
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

【第１回研究会︓promised you のジャケ写真はいつ撮ったのか︖】

137 選択 stray 2007-09-10 22:39:13 返信 報告

皆様、こんばんは。
 最初にお断りしておきますが、私もＴ２８さんも仕事は持ってます（笑）。

 私の場合は⾃由業に近いですが。Ｔ２８さんはまさか無職じゃないですよね︖（笑）

さて、昨⽇からすでに話題になっていますが、
 「promised you のジャケ写真はいつ撮ったのか︖」

 というお題で、第１回研究会を開催します︕︕︕

私は⾦曜⽇に武道館ライブに参加して、⼟曜の夜まで不在ですので、開催期間は、
「9/11(⽕)0:00 〜 9/13(⽊) 24:00」

 とします。
 それぞれ仕事をお持ちですので、来れるときに来て、ご⾃分の推理を述べて下さい。

もちろん、推理の根拠もです。

11:00に寝ますので（笑）、質問はお早めに。
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Re:【第１回研究会︓promised you のジャケ写真はいつ撮ったのか︖】

138 選択 カーディガン 2007-09-10 22:58:13 返信 報告

私も、参加させていただきたいのですが、よろしいでしょうか︖研究員募集というお知らせを⾒て、遅ればせなが
ら、研究所の⾨をたたいているところですが。常勤研究員とは申さず、⾮常勤研究員でよろしいのですが。もちろ
ん、無給で、かまいませんので。まずは、⽫洗いかトイレ掃除からしたいと思います!(^^)!みなさんの⾜を引っ張ら
ないように頑張りますので。あと、参加の連絡のことなのですが、事前に連絡したほうがよろしいでしょうか︖⾶び
⼊りな⽅、ＯＫなのでしょうか︖連絡⽅法は︖ご検討いただけたらと思います。

カーディガンさんは、

139 選択 stray 2007-09-10 23:02:18 返信 報告

⾃動的にもう研究員（常勤研究員）になってます（笑）。
 あとで辞令交付しますが、もちろん無給なのでご了解を（笑）。

参加⽅法ですが、このスレに、好きなときに書き込んで下さい。

ROMってる皆さんも⾯⽩そうだと思われたら、どんどん参加して下さいネ︕
 

祝い︕︕研究員＼(^o^)／

140 選択 カーディガン 2007-09-10 23:06:42 返信 報告

stray所⻑様、ありがとうございます。それでは、おやすみなさいzzz

Re:【第１回研究会︓promised you のジャケ写真はいつ撮ったのか︖】

142 選択 stray 2007-09-10 23:12:16 返信 報告

他に質問がないようなので、私も寝ます（笑）。
 あと1時間後に開始です︕

 夜ピカリな⼈は早速どうぞ︕︕
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Re:【第１回研究会︓promised you のジャケ写真はいつ撮ったのか︖】

144 選択 ドルチェ 2007-09-10 23:21:20 返信 報告

New York に⾏ってたら出遅れました。
 この件に関しては、⽇を改めてゆ〜っくり語らせていただきます（＾＾*）

 

もう⼀つ注意を。

145 選択 stray 2007-09-10 23:27:21 返信 報告

タイトルに結論を書いて下さい。

例１）１年前だと思う
 例２）１年後だと思う（笑）

といったように。わかった︖（笑）
 じゃ、ホントにお休み〜。

New York ねぇ、おやじギャグだよ、歳がバレるんじゃ（笑）。

ヒント

156 選択 stray 2007-09-11 06:05:08 返信 報告

最初は書きづらいみたいですね（笑）。
 私からヒントです。（⼀昨⽇のスレから引⽤）

＞ 髪の⾊に注⽬して下さい。⼤きな謎があるんです。 
   ＰＶは珍しく茶髪ですが、ジャケでは⿊髪に戻っています。 

   ⾁付きもＰＶとジャケではぜんぜん違います。

ＰＶは、YouTubeでpromised youで検索すればすぐに⾒つかります。

ズバリ、７年前。
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169 選択 stray 2007-09-11 20:31:02 返信 報告

