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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

ラ・マーレ・ド茶屋に⾏って来ました。
1144 選択 suu 2009-10-25 22:24:06 返信 報告

strayさん、皆さん、こんばんは。

今⽇は泉⽔さんのゴールデンベストの記念⽇に泉⽔さんに
 逢いに⾏って来ました、DISC1 13曲⽬「愛が⾒えない」
 のPVに登場するロケ地で⼀⽇過ごして来ました。

ファンクラブサイトのトップ画像に写っている泉⽔さんの
 座っているレストラン「ラ・マーレ・ド茶屋」のレポートです、まずレストラン前の砂浜に泉⽔さんがジープで写っている砂浜で

す。撮影当時は砂浜に⾞で乗り⼊れられたのですが現在は、柵がして有り乗り⼊れが出来ません。
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Re:ラ・マーレ・ド茶屋に⾏って来ました。
1145 選択 suu 2009-10-25 22:27:29 返信 報告

次に撮影した写真はクラブサイトの画像に載っている
 かすかに⾒える暖炉です、まず外から確認です。

 左から3番⽬窓の所にレンガで囲まれているのが分かります。

Re:ラ・マーレ・ド茶屋に⾏って来ました。
1146 選択 suu 2009-10-25 22:34:55 返信 報告

昨年も来たのですが、⼿がかりが無いので適当に店内の
 写真を撮った物で⽐較していたら似ているので現場に

 ⾏って⾒る事にしました。
 いよいよ店内に⼊るが予約しているsuuと⾔ったら2階に案内されそうに成ったので

1階が良いのですがと⾔うとどうぞとご案内されました、空いている席へと案内されて直に暖炉
の有る席へ店内には、まだお客が居ないので店員さんに写真撮影の許可を取りましてファンクラ

ブサイトの画像を⾒せてこの席がそうですよねと訪ねたらそうですね、間違いないですと⾔われまして椅⼦が画像と違い
ますが⼊れ替えたのですか?

 と訪ねると、その椅⼦ならございますので⽤意いたしますと取り替えてくれました。
 それに、私の⾒せた画像に合わせてくれたのにはビックリいたしました

 

Re:ラ・マーレ・ド茶屋に⾏って来ました。
1147 選択 suu 2009-10-25 22:38:17 返信 報告

最初この椅⼦は無いのかと思いましたが
 配置換えをしていただけでした。
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Re:ラ・マーレ・ド茶屋に⾏って来ました。
1148 選択 suu 2009-10-25 22:42:32 返信 報告

もちろん、この位置で泉⽔さんに

ナリキッタのは⾔うまでも有りません。(笑)

とても恥ずかしくて載せられません。

終わり。

Re:ラ・マーレ・ド茶屋に⾏って来ました。
1149 選択 stray 2009-10-25 22:56:31 返信 報告

suuさん、こんばんは︕

捜査ご苦労さまでした（笑）。
 もしかして、⿊のワンピースで⼥装して⾏かれたんですか︖（笑）

椅⼦も残っていたんですね︕ いやぁ、感激です。
 テーブルは、丸型と楕円形と⾓丸の３種類あるのでしょうか︖

 泉⽔さんの画像に写ってるのは楕円形じゃないかと思うのですが…。

しかし、よく気づかれましたね、すごい洞察⼒です。
 この席を「泉⽔シート」と命名させてもらいますので（笑）、

 ラ・マーレ・ド・茶屋の皆様によろしくお伝えください（笑）。
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素晴らしいレポをありがとうございます︕

Re:ラ・マーレ・ド茶屋に⾏って来ました。
1150 選択 ドルチェ 2009-10-25 23:53:16 返信 報告

suuさん、ストちゃん、みなさんこんばんは︕

わぁ〜わぁ〜〜︕︕ suuさんのご報告とは、このことだったんですね︕ 嬉しいです︕
 #1149の泉⽔さんは、ワンピースっぽいのを着てすっごく可愛いのでお気に⼊りの写真なんです

