないような、あるとすればpromised you 歌詞違うVer.︖でも、似付かないんで
す（汗）

その場に、いた私の記憶が正しければ全て違う曲で、イメージとして⾔えば、スローバラード系の歌詞付の全く聴いた曲
ではありませんでした･･･

 皆さんも、聴いた曲であれば⾃然と⼝ずさみ、⼝パクも可能だと思います。
 それが、出来なかったので隠れ名曲︖
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と、思ったくらいです。
でも、違うかも知れないのでこの辺にしておきます･･･

しかし、あれ︖この歌知らないなぁと廻りに確認しようと思っていたら料理やアルコールの運びや店内の写真撮りや料理
の写真撮りで、確認を忘れてしまった状況です（汗）

その後、soffio に確認したく留守電に個⼈詳細を⼊れておきましたが、返信はありません･･･

良ければどうぞ︕（DL︓明⽇の02:20）

http://xfs.jp/PhAuu

写りはよくないのですが、soffio Dinner （最終⽇と同様ですね）

別スレお借りします︕
 ドルチェさん、先⽇は不在の中書込みありがとうございます。

 （今、作業していますので後程、別場所にup致しますね）
 もう、和さんの時にバレているので、私の下⼿糞な歌付で添付します（爆）

追伸︓私の地域では泉⽔さんのPVでのカラオケは1曲もないのですが、どの曲でしょうか︖
 因みに、DAM★とも︕福岡まで出張ですか︖︖︖

Re:Soffioの未公開ver.
3649 選択 stray 2010-06-04 12:24:03 返信 報告

marionetteさん、こんにちは。

夜分のご報告ありがとうございます（笑）。

な、なんと、未公開曲の可能性もあるってことですか︕
 私は嫌いな曲はとことん聴かないので、たま〜に「あれ︖こんな曲あったっけ︖」

 となることがありますが（笑）、Soffioに⾏った⼈にしか分からないことなので
とにかくたくさん情報が欲しいところです。

 情報を発信しているサイトでもけっこうなので、知ってる⼈は是⾮教えて下さい︕

> その後、soffio に確認したく留守電に個⼈詳細を⼊れておきましたが、返信はありません･･･
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閉店しちゃったので、返信は期待できないかも知れませんね。

また何か思い出されたらよろしくお願いします︕

Re:Soffioの未公開ver.
3650 選択 suu 2010-06-04 13:06:50 返信 報告

所⻑さん、皆さん、こんにちは。

Soffio閉店してしまいましたよね。
 例の三曲はアレンジが違うと完璧に分かりましたよ。

 ワンコーラスの再⽣を⼆回ほど繰り返していましたね。
 こちらのメインテーマ曲ですからね。他の曲もスピーカーの

 悪戯かな︖低⾳、⾼⾳も違う感じがしましたが、私も全然
 聴かない曲が有りましてこの曲は何だ︖状態が⼀曲︖

少しスレをお借りします
 marionetteさん、町⽥公演では少しでしたがお話が出来て良かったです。YOSHIさんと⼀緒に⾒えたので、私はアネ研さ

ん︖と思いましたらmarionetteさんでした。YOSHIさん、marionetteさん町⽥の会場ではありがとうございました。
 私は29⽇のSoffioでランチでした。

 失礼しま〜す。^^

未公開曲か︕︖
3651 選択 stray 2010-06-04 17:38:22 返信 報告

suuさん、こんにちは。

情報どうもありがとうございます︕
 suuさんも聴いたことない曲を聴かれましたか︕（ややこしい）

 これって、なかなか最初に⾔い出しにくいですよね（笑）。

皆さん、marionetteさんの勇気に拍⼿を︕︕
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スローバラードですか・・・ん〜、⾒当もつきません。
まさか森進⼀に提供した曲ってことはないですよね（笑）。

「p.y.」については、明⽯さん編曲の別ver.が存在する可能性があります。
 「明⽇を夢⾒て」「運命のルーレット廻して」は、別スレ[3549]でＡｋｉさんが

 初期ver.を聴いたことがあるそうなので、１コーラスだけ流れたとするとその可能性が⾼いかも。

聴いたことない曲は、新曲としてリリースするつもりでしょう。
 ２０周年に向けて期待が膨らんできましたね︕

 

Re:未公開曲か︕︖
3652 選択 Ａｋｉ 2010-06-04 18:33:50 返信 報告

 スローバラードですと「Ｔｈｉｓ ｍａｓｑｕｅｒａｄｅ」や「Ｂｌａｃｋ Ｖｅｌｖｅｔ」は意外と知られていない
ですよね…

 「運命の〜」はＴＶで流れただけでも３〜４パターンくらいはあったと想います。（オムニバスの⾒本版もありました
ね）

  「ｐｒｏｍｉｅｓｄ ｙｏｕ」もシングルＶｅｒ以外では２パターンくらいあったのかな︖全編ピアノとそうでないパ
ターンと…（「翼を広げて」で明⽯さんアレンジを採⽤したので可能性はありそうですね）

