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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

どこの屋上︖
17238 選択 stray 2015-06-29 19:56:06 返信 報告

[17234]のつづきです。

noritamaさん、こんばんは。
 話が脱線してますので(笑)、新たにスレを⽴てました。

FM Station 1992年なら、これですね。
 AL『HOLD ME』のインタビュー記事です。

場所は・・・わかりません(笑)。

noritamaさんが分からなければ誰も分からないかも(笑)。
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Re:どこの屋上︖
17239 選択 stray 2015-06-29 19:56:42 返信 報告

もう１枚。

「永遠」PVのジャケットと同じですかね︖

Re:どこの屋上︖
17240 選択 stray 2015-06-29 19:57:26 返信 報告

PATI・PATI 1992年9⽉号の⾚ジャケット。

たぶん、同じジャケットですが、記事の内容はSg「眠れない夜を抱いて」のインタビューです。

髪のウェーブ具合が違うので、別の⽇の撮影かも。

Re:どこの屋上︖
17243 選択 ドルちゃん 2015-06-29 23:34:50 返信 報告

noritamaサマ、ストちゃん、みなさまこんばんば︕

あっちでnoritamaサマが貼られたサイトにアクセスしてもスマホで︖は写真が⾒れなくて、アレ〜︖と思っていたら
 ストちゃんが貼ってくれたこの写真ですか︕

 この頃の泉⽔さんは特に、もう︕⼤⼤⼤⼤好きです︕︕
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三枚⽬の写真は、よくネットで出回ってたけど
⼀、⼆枚⽬の この FM Station 1992年の写真の⼤きいのを⾒たのは初めてです。泉⽔さんってほんとに凛としてて綺麗
な⽅ですよね。。

さてさて、本題ですが..
 もちろん私も、ここがどこの屋上か全く⾒当もつきません(笑)

 泉⽔さんの奥に写っているビルなんか捜査のヒントなりますよね︕
 これか佐賀のビルなら⼀発で分かるんですけどねぇ〜。

 っていうか、そもそも佐賀にはこんな⾼いビル、⼀つもないんですけど(笑わない)

この⾚いスーツは、やっぱり永遠の鮭写と⼀緒のものかな︖
 そうなら泉⽔さんの私服ですよね。

 確かに、92、3年は こんな⾵なカチッとしたジャケットで⼤⼈っぽい格好が流⾏っていましたよね。プラス⼝紅は真っ⾚
(笑) もひとつ⾔うと、でっかいイヤリング︕(笑)

三枚⽬の写真とは、撮影時期はどうでしょうね。
 違うような、同じような(笑)

 この頃の写真ももっと⾒たいな。

> noritamaさんが分からなければ誰も分からないかも(笑)。 
 ですね(笑)  ノリタマサマ、何卒よろしくお願いします(笑)

  

Re:どこの屋上︖
17245 選択 チョコレート 2015-06-30 09:59:45 返信 報告

所⻑さん、ドルちゃん、皆さん、こんにちは︕
新しいスレになって、新たなお題が提起されましたね。

 これはカッコイイ︕︕・・・けど、超難問（￣ー￣︔
 1992年って、今から20年以上も前なんですね︕

ロケ地捜査って、写りこむ背景がポイントなので、時が経てば⾵景も変わってしまって、難易度⾼くなりますね(苦笑)。
 AL『HOLD ME』の頃だと、⼤阪の⽅はきっと考えなくても良いので、
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東京なのだろうな・・・・。
背景の左側のベージュ⾊︖の⼤きな建物なんかはホテルっぽいなぁ・・・と思ってみたりしますが、これだけじゃ難しい
ですね。

 ベージュ⾊の建物の奥の少し低くなった建物は屋上に上がこげ茶のラインの⼊った箱状のものがあるの︖︖
 などなど、⼼の⽬を⼤きくひらいて⾒てもボケボケですね(＾＾︔)

こんな時は、noritamaさまとpineさま︕︕(笑)
 なんとかしてくれないかしら〜ん（⼈´∀`*）

Re:どこの屋上︖
17246 選択 stray 2015-06-30 12:10:00 返信 報告

ドルちゃん、チョコさん、こんにちは。

⾒つけましたよ︕

たぶん、⾃社ビル（スタジオバードマン）の屋上から、六本⽊⼀丁⽬（⾕町JCT）⽅向を撮っ
たものです。

この辺は再開発されちゃったので、ビル２つとも現存しないと思われます。

Re:どこの屋上︖
17247 選択 noritama 2015-06-30 12:15:59 返信 報告

こんにちは｡

>話が脱線してますので(笑)、新たにスレを⽴てました。 
 スミマセンありがとうございますm(_ _)m

 >三枚⽬の写真は、よくネットで出回ってたけど 
 私も⾒たことが何度もあります｡ 

 FM Stationのはみたことがなかったので気になっていました｡
 >「永遠」PVのジャケットと同じですかね︖ 

 >この⾚いスーツは、やっぱり永遠の 
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スーツの検証はお任せします(^^)
階段の写真のお腹辺りのボタンがポイントでしょうか｡

さて､
 昨⽇から､､東京のビルいっぱい⾒て(笑)

 >背景の左側のベージュ⾊︖の⼤きな建物なんかはホテルっぽいなぁ・・・と思ってみたりしますが、 
 捜査員はそう思いますね(^^;私もそう思い探索してましたが･･･似たものは無く･･

 諦めかけていたのですが､､
 やはり諦めかけた頃に出てくるこのパターン･･･(^^;;

 いい検証資料写真が出てきました｡
 ほぼ特定しました｡ ⾃⼰解決しそうです｡

 なぁんだって感じですが(笑)検証中････しばしお待ちを(^^;
 

Re:どこの屋上︖
17248 選択 stray 2015-06-30 12:21:34 返信 報告

⽔⾊が「旧⽇本IBM本社ビル」22階／⾼さ87.4m

⻩⾊が「城⼭トラストタワー」37階／⾼さ147.69m(最⾼部⾼さ158m)

[17246]は、六本⽊ヒルズ展望台から撮ったものです。
 

Re:どこの屋上︖
17249 選択 noritama 2015-06-30 12:38:18 返信 報告

あ!書いてるうちに･･･同じ写真⾒つけてましたね(笑(^^;)

