
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

ブラウスの縞の謎︕

5545 選択 stray 2008-03-19 20:10:11 返信 報告

皆さん、こんばんは︕

xs4pedさん、研究熱⼼じゃない⼈にはレア映像あげませんので（笑）。

え〜、これは皐ちゃんが発⾒した「謎」なのですが、
 #5509の下・中の画像と、この画像をよ〜く⾒⽐べてみて下さい。

 ブラウスの縞がありません︕
 が、しかし、まったく同じショットなのは明らかであり、
 縞を修正したとしか考えられません。#5509の下・右も同様です。

 なぜ、わざわざそんなことを︖
 後で使い回せるように︖（笑）
 

Re:ブラウスの縞の謎︕

5546 選択 ⼭茶花 2008-03-19 21:03:51 返信 報告
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strayさん、こんばんは。
メールではお世話になりましたm(_ _)m

 > え〜、これは皐ちゃんが発⾒した「謎」なのですが、 
 > #5509の下・中の画像と、この画像をよ〜く⾒⽐べてみて下さい。 

 > ブラウスの縞がありません︕ 
 > が、しかし、まったく同じショットなのは明らかであり、 

 > 縞を修正したとしか考えられません。#5509の下・右も同様です。 
 ほんとだー。なんかやっぱり微妙に違う。坂井さんのブラウスの縞々が、

 ⼊っていないのと⼊ってるのとバラバラですね。
 薄々気付いておりましたが･･･

 何だか間違い探しをしているようで(笑)
 

気のせい︖

5547 選択 かず 2008-03-19 21:40:51 返信 報告

皆さん、こんばんは︕
 所⻑さん、すみません。

 ＃５５４５の画像と＃５５０９の画像では
 泉⽔さんとマイクの距離が少し違うような気がします。

 あと、泉⽔さんの右⽿の下、襟にかかる髪のカーブが僅かに違うような気がします・・・・・・

って加⼯すればこれくらいの差は出るんですよね（＞＜）

・・・・何のために︖︖︖︖

幻のジャケ写

5548 選択 stray 2008-03-19 22:23:45 返信 報告

かずさん、こんばんは︕

https://bbsee.info/straylove/id/5545.html?edt=on&rid=5547
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5547
https://bbsee.info/straylove/id/5545.html?edt=on&rid=5548
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5548
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/d10ddbe86fe1df4e50c91d66087cbc6a.jpg


絡むの久しぶりですね（笑）。
ご指摘のとおり、泉⽔さんとマイクの距離がだいぶ違います。

 髪の⽑は、ブラウスの肩パットの盛り上がりを修正した際に、
 こうなってしまったのでしょう。

なぜ泉⽔さんとマイクの距離が違うかですが、
 当初、この画像がジャケ写になる予定だったので、

 距離を縮めないと収まりきれなかったのだと思われます。
 泉⽔さんとマイクの間に何もないので、細⼯はいたって簡単ですから。

しかし、ブラウスの縞を消さなければならない理由は︖︖です（笑）。

Re:ブラウスの縞の謎︕

5549 選択 皐 2008-03-19 22:53:40 返信 報告

所⻑に⼭茶花さん、かずさん、こんばんは︕

ブラウスの謎はいったい何のためなんでしょうね(笑)
 ⼿を顎についている写真で、「光の加減︖でも異常すぎるなぁ〜」って頭を捻ってた(笑)んですが、

 所⻑の載せている画像までもが縞が消えているところをみると、修正説が有⼒ですよね︕
 ホント、“何のため”なんでしょう…(笑)

P.S.
 > 当初、この画像がジャケ写になる予定だったので、 

 そうだったんですか︕︕幻のジャケ写ですね〜☆ﾐ

Re:ブラウスの縞の謎︕

5558 選択 ALIL.1967 2008-03-20 07:47:18 返信 報告

おじゃまします
 PVちょっとだけ公開という感じです。めざにゅから。

 VOB file なのでVLCで⾒てください。
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縞のブラウスで歌ってます。

