
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

OH MY LOVE

14566 選択 stray 2009-06-04 20:07:10 返信 報告

皆さんこんばんは。

今⽇は 5th ALBUM「OH MY LOVE」の発売⽇です。（1994年）

テレ朝のスタジオで、Ｍステスタッフの⼿によって
 PV撮影されたことがわかっていますが、

 これまで公開された映像は５曲（◎印）のみ。
 しかし、「来年の夏も」（1b503c18eae50b11c5cd87f11fa1935c27d80d8d）を除けば、

 泉⽔さん亡き後に公開されたものばかり。
 「⾬に濡れて」「If you gimme smile」は今だに未公開です。

1.Oh my love （◎テレ朝） 
 2.Top Secret （◎テレ朝）

 3.きっと忘れない （⻘年館）
 4.もう少し あと少し… （⻘年館）（テレ朝）

 5.⾬に濡れて 
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6.この愛に泳ぎ疲れても （⻘年館）
7.I still remember （◎テレ朝）

 8.If you gimme smile 
 9.来年の夏も （◎テレ朝）

 10.あなたに帰りたい （◎テレ朝）
  

Re:OH MY LOVE

14567 選択 stray 2009-06-04 20:11:23 返信 報告

「来年の夏も」のセットは、「I still remember」と同じですね。

「⾬に濡れて」は、ハーフのレインコートを着て歌っているのですが、
 （これまで３〜４回紹介しているはず、しつこい︖）

 なんでこの映像を公開しないんだ︕ ⼤好きなのに︕（笑）

 

Re:OH MY LOVE

14568 選択 stray 2009-06-04 20:17:32 返信 報告

「If you gimme smile」はジージャン姿です。
 テレ朝のスタジオでジージャン︖

NO.all （c7a5339a23ed36afab39a6f3d67caf1cdf7959b5）

Re:OH MY LOVE

14570 選択 stray 2009-06-04 20:40:11 返信 報告
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注⽬すべきは「もう少し あと少し…」です。

⻘年館とテレ朝の映像、両⽅存在します。
 ⻘年館ver.は Brezza DVD に収録

 どちらも⼝がちゃんと合ってます。

ということは、
 「きっと忘れない」

 「この愛に泳ぎ疲れても 」
 にも、テレ朝ver.が存在するのか︕︕（笑）

Re:OH MY LOVE

14571 選択 stray 2009-06-04 20:47:03 返信 報告

このシマシマ・ワンピースが、２曲のうちのどちらかでしょう。
 （Ｍステ特番より）

ということで、未公開の５曲は20周年ライブに期待しましょう︕

Re:OH MY LOVE

14573 選択 チョコレート 2009-06-04 22:26:41 返信 報告

所⻑さん、皆さん、こんばんは︕
 > 今⽇は 5th ALBUM「OH MY LOVE」の発売⽇です。（1994年）

 このアルバムは発売当時はすっごく好きでしたね〜(笑)。
 ⽢酸っぱいような、ちょっと恥ずかしくなっちゃうような、ハート鷲掴みって感じのアルバ

ムでした。可愛いんだも〜ん(笑)。
なので、このアルバムのPV、すっごく気になります。

 今まで、私、ちょっと勘違いしていたことに気づきました。

https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/8b5578656a9a3c888090fb81c2869c63.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/14566.html?edt=on&rid=14571
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=14571
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/6dc4166c5aa3123f245a786381d0eb9c.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/14566.html?edt=on&rid=14573
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=14573
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/52479f411a0a7366220da0cc45559bd0.jpg


 
Mステのスタッフが撮影したものと、⽇本⻘年館の映像は別物なんですね･･･。私の中ではいつの間にか「Mステスタ
ッフが⽇本⻘年館でPV撮影した」と･･･勘違い(苦笑)。

