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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

「あなたを感じていたい」 雪景⾊
10196 選択 ｕｒａｒａ 2012-02-25 12:18:19 返信 報告

はじめまして。
 サウンド(声)とビジュアルにはまり続けているオジ(爺︖)サンです。

研究所の皆さんの粘り強い探求姿勢には何時も驚かされ、かつ、感銘を受けております。そこで、

「あなたを感じていたい」2004ライブ等の背景に流れる雪景⾊に関する撮影情報をどなたかお持ちでな
いでしょうか︖

 「北海道」との書き込みを⾒たような記憶もあるのですが・・。⾼い位置から写した広⼤な景⾊に湖っぽ
いものがあるような・・(スミマセン 技量が伴わずＤＶＤ画像を⼊れれません・・研究所には不向き⼈種かも)

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧HOME

https://zard-lab.net/
https://zard-lab.bbs.fc2.com/
https://fc2.com/
javascript:;
https://zard-lab.net/rule.html
https://zard-lab.net/log-8.pdf
https://zard-lab.net/log-7.pdf
https://zard-lab.net/log-6.pdf
https://zard-lab.net/log-5.pdf
https://zard-lab.net/log-4.pdf
https://zard-lab.net/log-3.pdf
https://zard-lab.net/log-2.pdf
https://zard-lab.net/log-1.pdf
https://bbsee.info/straylove/
https://zard-lab.net/snm.html
https://zard-lab.net/another.html
https://zard-lab.net/lyrics.html
https://zard-lab.net/ekimero.html
https://wezard.net/zardlive/
mailto:info@zard-lab.net
javascript://%E6%8A%95%E7%A8%BF%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%92%E9%96%8B%E3%81%8F
https://bbsee.info/newbbs/?edt=on
https://bbsee.info/newbbs/id/10196.html
https://bbsee.info/newbbs/id/10196.html?edt=on&rid=10196
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=10196
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/e23330785f499c128030ab1b7281f37a.jpg
https://bbsee.info/newbbs/manage/
https://bbsee.info/newbbs/rules/
https://bbsee.info/newbbs/slideshow/
https://bbsee.info/newbbs/album/
https://bbsee.info/newbbs/list/
https://bbsee.info/newbbs/
https://zard-lab.net/bbs.html


・ご挨拶代わりに最近の「ハルニレ(豊頃町)」写真をご覧下さい。(ジャケットの⽊の姿を捉えるのは難しい︕)

Re:「あなたを感じていたい」 雪景⾊
10198 選択 stray 2012-02-25 20:30:03 返信 報告

ｕｒａｒａさん、こんばんは、はじめまして。

⼀旦はまると抜け出すのはほぼ困難です（笑）。

> 「あなたを感じていたい」2004ライブ等の背景に流れる雪景⾊に関する撮影情報をどなたか
お持ちでないでしょうか︖

このシーンでしょうか︖
 BLEND II のジャケ写は合成（「グロリアスマインド」PVの茶⾊のコート）ですが、

 背景写真を撮影しにスタッフが⼗勝の豊頃町に⾏ったのだとすれば、
 ついでに近辺の⾵景も撮影している可能性が⾼いですね。

Re:「あなたを感じていたい」 雪景⾊
10199 選択 stray 2012-02-25 20:32:42 返信 報告

BLEND II PVの このシーンの遠映っぽいような気がしますが、いかがでしょう。
 http://www.youtube.com/watch?v=swpwjCodAyI

 

Re:「あなたを感じていたい」 雪景⾊
10200 選択 stray 2012-02-25 20:40:26 返信 報告

BLEND II ブックレットの この写真ですが、
 帯広空港近くに似たような⽩樺並⽊があります。
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http://www.mytokachi.jp/tkomcanter/entry/528

Re:「あなたを感じていたい」 雪景⾊
10201 選択 stray 2012-02-25 20:43:57 返信 報告

「あなたを感じていたい」2004ライブの この映像は、
 原野に積もった雪が⾵に吹き曝されてできた⾵紋でしょう。

上で紹介したブログに似たような画像があります。

Re:「あなたを感じていたい」 雪景⾊
10202 選択 stray 2012-02-25 20:47:00 返信 報告

ハルニレの⽊（豊頃町）と、⽩樺並⽊（中札内村）の位置関係です。

⾚︓ハルニレの⽊
 ⻩︓⽩樺並⽊

東京→帯広空港→近辺写真撮影、⽇帰りの旅っぽくありませんか︖（笑）

Re:「あなたを感じていたい」 雪景⾊
10203 選択 noritama 2012-02-25 21:52:05 返信 報告

uraraさん､はじめまして。strayさん、こんばんは。
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こちらにハルニレの⽊の周辺の雰囲気が少しわかる映像がありました。 
http://hwn.kita.gr.jp/location/tokachi/toyokoroharunire_wt.html

 河川敷なので低い位置ですね(2000年夏の台⾵で･･･みたいな解説もついてます･･)

豊頃町のHPは、こちら
 http://www.toyokoro.jp/05event/viewpoint.html

 近くに湖もありますね。

泉⽔さんが映っている映像は違う場所に⾒えても以外にも近場って事が多い感じがしますが、⾵景の場合は、似ていても
全く違う場所(国)のMIXって事がありますね･･･

 でも、⽬的の⾵景を撮ってきて、当然道中もいろいろ撮ってくる事も多いでしょう。
 ⽩樺の並⽊は似てますね。

先⽇の品川のSHの「あなたを感じていたい」の雪景⾊には、2004とは違う雪景⾊や樹氷みたいな映像もあったような気
がします。

 

Re:「あなたを感じていたい」 雪景⾊
10206 選択 ｕｒａｒａ 2012-02-26 00:29:09 返信 報告

strayさん、こんばんわ。
 > BLEND II PVの このシーンの遠映っぽいような気がしますが、いかがでしょう。

これです、これです、ぴったんこです。流⽯ですね〜︕
 帯広空港付近、確かに似ています。⾵紋も確かにありますね。 → ⾵紋のあるハルニレも撮影

してますので添付しますネ。
 最近、⼗勝を⾛る事が多くて気になっています。

 空港横も通ったのですが夜だったので分かりませんでした。
来週も出かける予定なので⾒てみます。

noritamaさん、はじめまして。
 情報ありがとうございます。

 「１２時〜、豊頃の河川敷に⾞を⽌めて、コンビニ弁当を⾷べたこの冬〜」(あの微笑調)カセットのクリスマスタイムを
かけて⼀休み・・みたいなシチュエーションです。その後、おもむろに写真撮影。

https://bbsee.info/newbbs/id/10196.html?edt=on&rid=10206
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=10206
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/f365c0cee72aa186f5a6e0b174cfc256.jpg


