
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

presented by 皐 ⑨

7625 選択 stray 2008-06-15 20:50:21 返信 報告

皆さんこんばんは。

明⽇は「世界はきっと未来の中」の発売⽇なので、
 皐作品のストックをアップします。

 初期も初期、「カナリア」の頃じゃないかと思います。
 初々しいですね︕（笑）

●● 「世界はきっと未来の中」 another ver.PV ●●

7626 選択 stray 2008-06-15 20:54:28 返信 報告

another ver.のPVです。
 泉⽔さんは出てきません（笑）、外国の⾵景のみでよければどうぞ︕
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（21.6Mのwmv）
http://www.filebank.co.jp/wblink/6fdd63b74c06d55e1f0a106376d9424f

泉⽔さんからのメッセージ

7628 選択 stray 2008-06-15 21:00:09 返信 報告

「世界はきっと未来の中」

この曲を聴くとライブ映像を思い出すと共に、
 個⼈的に⻘春をひきずっている泉⽔san頑張れと⾔ってあげたくなる（笑）。

 ドラマチックな展開を夢⾒ることは⽣きる糧にもなるし、
 躊躇なく⾶び込んでいく勇気を持ちたいものです。

 ”愛は⾒えない”けれど”世界はきっと未来の中”ですよ、きっと・・・

P S、⾵邪をひかないでね。

[ZARD 10th ANNIVERSARY サイトより]

Re:presented by 皐 ⑨

7632 選択 チョコレート 2008-06-15 23:44:19 返信 報告

皐さん、皆さん、こんばんは。チョコレートです。
 またまた皐さんの作品にお⽬にかかれてうれしいです︕

 初期の頃ですか・・・泉⽔さんも若いなぁ〜。かわいいですね。
皐さんの作品、曲のフレーズが画像に⼊っていますが、これがいつもいつも泉⽔さんの画像にぴったりで、さらに素
敵な作品に仕上がっている感じがします。

 まだまだ未公開作品がでてくるかな︖
 所⻑さん、今回も発売⽇に忘れずにアップしてくださって、ありがとうございました︕

 

Re:presented by 皐 ⑨

7635 選択 xs4ped 2008-06-16 01:08:15 返信 報告
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皐ちゃん、strayさん、皆さん、こんばんは。

今回もフライングUp有難う御座います。
 今⽇も飲み会ですか︖(笑)

 背景はクルージングライブの画像かな︖
 良いですね〜

 DVD化して欲しいですね〜

Re:presented by 皐 ⑨

7639 選択 pine 2008-06-16 10:53:27 返信 報告

皐さん 所⻑さん みなさん おはようございます。

初期の作品なんですね。
 濃い背景⾊にキラキラがきれいですね。私、キラキラに弱いんです。（笑）

所⻑さんが載せて下さる「泉⽔さんからのメッセージ」もいつも楽しみに読ませていただいてます︕
 泉⽔さん、⻘春をひきずってたんですね。

 でも、誰でも⼤なり⼩なり、ひきずってるものですよね。私も然り。
 ”世界はきっと未来の中”なんですね…

Re:presented by 皐 ⑨

7642 選択 ⼭茶花 2008-06-16 11:29:59 返信 報告

strayさん、みなさん、こんにちは。

> 皐作品のストックをアップします。 
 > 初期も初期、「カナリア」の頃じゃないかと思います。 

 > 初々しいですね︕（笑）

私も皐さんの作品を観ることが出来て嬉しいです。
 初期の作品だとは驚きです。

 皐さんの画像はとにかくステキなものばかりなので、
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 ⼼も和みます。
今後、まだまだ彼⼥の作品が観られそうですか︖

 UP楽しみにしております。
 strayさん、頑張って下さい。

P.S.メールを頂戴しまして、ありがとうございました。
 

Re:presented by 皐 ⑨

7645 選択 saki 2008-06-16 11:58:43 返信 報告

 
皐さん、こんにちは〜(^^)/

私の⼤好きな「カナリヤ」と同じ時期の作品ですか︖
 縁取りの仕⽅が同じですね、でもこの感じもやってみると中々難しいんですよね〜

 背景のぼかし⽅なんていいなぁ〜、私にもこんなセンスが欲しい…

って⾔うとシヴァさんが、扇⼦の画像を私にくださりそうで、ちょっと怖い〜(^_^;)