私が⼝⽕を切りましょう︕（笑）

ズバリ、７年前と⾒ました。
 根拠は今探してます（笑）。
 古い写真を使い回していたことは、Tandoさんのレビューをお読みになった⽅はご存知のはず。

Tandoさんの「Get U're Dream」のレビューと、
 バストトップ近くまである髪の⻑さ（＃２８記事参照）

これが謎を解く鍵ですね。

かなり前、かなァ

172 選択 ドルチェ 2007-09-11 21:13:06 返信 報告

何年前かは検討つきませんっ︕けどかなり昔の写真だと思います。
 古い写真の使い回しは有名ですよね。

 AL「forever you」の表写真を泉⽔さん⾃⾝がAL「HOLD ME」の頃の写真に変更したって話はなんかで聞きまし
た。（所⻑、合ってますかー︖）

そうそう。
 ＞New York ねぇ、おやじギャグだよ、歳がバレるんじゃ（笑）

 …いいのいいの︕泉⽔さんもおやじギャグ好きだったらしいし、ネ♡

そうそうパート２。
 どうしても画像のUPに失敗しちゃうんですケド︖

 参照から写真を選んで投稿したら×になるの。なんで〜︖︖

JPEG、GIF、PNG

174 選択 stray 2007-09-11 21:24:00 返信 報告

ドルチェさん、ＵＰできる画像は、JPEG、GIF、PNG だけです。たぶん拡張⼦が違う画像なのだと。
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泉⽔さんもおやじギャグ好きだったので許します（笑）。

その話を確実に覚えているわけありませんが、AL「forever you」とAL「HOLD ME」は良く似てますね。
 ただ、AL「forever you」の裏ジャケの写真はリアルタイムだと思います。

で、「かなり前、かなァ」だけじゃ研究会にならないんだけど（笑）。

CDでーた2000年9/20号

176 選択 stray 2007-09-11 21:41:43 返信 報告

Get U're Dream のジャケ写真では、髪の⻑さと着ているものがわかりませんが、
 この写真を⾒ると、promised you ＃２８写真と同じ⻑さであることがわかります。

⼥の⼈も歳を取ると髪の⽑の絶対量が減るのですか、副所⻑︖（笑）
 promised you も、Get U're Dream も、ボリュームが豊かですよね。

NHKシドニー五輪特集にビデオ出演したときは、こんなに豊かじゃありません。
 Get U're Dream のジャケ写とほぼ同じ頃の写真と考えてよいのでは︖

この写真の洋服ですが、AL「揺れる想い」のジャケをめくってみて下さい。
 同じ服を着た泉⽔さんがいます。

Re:CDでーた2000年9/20号

180 選択 ドルチェ 2007-09-11 22:25:39 返信 報告

そうそう︕「Get U're Dream 」ジャケ写はAL「揺れる想い」のブックレットの中のものと同じ様な写真なんですよ
ね。

 そういえばAL「forever you」のブックレット表紙はAL「Brezza di mare」の表紙とも同じですよね。

＞⼥の⼈も歳を取ると髪の⽑の絶対量が減るのですか、副所⻑︖（笑） 
 はい、減ります︕なんかね、ペシャ〜ンってなりますよ（笑）

 私も泉⽔さんと同じで若い頃はかなりボリューミーだったな〜。いまは…（悲）

AL「揺れる想い」ブックレットから
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182 選択 stray 2007-09-11 22:48:16 返信 報告

そうそう、Tandoさんはレヴューでそのことを⾔ってるのです。
 でも〜、さっき紹介した雑誌（CDでーた）を持ってなきゃわからないことで、

 「コアなZARDファンならすぐわかる」というのは、ZARD記事掲載の雑誌を必ず買うような⼈っ
てことなんですよ。

 泉⽔さんの死後にファンになった⽅に、そんなこと⾔われてもわかるわけがない。
 この研究会が、少しでも新しいファンのお役に⽴てれば嬉しいですネ。

ここまでは、皆さん納得されましたでしょうか︖（笑）
 AL「揺れる想い」は1993年7⽉発売ですから、

 髪の⻑さ・量から考えて、promised you は遠くないその前後。

問題は、前なのか、後なのか…。
 今⽇はもう寝ようっと（笑）。

＞ペシャ〜ンってなりますよ。
 なるほど、そっか、実に⾒事な表現でした（笑）。

ドルチェさんへ追伸

183 選択 stray 2007-09-11 22:53:23 返信 報告

AL「Brezza di mare」の表紙は、アーティストファイルの表紙と同じで、
 AL「forever you」のブックレット表紙も同じ時に撮ったものですが、