 
豊頃近辺には似た⾵景が結構ありそうですので、キョロキョロ探索を続けてみますが、違う場所のを組み合わされると混
乱しちゃいますね。

 「違う映像」も観てみたいものです。

Re:「あなたを感じていたい」 雪景⾊
10207 選択 noritama 2012-02-26 19:33:39 返信 報告

uraraさん こんばんは。

>「１２時〜、豊頃の河川敷に⾞を⽌めて、コンビニ弁当を⾷べたこの冬〜」(あの微笑調)カセットのクリスマスタイムを
かけて⼀休み・・みたいなシチュエーションです。その後、おもむろに写真撮影。 

 (^^)いいシチュですね。天気が良ければ、ホッコリした静かな時間がそこにはありそう。お弁当も美味しくいただけるの
ではないでしょうか。

 太陽が⽊の真上で、いいショット撮れてますね。

>豊頃近辺には似た⾵景が結構ありそうですので、キョロキョロ探索を続けてみますが、 
 雪にかかわる事がない私が⾔うのもなんですが(^^;) 雪道どうぞお気をつけて。

 もし"撮影班"だったらって視点で、限られた時間での近辺の⾏きそうな所を探索するのが発⾒の近道なのかも。

Re:「あなたを感じていたい」 雪景⾊
10208 選択 ｕｒａｒａ 2012-02-26 22:20:37 返信 報告

noritamaさん こんばんは
 >  (^^)いいシチュですね。天気が良ければ、ホッコリした静かな時間がそこにはありそう。お弁当も美味しくいただけ

るのではないでしょうか。 
 ⾞内はホッコリ感・・・外の撮影では指が痛かったです(マイナス１５度、１⽉下旬)、それと・・・トイレが冬季閉鎖

で・・・あずましくない(快適とはいえないの⽅⾔)です。
 > 太陽が⽊の真上で、いいショット撮れてますね。 

 ありがとうございます。でも、ブレンドⅡジャケとは異なります・・時期と時間とレンズ焦点と⽴位置が微妙で。
 次回、ジャケの⽴位置を探ってみようかな。

 >  雪にかかわる事がない私が⾔うのもなんですが(^^;) 雪道どうぞお気をつけて。 
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⽚道250キロくらいあります・・冬道は応えますね(歳のせい︖)。時間が割けたら中札内村の展望台に⾏ってみようと思っ
ています。ウロウロ探しているうちに雪が無くなったりして・・・。

Re:「あなたを感じていたい」 雪景⾊
10213 選択 stray 2012-02-28 20:21:57 返信 報告

ｕｒａｒａさん、noritamaさん、こんばんは。

ナイスショットですね︕ 画像編集ソフトで加⼯すればジャケ写以上のものが出来上がりそう。
 お近くにお住まいなら、⼗勝中の⽩樺並⽊を当たってみてほしいところですが（笑）、

 250kmもあるなら無理ですね。雪が融けないうちに、中札内村の展望台に⾏ってみて下さい。
 ⽩樺並⽊があちこちに有るっぽいですよ（笑）。

 http://www.vill.nakasatsunai.hokkaido.jp/page_253.html

Re:「あなたを感じていたい」 雪景⾊
10214 選択 ｕｒａｒａ 2012-02-28 21:18:42 返信 報告

strayさん、こんばんは。
 >⼗勝中の⽩樺並⽊を当たってみてほしいところですが 

  お気持ちはわかります・・が・・寒冷、過疎、広⼤がキー
  ワードの当地としての「広⼤」がネックでして、⼗勝中と
  ⾔われたら「出来ない⾔い訳を考えるヒト」に変⾝︕す。

> 雪が融けないうちに、中札内村の展望台に⾏ってみて下さい。 
 > ⽩樺並⽊があちこちに有るっぽいですよ（笑）。 

  情報感謝します。
  明⽇、⾏動開始予定です。ＺＡＲＤ探索＆⼗勝川温泉で

  マッタリ(こちらがメイン)です。
  報告ネタが有れば良いのですが・・・。

Re:「あなたを感じていたい」 雪景⾊
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10215 選択 stray 2012-02-28 21:27:47 返信 報告

ｕｒａｒａさん、こんばんは。

展望台を紹介しておいてなんですが、

11⽉1⽇〜４⽉下旬まで、冬期間閉鎖のため登ることはできません。

って書いてありますね、残念（笑）。
 

Re:「あなたを感じていたい」 雪景⾊
10217 選択 ｕｒａｒａ 2012-02-28 22:13:54 返信 報告

strayさん

> 11⽉1⽇〜４⽉下旬まで、冬期間閉鎖のため登ることはできません。 
 ・・ロケ隊も⾏ってないということでしょうね・・・。

 まぁ、現況確認してみます。
 

Re:「あなたを感じていたい」 雪景⾊
10218 選択 noritama 2012-02-28 22:27:29 返信 報告

uraraさん、strayさん こんばんは。

>ＺＡＲＤ探索＆⼗勝川温泉でマッタリ(こちらがメイン)です。 
 温泉でマッタリいいですね! 温"泉⽔"売ってるかな(^^)

 当時の撮影班が⽇帰りでなかったら、空港>レンタカー>観光地･⽬的地チェック&撮影>ホテル
か温泉宿で(マッタリ)翌⽇以降の撮影予定を練った･･かもですね。

 [10199]の映像を良く⾒ると枝とかも動いてますので、同⽇ならスチル・ビデオ両⽅撮ってま
すねたぶん。

Re:「あなたを感じていたい」 雪景⾊
10219 選択 stray 2012-02-28 22:42:51 返信 報告
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[10206]は正午ごろの撮影ですか・・・太陽がずいぶん低いですねぇ。
となると、ジャケ写も正午少し前くらいの撮影。

ハルニレが⽬的だったとすると、⾶⾏場からまっすぐハルニレに向かって、
 ⽩樺並⽊は⾶⾏場への帰り道で撮った可能性が⾼いような・・・

⾏動パターンを読めれば⾒つかる可能性が上がります（笑）。
 

Re:「あなたを感じていたい」 雪景⾊【中札内展望台】
10234 選択 ｕｒａｒａ 2012-03-01 23:52:40 返信 報告

2/29〜3/1 ザッパク報告

防⾵林は撃沈です・・・ウロウロの極み、サッパリ分かりませんでした・・・。

筆頭候補地の中札内村の展望は情報どおり冬季通⾏⽌め。

Re:「あなたを感じていたい」 雪景⾊【中札内 防⾵林】
10235 選択 ｕｒａｒａ 2012-03-01 23:56:05 返信 報告

現地視察報告 防⾵林

中札内村で１０箇所以上のポイントをパチリ・・・似て⾮なる物のオンパレードみたい

・参考に１枚

Re:「あなたを感じていたい」 雪景⾊ 【ハルニレ】
10236 選択 ｕｒａｒａ 2012-03-02 00:02:49 返信 報告

ハネニレ現地確認
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豊頃町のハルニレ・・・再度撮影してみました。

