
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のロゴのフォント名

1490 選択 ALIL.1967 2007-10-11 18:50:48 返信 報告

みなさんへ
  以前ZARDのCDに使われていたロゴのことですが、ゼットの⽂字の斜めの線の部分にテンをつけた字体でした。この字体の

PCでの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のロゴのフォント名

1493 選択 stray 2007-10-11 20:46:35 返信 報告

ALIL.1967さん、こんばんは。
 既存のフォントじゃないように思いますが、皐ちゃんならわかるかもしれません。

Re:ZARDのロゴのフォント名

1496 選択 kaz2313 2007-10-11 21:18:03 返信 報告

ALIL.1967さん、研究所の皆さん。こんばんは
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横レスでしつれいします。ZARDのロゴですが、
strayさんのおっしゃる通りフォントではありません。

 オリジナルに創った⽂字です。以前CDからスキャンして
 トレースした⽂字がありますのでよかったらお使い下さい。

MU-GENの今秋放送、おかげさまで⾒ることができました。
 ありがとうございました。

名⼈を忘れていた︕

1498 選択 stray 2007-10-11 21:29:41 返信 報告

kaz2313さん、こんばんは︕
 ロゴ作りの名⼈を忘れていました。たいへん失礼なことを（笑）。

 やはり既存のフォントではないのですね。でも、カッコいいです。
 途中からZARDのロゴが変ってしまい残念だったのですが、

 追悼CDではこのロゴが復活しましたね︕
 嬉しかったです〜（笑）。

 どうもありがとうございました︕︕

ロゴ画像ありがとうございます

1500 選択 ALIL.1967 2007-10-11 21:45:59 返信 報告

kaz2313さん ありがとうございます。⻄洋書道，カリグラフィックということですね。フォント名 ZARD とした
いところですね，この4⽂字分で。

 フォントのwebページで探してみたんですが，ちょっとみただけでは⾒つからないくらい種類が多いです。

Re:ロゴ画像ありがとうございます

1539 選択 ＤＯＭＩＮＧＯ 2007-10-13 01:51:31 返信 報告
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kaz2313さん、皆さんこんばんは。
やっぱりＺＡＲＤはこのロゴじゃないと締りがないと思うのは僕だけでしょうか︖

 画像ＵＰありがとうございました＾＾ノ

Friz Quadrata

1649 選択 ALIL.1967 2007-10-16 23:10:15 返信 報告

strayさん，kaz2313さん，ＤＯＭＩＮＧＯさん，みなさま

kaz2313さんから頂いたロゴの画像をもとにロゴの元になったと思われる欧⽂フォントがFriz Quadrataというもの
であることがわかりました。スイスのフォントデザイナーErnst Frizによるデザインです。

このフォントを横に２倍，縦に0.8倍するとロゴの字形にぴったりします。ロゴはこうして作った⽂字の字間をつめて
ゼットの~を作ってかぶせたもののようです。

ただ，このフォントはフリーではないのが残念です（ソフトウエアによってはこのフォントが付属しています）。

無題

1651 選択 ALIL.1967 2007-10-17 00:26:55 返信 報告

次のリンクに⾏って，左の⼤きなsample textの欄にこの
フォントで表⽰したいアルファベットを，その下の⼩さな
四⾓にフォントサイズ（36など）をいれて，⼀番右側にあ

るApplyボタンを押すとこのフォントで表⽰したい欧⽂がpngファイルがそのページに現れます。あとはマウスでつか
んで，ご⾃分のデスクトップにドロップしてください

http://www.linotype.com/catalog/fontsampler/?PHPSESSID=a8561af41fecdca7d2254172373868f6&id=
87388

Re:ZARDのロゴのフォント名

1653 選択 ＤＯＭＩＮＧＯ 2007-10-17 01:23:29 返信 報告

https://bbsee.info/straylove/id/1490.html?edt=on&rid=1649
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1649
https://bbsee.info/straylove/id/1490.html?edt=on&rid=1651
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1651
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/be3e9d3f7d70537357c67bb3f4086846.png
https://bbsee.info/straylove/id/1490.html?edt=on&rid=1653
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1653


ALIL.1967さん、こんばんは。
ＺＡＲＤのロゴはこのフォントだったんですね。

 情報ありがとうございます。
 ←こんなの作ってみました＾＾︔

すばらしい︕

1654 選択 stray 2007-10-17 12:06:02 返信 報告

ALIL.1967さん、こんにちは︕

数百ある膨⼤なフォントの種類から「Friz Quadrata」を特定されたこともすごいですが、
 「このフォントを横に２倍，縦に0.8倍するとロゴの字形にぴったりします。」には驚愕し

