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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

海の映像
13876 選択 noritama 2013-07-10 22:52:12 返信 報告

こんばんは。

ZARDのPVでは、いろいろな⾵景の映像が使われていますね。
 海(海岸・港・砂浜)の映像も割りと多く使われているように思います。

 オフィシャルのページで｢夏を待つセイルのように｣が流れていますので･･･というわけでもないのです
が(^^;

 Map40-2
 http://www.youtube.com/watch?v=7UwpFn9zbiw
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の01:27辺り、
この⼀瞬の映像(笑)の港の場所がわかりました。

映像の左側に映っている、レンガ⾊の屋根の建物と⻘いドーム型の屋根の建物がポイントです(^^

Re:海の映像
13877 選択 noritama 2013-07-10 22:55:47 返信 報告

場所は、エーゲ海のミコノス島の港の⾵景のようです。

⽐較参考写真(^^)
 http://cache5.amanaimages.com/cen3tzG4fTr7Gtw1PoeRer/25832010817.jpg

 http://www.italiancenter.co.jp/tour/aege/images/mikonos2.jpg

参考映像だと
 http://www.youtube.com/watch?v=mOHe5AfiuL4

 の02:18辺り

同じように、レンガ⾊の屋根の建物と⻘いドーム型の屋根の建物がみられます。
⻘いドーム型の屋根の建物は⼩さな教会のようです。

ミコノス島⾏ってみたいなぁ｡

Re:海の映像
13878 選択 noritama 2013-07-11 17:11:43 返信 報告

｢さわやかな君の気持ち｣のこの⾵景は･･･
 http://www.youtube.com/watch?v=Kc3wy2Il7zU

なんとなく海の感じから"マリアナ諸島"が頭に浮かんで(^^;
 調べてみましたら､
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Re:海の映像
13879 選択 noritama 2013-07-11 17:12:39 返信 報告

サイパンのホテル、
 マリアナ リゾート＆スパ

 http://saipan.sawayaka-plus.com/hotel/superior/mrs.html
 http://www.marianaresort.com/jp/index.php

 http://www.jtrip.co.jp/mic/sp/img/detail/spn/mariana.jpg

を、⼭(丘)の上のマリアナカントリークラブから撮っている⾵景のようです。

Re:海の映像
13889 選択 noritama 2013-07-21 21:48:58 返信 報告

こんばんは

「あの微笑を忘れないで｣のPVにでてくる､
 http://www.youtube.com/watch?v=uDFIcYD_roo

 桟橋の上での⾃転⾞の⼈達が出てくるこのシーンの場所･･･
 すでに解明されていたのかもしれませんが(^^;･･･

「突然」に使われていた映像や「息もできない」のPVロケ地でお馴染みのベニスビーチのお隣、
 サンタモニカ・ピアで撮られたシーンのようです。
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Re:海の映像
13890 選択 noritama 2013-07-21 21:53:10 返信 報告

決め⼿はこのシーンの、
 奥に⾒える歩道橋と建物の配置でした。

Re:海の映像
13891 選択 noritama 2013-07-21 21:54:52 返信 報告

それぞれのシーンをストリートビューでチェック(^^)

Re:海の映像
13892 選択 noritama 2013-07-21 21:56:30 返信 報告

それぞれの撮影ポイントです。
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Re:海の映像
13894 選択 stray 2013-07-22 21:45:47 返信 報告

noritamaさん、こんばんは。

泉⽔さんがそこに居ない海外の⾵景は、皆さんあまり興味がないかと(笑)。

エーゲ海のミコノス島︖
 マリアナ諸島︖

 サイパン︖

う〜ん、泉⽔さんは絶対に⾏ってないですね(笑)。
 スタッフがロケハンで撮ってきたものなのか、それともこういう映像を

 撮影して販売している専⾨業者がいるんですかねぇ。
 それしにてもよくこんな場所を突き⽌めましたね(笑)、素晴らしい︕

サンタモニカはドルチェ副所⻑が発⾒済みで、
 goroさんの現場レポもあります。[7109]

 「⾵が・・・」ＰＶの観覧⾞もこの近くです。

Re:海の映像
13895 選択 noritama 2013-07-23 01:12:27 返信 報告
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こんばんは｡
 