が、
 この場所は「ラ・マーレ・ド茶屋」の店内だったのですか〜︕︖ スゴイです︕

> もちろん、この位置で泉⽔さんにナリキッタのは⾔うまでも有りません。(笑) 
 > とても恥ずかしくて載せられません。 

 あら︕ なりきり写真載せてくれないんですか︖︖残念︕（笑）
 いつかは「泉⽔シート」に座りたいな〜（＊＾＾＊） まずは、似たようなワンピースを準備しないと︕（笑）

suuさんのように、近くて現場にすぐ捜査に⾏ってくださる⽅たちのお陰で、どんどんロケ地が確認できてすごいですね♪
 潜⼊捜査、ありがとうございました︕︕

Re:ラ・マーレ・ド茶屋に⾏って来ました。
1151 選択 チョコレート 2009-10-26 11:28:11 返信 報告

suuさん、所⻑さん、ドルちゃん、こんにちは。
 suuさん、お久しぶりです。なんと、「ラ・マーレ・ド茶屋」レポですか︕︕素敵︕︕(笑)

 私、この⿊のワンピースで撮った画像が、とても気に⼊っているのですが、撮影場所「葉⼭」としか書いてないので、
 どこなのかなぁ〜︖と思っていました。

 それはココだったんですね︕︕素晴らしい︕
 泉⽔シート････いつか、いつか、ここでなりきり撮影会したいです。

 suuさんの”なりきった写真”⾒てみたいなぁ〜(笑)。
 素敵なレポ、ありがとうございました︕︕
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Re:ラ・マーレ・ド茶屋に⾏って来ました。
1152 選択 アネ研 2009-10-26 21:17:15 返信 報告

こんばんは、suuさん、所⻑、ドルちゃん、チョコさん
 suuさん、お疲れ様でした。

 しかし、うらやましいな〜。
 泉⽔さんが、座ったであろう席に座れるなんて、

 ⼩⽣は、まだ、泉⽔さんがいたであろう所にたどりついたまでですからね〜。（笑）
 しかし、最近はやりの、なりきり写真⾯⽩そうですね。

 撮ってたら、こそっと⾒たいな〜。（笑）
 わたしは、神奈川県は弱いので、どうか、これからも宜しくお願いします。

 

Re:ラ・マーレ・ド茶屋に⾏って来ました。
1154 選択 goro 2009-10-26 22:22:53 返信 報告

suuさん strayさん ドルチェさん チョコレートさん アネ研さん こんばんは

「ラ・マーレ・ド茶屋」のレポート、ありがとうございました。
 椅⼦も雰囲気もまだ⼗分に残っていて素晴しいですね。

 「泉⽔シート」、座ってみたいです。
 私も最近は葉⼭の⽅までは⾏かなくなってしまったので、いつか⾏ってみたいものです。

 それにしても#1149の泉⽔さんは普通の⽅に⾒えてしまうのは私だけしょうか︖
 そんな、飾らない所も魅⼒的なんだなって思ってしまいます。

 

Re:ラ・マーレ・ド茶屋に⾏って来ました。
1155 選択 suu 2009-10-26 23:04:58 返信 報告

strayさん、ドルチェさん、チョコレートさん、アネ研さん、goroさん、皆さん、こんばんは。

strayさん、テーブルは3種類⽤意されていますね。
 当時の撮影に楕円形のテーブルはが使⽤されていますね。
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撮影の時には楕円形のテーブルと丸型の椅⼦が使われたようですね。
⼥装はしませんでしたが、ジージャンにショートパンツに

 するかなと思いましたが出来ませんでした(笑)

ドルチェさん、お久しぶりです。
 私がワンピースを着て来たら出⼊り禁⽌になりそうな

 感じがしますので、これは⼥性⽅にしてもらうのが
 良いですね。吉報はこの事でした。

チョコレートさん、お久しぶりです。
 是⾮「ラ・マーレ・ド茶屋」に来た時には

 ナリキリをお進めいたします。
 店員さんが凄く良い⽅なので

 是⾮ドレス姿でご案内のカメラマンに成ります。(笑)

アネ研さん、お久しぶりです。
 所⻑さんが銘々の泉⽔シートに座ってこれだけで

 満⾜ですよね。それ以上は望みません。
 神奈川県は泉⽔さんが寄った場所が多数有りますよね。

 もう⼀件も発表したいです、多分当たりだと・・・

goroさん、お久しぶりです。
 海外のレポートはいつもドキドキですよ。

 早くも泉⽔シートに座ってしまいました。
 また葉⼭に来る時にはこのレストランに⽴ち寄って

 下さいね、店員さんの対応が嬉しいレストランです。

ポーズは違いますが、このくらいでご勘弁(笑)

Re:ラ・マーレ・ド茶屋に⾏って来ました。
1156 選択 stray 2009-10-27 12:53:10 返信 報告

ドルちゃん、チョコさん、アネ研さん、goroさん、suuさん、こんにちは。
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suuさん、普通の格好じゃないですか︕︕（笑）
背中を椅⼦から離して座らないとダメ、ダ〜メ（笑）。

