
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

初めまして・・・。

11715 選択 ペケ 2009-01-24 11:49:33 返信 報告

皆さん、初めましてペケと申します。

数年来使っておりますHNが⼤⽂字・⼩⽂字の違いがあるとは⾔え、同じ⽅がいらっしゃったようなの
で、HNは⼀つしかありませんが、仲間内が使っている呼び名が4つ程ありますので、その内の⼀つを使
わせて頂きます。

ZARDのファンと云っても、皆さんのようにイベントに出掛けたり、グッズを集めたりと⾔うような熱
いファンではなく、彼⼥の曲を聴いて⼼癒されるだけで満⾜してしまう者です。それで今までZARDの

ファンサイトすら覗く事も無かったのですが、偶然コチラのサイトに⽬が⽌まり、僅かですが彼⼥の画像でもUPしようかと思
いました。

⾃分がスキャン＆レタッチした画像に関しては本来のHNが⼊っています。もし不都合でしたらお⼿数ですが削除して下さい。

それでは、お邪魔しました。

Re:初めまして・・・。
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11718 選択 saki 2009-01-24 12:54:17 返信 報告

ペケさん、こんにちは〜(^^)/  & はじめましてm(^_^)ｍ

sakiといいます。 これから宜しくお願いしま〜す。

わぉ〜︕︕ 元のＨＮは、ｘｘｘさん、なのですか︖︖︖ す、凄〜〜〜い︕︕
 でも此⽅では、と⾔うより、ZARDファンサイトでは使わない⽅がいいかもですね…（笑）

  
 私も、Ｚ研に御世話になって、1年経ちますけど、ペケさんと同じでイベントとかに参加したことがありません…

 と、⾔うか、ZARDファンになってまだ1年半くらいなんです…  ZARDの事もあまり知りません…ヾ(^^;)ﾁｮｯﾄ〜
 そんな私でも、Ｚ研のみなさんは暖かく迎え⼊れて下さっています。 

 特にstray所⻑さんや、T28部⻑さんには迷惑の掛けっぱなしなんですよ（笑）
 みなさん楽しくて、ココロの広〜い⽅ばかりですので、気楽にお付き合い下さいね︕

それにしても、凄い技術をお持ちなんですね︕ 
 遠慮されずに沢⼭の綺麗な泉⽔さんの画像を此からも⾒せて下さいませ…  ”お騒がせ娘” saki  (^^)/ ﾖﾛｼｸ~!!

ようこそＺ研へ︕

11720 選択 stray 2009-01-24 14:03:29 返信 報告

ペケさん、はじめまして、所⻑のstrayです。

Ｚ研へようこそいらっしゃいました︕
 これはアーティストファイルの表紙ですが、素晴らしいレタッチのスキルをお持ちですね︕

 泉⽔さんのナチュラルな美しさが引き⽴ってます。
 有り難く保存させていただきました。

 ほかにもレタッチものがありましたら、是⾮Ｚ研でご披露下さい。

左下のサインは「xxx」ですか︖ 私にはそう⾒えませんが・・・（笑）

Re:初めまして・・・。

11747 選択 ペケ 2009-01-25 17:00:57 返信 報告
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皆さん、こんにちは。

strayさん、sakiさん、どうもありがとうでした。

レタッチと⾔うよりヘタッチなんですよ（笑）。

去年の春まで、⾃鯖にてレタッチ関連のHPを運営していました。仲間のHPなんかも置くよ
うになり、急激に転送量が増えGBの世界からTBの世界になってしまい、⾊々不都合も出て