Re:どこの屋上︖
17250 選択 stray 2015-06-30 12:53:19 返信 報告

あ! 書いてるうちにnoritamaさんも同じ写真⾒つけてたんですね︕(笑)

私は六本⽊に絞り込んで探したので、案外簡単に⾒つかりました（笑）。

https://bbsee.info/newbbs/id/17238.html?edt=on&rid=17248
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=17248
https://bbsee.info/newbbs/id17246.html
https://bbsee.info/newbbs/id/17238.html?edt=on&rid=17249
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=17249
https://bbsee.info/newbbs/id/17238.html?edt=on&rid=17250
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=17250


スタジオバードマンからだと⾓度が違うようなので、トーマスビルの屋上ですね。

「城⼭トラストタワー」は現存するようです。

Re:どこの屋上︖
17251 選択 stray 2015-06-30 14:34:20 返信 報告

トーマスビルは1997年竣⼯なので、お隣の「ほうらいやビル」（B社所有物件）の屋上で
しょう。

⾼さがIBM本社ビルの半分相当で、六本⽊ヒルズがほぼ延⻑線上になるので間違いなしで
す。

Re:どこの屋上︖
17252 選択 pine 2015-06-30 14:46:52 返信 報告

所⻑さん noritamaさん ドルちゃん チョコさん こんにちは︕

この写真は初めて⾒ました︕カッコいいですね〜。(^^)
 この路線でいっても良かったのに…と思ってしまいます。

難題だと思ったのに、あっという間に解決ですね︕すごい︕
 ２３年も経つとビルがいっぱい建って、違う街のようですね。

 それにしても屋上がお好きなようで…。(笑)

>髪のウェーブ具合が違うので、別の⽇の撮影かも。 
 >三枚⽬の写真とは、撮影時期はどうでしょうね。 

 [17238]と[17240]で、⽩いインナーが違うような…。[17238]の⽅が、衿ぐりが広いように⾒えますね。

>>「永遠」PVのジャケットと同じですかね︖ 
>>この⾚いスーツは、やっぱり永遠の 
> スーツの検証はお任せします(^^) 

 >階段の写真のお腹辺りのボタンがポイントでしょうか｡ 
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ボタンの位置は、同じように思います。サイドスリットよりちょっと下。
背中のサイドスリットも同じですから、同じスーツかもしれませんね。(^^)

Re:どこの屋上︖
17253 選択 stray 2015-06-30 15:18:59 返信 報告

pineさん、こんにちは、

> 難題だと思ったのに、あっという間に解決ですね︕すごい︕

屋上探しはZ研の得意技ですからね（笑）。

> それにしても屋上がお好きなようで…。(笑)

ですよね（笑）、鈴江倉庫、⼭⽥倉庫、NY、⿃居坂・・・
 [13811]の⼀件があったので、私は⾃社ビルに狙いを付けて探しました（笑）。

> [17238]と[17240]で、⽩いインナーが違うような…。[17238]の⽅が、衿ぐりが広いように⾒えま
すね。

おう︕ さすが、鋭い︕ ⾔われるまで気づきませんでした。

> ボタンの位置は、同じように思います。サイドスリットよりちょっと下。 
 > 背中のサイドスリットも同じですから、同じスーツかもしれませんね。(^^)

⾊、⽣地感、デザインに、ボタンの⾊も同じなので、間違いなく同じスーツですね。
 泉⽔さんは「⾚」がお嫌いだそうですが、似合ってますよね。

 永遠PVでこれを着たのは訳がありそうな・・・

Re:どこの屋上︖
17255 選択 stray 2015-06-30 15:41:09 返信 報告

泉⽔さんによると、

”砂漠では真っ⾚なスーツが着たい”と思っていて、⾃宅のクローゼットに
 以前買って⼀度も袖を通していない”朱い⿇のスーツ”があったので・・・
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ということです。このロケのことをお忘れだったみたいです（笑）。

Re:どこの屋上︖
17256 選択 チョコレート 2015-06-30 16:45:35 返信 報告

所⻑さん、pineさん、noritamaさん、皆さん、こんにちは。
 あらら、私が仕事している間にもう解明されてる︕w(ﾟﾛﾟ;

 なんと素晴らしい・・・・。

私も、なんとな〜くですが、事務所近辺なのだろうなぁと思ってました(笑)。
 ただ、東京もどんどん変わってしまっているので、20年も前のことになると、ビルすら無くなっている事態が有り得るの

ですね(＾＾︔)
 でも解明できて何よりです。

 所⻑さんの読みが素晴らしかったことも、別ルートから同じ画像にたどり着いていたnoritamaさんも、さすがですねぇ
〜。

ドルちゃん︕ドルちゃんがお散歩︖の間に解決しちゃったよ︕︕(笑)

Re:どこの屋上︖
17258 選択 ドルちゃん 2015-07-01 07:45:53 返信 報告

ストちゃん、pineちゃま、noritamaサマ、チョコちゃん、みなさん、おはようございます︕
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> あらら、私が仕事している間にもう解明されてる︕w(ﾟﾛﾟ; 
> なんと素晴らしい・・・・。 

 ホントに、ごいすー︕︕＼(◎o◎)／
 でも、どんな難問でも きっと⾒つけてくれると‥ストちゃんや、noritamaサマや、Z研のみん

なのこと信じてました(笑)
 って意外と簡単に⾒つかったんですね(笑) すごか〜

pineちゃまの、⾚いスーツ検証も さすが〜(*^-^*)
 ね︕泉⽔さん、私も この路線で⾏っても絶対良かったと思う︕美⼈でかっこよくて、ちょっぴりセクシーで チラッと可愛

い部分も⾒えて‥

> 
> ドルちゃん︕ドルちゃんがお散歩︖の間に解決しちゃったよ︕︕(笑) 

 ね〜、ビックリよね︕(笑)
 ドルちゃんは なんと昨⽇から、お友達が保護した雀の⾚ちゃんを 何⽇か預かる事になって テンヤワンヤしてました(笑)

Re:どこの屋上︖
17260 選択 stray 2015-07-01 14:02:00 返信 報告

チョコさん、ドルちゃん、こんにちは。

あまりにも早く解決して、つまんなかったですかね︖（笑）

⾚いスーツ検証のダメ押しに貼っておきます。

> ドルちゃんは なんと昨⽇から、お友達が保護した雀の⾚ちゃんを 何⽇か預かる事になって テンヤ
ワンヤしてました(笑)

