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☆ZARD研究所HP開設5周年記念☆
12438 選択 saki 2012-11-15 07:57:23 返信 報告

ZARD研究所にお集まりの皆様、おはようございます。

本⽇は、stray所⻑さんはじめ、所員の皆様によって、このZ研HPが 開設された記念の⽇です。が、
 strayさんの御⾝内に御不幸があり、イベントは中⽌という事になりました。

こんなスレを⽴てるのも控えなくてはと、思ったのですけど･･･
 stray所⻑さん、Z研所員の皆様にこんなにも素敵なZARD研究所を作って頂いたお礼を⾔いたくて･･･

2007.11．15からちょうど5年･･･⻑かったようで･･･とても短かったようにも感じます。
 開設当時からこのZ研を盛り上げて下さった、T２８部⻑さんやアネ研さん、皐さんをはじめ懐かしいHNの皆様、
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お元気にしておられますでしょうか︖︖︖
最近、ご無沙汰な私も、開設当初からZ研に御世話になってて･･･、もう古株になってしまいました･･･(^^;)

 過去レスを読み返してみると、･･･私って･･･ほぉ〜んと、○⿅まるだしですねぇ〜･･･(/ω＼) ハジカシー
 でも、そんな私でも優しく受け⼊れて下さったZ研の⽅々に改めて感謝の気持ちで⼀杯です。

strayさんへ★゜'・:*:.。.:*
 イベント中⽌の告知にもかかわらず、このようなスレを⽴てて、すみませんm(_ _)m

 御親類のご不幸ということなので、五周年のお祝いの⾔葉は控えさせて頂きますが、
ZARDの話題が少ない中でも、Z研は⾊々な⾓度からZARDを愛し、

 新しくZ研に参加される⽅々が後をたちませんね、これもひとえにstrayさんの⼈徳のなせる技ですねッ︕︕
 と、⼀応ゴマを擦っておかないと･･･後で「余計なことを･･･」って、叱られないように･･･(^^;)ｱﾊﾊ!

管理、運営には⼤変なご苦労があると思いますけど･･･健康に注意されて、
 これからも、stray所⻑さんを中⼼にZARDを愛する仲間が集う場所として、

 末永くこの「ZARD研究所」が存続されて⾏かれることをココロよりお祈り致します。

                                                  お騒がせの sakiでした。m(_ _)m
 

xxxさんへ･･･
12439 選択 saki 2012-11-15 07:59:25 返信 報告

いかがお過ごしでしょうか︖

あなたが紹介して下さった、ZARD研究所に来て、もうすぐ５年になります･･･加⼯画も沢⼭作り
ました･･･

 この５年間、いろんな事があったけど･･･５年前の今⽇の事は今でも忘れられません･･･(T_T)

strayさんとお話していると、xxxさんとお話しているようで･･･ダブッてしまうんです。
Z研はとても居⼼地のいい場所で･･･ついつい⽢えてしまって、もう５年も居着いてしまいました

(^_-)-☆ｷﾞｬﾊﾊﾊ!!

これからも、泉⽔さんや、megamiさん、mizuiさん達と楽しく過ごされる事を祈っています。
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追伸︓
xxxさんとお逢いした頃は、まだ私のお腹の中にいた⼦供が

 先週⽇曜⽇に、七・五・三で神社にお参りに⾏きましたよ･･･あいにくの⾬で(>_<)でしたけど･･･

xxxさんへの追悼の気持で、「突然」の動画を作りました⾒て下さいねッ(^_^)v
 URL: http://xfs.jp/UmjfC 

 PW: osawagase
 動画は、３⽇程で削除します。m(_ _)m

☆Z研オリジナルカレンダー2013☆  １⽉
12440 選択 saki 2012-11-15 08:01:25 返信 報告

毎年、代わり映えのしないカレンダーですけど･･･
 今年は、ワイド画⾯対応ということで、作ってみました。(^_^)v

※ 1⽉の画像は、ペケさんのレタによるものです。
    （やっぱり、師匠のレタは凄い︕︕）

 

☆Z研オリジナルカレンダー2013☆ ２⽉
12441 選択 saki 2012-11-15 08:02:03 返信 報告

熱唱する泉⽔さん︕︕

☆Z研オリジナルカレンダー2013☆ ３⽉
12442 選択 saki 2012-11-15 08:02:29 返信 報告
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･･･・

Re:☆Z研オリジナルカレンダー2013☆ ４⽉
12443 選択 saki 2012-11-15 08:09:11 返信 報告

本⽂なし

Re:☆Z研オリジナルカレンダー2013☆ ５⽉
12444 選択 saki 2012-11-15 08:09:40 返信 報告

  ※これもペケさんのレタです。

Re:☆Z研オリジナルカレンダー2013☆ ６⽉
12445 選択 saki 2012-11-15 08:10:45 返信 報告

本⽂なし
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Re:☆Z研オリジナルカレンダー2013☆ ７⽉
12446 選択 saki 2012-11-15 08:11:15 返信 報告

本⽂なし

Re:☆Z研オリジナルカレンダー2013☆ ８⽉
12447 選択 saki 2012-11-15 08:11:42 返信 報告

本⽂なし

Re:☆Z研オリジナルカレンダー2013☆ ９⽉
12448 選択 saki 2012-11-15 08:12:12 返信 報告

本⽂なし
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Re:☆Z研オリジナルカレンダー2013☆ １０⽉
12449 選択 saki 2012-11-15 08:12:44 返信 報告

本⽂なし

Re:☆Z研オリジナルカレンダー2013☆ １１⽉
12450 選択 saki 2012-11-15 08:13:16 返信 報告

本⽂なし

Re:☆Z研オリジナルカレンダー2013☆ １２⽉
12451 選択 saki 2012-11-15 08:16:02 返信 報告

２０１３年も、いい年になりますように･･･

って、ちょっと気が早い･･･(*^_^*)ぎゃははは︕︕︕
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Re:☆ZARD研究所HP開設5周年記念☆
12452 選択 チョコレート 2012-11-15 08:48:14 返信 報告

Z研にお集まりの皆さん、おはようございます。ショムニのチョコです(笑)。
 sakiさん、今回もスレ⽴て、ありがとうございます︕

所⻑さんからのお知らせで、今回、Z研HP開設5周年イベントは中⽌となりました。
 しかし、久しぶりにこちらへお祝いに来られる皆さんもいらっしゃるでしょうから、メッセージを

残していただけたらと思います。

私もココへ住み着いて5年･･･。
 いろんな意⾒が⾃由に⾔える”⼤⼈な研究所”は住み⼼地バツグンです(笑)。

 ひとえに所⻑さんのお⼈柄･･･と思っています(笑わない)。
 これからもZ研が末永く続いてくれないと困る⼈第1号なので、よろしくお願いします。

 

