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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

このロケ地は何処︖
14655 選択 stray 2014-05-23 21:16:22 返信 報告

別スレ[14638]から、未解決のロケ地ものを引っ越しました。

茶⾊と⻘グレーのセーターがあって、メガネをかけているのとかけていないのがあります。

関連記事︓[6885] [8508] [9864] [9997]

参考映像︓
 http://youtu.be/utrA_9FSEhU（1993年10⽉12⽇放送の「NO.きっと忘れない」）

 スカパー特番「ZARD〜永遠に〜」（2007年8⽉2⽇放送）
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Re:このロケ地は何処︖
14656 選択 stray 2014-05-23 21:19:49 返信 報告

1993年の夏から秋にかけて、ＰＶロケが６回⾏われています。

① 1993年7⽉ 北品川・K'sスタジオ
 ② 1993年8⽉ 碑⽂⾕・ロンビックスタジオ

 ③ 1993年8⽉ 南⻘⼭・STUDIO PRIVE
 ④ 1993年9⽉ ⿇布⼗番ＶＡスタジオ

 ⑤ 撮影時期不明 三宿・ANTIQUE THE GLOBE
 ⑥ 撮影時期不明 芝浦スタジオ５０１

しかも、茶⾊と⻘グレーのセーターが何種類も出てきて訳が分からなくなるので、
 それぞれのロケで着⽤した⾐装を洗いざらいピックアップしてみます。

※⑤と⑥の撮影時期は不明ですが、1993年10⽉12⽇放送のNO.（エヌオー）に登場するので、
 遅くとも10⽉初旬までに撮影が済んでいなければなりません。

Re:このロケ地は何処︖
14657 選択 stray 2014-05-23 21:20:43 返信 報告

① 1993年7⽉ 北品川・K'sスタジオ

⽩セーター

参考映像︓
 http://youtu.be/mGb8eSavU0I（もう少し あと少し…）

 

Re:このロケ地は何処︖
14659 選択 stray 2014-05-23 21:21:32 返信 報告

② 1993年8⽉ 碑⽂⾕・ロンビックスタジオ
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②－１︓ノースリーブの柄物ロングワンピ
②－２︓⽩の⻑袖Ｔシャツ

 ②－３︓茶⾊のとっくりセーター
 ②－４︓ラベンダーのとっくりセーター（②ー１の⾊違い︖フィルター処理︖）

参考映像︓
 http://youtu.be/mGb8eSavU0I（もう少し あと少し…）

 http://youtu.be/Q2Og50zrGbg（season）
 http://youtu.be/odnJOlagcSg（あなたに帰りたい）

Re:このロケ地は何処︖
14661 選択 stray 2014-05-23 21:23:53 返信 報告

③ 1993年8⽉ 南⻘⼭・STUDIO PRIVE

③－１︓⽩の厚物カーディガン
 ③－２︓⻘⾊のブラウス（インナー⽩Ｔ）

 ③－３︓⻘グレーのセーター

参考映像︓
 http://youtu.be/mGb8eSavU0I（もう少し あと少し…）

 Brezza di mare 特典DVD もう少しあと少し・・・
 http://youtu.be/FdlIHPLmFhA（新しいドア）

Re:このロケ地は何処︖
14662 選択 stray 2014-05-23 21:25:13 返信 報告

④ 1993年9⽉ ⿇布⼗番ＶＡスタジオ

④－１︓茶⾊のセーター
 ④－２︓柿⾊のブラウス（インナー⽩Ｔ）

 ④－３︓⻘グレーのセーター
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参考映像︓
http://youtu.be/swpwjCodAyI（BLEND II）

 http://youtu.be/FdlIHPLmFhA（新しいドア）
 http://youtu.be/rCfCDsteSuc（GOOD DAY）
 http://youtu.be/WCl9vQCqXkk（GOOD DAY-CM）