 時期的には同じ頃なのでしょうか︖
 どちらの泉⽔さんも同じように美しいですよね（あ、いつも美しいか･･汗）。

もうひとつ感じたことですが、所⻑さんが貼り付けてくださった画像#14566ですが、先⽇の三回忌特番でちょうどD
EENの池森さんが⼀緒に歌った「瞳そらさないで」の泉⽔さんに似てるなぁ･･･と。今まで「瞳そらさないで」のPV
はどこかで出ていたでしょうか︖すっごくきれいでドキドキしながら特番映像を⾒たので･･･強く印象に残りました。

> 「⾬に濡れて」「If you gimme smile」は今だに未公開です。 
 私もこの曲が好きなのでぜひ、公開して欲しいです︕︕

Re:OH MY LOVE

14581 選択 stray 2009-06-04 23:12:05 返信 報告

チョコレートさん、こんばんは︕

「OH MY LOVE」は好きな⼈が多いですねぇ、私は「HOLD ME」がNo.1ですけど（笑）。
 時期的には、⽇本⻘年館（93年11⽉）が先です。

 1stAL〜4thALのPVをすべて後撮りしたものと思われます。
 テレ朝は94年5⽉頃かと思われます。

> 今まで「瞳そらさないで」のPVはどこかで出ていたでしょうか︖ 
 いや、初出だと思います。私も「来年の夏も」の映像に酷似していると思いました。

 でも「瞳そらさないで」は⼤坂のGrand cafe らしいので・・・
 6thAL（95年3⽉）収録曲を、この時期にPV撮りする理由もありませんし（笑）。

 

Re:OH MY LOVE

14586 選択 ドルチェ 2009-06-05 00:32:52 返信 報告

ストちゃん所⻑、チョコちゃん こんばんは〜。
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今⽇は「OH MY LOVE」の発売記念⽇なんですね︕
チョコちゃん ホントにこのアルバムは⼄⼥ゴゴロ満載ですよね〜♡ ジャケットの泉⽔さんも
超可愛いし（＊＾＾＊）

私も「もう少し あと少し…」に⻘年館とテレ朝両⽅の映像があるのがすごく気になってました。
 どちらも可愛いけど、⻘年館の⽅が好き（笑）

 テレ朝の時の泉⽔さんって、ちょっとやつれている感じがするんですよね。。モチロンそれでも
⼗分美しすぎるんですケド︕

 「瞳そらさないで」PVはきっと初めてですよね︕ 私は「マイフレンド」のスタジオで歌ってる
泉⽔さんに似てるな〜と思ってました（笑）

そして、忘れてはならないのは「来年の夏も」です︕ 終盤にかけてのあのドラマチックなピアノはいつ聴いても感
動モノ︕

 画像の泉⽔さんがブックレットの中で⼀番のお気に⼊りなんですが、この前の特番でも同じ服で、楽しそうに笑う泉
⽔さんに逢えましたね ♡ 

 もっと早くあんな笑顔にたくさん逢いたかったな〜。

Re:OH MY LOVE

14590 選択 チョコレート 2009-06-05 09:16:54 返信 報告

所⻑さん、ドルちゃん、皆さんおはようございます。

> 時期的には、⽇本⻘年館（93年11⽉）が先です。 
 > 1stAL〜4thALのPVをすべて後撮りしたものと思われます。 

 > テレ朝は94年5⽉頃かと思われます。

> でも「瞳そらさないで」は⼤坂のGrand cafe らしいので・・・ 
 > 6thAL（95年3⽉）収録曲を、この時期にPV撮りする理由もありませんし（笑）。 

 どれも時期は半年くらいずつずれているんですね･･･でもこの94年前後の泉⽔さんのPVは際⽴って美しいですね〜
(笑)。

 テレ朝、⽇本⻘年館に続いてGrand cafe ･･･それぞれどれだけの映像を隠しているのか想像するとワクワクしちゃい
ます(笑)。
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#14568のジージャン姿･･･これって実はカメラリハーサルの映像とかじゃないのかなぁ︖(笑)テレ朝PVの他の⾐装と
⽐べるとあまりにも普段着的ですよね(苦笑)。

