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泉⽔さんの⾳楽嗜好
4640 選択 ペケ 2010-10-09 19:20:25 返信 報告

皆さん、こんばんは。

静かになりかけているので（笑）。

泉⽔さんは、好きなアーティストとしてシャーデー、プリンス、エリック・クランプトン、好きなアルバムは、DEEP PURPLEの
『BEST SELECTION』と答えていて、洋楽好きなのだと思いますが、邦楽で聴いていた曲とか好きなミュージシャンはいなかった
のでしょうか︖。

 カラオケクィーン時代の相⽅の⼈は、幸⼦さんは、中⼭美穂さんの曲が勝負曲だとか⾔ってましたが・・・︖。動画でドリカムや
鈴⽊聖美さんの曲を歌っているのは観ましたが・・・。
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Re:泉⽔さんの⾳楽嗜好
4641 選択 Ａｋｉ 2010-10-09 20:59:53 返信 報告

 確か松任⾕由実さんの「昨晩お会いしましょう」と⾔うアルバムは何かの時に挙げていたと思います。
  他にもインタビューで「ユーミンさんのアルバムジャケットがお洒落」みたいな感じのことも⾔っていました。

 カラオケは⾼橋真梨⼦さんの「ｆｏｒ ｙｏｕ」も歌ったことがあるようですね。

 表⾯的に出しているものは多くの⼈が知っているアーティストやアルバムを敢えて出していたと思います。

 実際はもっとマイナーなアーティスト作品も沢⼭聴いていたと思います。
  アーティストになってからはもっと⾊んなアーティスト作品はチェックしていたと思います。（でも、アーティスト後

はどちらかというと洋楽の⽅が好きそうなイメージはありますね）

Re:泉⽔さんの⾳楽嗜好
4646 選択 ペケ 2010-10-09 21:56:27 返信 報告

Ａｋｉさん、こんばんは。

>  確か松任⾕由実さんの「昨晩お会いしましょう」と⾔うアルバムは何かの時に挙げていたと思います。 
 >  他にもインタビューで「ユーミンさんのアルバムジャケットがお洒落」みたいな感じのことも⾔っていました。 

 > 
>  カラオケは⾼橋真梨⼦さんの「ｆｏｒ ｙｏｕ」も歌ったことがあるようですね。

ユーミンですか〜、カラオケで歌う曲は、歌唱⼒のある⼈のものが多い感じですね。

オリジナルのテープを作るなら ↓ 

２⼈のシーズン（ソンビーズ）
 マスカレード（カーペンターズ）

 スムースオペレーター（シャーデー）
 レイラ（Ｅ・クランプトン）

 コール・ミー（ブロンディー）
 スモーク・オン・ザ・ウォーター（DEEP PURPLE）
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イージー・ラバー（Ｆ・ベイリー＆Ｆ・コリンズ）
愛のコリーダ（クィンシー・ジョーンズ）

 イマジン（ジョン・レノン）
 I can't tell you why（イーグルス）

を挙げていますから、やはり洋楽に興味があったようですね。それにしても、カセットテープ世代なんですね〜泉⽔さ
ん。

Re:泉⽔さんの⾳楽嗜好
4656 選択 Ａｋｉ 2010-10-10 00:20:09 返信 報告

> それにしても、カセットテープ世代なんですね〜泉⽔さん。 
  昔はカセットテープですね…

  ＶＩＤＥＯとかも⼀般家庭に無い時代はカセットデッキをＴＶの前に持ってきて録⾳したり（笑）

 「ＣＤ」が出来ても暫くは「レコード」「カセット」「ＣＤ」の3媒体のランキングがあり、それでもミリオンヒットは
中々⽣まれなかった（80年代後半〜90年代初め）頃もありましたね…

  「ＣＤ」が出来ても「ＣＤプレーヤー」の普及が遅かったのも原因です。90年代最初のミリオンはＢＢクィーンズの
「おどるポンポコリン」（おそらくＣＤシングル最初のミリオン曲かも）

 ＺＡＲＤも「ポリドール時代」91年〜93年「負けないで」まではＣＤとカセット両⽅売っていました。（１ｓｔ・２ｎ
ｄシングルはＣＤではカラオケはありませんが、カセットにはカラオケはあったと思います）

