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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

NO.のタイトルコール︕

8731 選択 stray 2008-08-09 10:28:30 返信 報告

oy-miyuさん、こんにちは。
 質問いただいたNO.のタイトルコール︕に関してです。

オープニングの「エヌオーッ!」というタイトルコールの叫びは、
 ナレーターを務める村上遥が「エヌオーッ!」のタイトルコールを叫ぶ回と、

 プロモーションビデオに出演するアーティスト⾃ら「エヌオーッ!」のタイトルコールを叫ぶ回があり、
 タイトルコールを収録していたアーティストは、B'z、ZARD、⼤⿊摩季、宇徳敬⼦、FIELD OF VIEW、PAMELAHなどと⾔

われております。

実際、村上遥さん以外のタイトルコールが６種類確認できましたので、１本に編集しました。
 さあ、どれが泉⽔さんでしょう︕︖（笑）

 ttp://www.filebank.co.jp/wblink/df2b271b8e2c2d0cee15256bc4bdfa3f
 （編集ミスのため削除）
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8732 選択 澄 2008-08-09 12:56:23 返信 報告

stray所⻑様、皆様、こんにちは。

本当にこの中の⼀⼈が泉⽔さんなのですか︖
 何回も聴いてみたのですが︖︖︖です（苦笑）

 こちらの研究所が設⽴して間もない時に、ＮＯ.のタイトルコールの話題があったかと思うのですが
（まだドルチェさんが⻑期出張なさる前だったかな（笑））

 そのすぐ後に所⻑さんがＮＯ.の映像をＵＰしてくれて（泉⽔さんの声、という前振りはありませんでしたが）
 その時のタイトルコールを聴いた時はすぐに”この声はＺＡＲＤだ︕”とわかったのですが、しかし”泉⽔さんのタイト

ルコールですね”と⾔うような話題にはなりませんでした
 ”違うのかなぁ”思いながら当時何回も聴いてみたんですけど”やっぱり間違いないよなぁ”と思いながらＲＯＭしてま

した（笑）
 しかしその映像を保存しておりませんので、何の曲だったか覚えておりません、すみません…

 その時の”声の主”は、こちらには⼊っていないみたいです…
 ”泉⽔さんの声”どれなのか私にはわからないです（苦笑）

Re:NO.のタイトルコール︕

8733 選択 澄 2008-08-09 13:04:06 返信 報告

書き込みし忘れました。
 映像からすると、３番⽬ですよね〜（笑）

 

Re:NO.のタイトルコール︕

8734 選択 stray 2008-08-09 14:35:39 返信 報告

澄さん、こんにちは。

たしかに以前話題にしたことがあります。このスレです。
 http://bbsee.info/straylove/id/949.html
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それっきり探してなかったのですが、改めて聴いてみて、
どれが泉⽔さんなのか、私もさっぱり分かりませんでした（笑）。

 上のファイルは編集ミスで、１つ⽬と６つ⽬が同じものになってます。
 修正しましたので聴いてみて下さい。

http://jp.youtube.com/watch?v=U_EBNTnL8HE

> その時のタイトルコールを聴いた時はすぐに”この声はＺＡＲＤだ︕”とわかったのですが、 
 Ｚ研でアップした映像だとすれば、６つのうちに必ずそれが⼊ってます。

 

Re:NO.のタイトルコール︕

8736 選択 澄 2008-08-09 15:12:42 返信 報告

所⻑さん、修正ありがとうございます。
 今度は”これがＺＡＲＤだ︕”とすぐ分かりました。

 以前の”声の主”でした（笑）
 なので＃８７３３の答えは取り消します（笑）

Re:NO.のタイトルコール︕

8737 選択 stray 2008-08-09 15:52:33 返信 報告

まゆさん、澄さん、こんにちは。

私も６番⽬だと思います。
私が持ってるNO.映像はほとんど６番⽬の声なので、

 それがてっきり村上遥さんの声だと思ってたのです（笑）。
 ZARDの回しか持ってないので、深く考える必要なかったんですね（笑）。

それにしても「地味」というか「⾃⼰主張がない」というか…。
 泉⽔さんの性格を反映してますよね（笑）。

> jp.youtube.com/watch?v=XlEXRrbBSL8 
 > これが宇徳敬⼦の声ですよね。 
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 そのようですね、私が持ってる映像には⼊ってなかったようです。
とすると、男性の声はB'zとFOVだとして、残りの⼥性の声は誰なんでしょ（笑）。

 