Re:presented by 皐 ⑨

7652 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-06-16 16:06:14 返信 報告

stray所⻑さん 
 こんにちは︕今回は忘れずにＵＰして下さったのですね︖︕本当にありがとうございます♪♪

初期の作品でも皐さんの作品だと分かりますね︕
 なんとなく⾬を思わせるような光の散りばめ⽅で 季節感を感じます。

 とっても素敵だと思いました︕︕本当に 本当にどうもありがとうございます☆
 

●● 「世界はきっと未来の中」  ●●

7653 選択 stray 2008-06-16 18:01:45 返信 報告
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以前アップしたものですが、Le Port DVD 未収録なので再アップします。

（30.7Mのwmv）
 http://www.filebank.co.jp/wblink/b98ec7028b1ff472462c105812bb59c8

このＰＶのロケ地はどこなんでしょうね︖
 モナコ、シドニー、パリ、ニース、いろんな国の映像が混じってますが、

 泉⽔さんが映ってるのがモナコの⾼級ブティック街なのか、
 それともシドニーなのか…。

標識マニアさん

7654 選択 stray 2008-06-16 18:04:37 返信 報告

皆さんの中に「標識マニア」はいらっしゃいませんでしょうか︖（笑）

ここに映っている”⿊地に⽩三⾓”の標識がどこの国のものか分かれば、
 ＰＶロケ地が確定できるのですが。

 

●● 「世界はきっと未来の中」 Crusing Live ver.  ●●

7655 選択 stray 2008-06-16 18:08:59 返信 報告

これも以前アップしたものですが、この曲は Crusing Live の印象が強烈なので、
再アップします。ライブ向き・夏向きの曲ですね。

（21.7Mのwmv）
 http://www.filebank.co.jp/wblink/177cbd121989b53f41f06060e3e00109

 

扇⼦なんて・・

7663 選択 シヴァ 2008-06-16 21:25:23 返信 報告
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ｓａｋｉさん、こんばんは︕

> 背景のぼかし⽅なんていいなぁ〜、私にもこんなセンスが欲しい… 
 > って⾔うとシヴァさんが、扇⼦の画像を私にくださりそうで、ちょっと怖い〜(^_^;) 

 センスだから扇⼦なんてそのままにはしませんよ︕そんなのナンセンスです︕
なので⾚ちゃん⽤にタンスを贈ります︕作られてから年数は経っていない新品です︕

 点数をつけるとしたら１００点満点でしょ︖
 嬉しくて踊りだしたくなるでしょ︖Ｌｅｔ’ｓ Ｄａｎｃｅ︕

ｓｔｒａｙ所⻑さん、こんばんは︕

この曲のＰＶの撮影場所を知りたいんですか︖私がお教えいたしましょう︕
 ここは・・、地球です︕間違いありません︕後の細かいところはおまかせしますね︕

皐さん、こんばんは︕

なんかリクベスが出る直前の１２枚連続ｕｐを思い出しますね。
 あの企画で私はデビューしましたから思い出深いです。

Re:標識マニアさん

7666 選択 ⿊杉 2008-06-16 21:54:57 返信 報告

再度、今晩は、です。

> 皆さんの中に「標識マニア」はいらっしゃいませんでしょうか︖（笑） 
 > 

> ここに映っている”⿊地に⽩三⾓”の標識がどこの国のものか分かれば、 
> ＰＶロケ地が確定できるのですが。 
「標識マニア」ではないのですが、MステのDLに30分以上かかったので、その合間に調べ

てみました。

違うと思うのですが、結構、似ていると思うのですが、どうでしょう?

イタリアの標識です。
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追記
申し訳ありません! 

 「世界はきっと未来の中」再upのお礼を述べるのを失念しておりました! 本当にすみません。

再upとの事ですが、どちらも私は初めて拝⾒いたしました。近頃、初物ばかりで頬が緩んで緩んでいけません。(笑)
 頭の中のネジも緩んで、お礼まで忘れる始末です。(あ! これは前からだった…)

