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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

でかいラジカセの謎
617 選択 stray 2009-08-20 20:42:32 返信 報告

皆さんこんばんは。

今⽇は Sg「永遠」の発売⽇です。
 ”泉⽔坂”の謎解き、懐かしいですね、goroさん︕（笑）

PVで、泉⽔さんが何でこんな⼤きいラジカセを持っているのか疑問でしたが、
 会報30号に答えがあったんですねぇ（笑）。

Re:でかいラジカセの謎

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧HOME

https://zard-lab.net/
https://zard-lab.bbs.fc2.com/
https://fc2.com/
javascript:;
https://zard-lab.net/rule.html
https://zard-lab.net/log-8.pdf
https://zard-lab.net/log-7.pdf
https://zard-lab.net/log-6.pdf
https://zard-lab.net/log-5.pdf
https://zard-lab.net/log-4.pdf
https://zard-lab.net/log-3.pdf
https://zard-lab.net/log-2.pdf
https://zard-lab.net/log-1.pdf
https://bbsee.info/straylove/
https://zard-lab.net/snm.html
https://zard-lab.net/another.html
https://zard-lab.net/lyrics.html
https://zard-lab.net/ekimero.html
https://wezard.net/zardlive/
mailto:info@zard-lab.net
javascript://%E6%8A%95%E7%A8%BF%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%92%E9%96%8B%E3%81%8F
https://bbsee.info/newbbs/?edt=on
https://bbsee.info/newbbs/id/617.html
https://bbsee.info/newbbs/id/617.html?edt=on&rid=617
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=617
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/5d44ee6f2c3f71b73125876103c8f6c4.jpg
https://bbsee.info/newbbs/manage/
https://bbsee.info/newbbs/rules/
https://bbsee.info/newbbs/slideshow/
https://bbsee.info/newbbs/album/
https://bbsee.info/newbbs/list/
https://bbsee.info/newbbs/
https://zard-lab.net/bbs.html


618 選択 stray 2009-08-20 20:44:32 返信 報告

 
泉⽔さんのインタビューは（笑）が多くて好きだなぁ（笑）。

Re:でかいラジカセの謎
619 選択 stray 2009-08-20 20:49:33 返信 報告

 
CDN 「Falling of the rain」

http://www.filebank.co.jp/filelink/dc9fa379cb83b88f44fad4fea1d0cf38

Re:でかいラジカセの謎
620 選択 アネ研 2009-08-20 22:27:25 返信 報告

こんばんは、所⻑、みなさん
 昨⽇はみなさん、お疲れさまでした。

 また、盛り上がりましょうね。（笑）
 HK,

 えっ︕これって、でかいラジカセだったんですか︖
 てっきりボストンバックと思ってました。

 ニューヨークの○⼈たちが、肩に⻑くてでかいラジカセをかついでる映像は⾒たことありましたが、それだったとは。
（笑）

 これからも、意外な話題教えてくださ〜い︕（笑）

Re:でかいラジカセの謎
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621 選択 stray 2009-08-20 22:55:12 返信 報告

アネ研さん、こんばんは。

永遠PVでは分かりづらいかも知れませんね。
 Making of 永遠 には、はっきり映ってますよ〜（笑）。

しかし、このラジカセ、ゆうに10kg以上ありそうな⼤きさですよね。
 かわいそうに・・・（笑）

Re:でかいラジカセの謎
622 選択 カーディガン 2009-08-21 00:27:55 返信 報告

所⻑、みなさん、こんばんは︕

なるほど、これラジカセだったんですか。記事は読んだことありましたが、流しておりました^_^;あんまり会報は読まな
いほうですので、気になりませんでしたが(笑)

 所⻑、謎解き、お⾒事でした!(^^)!

泉⽔さんは、荒野でアカペラで歌うつもりだったんでしょうか︖

Re:でかいラジカセの謎
623 選択 MOR 2009-08-21 01:42:01 返信 報告

みなさん、おはようございます。

私もアネ研さんと同じでボストンバッグだと思っていました。
 この場所でラジカセですか。

 まぁ、「バッグ持ってどこ⾏くんだろう」と⾔う疑問は当初から持っていましたが・・・。
 では改めて、「ラジカセと共にどこへ⾏く」︖。

strayさんの⾔っている通りPVでは気づきませんね。
 でも今回の話題で気づいた事。
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それは”ラジカセの下に電源ケーブルがぶら下がっている”。
違いますかね︖。

因みにこのPV、蛇⾏運転に⾒えるのは私だけなんだろうか。

追伸
 先⽇は楽しそうな宴を開催していましたね。

 私は「バーチャル︖、リアル︖」と、頭の中に︖︖︖︖︖がいくつも出てきたので、横⽬で⾒ながら素通りしました。(^
_^;)

  

Re:でかいラジカセの謎
624 選択 チョコレート 2009-08-21 09:37:50 返信 報告

所⻑さん、アネ研さん、カーディガンさん、MORさん、皆さん、こんにちは︕

私も⼤きなボストンバッグ︖︖と思ってました(汗)。
 ええ〜〜〜っ︕︖ラジカセだったの︖︖気づきませんでした(笑)。

 だって･･･いくら⾞で旅をしている⼈も、さすがにこんな⼤きなラジカセは持っていかないでしょう︖︖(笑)
 泉⽔さん、いくらなんでもワイルドでタフ過ぎる⼥性では･･･(笑)。

