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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

マイフレンド 泉⽔さんの座っている店先の場所
17771 選択 noritama 2015-11-26 01:45:19 返信 報告

こんばんは

唐突ですが(笑)
 以前､マイフレンドのオレンジセーターのこの泉⽔さんが座っている[1003]の場所は､

 [1024]で⻩⾊〇の場所であると検証されています｡

が､､写真等が出てきていなかったので､､ちょっと気になっていました(^^;
 この辺の古い写真を検索してましたら､
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"Pancras Road"の検索で､､この写真がやっと(笑)出てきました｡1962年古!(笑)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:London_Pancras_Road_geograph-3073472-by-Ben-Brooksbank.jpg

1962年の写真の左側の建物が"ST PANCRAS"駅で
 [1003]の写真と⽐較すると､奥の⽊は無いですが､

 ⼿前の建物の外壁は同じようです｡
 店先の柱のような物もあります｡

[19326]追補

Re:マイフレンド 泉⽔さんの座っている店先の場所
17773 選択 陸奥亮⼦ 2015-11-26 14:09:29 返信 報告

皆さん、こんにちは。陸奥亮⼦です。

ＮＯＲＩＴＡＭＡさん、１１⽉２３⽇のＺＡＲＤ路上ライブと

オフ会では、お世話になりまして、有難う御座いました。

ジャンケン⼤会も良かったですね。

> この辺の古い写真を検索してましたら､ 
> "Pancras Road"の検索で､､この写真がやっと(笑)出てきました｡1962年古!(笑) 

  
熱⼼なロケ地探索には、頭が下がります。＾－＾。

古い１９６２年の写真では、奥に、⼿前の建物より⾼い建物

が在りましたが、⽊になって居るところを⾒ると、取り壊され

て、泉⽔さんの撮影当時は、公園にでもなって居たのでしょう

かね。

１００３の⽅のレスを⾒させて戴きましたら、ＳＴＲＡＹさん

が、さらに古い１８８５年の古地図まで探し出されているのに
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は、ビックリでした。＾－＾。
 

 ところで、１００９の画像ですが、ＺＡＲＤ ＰＯＲＴＦＯＬ

ＩＯ ＤＵ ２０ＥＭＥ  ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＩＲＥ〜負け

ないで〜（⾚い表紙の写真集）の約３０ページ⽬位の⾒開き

ページ写真では、泉⽔さんの右側（写真では、左側）に、外壁

にポスターが有り、その⽂字は、｛ＷＯＲＬＤ ＯＦ ＬＥＡ

Ｔ〇〇 ＡＬＴ〇〇」に⾒えますね。そして、１００９では、

⻩⾊いドアが、半開きで、そのドアの中ほどに、⾚い物がベル

トの処に挟んであり、ＷＯＲＬＤの⽂字が、３枚共、全部ＺＡ

ＲＤ，ＺＡＲＤ ＺＡＲＤになっていますね。

これって、後で、編集したのか︖それとも、前もって、この

部分に、「ＺＡＲＤ⽂字⽤」を⽤意してたんでしょうかね︖

Ｄ，

Re:マイフレンド 泉⽔さんの座っている店先の場所
17774 選択 stray 2015-11-27 11:09:26 返信 報告

noritamaさん、こんにちは。

ホントに唐突ですが(笑)、ついに⾒つかりましたね︕
 それにしても、このネタをまだ追っていたとは・・・すごい執念です（笑）。

⼀番奥にガスタンクの枠組み、その⼿前にスタンレービルがあって、
 ⾚丸で囲ったビルの庇部分が⼀致します。間違いないですね︕

道路が左に折れる地点にあるので、 [1024]の検証が当たっていたようで安⼼しました（笑）。
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Re:マイフレンド 泉⽔さんの座っている店先の場所
17775 選択 stray 2015-11-27 11:17:04 返信 報告

> [1003]の写真と⽐較すると､奥の⽊は無いですが､

さすがに30年以上前の⾵景なので、違っていてもおかしくありません。
 ちょうどスタンレービルの端あたりになるんでしょうけど、

 「My Baby Grand・・・」ジャケ写を撮影したスタンレービルの前は、
 ロケ当時樹⽊がたくさん植えられていたので、パンクラス通り沿いにも⽊が⽴っていたのでしょ

