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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

「さわやかな君の気持ち」ロケ地
13811 選択 noritama 2013-07-02 03:41:16 返信 報告

こんばんは

Z研終われま10  
 http://zard-lab.net/pv/uk/index.html

 6位の「さわやかな君の気持ち」のロケ地につきまして、
 [8060]では強引すぎましたので(^^;)･･･

 視点を変えてみましたところ･･
 有⼒な場所が出てきました(笑)
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Re:「さわやかな君の気持ち」ロケ地
13812 選択 noritama 2013-07-02 03:50:59 返信 報告

YouTubeの"B'z Official YouTube Channel"
 http://www.youtube.com/user/Bz

 (いいな〜ZARDにもこういうチャンネル欲しいなぁ･･･)の

「B'z 25th Anniversary DIGEST 1988-2013」映像を⾒ていましたら･･･
 http://www.youtube.com/watch?v=t8GY_VcVBmw

23:20辺りからの2002年の「熱き⿎動の果て」で、
 "Being⿃居坂ビル"の屋上でのシーンがあり、

 ピーン!と閃きました(^^)
 そうだロケ地は撮影スタジオとは限らない･･⿃居坂のこの建物は撮影スタジオっぽいデザイン建築だと(^^;

 

Re:「さわやかな君の気持ち」ロケ地
13813 選択 noritama 2013-07-02 03:53:30 返信 報告

さっそく"Being⿃居坂ビル"で検証してみました。

ポイントは、
 泉⽔さんが居るほうの建物の屋上の縁と景⾊､

 隣の建物の壁と排気ダクトと窓｡
 (室内は⽐較できるほど周りが映り込んでいる映像と資料が無く･･･撮影スタジオの備品のように、

テーブルや椅⼦も検証できないので､､ちょっと保留(笑))

⼀致すると思われる点が多いと思うのですがどうでしょう︖

今回の副産物
13814 選択 noritama 2013-07-02 04:39:50 返信 報告
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今回の副産物(笑)
昨年の「ZARD GALLERY」(Being⿃居坂ビルの)会場展⽰施⼯業者さんはこちらだったようです。

 http://www.office-keiz.com/index.php?photo

Re:「さわやかな君の気持ち」ロケ地
13815 選択 チョコレート 2013-07-02 10:05:20 返信 報告

noritamaさん、皆さん、こんにちは︕プチ、お久しぶりです(笑)

なんとも興味深いスレが･･･(笑)。
 このロケ地ね、ずっとずっと気になっているんですよ〜私。

 泉⽔さんがとても美しいじゃないですかぁ。どこなんだろうな︖って･･･。

> さっそく"Being⿃居坂ビル"で検証してみました。 
 いや、すごい発想に感動︕︕

 なんだかこれを⾒たときに、あ〜〜そうかも︕︖って思ってしまいました(笑)。
 全然、私は検証もしていないけど･･･可能性、結構あるんじゃ･･･(苦笑)。

Z研ロケ地捜査班の皆さんのご意⾒、私も楽しみにお待ちしています︕(笑)

Re:「さわやかな君の気持ち」ロケ地
13816 選択 noritama 2013-07-02 12:05:19 返信 報告

こんにちは
 > noritamaさん、皆さん、こんにちは︕プチ、お久しぶりです(笑) 

 チョコレートさん、プチお久しぶりです(^^)

> このロケ地ね、ずっとずっと気になっているんですよ〜私。 
 > 泉⽔さんがとても美しいじゃないですかぁ。どこなんだろうな︖って･･･。 

 気になりますよね〜。
 私もずっと気になっていたひとつです。⾒つかりそうで⾒つからない(笑)

 ⼿元を⾒るとマニキュアしてますね。
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こちらの曲も中期から後期のPV映像構成のパターンにはまっていますが、
私達が観られる中期から後期の動いている泉⽔さん(^^;の数少ない映像のひとつで､､

