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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

「君がいない」ＰＶは MOD STUDIO
1174 選択 stray 2009-10-30 18:07:46 返信 報告

皆さん、こんばんは。

「君がいない」ＰＶのスタジオが判明しました。
 MOD STUDIO BEING です。

1991年8⽉に出来たスタジオで、ＡスタとＢスタがありました。
 Beingの⼤阪移転で使われなくなり、現在は存在しません。

今年2/26に⼭野楽器で⾏われたイベントで、
 MOD STUDIOに置かれていたベンチが公開され、
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説明書きに「1991年8⽉〜2000年初旬までヴォーカル・レコーディングで使⽤された」とありました。

場所は、スタジオバードマン（⻘ピン）の東側100mくらい、
 道路を渡って反対側の六本⽊通り沿い（⻩⾊ピン）です。

 現在は「六本⽊ベルザ」ビルという名称で、若乃花が経営する
 ”ちゃんこ店”になってるようです。（⾚ピンはバードマンウェスト）

⻫⽥才さんが、「スタジオからコート姿で溜池通りを反対側の駐⾞場に向けて
 無造作に横切っていったプロデューサーを何度か⽬撃した事がある」

 と語っていますね。
 http://www.barks.jp/news/?id=1000036979

件のベンチは、「ジャケット写真etc.でも使⽤された」と書いてありましたが、
 どの写真 or 映像なのか、さっぱり思い浮かばないのですが（笑）、

 「負けないで」のジャケ写は、MOD STUDIO で撮られたものです。

Re:「君がいない」ＰＶは MOD STUDIO
1175 選択 stray 2009-10-30 18:11:12 返信 報告

この写真は、1996年4⽉に、都内のスタジオで撮られたものです。
 （出典︓FRIDAY 2008/6/6号）

スタジオバードマンでも、バードマンウェストでもないので、
 MOD STUDIO でしょう。

泉⽔さんが座っている⿊いソファと、
 その左側に写っている⾓型の操作盤︖（⾚↓）に注⽬︕

 

Re:「君がいない」ＰＶは MOD STUDIO
1176 選択 stray 2009-10-30 18:13:05 返信 報告

これは、「君がいない」ＰＶのキャプです。
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同じソファと、⾓型の操作盤︖が写っていますね。

ということで、「君がいない」ＰＶは MOD STUDIO と判明︕︕

ちょっと強引かな︖（笑）

Re:「君がいない」ＰＶは MOD STUDIO
1177 選択 stray 2009-10-30 18:24:19 返信 報告

いやいや、もっと確実な証拠がありますので（笑）。

これは唯⼀、MOD STUDIO で撮影されたと判っている写真です。
 （出典︓Le Port 写真集）

 

Re:「君がいない」ＰＶは MOD STUDIO
1178 選択 stray 2009-10-30 18:25:53 返信 報告

 
上の写真と同じ洋服の、別ショットです。

泉⽔さんが腰掛けている⾶び箱のようなものに注⽬︕
 

Re:「君がいない」ＰＶは MOD STUDIO
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1179 選択 stray 2009-10-30 18:30:31 返信 報告

 
再び「君がいない」ＰＶのキャプ（三回忌特番）です。

⾶び箱のようなものが写ってるでしょ︕︕︕（笑）

う〜ん、完璧だ︕（笑）

Re:「君がいない」ＰＶは MOD STUDIO
1180 選択 stray 2009-10-30 18:35:50 返信 報告

これはカーテンの奥の録⾳ブースなのか︖

ＰＶがモノクロ映像なので何とも⾔えませんが、
 船荷の⽊箱みたいで、ずいぶん粗い造りに⾒えますね。

この映像のおかげで、ロケ地特定に⼿間取りました（笑）。

Re:「君がいない」ＰＶは MOD STUDIO
1181 選択 stray 2009-10-30 18:37:29 返信 報告

 
「負けないで」のジャケ写で⾒える、こちらの録⾳ブースは⽴派です（笑）。

Ａスタ、Ｂスタ、泉⽔さんは両⽅使われていたのでしょうか・・・

以上、検証終わり︕

Re:「君がいない」ＰＶは MOD STUDIO
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1183 選択 ペケ 2009-10-30 19:07:18 返信 報告

