
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

はじめまして

11941 選択 サンタ 2009-02-02 14:28:44 返信 報告

みなさんはじめまして 突然お邪魔しまして申し訳ありません
 泉⽔さんのサイトを⾒ていたら、偶然こちらを⾒つけました。
 実は教えて頂きたい事があるんですが、初めて出したベストアルバム軌跡のジャケット写真の場所って

何処なんでしょうか︖
 教えて下さい〜よろしくお願いします

Re:はじめまして

11949 選択 stray 2009-02-02 19:59:10 返信 報告

サンタさん、はじめまして、strayです。

ベスト〜軌跡〜のジャケ写ですか︕
 いやぁ、今まで「どこだろ︖」って考えたこともありません（笑）。
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ブックレットの他の写真からして、コードダジュールなのかなとも思えますが、
さっぱりわかりません。お役に⽴てなくて申し訳ないです。

Re:はじめまして

11982 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2009-02-03 00:57:07 返信 報告

こんばんは、はじめまして、アネ研です。

ん〜難しそうですね。
 この⾶⾏機の名前やどこのあるかということと、

 この⻘空が決めてなんでしょね。

ラッキーさん、goroさん、宜しくお願いします。（笑）
 

Re:はじめまして

12006 選択 goro 2009-02-03 23:26:09 返信 報告

サンタさん strayさん アネ研さん こんばんは
 実を⾔うと私もこのジャケ写、気になっていました。

 ⽩い砂浜に⻘い空に⾶⾏機・・・。素晴らしいジャケ写です。
 strayさんでも難しいようですね。

 私も当然、解りません〜(笑)
 ブックレットを⾒ると地中海のような気もしたり南国の島のような気もします。

ただブックレットの中の⾚い⾞が映っている写真で遠くは⻑い海岸線になっていますので、
 やっぱり地中海のような気がしますけど･･･やっぱり解りません(笑)。

 真相はいかに︖︖（全く役にたてず、スミマセン。）
 

ホントに泉⽔さん︖

12021 選択 stray 2009-02-04 19:47:03 返信 報告

https://bbsee.info/straylove/id/11941.html?edt=on&rid=11982
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=11982
https://bbsee.info/straylove/id/11941.html?edt=on&rid=12006
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=12006
https://bbsee.info/straylove/id/11941.html?edt=on&rid=12021
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=12021


皆さんこんばんは。

BEST〜軌跡〜のジャケ写は、泉⽔さんが⾖つぶ⼤なので、
 ⽼眼の私には泉⽔さん本⼈かどうかも識別できません（笑）。

 ⼤きくスキャンしてみましたが、ホントに泉⽔さんでしょうか︖（笑）

Re:ホントに泉⽔さん︖

12022 選択 stray 2009-02-04 19:53:01 返信 報告

 
Ｔシャツとジーンズは、この時のものに似ているような・・・

だとすると、ニース・モナコ・カンヌロケですが・・・

ニースの海岸は⽯がゴロゴロらしいですが、
 カンヌの海岸は「⽩い砂」だとか。

goroさ〜ん︕カンヌの海岸の写真ありませんか︕︕（笑）

Re:ホントに泉⽔さん︖

12023 選択 stray 2009-02-04 19:54:30 返信 報告

 
この写真から、どこまで割り出せるか……難しそう。

Re:ホントに泉⽔さん︖
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12025 選択 ペケ 2009-02-04 21:17:32 返信 報告

↑ ペケの微かな記憶ですから間違いかもしれませんが、ラジオの⾳楽番組だったと思います
が、泉⽔さんは合成したもので現場にはいなかったらしいですよ︖。

Re:ホントに泉⽔さん︖

12027 選択 stray 2009-02-04 21:41:22 返信 報告

ペケさん、こちらでもこんばんは（笑）。

私も「ＣＧ説」聞いたことあります。
 別のショットが１枚もないのが臭いですよね。

 BLEND II の例もあるので、合成画かも知れません。

とんだエンディング︖

12028 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2009-02-04 22:58:26 返信 報告