あらら、ドルちゃんはスズメちゃんのママになっちゃったのね〜（笑）。

Re:どこの屋上︖
17261 選択 stray 2015-07-01 14:03:52 返信 報告

エルミラージの椅⼦と、ロスの椅⼦は同じものですね。
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同時期のロケなので当然と⾔えば当然ですが、ロケの時の泉⽔さん専⽤椅⼦なのかも。

1992年の泉⽔さん
17262 選択 stray 2015-07-01 14:31:33 返信 報告

ドルちゃんにねだられると弱いんだよねぇ（笑）。

1992年はテレビ・雑誌に出まくりだったのでネタに事⽋きませんが、
 毎回、お顔⽴ちも洋服も髪型も違います。まさに七変化です。

これは某雑誌の1992年1⽉号。（撮影はたぶん前年12⽉）

まだアダルト路線が残ってますね。

Re:1992年の泉⽔さん
17263 選択 stray 2015-07-01 14:42:24 返信 報告

これは1992年1⽉頃の撮影です。
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Re:1992年の泉⽔さん
17264 選択 stray 2015-07-01 14:45:41 返信 報告

AL『もう探さない』（1991年12⽉25⽇）から、Sg「眠れない夜を抱いて」（1992年8⽉5
⽇）まで8ヶ⽉近く空きますが、

 その間に津久井湖のロケ（5⽉頃）があって、劇的に変化します。

この6ヶ⽉の空⽩に何が起きたのか・・・

研究対象として⾮常に興味深いのですが、情報が皆無なので解明不可能です（笑）。

これは津久井湖ロケの少し前と思われますが、ダークなイメージは⽋⽚もありません。
 （PATI・PATI_1992年6⽉号）

Re:1992年の泉⽔さん
17265 選択 saki 2015-07-01 15:08:18 返信 報告

所⻑パパッ︕、チョコ先輩、pine先輩,ドルチェさん、こんにちは〜(^_^)v 

noritamaさん、お久しぶりぃ〜(^_^)v

以前、strayパパが、合成では︖ って仰ってた写真ですね︕

事務所近くのビルからの撮影なら、合成する必要ないし･･･だから⾔ったでしょ･･･ 合成ではないって(^_^)v

私は、エルミラージに⾏く前のカメラテストで、わざわざ屋外で撮影する為に屋上まで出られたのかな︖

って、思ったけど･･･時系列がめちゃくちゃになっちゃうしなぁ〜︖︖

でも、髪のウエーブや、お顔⽴ちなんか⼀緒ですよね･･･︖︖

＃17240が1992年と⾔うのは理解出来るけど･･･＃17238もそうなの︖︖

エルミラージは、1997年でしょ︖ 5年も経っているのに･･･同じ顔︖︖ 同じ髪︖︖ ある意味スゴッ︕︕･･･

ドルチェさん、

雀が巣⽴っていったら、きっと、恩返しに雀のお宿に案内されるかも︖

https://bbsee.info/newbbs/id/17238.html?edt=on&rid=17264
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=17264
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/f8aee2c37235d0f679aa23371280367e.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/17238.html?edt=on&rid=17265
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=17265


その時は、⼀番おおきな葛籠を抱えてきてねぇ〜ぎゃははは︕︕

Re:1992年の泉⽔さん
17266 選択 stray 2015-07-01 15:21:59 返信 報告

sakiさん、こんにちは︕

そうそう、以前、裏でsakiさんに鑑定を頼んだ（笑）画像です。
 sakiさんの⾔うとおり、合成じゃなかったですね。

> でも、髪のウエーブや、お顔⽴ちなんか⼀緒ですよね･･･︖︖ 
 > ＃17240が1992年と⾔うのは理解出来るけど･･･＃17238もそうなの︖︖

1992年の雑誌に1997年撮影の写真は載せられないから（笑）、そういうことになります。

> エルミラージは、1997年でしょ︖ 5年も経っているのに･･･同じ顔︖︖ 同じ髪︖︖ ある意味スゴッ︕︕･･･

25才と30才だから、そんなに違わなくてもいいような気もしますが（笑）、
 そういうわけにはいかないんですかね、⼥性は（笑）。

> 雀が巣⽴っていったら、きっと、恩返しに雀のお宿に案内されるかも︖ 
 > その時は、⼀番おおきな葛籠を抱えてきてねぇ〜ぎゃははは︕︕

ぎゃはは（笑）、ドルちゃん、⾆を切られないように気をつけてね〜︕（笑）
 

Re:1992年の泉⽔さん
17268 選択 stray 2015-07-01 15:31:39 返信 報告

で、津久井湖ロケがあって・・・
 （PATI・PATI_1992年7⽉号）

https://bbsee.info/newbbs/id/17238.html?edt=on&rid=17266
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=17266
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/a0e9b39681f0f1db2510fa47eae2d056.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/17238.html?edt=on&rid=17268
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=17268
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/bfd5a66a69fb7c69d67c273af438f3a9.jpg


Re:1992年の泉⽔さん
17269 選択 stray 2015-07-01 15:40:05 返信 報告

Sg「眠れない夜を抱いて」のPVで、逆もどり︖（笑）
 

Re:1992年の泉⽔さん
17270 選択 stray 2015-07-01 15:50:21 返信 報告

⼀⽅で、これが泉⽔さん︖っていう超⼄⼥チックな写真もある（笑）。
 （BEST HIT 1992年9⽉号）

 

Re:1992年の泉⽔さん
17271 選択 stray 2015-07-01 15:52:46 返信 報告

これは[17240]の別ショットですね。
 （BEST HIT 1992年10⽉号）
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Re:1992年の泉⽔さん
17272 選択 stray 2015-07-01 16:02:15 返信 報告

このアー写は⽬的がまったく不明です（笑）。
 （PATI・PATI 1992年10⽉号）

 

