
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

息もできない

12510 選択 stray 2009-03-01 14:10:31 返信 報告

皆さんこんにちは。

少し早いですが、３⽉４⽇発売の「息もできない」発売⽇企画です。
 ＰＶロケ地は、ロサンゼルスのベニスビーチ。

 イタリア出⾝の不動産家 Abbot Kenney が、故国イタリアの⽔の都ベニスを模して
 ⽔路（運河）を設けたリゾート地としてこの地を開発したことに由来します。

goroさんがレポートを作成して下さってますが、まだ謎が残ってるようです(笑)。
 この画像で謎が解けるといいですが・・・

 ⾚丸印が泉⽔さんでしょうか︖
 

Re:息もできない

12511 選択 stray 2009-03-01 14:13:37 返信 報告
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「Making of 息もできない」的な、別ver.のＰＶ（NO.）

 ttp://www.filebank.co.jp/wblink/5d610de83ad2d92afbda5149e29a108a
 

Re:息もできない

12525 選択 stray 2009-03-01 19:12:26 返信 報告

 
ジャケ写の撮影地はどこなんでしょうね︖

ジャケ写で⾒る限り⿊髪ですが、これを⾒ると部分的に⾦髪︖
 まさかね（笑）。

Re:息もできない

12526 選択 stray 2009-03-01 19:14:59 返信 報告

 
この⿊塗りの⾞は外⾞ですよね。

もしかして海外で撮られた写真なのかな・・・

出典は２枚とも「WHAT's IN? 1998年4⽉号」です。

Re:息もできない
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12528 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2009-03-01 21:18:26 返信 報告

こんばんは、所⻑
 これでロケ地⾒つかったら、恐るべしって感じですね。（笑）

 写真では、泉⽔さんは前列で、それも右側ですね。
 照明がヒントでしょうか︖

Re:息もできない(#12510の画像に衝撃を受けました(笑))

12529 選択 goro 2009-03-01 21:19:18 返信 報告

strayさん こんばんわ
 「息もできない」の動画等をありがとうございます。

 先週末から今週末にかけてレポートを作成し、本⽇の午前中にほぼ完成したら、午後にstrayさんより助け船︖︕を頂
きました(笑)。

 泉⽔さんがベンチに座っているシーンは、やはり、私が以前記載した画像の場所ではなかったようです。理由はベン
チの反対側には壁打ち⽤の施設があったためです。４段のベンチはこの場所しか⾒当たらなかったので、本当にどこ
の場所なのだろうか︖とわからなくなってきました(涙)。ということで、今回のレポートは私にとって不覚のレポー
トですので期待はできません(笑)。従って気分転換に旅レポートと思って読んで頂ければと思います。今後の検証の
ためにコート付近の画像は出来るだけ解りやすく載せますので、もう少しお待ちくださいね。

 そうそう、#12510の画像は動画ですか︖。雑誌の切抜きですか︖。この画像に衝撃を受けました(笑)。
 追伸︓#12526の画像は照明の向きからして右ハンドルかな︖。でも⼀⽅通⾏の道もあるから、イギリス等(右ハンド

ル)かアメリカ等(左ハンドル)もわからないですね。
 

Re:息もできない(#12510の画像に衝撃を受けました(笑))

12531 選択 stray 2009-03-01 21:55:25 返信 報告

アネ研さん、こんばんは。

このジャケ写の泉⽔さん、すご〜く痩せてますよね。
 もしかして泉⽔さんの影武者なんじゃ・・・（笑）
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撮影時期も、まったく⾒当がつかないし、謎が多い写真です。

goroさん、こんばんは。

ぎゃはは、衝撃画像になっちゃいましたか（笑）。
 これは会報13号に載っていた⼩さな写真を拡⼤スキャンしたものです。

 右側にカメラ部隊も写っているので、ロケ⾵景を撮ったものだと思われます。
 発売⽇の検証を楽しみにしてますので、よろぴく〜︕（笑）

 