”泉⽔坂”の謎解き、私は読むだけでハラハラドキドキでしたけど、楽しかったなぁ〜。またこんな謎解き、したいですよ
ね(笑)。

MORさんへ
 >先⽇は楽しそうな宴を開催していましたね。 

 >私は「バーチャル︖、リアル︖」と、頭の中に︖︖︖︖︖がいくつも出てきたので、横⽬で⾒ながら素通りしました。
(^_^;) 
ぎゃははは︕MORさんの頭の中、︖マークでいっぱいになりましたか(笑)。

 Z研では時々この⼿のお遊び企画があります(笑)。
 妄想ではありますが、かなり楽しめるので(笑)、次回はMORさんもぜひぜひ、ご参加下さいね。

 ちなみに、次回は9⽉9⽇Z研2周年パーティーの予定です(笑)。
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Re:でかいラジカセの謎
625 選択 Miya 2009-08-21 18:02:28 返信 報告

こんばんは︕

> PVで、泉⽔さんが何でこんな⼤きいラジカセを持っているのか疑問でしたが、 
 > 会報30号に答えがあったんですねぇ（笑）。

皆さんと同じくトランク(寅さんではない︕）などと思っていました。
 まさしく10キロはありそうですね。

 本当に可哀そう…。

私は今夜10キロはあるdeuterのザックを背負い⽩⾺岳へ。
 何⽅が⾒ても可哀そうにとは思いません。 (ToT)/~~~~
 

Re:でかいラジカセの謎
626 選択 xs4ped 2009-08-21 19:55:21 返信 報告

strayさん、皆さん、こんばんは。

どうやら“ボストンバッグ”派が多いようですね。(笑)
 確かに#621の画像(PV)を⾒ないと“ボストンバッグ”に⾒えますよね。

 以前#621の画像(PV)を⾒た時“ラジカセ”だった事に気付いたけど、脳内が“ボストンバッグ”派になっている(インプット
されている)のですっかり忘れてました。(笑)

 #621の画像(PV)はた〜まにしか⾒ないので、その内忘れてまた、“ボストンバッグ”派に戻りそうです。(笑)

Re:でかいラジカセの謎
627 選択 stray 2009-08-21 20:25:07 返信 報告

カーディガンさん、MORさん、チョコレートさん、Miyaさん、xs4pedさん、こんばんは。

皆さんラジカセだって気づいてなかったんですか︕ 困るなぁ（笑）。
 前に⼀度話題にしてるのに・・・
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http://zard-lab.net/pv/11537.mht（#11568）

私も会報は斜め読み派ですが、どこかに書いてあったはずだと微かな記憶があって、
 ⼀⽣懸命探しました（笑）。ラジカセだと気付いていない⼈は、この記事を読んでも
 チンプンカンプンだったでしょうね（笑）。

> 私は今夜10キロはあるdeuterのザックを背負い⽩⾺岳へ。 
 > 何⽅が⾒ても可哀そうにとは思いません。

ぎゃはは︕ 肯定すると怒られそうなので⽌めておきますが（笑）、
 Miyaさん、気をつけて⾏って来て下さいね〜︕

MORさん、電源ケーブルを巻いて縛ってあるんじゃないでしょうか。
 きっと、本体からケーブルが抜けないタイプなんでしょうね（笑）。

Re:でかいラジカセの謎
628 選択 goro 2009-08-21 22:16:03 返信 報告

strayさん みなさん こんばんは
 無気⼒病、早く治るといいですね(笑)。いつものstrayさんみたいにバンバン豊富な話題を振りまいて下さい。頑張って下

さい︕
 sg「永遠」の発売⽇でしたね。昨年はエリミラージの「泉⽔坂」を研究できて楽しかったです。

 本当に懐かしいです。また近いうちに⾏ってみたいものです。
 荒野を歩く泉⽔さんが持っているものはラジカセだったんですね(笑)。

 お洒落な旅⾏カバンだと思っていました。永遠のＰＶは昨年の研究で夢の中に出てくる程⾒たんですが・・・。
 ＃６２１を⾒ると確かにラジカセですね。ミスマッチと⾔えばミスマッチですが、荒野に⾚いスーツにラジカセ・・・。

泉⽔さんの感性には圧倒されてしまいます(笑)。
しかしながら、この永遠のＰＶは最⾼です。私の幼き︖若き︖頃の冒険⼼を⽬覚めるものでしたから。嗚呼︕また泉⽔坂
に⾏ってみたいな〜︕

 

Re:でかいラジカセの謎
630 選択 stray 2009-08-22 20:49:14 返信 報告
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goroさん、こんばんは︕

えぇ〜、死ぬほどPVを⾒たはずのgoroさんも気づいてなかったんですか︕ 困るなぁ（笑）。
 goroさんと⼀緒に謎解きさせてもらったおかげで、実際に⾏った気分というか、

 ⾃分でこのPVを撮影したような気分を味わえました（笑）。

今度エルミラージに⾏くことがあったら、この場所の特定もお願いしますよ（笑）。
 って、カバン持ちでついていっちゃうかも（笑）。

Re:でかいラジカセの謎
644 選択 Miya 2009-08-24 22:08:41 返信 報告

こんばんは。
 昨晩帰りました。

> > 私は今夜10キロはあるdeuterのザックを背負い⽩⾺岳へ。 
 > > 何⽅が⾒ても可哀そうにとは思いません。 

 > 
> ぎゃはは︕ 肯定すると怒られそうなので⽌めておきますが（笑）、 

 > Miyaさん、気をつけて⾏って来て下さいね〜︕

10キロはあるdeuterのザックの中⾝のひとつです。
 ガスでお湯を沸かしお茶にしました。

 お供はこれで〜す。

お天気も良く楽しい⼭歩きでした。 (^_^)/~
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