Re:1992年の泉⽔さん
17273 選択 stray 2015-07-01 16:07:13 返信 報告

で、11⽉になると急にやつれてきます。

幻の「HOLD ME」ライブ中⽌と関わりがあって、バンドメンバーが相次いで脱退し、
 泉⽔さんの⼼労がピークに達していたと考えれば辻褄が合います。

（BEST HITS 1992年11⽉号）
 

Re:1992年の泉⽔さん
17274 選択 stray 2015-07-01 16:08:36 返信 報告

これなんて、幽霊っぽく写ってますよね。
   （PATI・PATI 1992年11⽉号）
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Re:1992年の泉⽔さん
17275 選択 stray 2015-07-01 16:11:13 返信 報告

少し戻りますが、まだアダルト路線に諦めがつかないのか・・・（笑）
   （GB 1992年10⽉号）

 

Re:1992年の泉⽔さん
17276 選択 stray 2015-07-01 16:31:30 返信 報告

年末になると、やつれが少し回復。
 （PATI・PATI_1993年1⽉号）

以上、泉⽔さん激動の1992年でした。

Re:1992年の泉⽔さん
17277 選択 ドルちゃん 2015-07-01 16:38:59 返信 報告

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/ff413935bfae4f0e2d8dce0e0dacfdcd.jpg
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ストちゃん、Sakiちゃん、みなさん こんにちはー︕

> ドルちゃんにねだられると弱いんだよねぇ（笑）。 
 ストちゃん、ありがとにゃん♡

 素敵な泉⽔さんが続々と登場してますね〜＼(^o^)／

> 1992年はテレビ・雑誌に出まくりだったのでネタに事⽋きませんが、 
 > 毎回、お顔⽴ちも洋服も髪型も違います。まさに七変化です。 

 そうそう、綺麗なお姉さんだったり、セクシーな⼥性だったり、カッコイイ系だったりと多⾯体って感じですよね。

> これは某雑誌の1992年1⽉号。（撮影はたぶん前年12⽉） 
 > まだアダルト路線が残ってますね。 

私、この写真たぶん初めて⾒たー︕キャー︕︕

当時の時代のせいもあったと思うけど、ハデハデなシャツの写真もたまにありましたよね。泉⽔さんは綺麗だから何を着
ても似合う︕ 

 

Re:1992年の泉⽔さん
17278 選択 stray 2015-07-01 16:40:29 返信 報告

おまけ

saki special（笑）

Re:1992年の泉⽔さん
17279 選択 ドルちゃん 2015-07-01 17:03:58 返信 報告

https://bbsee.info/newbbs/id/17238.html?edt=on&rid=17278
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=17278
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/3fc766eeb8f90bc3d4e5b0ed68639eee.jpg
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https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=17279
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/87da00efc5e7f70a6361d0492957b9cc.png


> AL『もう探さない』（1991年12⽉25⽇）から、Sg「眠れない夜を抱いて」（1992年8⽉5⽇）まで
8ヶ⽉近く空きますが、 

 > その間に津久井湖のロケ（5⽉頃）があって、劇的に変化します。 
 > この6ヶ⽉の空⽩に何が起きたのか・・・ 

 > 
> これは津久井湖ロケの少し前と思われますが、ダークなイメージは⽋⽚もありません。 

 > （PATI・PATI_1992年6⽉号） 
 津久井湖ロケの時の泉⽔さんは、完璧なダーク路線ではないけれど、 可愛いと⾔うよりは綺麗なお姉さ

ん系で、表情とかはダークと⾔うかクールな感じは、初期の頃のままだと思います。特に、Gジャンの
時の表情♡

ちなみに、このシマシマシャツは前にも、不思議ね‥PVの中でコンテナによじ登るシーンのシャツと⼀緒かな︖って思っ
たことかわあるけど、カラーじゃないから微妙だけど どうかな︖

ちょっと、ピーちゃんに餌をあげてからまたきま〜す(^-^)/
 Sakiちゃん、ドルチェお姉さんは、控え⽬な性格だから、⼀番⼩さいのを選んできますよぉ(笑)

Re:1992年の泉⽔さん
17280 選択 ドルちゃん 2015-07-01 17:07:34 返信 報告

> 津久井湖ロケの時の泉⽔さんは、完璧なダーク路線ではないけれど、 可愛いと⾔うよりは綺麗なお
姉さん系で、表情とかはダークと⾔うかクールな感じは、初期の頃のままだと思います。特に、Gジャ
ンの時の表情♡

Re:1992年の泉⽔さん
17281 選択 stray 2015-07-01 17:23:08 返信 報告

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/87da00efc5e7f70a6361d0492957b9cc.png
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https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/9abe545d4c2bedb37146f4ae4507db3e.jpg


> 津久井湖ロケの時の泉⽔さんは、完璧なダーク路線ではないけれど、 可愛いと⾔うよりは綺
麗なお姉さん系で、表情とかはダークと⾔うかクールな感じは、初期の頃のままだと思います。
特に、Gジャンの時の表情♡

撮影の時って、洋服から⼊って、それに合うメイク、アクセサリーって順番になるのかなぁ︖
 泉⽔さんはスタイリストがいなくて、私服を何種類かロケに持って⾏ってたので。

 それだと毎回、⽅向性がバラバラになるよねぇ（笑）。
 だから結局、Tシャツ＋ジーンズ＋ナチュラルメイク（飾り物なし）に落ち着いたのかもね。

> ちなみに、このシマシマシャツは前にも、不思議ね‥PVの中でコンテナによじ登るシーンのシャツと⼀緒かな︖って思
ったことかわあるけど、カラーじゃないから微妙だけど どうかな︖

これは縦縞のシャツだから別物ですね。
 それにしてもバブル期の柄物は派⼿だよねぇ（笑）。

Re:1992年の泉⽔さん
17282 選択 pine 2015-07-01 17:23:47 返信 報告

所⻑さん ドルママ sakiさん こんにちは︕

初めてお⽬にかかる泉⽔さんがオンパレードで、興奮気味です。(^^;)
 写真で辿る１９９２年。葛藤が⾒え隠れしてますね。

 「さわやかな君の気持ち」が「ZARD第２章」ですが、１９９２年の⽅が⼤きな分岐点という気がします。

でも、アダルト路線の泉⽔さんはカッコよくて、カジュアルでスポーティな泉⽔さんもカッコよくて、
 ⼄⼥チックな泉⽔さんは「はじめまして」ですが(笑)、可愛いですね〜。結局、何を着ても似合うって羨ましすぎます!