来て閉鎖しました。

ZARD関連でスキャン出来るネタをあまり所持していないので、スキャン物は時々って事でご容赦願います。 でな
いと直ぐにサヨナラ状態になりそうです。

過去の画像を⾒せて頂きましたが、合成画系がお好きな⽅が多いようですね。普段はあまり作りませんが、即席で作
ったモノを・・・。

Re:初めまして・・・。

11748 選択 saki 2009-01-25 17:22:13 返信 報告

ペケさん、またまたこんにちは〜(^^)/

ウチの所⻑さんは⽬が良くないので…（笑） （ここだけの話… ちょっと〇眼ぎみなので…
(^^;)ｴﾞﾍﾍ） 

 所⻑さんの為だけに、イニシャルのとこだけ⼤きくシャープにした画像をUPさせて下さい… 
ごめんなさ〜いm(_ _)m 

 所⻑ッ︕︕ これなら解りますか︖︖（笑）

それにしても、綺麗な泉⽔さんですね〜 はぁ〜 ｳｯﾄﾘ ♡
 いつか、加⼯画に使わせて頂いても宜しいでしょうか︖  

 他にも、あるみたいなので楽しみにしています。

加⼯画もお上⼿ですね〜︕︕ 私もまだまだ勉強中ですので⾊々教えて下さいね、
 ⾊んな技術をお持ちの⽅とお話出来るのは、わくわくしちゃいます。

 レタッチの技術なんかも、お暇があったら教えてちょうだい♡ (=^・^=)ｺﾞﾛﾆｬﾝ
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Re:初めまして・・・。

11752 選択 stray 2009-01-25 18:20:25 返信 報告

ペケさん、こんばんは。

⾃サーバでHP運営とは本格的だったんですね︕
 ペケさんのペースで、うちのお騒がせ娘（sakiさん）にも技を教えてやって下さい（笑）。

 この油絵⾵のレタッチもいいですね〜、こういうの私は⼤好きなんです︕
 即席でこれだけ作れるなら、やはり相当の腕ですね・・・

sakiさん、こんばんは。

⼤きくしてくれてありがとさん（笑）。
 な〜るほど、XXX ですね。

 ⿊いところは⽂字影だったんですね、私には３つの波にしか⾒えませんでした（笑）。
 

ペケさん、初めまして︕

11757 選択 チョコレート 2009-01-26 10:29:16 返信 報告

ペケさん、初めまして︕私、Z研をうろついている(笑)チョコレートと申します。よろしくお願いしますね。
 週末は留守にしていまして、ごあいさつが遅れました〜。

 ⾒慣れたアーティストファイルの表紙ですが︕︕︕ペケさん、すごいですね〜︕ビックリしました。
 美しすぎるー(笑)。でも、本当の泉⽔さんは、こんな感じなのかなぁ〜なんて思いました。

 ありがとうございました。また良かったら、美しい(本来の︖)泉⽔さんを⾒せてくださいね。

Re:初めまして・・・。

11769 選択 ペケ 2009-01-26 20:52:18 返信 報告

皆さん、こんばんは。

strayさん、sakiさん、チョコレートさん、どうもありがとうでした。
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3連投です。⾒習いから所員への昇格を⽬論んでいます（笑）。

まだ3回⽬ですが、早くも馴れ馴れしいモードにしますね。

strayさん、stray所⻑って呼ばせてもらいます。流⽯、泉⽔さんと同じように油絵なんかがお好きなんですね。レタ
も初⼼者マークが中々外せない状態では、教えられる⼈は⼤変ですよ（笑）。

 ロゴがXXXに⾒えないってギャグじゃなかったんですか︖。⾃分もPCに向かう時間と共に視⼒が低下しています
（泣）。

sakiさん、最初はJKかなと思っていましたが（謎）、ギャラリーを⾒てビックリ︕ ⼈妻さんでお⺟さんだったので
すね。saki姉さんと呼ばせて頂きます。うっかりsakiちゃんなんて⾔わずに良かった（笑）。

 もの凄いセンスで沢⼭の画像を作られているのに驚きました。発想が泉のように溢れてくるのですね。そう云う意味
では、saki師匠とかsaki先⽣ってお呼びしないといけないのですが、敷居が⾼くなるのでお姉さんって事に・・・。

 画像は、お好きに使ってくださいよ︕ スキャンやレタと云っても、所詮⼈様の作品のコピーに過ぎませんからね。
ネットにＵＰしたらどうなろうがお構いなしです。 ⾃分も⾊々頂くかも︖（勝⼿に）。

Re:初めまして・・・。

11770 選択 ペケ 2009-01-26 20:52:56 返信 報告

何かコメが多いって弾かれますので、2回に分けて（笑）。

チョコレートさん、初めましてペケと申します。 良いＨＮですね〜チョコレートは⼤好
きです。男のクセに洋菓⼦系が好きで、毎度⾍⻭に悩まされています（笑）。泉⽔さんは
年を重ねる毎にキレイになって⾏きましたよね。40代がその美しさの頂点になったかも知
れないのに残念です。