  「明⽇を〜」はＴＶ Ｖｅｒとそれに近いもの（リリース間近）とシングル版・ロンドンリマスタリングＶｅｒ（名探
偵コナンＢＥＳＴ２に収録であることが「Ｂ－ＴＯＷＮ」で掲載。微妙に⾳が違うそうですが私には解りませんでした
（苦笑））

 森さんに提供したものはおそらく無いと想います。演歌の場合は歌⼊りデモを聴きながらというのはあまりないようで
すから楽譜⼊り歌詞を⾒ながら出来上がったアレンジに合わせて歌う感じ（︖）

Re:未公開曲か︕︖
3653 選択 suu 2010-06-04 22:19:19 返信 報告

所⻑さん、皆さん、こんばんは。
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AKIさん、こんばんは。
思い出せない、スローバラードは「Ｂｌａｃｋ Ｖｅｌｖｅｔ」でした。

 AKIさん、凄いです普段あまり聴いて無いＢｌａｃｋ Ｖｅｌｖｅｔの曲でした。
 ありがとうございます^^/

Re:未公開曲か︕︖
3655 選択 stray 2010-06-04 23:26:00 返信 報告

Ａｋｉさん、suuさん、こんばんは。

解決したようですね（笑）。
 「Ｂｌａｃｋ Ｖｅｌｖｅｔ」は、♪ケニロジャース しか聴き取れませんが（笑）、

 ⼀度聞くと忘れられないメロディですよね。

marionetteさんも「Ｂｌａｃｋ Ｖｅｌｖｅｔ」に１票なら
 この話はなしってことで（笑）。

「promised you」は⼟曜ワイドver.じゃないですよね︖︖

Re:未公開曲か︕︖
3656 選択 marionette 2010-06-05 03:10:32 返信 報告

stray所⻑、Akiさん、suuさん、皆さん夜分遅くにこんばんは︕

所⻑︕勇気も拍⼿も⼊りません･･･
 羞恥⼼の気持ちでいっぱいです（恥）

私では、確信が持てず最終⽇に参加した⽅から回答を戴きました。
 （お名前は伏せますが･･･）

 再度確認はしていませんが、恐らく正解だと思われます･･･

①明⽇を夢⾒て
 ②運命のルーレット廻して

 は、コナンVer.らしいです。
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③promised you は、⼟曜ワイド劇場のドラマVer.

他、永遠のEngish Ver.もBGMとして流れていたそうです（汗）

> marionetteさんも「BlackVelvet」に1票なら 
 > この話はなしってことで（笑）。

そうなっちゃいますね（胃痛）

Akiさんの仰るように、この曲でしたらお⼿上げですね（汗）
 > スローバラードですと「This masquerade とBlackVelvet」 

 もう、そうとも⾔えるので、回答不可能です･･･（失笑）

> 「promised you」は⼟曜ワイドver.じゃないですよね︖︖

↑これは、そうみたいですね（笑）

でも、全て聴き取れてない曲が多いのは確かです（泣）

森進⼀さんにて提供された2曲
 さらば⻘春の影よ

 蜃気楼

ですが、後者の蜃気楼を泉⽔さんが未公開カバー︖の存在はないですよね･･･
 夜中に、Youtubeを聴いていたらふと思ったもので｡｡｡

追伸︓役⽴たずで申し訳ありませんでしたm(_ _)m

Re:未公開曲か︕︖
3657 選択 stray 2010-06-05 08:56:44 返信 報告

marionetteさん、おはようございます。

わざわざ確認取って下さってありがとうございます。
コナンver.と、⼟曜ワイドver.とのことですが、

 「p.y.」⼟曜ワイドver.のＣＤ化はＺ研の悲願なので（笑）、
 実現すれば、こんな嬉しいことはありません。

https://bbsee.info/newbbs/id/3609.html?edt=on&rid=3657
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コナンver.も、とくに「運命の…」のコンver.ファンは多いので
フルでＣＤ化して欲しいものです。

「Black Velvet」は全部英語ですから、marionetteさんが聴いたことない曲と
 suuさんが聴いたことない曲は、別ものなんじゃないでしょうか。

森進⼀さんの「さらば⻘春の影よ」はド演歌ですが、
 c/wの「蜃気楼」は、泉⽔さんが唄えばふつうにJPOPのバラードです。

 もうちょっとこの件、追及してみて下さい（笑）。

Re:未公開曲か︕︖
3658 選択 oy-miyu 2010-06-05 10:37:57 返信 報告

stray さん、皆さん、こんにちは︕。
 遅まきながら、参加させて頂きますが･･･いつも愉しい話題をありがとうございます(^^ゞ。

 私もSoffioへ、30⽇17:45〜19時過ぎまで滞在していました。

丁度、⼊店した時は、「永遠」のSL Ver.がBGMとして聴こえてきましたね♪。
 アルバム収録曲等も、織り交ぜながら、ZARDサウンドをじゅうぶん満喫出来ましたね(^^)。