洋楽で１０曲だと４６分テープか５０分テープに収めていたのでしょうかね︖

Re:泉⽔さんの⾳楽嗜好
4664 選択 ペケ 2010-10-10 18:51:48 返信 報告

Ａｋｉさん、こんばんは。

>  ＶＩＤＥＯとかも⼀般家庭に無い時代はカセットデッキをＴＶの前に持ってきて録⾳したり（笑） 
 Ａｋｉさんの年齢が謎になって来ました（笑）。
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>  ＺＡＲＤも「ポリドール時代」91年〜93年「負けないで」まではＣＤとカセット両⽅売っていました。 
カセットのZARDって、逆に希少価値がありそうですね〜。

ZARDの曲に、洋楽のフレーズがよく使われているのは、泉⽔さんの希望に応じたものだったのでしょうかね︖。

Re:泉⽔さんの⾳楽嗜好
4666 選択 stray 2010-10-10 19:37:31 返信 報告

ペケさん、Ａｋｉさん、こんばんは。

泉⽔さんが好きな邦楽・・・分かりません（笑）。
 ⾔及された記事も⾒たことないです。

 ＫＱ営業でさんざん歌った（歌わされた）でしょうし、
 デビュー後は、ご⾃分の歌以外を歌う機会なんてなかったのでは︖

カセットはＡＬ「ＨＯＬＤ ＭＥ」まで存在します。
 今となっては貴重ですね。

Re:泉⽔さんの⾳楽嗜好
4667 選択 MRCP 2010-10-10 19:46:33 返信 報告

ペケさん、Akiさん、こんばんは。

お調べかもしれませんがKQ時代はシャーデーを参考に
 されてたのでしょうか。でっかいイヤリングとか・・

ttp://www.youtube.com/watch?v=JEclFiBDuH0

Re:泉⽔さんの⾳楽嗜好
4669 選択 Ａｋｉ 2010-10-10 20:58:16 返信 報告

> >  ＶＩＤＥＯとかも⼀般家庭に無い時代はカセットデッキをＴＶの前に持ってきて録⾳したり（笑） 
 > Ａｋｉさんの年齢が謎になって来ました（笑）。 
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 ついこの前ですよ（笑）わが家に最初に来たＶＩＤＥＯデッキは定価で７〜８万する代物で、中々⼀般家庭では⼿が出
ないものでした。その後数年で２〜３万で買えるものに…。

  逆にテープが⾼くてＶＩＤＥＯは最初の頃は３本パック１０００円でも「特価」と⾔う時代。（その数年後に１本２０
０円とか１００円ですが）⼦供のお⼩遣いでは買えないもので、１２０分の３倍録画モードで何度も重ね録りして何度も
⾒返すので劣化は激しいですね（笑）（「ＣＤ１００とか」録画していた時代はテープが⾼く「ＣＤＴＶ」の頃は安くな
ってました）

  ＶＩＤＥＯは私と姉で、耐久要領の何倍も（︖）使っていたので直ぐに壊れましたね（苦笑）

 カセットも最初は４６分や５０分が安くて１００円。⾳楽番組がＴＶで殆ど終わっていたのでラジオから録⾳するのが
精⼀杯な時代でした。（その後に１２０分とか１５０分って出ましたけど）

 ９０年代前半ってそんな時代で、たった約２０年の現在でこんなに便利になるのですから…

ＺＡＲＤのカセットテープは昔はオークションでは出ていましたがさすがに最近は出ませんね…（汗）未開封は相当貴重品
でしょうね…

Re:泉⽔さんの⾳楽嗜好
4671 選択 ペケ 2010-10-10 21:27:59 返信 報告

皆さん、こんばんは。

所⻑

> 泉⽔さんが好きな邦楽・・・分かりません（笑）。 
 > ⾔及された記事も⾒たことないです。 

 > ＫＱ営業でさんざん歌った（歌わされた）でしょうし、 
 > デビュー後は、ご⾃分の歌以外を歌う機会なんてなかったのでは︖ 

 所⻑が、ご存じじゃなければ、誰も知らないでしょうね（笑）。
KQの時の⼗⼋番は、「catch me」らしいです。

 ZARDになってからは、洋楽中⼼にアレンジとかの参考に聴いていたくらいでしょうね︖。

MRCPさん、初めまして、よろしくお願いします。
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> お調べかもしれませんがKQ時代はシャーデーを参考に 
> されてたのでしょうか。でっかいイヤリングとか・・ 