（苦笑）

sakiさん
>その時は、⼀番おおきな葛籠を抱えてきてねぇ〜ぎゃははは︕︕ 

 こちらではお久しぶり︕ブランクを感じさせない⾆好調ですね︕(笑)

Re:1992年の泉⽔さん

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/9abe545d4c2bedb37146f4ae4507db3e.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/17238.html?edt=on&rid=17282
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=17282


17283 選択 stray 2015-07-01 17:34:44 返信 報告

pineさん、こんにちは。

> 「さわやかな君の気持ち」が「ZARD第２章」ですが、１９９２年の⽅が⼤きな分岐点という
気がします。

同感です。1992年はいろんな泉⽔さんが⾒られて楽しいですね。

> ⼄⼥チックな泉⽔さんは「はじめまして」ですが(笑)、可愛いですね〜。結局、何を着ても似
合うって羨ましすぎます!（苦笑）

これも柄が[17278]と似てますよね、何柄と呼ぶのか知りませんが、当時流⾏ったのかな︖
 （出典︓渋⾕・⻘春坂・ラブホテル）

> こちらではお久しぶり︕ブランクを感じさせない⾆好調ですね︕(笑)

うまい︕ 座布団３枚︕︕︕（笑）

Re:1992年の泉⽔さん
17284 選択 saki 2015-07-01 18:34:42 返信 報告

pineせんぱ〜い、こんにちは〜(^^)/

> こちらではお久しぶり︕ブランクを感じさせない⾆好調ですね︕(笑)

って、(^^;)ゞ  1年以上もご無沙汰なので･･･今⼀調⼦が出ませ〜ん（笑）

[17280]の写真は、元画ですか︖ 背景とか写ってないの︖ 

HOLD ME の泉⽔さんは⼤好きで、久々にレタ意欲を掻き⽴てる画像なんですけど･･･

この画像持ってなぁ〜い(>_<)  ので･･･ちょうだい m(_ _)m ｺﾞﾛﾆｬﾝ

背景が写ってないのであれば･･･saki special で何とかしま〜す。

strayさん、

>（出典︓渋⾕・⻘春坂・ラブホテル）

https://bbsee.info/newbbs/id/17238.html?edt=on&rid=17283
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ラブホテルって、あのラブホテル︖︖ 

Re:1992年の泉⽔さん
17286 選択 ドルちゃん 2015-07-01 19:06:20 返信 報告

ストちゃん、pineちゅま、Sakiちゃん、みなさん、こんばんチュン︕(笑)

> ⼀⽅で、これが泉⽔さん︖っていう超⼄⼥チックな写真もある（笑 
 そうそう︕この⼄⼥チックな泉⽔さんは、えっ︕泉⽔さん︕︖って感じ(笑)

あと、シマシマシャツは、背中の部分が切り替えになっていて上は横縞で下の⽅は縦縞になってるから、似てる︖と思っ
たけど、バブル期の服は⼤体ハデハデで似た感じだもんね(笑) なつかしい‥(遠い⽬)  
で、もしシマシマシャツが同じなら、もしかしたら17264の写真は、横浜のレンガ倉庫︖なんて妄想したりしてました
(笑)

 ロケ隊は、屋上好きに加えて、鈴江倉庫・⼭⽥倉庫‥と倉庫好きでもあるみたいだからサ(笑)

Sakiちゃん、
 17280のHOLD MEの写真は、元画︖よ〜(*^-^*)

この泉⽔さんの表情、いいよね〜(*^O^*)

pineちゃま、
 ドルママ、⼤忙しです‥(;￣ー￣A

 またきま〜す。
 

Re:1992年の泉⽔さん
17287 選択 stray 2015-07-01 19:45:39 返信 報告

sakiさん

「渋⾕・⻘春坂・ラブホテル」は、蒲池幸⼦時代に出演した単発ドラマです。
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Re:1992年の泉⽔さん
17288 選択 stray 2015-07-01 19:47:55 返信 報告

[17280]の元画は何だろうなぁ︖
 同じような画像がた〜くさんあるからわかんにゃい(笑)。

このカメラ⽬線ショットじゃダメ︖

Re:1992年の泉⽔さん
17289 選択 stray 2015-07-01 19:50:03 返信 報告

上とこれの中間なんだよねぇ(笑)。

Re:1992年の泉⽔さん
17290 選択 stray 2015-07-01 21:28:21 返信 報告

ここに⼤きめの画像があります。
 http://pic.prepics-cdn.com/foreveryou/30810679.jpeg

まだ出典分からず(笑)。

Re:1992年の泉⽔さん
17291 選択 Aki 2015-07-01 21:58:30 返信 報告
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 92年は勝負の年の始まりのような感じでしたね･･･
 アルバム「HOLD ME」の売上ですべてが決まりそうな感じでした･･･

  先⾏シングル「眠れない〜」では沢⼭のTV出演をしましたし「IN MY~」でもTV出演をしました。
  その後にアルバム制作を始めて、その間に「負けないで」のタイアップが決まった感じでしたね･･･

 もし25周年で写真集を出すなら、91年・92年の雑誌の写真も写真集にいれて欲しいですね･･･

Re:1992年の泉⽔さん
17292 選択 ドルちゃん 2015-07-01 22:13:14 返信 報告

[17290]stray:
 > ここに⼤きめの画像があります。 

 > http://pic.prepics-cdn.com/foreveryou/30810679.jpeg 
 > 

> まだ出典分からず(笑)。 
 遅くなってごめん︕たぶんアーティストファイル︕

Re:1992年の泉⽔さん
17293 選択 ドルちゃん 2015-07-01 22:44:55 返信 報告

ストちゃん、みなさま こんばんは。
 やっと、ピーちゃんが寝たので これからは⼤⼈の時間です(笑)

> これなんて、幽霊っぽく写ってますよね。 
 >  （PATI・PATI 1992年11⽉号） 

 でも、このシリーズ好き(笑)
 この服も かなり派⼿ですよね〜。

Re:1992年の泉⽔さん
17294 選択 stray 2015-07-01 22:57:50 返信 報告
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ドルちゃん、こんばんは。