 やっぱりテーブルは３種類あって、泉⽔さんのときは楕円形＋丸型の椅⼦だったのですね。
 さすがにテーブルまで替えてくれとは⾔えないですものね（笑）。

 当時の配置のまま残しておいて欲しいものです。みんなでお店に要望しましょう︕（笑）

ドルちゃんが貼ってくれた#1150は、Le Port 写真集の１枚ですが、
 その隣に「2002年、葉⼭」とキャプションがついた、「⽇影茶屋」で撮った写真があって、

 両⽅とも似たような⾊のカーディガンを⽻織っているので、
 どちらかのキャプションが間違ってるんじゃないかと思ったくらいです（笑）。

密葬の遺影に使われた写真が「2002年、葉⼭」の１枚なのですが、
 両⽅とも髪が”ぺしゃ〜ん”としてて、#1150とよく似ているんですよねぇ、

 8年の歳⽉が経ってるとは思えない美しさです。

ドルちゃん︕
 ⿊ワンピ⽤意して、成りきり写真撮ろうネ︕（笑）

Re:ラ・マーレ・ド茶屋に⾏って来ました。
1157 選択 ドルチェ 2009-10-27 17:03:23 返信 報告

suuさん、ストちゃん、みなさんこんばんは（＾＾）

昨⽇は、急に夜のお誘い（お酒抜きね︕）を受けちゃってレスが遅れてしまってゴメンなさい︕（＞＜）
 suuさん、お顔が泉⽔さんなナリキリ写真ありがとうございます〜（笑） 

 同じお洋服や同じポーズは無理でも、やっぱり泉⽔さんと同じ場所に座ることができるのはシアワセですよね♥ いいなぁ
〜
> もう⼀件も発表したいです、多分当たりだと・・・ 

 ムムムのム・・まだ他にもなにか発⾒されたのでしょうか︕︖ ご報告、楽しみに待ってます︕

ストちゃんが貼ってくれた#1156と#1150の写真の件は、前話題にしたよね︕ 
 髪が”ぺしゃ〜ん”ってなんか懐かしい響きだなぁ（笑） 覚えててくれた︖ それにしても⼆つの写真に8年もの年⽉の差

があるなんて信じられないネ︕
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⿊ワンピ2枚準備するから、その時は⼀緒になりきり写真撮ろうね︕︕ 男の⼈のなりきりも可愛くて⼤好きなので約束だ
よ〜（笑）

Re:ラ・マーレ・ド茶屋に⾏って来ました。
1159 選択 suu 2009-10-28 06:41:13 返信 報告

strayさん、ドルチェさん、おはようございます。

店員さんがクラブサイトの画像を気にいってましたので
 オープン前に⾏って⼀緒に⼿伝えばそのままの画像に合わせてくれそうですね。先⽉もこの場所をファンの⽅が写真に撮

っていましたと⾔われてましたので、ナリキリをした⽅が居ますよね。

ドルチェさん、ジャンパーの下にZARDティーシャツを
 着ていたのを忘れてましたよね。^^

 ナリキリの海岸の写真は帰宅したら^^

なりきり写真、ありがとうございます(笑)
1160 選択 チョコレート 2009-10-28 13:00:00 返信 報告

suuさん、所⻑さん、ドルちゃん、皆さんこんにちは。
 リクエストにこたえて、suuさんのなりきり写真、ありがとうございます(笑)。

 うらやましい︕︕さすが⿊ワンピは難しいと思いますが、この場所に⾏けて、この泉⽔シートに座ることができるだけ
で、どれだけうらやましいことか︕︕憧れますね〜。

他にもなりきり写真が︖︖ええっ︖まだ何か発⾒しちゃったのでしょうか︕︕︖
すっごく気になって、気になって･･･あれかな︖これかな︖ひとりで妄想がてんこ盛り状態です(笑)。

 発表を楽しみに待っています。

Re:⼀⾊海岸
1161 選択 suu 2009-10-28 20:44:07 返信 報告

チョコレートさん、皆さん、こんばんは。
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25⽇は、この後に御⽤邸裏の泉⽔さんにも
逢って来ましたよ、⾚いセーターも忘れてます。(笑)

 移動は私の他に1名同伴者が居ましたので⼀緒の⾏動です。
⼀⾊海岸に来ましてトイレ横の階段がカメラの撮影アングル

 だと思います、⼆⼈で海岸を眺めがら写真を撮っていると
 後からあのースイマセンと声をかける⽅がZARDファンかな?