撮影ポイント探しに深雪をラッセル(股下まで軽くズッポリ)

私が荒らした「⾜跡です」

Re:「あなたを感じていたい」 雪景⾊ 【ハルニレⅡ】
10237 選択 ｕｒａｒａ 2012-03-02 00:24:22 返信 報告

ハルニレの撮影条件の推定

・撮影⽉⽇・・・ジャケットでは後ろに草の萌えらしきものが伺えるので３⽉中順〜下旬かと
 ・時刻・・・午前中(結構早いかも８時〜１０時︖)

  (添付画は3/1 午前１０時１５分頃)
 ・撮影⽅向・・・北⻄

 ・撮影距離・・・樹から25ｍ程度

 ＊1 枝振りの形が異なります・・・⿂眼レンズ︖
  ＊2 背景が何処かしら違和感があります(建物みたいものは⾒えませんし、右奥の⼭裾も⾒えません・・・)

 ま、⼗勝川モール温泉でマッタリ(ｵﾝ泉⽔)満喫、⾄福のひと時でした。

Re:「あなたを感じていたい」 雪景⾊ 【ハルニレⅡ】
10239 選択 ｕｒａｒａ 2012-03-02 00:29:00 返信 報告

[10237]

写真間違えました。

訂正します。
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Re:「あなたを感じていたい」 雪景⾊
10240 選択 チョコレート 2012-03-02 08:15:51 返信 報告

uraraさん、はじめまして︕所⻑さん、noritamaさん、皆さん、おはようございます〜お久しぶりのチョコです(笑)。

おおっ︕BLENDⅡのジャケ写ロケ地に捜査隊が︖︕(笑)
 今年は例年よりも雪が多いといううわさもありますが･･･その中で、ありがとうございます︕

 美しいですね〜〜。
 過ぎた年⽉を考慮すると、枝振りの変化もあるでしょうが、でもでも、#10239の⽅向で合っているように⾒えます。

 背景の⼭すそについては･･･わかりませんが(苦笑)。

⽩樺並⽊もぜひ⾒つけてください︕︕期待しています(笑)

それにしても、北海道、良いなぁ〜(笑)。
 私も北海道が⼤好きで、昨年の夏にも北海道へ、⼗勝⽅⾯に⾏ってきました。

 池⽥町までは⾏ったのですが、豊頃町のハルニレの⽊までは到達できず･･･残念でした。⾏ってみたいなぁ〜。
 そうそう、⼗勝川のモール温泉、最⾼でした︕︕(笑)。

 私の温泉ランキングでもかなり上位に⼊っています。不思議で、気持ち良いですよね。
 雪の多い時期には、⾏けそうもないですけど･･･いつか、この景⾊を⾒に⾏ってみたいです。

uraraさん、ZARD沼にはまり込んで、しかも、Z研症候群も発症されている模様(笑)。
 ココには同じような症状の⽅が多くいらっしゃいますので、安⼼して︖︖

 ⼀緒に楽しみましょうね〜(笑)。
 また、ぜひぜひ、こちらにレポをお願いします。

 

Re:「あなたを感じていたい」 雪景⾊
10241 選択 ｕｒａｒａ 2012-03-02 22:14:53 返信 報告

チョコレートさん、はじめまして

> ⽩樺並⽊もぜひ⾒つけてください︕︕期待しています(笑) 
 う〜ん・・・そう⾔われても、正直困った・・・キッカケとなりそうなピンポイン対象物が希薄すぎて・・・中札内村の

地元レストランで聞き込んだら、厨房まで⾏って調べてくれたんだけど・・「ゴメンナサイ」でした。

https://bbsee.info/newbbs/id/10196.html?edt=on&rid=10240
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=10240
https://bbsee.info/newbbs/id/10196.html?edt=on&rid=10241
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=10241


 
> それにしても、北海道、良いなぁ〜(笑)。 
北海道好きは何故かイイヒトばかりなのですよ︕(断定的)

 > 池⽥町までは⾏ったのですが、豊頃町のハルニレの⽊までは到達できず･･･残念でした。⾏っ
てみたいなぁ〜。 

 ホント、残念ですね・・⾞なら池⽥からハルニレまで３０分かかりませんヨ。
 > そうそう、⼗勝川のモール温泉、最⾼でした︕︕(笑)。 

 > 私の温泉ランキングでもかなり上位に⼊っています。不思議で、気持ち良いですよね。 
 おっしゃるとおり、不思議です。とまった富○ホテルのビジネスパック(私もビジネスがメインで探索はサブ・・ホント

か︖)は6500円2⾷付、お肌スベスベというかヌルヌルというか・・。
 ZARD沼にはまり込んで、しかも、Z研症候群も発症されている模様(笑)。

 ＺＡＲＤ沼には・・・カモネ。
 Ｚ症候群は皆さんの真似をしているだけで・・

＊池⽥町の⼗勝ワイン城からみた雪原を参考に載せますのでお楽しみ下さい(⾼台ですがＰＶとは明らかにちがいますネ)
 

Re:「あなたを感じていたい」 雪景⾊
10242 選択 noritama 2012-03-02 23:16:15 返信 報告

uraraさん こんばんは。

写真ありがとうございました。
 10年位の歳⽉が過ぎて枝ぶりが少し広がっているようですが、同じ⾓度ですね(^^)

>中札内村の地元レストランで聞き込んだら、厨房まで⾏って調べてくれたんだけど・・「ゴメンナサイ」でした。 
 他の場所発⾒は、何かしら⽬印になる物がないとやはり難しいですね。

>⼗勝川モール温泉でマッタリ(ｵﾝ泉⽔)満喫、⾄福のひと時でした。 
>(私もビジネスがメインで探索はサブ・・ホントか︖) 

 時にはこういう楽しみがないとね(^^)

チョコレートさん こんばんは。
 >ココには同じような症状の⽅が多くいらっしゃいますので、安⼼して︖︖ 

 ハハハ(^^; 