う。

Re:マイフレンド 泉⽔さんの座っている店先の場所
17776 選択 stray 2015-11-27 11:23:42 返信 報告

陸奥さん、こんにちは。

ロケ当時、イギリスのヘビメタバンド「WORLD OF LEATHER」の
 NEW ALBUM ポスターが貼ってあって、

 後からB社のスタッフが「WORLD」を「ZARD」に編集したものです。
 

Re:マイフレンド 泉⽔さんの座っている店先の場所
17777 選択 stray 2015-11-27 12:04:38 返信 報告

左︓編集前

右︓編集後
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Re:マイフレンド 泉⽔さんの座っている店先の場所
17778 選択 stray 2015-11-27 12:40:16 返信 報告

> ⻩⾊いドアが、半開きで、そのドアの中ほどに、⾚い物がベル 
 > トの処に挟んであり、

⾚い物（SCENE3 と書かれた札）も後から編集したものです。
 ENHANSED CD II のゲームで、開いたドアをクリックすると未公開画像にたどり着けるんで

す。

ドアが開いた画像はB社が編集したものだと思います。

Re:マイフレンド 泉⽔さんの座っている店先の場所
17779 選択 陸奥亮⼦ 2015-11-27 15:12:46 返信 報告

皆さん、こんにちは。陸奥亮⼦です。

ＳＴＲＡＹさん、レス、有難う御座います。
  

> ⾚い物（SCENE3 と書かれた札）も後から編集したものです。 
 > ENHANSED CD II のゲームで、開いたドアをクリックすると未公開画像にたどり着けるんです。 

 > 
> ドアが開いた画像はB社が編集したものだと思います。

はい。やはり、後から編集したものでしたか。ところで、

ＥＮＨＡＮＳＥＤ ＣＤ Ⅱのゲームとは、１９９９年の

クルージングライブのＣＤに付いていた物ですか︖

以前に、ＳＴＲＡＹさんから、パスワードを教えて頂いて、

１回だけ、中に⼊れて、⾒たことが、ある筈なんですが、

この画像場⾯に付いては、全然、記憶が在りませんです。

https://bbsee.info/newbbs/id/17771.html?edt=on&rid=17778
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https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/370666e2a8735a1893e32a4abc4c3ce2.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/17771.html?edt=on&rid=17779
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=17779


悲しいです〜〜。（笑）。

Re:マイフレンド 泉⽔さんの座っている店先の場所
17781 選択 stray 2015-11-27 22:03:32 返信 報告

> ＥＮＨＡＮＳＥＤ ＣＤ Ⅱのゲームとは、１９９９年のクルージングライブのＣＤに付いて
いた物ですか︖

いえいえ、ENHANSED CD II は「ZARD BEST 〜Request Memorial〜」の３次特典です。
 （１次特典︓ZARDオフィシャルカレンダー2000、２次特典︓MEMORIAL VIDEO）

ゲームはやったことないので（笑）、[17778]の⼊⼝がどのゲームに含まれているかわかりませ
ん。

Re:マイフレンド 泉⽔さんの座っている店先の場所
17782 選択 陸奥亮⼦ 2015-11-27 22:44:19 返信 報告

皆さん、こんばんは。陸奥亮⼦です。

ＳＴＲＡＹさん、御回答、有難う御座います。
 > 

> いえいえ、ENHANSED CD II は「ZARD BEST 〜Request Memorial〜」の３次特典です。 
 > （１次特典︓ZARDオフィシャルカレンダー2000、２次特典︓MEMORIAL VIDEO） 

  
そうでしたか。３次特典だったのですね。私は、２次特典の

ビデオしか持っていないので、記憶に無い筈ですね。（笑）。

Re:マイフレンド 泉⽔さんの座っている店先の場所
17783 選択 noritama 2015-11-28 08:37:48 返信 報告

おはようございます
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もう⼀枚⾒つけました｡
[17771]より新しくて違う⾓度ですが､

 "ST PANCRAS"駅の増築改装前と増築改装後の写真なので､
 現在の状況に当てはめるとどの場所なのか良くわかります｡
 https://c2.staticflickr.com/6/5284/5313857331_ed4ed4b006_b.jpg