こんばんは、goroさん、ペケさん、所⻑

えッ合成なんでしょうか︖
 せっかく海外捜査にただで⾏けると思ったのに︕（笑）

 残念だな〜。
 しかし、ペケさんの記憶はさすがです。

Re:とんだエンディング︖

12030 選択 ペケ 2009-02-04 23:36:14 返信 報告
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stray所⻑、アネ研さん、こんばんは。

信憑性は23％位に考えて下さいよ（笑）。

みなさんありがとうございました

12034 選択 サンタ 2009-02-05 07:51:03 返信 報告

教えて下さってありがとうございました
 合成っていう噂は聞いた事、僕もあるんですが、⾶⾏機が合成で泉⽔さんはあの場所にいたのでは︖と思ってました

 歌詞カードの裏には砂浜を歩く、泉⽔さんの写真も載ってたし…砂浜の⾜跡も合成なのかもしれませんね
 

Re:はじめまして

12038 選択 ペケ 2009-02-05 19:42:56 返信 報告

サンタさん、こんばんは。

その砂浜の⾜跡ですが、泉⽔さんの後姿の数メートル⼿前からありませんね。 ⾶⾏機の⽅も
⾜跡がないですし、どうやって⾶⾏機に座ったのか︖（笑）。

Re:はじめまして

12046 選択 goro 2009-02-05 21:53:40 返信 報告

こんばんは サンタさん strayさん アネ研さん ペケさん
 ＣＧ画の可能性があるのですね。

 楽譜集とアーチストファイルの⼤きな写真を⾒ていますが、
 うーん、何がなんだか〜解らなくなってきました(笑)。

 サンタさんやペケさんの仰るとおり砂浜の⾜跡も合成となるとかなり精巧ですね。
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そうそう、遅れました。お役にたたないと思いますが、カンヌの海岸の写真を載せますね。
今写真を⾒直してみるとコングレに夢中で海岸は殆ど撮っていませんでした(笑)。

 これらの写真はコングレの近くで撮ったものです。
 下段は地元の⽅︖が砂のアートをしてました。ＧＴＯだったら⽂句なしなんですが・・・

(笑)。
 ニースの海岸と違って砂の粒は細かいようですが⽩くないですね。⾬上がりだからかな︖。

 私は未公開画像の別ショットがあって、新たなゆかりの地があると願いたいですぅ〜(笑)。

Re:はじめまして

12047 選択 ペケ 2009-02-05 22:12:06 返信 報告

goroさん、初めまして︕ ペケと申します。
 今後ともよろしくお願いします。

⾜跡は、スタッフの誰かが実際に歩いて付けていると思います。 泉⽔さんを後から合成した感じですね。

Re:はじめまして

12049 選択 stray 2009-02-05 22:40:57 返信 報告

goroさん、こんばんは︕

カンヌの海岸の写真ありがとうございます︕
 砂の⾊はなんぼでも細⼯できますので当てになりません。

まさかコングレ近くの浜辺ではロケできないでしょうし（笑）。
 あとから⾶⾏機を合成した可能性もあるかと思います。

#12021の泉⽔さんが”裸⾜”ですが、夏の砂浜は暑くて裸⾜じゃいられません。
 砂浜に⾜がめりこんでて、⼿が込んでる分、かえって怪しいですね（深読み）（笑）。

 新たなゆかりの地があると願いたいのは⼀緒ですが、状況は不利ですね〜（笑）。

Re:はじめまして
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12070 選択 goro 2009-02-06 21:25:59 返信 報告