Re:息もできない

12532 選択 ペケ 2009-03-01 21:57:05 返信 報告

stray所⻑、アネ研さん、goroさん、皆さん、こんばんは。

所⻑、⾞は、ジャガーマークⅡだと思います（多分）。

Re:息もできない

12535 選択 stray 2009-03-01 22:20:07 返信 報告

ペケさん、こんばんは。

外⾞にもお詳しいんですね︕
 ジャガーマークⅡみたいですが、ドアミラーが丸型なんです。

 ベニスビーチロケのときに撮影されたのか・・・
 もう少し資料を探してみます。

Re:息もできない

12537 選択 ペケ 2009-03-01 22:34:26 返信 報告
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所⻑、古い⾞で、この画像もレストアされているものなので、ミラーとかは別の物かも知れません︖。

Re:息もできない

12543 選択 匿名 2009-03-02 02:21:42 返信 報告

 ジャケット写真は都内で撮影されたと以前たしかおっしゃっていたと思います。

Re:息もできない

12598 選択 匿名 2009-03-04 11:20:28 返信 報告

 会報誌１３号にて、坂井さんがこのシングルのジャケットは「確か、都内の会館の前か何かで撮影したものだった
と思います」というコメントを残されています。

Re:息もできない

12609 選択 stray 2009-03-04 19:53:42 返信 報告

ペケさん、匿名さん、こんばんは。

情報ありがとうございます。
 「都内の会館」といえば「⽇本⻘年館」ですね︕（笑）

 おかげさまで⾒つかりました︕

Re:息もできない

12610 選択 stray 2009-03-04 20:03:25 返信 報告

⽇本⻘年館と明治公園の間の道路です。
 街燈の形と樹⽊が⼀致します。

#12526で、⾞の後フェンダーに建物が写り込んでますが、
 ⽇本⻘年館の形状と⼀致します。
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 ほぼここで間違いないと思います。

Re:息もできない

12611 選択 stray 2009-03-04 20:10:51 返信 報告

カーディガンさん︕
 前に、⽇本⻘年館の写真をアップされてませんでしたか︖

 このアングルで撮ってないですか〜︕（笑）

アネ研さ〜ん︕
 現場に急⾏してちょ︕︕（笑）

発⾒したのは私じゃなく、特命（匿名）係⻑のラッキーさんです︕
 お⾒事でした︕

Re:息もできない

12615 選択 goro 2009-03-04 21:58:02 返信 報告

strayさん アネ研さん ペケさん ガーディガンさん 匿名さん みなさん こんばんわ

⽇本⻘年館ですか︕︕。
 よく⾒つけたものです。凄〜いです。

 ラッキーさんの捜査⼒には感服してしまいます。
 #12526の画像から探すのは難しいと思っていましたが、素晴しいです。

おっとっと(笑)、間もなく、別の「息もできない」のレポートしますネ。
ピンポイントの画像があまり無いので⾒⾟いですが･･･(笑)。 
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Re:息もできない

12621 選択 アネ研  ◆craoLd8Ou2 2009-03-04 22:09:36 返信 報告

こんばんは、所⻑、ラッキーさん、ペケさん、匿名さん、goroさん、みなさん 
 すごいですね〜。

 迷宮⼊り確実って思ってたのに、ラッキーさんの⼿にかかっては、なんでも突き⽌められちゃうんですね。（笑）
 近いうちに、現地捜査に向かいま〜す。

しかし、持ち物がデジカメだけではなんとなく、寂しいな〜。

Re:息もできない

12636 選択 チョコレート 2009-03-04 22:46:47 返信 報告

所⻑さん、アネ研さん、皆さん、こんばんは。
 おおっ︕ロケ現場がまたまた⾒つかったのですか︕すごいですね〜。Z研、冴えてるなぁ〜(笑)。

 ⽇本⻘年館･･･ここではPVも撮影されていたので、その頃の写真なのでしょうか︖︖
 だとすると･･･部分的に⾦髪ってことはないですよねぇ。撮影された時間は何時ごろなのかな︖光の加減で、そう⾒え