> 遅くなってごめん︕たぶんアーティストファイル︕

あ〜、なるほど。そうかも。
 私のアーティストファイル、引っ越し後⾏⽅不明なの(笑)。

> やっと、ピーちゃんが寝たので これからは⼤⼈の時間です(笑)

私はそろそろ寝る時間です(笑)。
 ピーちゃん、夜鳴きしないといいけど(笑)。

また出⾃不明な画像を貼ってるし・・・(笑)
 New Type というゲーム雑誌の1992年11⽉号ですが、[17293]は誰かがレタッチを施してますね。

 [17274]と同じ服だけど、お顔の感じが違うので別の⽇の撮影かも知れません。

1992年は楽しいね(笑)。

Re:1992年の泉⽔さん
17295 選択 pine 2015-07-01 23:02:45 返信 報告

所⻑さん ドルちゃん こんばんは☆

ドルちゃん ⼦守り、お疲れ様。(^^)

> >これは縦縞のシャツだから別物ですね。 
 > で、もしシマシマシャツが同じなら、もしかしたら17264の写真は、横浜のレンガ倉庫︖なんて妄想したりしてました

(笑) 
 ん!? [17279]と[17281]は同じじゃないんですか︖

 勘違いしてるかな︖

Re:1992年の泉⽔さん
17296 選択 saki 2015-07-01 23:07:06 返信 報告

strayさん、ドルチェさん、Akiさん、こんばんは〜(^^)/
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[17288]も[17289]もすでに、レタ済みです。(^_^)v

やっぱり、[17280]の背景は無いんですねぇ・・・久しぶりにレタしょうと思ったんだ
けどなぁ〜

裏技で背景をつけてみようかなぁ〜（笑）

>「渋⾕・⻘春坂・ラブホテル」は、蒲池幸⼦時代に出演した単発ドラマです。

へぇ〜そうなんだ･･･ドラマは何本程出ておられたのですか︖

私が知ってるのは、チビノリダー（これは、ドラマか︖）と戦時中に⾝売りされていく娘さん役の時位です（ドラマの名
前忘れたけど・・）

 

Re:1992年の泉⽔さん
17297 選択 noritama 2015-07-01 23:36:45 返信 報告

こんばんは｡

>まだ出典分からず(笑)。 
 これでしょうか↓

 http://wezard.net/goods.html
 の“What a beautiful memory”コンサートグッズ ポスター(2枚組セットが3種類)の⼀つ "ポスターB SET02"(^^)

Re:1992年の泉⽔さん
17298 選択 ドルちゃん 2015-07-02 00:19:57 返信 報告

ストちゃん、pineちゃま、sakiちゃん、noritamaサマこんばんは〜(^o^)

ストちゃん、noritamaサマ
 > > 遅くなってごめん︕たぶんアーティストファイル︕ 

 > 
> あ〜、なるほど。そうかも。 

 > 私のアーティストファイル、引っ越し後 
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ありゃ(笑)
ピーちゃんが お寝んねしたので、確認したらビンゴでした♪

sakiちゃん、
 いつも綺麗なレタをありがとう(^-^)

 ただ⼀つだけ‥泉⽔さんに お化粧をして綺麗にしてくれるのは すごーく嬉しいんだけど、お化粧しすぎちゃって泉⽔さん
の お顔が変わっちゃうのは ちょっと‥(^-^;  
特に、HOLD MEの写真は⼤好きなのでできれば何にも触らずに そのままがいいな。。悪気は全然ないんだけど、ゴメン
ね。

 

Re:1992年の泉⽔さん
17300 選択 ドルちゃん 2015-07-02 00:37:43 返信 報告

> また出⾃不明な画像を貼ってるし・・・(笑) 
 > New Type というゲーム雑誌の1992年11⽉号ですが、[17293]は誰かがレタッチを施し

てますね。 
 そうそう︕これこれ︕︕ ストちゃん、ありがとうー︕︕

 私、この右側の泉⽔さんが かなりお気に⼊りだったの︕(*≧∀≦*)
 綺麗でカッコイイ︕︕ 確か昔、携帯の待ち受けにしてました(笑)

なんか久しぶりに⼤きくして⾒てみたら、
 このハデハデシャツの柄、ゴーギャンとかの絵画っぽいですね。

 スカーフ柄も当時は こんなの流⾏ってたからエルメスとかかな︖

> [17274]と同じ服だけど、お顔の感じが違うので別の⽇の撮影かも知れません。 
 確かに、少し違うかも。

> 
> 1992年は楽しいね(笑)。 

 うん、楽しすぎる(笑)

Re:1992年の泉⽔さん
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17301 選択 ドルちゃん 2015-07-02 01:02:02 返信 報告

pineちゃま、

> ドルちゃん ⼦守り、お疲れ様。(^^) 
 ピーちゃん、⼤変だけど可愛いよ〜(*^-^*)

明⽇も6時には 餌をあげないといけないから早く寝ないと‥(笑)

> > >これは縦縞のシャツだから別物ですね。 
 > > で、もしシマシマシャツが同じなら、もしかしたら17264の写真は、横浜のレンガ倉庫︖なんて妄想したりしてまし

た(笑) 
 > ん!? [17279]と[17281]は同じじゃないんですか︖ 

 > 勘違いしてるかな︖ 
 17279と17281は、どっちも 不思議ね‥PVのコンテナのシーンに出てくるから同じもの♪

 でもね、縦縞のシャツだから別物って脚下されちゃったの(笑)

それは置いといて‥
 あとは、残る 17262のロケ地解明ですね‥。

 って、たったあれだけのボヤけた背景でわかるか〜︕(笑)
 おやすみなさい〜。

Re:1992年の泉⽔さん
17303 選択 saki 2015-07-02 08:05:53 返信 報告

ドルチェさん、おっはよ〜(^^)/

> ただ⼀つだけ‥泉⽔さんに お化粧をして綺麗にしてくれるのは すごーく嬉しいんだけど、お化粧
しすぎちゃって泉⽔さんの お顔が変わっちゃうのは ちょっと‥(^-^;  
> 特に、HOLD MEの写真は⼤好きなのでできれば何にも触らずに そのままがいいな。。悪気は全然
ないんだけど、ゴメンね。