 今後ともよろしくお願いします。

今⽇は、カレンダーでお茶を濁しておきます。

何⽅か「Le Portfolio」  「10°〜decimo〜」なんかをスキャンしてＵＰしてくれたら嬉しいな←⾃分で買えって
⾔うのはない⽅向で（笑）。

Re:初めまして・・・。
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11776 選択 stray 2009-01-26 23:32:16 返信 報告

ペケさん、こんばんは。

ネタじゃなくホントに細かいのは⾒えないんです（笑）。
 このBBSは、最⼤2,000字の制限がかかっていますので、
 ⻑⽂はお⼿数ですが、分割してご投稿下さい。

> 3連投です。⾒習いから所員への昇格を⽬論んでいます（笑）。 
 ん〜、今のところ所員定員は充⾜しているのですが（笑）。

  
>何⽅か「Le Portfolio」  「10°〜decimo〜」なんかをスキャンしてＵＰしてくれたら嬉しいな←⾃分で買えっ
て⾔うのはない⽅向で（笑）。 

 買えるものをアップして、営業妨害で訴えられると困るので、⾃分で買って下さい（笑）。
 

Re:初めまして・・・。

11788 選択 ペケ 2009-01-27 19:47:41 返信 報告

皆さん、こんばんは。

stray所⻑、2000⽂字も打ったかな︖（笑）。 沢⼭あるZARD関連のHPの中からZ研を選んだ
理由の⼀つに、ペケが⾃分のHPや仲間のHPを作った時に使っていたFLASH素材の同じ物が沢⼭
あって懐かしい感じがしたからなんですよ。

それなのに早くもお払い箱になるとは・・・明⽇から仕事探しに⾏きます（笑）。

あっ、謎が解けました︕ 所⻑は、ZARDの名を借りて美⼈ばっかり集めて、ご⾃⾝のハーレム
を作りたかったのですね︕ それで男には冷たいと（笑）。

saki姉さん、コチラで・・・。 とんでもないです、sakiちゃんなんて、泉⽔さん似ともなると平伏すしか（笑）。

レタ仲間から１枚素キャンを頂きましたのでそれをレタしたものを・・・。

Re:初めまして・・・。
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11790 選択 stray 2009-01-27 20:09:01 返信 報告

ペケさん、こんばんは。

たぶん1,000字も打ってないと思います（笑）。
 おそらく、改⾏も30〜40字相当にカウントされるんじゃないかと。

 Ｚ研ＨＰ作成ソフトを使わず（タグ打ち）、ほとんど無料の素材を使っていますので、
 「あっ︕うちと⼀緒さ︕」というのは、私もよく経験しますよ（笑）。

> あっ、謎が解けました︕ 所⻑は、ZARDの名を借りて美⼈ばっかり集めて、ご⾃⾝のハーレ
ムを作りたかったのですね︕ それで男には冷たいと（笑）。 

 ぎゃはは、男が男にやさしくして勘違いされても困りますしぃ・・・（笑）

このレタは⼀⾒何もしてないように⾒えますが（笑）、
 皆さん、元画を上げますので、⼤きく拡⼤して⽐べてみて下さい。

 凄いです︕

Re:初めまして・・・。

11795 選択 cool 2009-01-27 22:10:16 返信 報告

こんばんは。

strayさん、この上げてくれたレタッチ画は⼀体何をやっている
んでしょうか︖⾒⽐べても素⼈には、わかりませーん＞＜

 ペケさんの画像は、分かるのですが…

唯⼀、分かった事は、strayさんはそっちの趣味は
 ありませんよ〜しか分かりませんでした。(笑）

Re:初めまして・・・。

11797 選択 stray 2009-01-27 23:24:58 返信 報告

coolさん、私の書き⽅が悪うございましたm(_ _)m
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「このレタは⼀⾒何もしてないように」の
「このレタ」＝ペケさんの作品（#11788)のことで、
私がアップしたのは（#11790)その元画ですから、