本当にありがとうございました。

Re:presented by 皐 ⑨

7669 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-06-16 22:46:37 返信 報告

こんばんは、皐ちゃん
 ほんと今回の泉⽔さんは若くてウイウイしくてかわいいですね。

 前髪を切ってるように⾒えるのは私だけでしょうか。

所⻑の宿題のｐｖのロケ地は難しいですね。
 標識から調べても、右上の英語のような⽂字から調べてもだめでした。（涙）

 だいたい私は皐ちゃんからテレパシーが来ないとね〜。

⿊杉さん、お久しぶり︕
 そこまで⾏けば「もう少し、あと少し」では・・・

イタリアじゃ困る（笑）

7670 選択 stray 2008-06-16 22:50:39 返信 報告

⿊杉さん、こんばんは。

標識調べ、どうもご苦労さまでした︕（笑）
 似てますね、横断歩道の標識だったんですね。

 でも、イタリアじゃ困るんです（笑）。
 モナコかニースのどちらかと睨んでますので。

 シドニーの線は消えました。⽇本と同じで「左側通⾏、右ハンドル」らしいので。
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「世界はきっと未来の中」の映像は、⿊杉さんがＺ研にいらっしゃる前だったかも…。
「Ｍステ４回⽬」は、泉⽔さんの堅物ぶりをご堪能いただけたようで何よりです（笑）。

 

モナコかなぁ

7673 選択 stray 2008-06-16 23:03:58 返信 報告

皆さん、こんばんは。

⾃⼰解決レスです（笑）。
 この画像は「CD HITS 1999/7⽉号」で、

 ２ページにまたがってるので噛み合ってませんが、
 「Fernando Pensato」の⽂字が読み取れると思います。

 モナコの靴職⼈です。
 HPはありましたが、お店の写真が載ってない︕︕

⽩のタンクトップ、メガネ＆ストラップ、⿊のリュック（CKか︖）が、
 ニースで撮られた写真（Le Port）と共通していますので、

 ほぼモナコに間違いないですね。
 それにしても「TODAY IS …」とは、お顔も胸の⼤きさも違うんですよねぇ。

 モナコで、寄せて上げる武器をゲットされたんでしょうか（笑）。

Fernando Pensato のブティック

7674 選択 stray 2008-06-16 23:15:34 返信 報告

Fernando Pensato のＨＰにあったイラストです。

#7673で泉⽔さんは、右隣の建物との間に居るのでしょう。
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ジャケ写は同じ場所︖

7675 選択 stray 2008-06-16 23:26:27 返信 報告

ジャケ写です。
 ⽩い⽇除け︖が上のイラストにあるFernando Pensato のものだとしら、

 #7673と同じ場所（向きが逆）って可能性もありますね。

megamiさ〜ん、⾄急モナコに⾶んで下さ〜い（笑）

Re:モナコかなぁ

7676 選択 ⿊杉 2008-06-16 23:36:12 返信 報告

アネ研さん、今晩は。お久しぶりです。

>そこまで⾏けば「もう少し、あと少し」では・・・ 
 はい。当初から、フランスに的を絞っていたのですが、私の調べ⽅がイマイチなのか、イタリア、ベルギー、ドイツ

など周辺諸国では無いという事が分かっただけでした。(苦笑)
 stray所⻑さんからも、ダメ出しを貰ってしまいました。(笑)

stray所⻑さん。

> ⾃⼰解決レスです（笑）。 
 > ほぼモナコに間違いないですね。 

 やっぱりモナコでしたか。惜しかった…(笑)

> それにしても「TODAY IS …」とは、お顔も胸の⼤きさも違うんですよねぇ。 
 > モナコで、寄せて上げる武器をゲットされたんでしょうか（笑）。 

 お顔は分かるのですが。痩せた太った、と有りますからね。
 でも胸は……ツッコミ⾟い事をまた仰られますね〜。私にはその件に触れる勇気が……(笑)
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ｍｅｇａｍｉさんへ

7677 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-06-17 00:10:21 返信 報告

こんばんは、

所⻑のモナコの捜査はやめといたほうがいいですよ。
 ⾏ってみても、どっかみたく更地だったら収穫ないですから〜(笑)

☆モナコ捜査任務☆

7678 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-06-17 02:05:56 返信 報告

所⻑さんへ
 モナコ任務 了解しました︕︕ちょっと予定を確認致します（笑）

 ⼀⼈では不安なので 捜査同⾏者を求みます︕︕︕
 ところでモナコ王国って何語なんでしょうね︖︖︖

アネ研さんへ
 > ⾏ってみても、どっかみたく更地だったら収穫ないですから〜(笑) 

 ご忠告ありがとうございま〜す︕その可能性もありますね〜︖︖︖
 でも⽇本とは違って 建物は数百年単位で活かす国が多いですから ⾏く価値はあるのではないかと思うんです

（笑）
 そして泉⽔さんと同じ場所で写真撮影したら 変⾝できたりして︕︕（笑）キャ〜
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