ぎゃははは︕︕  私もドルチェさんの意⾒にさんせ〜いです。

あの画像はレタを覚えたてで、やり過ぎ︕ って⾃分でも⾃覚がありま〜す。(^^;)
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元画の良さを台無しにしてしまっていると、
今の私には理解出来るけど、当時の私には解らなかったんですよね〜(^^;)

若気のひだりってことで、ゆるちてねッ(^_-)-☆

noritamaさん、出典先⾒つけて下さって、ありがと〜(^^)/

⼤切に保管させて頂きました。m(_ _)m

Re:1992年の泉⽔さん
17304 選択 ドルちゃん 2015-07-02 09:07:00 返信 報告

sakiちゃん、おっはよ〜︕＼(^o^)／

> ぎゃははは︕︕  私もドルチェさんの意⾒にさんせ〜いです。 
 > あの画像はレタを覚えたてで、やり過ぎ︕ って⾃分でも⾃覚がありま〜す。(^^;) 

 > 
> 元画の良さを台無しにしてしまっていると、 

 > 今の私には理解出来るけど、当時の私には解らなかったんですよね〜(^^;) 
 若気のひだりってことで、ゆるちてねッ(^_-)-☆

 うん︕ありがとうね(*^-^*) 
 これからも、BBSでも 夜・露・詩・句〜(^o^)v

今、ピーちゃんの お世話しながら なでしこサッカー応援してま〜すp(^-^)q
 

Re:1992年の泉⽔さん
17305 選択 saki 2015-07-02 09:59:34 返信 報告

なでしこやったねッ︕︕

最後は、勝利の⼥神が微笑んだね︕

Re:1992年の泉⽔さん
17306 選択 stray 2015-07-02 10:01:12 返信 報告
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皆さん、こんにちは︕

なでしこ、なんとか勝ちましたね︕
 決勝はアメリカ・・・４年前同じかぁ。

 ⼿強いけど、粘ってPK戦に持ち込めば勝てるかも。ってそれじゃ４年前と同じか（笑）。
  

pineさん

ドルちゃんは、[17264]のシマシマシャツと「不思議ね…」のシャツは同じ︖って聞いたつもりで、
 私は”「不思議ね…」は縦縞だから違う”とトンチンカンなレスをしてしまったのです（笑）。

 似てますが、モノクロでも⾚縞はもっと濃く写るはずなので、別のシャツだと私は思います。

 
 ドルちゃん

ピーちゃん元気︖（笑）
 確かにエルメスのスカーフはこんな感じだったねぇ。

 [17262]のロケ地︖
 このあずき⾊のコート、どこかで⾒た記憶があるんだよねぇ、思い出せないけど（笑）。

 
 sakiさん

 [17296]のレタッチは以前のものですか・・・やっぱり、ダメ出しした覚えがあるもん（笑）。
 noritamaさんが⾒つけてくれた2004LIVEポスターは少し横幅が広いですね。

 背景は[17288][17289]と⼀緒だから、うまく合成してちょうだい（笑）。

 
 noritamaさん

WEZARDにまだあんなページ残っていたんですね（笑）。
 元画発⾒どうもありがとうございました。

Re:1992年の泉⽔さん
17307 選択 チョコレート 2015-07-02 10:33:04 返信 報告
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所⻑さん、sakiさん、ドルちゃん、pineさん、noritamaさん、皆さん、こんにちは︕
なでしこ、ホント、良く勝ちましたね・・・・(︔￣ー￣A 

 私は仕事中でしたが、こっそり応援してました(苦笑)。
 イングランド、強かったですね・・・今まで⼀度も勝ててないだけのことはありました(汗)。

 でも勝利の⼥神は⽇本に微笑んでくれましたね︕良かったぁ。
 これで落ち着いて仕事できます(苦笑)。

さて、BBSには魅⼒的な1992年頃の泉⽔さんがいっぱい︕
 この頃の泉⽔さん、好きだなぁ〜って、いつでも好きなんですけど(笑)。

 sakiさんも久しぶりに表に出てきてくれて、うれしいなぁ。
 それにしても、津久井湖ロケの泉⽔さん、素敵だよね〜。

 レタ、楽しみにしてるよ〜。

この時は映像では撮ってないのかな︖︖
 有ってもよさそうな気がするんだけど・・・⾒てみたいですね。

 

Re:1992年の泉⽔さん
17308 選択 ドルちゃん 2015-07-02 11:18:07 返信 報告

ストちゃん、sakiちゃん、みなさんこんにちは︕

なでしこ、勝ったね〜︕︕
 相⼿のオウンゴールしちゃった⼈は、ちょっと可哀想でしたけど‥。

 ストちゃん、
 この泉⽔さんも、初めて⾒ましたー︕︕

 ⼩さい画⾯でだったり、なんとなく⾒覚えのある写真が ほとんどだけど、この写真はマジで初めてです。
ちょっと透けた服が なんとも素敵ですね‥。うっとり(*^-^*)

 下に着ている⿊いタンクトップ︖は、不思議ね‥PVの例のシーンで着ていたものかしら︖(笑)
 あ、ピーちゃん、元気だよ(^o^)v ⼀緒に なでしこ応援したよ♪

> 少し戻りますが、まだアダルト路線に諦めがつかないのか・・・（笑） 
 >  （GB 1992年10⽉号）

https://bbsee.info/newbbs/id/17238.html?edt=on&rid=17308
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=17308


   

Re:1992年の泉⽔さん
17309 選択 stray 2015-07-02 11:59:44 返信 報告

チョコさん、ドルちゃん、こんにちは。

> 似てますが、モノクロでも⾚縞はもっと濃く写るはずなので、別のシャツだと私は思います。

と否定してみたものの、気になったので「不思議ね…」のキャプチャをモノクロ化してみた
ら・・・

似てますね︕ やはり⾚縞部分の濃さが違いますが、肩のところの紺⾊の横縞の位置、太さはピ
タリ合います。

う〜ん、ドルちゃんの⾔うとおりかもしれない。

> 下に着ている⿊いタンクトップ︖は、不思議ね‥PVの例のシーンで着ていたものかしら︖(笑)