 こちらももう少し⻑かったりいろいろなシーンが存在していそうですね。

Re:「さわやかな君の気持ち」ロケ地
13817 選択 stray 2013-07-02 17:16:06 返信 報告

noritamaさん、こんにちは。

おう︕ 難攻不落の城がついに落ちそうですね︕（笑）
 あとでゆっくり検証しに来ますので。

気になるのが、J*GM Vol.20と同セッションのはず（マニュキアもしてるし））なので、
 ここがBeing⿃居坂の中なのか︖ってところです・・・

Re:「さわやかな君の気持ち」ロケ地
13818 選択 stray 2013-07-02 17:20:38 返信 報告

メイキング映像を含む「熱き⿎動の果て」PVです。
 http://www.dailymotion.com/video/xsmt31_pv-b-z-atsuki-kodou-no-hate-ni_music#.

UdJr-Dt7Iyg

お隣の東洋英和の学⽣が⼤挙して窓から⾝を乗り出して⾒ていますが（笑）、
 「熱き⿎動の果て」は2002年なので、時期的には「さわやかな・・・」と⼀緒です。

 マイビル屋上でPV撮影するのがブームだったのでしょうか（笑）。
 

Re:「さわやかな君の気持ち」ロケ地
13821 選択 stray 2013-07-02 20:44:19 返信 報告

noritamaさん、チョコさん、皆さんこんばんは。
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どうやらnoritamaさん⼤当たりのようです︕

「さわやかな・・・」PVに、場所特定の決め⼿となりそうなシーンが3つあります。
 http://www.youtube.com/watch?v=Kc3wy2Il7zU

 
 まずこのシーン、隣のビルの外壁です。

 PV映像では横縞に⾒えますが（右上）、ガンマ補正をかけると縦の線が⾒えてきます（右下）。
 縦横のピッチが⼀致しています。

Re:「さわやかな君の気持ち」ロケ地
13822 選択 stray 2013-07-02 20:49:49 返信 報告

奥に⽊が（少なくとも3本）あって、その⼿前に電線が映ってます。
 ストビューで⾒ると、Beingの向かい側（⻄側）に桜のような⽊があって

 （紅葉しているので紅葉かな︖）形が⾮常に似ています。

Re:「さわやかな君の気持ち」ロケ地
13823 選択 stray 2013-07-02 20:57:32 返信 報告

ルーフの縁です。

⻄寄りの部分が、⽮印のところから厚くなっていて、
 B'zのPVでそれが確認できます。

Re:「さわやかな君の気持ち」ロケ地
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13824 選択 stray 2013-07-02 21:00:44 返信 報告

縁が厚くなっている部分は、⼿前が⼀段低くなっていますが、
 B'zのPVでもそれが確認できます。

Re:「さわやかな君の気持ち」ロケ地
13825 選択 stray 2013-07-02 21:12:41 返信 報告

隣のビルの窓の形・位置がピッタリです。

場所はnoritamaさんが特定された⻄端だと思われます。
 

Re:「さわやかな君の気持ち」ロケ地
13826 選択 stray 2013-07-02 21:37:36 返信 報告

PV映像が粗くてよく分かりませんが(笑)、
 これもnoritamaさんの推定どおりかと。

以上、Being⿃居坂屋上の検証終わり
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noritamaさん、お⾒事でした︕

 まさか⾃社ビルだったとは・・・(笑)

Re:「さわやかな君の気持ち」ロケ地
13828 選択 noritama 2013-07-03 04:02:37 返信 報告

strayさん こんばんは

検証ありがとうございました!
 屋上のシーンは確定ですね(^^)/

で、室内のシーンのヒントを探しましたら､
 YouTubeにあった映像に使われていたこの写真(J*GMの写真でしょうか･･)に周りの様⼦が少し

写っていて･･･
 何処から撮ったのか検証して、写っている隣の建物の窓から、奥の⼊⼝上の所ではないかと推測。

 その部分の写真を撮っていないか先程探したのですが･･･
 奥まった陰の所なので･･･あえて撮ることも無く(笑)

 ZARD GALLERYのエントランスの写真ばかり(^^;
 でも、昨年の5/27の写真の中、記帳所の写真1枚に!･･⼩さく"ある物"とともに写っていました!!

