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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

横顔シルエットの元画像探し
22053 選択 stray 2017-06-01 21:38:34 返信 報告

画像探しファン︖の⼼を揺さぶる(笑)、課題を提供します。

泉⽔さんの横顔シルエットが２種類あります。

Re:横顔シルエットの元画像探し
22054 選択 stray 2017-06-01 21:40:30 返信 報告
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Bは『ZARD BEST〜軌跡〜』のブックレットに載っている画像と判明。

（⿐近くまで伸びた前髪は加⼯処理されている）
 

Re:横顔シルエットの元画像探し
22055 選択 stray 2017-06-01 21:41:59 返信 報告

⻑くなるので詳細は省きますが、元々はお顔が下向きのシルエットだったのが、
 徐々に起きてきて、現在のシルエットになったのです。

Re:横顔シルエットの元画像探し
22056 選択 stray 2017-06-01 21:45:08 返信 報告

Aのシルエットも、元々はやや下向きでした。

『ZARD BEST 〜軌跡〜』購⼊特典ハンドタオル（新星堂）

Re:横顔シルエットの元画像探し
22057 選択 stray 2017-06-01 21:52:47 返信 報告

特徴は、
 ・髪の結び⽬が⾼い位置にある

 

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/e3f8cedce7f1fa45b35ceccfdcb7249f.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/22053.html?edt=on&rid=22055
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=22055
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/8371d58a2140475594cb7a1c22f0baaa.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/22053.html?edt=on&rid=22056
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=22056
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/77ebef784ecdb4ce5591340311adb2e9.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/22053.html?edt=on&rid=22057
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=22057


・うなじとの隙間が⼤きく、⼀筋のほつれ⽑あり
・右肩は⾒えるが、右腕は⾒えない

 ・胸のラインがはっきり分かる
 です。

おそらくＴシャツか、襟のない薄いニットだろうと思われます。

軽チャーで探していたのですが、解決しないので表に出します(笑)。

⾒事解明した⼈には所⻑賞（豪華副賞あり）を差し上げます。
 奮ってご参加ください︕

※「これの別ショットじゃね︖」的な投稿はご遠慮ください。
 軽チャーでさんざんやってきたので(笑)。

 

Re:横顔シルエットの元画像探し
22097 選択 sakura 2017-06-10 23:02:07 返信 報告

strayさん、こんばんは。

ずっと、探し続けていますが（笑）、なかなか出会えないですね。

ところで、シングル「こんなにそばに居るのに」のジャケット内側の写真ですが、⾓度的に近
いです。

 鮮明な写真はお持ちでないですか︖
 

Re:横顔シルエットの元画像探し
22099 選択 stray 2017-06-11 11:33:56 返信 報告

sakuraさん、こんにちは。

公開捜査でもなかなか⾒つかりませんねぇ(笑)。
 「こんなにそばに居るのに」ジャケ写は、AL『OH MY LOVE』PV撮り（テレ朝）のオフショットです。

 アー写じゃなくて映像キャプチャーじゃないかと思うのですが、
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発売当時のNO.やCDNには、別⾐装のオフショットもジャケ写⾵に登場します。
https://vimeo.com/221121416

「こんなにそばに居るのに」のジャケット内側の写真は、「I still remember」の⾐装です。
 （上記の0'33"あたり）

 残念ながら、この⾐装のアー写は⾒たことないですね。

Re:横顔シルエットの元画像探し
22100 選択 stray 2017-06-11 11:37:27 返信 報告

「I still remember」の映像（MVC）では、髪の結び⽬が
 ⾼いのか低いのか、はっきりしませんね(笑)。

Re:横顔シルエットの元画像探し
22101 選択 noritama 2017-06-11 12:00:27 返信 報告

こんにちは

コントラスト調整しても束ねている位置はわかりませんね｡

結び⽬が"⾼い"と⾔われている位置は⿐の頂点→⽿の⽳(･⽿たぶ位まで)の位置からの延
⻑線上の位置でしょうか｡

 そうみると[22100]は低いとなってしまいますね(^^;
 

Re:横顔シルエットの元画像探し
22102 選択 sakura 2017-06-11 14:37:07 返信 報告

strayさん、noritamaさん、こんにちは。
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> 発売当時のNO.やCDNには、別⾐装のオフショットもジャケ写⾵に登場します。 
> https://vimeo.com/221121416

UPしていただき、ありがとうございます︕
 拝⾒しましたが、残念ながらジャケットとまったく同じではないようでした。

 ⾐装は、「I still remember」の⾐装だったんですね。

> 「I still remember」の映像（MVC）では、髪の結び⽬が 
 > ⾼いのか低いのか、はっきりしませんね(笑)。

貼ってもらった写真を⾒る限り、低い位置のように⾒えますね（涙）。

> コントラスト調整しても束ねている位置はわかりませんね｡

確認いただき、ありがとうございます。もう少し鮮明な画像があれば、結び⽬の位置がはっきりわかると思ったのです
が、難しいですね。

出直してきます︕

Re:横顔シルエットの元画像探し
22429 選択 sakura 2017-09-15 22:34:45 返信 報告

strayさん、皆さん、こんばんは。

別ショットかと思いますが、これで許してもらえませんか（笑）︖
 

Re:横顔シルエットの元画像探し
22435 選択 sakura 2017-09-17 19:01:28 返信 報告

こんばんは。

とりあえず、元画を貼っておきます。
 写真に撮ったので曲がってます(笑)。
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20周年記念写真集 第２集「負けないで」です。
以前にもチェックしたはずですが、⾒逃したのか・・・︖︖。

 

Re:横顔シルエットの元画像探し
22443 選択 stray 2017-09-19 16:28:12 返信 報告

sakuraさん、こんにちは。

※「これの別ショットじゃね︖」的な投稿はご遠慮ください。

って書いてあるんですけど（笑）。

全体的によく似てますが、前頭部の髪型が違うような・・・
 「あなたを感じていたい」のボーダーセーター時に近い。

Re:横顔シルエットの元画像探し
22447 選択 sakura 2017-09-19 22:27:49 返信 報告

strayさん、こんばんは。

> ※「これの別ショットじゃね︖」的な投稿はご遠慮ください。 
 > 

> って書いてあるんですけど（笑）。

すみません・・・。つい、出来⼼で・・・(笑)。

> 全体的によく似てますが、前頭部の髪型が違うような・・・

はい。髪型（⼭）が２段(?)になっているのが、⼀番の相違点です。お⿐の雰囲気も若⼲異なっています・・・。

> 「あなたを感じていたい」のボーダーセーター時に近い。
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はい。有⼒候補なのですが、近い写真がありません。。。
お⼿上げです。
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