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/1379719828be9ee6b08ca64edb818e2b.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/10196.html?edt=on&rid=10242
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=10242


 
p型(気になることがあると他の事が･･･)派⽣>Z研症複合合併の治り難いn型です･･･(笑;)
d型のドルチェさんはどうしちゃったのかな･･･

「新しいドア 〜冬のひまわり〜」雪景⾊
10321 選択 stray 2012-03-12 19:31:41 返信 報告

別スレ[10320]で発⾒した、「新しいドア 〜冬のひまわり〜」の雪景⾊です。

新しいドア 〜冬のひまわり〜 ＰＶ
 http://www.youtube.com/watch?v=fOXlJ8SkvPw

これは[10199]によく似ています。

Re:「新しいドア 〜冬のひまわり〜」雪景⾊
10322 選択 stray 2012-03-12 19:33:24 返信 報告

 
中札内村の展望台からの景⾊に似ているような・・・

Re:「新しいドア 〜冬のひまわり〜」雪景⾊
10323 選択 stray 2012-03-12 19:34:31 返信 報告

 
丸裸になる前の⽩樺︖
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Re:「新しいドア 〜冬のひまわり〜」雪景⾊
10324 選択 stray 2012-03-12 19:35:27 返信 報告

本⽂なし

Re:「新しいドア 〜冬のひまわり〜」雪景⾊
10325 選択 stray 2012-03-12 19:35:47 返信 報告

本⽂なし

Re:「新しいドア 〜冬のひまわり〜」雪景⾊
10326 選択 stray 2012-03-12 19:36:17 返信 報告
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[10325]stray:
> 本⽂なし

Re:「新しいドア 〜冬のひまわり〜」雪景⾊
10327 選択 stray 2012-03-12 19:41:27 返信 報告

⽊のアップがけっこうありますが、⽩樺っぽくないですね。

これが北海道（⼗勝）の映像なら、BLEND II ⽤じゃなくて、
 この曲のための北海道ロケだったのかも知れません。

 

Re:「新しいドア 〜冬のひまわり〜」雪景⾊
10328 選択 Ａｋｉ 2012-03-12 21:18:26 返信 報告

> これが北海道（⼗勝）の映像なら、BLEND II ⽤じゃなくて、 
 > この曲のための北海道ロケだったのかも知れません。

 「新しいドア」（と「ＧＯＯＤ ＤＡＹ」は「元はアルバム予定曲」だったのをタイアップが急遽決まったということ
なので、「この曲の為に」というのは難しいかな︖と想います。（「新しいドア」の「ねずみ⾊」のセーターは確か93年
の頃ですよね︖）

 確か⼤⿊さんの「⽩いＧｒａｄａｔｉｏｎ」とかは冬景⾊だったと想います。
 恐らくＢ社の「資料影像」みたいな感じだったのでは︖と想います（「TUBE」の曲のPVと「forever ｙｏｕ」の影像
みたいな…）

Re:「新しいドア 〜冬のひまわり〜」雪景⾊

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/8b0bb3eff8c1e5bf7f206125959921d7.jpg
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10330 選択 チョコレート 2012-03-12 21:33:16 返信 報告

所⻑さん、noritamaさん、uraraさん、Akiさん、皆さん、こんばんは(笑)。
 お〜〜、他にも映像がありましたか︕

 所⻑さんが書かれているように、中札内村の⾵景に似ていますね。
 でも、⼗勝はどこもこんな感じなのかな︖(汗)

私もひそかに探しているのですが、よくわかりません。
 私の妄想では、撮影班は⽇帰りではなかったと思うのですよ。

 BLENDⅡの表紙を開いたところの画像は、夜空の星が写ってますよね︖
 こんな写真を撮れる所が近くにあると考えると、牧場内のB&Bみたいなところを考えてしまいます。

中札内村のcafe&宿(カンタベリーさん)のHPを⾒ていたら、雰囲気の似ている画像がありました(笑)。

他には、⼗勝牧場などが候補ではないかと思っていましたが･･･。
 泊まるところはあるのかなぁ(苦笑)。

 ⼗勝牧場は、よくロケなどに使われているらしいので、そういう情報があれば、撮影の候補地にもなるような気がしまし
た･･･。

どうなんでしょうね︖uraraさん、またまた出番かも︕︖(笑)

Re:「新しいドア 〜冬のひまわり〜」雪景⾊
10332 選択 stray 2012-03-12 22:56:21 返信 報告

Ａｋｉさん、チョコレートさん、こんばんは。

Ａｋｉさんが⾔われるように、たしかにＢ社内の資料映像である可能性はあります。
 ⾵景専⾨の撮影部隊があるというのでなく、実際にロケは⾏わなくても

 ロケハンで撮った映像を活⽤している、というか。

ただ、ハルニレの⽊が、たまたま撮り溜めてあった⾵景写真だとするとガッカリだし（笑）、
 ⽇帰りか泊かりかなんてどうでもよくなってしまいます（笑）。

Re:「あなたを感じていたい」 雪景⾊

https://bbsee.info/newbbs/id/10196.html?edt=on&rid=10330
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10333 選択 ｕｒａｒａ 2012-03-12 23:17:34 返信 報告

皆さん、どうも。呼出があった様な・・・、出番ですか︖。

よく調べていますね、頭が下がります。
 ⼩⽣は⽩旗だしてウタタ寝でした＝研究していない。

 ⼗勝には似たような場所が沢⼭過ぎます。

もし、これらの画像が⼗勝だとしたら⾊々な時間帯、様々な気候となっていますので、撮影隊は数⽇間居たと思われま
す。特に、晴れの逆光は冬の「⼗勝晴れ」が⾵物のこの地では確⽴⾼いですが、横殴りの吹雪とか、⾵紋に重なる地吹雪
は狙って撮れるものでもありません。

ちょうど明⽇、⼗勝⾏き(もちろんビジネス)ですので、カメラ⽚⼿にキョロキョロして⾒ようかと・・・(今回は時間が少
ない・・)

ｓｔｒａｙさん、⾊々な画像ありがとうございます。
 皆あてはまるような気がするのですが、うまく重なる現地発⾒は「・・・偶然を運命に感じた・・・」ですヨ。

 10324の画像はバックに⼭並みがありますので探索する⾝にとって有り難いです。

では、明⽇早発ちなのでお休みなさい。

景⾊が違う︖
10334 選択 Ａｋｉ 2012-03-13 00:14:16 返信 報告

https://yorimo.yomiuri.co.jp/servlet/Satellite?c=Yrm0302_C&cid=1221730125986&dName=Yrm0302Def&p
agename=YrmWrapper