 ←GIFアニメにしてみました(^^

Re:マイフレンド 泉⽔さんの座っている店先の場所
17785 選択 noritama 2015-11-28 08:56:18 返信 報告

オレンジのセーターでの撮影道路から､"ST PANCRAS"駅⽅⾯を⾒た写真も出てきました(^^;
 https://c1.staticflickr.com/5/4032/4485804851_84388f1992_b.jpg

 撮影中の泉⽔さん⽬線の景⾊って感じですね(^^)

Re:マイフレンド 泉⽔さんの座っている店先の場所
17786 選択 noritama 2015-11-28 09:46:51 返信 報告

察するに､泉⽔さんの座っている店先の場所からの泉⽔さん⽬線の景⾊はこんな感じだったのでしょう(^^)
 http://media-cdn.tripadvisor.com/media/photo-s/01/29/51/22/st-pancras-station.jpg

Re:マイフレンド 泉⽔さんの座っている店先の場所
17787 選択 noritama 2015-11-28 10:23:46 返信 報告

>「My Baby Grand・・・」ジャケ写を撮影したスタンレービルの前は、 
 >ロケ当時樹⽊がたくさん植えられていたので、パンクラス通り沿いにも⽊が⽴っていたのでしょう。
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参考までに
↓これは[17775]の撮影場所のスタンレービルの上階(屋上?)からの眺めだと思います(^^

 https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/4e/1a/59/4e1a59e8219972854d31aa9cb12cd1b6.jpg
 オマケで解体前のスタンレービル

 https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/76/d0/77/76d07767b9c30975c9614dab3cd4813e.jpg

Re:マイフレンド 泉⽔さんの座っている店先の場所
17790 選択 幸（ゆき） 2015-11-28 20:38:52 返信 報告

[17783]noritamaさん、ありがとうございます。
 > ←GIFアニメにしてみました(^^

事前調査不⾜でm(_ _)m、ST PANCRASすら気づかずでしたが、煉⽡作りの建物の⾯影がなくなって⼀⽬で諦めた場所
が、このようにアニメ化されると変化がはっきり分かりますね。

近くを通っただけでも、ちょっと嬉しい気がしてきました^^。

[17782]陸奥亮⼦さん
 >そうでしたか。３次特典だったのですね。私は、２次特典の 

 >ビデオしか持っていないので、記憶に無い筈ですね。（笑）。

⾃分は（たまたま新品購⼊︓３次なんですか︖）このゲームしか持ってません。クリヤー出来ず、未だに⾒れてないです
（涙）。何やらフォルダは発⾒しましたが、PWD⼊れないとアクセスできないんですね︖。

ST PANCRAS駅 附近のロケ
17895 選択 noritama 2015-12-30 12:42:51 返信 報告

こんにちは｡

"マイフレンドの泉⽔さんの座っている店先"の検証の流れで､
 たまたま､オフィシャルサイト/FCで､『My Baby Grand』の写真が出てて､

 軽チャ-で検証していましたが､
 "ロンドン ST PANCRAS駅 附近のロケ"ということで､
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こちらにまとめておいた⽅が良いように思うので､
以下にコピペしておきます(^^)

 

Re:ST PANCRAS駅 附近のロケ
17896 選択 noritama 2015-12-30 12:44:45 返信 報告

#3711  名前:noritama時刻:2015-12-03 16:18:56

こんにちは
 > ⼼霊写真ではありません（笑）。 

> スタンレービルの住⼈がロケの様⼦を覗いているのでしょう。 
> こういう画像が出てくるのは珍しいです。 

 たしかに(笑)
 でも､スタンレービルの住⼈が写っているのをどこかで(つい最近(笑))⾒たなと思いましたら･･･

 シングルのジャケット裏側の写真でした(^^;
 撮影しているのを気になって⾒ていたのでしょう･･撮影する側は邪魔だなと思っていたのでは(笑)

 ところで､[3708]と[3710]は同じスタンレービル横でも
 場所が違うようですね｡

 ⿊い柵が奥のほうで違います｡
 スタンレービルの向こう側とこっち側(どっちがどっち･･笑)で撮ったのかも｡ビルとビルの間の部分は凸凹になっているの

で違うようです(^^)
 