Re:このロケ地は何処︖
14663 選択 stray 2014-05-23 21:26:55 返信 報告

⑤ 撮影時期不明 三宿・ANTIQUE THE GLOBE

⑤－１︓カーキ⾊のジャケット
 ⑤－２︓茶⾊のセーター

参考映像︓
 http://youtu.be/utrA_9FSEhU（NO.きっと忘れない）

 WBMf2011 DVD（きっと忘れない）
 

Re:このロケ地は何処︖
14664 選択 stray 2014-05-23 21:30:09 返信 報告

⑥ 1993年9⽉〜10⽉ 芝浦スタジオ５０１

⻘グレーのセーター

http://youtu.be/yq0fxsdLCE4（Just believe in love）
 http://youtu.be/utrA_9FSEhU（NO.きっと忘れない）

 

Re:このロケ地は何処︖
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14665 選択 stray 2014-05-23 22:06:14 返信 報告

まずは茶⾊のセーターから。

茶⾊のセーターが登場するのは、②、④、⑤

②のセーターはとっくりセーターなので除いて、④、⑤と不明ロケ地のセーターを⽐較してみた。

私は、これらは皆同じだと思います。

Re:このロケ地は何処︖
14666 選択 stray 2014-05-23 22:21:39 返信 報告

⻘グレーのセーターが登場するのは、③、④、⑥

③のセーターは前⾝頃サイド縦に模様があるので除いて、
 ④、⑥と不明ロケ地のセーターを⽐較してみた。

⑥のセーターは表⾯がツルっとしていて（スエード調︖）、
 ④と不明ロケ地のセーターは似ているように思えますが、

 ④は何しろ映像キャプチャなので、何とも⾔えません。

Re:このロケ地は何処︖
14667 選択 stray 2014-05-23 22:30:31 返信 報告

最⼤のヒントは、

・⽊⽬調の床と⽩壁

・特徴ある梁

で、私は碑⽂⾕ロンビックスタジオじゃないかと睨んでいます。
  

noritamaさん︕
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碑⽂⾕ロンビックスタジオは、noritamaさんがＺ研に登場される直前のヤマです。
2005年に改装されているので、その前の画像があれば、ロンビックスタジオか否かが判明します。

 noritamaさんがお持ちのスタジオカタログに、旧ロンビックスタジオの画像ないですか︖

Re:このロケ地は何処︖
14669 選択 stray 2014-05-23 22:50:48 返信 報告

おまけ

これも ①北品川・K'sスタジオものでしょう。

K'sスタジオは静⽌画（アー写）のみなので、映像で⾒てみたいですねぇ。

Re:このロケ地は何処︖
14671 選択 noritama 2014-05-24 05:53:24 返信 報告

おはようございます(^^;

下の写真の猫視点のカメラをチラッチラッと⾒るこの映像好きです(笑)

さて､SH2012では⻘の⽮印の⽅向の映像もあって､
 床まである窓扉(外にベランダがあるような)と､開閉のノブが映ってました。
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Re:このロケ地は何処︖
14672 選択 noritama 2014-05-24 06:18:14 返信 報告

梁は､前々から探していたポイントで最⼤の特徴なんですが､､悩みの元でもありました(苦笑)
 結構太くて鉄筋コンクリートの建物っぽく､また､梁がむき出しのところは古い建物っぽいです

ね｡
 近年のコンクリート打ちっぱなしの壁でも無いし｡｡

>2005年に改装されているので、その前の画像があれば、ロンビックスタジオか否かが判明し
ます。 

 >noritamaさんがお持ちのスタジオカタログに、旧ロンビックスタジオの画像ないですか︖ 
 スタジオカタログを⾒てみると、⼿持ちの⼀番古いのが'94年版で､､

 '94〜2007年版までほんのちょっとだけ写真が違うだけ('97からは全く⼀緒)で､､広告は殆ど変化なし(笑)でした｡
 2008年版は､4階の4stが追加になってますので､この時が改装時期なのだと思われます。

 '94年より前にも改装があったとしたら･･･(^^;