僅かな時間でしたし、談笑しながらのお⾷事でしたので、記憶が曖昧ですけど、
 未公開曲は聴きとれませんでした(^_^;)。

『Get U're Dream』、『promised you』 Ver.違いが、
 聴こえた様な︖︖･･･。

 勘違いしただけかもしれませんねm(__)m。

皆さんのお話を聞いていますと、もっとじっくり聴いておけば良かったと･･･とても後悔しています(笑)。

P.S. 「Ｔｈｉｓ ｍａｓｑｕｅｒａｄｅ」＆「Ｂｌａｃｋ Ｖｅｌｖｅｔ」は、BGMとして、確かに流れていましたよ(^
_-)-☆。

 

Re:未公開曲か︕︖
3659 選択 stray 2010-06-05 13:34:32 返信 報告
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oy-miyuさん、こんにちは︕

Soffio情報どうもありがとうございます。
 町⽥公演と Soffioの Last Dinner を満喫されたようで何よりです。

 marionetteさんとoy-miyuさんでは滞在時間が倍ほど違うので（笑）
 oy-miyuさんが全曲聴かれたかどうかは微妙かも。

『promised you』は⼟曜ワイドVer.とも違うのですか︖

『Get U're Dream』のVer.違いは、新たな情報ですね︕
 もともとSg CDにver.違いが2つ収録されてますので、そのどちらかなのか︖

 
 Soffioで流れたと思われる３曲を再現してみました（笑）。

 ①運命のルーレット廻して（コナンVer.）
 ②明⽇を夢⾒て（コナンVer.）

 ③promised you （⼟曜ワイド劇場Ver.）
 http://www.youtube.com/watch?v=-Y0zQg30bTA

 

Re:未公開曲か︕︖
3660 選択 Ａｋｉ 2010-06-05 15:40:16 返信 報告

 「ｐｒｏｍｉｓｅｄ ｙｏｕ」のＴＶ Ｖｅｒは「あの頃の〜」からコーラスが⼊っています。更にサビにコーラスで
「Ｔｒｙ Ａｇａｉｎ」というのが⼊っているのも特徴的ですよね。

 永遠（Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｖｅｒ）は今の所２タイプ。99年5⽉の「ＺＡＲＤ ＢＥＳＴ」の第3次特典で1コーラス収
録。既存の永遠のアレンジで英語で歌われたものと、Ｒｅｍｉｘアルバムで「永遠（Ｔｉｌｌ ｔｈｅ ｅｎｄ ｏｆ 
ｔｉｍｅ ｍｉｘ）」があります。

「Ｇｅｔ Ｕ’ｒｅ Ｄｒｅａｍ」もシングル以外でＲｅｍｉｘアルバムで「ｈｉｆｌｏｏｒ ｂｒｅａｋｉｎ’ｍｉｘ」
（04年Ｌｉｖｅツアーの退場アナウンスと共に流れた）と「Ｐｅｒｒｙ Ｇｅｙｅｒ ｍｉｘ」があります。

 Ｒｅｍｉｘアルバムも何時の間にか「無かったこと」とされてしまったので、20周年ＢＥＳＴで復活して欲しいです
ね。

https://bbsee.info/newbbs/id/3609.html?edt=on&rid=3660
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ブログ閉鎖
3731 選択 stray 2010-06-08 19:33:35 返信 報告

皆さんこんばんは。

Soffioのブログが閉鎖されました。
 Ｚ板にお店の写真がアップされていますが、

 まるで夜逃げ跡に⾒えるのは私だけでしょうか・・・

Re:ブログ閉鎖
3744 選択 MOR 2010-06-09 05:43:07 返信 報告

みなさん、strayさん、おはようございます
  

 >まるで夜逃げ跡に⾒えるのは私だけでしょうか・・・ 
 確かにちょっと寂しすぎる跡ですね。

 契約期間と関係があるのなら何となく理解も出来ますが、それにしても全てが急と⾔う所が
「ら・し・い」とか︖。

ソフィオのドメインSOFFIO.CO.JPは今⽉に更新されていました。
 何らかの⾏動に関連していると嬉しいのですが、単なる確保だけなんでしょうね。

 zard15th.comと同じ運命なのかも・・・

ＨＰも閉鎖
3748 選択 stray 2010-06-09 19:30:35 返信 報告

MORさん、こんばんは。

ＨＰも同時に閉鎖されたようですね。
 私のPCでは⾒れたのですが、キャッシュが残っていただけでした（笑）。
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> ソフィオのドメインSOFFIO.CO.JPは今⽉に更新されていました。 
5⽉いっぱいで切れるはずなので注⽬していたのですが、更新されてましたか。

 スプーンフルのように、（Soffioブランド キーホルダー等の）グッズ開発・販売となるのか。
 http://www.hillspankojyo.com/company.html
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