Re:☆Z研オリジナルカレンダー2013☆ 
12453 選択 チョコレート 2012-11-15 09:08:11 返信 報告

sakiさん、今年もカレンダーありがとう︕待ってましたよ〜(笑)。
 やっぱり、これがないとね︕

 私のリクエスト画像なんかもあったりして、うれしいです。ありがとね〜。

xxxさんの追悼動画、拝⾒しました。
 懐かしい画像もたくさんありましたね。

 最後に、泉⽔さんの集合写真を２つ続けて⾒たら、こらえきれずに涙が出ちゃいました。
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あ〜、本当に素敵な画像ですね。
きっと、xxxさんも、⻘空の上からニコニコ⾒てくださっているのだろうな、と思いました。

xxxさんが亡くなったことは私にも衝撃でしたが、でもそのxxxさんがsakiさんをZ研に導いてくださったことを思うと、
⼈と⼈のつながりの不思議さを感じますね。

 

Re:☆ZARD研究所HP開設5周年記念☆
12454 選択 pine 2012-11-15 10:03:49 返信 報告

みなさま おはようございます。m(^^)m

このところあまり顔を出せていないですが、毎⽇⽋かさず通い続けております、Z研が末永く続
いてくれないと困る⼈第２号です。（^^;)

 過去スレを読み返すと、その時のことが思い出されて時間が過ぎるのを忘れてしまいます。
 ぎゃはは︕と笑い転げていたり、難しい話に頭を抱えたり…いろんな話題があり、素敵な⽅々が

集まって来られるので、なくてはならない場所になっています。
 これからも、６周年・７周年……と末永く続いて⾏きますように。よろしくお願いします。m(^^)m

Re:☆Z研オリジナルカレンダー2013☆ 
12455 選択 pine 2012-11-15 10:26:40 返信 報告

sakiさん チョコさん こんにちは。

sakiさん カレンダーありがとう︕
 今年のカレンダーも残り少なくなってきたので、そろそろかな〜︖と思って待っていましたよ。ありがとう︕

 でね、あまり⼤きな声では⾔えないけど、タイプミスが…。（汗）ZARDがZAEDになってるよ。

動画も、xxxさんとsakiさんの作品のコラボで、いろんな想いが詰まっているんだな〜と感じながら、⾒せていただきまし
た。

 Z研でのsakiさんの活躍を⼀番喜んでくださっているのは、きっとxxxさんなのでしょうね。(^^)

Re:☆Z研オリジナルカレンダー2013☆ 
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12456 選択 saki 2012-11-15 10:49:24 返信 報告

チョコ先輩、pine先輩、おっはよ〜(^^)/

記念⽇にカレンダーと動画を前もって⽤意していたので、スレ⽴てしちゃいました(^_^;)

>でね、あまり⼤きな声では⾔えないけど、タイプミスが…。（汗）ZARDがZAEDになってるよ。

ぎゃ〜〜〜︕︕
 た〜いへんだぁ〜･･･(^_^;)全部に同じ⽂字を⼊れたので･･･今から速攻で作り直します<(_ _)>

pine先輩、いつもありがとねぇ〜 ほぉ〜んと、いつまで経ってもこの「おちょこちょい」は治りませんね(^_^;)

七・五・三の時も･･･ 息⼦がとても歩きにくそうにしていたので、初めての着物で緊張しているのかな︖
 って、思っていたら･･･袴がズボンみたいになっているなんて知らずに･･･⽚⽅に両⾜とも⼊れてしまってました(>_<)

 実家で⺟に指摘されるまで気付きませんでした･･･はぁ〜あ･･･ダメな私･･･(T_T)

追記︓
 修正終わりました･･･<(_ _)>  H.24.11.15 AM11:24

Re:☆Z研オリジナルカレンダー2013☆ 
12457 選択 狐声⾵⾳太 2012-11-15 15:46:16 返信 報告

何時も、sakiさんのカレンダーを印刷してパソコンの横に飾って⾒ています。
 今年はワイド版で楽しみです。

 もう⼀つ残念ですが、タイプミスが有ります。
 originalがoriginaiになっています。

 

Re:☆ZARD研究所HP開設5周年記念☆
12458 選択 shun 2012-11-15 16:08:17 返信 報告

sakiさん、チョコレートさん、pineさん、狐声⾵⾳太さん、こんにちは。

ZARD研究所HP開設5周年ということで、感謝の気持ちだけでもと思い書き込ませて頂きます。
 ZARDファンの集える場を提供して頂き、5年という⻑きに渡り維持・運営されてきた事に、
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ただただ感謝の気持ちで⼀杯です。
stray所⻑さん、所員の皆さん、研究所にお集まりの皆さん、本当にありがとうございます。

 研究所の更なる発展と、皆さんがお元気でお過ごしになられる事を⼼からお祈り申し上げます。

> 2007.11．15からちょうど5年･･･⻑かったようで･･･とても短かったようにも感じます。 
 確かにあっという間の5年だったようにも感じます。

 xxxさんのご命⽇でもあるとの事で、開設当時の様⼦は過去ログでしか窺い知る事が出来ないのですが、
 コメントやギャラリーの加⼯画を拝⾒しますと泉⽔さんへの想いがひしひしと伝わってきます。

 皆さんの⼼の拠り所のような⽅だったのでしょうか...お話してみたかったです。
 sakiさんの作品はxxxさんへのリスペクトが感じられますね。

 やさしくもあり凛とした泉⽔さんが作品に表現されているように思います。
 「突然」を聴きながら作品を拝⾒しますと胸が詰まりそうですが、清々しい気分でもあります。

 カレンダーありがとうございます。
 そうゆう時期なんですね...時の経つのはやはり速い(^_^;)

> 七・五・三の時も･･･ 息⼦がとても歩きにくそうにしていたので、初めての着物で緊張しているのかな︖ 
 > って、思っていたら･･･袴がズボンみたいになっているなんて知らずに･･･⽚⽅に両⾜とも⼊れてしまってました(>_<) 

 > 実家で⺟に指摘されるまで気付きませんでした･･･はぁ〜あ･･･ダメな私･･･(T_T) 
 昔歌番組で、シブガキ隊のモックンが同じ状態で歌っていたのをTVを⾒ていた⺟が気付き、