たのでしょうか︖
 ちょっとおかしいですよね。まさか･･･これも⾦髪にわざと加⼯されたんじゃ･･･(笑)。ぎゃははは。

いよいよアネ研さんの現場潜⼊捜査ですね︕前回、スタジオに消えたゼットン･･･ぜひ、”2代⽬ゼットン”とともに捜
査をお願いしたいです︕

Re:息もできない

12638 選択 stray 2009-03-04 23:01:14 返信 報告

チョコレートさん、お帰りなさい（笑）。

カフェには明⽇⽴ち寄って、カニご馳⾛になりますので（笑）。
 部分的な⾦髪は、光線の加減も⼗分考えられるのですが、

 #12525の髪の⽑が不⾃然で、いかにも加⼯しました︕って感じがしません︖
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加⼯説は⼗分あると思います（笑）。
ただ私は、ここまで帽⼦を⽬深に被る必要性を感じないので、

 「影武者説」で押そうかと思います（笑）。

> ”2代⽬ゼットン”とともに捜査をお願いしたいです︕ 
等⾝⼤ゼットンだったら、笑っちゃうなぁ（笑）。

Re:息もできない

12641 選択 チョコレート 2009-03-04 23:39:42 返信 報告

所⻑さん、こんばんは〜。ただいまです(笑)。

> #12525の髪の⽑が不⾃然で、いかにも加⼯しました︕って感じがしません︖ 
 しますよねぇ(笑)。だって、あんな部分的な⾦髪、ありえなくないですか︖髪を結んでいるゴムをはずしたら、おか

しすぎます︕(笑)

> 「影武者説」で押そうかと思います（笑）。 
 ぎゃはは︕泉⽔さんの露出が少なくて、影武者の必要があるのかどうかもあやしいですが･･･(笑)。

> 等⾝⼤ゼットンだったら、笑っちゃうなぁ（笑）。 
 ええっ︕︖まさか、2代⽬はアネ研さんがゼットンの着ぐるみで捜査ですか︖(笑)す、すごすぎ(笑)。

 

Re:息もできない

12642 選択 アネ研  ◆craoLd8Ou2 2009-03-05 00:28:05 返信 報告

ふたたび、こんばんは、所⻑、みなさん
 こう⾔った話題はついつい、⾎沸き、⾁踊っちゃうんですよね〜。（笑）

 > ただ私は、ここまで帽⼦を⽬深に被る必要性を感じないので、 
 > 「影武者説」で押そうかと思います（笑）。 

 最初に浮かんだのは、実は↴この⼈だったという説ですが、よく考えると、年齢的にむりです
よね。（笑）

 ttp://www.box-corporation.com/aya_kamiki/
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次に浮かんだのは、そう、ZARD影武者説ですね。
Z板のK2さん（⼤変、ご無沙汰しています。）じゃないけどビートルズファンで話題になった、「ポール死亡説」
（テレビ出演であんまりカメラに写らなかったり、LP「アビーロード」のジャケット写真が裸⾜だったため話題なっ
た。）にヒントを得て、わざと「ZARD影武者説」をねつ造したのではないでしょうか︖

 この「アビーロード」のジャケットと[12525]を⾒⽐べると共通点が・・・
 バックが緑のところ、横顔のところ、街頭が写ってるところ、ダメ押しが例の⾞に似たバックが写ってるところで

す。
 しかし、これってジャケットじゃないですね。

 失礼しました。こじつけのアネ研でした。（笑）
 

Re:息もできない

12644 選択 カーディガン 2009-03-05 00:53:34 返信 報告

所⻑、みなさん、こんばんは。

＞前に、⽇本⻘年館の写真をアップされてませんでしたか︖
 このアングルで撮ってないですか〜︕（笑）

ざんねーん、私、ここのところは写真に撮っておりません。通ってもいないです。この画像
の窓の下のあたりですね。こんなところで泉⽔さん、撮影していたんですね、知りませんで
した^_^;

お役に⽴てず申し訳ございません。
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