> サンタモニカはドルチェ副所⻑が発⾒済みで、 

 > goroさんの現場レポもあります。[7109] 
 > 「⾵が・・・」ＰＶの観覧⾞もこの近くです。

あっ､やっぱり(^^)
 なんとなく何処かのスレで話題があったような気がしてたのですが･･(笑)

>泉⽔さんがそこに居ない海外の⾵景は、皆さんあまり興味がないかと(笑)。 
 >エーゲ海のミコノス島︖ 

 >マリアナ諸島︖ 
 >サイパン︖ 

 >う〜ん、泉⽔さんは絶対に⾏ってないですね(笑)。 
>スタッフがロケハンで撮ってきたものなのか、それともこういう映像を 

 >撮影して販売している専⾨業者がいるんですかねぇ。

かもしれませんね(笑)

>それしにてもよくこんな場所を突き⽌めましたね(笑)、素晴らしい︕

何かのヒントになるものまぎれてないかとか(笑)･･･
 とある場所を探していて(^^;

 本ネタのない(^^;時の･･雑ネタということでm(_ _)m
 興味のあるうちに調べておこうかと(笑)

「世界はきっと未来の中」のこちらは､推測ですが、
 特徴的な岩礁から、⼩説｢天国に⼀番近い島｣の舞台のニューカレドニアにある、

イルデパン島のウピ湾 あたりではないかと･･
 http://worldtv.blog.fc2.com/blog-entry-486.html

 http://dlift.jp/photo/photoDisplayCountry193
http://ja.newcaledonia-tv.com/iles-des-pins

 ⻘い海⽩い砂浜ですね〜
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http://www.youtube.com/watch?v=ZSyaVLr7K28
http://www.youtube.com/watch?v=oHt0xJrlOnE

Re:海の映像
13896 選択 noritama 2013-07-23 02:29:56 返信 報告

砂浜と⾔えば･･･
 「ZARD BEST〜軌跡〜」ジャケや「ARTIST FILE」に使われているこの場所(笑)。

今回の探索していた場所のひとつです。

いろいろな南の島を、画像検索で巡って(^^;
 今回の検索のなかで､､､⼀番似ていそうなのはここかな?って感じの候補地です。

グアム リティディアン ビーチ
 http://guambeach.com/beach-2.html

 http://d.hatena.ne.jp/kanjin78/20090908/1252804753
 http://k-d-o.jp/fck/Image/namiutigiwa.jpg

ところで、このジャケ写も合成ですかね?
 合成でも雰囲気のある作品としてきちっとしていればどちらでも構いませんが(^^)

⾒覚えのあるモノ
13899 選択 MOR 2013-07-23 23:33:46 返信 報告

みなさん、今晩は。

noritamaさん、相変わらずの素晴らし地道な調査、真似が出来ないので無意味にワンクッ
ション。

 (笑)

先⽇、WOWOWで「GARNET CROW livescope 〜THE FINAL〜」がOAされたのです
が、そこには⾒覚えのあるモノが映っていました。

 相変わらず「健在なのか︖」と思いながらも、「同じもの?」と、趣旨から逸脱して魅⼊ってしまいました。
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ハイ、本当に無意味なワンクッションでした。_(._.)_
唯⼀、間接繋がり。(汗)

引き続きnoritamaさんの調査をお楽しみください。

Re:⾒覚えのあるモノ
13900 選択 noritama 2013-07-24 03:22:41 返信 報告

MORさん こんばんは

ちょっとわき道にそれて(^^;

>そこには⾒覚えのあるモノが映っていました。 
 [8191]のスピーカーのことですね。

"Stage Monitor Speakers"などで画像検索すると
 サイドデザイン・形状・マークの似ている、

 CLAIR BROTHERS(クレア・ブラザーズ)社のスピーカーが出てきます｡
 http://www.clairsystems.com/index.php/clair-brothers-audio-products/products-2/stage-monitors

 http://www.cuk-audio.com/index.php?page=clair-bros-brands
 http://www.turbosquid.com/3d-models/3d-claire-brothers-stage-monitor-model/473044