 泉⽔さんの⼀番お気に⼊りのアーティストのようですから、ファッションとか歌唱スタイルとか参考にされたでしょう
ね。

 ご紹介ありがとうございました。

Ａｋｉさん、

>  ９０年代前半ってそんな時代で、たった約２０年の現在でこんなに便利になるのですから… 
 ハードもソフトも進化が激しいですからね〜家には、親⽗のレコードやカセット、LDなんかがゴロゴロ。ペケのMDも今

やお蔵⼊り（笑）。

> ＺＡＲＤのカセットテープは昔はオークションでは出ていましたがさすがに最近は出ませんね…（汗）未開封は相当貴
重品でしょうね… 

 コアなZ研の所員の⽅々でも、持たれていないのでしょうね︖（笑）。
 

Re:泉⽔さんの⾳楽嗜好
4681 選択 stray 2010-10-11 22:05:07 返信 報告

ペケさん、こんばんは。

> KQの時の⼗⼋番は、「catch me」らしいです。 
 「catch me」って聞いたことないですね、誰の曲ですか︖

 Blondieの「Call Me」なら、パン⼯場で歌ってられますが・・・

> コアなZ研の所員の⽅々でも、持たれていないのでしょうね︖（笑）。 
 「負けないで」のカセットだけ持ってます（笑）。

Re:泉⽔さんの⾳楽嗜好
4685 選択 ペケ 2010-10-12 18:51:39 返信 報告

所⻑、こんばんは。
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> 「catch me」って聞いたことないですね、誰の曲ですか︖ 
⼭下直美さん（東映カラオケクイーンの相⽅）の話では、中⼭美穂さんの「CATCH ME」が、さ
っちゃんの勝負曲って⾔ってました。また、地⽅で泊りの時なんかは、彼⼥がさびしがり屋で、
⼆つの部屋を取ってあるのに、シングルベットで⼆⼈で寝た事や⾃分の家によく遊びに来ていた
とも⾔ってました。

http://www.youtube.com/watch?v=_I0tnKIVksQ

> 「負けないで」のカセットだけ持ってます（笑）。 
 流⽯、所⻑︕ 初めて⾒ました（笑）。

 それじゃ、レコードの「Don't U see ! 」とかも所持されていますか︖。

Re:泉⽔さんの⾳楽嗜好
4686 選択 stray 2010-10-12 19:21:30 返信 報告

ペケさん、こんばんは。

ああ〜、⼣刊フジのインタビュー記事ですね、読みました。
 読んだけど「CATCH ME」の件はすっかり記憶が⾶んでました（笑）。

 初めて聴きましたが、メリハリがないっていうか、どこがサビかも分からん曲ですね〜（笑）。

> それじゃ、レコードの「Don't U see ! 」とかも所持されていますか︖。 
 いや、ＬＰは持ってても再⽣できないので買ってません︕（笑）

Re:泉⽔さんの⾳楽嗜好
4688 選択 Ａｋｉ 2010-10-12 20:15:11 返信 報告

 「負けないで」のカセットテープはオークション以外では初めて観ました。

 カセットテープはＺＡＲＤの展覧会でさえも展⽰されていない貴重な逸品ですね。（Ｂ社でも所有してるのかな︖）

 アナログはレコードが無くてもついつい買ってしまいます（汗）オークションでは、定価割れで取引されていることが
多いので（Ｆａｎ Ｃｌｕｂ限定以外）もう「貴重品」でもないですね（苦笑）しかも、貴重（︖）とされている「紫」
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ステッカーの⽅が多く出品されているので「本当に貴重品だったのかな︖」と思うほど…
 「Ｃａｎ’ｔ〜」のアナログ盤はウチの近くのＣＤ店に未だにあります（苦笑）

Re:泉⽔さんの⾳楽嗜好
4689 選択 ペケ 2010-10-12 22:06:52 返信 報告

Ａｋｉさん、こんばんは。

>  アナログはレコードが無くてもついつい買ってしまいます（汗）オークションでは、定価割れで取引されていること
が多いので（Ｆａｎ Ｃｌｕｂ限定以外）もう「貴重品」でもないですね（苦笑）しかも、貴重（︖）とされている
「紫」ステッカーの⽅が多く出品されているので「本当に貴重品だったのかな︖」と思うほど… 

 >  「Ｃａｎ’ｔ〜」のアナログ盤はウチの近くのＣＤ店に未だにあります（苦笑）

レコードは、価値なしみたいですね（笑）。ジャケットに泉⽔さんの顔でもアップで写っていれば、別の価値があります
けどね。
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