 そう考え始めると、実際のPVの何倍もの未公開映像があるような気がしてなりません(笑)。

ドルちゃんのいうように「マイフレンド」の泉⽔さんにも似てますね。あのPVはどこのスタジオなんでしょう︖ロン
ドンロケのついでにロンドンで撮ったのかしら︖

Re:OH MY LOVE

14592 選択 stray 2009-06-05 12:33:28 返信 報告

チョコレートさん、こんにちは。

93年〜94年の泉⽔さんはホントに美しいですねぇ。
 この時期はTVと雑誌から完全に姿を消し、ひたすら楽曲作りに没頭していたはずですが、

 PV撮影に没頭していた可能性もありですかね（笑）。

> #14568のジージャン姿･･･これって実はカメラリハーサルの映像とかじゃないのかなぁ︖(笑)テレ朝PVの他の⾐
装と⽐べるとあまりにも普段着的ですよね(苦笑)。 

 たしかに、他のテレ朝と⽐較すると異質ですね（笑）。
 「If you gimme smile」のジャージャンは、「あの微笑みを忘れないで」「好きなように踊りたいの」

 と同じなので、もしかしたら4thA収録予定曲だったとか…。

> ドルちゃんのいうように「マイフレンド」の泉⽔さんにも似てますね。あのPVはどこのスタジオなんでしょう︖ロ
ンドンロケのついでにロンドンで撮ったのかしら︖ 

 ん〜、⾒当もつきませんが（笑）、国内だと睨んでます。
 武道館では、グレーのTシャツで、別のスタジオで歌うシーンも流れました。

 ラッキー係⻑の名誉挽回ネタにしましょう︕︕（笑）

Re:OH MY LOVE

14593 選択 stray 2009-06-05 12:51:21 返信 報告

ドルちゃん こんにちは。
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最近出勤率⾼いねぇ、どこかのご隠居さんと違って（笑）。
もし泉⽔さんが御存命だったら、永遠に封印されてしまったかもしれないですね。

 泉⽔さんが亡くなって、笑顔いっぱいの泉⽔さんを⾒ることができた。
 そのへんがすご〜く⽪⾁で悲しくなるけど、ファン⼼理としては

 何でもいいから⾒せてくれー︕ですよね。

ついにチョコさんまで”チョコちゃん”になっちゃいましたか（笑）。

Re:OH MY LOVE

14594 選択 xs4ped 2009-06-05 14:45:18 返信 報告

strayさん、チョコレートさん、ドルチェさん、皆さん、こんにちは。

☆strayさん
 > 「⾬に濡れて」は、ハーフのレインコートを着て歌っているのですが、 

 > （これまで３〜４回紹介しているはず、しつこい︖） 
 > なんでこの映像を公開しないんだ︕ ⼤好きなのに︕（笑） 

 私も好きですが、しつこいのでたまにはノリノリVer.を･･･(笑)
 「⾬に濡れて」ノリノリVer.

 fd1266c884adf9780937ee797f3b3bfe93ae5c3b

> 「If you gimme smile」のジャージャンは、「あの微笑みを忘れないで」「好きなように踊りたいの」 
 > と同じなので、もしかしたら4thA収録予定曲だったとか…。 

 「⾬に濡れて」も同じジャージャンみたいですね。
 アルバム、PV⽤に作って置いたのかも︖

> もし泉⽔さんが御存命だったら、永遠に封印されてしまったかもしれないですね。 
 > 泉⽔さんが亡くなって、笑顔いっぱいの泉⽔さんを⾒ることができた。 

 > そのへんがすご〜く⽪⾁で悲しくなるけど、ファン⼼理としては 
 > 何でもいいから⾒せてくれー︕ですよね。 

 ほんと、⽪⾁なもんですね。
 複雑な気持ちも有るけど、今となっては未公開映像なら何でもいいから観たいです。
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☆チョコレートさん
> 今まで「瞳そらさないで」のPVはどこかで出ていたでしょうか︖ 

 多分出てると思います。(別Ver.で)
 超Short Ver.なら有るよ。(笑)

 別Ver.だけど･･･(笑)
 「瞳そらさないで」超Short Ver.