Re:ST PANCRAS駅 附近のロケ
17897 選択 noritama 2015-12-30 12:49:38 返信 報告

#3712 名前:stray時刻:2015-12-03 20:10:37

noritamaさん、こんばんは。
 たしかに裏ジャケにも、このおばさん写ってますね（笑）。

 > ところで､[3708]と[3710]は同じスタンレービル横でも 
> 場所が違うようですね｡ 
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いや、同じ場所で撮ったものです。
泉⽔さんの右⾜元の⽯畳が斜めに割れていて、

 その１枚左側に排⽔溝︖の⽳が２つ開いてます。
 > ⿊い柵が奥のほうで違います｡ 

 今回[3710]を放出したばっかりに、
 フェンスの合成がバレてしまいましたね（笑）。

 拡⼤するとフェンスの下端の処理が雑なのがわかります。

Re:ST PANCRAS駅 附近のロケ
17898 選択 noritama 2015-12-30 12:50:55 返信 報告

#3713 名前:stray時刻:2015-12-03 20:14:14

[3712]右の元画（Portfolio 20th 「負けないで」）

Re:ST PANCRAS駅 附近のロケ
17899 選択 noritama 2015-12-30 12:52:19 返信 報告

#3714 名前:noritama時刻:2015-12-04 06:56:08

strayさん おはようございます
 >いや、同じ場所で撮ったものです。 

>泉⽔さんの右⾜元の⽯畳が斜めに割れていて、 
>その１枚左側に排⽔溝︖の⽳が２つ開いてます。 
なるほどなるほど(^^; ⽯畳同じですね｡

 >今回[3710]を放出したばっかりに、 
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>フェンスの合成がバレてしまいましたね（笑）。 
今回すっかり惑わされてしまいました･･･(苦笑)

Re:ST PANCRAS駅 附近のロケ
17900 選択 noritama 2015-12-30 12:53:46 返信 報告

#3715 名前:noritama時刻:2015-12-10 04:18:31

こんばんは
 23rd(8cm)シングルと､P-BOXの23rd(12cm)シングルのジャケットを⽐べてみました｡

 P-BOXの23rd(12cm)シングルの写真はやけに泉⽔さんを⼤きく･･･と思っていましたが､､
今回その理由がなんとなく(笑)

 

Re:ST PANCRAS駅 附近のロケ
17901 選択 noritama 2015-12-30 12:55:13 返信 報告

#3716 名前:noritama時刻:2015-12-10 04:35:53

P-BOXの23rd(12cm)シングルのジャケ写真は､
8cmシングルやWEZARDに使われている⿊いフェンスやビルの壁などを写真加⼯したものではなく､

 加⼯する前の元写真を使っているようです｡
 左隅っこにほんの少しスタンレービルの⽩い壁が写って(⻩緑破線囲み部分)います(^^;

 また､ジャケ上端を泉⽔さんの頭のところで切っているところをみると､
 もしかしたら･･[3710]と同じように､､ベランダの住⼈も元写真には写っていたのかも(笑)

 よくみると､8cmシングルとWEZARDの写真もほんのちょっと違うようで､
 ⾚破線囲みの部分の電線が跳ねたのようなものがWEZARDのほうでは消され(潰されて)?います｡

Re:ST PANCRAS駅 附近のロケ
17902 選択 noritama 2015-12-30 12:57:11 返信 報告

#3717 名前:noritama時刻:2015-12-10 04:48:39
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P-BOXの23rd(12cm)シングルのジャケ写真左隅っこ部分のアップ
スタンレービルの⽩壁の横筋があります(^^)

Re:ST PANCRAS駅 附近のロケ
17903 選択 noritama 2015-12-30 12:58:32 返信 報告

#3718 名前:stray時刻:2015-12-10 17:04:45

noritamaさん、こんにちは。
 > P-BOXの23rd(12cm)シングルのジャケ写真左隅っこ部分のアップ 

> スタンレービルの⽩壁の横筋があります(^^) 
 P-BOXはノーマークでした（笑）。

 どうやら２段階で修正を⾏っているようです。
 ⻩⾊線までが本来のフェンス位置です。

Re:ST PANCRAS駅 附近のロケ
17904 選択 noritama 2015-12-30 12:59:54 返信 報告

#3719 名前:stray時刻:2015-12-10 17:14:06

フェンス下の細⻑い⽯①（フェンスの⽀柱を裏側で跨いでいる）と、
 その左側にある逆三⾓形っぽい⽯②に注⽬して下さい。

 撮影⾓度が違うので単純に⽐べられませんが、３つ並べるとこんな⾵になります。
 P-BOXの修正は細部までよく出来ていますが、フェンス１枚だけコピペしたものだと思われます。
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シングルジャケと[3708]で、さらに奥までフェンスを伸ばした。
これが真相かと。