Re:このロケ地は何処︖
14673 選択 noritama 2014-05-24 06:26:53 返信 報告

'95年版以降の写真のほうが天井附近の様⼦がわかりやすいので、そちらの2stと3stの部分です。

梁は⾒当らないですね･･･

Re:このロケ地は何処︖
14674 選択 noritama 2014-05-24 06:35:47 返信 報告
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おまけ
[14662]の"VAスタジオ"(当時は"REZON")の'94.08雑誌モノクロ広告です｡

 

Re:このロケ地は何処︖
14675 選択 stray 2014-05-24 08:04:00 返信 報告

noritamaさん、おはようございます。

な〜んだ、密かに捜査中だったのですね(笑)。
 これは2005年当時のホームページです。

 ３Ｆまでなので、改装＝４Ｆの増築だったのですね・・・

Re:このロケ地は何処︖
14676 選択 stray 2014-05-24 08:10:26 返信 報告

この画像では、泉⽔さんの後ろに⽩壁の仕切りがあって、
 奥の部屋にバンドセットが置いてありますよね。

1St〜3stが94年以降同じだとすると、この画像に相当するスタジオがないように思うのですが、いか
がでしょ︖
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Re:このロケ地は何処︖
14677 選択 noritama 2014-05-24 08:17:32 返信 報告

strayさん おはようございます｡

> な〜んだ、密かに捜査中だったのですね(笑)。 
 はい(笑)窓と床はロンビックぽいなと思いながらも･･(苦笑)保留してました｡｡

すみません。'93年版持ってました(汗) 
 PENNスタジオ捜査の時に使って別に置いてありました･･･

 '93年も'94年以降とスタジオ内装は同じですね｡｡
 

Re:このロケ地は何処︖
14678 選択 noritama 2014-05-24 08:22:34 返信 報告

>1St〜3stが94年以降同じだとすると、この画像に相当するスタジオがないように思うのですが、いかがでしょ︖

そうですね。
 これは､間違いとされている"K'sスタジオ"のような気がします。

 後に円柱のような物が3本並んでいますね｡
 K'sスタジオの広告資料⾒てみます｡

梁のあるスタジオと床の感じが似てますね｡｡
 

Re:このロケ地は何処︖
14679 選択 noritama 2014-05-24 10:15:09 返信 報告

K'sスタジオの'93年の広告資料です。
 

https://bbsee.info/newbbs/id/14655.html?edt=on&rid=14677
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14677
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/e5c69c0e3063671d1cd77ef51c041b83.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/14655.html?edt=on&rid=14678
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14678
https://bbsee.info/newbbs/id/14655.html?edt=on&rid=14679
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14679


Re:このロケ地は何処︖
14680 選択 noritama 2014-05-24 10:16:06 返信 報告

K'sスタジオのレイアウト

Re:このロケ地は何処︖
14681 選択 noritama 2014-05-24 10:17:44 返信 報告

'95年のカラー版広告から
 (内容は'93年と同じ)
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Re:このロケ地は何処︖
14682 選択 noritama 2014-05-24 10:17:59 返信 報告

ベランダに出る部分

Re:このロケ地は何処︖
14683 選択 noritama 2014-05-24 10:20:52 返信 報告

2000年の広告

Re:このロケ地は何処︖
14684 選択 noritama 2014-05-24 10:27:26 返信 報告

と､､K'sスタジオの資料を探してスタジオカタログ捲っていたら････(笑)

もしかして!! (･｡･;これは･･･!!
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Re:このロケ地は何処︖
14685 選択 noritama 2014-05-24 10:30:03 返信 報告

部屋の⾓の天井の梁の部分の出っ張り!