[ニュース]めざにゅ20080320072248.vob  30.6MB

http://www.filebank.co.jp/wblink/6019c1793fcbbfec7ad71a67a0e475d5

ファイル名の72248は消しておいてください。愛は暗闇の中では、⿊の⾰パンですよ。ちょっと時間がないので編集
とwmv化してないです。ではまた後ほど。

Re:ブラウスの縞の謎︕

5559 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-03-20 08:11:22 返信 報告

おはようございます。

「謎」に釣られてきてみました。
 思うに、「〜⼄⼥⼼を描きました」などの純粋さを出したいために、無地に加⼯したのではないですかね。

ＰＳ．美⼈ほど無地の服を着てるような気がします。（笑）

⿊の⾰パンの謎︕

5561 選択 stray 2008-03-20 09:08:11 返信 報告

ALIL.1967さん、おはようございます。

めざにゅの映像どうもありがとうございます︕
 ズームインよりこっちのほうが情報豊富です。
 ⿊のトレーナー姿は、追悼ライブの映像にもありましたが、

「⿊の⾰パン」は初めて⾒ました︕
 しかも、⼝の開き⽅が「愛は暗闇の中で」の歌詞と⼀致してますね。

 デビュー当時の映像ではなさそうなので、いつ、何のために撮ったのか、これまた謎です（笑）。

アネ研さん、おはようございます。
 珍しくお早いですね、もしかして寝てないとか︖（笑）
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> ＰＳ．美⼈ほど無地の服を着てるような気がします。（笑） 
たしかに美⼈はモノトーンや無地が似合いますが、縞々の泉⽔さんもカワイイですねぇ。

 ただし、翼を広げてを歌っているシーンではなさそうです。
 時期的に近い映像を持ってきただけでしょう。

皆さん︕
 ALIL.1967さんがアップして下さったファイルは「.VOB」ですが、

 DL後に「.mpg」に直すと、Windows Media Player で⾒れます。
 

Re:ブラウスの縞の謎︕

5565 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-03-20 10:52:47 返信 報告

おはようございます。

また、トンチンカンなこと、書いてみますかね（笑）。
 セピア⾊に画像加⼯をした時に、ストライプ部分が全体的に⾒た時に合わなかったんじゃないかな︖

 それで、全部セピア⾊で統⼀したんじゃ︖

あぁ〜またきっと、バカなこと書いてるんでしょうね（苦笑）。
 

Re:ブラウスの縞の謎︕

5566 選択 xs4ped 2008-03-20 11:20:13 返信 報告

strayさん、皆さん、こんにちは。

> ブラウスの縞がありません︕ 
 縞無しVer.ショット

 これも縞が有りませんよ〜

>⼝の開き⽅が「愛は暗闇の中で」の歌詞と⼀致してますね。 
 >デビュー当時の映像ではなさそうなので、いつ、何のために撮ったのか、これまた謎です（笑）。 

 PV⽤に撮っておいたのがボツになったのでは︖(1992〜1993年頃の映像に⾒えますが)
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ALIL.1967さん
めざにゅの映像どうもありがとうございます︕

 今⽇、放送されたと⾔う事は、新潟公演でサプライズ有るかも知れませんね。
 期待します︕

 泉⽔さん、サプライズお願いしま〜す。

Re:ブラウスの縞の謎︕

5570 選択 stray 2008-03-20 11:57:37 返信 報告

xs4pedさん、こんにちは。

> 縞無しVer.ショット 
 > これも縞が有りませんよ〜 

 皐ちゃんが最初に発⾒したのが、#5566の画像なのです︕
 このショットだけ加⼯する理由は⾒つかりませんよねぇ。

> PV⽤に撮っておいたのがボツになったのでは︖(1992〜1993年頃の映像に⾒えますが) 
 時期については私もそう思います。

 追悼ライブの映像にも、たとえば「素直に⾔えなくて」のように、
 いつ何のために撮ったのか不明な映像がありました。

 ALのPVが存在するのは5th.からですが、それ以前から撮っていた可能性はあります。
 が、「愛は暗闇の中で」は 1st.AL 収録ですからね（笑）。

 1992〜1993年にプロモーションを撮り直したと考えざるを得ないのか…。

部⻑︕こんにちは。
 部⻑の説は、この画像があるので却下です︕（笑）

Re:ブラウスの縞の謎︕

5571 選択 xs4ped 2008-03-20 12:30:21 返信 報告

strayさん、こんにちは。
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> 皐ちゃんが最初に発⾒したのが、#5566の画像なのです︕ 
>このショットだけ加⼯する理由は⾒つかりませんよねぇ。 