Re:NO.のタイトルコール︕

8738 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-08-09 17:06:03 返信 報告

みなさん、こんにちは。お邪魔いたします。

澄さん、まゆさん、はじめまして（ですよね︖）。
 ご挨拶が遅くて申し訳御座いません。

 今後とも、よろしくお願いします。

私も6番⽬のタイトルコールが泉⽔さんだと思います・・・。
 が、声を聞いただけでは、正直分かりませんね（苦笑）。

 ただ、あのちょっと素っ気ない感じは泉⽔さんでしょう︕（笑）
 これは決して悪⼝じゃありません︕（キッパリ）

 でも、そんなところも好きなんだけどね（笑）。
 

Re:NO.のタイトルコール︕

8739 選択 澄 2008-08-09 17:07:14 返信 報告

まゆ様、はじめまして。

>これは、OH MY LOVE ALL SONGSとForever you編でも同じ声ですよね。

すごく詳しいですね〜、私はこちらの以前の皆さんの会話で、タイトルコールのことを知りました。

所⻑様

それにしても「地味」というか「⾃⼰主張がない」というか…。
 > 泉⽔さんの性格を反映してますよね（笑）。 

 > 
ホント、この中で⼀番”普通”ですね。（笑）
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初めの問題の映像は、わざと泉⽔さんの声を⼊れないで
”実はこの中には泉⽔さんは⼊っていません”

 と引っ張っておいて、後から流すのかなぁと思っていました。（笑）

0y-miyuさんが参加する前に答えが出てしまいましたね。（笑）

Re:NO.のタイトルコール︕

8740 選択 澄 2008-08-09 17:15:26 返信 報告

Ｔ２８様、はじめまして。

そういえば答えは、分からないですよね。
 また決め付けてしまう所でした（苦笑）

 でも私もどう聴いても６番しか考えられません。（笑）

Re:NO.のタイトルコール︕

8741 選択 ドルチェ 2008-08-09 18:55:29 返信 報告

みなさん、こんにちは〜♪ まゆさん、はじめまして〜♪

NO.のタイトルコールの話題ですね♡参加させてください（笑）
 そういえば、前も話題になったけど 途中で忘れてました〜

 澄さんに⾔われて気がつきました（笑）
 それよりなにより、澄さんったら隠れ古株さんなんですね♡

タイトルコール聞いてみたけど、泉⽔さんの声全くわからない（︔︔）でもやっぱり６番しか考えられないですよ
ね。

 泉⽔さんの声だけは聞き分けられる⾃信あったのにぃ〜（泣）

Re:NO.のタイトルコール︕

8743 選択 stray 2008-08-09 19:20:25 返信 報告
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皆さん、こんばんは。

⾃分で⾔うのもなんですが、６種類をこの順番で並べて初めて気づく程度の違いですよね（笑）。

> 初めの問題の映像は、わざと泉⽔さんの声を⼊れないで 
 > ”実はこの中には泉⽔さんは⼊っていません” 

 > と引っ張っておいて、後から流すのかなぁと思っていました。（笑） 
 いくら私でも、そこまで意地悪じゃありませ〜ん（笑）＞澄さん

Re:NO.のタイトルコール︕

8744 選択 澄 2008-08-09 20:08:24 返信 報告

皆様、こんばんは。

ドルチェさん
 ＞それよりなにより、澄さんったら隠れ古株さんなんですね♡

 この頃は、今こうして投稿しているなんて全く想っていませんでした。
 まだまだ沢⼭”隠れ古株さん”いらっしゃると思いますよ〜（笑）

所⻑さん
 ”意地悪”ではありませんでしたか〜失礼致しました。（笑）

 以前ＵＰして頂いたＮＯ.は、タイトルコールの話題の後に拝⾒して、意識していたので”この声はＺＡＲＤだ︕”と分
かりましたが

 知らずに拝⾒してたら、きっと分からなかったと思います（苦笑）

Re:NO.のタイトルコール︕

8746 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-08-09 22:18:39 返信 報告

こんばんは、澄さん、まゆさん、みなさん
 以前のことは忘れちゃいましたが、

 ほんと６番⽬でしょうね、エヌオーのヌの声に天使の⾹りを感じてしまいました。（笑）
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NO.のタイトルコール︕とても感激しました☆

8750 選択 oy-miyu 2008-08-09 23:58:43 返信 報告

strayさん、皆様 こんばんは︕
 貴重な情報のご提供有難うございます(^^♪。

 > さあ、どれが泉⽔さんでしょう︕︖（笑） 
 もう結論は出てしまってる様ですが︕︖（笑）。

まゆさん、Ｔ２８さん、初めまして︕
 澄さん、ドルチェさん、アネ研さん、皆様と同じく「6番⽬」でしょうね︕⽀持率100％ さすがZARD Family〜☆

「エヌ・オ〜!」短いコールですが、泉⽔さんらしさを感じます。声の魅⼒が満載ですね。楽しませて頂きました(^_
-)-☆ 

 

Re:NO.のタイトルコール︕とても感激しました☆

8751 選択 カナリヤ 2008-08-10 00:40:03 返信 報告

どれも違うように聞こえました
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