所⻑、こんばんは。

毎度の分析お疲れ様です︕ ＣＩＡの画像分析官にでも転職しませんか︖（笑）。

Re:「君がいない」ＰＶは MOD STUDIO
1184 選択 suu 2009-10-30 19:14:25 返信 報告

strayさん、 皆さん、こんばんは。

> 「君がいない」ＰＶのスタジオが判明しました。 
 > MOD STUDIO BEING です。 

 詳しい説明で内部の感じが頭に浮かんで来るようですね。 
 昨年度に若乃花が経営するビルも眺めていました、地下に降りるといらっしゃいませと⾔われて

しまいますよ(笑)
 ポイントを押さえますよね流⽯です。

Re:「君がいない」ＰＶは MOD STUDIO
1185 選択 stray 2009-10-30 20:29:49 返信 報告

ベルザ六本⽊は、1981年築のマンションですから、
 MOD STUDIO を取り壊して新たに建てたビルではないですね。

 MOD STUDIO がこのビルの地下にあったのなら、
 若乃花のお店に、その⾯影が残っているかもしれません（笑）。

ペケさん、こんばんは。
 CIAの画像捜査官︕ いいですね〜（笑）。

 今の仕事より⽉給⾼そうだし（笑）。
 でも、すぐ⽬がしょぼしょぼになって、クビですね（笑）。

suuさん、こんばんは。
 おう︕ すでに「Chanko Dining 若」に⾏かれてましたか︕ さすがです。
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階下で待ち伏せしてるんですか︕（笑）
「いらっしゃいませ〜」と⾔われたら、そのまま⼊っちゃいましょう︕（笑）

 

Re:「君がいない」ＰＶは MOD STUDIO
1187 選択 ドルチェ 2009-10-30 22:24:44 返信 報告

ストちゃん、ペケさん、suuさん こんばんば︕

「君がいない」PVのスタジオ 判明したの︖︖ スタジオ物は難しいのにスゴイな。 決め⼿が⾶び箱というのも、スゴ
イな︕（笑）

 でも、ほんとだきっと⼤正解だよ︕ でも現在は、ちゃんこ屋さんになっているのか〜 イメージ崩れるなぁ（笑） 
 ちょっと今ばたばた中なのであとでまたゆっくり来ます、ゴメンネ。ちなみに明⽇は、4時半起床予定︕ スゴイでしょ
 

Re:「君がいない」ＰＶは MOD STUDIO
1189 選択 stray 2009-10-30 22:53:45 返信 報告

ドルちゃん、こんばんは。

４時半起床︖ ドルちゃんらしくないねぇ（笑）。⼭登りでも⾏くのかなぁ。

⾶び箱じゃないと思うけど、右側に乗ってるバッタらしきものが気になるね（笑）。
 ⼤正解を確信して、もうロケ地マップに追加しちゃった（笑）。

 

Re:「君がいない」ＰＶは MOD STUDIO
1196 選択 MOR 2009-11-03 04:27:02 返信 報告

みなさん、お久しぶり。

strayさん、
 >⾶び箱じゃないと思うけど、右側に乗ってるバッタらしきものが気になるね（笑） 

 確かに跳び箱に⾒えますね。
 背景がガラスで、その向こうにカーテン、向かって左⾜下にコンセントと⾔う事で、⽩い部分は吸⾳材と考えて良いんじ

ゃないかな。
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と⾔う状況で、バッタに⾒えるのはヘアクリップだと想像するのですが、ダメかな。(^^ゞ
 

 