Re:ST PANCRAS駅 附近のロケ
17905 選択 noritama 2015-12-30 13:01:29 返信 報告

#3738 名前:noritama時刻:2015-12-18 12:46:02

こんにちは
 たまたまYTをみていたら､

 ←こんなショットの映像がありました｡

この写真はフェンスの加⼯ありませんね｡奥の⽅に"ST PANCRAS"駅が写っています｡
 映像は隅に"BS2"とあるので､特番放送の映像だと思いますが､

 追悼ライブやSHの時のスクリーンにも流れていたのかな･･
 記憶にないというか気がつかなかったというか､､インサートされた写真までは憶えきれませんね(^^;

 もし当時12cmシングルだったらこちらのショットが使われてたりして(笑)
 

Re:ST PANCRAS駅 附近のロケ
17906 選択 noritama 2015-12-30 13:02:10 返信 報告

#3739 名前:noritama時刻:2015-12-18 17:00:01

こちらもついでに(^^
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Re:ST PANCRAS駅 附近のロケ
17907 選択 noritama 2015-12-30 13:03:58 返信 報告

#3740 名前:noritama時刻:2015-12-19 11:10:27

LIVE DVD(WBMf2011) にも､スタンレービルの⿊フェンスと⽩壁の元状態がわかる映像があ
りますね｡

 >フェンス１枚だけコピペしたものだと思われます。 
>シングルジャケと[3708]で、さらに奥までフェンスを伸ばした。 
ですね(^^)

 

Re:ST PANCRAS駅 附近のロケ
17908 選択 noritama 2015-12-30 13:04:53 返信 報告

#3741 名前:noritama時刻:2015-12-19 11:11:58

こちらにも2階のベランダの住⼈さんが⾒切れて映っています(笑)
 

Re:ST PANCRAS駅 附近のロケ
17909 選択 noritama 2015-12-30 13:05:51 返信 報告
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#3742 名前:noritama時刻:2015-12-19 11:17:57

こちらの歩いている泉⽔さん映像の場所は､
 [3711]で勘違いした添付写真下のほうの場所だと思います｡

Re:ST PANCRAS駅 附近のロケ
17910 選択 noritama 2015-12-30 13:06:45 返信 報告

#3743 名前:noritama時刻:2015-12-19 11:34:00

まとめ直しました｡

Re:ST PANCRAS駅 附近のロケ
17911 選択 noritama 2015-12-30 13:07:53 返信 報告

#3744 名前:noritama時刻:2015-12-21 07:20:10

おはようございます

"ST PANCRAS"駅界隈を撮影ロケ地に選んだ理由は何かなと思うのですが･･･
 今回の"ST PANCRAS"駅界隈の検索でこんなのも引っかかりました｡

 ビートルズもすぐ近くのPancras教会･公園で撮影していたんですね(^^)
 (↓ページ真ん中辺りから下の部分です)

 http://blog.blackbird.com.br/?tag=st-pancras-old-church
 http://solobeatlesphotosforum.freeforums.org/location-5-pancras-old-church-and-garden-t9601.html

 Pancras教会についてはこちら↓
 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:St_Pancras_Church_-_geograph.org.uk_-_42656.jpg
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Re:ST PANCRAS駅 附近のロケ
17912 選択 noritama 2015-12-30 13:09:01 返信 報告