また次から次へと（笑）。
 ちょっと待っててね、⽐べてみるから。

Re:1992年の泉⽔さん
17311 選択 stray 2015-07-02 12:23:09 返信 報告

ドルちゃん

襟ぐりの深さがぜんぜん違うので、これは別ものですね。
 ⾊も、「不思議ね…」は焦げ茶⾊で、GBは⿊じゃないかと思います。

GBの横顔、超素敵ですよね︕
 これを正⾯から⾒てみたいなぁ（笑）。

 
 チョコさん
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津久井湖はフォトセッションなので、ビデオは廻してないかも知れませんね。
PV撮りのメイキング映像はぜ〜んぶ有るはずなので、すべて⾒せてほしいですね（笑）。

Re:1992年の泉⽔さん
17312 選択 ドルちゃん 2015-07-02 12:52:01 返信 報告

ストちゃん、チョコちゃん、みなさんこんにちは。

チョコちゃん、
 ⼀つ前の投稿、うとうとしながら書いてたら時間差で、チョコちゃん来てたんだ(^o^)

 ほんとに、津久井湖ロケの写真の泉⽔さんは、どれも美しいですね。
 スタッフが隠し撮りした映像とか有りそうなんだけどね〜。

 映像みたら きっと泣くね‥。

ストちゃん、
 > 襟ぐりの深さがぜんぜん違うので、これは別ものですね。 

 > ⾊も、「不思議ね…」は焦げ茶⾊で、GBは⿊じゃないかと思います。 
 タンクトップの調べてくれて ありがとう︕

 ほんと、別物だね。

> GBの横顔、超素敵ですよね︕ 
 > これを正⾯から⾒てみたいなぁ（笑）。 

みたいみたい︕(笑) 下はジーンズみたいですね。
 イヤリングも素敵な感じのはめてるし、とにかくいい♡

コンテナシーンのは、もしかしたら もしかしちゃう︖(笑)
 もしそうなら、やっぱり⾚レンガ倉庫あたりが撮影場所かな︖

⾚レンガ倉庫も再開発前で落書きとかも酷かったみたいだから半分壊れたような場所もあってもおかしくないですよね
〜。

 ⾯⽩くなってきました‥(*￣ー￣)

Re:1992年の泉⽔さん
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https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=17312


17315 選択 pine 2015-07-02 13:05:22 返信 報告

ドルちゃん 所⻑さん 皆さん こんにちは︕
 >> ん!? [17279]と[17281]は同じじゃないんですか︖ 

> 勘違いしてるかな︖ 
恥ずかしいから⼤きな声では⾔えないけど、やっぱり勘違いしてました。（滝汗）

>> 似てますが、モノクロでも⾚縞はもっと濃く写るはずなので、別のシャツだと私は思います。 
>と否定してみたものの、気になったので「不思議ね…」のキャプチャをモノクロ化してみたら・・・ 
>似てますね︕ やはり⾚縞部分の濃さが違いますが、肩のところの紺⾊の横縞の位置、太さはピタリ合います。 

 >う〜ん、ドルちゃんの⾔うとおりかもしれない。 
 でも、怪我の功名で(^^;)、ドルちゃん説 再浮上︕ 結果オーライということで…。（^^;)

ドルちゃん
 >あとは、残る 17262のロケ地解明ですね‥。 

 >って、たったあれだけのボヤけた背景でわかるか〜︕(笑) 
 ぎゃはは︕あの背景じゃ、noritamaさんでも難しいでしょ。(笑)

Re:1992年の泉⽔さん
17316 選択 stray 2015-07-02 13:15:03 返信 報告

> コンテナシーンのは、もしかしたら もしかしちゃう︖(笑)

この件、以前Akiさんとnoritamaさんが話題にしていて、[7943]
ドルちゃんもレスしてますね（笑）。

> もしそうなら、やっぱり⾚レンガ倉庫あたりが撮影場所かな︖

時期が違うし、お顔の感じも違うから、まったく別の場所だと思います（笑）。

> ⾯⽩くなってきました‥(*￣ー￣)

たしかに（笑）。

Re:1992年の泉⽔さん

https://bbsee.info/newbbs/id/17238.html?edt=on&rid=17315
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=17315
https://bbsee.info/newbbs/id/17238.html?edt=on&rid=17316
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=17316
https://bbsee.info/newbbs/id7943.html


17317 選択 ドルちゃん 2015-07-02 17:27:19 返信 報告

ストちゃん、pineちゃま、みなさんこんにちは︕

pineちゃま、
 > >う〜ん、ドルちゃんの⾔うとおりかもしれない。 

 > でも、怪我の功名で(^^;)、ドルちゃん説 再浮上︕ 結果オーライということで…。（^^;) 
 ドルちゃん説 再浮上︕なんだけど、過去にAkiさんとnoritamaサマが問題提起されてたみたい(笑) しかもしっかり私も参

加してたみたいですが‥記憶にございませんです(;￣ー￣A

> >あとは、残る 17262のロケ地解明ですね‥。 
 > >って、たったあれだけのボヤけた背景でわかるか〜︕(笑) 

 > ぎゃはは︕あの背景じゃ、noritamaさんでも難しいでしょ。(笑) やっぱり無理かな︖(笑) 
 でもでも、コンテナシーンと同じかもしれないハデハデシャツや超⼄⼥チックな泉⽔さん写真のロケ地とか、実はもうnor

itamaサマは⽬星がついてたりして(笑) ぎゃはは。
 とにかく‥楽しいね〜(笑)

 

Re:1992年の泉⽔さん
17318 選択 ドルちゃん 2015-07-02 17:31:05 返信 報告

ストちゃん、
 > > コンテナシーンのは、もしかしたら もしかしちゃう︖(笑) 

 > 
> この件、以前Akiさんとnoritamaさんが話題にしていて、[7943] 

 > ドルちゃんもレスしてますね（笑）。 
 過去スレみたみた。ウケる〜(笑)

> > もしそうなら、やっぱり⾚レンガ倉庫あたりが撮影場所かな︖ 
 > 

> 時期が違うし、お顔の感じも違うから、まったく別の場所だと思います（笑）。 
 あ、そうか、時期が違いますね〜。残念(笑)

https://bbsee.info/newbbs/id/17238.html?edt=on&rid=17317
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=17317
https://bbsee.info/newbbs/id/17238.html?edt=on&rid=17318
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=17318
https://bbsee.info/newbbs/id7943.html
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