 ドリカムの吉⽥さんのブログに「ハルニレの⽊」の話題（06年）
 「昔は、３本あったのですが、４、５年前のこのうちの１本が倒れてしまいました。」とあり、現在は⾵景が少々変わっ

てしまっている恐れもあります。

Re:景⾊が違う︖
10335 選択 noritama 2012-03-13 01:37:29 返信 報告

https://bbsee.info/newbbs/id/10196.html?edt=on&rid=10333
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=10333
https://bbsee.info/newbbs/id/10196.html?edt=on&rid=10334
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https://bbsee.info/newbbs/id/10196.html?edt=on&rid=10335
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=10335


Akiさん こんばんは｡

[10203]中のリンクページのYouTube映像にも解説がありますね。(2000年の夏の台⾵で･･･)

では、3本はどんな配置だったか･･･
 ↓このブログに↓写真がありました。
 http://blogs.yahoo.co.jp/natuwahokkaidou/24255950.html

 ⼀番⼿前の⽊が倒れたみたいですね。

Re:景⾊が違う︖
10336 選択 stray 2012-03-13 12:33:33 返信 報告

ｕｒａｒａさん、Ａｋｉさん、noritamaさん、こんにちは。

ｕｒａｒａさん、解決するまでしつこく⾷い下がりますよ（笑）。
 今⽇は⼗勝遠征ですか︕

 もしここをご覧になってられたら、ハルニレの⽊の遠撮をお願いします︕

というのは、noritamaさんが紹介して下さったブログ記事のTBに
 こんなブログがあって、後ろの⼭並みが[10321]とよく似ているんです。

Re:景⾊が違う︖
10337 選択 stray 2012-03-13 12:38:24 返信 報告

もともと３本あったのが、2000年10⽉の台⾵で１本倒れたようですが、
 PV映像の雪景⾊はそれ以前のものでしょうから、丸で囲った部分が３本のハルニレか︖

 私は現場に⾏ったことがないので、少し遠くから撮った⾵景を⾒てみたいです。

雪景⾊
10338 選択 Ａｋｉ 2012-03-13 22:52:38 返信 報告
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http://photo.hokkaido-blog.com/category/tree.html

意外と北海道には有名な⽊が沢⼭ありますね。
 美瑛にある「哲学の⽊」は「ゆず」の「いつか」のＰＶ撮影されたので、意外と⾊んな地域の雪景⾊の素材は撮っていた

可能性は⾼いですね…

Re:「⼗勝調査 3.13〜14」 雪景⾊
10344 選択 ｕｒａｒａ 2012-03-14 22:33:16 返信 報告

Ａｋｉさん、ｓｔｒａｙさん、ｎｏｒｉｔａｍａさん、チョコレートさん、こんばんは。

それなりに「研究」現地調査してみました。→トホホです︕
 ・⾛⾏750キロ(オール下道)、研究⾛破250キロ(︖︖︕)

 ・⼤体のルートマップ付けますね、脇道分は本⼈も分りません。
 

Re:「ハルニレ 3.14」 雪景⾊
10345 選択 ｕｒａｒａ 2012-03-14 22:37:25 返信 報告

Ａｋｉさん、ｓｔｒａｙさん
 ハルニレ2本の現況(遠景)です。⼿前の1本は流されてありませんが、⾵景全体の雰囲気は当時と

あまり変わっていないと思いますが・・・。
 25ｍｍレンズですのでワイド撮影ではありません。

Re:「ハルニレ3.14 その2」 雪景⾊
10346 選択 ｕｒａｒａ 2012-03-14 22:38:45 返信 報告

ハルニレ遠景 その2/3
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Re:「ハルニレ 3.14 その3」 雪景⾊
10347 選択 ｕｒａｒａ 2012-03-14 22:39:51 返信 報告

ハルニレ遠景3/3

Re:「ハルニレ逆光」 雪景⾊
10348 選択 ｕｒａｒａ 2012-03-14 22:57:12 返信 報告

ＢＬＥＮＤⅡイメージの今⽇のハルニレです。

・3／14 8時20分、⻄⽅向より撮影

ｓｔｒａｙさんの
 [10337]は、ハルニレ付近と異なる印象を受けますが・・・

 

Re:「ハルニレ 東⻄南北1/4」 雪景⾊
10349 選択 ｕｒａｒａ 2012-03-14 23:02:24 返信 報告
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ハルニレ 撮影⽅向︓南→北
3/14 8時40分 (10分位の間に曇がかかってしまいました)

「ハルニレ 東⻄南北2/4」 雪景⾊
10350 選択 ｕｒａｒａ 2012-03-14 23:03:51 返信 報告

 
ハルニレ 撮影⽅向︓東→⻄

 3/14 8時40分 (10分位の間に曇がかかってしまいました)

「ハルニレ 東⻄南北3/4」 雪景⾊
10351 選択 ｕｒａｒａ 2012-03-14 23:05:05 返信 報告

ハルニレ 撮影⽅向︓北→南
 3/14 8時40分 (10分位の間に曇がかかってしまいました)

「ハルニレ 東⻄南北4/4」 雪景⾊
10352 選択 ｕｒａｒａ 2012-03-14 23:06:24 返信 報告
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ハルニレ 撮影⽅向︓⻄→東
3/14 8時40分 (10分位の間に曇がかかってしまいました)

Re:「あなたを感じていたい」 カンタベリー
10353 選択 ｕｒａｒａ 2012-03-14 23:17:20 返信 報告

中札内のカンタベリーで昼⾷がてら情報収集してみました。
 マスターは⾃然派⾵の⽅で、⽿を傾けて下さいました。

 2004ツアービデオをユーチューブで確認して下さるほどの
 熱の⼊れよう。

 結果、「ピンポーン」は無かったですが、⾊々なアドバイス頂きました。以下マスターコメント
 ・北海道に間違いありませんね

 ・防⾵林は⼗勝の確⽴が⾼いとおもいます
 ・広⼤な雪景⾊は、遠景の⼭並みや丘陵形状から「中札内」ではありませんね。

1本⼭展望台も冬は⾏けませんし、景⾊も違いますよ。

・写真10324を⾒て、⼭並みに何処かで⾒たような感じが・・・
 → よって、まだ、研究を断念しなくてもすみそうです。

＊広⼤な雪景⾊探索模様は別途としますね。
  雪景⾊と防⾵林で100枚以上写してしまいました。何が何だか分らない状態です。

とりあえず、「雪景⾊」を1枚載せておきます。ここは違いますネ。
 (幕別町新川付近 Ｎ42°52′45″ Ｅ143°25′40″)

Re:「あなたを感じていたい」 カンタベリー
10355 選択 pine 2012-03-15 11:20:52 返信 報告
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uraraさん はじめまして︕m(*^^*)m 
Z研症候群p型のpineです。（笑）

先⽇からの壮⼤なロケ地捜査、柱の影から景⾊に⾒惚れておりました。
 今回の現地調査は、７５０キロですか︕︖ 調査のためには２５０キロ!?