 『何もしていない』が正解です︕（笑）
 

Re:初めまして・・・。

11800 選択 cool 2009-01-27 23:39:07 返信 報告

strayさん
 ＞coolさん、私の書き⽅が悪うございましたm(_ _)m

いやーツッコミでは無く、本当に分からなかったんですよ︕
 ⾃分の⽅が、ボケてました(笑）

画像を⾊々と光彩やコントラストなんかをさげてみて
 画像に細⼯してあって、てっきり透かしが浮き上がりで

 ZARD命とか⼊っているのかと思いました（汗）

Re:初めまして・・・。

11820 選択 ペケ 2009-01-28 19:42:06 返信 報告

皆さん、こんばんは。

stray所⻑、流⽯、違いが分かる男ですね〜インスタントコーヒーはゴ
ールドブレンドでしょうか︖（笑）。

今⽇、就職活動して来ましたが、Z研の給料とか福利厚⽣を聞いていませんでした（笑）。⽐べようがないので伺って
おかないと・・・。

coolさん、初めまして。今後ともよろしくお願いします。

所⻑にそっちの⽅の趣味があっても、⽴場上此処では⾔えないかと︖（笑）。

xs4pedさん、初めまして︕
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⼤した物はUP出来ませんが、今後ともよろしくお願いします。

す、すごい︕︕︕

11825 選択 stray 2009-01-28 20:25:22 返信 報告

ペケさん、こんばんは。

こ、これは、すごすぎ︕ 
 レイヤーが73枚も︕︕︕
 頂戴してよろしんですか︖ お⾦は払いませんよ（笑）。

 さっそくトップ画像を⼊れ替えますから、
 返してくれ︕って⾔わないで下さいね︕（笑）

 どうもありがとうございます。感謝、感謝です。

> stray所⻑、流⽯、違いが分かる男ですね〜インスタントコーヒーはゴールドブレンドでしょうか︖（笑）。 
 はい、インスタントはゴールドブレンドです。

 100g瓶を498円で特売する⽇しか買いませんが（笑）。

> 今⽇、就職活動して来ましたが、Z研の給料とか福利厚⽣を聞いていませんでした（笑）。⽐べようがないので伺
っておかないと・・・。 

 ぎゃはは（笑）、給料は無給なんですが、福利厚⽣が凄いです︕（笑）
 詳しくは所員から聞いて下さい（笑）。

すごすぎるっ︕

11834 選択 チョコレート 2009-01-29 09:03:33 返信 報告

ペケさん、所⻑さん、皆さん、おはようございます。
 眠い⽬をこすりながら毎朝、Z研に来る私ですが(笑)、今朝はなんだか眩しいっ︕︕ん︖︖

 Z研のロゴの部分が光を放っているじゃありませんか︕(笑)
 あれ︖ここ、こんなに光っていたかな︖･･･私が眠いせい︖(笑)

 しばらく考え込んでいたのですが、BBSでペケさんの仕業だとわかりました(笑)。
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すごすぎますね〜。ビックリです。研究所の格があがったような･･･不思議ね(笑)。
技術的なことは、いつもさっぱりわからないチョコですけれど(笑)、とってもすごいことはわかりました〜(笑)。

 

Re:初めまして・・・。

11844 選択 ペケ 2009-01-29 20:25:32 返信 報告

皆さん、こんばんは。

stray所⻑、お気に召されましたか︖。他社でZ研に採⽤される為には、所⻑に貢ぎ物が必要だとアドバイスを頂きま
したので（笑）。

無給でもいいですよ︕ 逆に⼀⼝幾らかの出資⾦を取られるのかと思っていましたから・・・（笑）。

チョコレートさん、チョコさんでいいですか︖。 GIFアニメって⼤した技術はいらないですよ︕ 1枚の画を少しず
つ変化させて、パラパラ捲る形で画が動いたり光ったりして⾒えるだけで・・・。

レスにさりげなく、ZARDの曲名を⼊れられる辺りは憎いですね︕（笑）。

Re:初めまして・・・。

11845 選択 ペケ 2009-01-29 20:26:34 返信 報告

アネ研さん、初めまして、今後ともよろしくお願いします。

まだ初⼼者の域を脱しませんが頑張ります。

sakiちゃん（素直でしょう）、失礼かなと思ってお姉さんにしたのに（笑）。

GIFの達⼈でもあるのですね︕ 今後が楽しみです。 明るい元気な性格からして、ナイ
ーブで落ち着いた雰囲気の泉⽔さんとは違うかなとは思っていました。

どちらかと⾔うと、蒲池幸⼦さん時代に似ているのでは︖。 周りの⼈の証⾔では、明るく活発な感じだったようで
すから・・・。年齢と共にsakiちゃんも泉⽔さんのように綺麗になると云う事に（笑っちゃダメか）。