 笑っていたのを思い出しました...ドンマイですsakiさん(^o^)/

Re:☆ZARD研究所HP開設5周年記念☆
12459 選択 saki 2012-11-15 16:52:37 返信 報告

  狐声⾵⾳太さん、こんにちは〜(^^)/

狐声⾵⾳太さん、いつもsakiのカレンダーをご利⽤頂き、ありがとうございます。
 >もう⼀つ残念ですが、タイプミスが有ります。 

 >originalがoriginaiになっています。 
 そして、これも毎年恒例のスペル間違い･･･（こんな事まで恒例にならなくても･･･）(^_^;)ｱﾊﾊ

 早速直しておきますねぇ〜(^_^)v
   ※ H.24.11.15 16:50  修正完了(^_^)v

https://bbsee.info/newbbs/id/12438.html?edt=on&rid=12459
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shunさん、こんにちは〜(^^)/
>昔歌番組で、シブガキ隊のモックンが同じ状態で歌っていたのをTVを⾒ていた⺟が気付き、 

 >笑っていたのを思い出しました...ドンマイですsakiさん(^o^)/ 
 ぎゃはは︕︕ 私だけではないんだ･･･

 ⼦供が何度もころびそうになるので、慣れないからかなぁ〜って、思っていました(^_^;)
 袴に⾜を通すところがあるなんて･･･今まで着たことないし･･･知りませんでした。

xxxさんは、別名「⾵⼩僧」って呼ばれてて、突然フラ〜と現れて、素敵な画像を残しス〜と去っていくような⽅でし
た･･･

 ですから、「突然」はxxxさんのテーマ曲みたいになっていたんです。

Re:☆ZARD研究所HP開設5周年記念☆
12460 選択 goro 2012-11-15 21:12:55 返信 報告

sakiさん チョコレートさん pineさん みなさん こんばんは

開設5周年おめでとうございます。
 最近は、なかなか出てくる機会がないのですが、昔の懐かしさを嬉しく思ってしまいます。

 今後も⻑くみなさんと共に泉⽔さんを慕っていければと思います。

実を⾔うと、今⽇は偶然にも仕事で東京国際フォーラムに⾏きました。
 とある事でお招きを頂いたもので(笑)

ということで、私は仕事を終えた後に短い時間でしたが、泉⽔さんの国際フォーラムのロケ地を初めて⾏ってきました。
 近いほど、⾏く機会がなくて・・・

今から短いですが5周年記念ロケ地捜査︖を⾏ってきましたので簡単ながら報告します。

チョコレートさんの報告された資料をもとに⾏ってきました。⼤変参考になりましたよ。
まずはこの場所[11501]です。

この場所は国際フォーラムの最上階なのかな︖ 最初どうやって上に⾏った良いかわからなかったですが、エレベータに
乗ったら上に着いてしまいました。
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幾何学的︖な造りが凄いですね。
⼈はまばらです。やはり⾏き⽅がわからないのかな︖

因みにこの場所は東京駅側です。
 

Re:☆ZARD研究所HP開設5周年記念☆
12461 選択 goro 2012-11-15 21:14:02 返信 報告

次に反対側の有楽町駅側に⾏きました。
 [11505]は泉⽔さんが⼿摺を触っているところです。

 

Re:☆ZARD研究所HP開設5周年記念☆
12462 選択 goro 2012-11-15 21:14:58 返信 報告

これは泉⽔さん⽬線かな︖︖
 下を向いたらこんな感じです(笑)

 

Re:☆ZARD研究所HP開設5周年記念☆
12463 選択 goro 2012-11-15 21:15:57 返信 報告

最後にこれも有楽町駅側から撮った[11511]です。
 あまり上⼿く撮れていませんが・・・。

以上で短いですが5周年記念ロケ地捜査を終わりにします。
 もっと時間があったら他の場所もじっくりと⾒れたのですが・・・

 

https://bbsee.info/newbbs/id/12438.html?edt=on&rid=12461
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=12461
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/f6002b64f932b16eb8fc5cec2690beb9.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id11505.html
https://bbsee.info/newbbs/id/12438.html?edt=on&rid=12462
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=12462
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/fadb05d5189a7da64138023a4e807b45.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/12438.html?edt=on&rid=12463
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=12463
https://bbsee.info/newbbs/id11511.html


しかしながら、こうして今もなおロケ地が残っていると嬉しいものです。

みなさん 今後ともよろしくおねがいします。
 

Re:☆ZARD研究所HP開設5周年記念☆
12464 選択 noritama 2012-11-15 23:51:16 返信 報告

みなさんこんばんは。

私は書き込み参加させていただいてまだ1年半くらいですが(^^;)、
 もっと早くから参加していればよかったなーと、過去のログやレポなどを読んでいるといつも思います。

 参加していると、調べたり聴きなおしたり振り返ったりと、今まで気にも留めていなかった部分に発⾒があったりして、
 時とともに薄れ離れがちな気分が、再びより深く近づくようなそんな感じがします。

 ZARD研究所ならではなのだと思います。

これからも末永く続いていきますように(^^)♪

Re:☆ZARD研究所HP開設5周年記念☆
12465 選択 xs4ped 2012-11-15 23:58:17 返信 報告

sakiさん、皆さん、こんばんは。

今年は、Z研5周年(HP開設)イベントは中⽌とのことでしたが、
 ⼀応、徘徊の時間︖なので(笑)、“突然”スレ⽴てされてて、ちょっとビックリ。

所⻑の親類のご不幸ということなので、お祝いの⾔葉は控えさせて頂きますが、
これからも、Z研が末永く続いて⾏きますように･･･

sakiさん、なにやら、またまた“しっぱ〜い”したようですね(笑)。
 まぁ、いつもの事だけど･･･(笑)

 スレ⽴てお疲れ様でした。m(_ _)m
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※追記
処で、⼀番肝⼼の⽉(カレンダー)に“Memorial day”が無いのは何ででしょうね︖

 不思議ね･･･(笑)
 またまた“しっぱ〜い”かな︖(笑)

 

Re:☆ZARD研究所HP開設5周年記念☆
12466 選択 ⿊杉 2012-11-16 19:02:16 返信 報告

sakiさん、皆様、今晩は。

昨夜はZ研HP開設5周年とは存じておりましたが、
 中⽌であると思い油断して寝⼊ってしまいました。(苦笑)

stray所⻑さんの⾝内に御不幸が、と云う事ですので、
 御祝いの⾔葉を控えせて頂きますが、

御隠居BBSまで『予約』している⾝としましては、
 Z研がこれからも末永く続いていきますように、

 切に願っております。

また、坂井さんと云う⽷を⼿繰り、
 この素晴らしい場所、

 皆様に出会えた事を感謝申し上げます。
 これからも宜しくお願い致します。

sakiさん、
 来年のカレンダー、ありがとうございます。

 しっかり、いただきマンモス!!(古)