Re:このロケ地は何処︖
14686 選択 noritama 2014-05-24 10:32:11 返信 報告

拡⼤(笑)

Re:このロケ地は何処︖
14687 選択 noritama 2014-05-24 10:43:15 返信 報告

⽐較｡

同じような気がしませんか?
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Re:このロケ地は何処︖
14688 選択 stray 2014-05-24 11:50:12 返信 報告

おう︕ 解決してるじゃあ〜りませんか︕(笑)

さすがnoritamaさん、いやスタジオカタログさん(笑)。

ロンビックでもK'Sでもなかったとはねぇ・・・
 どこですか︖もったいぶらずに教えて教えて︕(笑)

 

Re:このロケ地は何処︖
14689 選択 noritama 2014-05-24 12:08:46 返信 報告

>いやスタジオカタログさん(笑)。 
 (^^;爆苦笑)

 ⾒過ごしているものです。
 以前PENNスタジオ捜査が済んじゃったもので､､

 他はさらりとしかみていなかったようです(汗)
 本当にさっき発⾒しました(笑)

 今回はstrayさんから再度探すキッカケをいただいたようなものです(^^)

'93年版と'94年版にしか広告が出ていませんので、現存していないスタジオかもしれません｡
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建物⾃体は現存しています。
なんとここです(笑)

これだけ近いと､､セーターが同じ理由がわかるような(^^;

Re:このロケ地は何処︖
14690 選択 noritama 2014-05-24 12:19:34 返信 報告

スタジオ広告はこちらです。

STUDIO CABIN-U(スタジオ ケビン･ユー)です｡
 

Re:このロケ地は何処︖
14692 選択 stray 2014-05-24 12:51:56 返信 報告

なんと︕ 何度も通った、あの交差点じゃないですか︕

STUDIO CABIN-U(スタジオ ケビン･ユー)で検索しても何も引っかかりませんね。
 かなり前に閉鎖されてと考えてよさそうですが、まだ建物が残っているのが解せません

ね。

GLOBEでのロケは、もしかしたらこういうことかも知れませんよ。

その⽇、ZARD御⼀⾏様は STUDIO CABIN-U でPVロケを⾏っていた。休憩時間になって、

近くにカフェはないかしら︖（泉⽔さん）

すぐ近くにありまあすよ、みんなで⾏きましょう︕（スタッフ）

わぁ〜素敵なカフェ〜、ねぇ、ここでロケできないかしら（泉⽔さん）

https://bbsee.info/newbbs/id/14655.html?edt=on&rid=14690
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14690
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/46d361782608fdbb1b4f3bd6cf5e31f3.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/14655.html?edt=on&rid=14692
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14692
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/ae7d9dc853482ef5146fb11f73f93b0b.jpg


ってなことになって、GLOBEの営業が終わってから、急遽あの映像を撮った。
つまりGLOBEはイレギュラーな撮影だったものの、泉⽔さんの表情が良く撮れたってことでは︖

noritamaさんとスタジオカタログのおかげで(笑)、⾒事解決しました。
 ⾒直してみるべきですね(笑)。

ロケの時期は、⿇布⼗番ＶＡスタジオ（1993年9⽉）と限りなく近いか、同じ⽇でしょう。
 それだと、茶⾊のセーターと⻘グレーのセーターの謎が同時に解けます。

Re:このロケ地は何処︖
14693 選択 noritama 2014-05-24 13:24:49 返信 報告

>かなり前に閉鎖されてと考えてよさそうですが、まだ建物が残っているのが解せませんね。 
 単にテナント(賃貸)だったんじゃないですかね｡

> GLOBEでのロケは、もしかしたらこういうことかも知れませんよ。 
 ありえるかもしれませんね(^^)

 撮影ってピンときたら予定外のこともあるでしょうから。

>>1St〜3stが94年以降同じだとすると、この画像に相当するスタジオがないように思うのですが、
いかがでしょ︖ 

 >そうですね。 
 >これは､間違いとされている"K'sスタジオ"のような気がします。 

>後に円柱のような物が3本並んでいますね｡ 
 もう⼀⽅のK'sスタジオのほうはこういう撮影⽅向かも。

Re:このロケ地は何処︖
14694 選択 noritama 2014-05-24 13:27:09 返信 報告

そうすると､こっちの写真は背景の扉がAstかBstか定かではないですが､､こんな感じ?
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Re:このロケ地は何処︖
14695 選択 noritama 2014-05-24 14:09:48 返信 報告