それでは、蒲池幸⼦さん時代の画です。 此処の空気を読んで無難なカットで・・・。
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Re:初めまして・・・。

11848 選択 stray 2009-01-29 21:26:20 返信 報告

ペケさん、こんばんは。

連⽇のレタ画アップありがとうございます。
 ↑のレタは難しかったんじゃないでしょうか︖
 髪の⽑をかきわけて”おでこ”の部分を修正するのが。

 写真集「NOCTURNE」撮影当⽇は、お肌の調⼦がよくなかったようで、
 おでこに”にきび”が⽬⽴ちます（笑）。

> 他社でZ研に採⽤される為には、所⻑に貢ぎ物が必要だとアドバイスを頂きましたので（笑）。 
 ぎゃはは︕ どこでそんなネタを仕込まれてきたのか・・・（笑）

> 無給でもいいですよ︕ 逆に⼀⼝幾らかの出資⾦を取られるのかと思っていましたから・・・（笑）。 
 定員を満たしてるので、マジで所員募集はしていないんです。

Re:初めまして・・・。

11850 選択 cool 2009-01-29 22:25:03 返信 報告

strayさん、ペケさん、みなさん、こんばんは。

>写真集「NOCTURNE」撮影当⽇は 
 >お肌の調⼦がよくなかった 

 へ〜よくご存じで…
ちょっとやってみました。

 やり過ぎると、のっぺりしてしまうので
 この位でしょうか︖

ところで、ペケさんの書込を⾒て
 思わず笑ってしまいましたo(〃＾▽＾〃)oあははっ♪
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strayさんとペケさんの会話がヒートアップする展開を
期待しています(笑）

綺麗なGIFタイトルが変わったというとで、格が上がり
 もう⼀押しのような感じがするのでペケさん、所員

 頑張って下さい(笑）

凄いです︕

11852 選択 xs4ped 2009-01-30 00:10:38 返信 報告

ペケさん、こんばんは。

> 何⽅か「Le Portfolio」「10°〜decimo〜」なんかをスキャンしてＵＰしてくれたら嬉しい
な←⾃分で買えって⾔うのはない⽅向で（笑）。 

 「10°〜decimo〜」は半分以上、ネット上にUpされてるので、拾って来れば︖(笑)
 ⼀昨⽇、待望の「10°〜decimo〜」を⼊⼿しました。(^_^)v

 > ⼤した物はUP出来ませんが、今後ともよろしくお願いします。 
 ♯11820のGIF凄いですね。(◎o◎)

 此れで⼤した事が無い(73枚)とは、今後も期待しちゃいますよ︕(笑)
 私は10枚も作ると段々、嫌に(イライラ)なって来ますね。(笑)

 ♯11845も綺麗ですね〜(^.^)
 出来れば此れも(Up画)綺麗にして頂けると有り難いのですが・・・(蒲池幸⼦時代のお気に⼊りの⼀枚です)

Re:凄いです︕

11855 選択 saki 2009-01-30 12:18:46 返信 報告

みなさん、こんにちは。

ペケさんや、coolさんの真似して修正してみたけど…

お⼆⼈のように、綺麗にする事が出来な〜い (T_T)ｸﾔｼｲ〜︕

私は、Photshopで⼿書き修正なんですけど… 何か特別な機能を使っておられるのでしょうか︖
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Re:初めまして・・・。

11857 選択 匿名 2009-01-30 14:05:31 返信 報告

ペケさん 初めまして。

素晴らしいレタッチ技術を拝⾒させてもらいました。
 もちろん、「ペンタブレット」を使⽤しているのでしょうね。

 まさか、マウス︖ ありえないですね。
 

Re:初めまして・・・。

11858 選択 ペケ 2009-01-30 20:03:18 返信 報告

皆さん、こんばんは。

stray所⻑、ペケのスキャナーは、かなり旧式で主流になっているCCDじゃなくCIS式なので、
読み取りが（どの解像度でも）弱く、細かいものよりノイズやモアレが勝るので、レタの基本
はノイズ取りなんです。それでニキビやシミ、ソバカスなんて関係なくなります（笑）。