Re:☆ZARD研究所HP開設5周年記念☆
12467 選択 幸（ゆき） 2012-11-16 20:24:27 返信 報告
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みなさま、こんばんは。
出遅れて申し訳ありません。

 これからも末永く、このHPを続けて欲しいと願っています。

sakiさん、カレンダー使わせて貰っております。
 今も「きっと忘れない」の泉⽔ちゃんがちょっと遠くを⾒つめてくれてます。

 また2013年の素敵なのが出来て、⼤感謝︕。

Re:☆ZARD研究所HP開設5周年記念☆
12468 選択 ｕｒａｒａ 2012-11-16 22:11:20 返信 報告

みなさん こんばんは。
 私も出遅れしてしまいました・・・。

このＨＰがこれからも永く続くことを願っています。

ｓａｋｉさん、いつもありがとうございます。
 カレンダー活⽤させて頂きます。個⼈的には1⽉が好みです。

Re:☆ZARD研究所HP開設5周年記念☆
12469 選択 sakura 2012-11-16 22:38:17 返信 報告

皆さん、こんばんは。
 ＨＰ開設５周年なんですね。

 ZARDのこと、泉⽔さんのこと、まだまだ知られていないことがたくさんあるようですので、これからも研究を続けてくだ
さい。期待しています︕︕

 私も、「これからもZ研が末永く続いてくれないと困る⼈」です。

sakiさん、カレンダーありがとうございます。
 私の⼀番のお気に⼊りは、8⽉です。ちなみに2⽉は、"February"だったかと思います。（笑）

Re:☆ZARD研究所HP開設5周年記念☆
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12470 選択 kan 2012-11-17 01:29:11 返信 報告

sakiさん、 皆さま、こんばんは。

カレンダー、いいですねぇ︕
 ありがたく使わせていただきます。

 いろいろフォロー有って、アップデートされていくところも、ある意味ZARDらしい。(^^)

Re:☆ZARD研究所HP開設5周年記念☆
12471 選択 MOR 2012-11-17 03:51:19 返信 報告

皆さん、お久しぶりです。

少し遅れましたが⾜跡だけ残していきます。
 これからも遊びに来られる場所でありますように。

 そして、今後も宜しく。

Re:☆ZARD研究所HP開設5周年記念☆
12475 選択 saki 2012-11-17 10:52:03 返信 報告

みなさん、おはようございます(^^)/

sakiカレンダーを喜んで頂いて、とぉ〜てもうれPですよ〜o(^o^)o  間違いだらけだけ
ど･･･(^^;)

 2⽉のも修正しておきますm(_ _)m

※追記︓2⽉のカレンダー修正完了(^_^)v H.24.11.17  11:00

goroさん、☆。.:*:・'゜
 東京国際フォーラムの5周年記念ロケ地捜査、ありがとうございまぁ〜す (^o-)_b 

 いつもながら、goroさんのフットワークの良さに感⼼しています。
 これからも、⾊んなロケ地を⾒せて下さいねッ(^_^)v
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noritamaさん、☆。.:*:・'゜
お久しぶりです･･･って、私が久しぶりなだけで･･･

 私は毎⽇、⽋かさずにこのZ研を⾒ていて、みなさんのカキコを読ませて頂いています。
 雑談係なもんで(^^;)、ちょっとコアな話題にはレス出来ませんけど･･･これからも宜しくお願いしますねッ︕︕

xs4pedさん、☆。.:*:・'゜
 おぉ〜︕︕ お久しぶりですねぇ〜(^^)/

 >sakiさん、なにやら、またまた“しっぱ〜い”したようですね(笑)。 
 >まぁ、いつもの事だけど･･･(笑) 

 ぎゃはは︕︕︕ それを⾔われると･･･(/ω＼) ハジカシー
 毎年カレンダーを、"しっぱ〜い"無しで済んだ事は⼀度もありませんねぇ〜 

 いつも４・５回は作り直してるような･･･(>_<)ｱﾊﾊ

ところで･･･
 >※追記 

 >処で、⼀番肝⼼の⽉(カレンダー)に“Memorial day”が無いのは何ででしょうね︖ 
 >不思議ね･･･(笑) 

 >またまた“しっぱ〜い”かな︖(笑)

って、なに︖︖ なに︖︖ ２⽉６⽇の泉⽔さんのお誕⽣⽇の事ですか︖︖
 それとも、私の誕⽣⽇︖︖ ぎゃははは︕︕

 毎年⼊れてなかったように思うけど･･･xs4pedさんも２⽉⽣まれですし、⼊れておきますね︕
 他の事だったら、私気づいていないので･･･おせぇて♡ ♡ｺﾞﾛﾆｬﾝ 

⿊ちゃん、 ☆。.:*:・'゜
 これ⼜、おひさしぶり〜(^^)/

 元気にしてましたか〜 軽チャーでも⿊ちゃん節が、聞けないのでちょっと淋しいですぅ〜
 イベント以外にも顔をみせて下さいねぇ〜 って、⾔う私も最近はイベント参加だけになっちゃったみたいだけど･･･(^_

^;)

幸（ゆき）さん ☆。.:*:・'゜
 駅メロの⽅も実現に向けて、頑張っておられるみたいで、遠い九州からではありますけど、応援しています。

 少しでもお⼒になればと思い、アンケート等には進んで参加しています。



 
これからも、ご苦労が多いと思いますが、頑張って下さいねッ︕︕
気分転換には、このZ研をご利⽤下さいませ、ませ、(^_^)v

uraraさん、☆。.:*:・'゜
 カレンダーの活⽤ありがとうございます。

 来年ハルニレの四季が出来上がったら、2014年のカレンダー使わせて貰いますね (^_^)v

sakuraさん、☆。.:*:・'゜
 ご指摘ありがとうございます。

 私は、いつもこんな⾵に、”しっぱ〜い”が絶えません･･･(>_<)
 それで、みなさんの指摘を頼りにしている部分もあって、

 これからも、⾄らない点が多いと思いますけど、宜しくお願いします。m(_ _)m

kanさん、☆。.:*:・'゜
 >いろいろフォロー有って、アップデートされていくところも、ある意味ZARDらしい。(^^)