#3745 名前:stray時刻:2015-12-22 10:26:07

noritamaさん、こんにちは。
 リンクされたYT映像は、2007年12⽉2⽇放送のNHK BS2

 サタデースペシャル「あなたのアンコール」という番組で、
 2007年6⽉18⽇放送の「クローズアップ現代」を再放送した後、

 おまけとして流れたものです。
 （ゲストコメンテーター︓宮崎美⼦）

2007年のWBM（武道館）で「揺れる想い」が２度演奏されました。
 １つは”いつもの”映像（笑）、もう１つは2007WBMダイジェスト的な映像で、

 DVDとしてはWBM2009に収録されています。
 WBM2009の映像を確認しましたが、[3739]の静⽌画は無いですね。

 実際に武道館で流れたのがどっちなのか、今となってはまったく記憶に⾮ず（笑）。

> "ST PANCRAS"駅界隈を撮影ロケ地に選んだ理由は何かなと思うのですが･･･ 
 私もそれは気になってました。

 なんで"ST PANCRAS"なのか︖ メジャーなロケ地なの︖って。
 なるほどビートルズ繋がりは⼗分あり得ますね。

 ⼈のマネがお嫌いなので、Pancras教会には⾏ってないと思いますけど（笑）。
 

Re:ST PANCRAS駅 附近のロケ
17913 選択 noritama 2015-12-30 13:10:37 返信 報告

#3746 名前:noritama時刻:2015-12-22 16:14:16

strayさん こんにちは

>リンクされたYT映像は、2007年12⽉2⽇放送のNHK BS2 
>サタデースペシャル「あなたのアンコール」という番組で、 
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>2007年6⽉18⽇放送の「クローズアップ現代」を再放送した後、 
>おまけとして流れたものです。 

 >もう１つは2007WBMダイジェスト的な映像で、 
>DVDとしてはWBM2009に収録されています。 
>WBM2009の映像を確認しましたが、[3739]の静⽌画は無いですね。 
>実際に武道館で流れたのがどっちなのか、今となってはまったく記憶に⾮ず（笑）。 

 映像の確認と情報ありがとうございます｡
 おまけに流れた映像では記憶に無いはずです(^^;

 また､WBM2007は⼤阪で観たのですけれど､
 最近ほど映像違いに着⽬して(笑)観ていませんでしたし､

 それよりも落ち込んでいたこともあり(苦笑) 
 DVD映像観ても当⽇と同じだったかどうかあまり判らないんです(^^;

 >⼈のマネがお嫌いなので、Pancras教会には⾏ってないと思いますけど（笑）。 
写真などが出てきたらすごいですね(^^

Re:ST PANCRAS駅 附近のロケ
17914 選択 noritama 2015-12-30 13:17:06 返信 報告

こちらの場所は解明されていたか定かではありませんが､追加です｡

こちらの場所も改装前の"ST PANCRAS駅"の附近のようです｡
 資料まとめ中ですしばらくお待ちくださいm(_ _)m

Re:ST PANCRAS駅 附近のロケ
17916 選択 noritama 2015-12-30 13:41:47 返信 報告

とりあえず､場所は⾚⽮印のここのようです(^^)
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Re:ST PANCRAS駅 附近のロケ
17917 選択 noritama 2015-12-30 15:04:49 返信 報告

検索で⾒つけた写真とまとめて⾒ました｡
 こんな感じです｡

Re:ST PANCRAS駅 附近のロケ
18114 選択 noritama 2016-01-14 20:26:40 返信 報告

昔のスレを⾒ていましたら､
 [7947]でDAIさんが⽬星をつけていたところと同じだったようです(^^;

Re:ST PANCRAS駅 附近のロケ
20288 選択 KAZUKI 2016-08-04 20:43:13 返信 報告

こんな画像を⾒つけました!
 Amazonのページに載っていたんですが、よく⾒ると左側の⽩い壁が⾒えており、
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実際のジャケットと異なっています。
これがB社提供の画像だとしたら、B社からの何かのメッセージでしょうか(笑)

Re:ST PANCRAS駅 附近のロケ
20289 選択 stray 2016-08-04 22:35:44 返信 報告

KAZUKIさん、こんばんは。

なんということでしょう︕（笑）
 こんなことが起きてよいのでしょうか（笑）。

ジャケ写にトリミングする前の画像っぽいですね。

> これがB社提供の画像だとしたら、B社からの何かのメッセージでしょうか(笑) 
 Ｂ社しか持ってないはずなので、Ｂ社が間違ってAmazonに出しちゃったのでしょう。

ずっと前からAmazonはこの画像だったのか︖
 Ｚ研に暴かれたのでジャケを刷り直したのか︖（笑）

 Amazonで注⽂して、普通のジャケが届いたら「商品画像と違う」と返品する⼿もありますね（笑）。
 

Re:ST PANCRAS駅 附近のロケ
20290 選択 KAZUKI 2016-08-05 00:40:35 返信 報告

stray様

> ジャケ写にトリミングする前の画像っぽいですね。
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現物のジャケットより上下左右僅かに広くとってますね。
まさか新たにレイアウトし直した訳ではないでしょう。

上の⽅ではP-BOXで新たにレタッチ、とありますが、
 実際はP-POXは8cmの流⽤で、

 WEZARDだけもっと⼤幅に加⼯されてるんじゃないでしょうか?