 さすがに「でっかいどう北海道（笑）」 ホントにお疲れ様です。m(_ _)m

ハルニレの⽊は、⾒る⽅向によって趣が変わりますね。
 やはり、ジャケ写⽅向の[10348]が⼀番しっくりきます。(^^)

北海道は広いので、防⾵林や⼭並みは「ここだ︕」という場所を⾒つけるのはかなり難しそうですが、
 中札内を熟知されているカンタベリーのマスターのご意⾒はかなり参考になりそうですね。

 撮影された膨⼤な写真の中にあれば⾔うことないですが･･･。
 今後の展開を楽しみにしています。(^^)

Re:「あなたを感じていたい」 カンタベリー
10357 選択 チョコレート 2012-03-15 15:18:13 返信 報告

所⻑さん、uraraさん、pineさん、Akiさん、noritamaさん、皆さん、こんにちは︕

なんと︕uraraさん、呼び出しに応えていただいて︖ありがとうございます(笑)。
 早速、⼗勝捜査に向かっていただいたようで･･･研究⾛⾏250キロ︖︕素晴らしい︕

 もしかして、Z研症候群のｇ型かも･･･(笑)。
 しかも、写真もたくさん撮っていただいて、カンタベリーさんのマスターにまで聞き込みをして

いただいたのですね〜。すごいです︕

ハルニレの⽊はpineさんも書かれていますけど、#10348でバッチリですね︕
 向きや撮影時間までも推定できちゃうなんて、かなりのマニアです(笑)。

広⼤な雪景⾊は中札内ではない･･･ですか。
 ふ〜む･･･どこなんでしょうね︖

 展望台を調べていたのですが、冬季に閉鎖される場所もあるので、
 通年、登ることのできるところを探すのはどうかなぁ(笑)。

 ちょこっと調べてみたところでは、扇ヶ原展望台、⼗勝が丘展望台などが、通年OKみたいでした。
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 ただ、扇ヶ原からの景⾊は違いました。
⼗勝が丘は･･･どうでしょうね︖#10322の画像の続きの映像を⾒ていたら、最後には、画⾯右下の⽅に枝の先が写り込ん
でいましたね。

⼗勝が丘展望台からの画像を探していたら、似たようなものがありそうなんですけど･･･(苦笑)。でも、違うような･･･
(汗)。

 こんな時は、画像捜査班のpineさんに鑑定依頼をしないと︕︖(笑)
 pine先⽣の考えはどうでしょうねぇ︖︖

 

Re:「あなたを感じていたい」 カンタベリー
10361 選択 stray 2012-03-15 21:42:20 返信 報告

ｕｒａｒａさん、pineさん、チョコさん、こんばんは︕

下道で750km︕︕︕まさか⽇帰りじゃないですよね（笑）。
 逆光のハルニレ[10348]、素晴らしいですね︕

 ⼀瞬して太陽が隠れてしまったようで、ジャケ写が簡単に撮れるもんじゃないってことがよ〜く分かりました。

ハルニレの遠撮、ありがとうございます。
 後ろの⼭並がぜんぶ⼊るような写真という意味だったのですが、

 だいたいの位置関係はわかりました。[10337]は違いますね（笑）。
 カンタベリーのマスターが「これは、ここじゃろう」と即答されなかったところをみると

 ⼗勝だったとしてもマイナーな場所なのかも知れませんね。
 研究を続⾏してください（笑）。

チョコさん
 私も「⼗勝が丘展望台」が怪しいと睨んでましたが（笑）、ネット上にズバリの写真は落ちてないですね・・・

pine先⽣
 ご指名ですので、あとはヨロピク︕（笑）

Re:「あなたを感じていたい」 広⼤な雪景⾊ 
10362 選択 ｕｒａｒａ 2012-03-15 21:47:08 返信 報告
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ｓｔｒａｙさん、ｎｏｒｉｔａｍａさん、チョコレートさん、Ａｋｉさん、ｐｉｎｅさん、こん
ばんは。

・「広⼤な雪景⾊」・・調査結果から消去法での考察、第1弾です。

1.豊頃町役場裏の⾼台からの遠景→ＮＧ

 ハルニレが写ってます

 Ｎ42°54′12″ E143°30′28″

Re:「あなたを感じていたい」 広⼤な雪景⾊ 
10363 選択 ｕｒａｒａ 2012-03-15 21:50:36 返信 報告

 
2.豊頃町幌岡(釧路⽅⾯寄りです)からの遠景→ＮＧ

  
 Ｎ42°47′43″ E143°35′25″

Re:「あなたを感じていたい」 広⼤な雪景⾊ 
10364 選択 ｕｒａｒａ 2012-03-15 21:53:17 返信 報告

 
3.豊頃町湧洞⽅⾯(海岸⽅⾯の湖沼地帯です)からの遠景→ＮＧ

 Ｎ42°39′08″ E143°31′08″

Re:「あなたを感じていたい」 広⼤な雪景⾊ 
10365 選択 ｕｒａｒａ 2012-03-15 21:55:17 返信 報告

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/c8b9abffb45bf79a630fb613dcd23449.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/10196.html?edt=on&rid=10363
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=10363
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/a1dc51ee503c5fe5170288a0b5bfc089.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/10196.html?edt=on&rid=10364
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=10364
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/919fbb6632a27fd57413b0fdba8edde8.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/10196.html?edt=on&rid=10365
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=10365


 
3.の続き

  湖沼地帯へは冬季間、国道から先に⾏けません

Re:「あなたを感じていたい」 広⼤な雪景⾊ 
10366 選択 ｕｒａｒａ 2012-03-15 22:00:22 返信 報告

 
4.⾳更町⼗勝川温泉 丘の上にあるN○K⼗勝川放送所からの

   遠景 → ＮＧ

  Ｎ42°56′35″  Ｅ143°19′23″ 

  ＊今⽇はこれまで。
  

 
 