[14694]は､Bstではなさそう(笑)

Re:このロケ地は何処︖
14696 選択 noritama 2014-05-24 14:36:40 返信 報告

Astでもなさそう(汗)

扉じゃなくて窓か?(笑)
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Re:このロケ地は何処︖
14702 選択 stray 2014-05-25 22:34:27 返信 報告

noritamaさん、こんばんは。

K'sスタジオではありませんね。
 特徴ある丸椅⼦が偶然の⼀致とは考えられないので、私はロンビックスタジオで合っていると思い

ます。

２ｓｔの画像[14673]に、円柱らしきものと、ガラス⾯４ｘ３の窓が映っています。
 泉⽔さんの後⽅の⽩壁は説明つかないですが(笑)、２ｓｔでよいのでは︖

Re:このロケ地は何処︖
14709 選択 noritama 2014-05-26 00:19:50 返信 報告

strayさん こんばんは

> K'sスタジオではありませんね。 
 > 特徴ある丸椅⼦が偶然の⼀致とは考えられないので、私はロンビックスタジオで合っていると思い

ます。 
 > 

> ２ｓｔの画像[14673]に、円柱らしきものと、ガラス⾯４ｘ３の窓が映っています。 
 それです!(笑)

 円柱の⾜の形状が(⻘破線囲い部分)K'sスタジオの物と違っていて気になっていました｡
 窓のところのシンバルスタンドが台のような物の上にあって⾼くなっていた(⾚破線囲み部分)のと、

 壁のうっすらとした縦(影)筋(ピンク⽮印)(笑)も気になってたんです。

> 泉⽔さんの後⽅の⽩壁は説明つかないですが(笑)、２ｓｔでよいのでは︖ 
 ②の写真は、

 机は少し動かしているかもしれませんが、
 スタジオカタログの写真の床の⽊⽬⽅向(緑⽮印)から推測するに、

 ⾚⽮印②の撮影⽅向でしょうか。
 

https://bbsee.info/newbbs/id/14655.html?edt=on&rid=14702
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14702
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/9f44fdee15143bbb809e516cecc658e9.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id14673.html
https://bbsee.info/newbbs/id/14655.html?edt=on&rid=14709
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14709
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/e1b97c787a5677efa5eba575c41e8688.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id14673.html


Re:このロケ地は何処︖
14712 選択 noritama 2014-05-26 01:48:57 返信 報告

あっ違った(笑)

⾚破線囲みのスタンドと低い⿊ドラム?に注⽬すると､
 同じ位置･同じ物が写っているみたい｡

Re:このロケ地は何処︖
14713 選択 noritama 2014-05-26 01:57:55 返信 報告

ってことは⽩い壁は壁ではなく､⽩く光った窓のカーテンかな｡

難しく考えること無かったみたいです(^^;
 撮影⽅向はこんな感じ｡

Re:このロケ地は何処︖
14721 選択 stray 2014-05-26 12:40:22 返信 報告

noritamaさん、こんにちは。

⼀件落着ですね（笑）。
 もう１つ別のスタジオが存在してたら、収拾付かなくなるところでした（笑）。

緑⾊の⽮印は、床の⽊⽬⽅向ですよね︖
 机が床の⽊⽬とほぼ平⾏に置かれているので[14676]、私もこの点が解せなかったのですが、
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左上奥の三⾓コーナーと平⾏に床が貼られていたのですね。

> ってことは⽩い壁は壁ではなく､⽩く光った窓のカーテンかな｡

そのようですね。
 で、円柱が三⾓コーナーすぐ横の窓を隠すように置かれていた、と考えれば辻褄が合いそうです。
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