この画像、⾔われてみればフェンスと柱の遠近感が不⾃然な事になっているので、⾒れば⾒るほど酔ってしまいそうです
(笑)

さらに気付いた事ですが、⼩⾬の撮影の為か、泉⽔さんはクッション(?)に座ってるんですね。
 これこそ簡単に消せそうなのに(笑)

Re:ST PANCRAS駅 附近のロケ
20292 選択 stray 2016-08-05 13:02:58 返信 報告

KAZUKIさん、こんにちは。

モバイルFC Vol.47（2015年12⽉）の記事中に、
 Amazonと同じ画像がありました。

 もしかしたら、最新プレス版はジャケ写が作り替えられている可能性も捨て切れません。
 ホントにそうだとしたら、かなりのレア物となりますが、

 勇気を出してAmazonで買ってみようという気にはなれません（笑）。

> 上の⽅ではP-BOXで新たにレタッチ、とありますが、 
 > 実際はP-POXは8cmの流⽤で、 

 > WEZARDだけもっと⼤幅に加⼯されてるんじゃないでしょうか?

P-BOXはこれを真四⾓にトリミングしただけで、P-BOX＆シングルの元画像がコレかと。
といっても、フェンス１枚分奥に伸ばす細⼯が加えてあるので、

 加⼯前の元画像を別加⼯したのがWEZARD ver（[17897]左）でしょう。

> さらに気付いた事ですが、⼩⾬の撮影の為か、泉⽔さんはクッション(?)に座ってるんですね。
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[17909]は⽯畳が濡れていて、インナーも違うような気がするので
別の⽇か、別時間帯に撮影したものかも知れません。

 単にそのまま座るには汚な過ぎたんじゃないでしょうか（笑）。

> これこそ簡単に消せそうなのに(笑)

いやいや、B社の画像処理班は腕が悪いので、⽌めて正解です（笑）。

Re:ST PANCRAS駅 附近のロケ
20297 選択 KAZUKI 2016-08-05 21:57:34 返信 報告

> [17909]は⽯畳が濡れていて、インナーも違うような気がするので 
 > 別の⽇か、別時間帯に撮影したものかも知れません。 

 > 単にそのまま座るには汚な過ぎたんじゃないでしょうか（笑）。

別⽇の可能性を上げたらキリがないですが^^;

表ジャケはモノクロ加⼯されてるので分かりにくいですが、
 裏ジャケは⽯畳が濡れているのが確認できます。(よく⾒たらレンズに付いた⾬粒のようなものも)

 ⽯畳も乾いてる部分もあるし、天気⾬だったのか、
 撮影にギリギリ耐えうる天候だったのかなと思います。

 ⽩いクッションはスタッフの配慮か泉⽔さんの注⽂かは分かりませんが(笑)

出典は忘れましたが、泉⽔さんがPVのあの映像について
 「当⽇は⾬が降っていて合成で雪に変えた」と⾔ってませんでしたっけ?

もしかしてジャケ写が２つある︖
20328 選択 noritama 2016-08-15 16:45:54 返信 報告

>ジャケ写にトリミングする前の画像っぽいですね。 
 YTで⾒かけた当時のCM映像からですが､

このジャケ写も､建物の⽩い壁が少し写ってますね｡
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Re:もしかしてジャケ写が２つある︖
20329 選択 stray 2016-08-15 17:34:22 返信 報告

noritamaさん、こんにちは。

私が所有しているCM映像も、同じでした。
 左下に「ドコモCMソング」と⼊っているので、最新版じゃなくて、初回出荷分のほうですね。

 noritamaさんがお持ちの中に、このジャケありませんか︖
 

Re:もしかしてジャケ写が２つある︖
20330 選択 stray 2016-08-15 17:35:08 返信 報告

NO.（エヌオー）にもこのジャケが使われています。
 

Re:もしかしてジャケ写が２つある︖
20331 選択 stray 2016-08-15 17:38:33 返信 報告

WEZARD（会報12号）でも使われていますね。
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Re:もしかしてジャケ写が２つある︖
20332 選択 noritama 2016-08-16 08:28:22 返信 報告