Re:海の映像
13903 選択 stray 2013-07-24 22:48:38 返信 報告

noritamaさん、こんばんは。

なるほど、グアム リティディアン ビーチっぽいですね︕

> ところで、このジャケ写も合成ですかね? 
 > 合成でも雰囲気のある作品としてきちっとしていればどちらでも構いませんが(^^)

当然「合成」だと思ってたので、検証したこともありません(笑)。
 泉⽔さんですらないかも(笑)。
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Re:⾒覚えのあるモノ
13906 選択 MOR 2013-07-25 03:39:03 返信 報告

noritamaさん、さすが!。

私も久しぶりにワード検索してみましたが⾒つからず、当然noritamaさんと同じワードも使っていました。
 但し⽇本語で。(笑)

お蔭で謎がひとつ解けました。ありがとうございます。

[13899]画像で2台並んでいるのは、１台はプロンプターかもね。

Re:⾒覚えのあるモノ
13907 選択 noritama 2013-07-27 00:50:56 返信 報告

MORさん こんばんは｡

> 私も久しぶりにワード検索してみましたが⾒つからず、当然noritamaさんと同じワードも使っていました。 
 > 但し⽇本語で。(笑) 

 そうですね。⽇本語だとこの⼿の物は検索ヒットしにくいみたいですね。
 私も今回、PA機器のTOAのサイトを⾒て呼び名を⽇本語で検索して･･たいして引っ掛からなかったので･･･

 英語で検索してみたんです｡

> お蔭で謎がひとつ解けました。ありがとうございます。 
 お役に⽴てて、よかったです(^^)

 

Re:海の映像
13908 選択 noritama 2013-07-27 01:00:32 返信 報告

strayさん こんばんは

> 当然「合成」だと思ってたので、検証したこともありません(笑)。 
 (^^;やはりジャケット表がそうだと、裏もそう思っちゃいますね･･
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> 泉⽔さんですらないかも(笑)。 
そうだったら･･･いやだな(^^;)

さて､海の映像探索の続きです。
 前記[13896]の場所の他に、

 今回も探索していたもうひとつの場所です。
 「ハートの⽕をつけて」他、後期のPVなどに出ていた映像ですね。

 かなり前から気に掛かっていて探していた場所です。
 

Re:海の映像
13909 選択 noritama 2013-07-27 01:12:52 返信 報告

いろいろリゾート地(南の島)の画像検索をしている中で、
 今回このサイトの写真が気にとまりました。

 http://oceana.ne.jp/local_press/7403
 ⼤きいけれど･･⼟台の⾜組が似ているなぁ･･･ずっと探してきた"島の⼩さい桟橋"とは限らないのかなと･･(笑)

で、その場所の画像検索をしてびっくり｡
 近年リニューされてしまっているようですけれど･･･

 ⻑〜い桟橋、海の⾊、景⾊･･似てる〜(^^;
 場所は、南オーストラリア(確かに南の島ですが(笑))

 バッセルトン・ジェッティー(Busselton Jetty) という所です｡
 思いもよらない場所でしたが、候補地のひとつとしてあげておきます。

"Busselton Jetty"で画像検索するといろいろ写真が出てきます。
 http://topen.exblog.jp/m2009-01-01/

http://www.busseltonjetty.com.au/interpretive-centre/about-the-centre/
 http://www.australiangeographic.com.au/journal/view-image.htm?index=5&gid=11231

 http://www.hotelskip.com/JP/DataHtml/ja_po_bqb_by82.html
 http://www.nylonhead.com/project/world/img/bussel0327%2000.jpg

映像︓ http://www.youtube.com/watch?v=9JiIPwdmRcQ

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/5da9942da9fb4fe0d77eb32bd6165e43.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id13896.html
https://bbsee.info/newbbs/id/13876.html?edt=on&rid=13909
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=13909


こちらは、いつごろかわかりませんが､､桟橋リニュー前及び⼿前の4つの⼩屋が出来るより前の写真です｡
http://trulyaustralia.com/images/Bussellton%20Jetty%20train2.jpg

この場所､"千と千尋の神隠し 海列⾞"で画像検索してもでてくる場所です。
 「千と千尋の神隠し」は2001年作なんですね。もうそんなに経つんだ･･･時の経つのは早いなぁ(汗)

※続きは"海の映像2"[17378]へ(^^)
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