 と思ったら、制服を着た警官でしたカメラの撮影の事で
 聴かれてしまいまして私たちの姿と御⽤邸側の撮影NGで
 お願いしますと警官に⾔われてしまいました。

 もちろん撮りませんよ、興味無いし(笑)
 

Re:レストランDon
1162 選択 suu 2009-10-28 20:57:44 返信 報告

警官にご機嫌を損なわないうちに海岸を後にしまして
 ⽬指すはレストランDonへ移動です。

 レストランに⼊る前に海岸に下りて遊んでました。
 ⽴⽯の岩と松をバックにこの⽇は潮が満ちてまして
 引き潮の時に来ないと、泉⽔さんが⽴っていたポイントまで

 ⾏けません仕⽅なく⼿前でしか撮れません。
 皆さんもこの場所に来る時は引き潮が狙い⽬ですよ(笑)

 カメラを相棒に⼿渡して写真を撮って来ました。
 向こうを向いているので修正無しで。

Re:⼀⾊海岸
1163 選択 saki 2009-10-29 10:38:01 返信 報告

suuさん、みなさん、プチお久しぶりです(^^)/

私もsuuさんのように、泉⽔さんを感じられる海を⾒つめていたい… 
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そんな想いで加⼯画を作りました… 遠近感が上⼿く表現出来ず、めちゃくちゃですけど…(^
^;)

P.S
 所⻑さん加⼯画を此⽅にUPして、すみませんm(_ _)m  suuさんが御覧になったら直ぐに削

除します。m(_ _)m

Re:⼀⾊海岸
1164 選択 suu 2009-10-29 11:06:06 返信 報告

sakiさん、おはようございます。

こちらこそ、プチお久しぶりでごさいます。
 海を⾒ながらの私の写真を加⼯画にして頂き
 ありがとうございます。

 iPhoneの中に保存完了です。^^

Re:⼀⾊海岸
1165 選択 チョコレート 2009-10-29 12:23:59 返信 報告

suuさん、sakiさん、皆さん、こんにちは︕

以前、話題になった、⾚いセーターの泉⽔さんが⼿を引っ張る海岸の現場検証だったのですね。あの映像の泉⽔さんには
⾃分が引っ張られているわけじゃないのにドキドキしちゃいました(笑)。可愛すぎる･･･泉⽔さん。

 アングルもバッチリですね〜。

もうひとつ、波打ち際で波と戯れる泉⽔さんの海岸もすぐ近くなのですか︖位置関係がいまひとつわからないのです
が･･･。良いなぁ︕こんなにたくさんの泉⽔さんの思い出の場所があって。

海を⾒ているsuuさんのなりきり写真を⾒ていたら、なぜか涙が出てきてしまいました。泉⽔さんの眺めた海の景⾊を私も
いつか⾒に⾏きたいです。

 suuさん、素敵なレポート、ありがとうございました。
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横レス失礼します。
sakiさん、お久しぶりですね〜︕お勉強頑張ってますか〜︖

 sakiさんの加⼯画も久しぶりですよね。
 この画像で、海を⾒ているsuuさんに、なぜか⾃分を重ねてしまって、涙が出ちゃいました。

 いつかみんなで⼀緒に葉⼭なりきり撮影ツアーに⾏きたいですね(笑)。

素晴らしい︕
1166 選択 stray 2009-10-29 12:26:35 返信 報告

sakiさん、こんにちは。

久しぶりの加⼯画ですねぇ（笑）。
 いいじゃないですか︕ よくわかんないけど不思議な遠近感があって（笑）、

 素晴らしい出来だと思います︕

> suuさんが御覧になったら直ぐに削除します。m(_ _)m 
 いやいや、削除には及びません。

 後でサイズとを⼩さくしてプリントアウトに耐えない程度に画質を落としておきますので。

お願いがあるのですが、#1156のキャプ画の「ZARD」の⽂字を消してもらえません︖（笑）
 このショットは、密葬の遺影に使われた写真ですが、モノクロしかないのです。