ペケさん strayさん こんばんは
 ペケさん︕こちらこそ、よろしくお願いいたします。

 ⾜跡は本物ですか︕。奥が深いです。
 どれが本物でどれが合成か解らなくなってきました(笑)。

 ペケさんのレタッチ講座、興味深く読んでいます。
 私にはとうてい難しく、別世界︖︕ですが、素晴らしいなと眺めています(笑)。

strayさん、こんばんは︕
 確かに真夏の砂は暑いですね〜。

 でも⾜をめり込ませると意外に⾜の裏は冷たいんです(笑)。
 海に⾏った時、友達との我慢⽐べで、いっせいのせで、皆で砂浜に⾶び込んだとき、

 裏技でよく⾜をクネクネして⾜をめり込ませていました(笑)。
 しかしながら、状況は厳しいですね〜。⾶⾏機もか〜 はぁ〜(笑)。

 

どうなんでしょう︖。

12524 選択 ペケ 2009-03-01 18:47:27 返信 報告

皆さん、こんばんは。

⽔上⾶⾏機は、幾ら調べても現存する型のものの中には⾒当たりません（多分CG）。泉⽔
さんも合成なら海岸もかな（笑）。実在する海岸ならモルディブ辺りが気になります
が・・・。現地調査は、アネ研さんやgoroさんのお仕事のようなのでお任せします
（笑）。

 

Re:どうなんでしょう︖。

12527 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2009-03-01 21:08:32 返信 報告
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こんばんは、ペケさん
調査事務所が散会してもコツコツやってたんですね。（笑）

 そういう⾵に⼈知れず調査してる⼈って好きです。って泉⽔さんに⾔ってもらいたいな〜。
 ひょんなことから、イモずる式になにかでるかもしれないので、しばらく地下に潜ります。（笑）

 >現地調査は、アネ研さんやgoroさんのお仕事のようなのでお任せします（笑）。 
 国内ならわたし、海外ならgoroさんでしょうか︖（笑）

 その時は⼀肌ぬぎますので・・・
 

Re:どうなんでしょう︖。

12530 選択 goro 2009-03-01 21:53:59 返信 報告

ペケさん アネ研さん こんばんわ

砂浜の調査、お疲れ様です︕︕。
 この⽩い砂浜、いったいどこなんでしょうね〜。

 モルディブといえば、⽇本テレビ系の「世界︕弾丸トラベラー」で⼭⽥優さんがモルディブへ弾丸トラベルをしてま
した

 (1/10放映、ttp://www.ntv.co.jp/dangan/contents/broad/090110/main.html)
 私、この番組⼤好きで、毎週⾒て旅の参考にしています(笑)。

 モルディブは⽔上⾶⾏機で島々を移動するようなので、
 このジャケ写にはピッタリです。

 しかしながら、本当に場所はどこなのでしょうか︖
 謎です(笑)。

 

Re:どうなんでしょう︖。

12534 選択 stray 2009-03-01 22:17:31 返信 報告

ペケさん アネ研さん goroさん、こんばんは。

「⽩い砂浜 ⽔上⾶⾏機」でググると、ヒットするのはモルディブばっかりですね︕
 ペケさんが上げてくれた#12524の、左上の写真はジャケ写の浜辺にそっくりです︕
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砂浜︓モルディブ
⾶⾏機︓ライトプレーン

じゃないかと思うのですが・・・
 私は「世界の果てまでいってＱ］派です（笑）。

Re:どうなんでしょう︖。

12538 選択 stray 2009-03-01 22:39:34 返信 報告

 
この砂浜も、左右反転すれば似てるような・・・

Re:どうなんでしょう︖。

12539 選択 ペケ 2009-03-01 22:46:55 返信 報告

再びこんばんは。

アネ研さん、気になると、とことん調べたくなる性格でして、でも現地に⾶ぶ程の根性はないので検索専⾨ですが
（笑）。国内はお任せ致します（ぺこり）。

goroさん、⽩い砂浜の海岸と⾔っても世界中に沢⼭ありますから、確信はないですが雰囲気が似ていますよね〜。現
地取材お願いしますね（笑）。

所⻑、左上の画像を⾒た瞬間、これだ〜って思いましたが、どうなんでしょうね︖。
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