きゃ〜︕︕ お優しいお⾔葉ありがとうございます。
 そんなに、⾔って貰えると、救われます･･･ そのお優しさを、此処の所⻑に分けてあげたい･･･ぎゃははは︕︕

MORさん、☆。.:*:・'゜
 相変わらず、「午前2時半の男」ですねぇ〜(^^)/ って、今⽇は、午前4時だけど･･･

 いつもお⾝体の事⼼配しています。 MORさんらしい、楽しいカキコを⾒つけると何故か「ホッ︕」とします。

★私が⾔う⽴場ではないですけど･･･(^_^;)★

開設当初からご参加の皆様も、新しく参加されてる皆様も、
 今後とも、ZARD研究所を御贔屓下さいますよう、宜しくお願い申し上げます。m(_ _)m

Re:☆ZARD研究所HP開設5周年記念☆
12476 選択 幸（ゆき） 2012-11-17 22:25:29 返信 報告

みなさん、こんばんは。

sakiさん、駅メロに九州から温かいエールを下さり、
 ありがとうございます。
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ちょっと諸事情から、ビックニュースは来⽉頭以降
までお預けになりましたが、着実に進展してますので、

 どうか応援よろしくお願い致します→皆様。

昨⽇から東京出張なんです。
 皆さん既知のことかも知れませんが、「ゆりかもめ」

 の芝浦ふ頭駅とお台場海浜公園駅の間のループ橋から、
 「今⽇はゆっくり話そう」のPVロケ地である⼭⽥倉庫

 の⻘い建物屋上がちょっこり⾒えそうな事を発⾒しま
 した。ゼットンといっしょに危険な事しなくても（笑）。

あと、六本⽊1丁⽬付近に「IZUMI GARDEN」があるん
 ですね（笑）。もうすぐ紅葉で綺麗そうでしたよ。

 http://www.sumitomo-rd.co.jp/izumi_garden/shop.html 
 「出雲そば いづ味」、「いずみ美容室」、ホテル

 「ヴィラ・フォンテーヌ六本⽊」なんてのもあります。

“Memorial day”
12477 選択 xs4ped 2012-11-18 00:52:20 返信 報告

sakiさん、こんばんは。

> って、なに︖︖ なに︖︖ ２⽉６⽇の泉⽔さんのお誕⽣⽇の事ですか︖︖ 
 > それとも、私の誕⽣⽇︖︖ ぎゃははは︕︕ 

 > 毎年⼊れてなかったように思うけど･･･xs4pedさんも２⽉⽣まれですし、⼊れておきますね︕ 
 > 他の事だったら、私気づいていないので･･･おせぇて♡ ♡ｺﾞﾛﾆｬﾝ 

そう⾔われれば、過去のカレンダーにも2⽉の“Memorial day”は、⼊ってませんでしたね。(^^;)
 いつも、泉⽔さんばかりに⽬が⾏って、気付きませんでした(笑)。

 私の誕⽣⽇は⼊れなくても良いので(苦笑)、2⽉10⽇の“Memorial day”は⼊れて欲しいですね。
 でも、私の誕⽣⽇を知ってるのは、皐ちゃんしかいない筈なんだけど･･･︖

Re:☆ZARD研究所HP開設5周年記念☆
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12478 選択 MOR 2012-11-18 02:51:48 返信 報告

sakiさん

>いつもお⾝体の事⼼配しています。 
 ありがとね。(^_-)-☆

皆様も、また妄想劇場が始まった時は懲りずにお付き合いくださいませ。m(__)m

お祝いどうもありありがとうございます
12483 選択 stray 2012-11-18 20:11:17 返信 報告

皆さんこんばんは。

イベントなしにもかかわらず、勝⼿にお祝いしてくれて（笑）どうもありがとうございます。

もともと私はＺ板に住み着いていたのですが、いろいろあって（笑）
 ZARD研究所BBSとして独⽴したのが2007年の9/9でした。

 その直後、ｘｘｘさんからご⾃⾝の余命が幾ばくも無いことを知らされ、
 ｘｘｘさんの作品群を後世に残すべく、また、ｘｘｘさんの病状回復を願って

 突貫⼯事でＺ研美術館ｘｘｘギャラリーを建設（10/13）。
 ＨＰメニューにはありませんが、隠れコンテンツとして存在しますので

 ｘｘｘさんのお⼈柄に触れてみて下さい。
 http://zard-lab.net/museum/xxx/（⼀部リンク切れ有り）

皐ギャラリー開設（10/31）を経て、Ｚ研ホームページとしてコンテンツを
 ⼀まとめしたのが11/15、くしくもｘｘｘさんが亡くなられた⽇でした。

その後、⽊更津のZERO（ウェディング写真ロケ地）の発⾒、
 ロビンズクラブ（「ハートに・・・」PVロケ地）発⾒と、

 Ｚ研の⽅向性を決める出来事が続けて起きて・・・
 http://zard-lab.net/pv/portfolio/

懐かしいですね、もう５年も経ったのかぁという想いです。
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昨年はnoritamaさんの登場で、停滞していたロケ地探しが俄然進展しましたが、
今年は、特にここ半年間は「ただのファンサイト」化しちゃってますね（笑）。

それでも、毎⽇覗いてくれるファンが沢⼭いらっしゃることは管理⼈として
 嬉しい限りで、興味ない記事にはレスしませんが（笑）、

 今後とも末永くどうぞよろしくお願い申し上げます。

Re:お祝いどうもありありがとうございます
12484 選択 stray 2012-11-18 20:12:02 返信 報告

sakiさん
 スレ⽴て、追悼ムービーに2013カレンダーと、どうもありがとうございます︕

 追悼ムービーはしみじみ⾒⼊っちゃいましたが、⼀番驚いているのはｘｘｘさんでしょうね。
 あの時の”泉⽔さん似の看護師さん”が、まさかこれほどの腕になるとは

 夢にも思わなかったでしょうし（笑）、Ｚ研に住み着いてるsakiさんをあの世から
 ⽬を細めて微笑ましく⾒守っていることでしょう。

 カレンダーは、相変わらずおっちょこちょいで何度も直したようですが（笑）、
構図がシンプルで、泉⽔さんの美しさが際⽴っててgood︕ですよ。

チョコさん、pineさん
 ”Z研が末永く続いてくれないと困る⼈”ですか（笑）、⻑っ︕（笑）

 Z研の存続は、B社およびチョコさん＆pineさんにかかってますので（笑）
 今後とも末永くZ研を愛していただければ幸いです。

shunさん
 ｘｘｘさんはZARD加⼯画のパイオニアで、加⼯画⽂化を創った⼈と⾔ってよいと思います。

泉⽔さんの死を受け⼊れられなかった我々に、加⼯画を通して安らぎを与えてくれたというか・・・
 お⼈柄については、↓をどうぞ。

 http://zard-lab.net/pv/2379.htm

goroさん、noritamaさん
 お⼆⼈ともZ研に無くてはならない⼈で、ロケ地マップの半分はお⼆⼈の功績。
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私はまったく頭が上がらないし、関東⽅⾯に⾜を向けて寝れません（笑）。
最近ロケ地ネタがめっきり少なくなりましたが、「終われま１０」完結に向けて
今後ともご協⼒よろしくお願い致します。