 両⽅ともSg「眠れない夜を抱いて」のジャケ撮影時のものなのです。
 つまり、AL「forever you」も使い回しってこと（笑）。

Re:【第１回研究会︓promised you のジャケ写真はいつ撮ったのか︖】

185 選択 カーディガン 2007-09-11 23:04:37 返信 報告
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投稿#176と#182だとpromised youの写真の泉⽔さんに似ていますね。私も、少ない資料からいろいろと似た感じ
の泉⽔さんを探してみました。でも、promised youの髪形の泉⽔さんもセーターを着た泉⽔さんも⾒つかりません
でした。アルバムforever youのジャケット写真は何度も使われているのに、なぜ、promised youの写真はほかで使
われていないのか不思議です。仮に1993年に撮られた写真なら、これだけいい写真なのだから、2000年までに使わ
れてもよさそうなのですが・・・。

鋭い︕

186 選択 stray 2007-09-11 23:18:50 返信 報告

寝ようと思ったらカーディガンさんの意⾒が…（笑）。

さすがZARD研究所の研究員は鋭いですね︕︕

＞promised youの髪形の泉⽔さんもセーターを着た泉⽔さんも⾒つかりませんでした。
 髪型は#176とかなり似てません︖

 男性から⾒るとそんな⼤差ないように思えるのですが。
 ただ、あのセーター姿の写真は他にないです。（今のところ）

＞これだけいい写真なのだから、2000年までに使われてもよさそうなのですが・・・。
 う〜む…、⾯⽩くなってきましたネ︕（笑）

 寝られないかも（笑）。

Re:１８６

188 選択 カーディガン 2007-09-11 23:36:04 返信 報告

髪形はどの時代の写真よりも似ているかな・・・。決定的な決め⼿とはならないですが・・・。コインを投げて、ど
うだ︕︕・・・。秘密(-"-) また明⽇お会いしましょう。お休みなさいzzz

説明はあとで。

203 選択 stray 2007-09-12 17:23:09 返信 報告
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①と②は、皐さんの作品から切り出したものです。
③はpromised…のジャケ写真です。

 promised…の#28写真とも⾒⽐べてみて下さい。

説明はあとで。

Re:【第１回研究会︓promised you のジャケ写真はいつ撮ったのか︖】

208 選択 カーディガン 2007-09-12 20:15:23 返信 報告

こんばんは。昨⽇のpromised you のジャケ写の撮影時期ですが、昨⽇ＰＶ等をよく調べまして、候補の時期を⾒つ
けました。セーターは同じものはないだろうから、髪形が特にポイントになりそうです。まず、

 ①この愛に泳ぎ疲れてもを気持ちよく(^^♪♡歌っている♡ときのＰＶの髪形
 ②Don't you see!のＰＶの髪形

 ③新しいドア〜冬のひまわり〜及びGOOD DAYのジャケ写・ＰＶの髪形
 がpromised you のジャケ写の髪形とよく似ていると思います。特に、③がよく似ていると思うのですが。時期的に

は、この①〜③の撮影の時期に近いのではないかと思います。
 AL「揺れる想い」の時に撮影した写真がGet U're Dreamのジャケ写に使⽤されているなら、①もあるのでしょう

が。
 若そうだから①とは限らないのでは。ZARD Le Portfolio 1991-2006の明⽇を夢⾒ての泉⽔さんも、promised you

と似ている雰囲気ですし。
 P.S.コアタイムの件、了解です。

「この愛に泳ぎ疲れても」は、かなり有⼒

209 選択 stray 2007-09-12 21:00:08 返信 報告

カーディガンさん、こんばんは。
①はかなり有⼒だと思います。PVは93年秋に⽇本⻘年館で撮影されたものと⾔われています。

 ②Don't you see!・・・ノーマークでした（笑）。 
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③新しいドア＆GOOD DAY・・・これの静⽌画は古い写真の使いまわしの可能性あり。
明⽇を夢⾒て・・・⾚紫⾊の服はリアルタイム、アップの歌シーンは古い映像では︖

ということで、私は93年秋〜初冬が有⼒かと。

#203の②と③は良く似てると思いません︖ promised…のほうは、
 寝不⾜＆寝起き（といっても泉⽔さんの場合昼ですが）で、⽬が少し腫れぼったいのかな…と。

 