 

Re:「さわやかな君の気持ち」ロケ地
13829 選択 noritama 2013-07-03 04:10:54 返信 報告

ある物とは･･･⻘⾊イスと丸テーブルです!!
 同じ形状の物ですよね?
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Re:「さわやかな君の気持ち」ロケ地
13830 選択 チョコレート 2013-07-03 08:49:22 返信 報告

noritamaさん、所⻑さん、皆さん、こんにちは︕
 所⻑さんの検証が済んで･･･どうやら確定みたいですね(笑)。

しかも、さらなる証拠が︕(笑)
 > ある物とは･･･⻘⾊イスと丸テーブルです!! 

 > 同じ形状の物ですよね? 
 おお〜〜〜︕まさに同じもの︕これは間違いないですね。

 Being⿃居坂だったなんて･･･(苦笑)。
 事務所で雑誌のインタビューを受けたので、ついでにPVも屋上で撮ってみた･･･そんな感じでしょうか︖(苦笑)

それにしても、noritamaさん、すごいですね〜。
 ⽬の付け所というのか･･･現場検証の写真も既にとってある︖し･･･素晴らしすぎ︕︕

 noritamaさんちに泉⽔さん、いらしてるんじゃ︖･･･(笑) ぎゃははは︕

ホントにすごいです︕感動しちゃった。
 泉⽔さんのわりと後期というか、近年の数少ない映像、画像なので、気になってました。

 判明してうれしいです。ありがとうございました︕

で、事務所の中への潜⼊捜査は･･･あるのかな︖(笑)
 

Re:「さわやかな君の気持ち」ロケ地
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13831 選択 pine 2013-07-03 10:26:30 返信 報告

noritamaさん 所⻑さん チョコさん 皆さん こんにちは︕

ひょえ〜︕︕(@o@) こ・これって…B社のビルだったんですか〜︕（驚）
 以前、素直な私は（笑）、プールつきのスタジオ探してましたよ。（^^;）
 まさか⾃社ビルだったとは…。

この泉⽔さん素敵ですよね︕眩しいくらい。
 泉⽔さんご⾃⾝も、太陽が差し込む窓辺で眩しかったでしょうけれど…。

 周りの⾊の関係もあるのだろうけど、透明感があってとっても綺麗ですね。(*^^*)

それにしても、noritamaさん凄すぎです︕︕
 B'ZのPVでピーンと来るだけでも凄いのに、⼀年も前から証拠を押さえているんですからね︕

 やはり「持ってる」⼈は違うなぁ（笑）
 またひとつ、すっきりしました。(^^)

Re:「さわやかな君の気持ち」ロケ地
13835 選択 stray 2013-07-03 19:30:36 返信 報告

noritamaさん、チョコさん、pineさん、こんばんは。

⻘⾊イスと丸テーブル、同じ形ですね︕
 しかし、そくそんなものが写ってましたね(笑)、すごい︕

窓の形も⼀致していますが、緑⾊の点線がよく分かりません。
 アー写は反転してあるってことでしょうか︖

Re:「さわやかな君の気持ち」ロケ地
13836 選択 stray 2013-07-03 19:37:22 返信 報告

斜めに筋が⼊ったガラス窓も⼀致します。
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> 事務所で雑誌のインタビューを受けたので、ついでにPVも屋上で撮ってみた･･･そんな感じでしょ
うか︖(苦笑)

逆でしょうね。PV撮影するので、ついでにJ*GM⽤の撮り下ろしショットも撮ろうと。

> で、事務所の中への潜⼊捜査は･･･あるのかな︖(笑)