xs4pedさん、MORさん
 我々の歳になると、慶事はほとんどなくて、弔事ばかりになっちゃいますよね（笑）。

 今年は何⼈⾒送ったことか・・・
 これからも深夜徘徊（笑）よろしくお願いしますね。

ｕｒａｒａさん、sakuraさん、kanさん
 おっちょこちょい娘のフォロー（笑）どうもありがとうございます。

 ZARDの謎解明の⾯⽩さは、みんなでああだこうだと推理する過程にあります。
 推論が⾒当違いだったり、結論が出ない場合もありますが（笑）、

 ⼩さな疑問・ヒントを持ち寄ることが⼤事ですので、
 今後ともご協⼒のほどよろしくお願いします。

⿊杉さん、お久しぶりです。
 Ｔ２８部⻑をはじめ、アネ研さんや、ドルちゃんもぜんぜん顔を出してくれないですね。

 実はすでに「ご隠居BBS」が開設されてて、みんなそっちに⾏ってたりして（笑）。
 末永くZ研をご贔屓ください。

幸（ゆき）さん
 駅メロ運動ご苦労さまです。

 来⽉頭にビッグニュースですか︕なんでしょうね、すっごく気になります（笑）。
 「ゆりかもめ」のループ橋から⼭⽥倉庫の屋上は⾒えましたでしょうか︖

 ⾸都⾼⽻⽥線からビルは⾒えますが屋上までは⾒えません（笑）。
 私は東京出張の際、ヴィラフォンテーヌ神保町（フォンテーヌ＝泉）をよく使います（笑）。

Re:お祝いどうもありありがとうございます
12489 選択 幸（ゆき） 2012-11-19 20:52:28 返信 報告

stray所⻑、補⾜です。

https://bbsee.info/newbbs/id/12438.html?edt=on&rid=12489
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=12489


>「ゆりかもめ」のループ橋から⼭⽥倉庫の屋上は⾒えましたでしょうか︖

屋上そのものは無理ですが、急接近します^^。
 例えば以下の1:30-37付近で相当近くを通過します。

 http://www.youtube.com/watch?v=6r_gQYJBxjo

>私は東京出張の際、ヴィラフォンテーヌ神保町（フォンテーヌ＝泉）をよく使います（笑）。

神保町にもあるのですか。
 住友不動産のチェーンホテルなんですね。六本⽊のはハイグレードだ。

Re:お祝いどうもありありがとうございます
12490 選択 stray 2012-11-19 21:22:46 返信 報告

幸（ゆき）さん、こんばんは。

ヴィラフォンテーヌはチェーンなのであちこちにあります。
 六本⽊は⾼いですが、神保町は安いです（笑）。（７〜８千円）

 武道館から１ｋｍ弱なので、コンサート後、神保町で⼀杯やって帰るのに超便利です（笑）。

> 屋上そのものは無理ですが、急接近します^^。 
 > 例えば以下の1:30-37付近で相当近くを通過します。 

 > http://www.youtube.com/watch?v=6r_gQYJBxjo

1:30-37付近の⻘いビルは安⽥倉庫なので違います。
 （ループ頂点の横の⻘ピンが⼭⽥倉庫）

Re:お祝いどうもありありがとうございます
12491 選択 stray 2012-11-19 21:26:22 返信 報告

ループのこの辺から僅かに⾒えるようですが、
 ゆりかもめと屋上の⾼さが同じくらいですね

（背の⾼いビル２つの⼿前の⻘いビル）
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Re:お祝いどうもありありがとうございます
12492 選択 stray 2012-11-19 21:31:41 返信 報告

 
YouTubeの映像だと、0'33"で映る⻘いビルじゃないでしょうか・・・

⼭⽥倉庫の屋上
12495 選択 noritama 2012-11-19 22:53:43 返信 報告

幸（ゆき）さん、strayさん こんばんは。

> YouTubeの映像だと、0'33"で映る⻘いビルじゃないでしょうか・・・

です(^^)
 新橋>>お台場⽅⾯⾏きのゆりかもめだと、

 こんな感じで⾒えます(^^)

"もう探さない"の
12496 選択 noritama 2012-11-19 22:57:33 返信 報告

"もう探さない"の鈴江倉庫(元10BANスタジオ屋上)は、
 ゆりかもめ⽵芝駅のすぐ横ですね。
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おめでとうございます(^^)
12497 選択 居眠りネコ 2012-11-20 04:10:12 返信 報告

ZARD研究所のみなさん、ご無沙汰しております。
 もうお忘れでしょうね。Z.pの居眠りネコです(^^)。

開設5周年おめでとうございます。こちらのサイトはとてもスキルが⾼くていつも感⼼させて頂
いております。

>sakiさん 
 お久しぶりですね。その昔、Z.pの加⼯画談義で盛り上がったのを思い出しています。あの頃からsakiさんの腕はただ者で

はなかったです。
 本当に素晴らしい作者さんになられましたね。カレンダー、勝⼿に頂戴させてもらいました。シンプルですけどとても泉

⽔さんの表情が⽣きている素晴らしい作品たちです♪
 僕も⾒習わないと(^_^;)。相変わらずスキルが上がらないのですよ、、、

>strayさん 
 本当に⻑いようで短い5年間でしたね。運営のご苦労もあったと思いますけど相変わらず楽しいサイトになっていますね。

 最近は泉⽔さんのイベントもなく、どこのサイトも寂しい状況でしたけど、このスレを⾒させてもらって元気がでまし
た。

 同じGun⾺県在住ということで、これからもよろしくお願いしますね<(_ _)>。

ますますのZ研の発展を祝って泉⽔さんと⼀緒にあの曲でシャンパンファイトをしたいと思います♪☆･′♫
 ではでは

strayパパ・居眠りネコさん・xs4pedさんへ☆。.:*:・'゜★゜'・:*:.。.:*:
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12498 選択 saki 2012-11-20 10:04:16 返信 報告

strayパパ〜︕ おかえり〜(^^)/
 御親類のご不幸とかで、⼤変でしたね･･･お悔やみ申しあげます。

パパが不在なのに、勝⼿にスレ⽴てして、すみませんでした･･･m(_ _)m
 でも、沢⼭の⽅々がZ研の存続を期待されているので･･･これからも運営は⼤変かと思いますが、頑