ました。

さっそく試してみました。画像上から、
 ① #1651のURLで作成した「ZARD」

 ② 1992〜3年頃に出回ったZARDシール（たぶん⾮正規品）
 ③ ①を横に２倍，縦に0.8倍したもの

 ④ kaz2313さんが#1496で提供して下さったロゴ

Zの真ん中にヒゲを付けて、ZとＡをくっつければ、まさしくZARDの旧ロゴです︕
 ALIL.1967さん、どうもありがとうございました︕

 

Re:ZARDのロゴのフォント名

1655 選択 匿名 2007-10-17 12:12:19 返信 報告

本⽂なし

ZARDのロゴが変わったのは、

https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/b147a61c1d07c1c999560f62add6dbc7.png
https://bbsee.info/straylove/id/1490.html?edt=on&rid=1654
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1654
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/9d2682367c3935defcb1f9e247a97c0d.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/1490.html?edt=on&rid=1655
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=1655
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/cc42acc8ce334185e0193753adb6cb77.jpg


1656 選択 stray 2007-10-17 12:14:57 返信 報告

もしかして、事務所が無断でこのフォントを変形使⽤していたのが作者に知れて、
 使⽤差し⽌めをくらって新しいロゴに変わったのでは︖

 特にロゴを変える必要があったのでしょうか︖

ところで、Zのヒゲは、「〜」を変形させたものなのでしょうか︖

ZARD研究所のロゴ

1658 選択 stray 2007-10-17 12:36:44 返信 報告

匿名さん、ありがとうございます︕
 promised you を「with you」に変えていただけると、

 本採⽤間違いなしなのですが（笑）。今のところ仮採⽤ということで。

Re:ZARDのロゴが変わったのは、

1659 選択 ALIL.1967 2007-10-17 13:04:14 返信 報告

strayさん
  １９９６，７年からですか︖ちょうどWindows95にはじまってPCが世界中に広がりはじめた頃ですね。フォント

の使⽤条件が正式にどうだったかはわかりませんが．．．
  ライセンス許諾されている個⼈／組織が変形して商⽤ロゴに使うことは認められていると思います。そうでないと

ライセンスを買う意味がないです。

〜は

1660 選択 ALIL.1967 2007-10-17 13:10:07 返信 報告

変形させてもちょっと違うような．．．また調査します

Re:ZARDのロゴのフォント名
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1661 選択 GTO 2007-10-17 15:14:56 返信 報告

fontは基本的に、ロイヤルティーフリーです。
 それを元にロゴを作成しても、それはそれ⾃体が独⾃の商標ですから、オリジナルのfontの使⽤範囲の制約を受けま

せん。

ZARDのロゴが変わったのは、単純にその時代背景の都合によるものでしょう。
 ZARDの場合は、ロゴが変わっても対外的にあまり影響は無いようですので、容易に変えれたんでしょう。

ALIL.1967さんは関連のお仕事をなさっているようですのでお詳しいと思いますが、ロゴもその時代を反映しますか
ら、Friz Quadrataがその時代にはやっていたんでしょうね。

 でも、90年代初期に⽇本で作ったとすると、Friz Quadrataを選んだのもちょっと変わってますよね。
 もしくは海外で作ったのかな︖

Re:ZARDのロゴのフォント名

1662 選択 kaz2313 2007-10-17 17:44:15 返信 報告

⼀件落着と思っていたら、まだやっているのでビックリしました。
 さすが研究所ですね。皆さん、探究⼼が違います。（＾＾）

 私なんて⼀応⻑年、印刷業界に籍を置いてる⼈間ですが⾒習わなくてはと反省しております。
 ⼿持ちのフォントを調べましたらMac⽤（OS9以前に対応）で良ければありましたので送付しますが・・・。

Re:ZARDのロゴのフォント名

1663 選択 ALIL.1967 2007-10-17 20:10:44 返信 報告

kaz2313さん、こんばんは
  まだやってました。

 「どうでもいいこと気にするところ ⼆⼈よく似てるね」（『息もできない』）ということで．．．

上のlinotypeのリンクで⽂字の画像ファイルをつくって、⾃選の曲を集めたCD-Rのレーベルなどに印字できますよ
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業界の仕事ではないんですが、ちょっと気になったもので。〜は不問にしましょう。
みなさん、ありがとうございました。また、研究所によらせてもらいます。

Re:ZARDのロゴのフォント名

1666 選択 stray 2007-10-17 21:35:00 返信 報告

ざっと調べたところ、ZARDのロゴは５種類ありました。
 初期の２つは例外として、本スレで取り上げたFriz Quadrataと、

 ⽇本語でいえばゴシック体のロゴと、明朝体のロゴ。

ゴシック体のロゴは、AL「TODAY…」「永遠」「BLEND I」「BLEND II」などに使われています。
 その時々の流⾏と、作品コンセプトによって使い分けていたのかも知れませんね。

ALIL.1967さん、kaz2313さん、ＤＯＭＩＮＧＯさん、GTOさん、
 お付き合い下さってありがとうございます。

 誰かが蒸し返さない限り（笑）、このスレはこれで終了とさせていただきます︕
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