Re:「君がいない」ＰＶは MOD STUDIO
1197 選択 stray 2009-11-03 13:00:29 返信 報告

MORさん、こんにちは、お久しぶりですね︕

みなさん新型インフルでダウンしてるんじゃないといいですけど（笑）。
 吸⾳材︖ ⼀般庶⺠には分からない物体ですが（笑）、な〜るほど、なるほど。

 バッタはヘアクリップですか、泉⽔さんはゴムバン専⾨かと思ってました（笑）。
 MORさんの説が合っていれば、貴重な画像になりますね。

Re:「君がいない」ＰＶは MOD STUDIO
1229 選択 ドルチェ 2009-11-07 17:05:18 返信 報告

ストちゃん、みなさんこんにちは︕

> ４時半起床︖ ドルちゃんらしくないねぇ（笑）。⼭登りでも⾏くのかなぁ。 
 朝、4時半に起きて こんな⼤会に参加してきました♥

> ⾶び箱じゃないと思うけど、右側に乗ってるバッタらしきものが気になるね（笑）。 
 バッタらしきものは、MORさん推測のヘアクリップ説に1票︕

あと、ペケさ〜ん︕ お元気そうでなによりです（＾０＾）やっとバタバタが終わったので、またみんなで楽しくお話し
ましょうネ♪ 

Re:「君がいない」ＰＶは MOD STUDIO
1234 選択 ペケ 2009-11-07 22:46:28 返信 報告

ドルチェさん、こんばんは。
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> あと、ペケさ〜ん︕ お元気そうでなによりです（＾０＾）やっとバタバタが終わったので、またみんなで楽しくお話
しましょうネ♪ 

また遊んでやって下さい︕ 気球に乗っちゃったんですか︖〜羨ましいです。

Re:「君がいない」ＰＶは MOD STUDIO
1235 選択 アネ研 2009-11-07 23:55:18 返信 報告

こんばんは、所⻑、ドルちゃん、suuさん、MORさん、ペケさん
 忙しさにかまけて、熟読してませんでした。（汗）

 こんな、⼤発⾒があったとは、所⻑、お疲れさまでした。
 ほんと、以前、⾶び箱って話題になりましたね。（笑）

 そのときは、体育準備室じゃあるまいしって思いましたが、
 突き⽌めることができてよかったです。

 おめでとうございます。
 それに、suuさんの取材のさすがですね。

ドルちゃん、おひさしぶりです。（笑）
 この、気球のイベントって、

 思えば１年前、今は亡き（涙）megaちゃんが転勤してしまいって、凹んだ時に気分転換に⾏ったんでしたよね。
 あ〜もうあれから、１年なんですね。

 megaちゃんも、泉⽔さんたちの所へ⾏ってしまって、早半年ですね。
 物思いにふけってしまいました。

Re:「君がいない」ＰＶは MOD STUDIO
1237 選択 ドルチェ 2009-11-08 15:21:17 返信 報告

ペケさん、アネちゃん、みなさん こんにちは︕

ペケさん、ぜひぜひいっぱい遊びましょ︕︕ でもムリはしないでくださいね︕
そうなの、気球に乗っちゃったんですよ〜♪ バルーン⼤会のボランティアをしているんですヨ。
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アネちゃん、お久しぶりです︕（笑）
ここのところ、ずっと忙しそうですね。アネちゃんの名前を⾒るとなんかホッとするよ。

 ⼀年前の気球のイベントのことも覚えてくれてたんですね（︔︔） 私も同じようにメガちゃんのこと思ってました。
 ⾼い所に⾏くと、泉⽔さんやメガちゃんに逢えるような気がするのよね・・

Re:「君がいない」ＰＶは MOD STUDIO
1249 選択 ペケ 2009-11-08 19:46:27 返信 報告

皆さん、こんばんは。

ドルチェさん、こんばんは。

> ペケさん、ぜひぜひいっぱい遊びましょ︕︕ でもムリはしないでくださいね︕ 
 > そうなの、気球に乗っちゃったんですよ〜♪ バルーン⼤会のボランティアをしているんですヨ。