張って下さいねッ︕︕
 特に、⾔う事を聞かない「お騒がせ娘」が居るので･･･ ┐(-｡ｰ;)┌ﾔﾚﾔﾚ ですねぇ〜 

 って、もうアラサーになって「娘」っていう年ではないような･･･ ぎゃははは︕︕

カレンダーも、⼀括DL出来るように、動画と⼀緒にストレージにUPしようかなと思ったんですけど･･･
 おっちょこちょいだから、「しっぱ〜い」があるかも知れないと思い、みなさんに確認して貰う為にBBSにUPしました。

 ちゃ〜んと、⾃覚はあるんだからね（笑）･･･って、その前にしっかり確認しなさい︕って話だけど･･･(^^;) ｱﾊﾊ

居眠りネコさん、★゜'・:*:.。.:*:・'゜:*:・'゜☆。.:*:・'゜★゜'・:*:.。.:*:

お久しぶりで〜す。(^^)/  ﾔｯﾎｰ!!
 Z.pの、れおさんはじめ、アキラさん、Hiroさん、みなさんもお元気ですか︖︖︖

 Z.pさんの⽞関にカギが掛けられて、ノックする勇気もなくそのまま、ご無沙汰してしまいました･･･
 mizuiさんの訃報も此⽅で伺いました･･･ ⼀緒に加⼯画談義をし、御世話になった⽅なので･･･

 友達を亡くしたような気持ちで･･･とても哀しかったです。

加⼯画談義･･･懐かしいですねぇ〜o(^o^)o
 ⼀つのテーマをみんなで加⼯画にして、アドバイスし合ったり、楽しかったなぁ〜

 あの頃が⼀番、加⼯画を作るのが楽しかったように感じます･･･ダメだしも沢⼭貰ったけど･･･でも、それも楽しかっ
た･･･。

今⽇の画像もありがとうございます。
 キラキラ☆は、⼀つ⼀つ描かれたんですか︖︖ ⼿がこんでますねぇ〜  (*・ｪ･*)ﾉ~☆

 BBSに私以外に加⼯画をUPする⽅が居なくなったので、淋しい思いをしています。
 此からも、Z研に遊びに来て下さいねッ︕︕ (^_-)-☆
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あぁ〜あ、忘れてた･･･xs4pedさんも時々加⼯画をUPされているんでした･･(^^;)ｺﾞﾒﾝﾁｬｲ
xs4pedさんの誕⽣⽇は、私の⼦供が⽣まれた時に･･･

 ご⾃⾝でxxxさんと同じ年で同じ⽉⽣まれだって、仰っていましたよ〜
 ⽇にちまでは仰ってなかったけど･･･

 >私の誕⽣⽇は⼊れなくても良いので(苦笑)、2⽉10⽇の“Memorial day”は⼊れて欲しいですね。 
 んっ︕︕ 2⽉10⽇って、なに︖︖︖ ひょっとして･･･ xs4pedさんの誕⽣⽇なの︖︖︖  ぎゃははは︕︕︕

ヤダ、間違えましたm(_ _)m
12499 選択 幸（ゆき） 2012-11-20 12:19:26 返信 報告

stray所⻑、また間違えてすみません。

> 1:30-37付近の⻘いビルは安⽥倉庫なので違います。

YA○DAと⾒えたので、⼭⽥倉庫と思うも、⽼眼と画像の不鮮明さで勘違いでした。これじゃホントに「ヤダ」（笑）。
 斜三⾓ビルが妙に近過ぎるな︖と思ってはいたのですが。

noritamaさん、12495と12496でのフォローありがとうございます。

sakiさんへ
12500 選択 チョコレート 2012-11-20 12:56:50 返信 報告

sakiさん、こんにちは︕チョコ先輩です(笑)。

> んっ︕︕ 2⽉10⽇って、なに︖︖︖ ひょっとして･･･ xs4pedさんの誕⽣⽇なの︖︖︖ 
 えっとね･･･ないしょなんだけどね、2⽉10⽇はZARDがデビューした⽇なんだよ〜(苦笑)。

 もう、かれこれ20年以上も昔のことで･･･sakiさんがおチビさんだったころの話なんだよね(笑)。

ほーんとに、sakiさんはおっちょこちょいだなぁ(笑)。ぎゃははは︕(^^;)

Re:sakiさんへ
12503 選択 saki 2012-11-20 14:32:44 返信 報告
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>えっとね･･･ないしょなんだけどね、2⽉10⽇はZARDがデビューした⽇なんだよ〜(苦笑)。 

 げッ︕︕ そうなの･･･ 私、全然気づかなかった･･･ZARDファンとしては･･･失格だぁ〜(>_<)
 xs4pedさんに怒られちゃうぅ〜〜〜〜 xs4pedさん、ごめんなさ〜いm(_ _)m

 >ほーんとに、sakiさんはおっちょこちょいだなぁ(笑)。ぎゃははは︕(^^;) 
 ほぉ〜んと、私ってどうしていつも、いつもこうなんだろう〜ねぇ〜

 此からは、「お騒がせおばちゃん」って呼んでね︕︕(>_<)

Re:sakiさんへ
12510 選択 チョコレート 2012-11-20 15:47:28 返信 報告

sakiさん、再びこんにちは︕(笑)

> 此からは、「お騒がせおばちゃん」って呼んでね︕︕(>_<)

sakiさんの年齢で”おばちゃん”は困るなぁ〜(笑)。
 いつまでもたのしいお騒がせ娘でお願いします。(^^)

Re:sakiさんへ
12511 選択 stray 2012-11-20 18:27:46 返信 報告

noritamaさん、こんばんは。
 [12495]と[12496]は実写ですよね︕

 まさか、何度もゆりかごめに揺られて撮影されたのでしょうか（笑）。
 実証資料ありがとうございました。

居眠りネコさん、お久しぶりです。
 冬っぽいというかＸ’マスっぽい加⼯画とお祝い、どうもありがとうございます。

 このところZARDの情報がまったく無いので暇で暇で（笑）。
 また遊びに来て下さいね︕
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sakiおばちゃん（笑）
Z.p.さんは、だいぶ前に地下から地上に舞い戻られたので、ノックしないで⼊ることができます（笑）。

 Hiroさんがｘｘｘさん追悼スレを⽴てて下さってますので覗いてみて下さい。
 http://www2.ezbbs.net/03/thomasandleo/

Re:⼭⽥倉庫の屋上
12512 選択 noritama 2012-11-20 21:35:26 返信 報告

strayさん こんばんは。

>[12495]と[12496]は実写ですよね︕ 
 ハイ(^^) デジカメのムービーから切り抜きました。瞬撮は難しいかなと思ってムービーで撮っ

てました。
 今年1⽉末頃です。本当は直接お台場に⾏く予定でしたが、気が向いて六本⽊で地下鉄を降りて

(偶然の[9849])>>⿇布⼗番確認(笑)>>お台場への時のものです(^^;