 616c3038ac2fcbaac743b6d9425cfa472954e7a6

> そう考え始めると、実際のPVの何倍もの未公開映像があるような気がしてなりません(笑)。 
 まだまだ、未公開映像は沢⼭有るでしょうね。

 B社は切り貼り(⼩出し)、使い回しが得意︖ですからね〜(笑)

☆ドルチェさん
 > ホントにこのアルバムは⼄⼥ゴゴロ満載ですよね〜♡ ジャケットの泉⽔さんも超可愛いし（＊＾＾＊） 

 このジャケ写可愛いですね〜
 私もこのアルバムはお気に⼊りです︕(^^♪

> 「瞳そらさないで」PVはきっと初めてですよね︕ 
 このPVも凄く可愛いですよね〜

 Fullで観てみたいです。

「Oh my love」オマケ
 0f52c3df01a007927dfef8fac429b4b29e1ac608

PW:ALL「発売⽇」(8) 

Re:OH MY LOVE

14595 選択 Carol 2009-06-05 15:15:46 返信 報告

皆さん、こんにちは。

⼤好きなtop secretのPVです。
 ttp://www.filebank.co.jp/guest/tiankerou/fp/love
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Re:OH MY LOVE

14597 選択 ⼭茶花 2009-06-05 17:43:04 返信 報告

strayさん、皆さん、こんにちは。
 各動画の画像をアップして下さってありがとうございます。

> 今⽇は 5th ALBUM「OH MY LOVE」の発売⽇です。（1994年） 
 94年リリースですか。15年経つアルバム作品なんですね。DEENの年齢と、⼀つ下かな(笑)

 > テレ朝のスタジオで、Ｍステスタッフの⼿によって 
 > これまで公開された映像は５曲（◎印）のみ。 

 ⾳楽番組のスタジオで、動くZARDの映像の殆どは、Mステのスタジオで撮影されていたものだったんですね。
 「⾬に濡れて」、「If you gimme smile」。この2曲もマイクで実際に歌う映像があるんですか︖ならきっとこの2

曲も、Mステのスタジオで撮影されているんだと思いますよ。

◆チョコレートさんへ◆
 [14573]チョコレート:

 池森さんがゲストに御出演されたときの映像の画像をアップして下さって、チョコさんもありがとうございます︕
 ぅわ〜嬉しい。。こんな感じで歌ってたんだー･･･。

 いつものスタンドマイクで歌う、というスタイルだったんだ。ちなみに、このときの⾐装もネクタイしてる。
 すてき♥

 >もうひとつ感じたことですが、所⻑さんが貼り付けてくださった画像#14566ですが、先⽇の三回忌特番でちょう
どDEENの池森さんが⼀緒に歌った「瞳そらさないで」の泉⽔さんに似てるなぁ･･･と。 

 つまり、池森さんの背後にあるスクリーンに映ってる、坂井さんのことを⾔ってるんですね︖確かに同じ感じがしま
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す。そう⾔えば、今のところは画像でしか観てないので何とも⾔えませんが、こんな坂井さんの姿もあったんです
ね。

 

Re:OH MY LOVE

14600 選択 stray 2009-06-05 19:54:34 返信 報告

xs4pedさん、こんばんは。

「⾬に濡れて」ノリノリVer.、「瞳そらさないで」超Short Ver.とも
 泉⽔さんの⼝が合ってないので、PVと認められません、却下します（笑）。

「If you gimme smile」は、ジャージャンは⽇本⻘年館と同じですが、
 マイクはテレ朝のものですね。チョコさんの推察どおりカメリハなのか、
 １つくらいジャージャンがあってもいいジャン（笑）、だったのか。
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