sakiさんの腕で、キレイに消してちょ︕ ｺﾞﾛﾆｬﾝ（笑）
 

Re:ラ・マーレ・ド茶屋に⾏って来ました。
1167 選択 stray 2009-10-29 12:38:58 返信 報告

suuさん、ドルちゃん、チョコさん、こんにちは。

suuさん、追加情報どうもありがとうございます。
 その親切な店員さんなら、テーブルも移動可能っぽいですね（笑）。

 suuさんの別荘情報によると、お客さんは海の⾒える席に集まって、
 泉⽔シートは⼈気がないみたいですね、ZARDファンにとっては願ったり適ったりですが（笑）。
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御⽤邸⽅向の撮影はNGなんですね︕ ロケ地マップに加えておきます。
逮捕されなくてよかったですねぇ（笑）。

suuさんが撮影された写真をトリミングして、少しガンマ補正をかけてみました。
 完璧なアングルで、お⾒事な捜査でした。もう１つのほうも是⾮Ｚ研でご披露下さい（笑）。

 
 ドルちゃん

> 髪が”ぺしゃ〜ん”ってなんか懐かしい響きだなぁ（笑） 覚えててくれた︖  
 覚えてるよ〜ん、忘れられないフレーズだからねぇ（笑）。

 sakiさんが字消ししてくれたら、２枚並べて⽐べてみようと思うけど、全然変わらないよね︕

> ⿊ワンピ2枚準備するから、その時は⼀緒になりきり写真撮ろうね︕︕ 男の⼈のなりきりも可愛くて⼤好きなので約束
だよ〜（笑） 

 ヤダ︕（笑）勘弁してちょ︕（笑）

suuさんのもう⼀つのネタは、スクープですよ、お楽しみに〜︕（笑）
 

Re:素晴らしい︕
1168 選択 saki 2009-10-29 14:04:40 返信 報告

suuさん、所⻑パパ、チョコ先輩、こんにちは〜(^^)/

suuさん、気に⼊って頂けたでしょうか︖︖
 私もチョコ先輩と同じように、suuさんのお姿を⾒て涙がでちゃった⼀⼈です…

 いつか、⾏ってみたいですね、

チョコ先輩、久しぶりぃ〜(^^)/  
 今、レポートが⼤変で中々Ｚ研に顔を出す事が出来ません(>_<) また落ち着いたら遊びに来ま

すね〜(ToT)/~~~~ 

>sakiさんの腕で、キレイに消してちょ︕ ｺﾞﾛﾆｬﾝ（笑） 
 もう〜、パパはおだて上⼿なんだから〜  と、⾔いつつそのおだてに直ぐ乗っちゃうsakiで〜す。

 ちょっと難しかったけど… こんな感じでいかがでしょう︖︖  ペケさんならもっと上⼿く出来るのになぁ〜
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追記︓
#1163は、画像を⼩さくしたらせっかくのsuuさんが⾒えなくなっちゃうので、Ｚ研⽂字を⼊れました。

Re:素晴らしい︕
1169 選択 ペケ 2009-10-29 19:59:13 返信 報告

皆さん、こんばんは。

sakiちゃんの⽅が巧いから、サイズで対抗（笑）。

共演だ︕（笑）
1170 選択 stray 2009-10-29 20:33:24 返信 報告

sakiさん、ペケさん、こんばんは。

sakiさん、早速どうもありがと︕ 仕事、早っ︕（笑）
 さすがに２⼈ともお上⼿ですねぇ。

 難しいのは⿐の頭と、左⽬の下瞼でしょうか。
 これがモノクロの元画です。頼んでおいて何ですが（笑）、

 カラーだとなんだか⽣々しくなっちゃいますね。

ペケさん、お久しぶりです。
 ⿐はペケさんのほうが巧いと思います。

 左⽬は sakiさんの⽅に軍配なので、引き分けってことで（笑）。
 両巨匠の共演を久々に⾒られて嬉しいです（笑）。

Re:⼀⾊海岸
1171 選択 stray 2009-10-29 20:40:05 返信 報告
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チョコさん、こんばんは。