>まさか、何度もゆりかごめに揺られて撮影されたのでしょうか（笑）。 
 ⽵芝は、⾏きに全く違う⽅向を⾒ていて撮り損ねたので(^^;、帰りにちょこっとだけ⾏き来しました。(笑)

⽵芝駅ホーム端っこから鈴江倉庫を撮るとこんな感じです。
 

Re:☆ZARD研究所HP開設5周年記念☆
12514 選択 kubo 2012-11-21 06:44:31 返信 報告

[12438]saki:
 > ZARD研究所にお集まりの皆様、おはようございます。 

 > 
> 本⽇は、stray所⻑さんはじめ、所員の皆様によって、このZ研HPが 開設された記念の⽇です。が、 

 > strayさんの御⾝内に御不幸があり、イベントは中⽌という事になりました。

また、集まる機会があるなら、皆さんにお会いしてみたいです。
 その時は、ぜひ参加させて下さいね。
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Re:⼭⽥倉庫の屋上
12546 選択 kubo 2012-11-25 11:52:17 返信 報告

[12512]noritama:
 > strayさん こんばんは。 

 > 
> >[12495]と[12496]は実写ですよね︕ 

 >  ハイ(^^) デジカメのムービーから切り抜きました。瞬撮は難しいかなと思ってムービーで撮ってました。 
 > 今年1⽉末頃です。本当は直接お台場に⾏く予定でしたが、気が向いて六本⽊で地下鉄を降りて(偶然の[9849])>>⿇布

⼗番確認(笑)>>お台場への時のものです(^^; 
 > 

> >まさか、何度もゆりかごめに揺られて撮影されたのでしょうか（笑）。 
 >  ⽵芝は、⾏きに全く違う⽅向を⾒ていて撮り損ねたので(^^;、帰りにちょこっとだけ⾏き来しました。(笑) 

 > 
> ⽵芝駅ホーム端っこから鈴江倉庫を撮るとこんな感じです。

すっごいなあ。
 何でこんなものまで⾒つけられちゃうの︖︖

結構あちこちお出かけになってるんですか︖︖
 

Re:⼭⽥倉庫の屋上
12548 選択 noritama 2012-11-25 18:33:10 返信 報告

kuboさん こんばんは。

>何でこんなものまで⾒つけられちゃうの︖︖

前記の⼭⽥倉庫や鈴江倉庫などは、以前に場所が特定されていた所ですね。
 お台場に⾏ったついでに撮っただけです(^^;

私はZARD情報をあまり持っていない(笑)ですし、
 私が参加する以前のロケ地調査⽅法を参考にしながら･･
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https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=12548
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/194585b5215aea447389c5fefca09c61.jpg


 
探索の⽅法は、ごく単純なことをしています。

例えば、この写真をkuboさんがどう⾒るか(^^)です。
 ・"⾚い塔が写っている街の⾵景写真"と⾒ても気にしないか

 ・"場所知りたいから訊いちゃえ"と思うか
 ・"東京タワーだよね"って思うか

 ・"どこから撮っているのだろう、東京タワーが写っているから東京だよね。
 他に⼿掛かりは･･･Beingの看板があるよね･･･事務所かな･･どこにあったかな"

 "セブンイレブンの看板もあるね"と思うか
 などなど。

調べる意思と視点、関連情報、調べているときに何故か頭をよぎるひらめき(笑)などがポイントなのだと思いますよ。。
 しかしながら、いっぱいキーポイントがあっても判らない場所もあります(^^)

今は、とても便利になってネット検索やGoogleのストリートビューを活⽤すれば、
 場所によってはその場に⾏かなくても、机上で、おおよその確認(看板や建物など)できたりもします。

また､⼀部映像や写真集には、⼤雑把な(正否含む(^^;)ロケ地などがオフィシャルから公表されているものもあります。
 たぶん問い合わせすると"都内スタジオです""ニューヨークです""お答えいたしておりません"とか

 公表されている程度の情報しかいただけないのではないでしょうか。
 あまりに細かいところを雑多に訊ねても迷惑かけますしね。

この写真の場所がどこか、試しにkuboさん探索してみてください(^^)

Re:⼭⽥倉庫の屋上
12556 選択 kubo 2012-11-27 00:18:27 返信 報告

[12548]noritama:
> kuboさん こんばんは。 

 > 
> >何でこんなものまで⾒つけられちゃうの︖︖ 

 > 
> 前記の⼭⽥倉庫や鈴江倉庫などは、以前に場所が特定されていた所ですね。 
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> お台場に⾏ったついでに撮っただけです(^^; 
> 
> 私はZARD情報をあまり持っていない(笑)ですし、 

 > 私が参加する以前のロケ地調査⽅法を参考にしながら･･ 
 > 探索の⽅法は、ごく単純なことをしています。 

 > 
> 例えば、この写真をkuboさんがどう⾒るか(^^)です。 

 > ・"⾚い塔が写っている街の⾵景写真"と⾒ても気にしないか 
 > ・"場所知りたいから訊いちゃえ"と思うか 

 > ・"東京タワーだよね"って思うか 
 > ・"どこから撮っているのだろう、東京タワーが写っているから東京だよね。 

 > 他に⼿掛かりは･･･Beingの看板があるよね･･･事務所かな･･どこにあったかな" 
 > "セブンイレブンの看板もあるね"と思うか 

 > などなど。 
 > 

> 調べる意思と視点、関連情報、調べているときに何故か頭をよぎるひらめき(笑)などがポイントなのだと思います
よ。。 

 > しかしながら、いっぱいキーポイントがあっても判らない場所もあります(^^) 
 > 

> 今は、とても便利になってネット検索やGoogleのストリートビューを活⽤すれば、 
 > 場所によってはその場に⾏かなくても、机上で、おおよその確認(看板や建物など)できたりもします。 

 > 
> また､⼀部映像や写真集には、⼤雑把な(正否含む(^^;)ロケ地などがオフィシャルから公表されているものもありま
す。 

 > たぶん問い合わせすると"都内スタジオです""ニューヨークです""お答えいたしておりません"とか 
 > 公表されている程度の情報しかいただけないのではないでしょうか。 

 > あまりに細かいところを雑多に訊ねても迷惑かけますしね。 
 > 

> この写真の場所がどこか、試しにkuboさん探索してみてください(^^)



六本⽊のビーイング・グループですね。東京タワーも⾒えるし、セブンイレブンとの関係も地図どおりです。
良いヒントがあってこれは⾒つけやすかったです。

 なあるほど。
 でも、もっと難しいの、⼀杯⾒つけておられてスゴイな、と思いました。

 これからも宜しくお願いしますね。
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