Re:「あなたを感じていたい」 広⼤な雪景⾊ 
10369 選択 pine 2012-03-16 16:46:28 返信 報告

チョコさん 所⻑さん uraraさん こんにちは︕

>こんな時は、画像捜査班のpineさんに鑑定依頼をしないと︕︖(笑) 
 >pine先⽣の考えはどうでしょうねぇ︖︖ 

 >ご指名ですので、あとはヨロピク︕（笑） 
 うぎゃ︕突然の呼び出し（⼤汗;）

似たような画像でも、撮る⾓度や撮る⾼さによって⼭の⾒え⽅も違うし、
 雲がかかって⼭が⾒えていないだけってこともありますし、難しいですね。
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あっちこっち⾒てたら、何を探していたのかわからなくなってしまいました。（⼤汗）

続けて探してみますが、uraraさんの考察を待ってみたいと思います。
 

Re:「あなたを感じていたい」 雪景⾊
10370 選択 ｕｒａｒａ 2012-03-16 18:17:22 返信 報告

所⻑さん、pineさん、Akiさん、noritamaさん、チョコレートさん、皆さん、こんばんは︕

・研究の際、道の駅などで⼊⼿した資料です。まだまだ⾜りないですが・・・。
  肝⼼なＰＶ画がイマイチなので⼼もとないです。

・ハルニレ撮影には、雪原で埋まらないように「カンジキ」や「ミニスキー」類は必需品で
す・・・。

Re:「あなたを感じていたい」 広⼤な雪景⾊ 
10371 選択 ｕｒａｒａ 2012-03-16 18:20:10 返信 報告

 
5.芽室町嵐⼭スキー場付近 

   遠景 → ＮＧ
  

    Ｎ42°49′44″  Ｅ142°59′17″ 

Re:「あなたを感じていたい」 広⼤な雪景⾊ 
10372 選択 ｕｒａｒａ 2012-03-16 18:23:53 返信 報告

  6.⾳更町 ⼗勝川温泉展望台
    (ｓｔｒａｙさんやチョコさん名指しの⼗勝が丘公園の500ｍ先の更なる⾼台になります)

  
   遠景 → ここもＮＧとするしかないでしょう
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  Ｎ42°55′56″  Ｅ143°18′22″  
 

Re:「あなたを感じていたい」 防⾵林・雪景⾊ 
10373 選択 ｕｒａｒａ 2012-03-16 18:30:07 返信 報告

＊防⾵林の報告です。

1.芽室町 美⽣
   

   → ＮＧ ⼿持ち画増とは違いますね〜

     Ｎ42°53′06″  Ｅ143°02′19″  
   

 

Re:「あなたを感じていたい」 防⾵林・雪景⾊ 
10374 選択 ｕｒａｒａ 2012-03-16 18:31:41 返信 報告

＊防⾵林の報告です。
  

2.芽室町 上美⽣
   

   → ＮＧ 
  

     Ｎ42°49′44″  Ｅ142°59′17″  
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Re:「あなたを感じていたい」 防⾵林・雪景⾊ 
10375 選択 ｕｒａｒａ 2012-03-16 18:33:08 返信 報告

＊防⾵林の報告です。
  

  3.芽室町 坂の上
   

     → ＮＧ 
   

        Ｎ42°48′32″  Ｅ143°00′49″ 

Re:「あなたを感じていたい」 防⾵林・雪景⾊ 
10376 選択 ｕｒａｒａ 2012-03-16 18:34:48 返信 報告

＊防⾵林の報告です。
   

 4.芽室町 上伏古
   

 → ＮＧ 背景の⼭並みに会う画像ないですね
   

 Ｎ42°47′29″  Ｅ143°01′07″ 
 

Re:「あなたを感じていたい」 防⾵林・雪景⾊ 
10377 選択 ｕｒａｒａ 2012-03-16 18:37:49 返信 報告

  ＊防⾵林の報告です。
   

   5.中札内村 協和東４線
   

     → ＮＧ 
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       Ｎ42°40′32″  Ｅ143°09′41″  

   

Re:「あなたを感じていたい」 防⾵林・雪景⾊ 
10378 選択 ｕｒａｒａ 2012-03-16 18:39:40 返信 報告

  ＊防⾵林の報告です。
   

  6.中札内村 常盤東1線
     

     → ＮＧ 
   

        Ｎ42°39′06″  Ｅ143°07′25″  
   

 

Re:「あなたを感じていたい」 防⾵林・雪景⾊ 
10379 選択 ｕｒａｒａ 2012-03-16 18:41:22 返信 報告

  ＊防⾵林の報告です。
     

     7.豊頃町 統内
     

       → ＮＧ 
          

      Ｎ42°51′54″  Ｅ143°22′55″  
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Re:「あなたを感じていたい」 防⾵林・雪景⾊ 
10380 選択 ｕｒａｒａ 2012-03-16 18:43:35 返信 報告

  ＊防⾵林の報告です。
     

    8.幕別町 豊岡
       

       → ＮＧ
     「10323」に少し似てませんかね・・・代替にならないかな 

            
      Ｎ42°49′33″  Ｅ143°15′58″  

     
 

Re:「あなたを感じていたい」 防⾵林・雪景⾊ 
10381 選択 ｕｒａｒａ 2012-03-16 18:53:08 返信 報告

    ＊防⾵林の報告です。     

      9.帯広市 桜⽊町
       

         → ＮＧ
     

            
        Ｎ42°48′10″  Ｅ143°13′39″  

     
＊これにて報告終了します。

  
 沢⼭載せれば良い訳じゃ有りませんよね︕

 【考察】広⼤な雪景⾊は、今回のエリアには無さそうです。
 防⾵林はどれも似ていますが、ヤハリ異なる→上記とあわせると、このエリアでない可能性⼤。
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＊次回は⼗勝北部をキョロキョロしてみようと思います。(機会があればですが)
まずは、チョコレートさん推薦の⿅追町の「扇が原展望台」が狙い⽬か。

Re:「あなたを感じていたい」 防⾵林・雪景⾊ 
10384 選択 stray 2012-03-16 23:18:19 返信 報告

ｕｒａｒａさん、こんばんは︕

没写真のオンパレードですが、防⾵林の写真は私にはどれも[10200]に⾒えるんですけど（笑）。
 カメラの⾓度や望遠具合の違いで、この中に当たりがあるんじゃありません︖

 