採⽤の件は冗談ですよ︕ これでも⼆⼗箇所位（HP、BBS、BLOG）に籍を置いていますので
（半分は休職中）、⾷べて⾏くには困りませんからね。此処はネタ切れしたら⾃然に消え去り
ますのでご安⼼下さい（笑）。

coolさん、早業ですね︕ 此処へ来てから画像弄りより所⻑弄りの⽅が⾯⽩くなりました（笑）。

xs4pedさん、拾わなくても優しいxs4pedさんが、スキャンしてUPして下さるでしょうから（笑）。
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こんな感じですが、何もしないよりマシって事でご容赦の程を・・・。

Re:初めまして・・・。

11859 選択 ペケ 2009-01-30 20:04:42 返信 報告

sakiちゃん、⼿書きでレタ︖。⼥性は毎⽇、化粧と⾔うレタをご⾃⾝の顔で腕を磨かれて
いるのでスゴイですね。普通は、暈しやシャープ、ノイズ等のフィルタ処理と⾊調補正が
中⼼になります。

レタの⼿法は、⼗⼈⼗⾊で決まったやり⽅はありません。プロの⽅達でも正反対の処理を
される事もあります。

此処はZARD研究の場所なので、所⻑の許可でも下りれば、泉⽔さんの綺麗な画像を普及させる為のレタスレを⽴て
ようかと思っています（笑）。

匿名さん、初めまして、よろしくお願いします。

お察しの通りペンタブ使いです。最初はマウスオンリーでしたが、使い⾟い局⾯も出て来ましたので、ただ安物なの
でイマイチですが・・・。

今⽇は⼿抜き（笑）。

Re:初めまして・・・。

11860 選択 匿名 2009-01-30 20:50:03 返信 報告

 
> 匿名さん、初めまして、よろしくお願いします。 

 > 
> お察しの通りペンタブ使いです。最初はマウスオンリーでしたが、使い⾟い局⾯も出て来ましたので、ただ安物な
のでイマイチですが・・・。 

 > 
> 今⽇は⼿抜き（笑）。
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ご返答ありがとうございます。
レタッチやり過ぎると、⼀⽬瞭然ですね。

初めまして★

11865 選択 皐 2009-01-30 23:55:55 返信 報告

ペケさん、初めまして︕皐と申します☆ﾐ

レタッチの腕前が物凄いですね︕︕ほんっとビックリ&感動しました︕(◎’∀’◎)
 私もsakiさんや天使さん同様、加⼯画を作っています。

 なので、こうした画像を加⼯したものを⾒るとワクワクするんですよね☆ﾐ
 他にGIFアニメーションまで⾼技術の作成をされていて、圧巻でした︕

ペケさんは洋菓⼦に⽬がないとのことなので、お話も合いそうですね〜(*≧∇≦*)(笑)
 挨拶まで時間がかかってしまいましたが、どうぞよろしくお願いしますね☆ﾐ

そうそう︕⾔い忘れていましたが、私にも何かあだ名(︖)つけてくれますか︖(笑)
 ちなみに、読みは皐(さつき)といいます(*^u^*)

Re:初めまして・・・。

11868 選択 xs4ped 2009-01-31 03:00:33 返信 報告

ペケさん、こんばんは。

> xs4pedさん、拾わなくても優しいxs4pedさんが、スキャンしてUPして下さるでしょうから
（笑）。 

 写真集が厚い為、ページを切り取らないと、巧くスキャン出来ないので、表紙だけでご容赦願い
ます。<m(__)m>

 スキャン技術が無いので、全⾃動モードでスキャンしました。(笑)
 拾い物ならUp出来ますが・・・(笑)

 > こんな感じですが、何もしないよりマシって事でご容赦の程を・・・。 
 綺麗な幸⼦さん(泉⽔さん)を有り難う御座います。(^.^)
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Re:初めまして・・・。