Re:「この愛に泳ぎ疲れても」は、かなり有⼒

210 選択 カーディガン 2007-09-12 21:18:02 返信 報告

所⻑様、返信ありがとうございます。
 ＃２０３の②と③はよく似ていますね。いつ頃の写真なのでしょか︖セーターを着ているし、秋⼝くらい以降かとは

思いますが。春、夏でもセーターを着ることは撮影だからあるとしても、可能性はすくないかなぁ。

それがわからない（笑）。

211 選択 stray 2007-09-12 21:24:15 返信 報告

カーディガンさんも似てると思われますか、少し安⼼（笑）。
 ①と②は追悼番組の映像ですが、時期が特定できません。

 ブラウス姿なので、秋の終わり〜初冬だと、暖かい⽇と寒い⽇がころころ変るので可能性
ありですね。

＞①この愛に泳ぎ疲れてもを気持ちよく(^^♪♡歌っている♡ときのＰＶの髪形
って、この映像ですよね︖

Re:この愛に泳ぎ疲れてもを気持ちよく(^^♪♡歌っている♡とき

213 選択 カーディガン 2007-09-12 21:57:26 返信 報告

はい、この映像です。腕の振りをつけて、かわいく♡歌っている時です。セーターも着ているので、雰囲気も似てい
ますね。

https://bbsee.info/straylove/id/137.html?edt=on&rid=210
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=210
https://bbsee.info/straylove/id/137.html?edt=on&rid=211
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=211
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/eb163727917cbba1eea208541a643e74.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/137.html?edt=on&rid=213
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=213


なしぼーさんに励まされたので、

222 選択 stray 2007-09-12 22:57:26 返信 報告

寝る前にもう⼀丁⾏きましょうか︕（笑）

まだ#203の説明をしてませんでしたね。
 私が注⽬したのは、髪の⾊、⻑さもありますが切り⼝、ストレートさ、の３つです。

 Get U're…や#211写真は、少しウェーブがかかっているのですが、
 promised you のジェケは、真っ⿊なストレートで、分かりづらいですが切り⼝も揃ってます。

 #203の②と③が良く似ていて、①を⾒ると切り⼝がきれいに揃っている。

この映像の撮影時期が特定できれば、解決かな︖

もしかしてエクステンション︖

239 選択 stray 2007-09-13 07:33:48 返信 報告

#211写真ですが、ウェーブかかってる部分（茶⾊っぽい）と、ストレートの部分（⿊い）がありますね。
 ウェーブかかってる部分は、もしかしてエクステンション（つけ⽑）ですか︕︖

「この愛に泳ぎ疲れても」PVですが、前半は⽇本⻘年館を貸し切ったリアルタイム映像で間違いありませんが、
 後半は、別映像のような気がしてなりません。

Re:【第１回研究会︓promised you のジャケ写真はいつ撮ったのか︖】

273 選択 なしぼー 2007-09-13 23:08:44 返信 報告

こっちにもちょこっとお邪魔します。研修中の札下げているので書き込んでも⼤丈夫かな。先ほど Le Portfolioを⾒
ていたのですが、「もう少し あと少し・・」のところで、襟がロールアップになったセーターを着た泉⽔さんが、p
romised you のジャケットの泉⽔さんによく似ていると思いました。訃報後に買ってきてもらった雑誌（たぶんＦＲ
ＩＤＡＹ）の切り抜き（ＺＡＲＤ坂井泉⽔未公開８枚のマル秘素顔写真）に少し似た泉⽔さんが写っています。（半
袖ピンク系のストライプ）そこに93年７⽉「もう少し あと少し・・」の制作に没頭中と書かれています。髪の⾊
は、光線で明るく写っていますが、髪のボリュームが抑えられていて、結構似ていると思いました。「もう少
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し・・」は、１９９３年９⽉に４⽇にリリースとなっているので、この辺はどうでしょう︖全然違っていたらすいま
せん。

FRIDAY 2007/6/22 より
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なしぼーさん、こんばんは。
 もう⽴派な研究員ですよ〜、早く決断しちゃいましょう（笑）。

この写真ですよね︖ かなり似ています。ただ半袖なので夏なのでしょう。
 promised you はセーターなので、部屋をガンガン冷やして撮ったのならともかく、

 早春か、晩秋か、どちらかだと思うのです。

でも1993年に間違いなのでは︖と思いますが、
 副所⻑も、カーディガン研究員も留守なので、今回は結論を出さず、保留扱いになりそうです（笑）。

なしぼーさんも調査を続けてくださいネ︕

Re:【第１回研究会︓promised you のジャケ写真はいつ撮ったのか︖】
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了解しました。調査続けます。
 明⽇は、気をつけて⾏って来て下さい♪

パスワード︓  編集  削除

Powered by bbsee.info. Copyright © 2005-2022
HTML generated at 2022-09-22 18:50:32 (0.026 sec).

https://bbsee.info/straylove/id/137.html?edt=on&rid=275
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=275
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/63923f49e5241343aa7acb6a06a751e7.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/137.html?edt=on&rid=277
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=277
https://bbsee.info/