⽴⽯海岸と⼀⾊海岸は 5〜6km 離れてます。
 ロケ地マップ出版までお待ち下さい（笑）。

sakiさんへ
 >#1163は、画像を⼩さくしたらせっかくのsuuさんが⾒えなくなっちゃうので、Ｚ研⽂字を⼊れ

ました。 
了解です、Ｚ研の⽂字、デカっ︕（笑）

#1163 の元画
1172 選択 stray 2009-10-29 20:46:11 返信 報告

#1163 の左側の泉⽔さんの元画がこれです。

「今⽇はゆっくり…」の屋内シーンのロケ中に撮ったものと思われます。
 ここで使うか︕と甚く感⼼しました。配置・⼤きさともお⾒事。

 suuさんの姿に眼が⾏かないよう⼯夫されてますね（笑）。
 

素晴らしい︕︕
1173 選択 チョコレート 2009-10-30 09:45:38 返信 報告

所⻑さん、sakiさん、ペケさん(お久しぶりです）、皆さん、こんにちは︕

久しぶりに所⻑さんのリクエストだなぁ〜と思って⾒ていたら、すっごいスピードでこたえるsakiさんにビックリ︕(笑)。
 さらに療養中のペケさんもsakiさんのつぶやきにこたえて(?)画像をアップしていてビックリ︕

 なにしろ、カラーになった泉⽔さんの美しさにビックリ︕︕
 とてもビックリしたチョコでした(笑)。

 素晴らしいですね〜︕この画像は美しくて･･･ちょっと悲しくて･･･。
 私もこっそり保存させていただきました。ありがとうございました︕
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それにしても･･･#1163Ｚ研⽂字の⼤きさには笑ってしまいました(笑)。でかっ︕(笑)ぎゃははは。

Re:素晴らしい︕︕
1182 選択 ペケ 2009-10-30 19:03:17 返信 報告

皆さん、こんばんは。

所⻑、お久しぶりです。
 > ⿐はペケさんのほうが巧いと思います。 

> 左⽬は sakiさんの⽅に軍配なので、引き分けってことで（笑）。

いえいえ、安全にsaki先⽣の⽅が上です。ブランクの間に完全に置いていかれました（笑）。もう背中さえ⾒えません
（泣）。

チョコさん、お久しぶりです。

> さらに療養中のペケさんもsakiさんのつぶやきにこたえて(?)画像をアップしていてビックリ︕

療養中の筈が、画像系に復帰していますし、字のないブログも毎⽇更新して遊んでいます。Ｚ研は、チョコさん達の⼥性
パワーで安泰ですね︕ 益々のご活躍を期待しています（笑）。

Re:⼀⾊海岸
1186 選択 ドルチェ 2009-10-30 22:10:16 返信 報告

suuさん、ストちゃん、チョコちゃん、sakiちゃん、ペケさんみなさん こんばんは。

最近イベント⽬⽩押しでバタバタしてて、またまたレスが遅くなってゴメンなさい（＞＜） 

わぁ︕⾚いセーターの泉⽔さんのあの場所に⾏かれたんですね︕ いいなぁ。。 私も泉⽔さんに逢いに⾏きたいです〜
（泣）

 レストランDonの前の海岸でのsuuさんのなりきり写真、素敵ですね。泉⽔さんと同じ海を眺めながら何を思ったのかな。
 違う季節の海も⾒てみたいので、また機会があれば写真をアップしてください︕

sakiちゃん、ペケさん、
 お⼆⼈ともさすがですね〜♪ あんなに泉⽔さんのお顔の真ん中にダーンとある⽂字が消せちゃうんですね︕︖ 綺麗な泉
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⽔さんをありがとうございます。
チョコちゃんも⾔ってますけど、ホントにこの画像は、美しくて･･･ちょっと悲しくて･･･。って感じですよね。

ストちゃん、
 泉⽔さんのお顔の⽂字を綺麗に消してもらったから、⼆つ並べてみてね︕ 8年の歳⽉なんて全然感じさせないとこが泉⽔

さんのスゴイとこだよね♥

Re:⼀⾊海岸
1188 選択 stray 2009-10-30 22:47:46 返信 報告

チョコさん、ペケさん、ドルちゃん、こんばんは。

２枚⽐べてみるのを忘れてました（笑）。
 ん〜、まったくといっていいほど変化なしですね。

 眉⽑まで⼀緒です（笑）。
 こんなことがあっていいのでしょうか、美しすぎる〜。

saki先⽣の背中さえ⾒えないって、褒めすぎですよ〜（笑）。
 お調⼦者なので、レポート書かずに加⼯画に熱中しないか⼼配だなぁ（笑）。

 

Re:⼀⾊海岸
1190 選択 ペケ 2009-10-31 18:18:04 返信 報告

皆さん、こんばんは。

ドルチェさん、お久しぶりです。1170の画像を参考にしていたら、より正確な再現が出来たのですが、saki先⽣のご指導
の元でもっと勉強しますね（笑）。

所⻑、saki先⽣の進化は半端じゃないですから、ナースからアートの世界へ転⾝するかも︖。 
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