チッチッチ、煽っちゃダメダメ(笑)。
 

Re:「さわやかな君の気持ち」ロケ地
13837 選択 sakura 2013-07-03 20:18:24 返信 報告

noritamaさん、皆さん、こんばんは。

noritamaさん、脱帽です︕
 Galleryに⾏った時は、私もエントランスは撮りました(笑)が、ビル︖までは。。。

> > で、事務所の中への潜⼊捜査は･･･あるのかな︖(笑) 
 > 

> チッチッチ、煽っちゃダメダメ(笑)。

掃除業者にでもなって（笑）、潜⼊︕でしょうか︖（笑）

Re:「さわやかな君の気持ち」ロケ地
13838 選択 アネ研 2013-07-03 22:14:43 返信 報告

こんばんは、 noritamaさん、みなさん

すばらしい︕︕︕
 いまやロケ地捜査と⾔えばnoritamaさんとは聞きましたが、

 ロケ地が⾃社ビルなんて、オチまでついて素晴らしいですね。

やはり、ZARDの動画ばかりでなく、
 ほかの動画にほどヒントが隠されてるんですね。
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解ってるつもりでしたが、あっぱれです。

また、イベントの施⼯業者の発⾒も凄いですね。

つぎなる発⾒に期待しま〜す。

Re:「さわやかな君の気持ち」ロケ地
13839 選択 noritama 2013-07-05 13:49:59 返信 報告

strayさん、チョコレートさん、pineさん、sakuraさん、アネ研さん､ こんばんは

ちょっとレス遅くなりましたm(_ _)m

>noritamaさんちに泉⽔さん、いらしてるんじゃ︖･･･(笑) ぎゃははは︕ 
 >やはり「持ってる」⼈は違うなぁ（笑） 

居てるんですかね(･_･;(笑) 来てくれてると嬉しいんですけれど(^^ 
 ふっと気がつくのは突然なんですよ〜･･そうなるとZ研症候群の･･･

>>>で、事務所の中への潜⼊捜査は･･･あるのかな︖(笑) 
>>チッチッチ、煽っちゃダメダメ(笑)。 
>掃除業者にでもなって（笑）、潜⼊︕でしょうか︖（笑） 

 m(_ _)m 勘弁してください(^^;) 
 B社のZARD絡みの写真とか映像の整理をするアルバイトならやりたいな^^)b 

 ⾒⼊って作業進まない駄⽬バイトさんになりそう･･･話がそれてますね(笑)

>以前、素直な私は（笑）、プールつきのスタジオ探してましたよ。（^^;） 
 私もずっとつい最近までスタジオで探してました(苦笑) イス/テーブルと観葉樹に翻弄されて･･･

 [13718]の時の検索で映像を⾒かけたときは、⿃居坂ビルの屋上だねぇ(もや)程度だったんです。
 で､今週になって「さわやかな君の気持ち」の映像をみていたら、あれB'zの何かがあったな?が浮かんできて､

B'z25thの映像で「熱き⿎動の果て」の映像を再びみたらピーン!と･･･不思議な感覚です｡

>しかし、そくそんなものが写ってましたね(笑)、すごい︕ 
 なぜでしょう(^^;･･･単なる偶然です(笑)

 普段なら上の⽅も撮っているはずなのに･･肝⼼なとき(ものを)バッチリ撮れていないのが、いつも通りの私の撮るZARD関

https://bbsee.info/newbbs/id/13811.html?edt=on&rid=13839
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=13839
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/e286a04b20bc52074820789fd5eb78f6.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id13718.html


係の写真なのです(^^;
あとでいつもガッカリ(苦笑)へこんでます。

 今回は、あれれって感じです(^^; 
 [13596]の"不思議ね"の時ほどではないですが(苦笑) 気づけよ俺って感じ･････(^^;

>窓の形も⼀致していますが、緑⾊の点線がよく分かりません。 
 >アー写は反転してあるってことでしょうか︖ 

 反転ではなくて、撮っている⽅向がそれぞれ違うようです。

>いまやロケ地捜査と⾔えばnoritamaさんとは聞きましたが、 
 >ロケ地が⾃社ビルなんて、オチまでついて素晴らしいですね。 
 いえいえ、私が参加する前の旧スレからの捜査のほうが、どうやって⽬星つけていたのかなと、いまだにすごいなと感⼼

させられています。
 その過去情報があって、その付近を徘徊(笑)捜査しているのが私です(^^; スタジオものはスタジオカタログからですし

(笑)

>つぎなる発⾒に期待しま〜す。 
 ドキッ(笑)
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