Re:「あなたを感じていたい」 防⾵林・雪景⾊ 
10385 選択 ｕｒａｒａ 2012-03-16 23:56:09 返信 報告

ｓｔｒａｙさん こんばんは。

> カメラの⾓度や望遠具合の違いで、この中に当たりがあるんじゃありません︖ 
 だと嬉しいんですが・・・現地に⽴って⾁眼でみると「違う︕」感が・・・。

こういう場合って「あのＰＶの防⾵林は此処だ」って妄想すればＯＫなのでしょうか︖そういうコジツケ(デッチアゲ)は
気分的には歓迎なのですが・・・。

Re:「あなたを感じていたい」 雪景⾊
10443 選択 ｕｒａｒａ 2012-03-23 06:22:35 返信 報告

おはようございます。
 北⼗勝⽅⾯も所⽤ついでに⾜を伸ばしてみました。

 天候が悪く遠景の展望が今ひとつでしたが・・。

・有⼒候補としていた「⼗勝展望台」(⾳更町、⼗勝牧場)は冬季通⾏⽌め・・・ＮＧ。
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Re:「あなたを感じていたい」 雪景⾊
10444 選択 ｕｒａｒａ 2012-03-23 06:25:04 返信 報告

広⼤雪景⾊の研究
 ナイタイ⾼原展望台(上⼠幌町)

残念ながらここも冬季通⾏⽌め  ＮＧ
 

Re:「あなたを感じていたい」 雪景⾊
10445 選択 ｕｒａｒａ 2012-03-23 06:27:51 返信 報告

広⼤な雪景⾊研究

美蔓(びまん)パノラマパーク (清⽔町)

違いますね・・・ＮＧ

Re:「あなたを感じていたい」 雪景⾊
10446 選択 ｕｒａｒａ 2012-03-23 06:36:23 返信 報告

広⼤な雪景⾊研究

・⼠幌⾼原展望台 (⼠幌町)

 ムムッ︕ 「ここかもしれない」・・・でも遠景が良く⾒えない。
  印象的には好感触・・・ズームアップすれば画像と重なるかな・・・︖︖ 

 まずは再検証の対象としましょう。
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中札内カンタベリーマスターの、⼠幌町周辺の地形が何となく似ているとのコメントにより⾛ってみました。
確かに「⼭並み」も雰囲気は似ていました。(別途掲載)

Re:「あなたを感じていたい」 雪景⾊
10526 選択 noritama 2012-03-26 23:04:43 返信 報告

uraraさんこんばんは。

捜査はまっていますね(^^)
 [10373]1.芽室町 美⽣の景⾊を⾒て、

ふと思ったのですが、幸福駅周辺の防⾵林の⾵景は調査されましたか︖
 "愛"をテーマにすると（笑）

 ⼆本の⽊が寄り添うハルニレや、幸福駅周辺とか思い浮かんだりするのは短絡的でしょうか(^^;) 
 愛国駅周辺はちょっと無さそうですけれど･･･(笑)

Re:「あなたを感じていたい」 雪景⾊
10528 選択 stray 2012-03-26 23:31:17 返信 報告

noritamaさんこんばんは。

幸福駅―愛国駅・・・流⾏りましたねぇ、古いですねぇ（笑）。
 私が中学⽣か⾼校⽣の頃だったような。若い⼈は知らないでしょうね。

冬、⾼い場所に登れるとしたら「スキー場」ですよね︕
 帯広近くのスキー場を探すと「新嵐⼭」というのが引っかかってきます。

 ただ、景⾊は（とくに防⾵林は）どこも同じに⾒えてしまいます（笑）。
 

Re:「あなたを感じていたい」 雪景⾊
10531 選択 ｕｒａｒａ 2012-03-26 23:59:08 返信 報告

strayさん、noritamaさんこんばんは。
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「愛の国から幸福へ」（歌︓芹洋⼦）がはやりましたね〜。
カップルがワンサカ押し寄せて。

 今は当時の喧騒はありませんが・・・。

> 私が中学⽣か⾼校⽣の頃だったような。若い⼈は知らないでしょうね。 
 若かったんですね〜・・・じゃ随分と御歳を・・・。

> 帯広近くのスキー場を探すと「新嵐⼭」というのが引っかかってきます。 
 10371が嵐⼭付近です。スキー場はゲレンデ麓までしか⾏けませんでした。撮影ポイントより標⾼は下となります。

> ふと思ったのですが、幸福駅周辺の防⾵林の⾵景は調査されましたか︖ 
 >"愛"をテーマにすると（笑） 

 幸福の横は通りました、無料⾼速区間です。⾛っているだけで「これでもか」と防⾵林が現れます(中札内と帯広市幸福は
同⼀エリアと⾒なせます)。安全運転モットーですので画像とはノーチェック(本当は気⼒が・・・)。

 「愛」テーマですか・・・、ピンきませんネ・・ガサツなオジサンには・・妄想も枯れています。

また週末に出かけるのでそれなりにアタックしてみます。
 

Re:「あなたを感じていたい」 雪景⾊
10550 選択 ｕｒａｒａ 2012-03-28 22:12:17 返信 報告

みなさん、こんばんは。

こんなカラオケVあるんですね。
 http://www.youtube.com/watch?v=ChLac7Hb79I

⾵景は多少参考になるかも・・・これも苦⼼して製作したものでしょうね、きっと・・・でもPVとは違う。

PS︓「歌」も「モデル」も無いことにしないとヤッテラレマセンですがネ〜・・・。

Re:「あなたを感じていたい」 雪景⾊
10575 選択 ｕｒａｒａ 2012-04-01 19:53:38 返信 報告

みなさん、こんばんは。
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研究⾛⾏100ｋｍほどして来ましたが・・・

★⼗勝も雪が消えてきています・・・
  ∴研究は困難となりましたので、結了とします。

   成果はハルニレの撮影位置位ですね・・・
  

  機会とパワーがあれば再挑戦も・・・ムリかな・・

・今回ハルニレ周辺は雪がぬかるんでいて撮影ポイントまで到達ＮＧ。

・扇が丘展望台にも⾏きましたが、時期外れの吹雪で視界不良・・・でも環境からして明らかに違いますネ。

・写真は⿅追町の道の駅付近の防⾵林です→画像とはＮＧ
 

Re:「あなたを感じていたい」 雪景⾊
10577 選択 stray 2012-04-01 21:50:50 返信 報告

ｕｒａｒａさん、こんばんは。

> ★⼗勝も雪が消えてきています・・・

あらら、私のところはまだ50cm以上残ってますので、差し上げますけども（笑）。
 雪解けまでに⾒つけることができませんでしたか・・・

> ・写真は⿅追町の道の駅付近の防⾵林です→画像とはＮＧ

これもよく似てますけどねぇ。ひと冬かけた捜査、たいへんお疲れさまでした。
元映像・画像を吟味して、ネット捜査に切り替えましょう︕

 って誰がやるんだろ（笑）。
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