おはようございます｡

この曲8cmCDは､ソニー盤の"4""5"(IFPI L274)と"6"(IFPI L275)のロットナンバーしか今のところ
(笑)持っていないので､たぶん初版ではないと思います｡

 ⼀枚レンタル落ち盤がありますがソニー盤の"4"でした｡

印刷物のデザインレイアウトは､下地の⽩地を出したくない場合､
 印刷の⾊校正など(例↓)を⾒ると理解しやすいのですが､

 http://www.art-labo.net/dtp/img/result/cd_big.jpg
 カットされる位置よりもはみ出てデザイン(写真配置)がされます｡

 ⽩い壁部分が写っている物は､製品ジャケットそのものでなくて⾊校などと同じ(⽂字デザイン済み)写真が流⽤されたので
はないでしょうか｡

Re:もしかしてジャケ写が２つある︖
20333 選択 sakura 2016-08-16 19:20:00 返信 報告

こんばんは。

先⽇のニコ⽣25時間も、同じでした。

ちなみに、私のシングルのロットナンバーは、5 と8 で、⽩い壁部分は写ってませんでした。
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Re:もしかしてジャケ写が２つある︖
20334 選択 sakura 2016-08-16 19:24:49 返信 報告

こんばんは。

同じニコ⽣25時間で、こんな映像もありました。
 ジャケットに使われる前の画像でしょうか︖

Re:ST PANCRAS駅 附近のロケ
20337 選択 noritama 2016-08-19 15:47:29 返信 報告

こんにちは

そういえば､2015年のカレンダーに､
 PANCRAS駅付近での写真がありましたね｡

"マイフレンド 泉⽔さんの座っている店先"との位置関係はこんな感じ(^^)

Re:ST PANCRAS駅 附近のロケ
20338 選択 noritama 2016-08-19 16:12:12 返信 報告

こちらも⾐装が同じなので､その付近かもしれません､､
 [20337]の⽩⿊写真みたいな古い写真がいろいろ出てくれば検証も出来るのですけれど･･･(^^;
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Re:ST PANCRAS駅 附近のロケ
20339 選択 noritama 2016-08-19 16:18:00 返信 報告

参考までに､
 '90年代のPANCRAS駅付近の建物などの配置がわかりやすい

 MAPを検索で⾒つけました｡

Re:ST PANCRAS駅 附近のロケ
20340 選択 noritama 2016-08-19 16:29:41 返信 報告

新旧PANCRAS駅付近の空撮写真とロケの場所をGIFアニメにしてみました｡
 (ある程度加⼯しましたが､､

 新旧の個々の写真の(撮影条件や歪の)違いなどでズレている部分はご了承ください(^^;だいた
いの位置です(笑))

PANCRAS駅付近のロケ地は､
 新しい駅舎と周辺開発により､､スタンレービルは解体されてしまってますし､

 現在はほとんどがその⾯影を⾒ることができないことがわかります｡(^^;

Re:ST PANCRAS駅 附近のロケ
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20738 選択 noritama 2016-12-01 04:59:48 返信 報告

泉⽔んは⾒た(笑)[20338]の場所と[20337]の整合･修正･検証しなおし版です｡
  

Re:ST PANCRAS駅 附近のロケ
20739 選択 noritama 2016-12-01 05:09:23 返信 報告

追悼特番"ZARD〜永遠に〜"の中の､
 鈴⽊謙⼀さんのコメントの時のこの映像にヒントが出ていました｡

Re:ST PANCRAS駅 附近のロケ
20740 選択 noritama 2016-12-01 05:22:15 返信 報告

検証しなおした結果はこんな感じです｡
 "COMPLETE ･･･"という看板のお店は2軒左に移転しているようです｡

過去の検証と､
 これでイギリス"ST PANCRAS駅"付近のロケ地はほぼ検証されたのではないかと思います｡

最近ふと思うのは､ここのロケ(というかイギリスの時)の映像は公開されてますが､､
 その時の現場の⾳や⾳声は･･何故公開されないのかなということです｡

 "イメージ物"ということならそれまでですが(^^;
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