泉⽔さんに限りなく近付けたわけですね〜気球に乗る機会なんて普通の⼈にはないですからスゴイで
す︕

ペケさんへ︕
1252 選択 ドルチェ 2009-11-08 20:28:17 返信 報告

ペケさん、こんばんは︕

とっても素敵な気球の写真を、ペケさんが新しく探してきてくださったんだと思っていたら・・
 軌跡の裏ジャケの空に私の撮った気球を浮かべてくれたんですね︕︕ 素敵素敵︕︕ そこには、泉⽔さんもいるし♥

 ペケさん、どうもありがとう（＊＾＾＊）
 

バッタ発⾒か︕・・・
1258 選択 MOR 2009-11-09 05:05:36 返信 報告

おはようございます。
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３回忌特番の映像なのですが、頭にバッタが居るようです。
私のエリアでは放送がなかったので画質が・・・。

 ⾼画質をお持ちの⽅は検証をお願いします。

尚、同曲別カットで⽿たぶに光るものが︖。
 まさか、ねぇー。

ドルチェさん、空、気持ちよさそうで良いなぁー、羨ましい。
  

 

Re:バッタ発⾒か︕・・・
1261 選択 時の翼 2009-11-09 16:27:45 返信 報告

こんにちは、MORさん。

> 頭にバッタが居るようです。 
 私も同じことを考えていました。
 しかし、よく⾒ると髪留めに私は⾒えました。

> 尚、同曲別カットで⽿たぶに光るものが︖。 
 確かに光っている物がありますよね。

 でも良く⾒てみると、何かイヤリングらしき物︖
 が確認できますよ︖

するとある⼈の説明に⽭盾が・・・
 

Re:バッタ発⾒か︕・・・
1262 選択 stray 2009-11-09 19:44:41 返信 報告

MORさん、時の翼さん（お久しぶり）、アネ研さん、ドルちゃん、ペケさん、こんばんは。

> > 頭にバッタが居るようです。 
 > 私も同じことを考えていました。 

 > しかし、よく⾒ると髪留めに私は⾒えました。
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頭にバッタを付けてる⼈はいないでしょう（笑）。
こういう会話は（笑）を付けながらやってくださいね（笑）。

ペケさん、#1249はナイス加⼯です︕
 ドルちゃん、よかったねぇ。

 泉⽔さんを気球に乗せてやって欲しかったですねぇと⾔いたいところですが、
 ペケさんの病気が悪化するといけないので⽌めておきます（笑）。

Re:バッタ発⾒か︕・・・
1263 選択 stray 2009-11-09 19:48:07 返信 報告

 
これはイヤリングじゃなくて、天井のライトの反射ですね。

このスタジオは MOD STUDIO なので、バッタライクな髪留めは
 MOD STUDIO に常備されていたのかも知れませんねぇ。

Re:バッタ発⾒か︕・・・
1268 選択 ペケ 2009-11-09 21:25:49 返信 報告

所⻑、皆さん、こんばんは。

> 泉⽔さんを気球に乗せてやって欲しかったですねぇと⾔いたいところですが、 
 > ペケさんの病気が悪化するといけないので⽌めておきます（笑）。

所⻑の⽼眼でも⾒えますかね〜泉⽔さん（笑）。

Re:バッタ発⾒か︕・・・
1270 選択 stray 2009-11-09 23:11:19 返信 報告

ペケさん、こんばんは。
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いとも簡単に作っちゃいましたね︕（笑）
⼩さい字は⾒えないのですが、画像ははっきり⾒えます︕（笑）