 そうでしたか。(笑)
 それじゃあ此れは︖

Re:ブラウスの縞の謎︕

5578 選択 stray 2008-03-20 14:52:47 返信 報告

xs4pedさん、こんにちは。

こんなのもありましたか（笑）。
 いかにも修正しました、って感じですね（笑）。 

 なんなんでしょ、謎が深まるばかりです。

怖れながら質問ですが

5585 選択 ＭＲＣＰ 2008-03-20 23:27:04 返信 報告

Al「⽌まっていた・・」のこれは修正したもので
 他の写真は、０３年頃の泉⽔さんと理解していいのですか。

 すべて以前のものなら、３０代半ばでも綺麗だなと思っていた僕はぼんくら⼤賞︖

ＭＲＣＰさんへ

5586 選択 stray 2008-03-21 07:52:18 返信 報告

https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/3366297a637d4a3a358dfc6faad2fcf5.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/5545.html?edt=on&rid=5578
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5578
https://bbsee.info/straylove/id/5545.html?edt=on&rid=5585
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5585
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/227e072d131ba77451d8f27ab9afdfb7.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/5545.html?edt=on&rid=5586
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5586


おはようございます。

Al「⽌まっていた・・」のジャケ写真・ブックレットは０３年頃の泉⽔さんです。
 この写真だけ10年前のものです。

 なぜ1枚だけこれを挿⼊したのか、その意図は分かりませんが（笑）。
 

「もっと近く・・・」のジャケ写

5587 選択 ⼭茶花 2008-03-21 14:40:53 返信 報告

strayさん、こんにちは。

このジャケット写真、『もっと近く』のジャケ写ですよね︖
 「翼を広げて」のジャケ写とは全然違いますかね︖

 このブラウスにも縞が⼊ってるような･･･

Re:「もっと近く・・・」のジャケ写

5588 選択 stray 2008-03-21 17:33:41 返信 報告

⼭茶花さん、こんにちは。

#5587は『もっと近くで…』のジャケ写ですね。
 実際のジャケ写は、縞が⾒えないようトリミングしてありますけど（笑）。

> 「翼を広げて」のジャケ写とは全然違いますかね︖ 
 > このブラウスにも縞が⼊ってるような･･･ 

 「翼を広げて」のジャケ写は、これの別ショットで間違いなしです。

Re:ブラウスの縞の謎︕

5592 選択 MISORA 2008-03-22 00:22:19 返信 報告

strayさん、皆さん、こんばんは。
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謎に参加させていただきます（*^_^*）

5571の写真はWEZARD.vol.22の表紙になっています
 ｢もっと近くで君の横顔⾒ていたい｣の特集になっていて
 5525の写真と5566の写真も掲載されていて柄なし加⼯に

 なっています

「翼を広げて」のＰＶ⾒たことがあるなぁ〜と思ったら
 ｢もうすこし あと少し…｣のＰＶで使われていました(ﾟｰﾟ*?)

Re:ブラウスの縞の謎︕

5593 選択 yan 2008-03-22 03:17:43 返信 報告

みなさんこんばんは。

#5585と同じ写真だと思いますがこちらは縞がありますね。
 使いまわしをごまかすためでしょうか︖

Re:ブラウスの縞の謎︕

5594 選択 yan 2008-03-22 04:25:52 返信 報告

これも同じ…︖
 

Re:ブラウスの縞の謎︕

5595 選択 yan 2008-03-22 04:28:27 返信 報告

https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/94f4ede62112b790c91d5e64fdb09cb8.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/5545.html?edt=on&rid=5593
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5593
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/5133aa1d673894d5a05b9d83809b9dbe.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/5545.html?edt=on&rid=5594
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5594
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/e3b6fb0fd4df098162eede3313c54a8d.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/5545.html?edt=on&rid=5595
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=5595
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/f1507aba9fc82ffa7cc7373c58f8a613.jpg


撮影時期は93年7⽉K'sスタジオですね。

なんとなくわかってきました︕

5596 選択 stray 2008-03-22 11:33:45 返信 報告

yanさん、misoraさん、こんにちは。

#5593は、Le Port DVD のキャプですね。
 #5594も#5595も、泉⽔さん亡き後に発表された映像・画像です。

 何が⾔いたいかというと（笑）、会報22号の表紙が鍵を握ってるんじゃないかってことです。

WEZARD.vol.22の表紙になっている#5571は、⼩⾖⾊の横縞がメイン背景で、
 泉⽔さんのブラウスの縦縞も同⾊なので、絵的に、めまぐるしい感じになってしまう。

 そこでブラウスの縦縞を無地に加⼯し、ジャケ写やCM・PVも縞がないもので統⼀した。
 ｢もうすこし あと少し…｣のPVに使ったことは、忘れていたんでしょう（笑）。

Le Port DVD 以降、縞が⼊ったままの画像が出てきたのは、
 「もっと近くで…」時の修正意図を知らないスタッフの⼿によるものと考えれば、

 この謎は解けるかも知れませんね。
 

パスワード︓  編集  削除
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