11869 選択 saki 2009-01-31 08:29:15 返信 報告

ペケさん、おはよう(^^)/

ノイズの除去を使って修正してみたよ〜(^^)/ ヒントをありがと〜︕︕
  

 少しは良くなった︖︖

お仕事⾏って来ま〜す。ルンルンo(^o^)o

Re:初めまして・・・。

11871 選択 stray 2009-01-31 11:05:33 返信 報告

sakiさん、こんにちは。
 #11855は、お顔と⾸の⾊が違いすぎて舞妓さんみたいですよ（笑）、20点。

 #11869はとっても良い仕上がりだと思います、80点。
 やっぱり⼈から習うのって⼤切だねぇ（笑）。

coolさん、こんにちは。
 #11850はお⾒事ですね〜、とくに右半分の陰影が。

 ”もう⼀押し”ですか（笑）。どこをどのように押したらいいのか、教えてちょ︕（笑）

ペケさん、こんにちは。
 最近の薄型スキャナーはCCD式だったんですか、知らなかった（笑）。

なるほど、必要に迫られてのレタ技術だったんですね、納得です。
 新しいスキャナー購⼊して下さい（笑）。

 このスレは⻑くなったので、新しくレタスレを⽴てて、是⾮sakiさんに技術を伝授して下さい。
 教材はいくらでも提供しますので（笑）。

皐ちゃん、プチお久しぶり。
 あだ名︖ あるじゃない、パパが付けたのが︕（笑）
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ペケさんの技術、凄いよねぇ〜。
レタ講座をお願いしたので受講してね︕

xs4pedさん、こんにちは。
 お気に⼊りの画像、⾒違えましたネ︕（笑）

 私もスキャンは何も考えずに「全⾃動モード」です（笑）。
 雑誌類で裏のページが透けてしまう時だけ、明るさを調整しますけど。

strayさんへ

11873 選択 saki 2009-01-31 13:26:06 返信 報告

strayパパ、こんにちは〜(^^)/

お昼休みに携帯からピコピコしてま〜す。
 20点の画像は、作るのに１時間以上掛ったのに…

 80点のは、5分⾜らずで出来たんです(^_^)v
 うまく出来た時は、⾶あがって喜んじゃいましたよ〜(^^)/

ほ〜んと、ペケ様さまですね〜。m(^^)m

Re:strayさんへ

11875 選択 cool 2009-01-31 17:03:09 返信 報告

sakiさん、strayさん、みなさんこんにちは。

ペケさんの書込で分かったなんて、凄〜い︕︕
 ⾃分だったら、更にヒントおくれと注⽂してましたよ。

 こう⾔うのって、答えが分かると、なんだーと
 拍⼦抜けするですよね。

あえて⾔うなら、コントラスト調整やノイズを取ると
 ぼんやりしがちなので、最後にシャープを軽く

 掛けて仕上げた⽅が、いいような気がします。
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 ペケさんも仰っているように
⼈によって、やり⽅も⾊々ありますし。

 今の修正画像でも充分ですよ〜。

> 20点の画像は、作るのに１時間以上掛ったのに… 
 最初のは、そんなに時間を掛けたんですか︕

 案外、負けず嫌いなんですね〜(笑）
 ⼈の気も知らないで、strayさんは、舞妓さん⾒たいとか⾔ってるし…(笑）

 きっと厳しく⾔い、やる気をかき⽴てているんでしょうね︕「負けないで」って(笑）

coolさんへ

11877 選択 saki 2009-01-31 18:14:38 返信 報告

 
coolさん、こんばんは〜(^^)/

>今の修正画像でも充分ですよ〜。 
 ありがとうございます。 そう⾔って頂いて嬉しいですo(^o^)o

 今度は、coolさんのアドバイスのように、シャープを軽く掛けてやってみますね(^_-)-☆
 私、Photshopのマニュアル持っていなくて、どんな時にその機能を使うのかよく解っていないんです…(^^;)

 ですから、知らない機能の使い⽅が解った時には、とても嬉しくて、ペケさん、coolさんに感謝︕感謝︕感謝︕で
す。

ウチの所⻑は、⻑⼥の私にはと〜っても厳しくて、次⼥の皐さんには、いつもデレデレなんですよ〜 ┐(-｡ｰ;)┌ﾊｧ~ｧ
 まぁ〜グダグダの⻑⼥としっかり者の次⼥だから、仕⽅ないんですけどね〜(>_<)

sakiさん、coolさんへ

11879 選択 stray 2009-01-31 19:05:03 返信 報告

sakiさん、coolさん、こんばんは︕
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⻑⼥には厳しいんだよねぇ、しっかりしてないからだけど（笑）。
Photoshopの How To本はたくさん出てますし、ver.が古ければ

 ブックオフで安く⼊⼿できると思います。
 私はマニュアルがあっても読まない派ですが（笑）、機能が多すぎて覚えきれないです。

 

パスワード︓  編集  削除

Powered by bbsee.info. Copyright © 2005-2022
HTML generated at 2022-09-23 12:44:15 (0.038 sec).

https://bbsee.info/