 OH MY LOVE の洋服で、ZARDブルーの空に浮かぶ気球にピッタリですね。
 

Re:バッタ発⾒か︕・・・
1273 選択 MOR 2009-11-10 01:53:34 返信 報告

strayさん、
 ⼤変失礼しました。

>頭にバッタを付けてる⼈はいないでしょう（笑）。 
 >こういう会話は（笑）を付けながらやってくださいね（笑）。 

 流れ上、「バッタ発⾒か︕」「頭にバッタが居るようです」と、ヘアクリップらしいものを指したつもりでしたが、表現
⽅法が悪かったようです。

 気を付けますが、また誤解を招きそうな書き⽅をしたらご指摘下さい。m(__)m
要注意⼈物です。(^_^;)

[1263]
 >これはイヤリングじゃなくて、天井のライトの反射ですね。 

 光源はそうだと思いますが、反射しているものは何だと思いますか︖。

私はチョットだけ貴重な泉⽔さんを⾒たようで、正直喜んでしまったんですけど。
  

 

Re:バッタ発⾒か︕・・・
1276 選択 stray 2009-11-10 18:21:42 返信 報告

MORさん、こんばんは。

いえいえ、ジョークだと分かるように書いていただければ、反省には及びません。

> 光源はそうだと思いますが、反射しているものは何だと思いますか︖。
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単に泉⽔さんの⽿たぶに反射してるだけだと思います。
⽿たぶは平坦なので反射しやすいのか、あるいは、

 泉⽔さんの⽿たぶは艶っぽいというか、潤いに満ちているのか（笑）。

Re:バッタ発⾒か︕・・・
1279 選択 ドルチェ 2009-11-11 00:21:02 返信 報告

みなさん、こんばんは︕

MORさん︕
 泉⽔さんの髪にバッタ・・じゃなくてバッタみたいな髪留めを発⾒されたんですね︕︖（笑） さすがですね〜♪

 > ドルチェさん、空、気持ちよさそうで良いなぁー、羨ましい。 
 ハイ︕ 空の上はすっごく気持ちよかったですよ♥ そして泉⽔さんを近くに感じられました︕

 そうそう、職場の隣の席の⼦の机の上に似たようなバッタを発⾒したので、チャンスがあれば激写してまいります︕
（笑）

ペケさん︕
 気球に乗った、ミニミニ泉⽔さんが可愛い〜〜︕︕

 どの泉⽔さん︖と拡⼤してみたらOH MY LOVEな泉⽔さんなんですね︕ 何度⾒ても、カワイイ・・♥
 ストちゃんは、⼩さい字は⾒えなくても泉⽔さんならばっちり⾒えるのね︕（笑）

皆さん、こんばんは。
1284 選択 ペケ 2009-11-11 19:25:12 返信 報告

所⻑、こんばんは。

> ⼩さい字は⾒えないのですが、画像ははっきり⾒えます︕（笑） 
 流⽯、画像分析官︕ 泉⽔さんなら⽶粒に描かれていても⾒えそうですね（笑）。

ドルチェさん、こんばんは。

> 気球に乗った、ミニミニ泉⽔さんが可愛い〜〜︕︕ 
 本当はドルチェさんの気球に乗せようと思いましたが、⼩さ過ぎる気がしましたので別のモノに。
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それより、ドルチェさんの気球に乗ったお姿が⾒たいですね（笑）。

ペケさんへ
1288 選択 ドルチェ 2009-11-11 22:15:37 返信 報告

> 本当はドルチェさんの気球に乗せようと思いましたが、⼩さ過ぎる気がしましたので別のモノに。 
 そうですよね〜、ちょっと私の気球は⼩さすぎますよね〜。泉⽔さんも窮屈すぎるとかわいそうなので・・（笑）

> それより、ドルチェさんの気球に乗ったお姿が⾒たいですね（笑）。 
 あ〜︕そういえば、⾃分が気球に乗った姿って⾒たことないです︕ 今、気付きました︕（笑） 

 今回、誰かが撮ってくれてたら そのうち写真を送ってくれると思うんですけど、どうかな︖︖ ⾒たい︕（笑）
 気球に乗った姿じゃないですけど、サブマリンドッグでのなりきり写真なら軽チャーにありますよ〜（笑）
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