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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

横浜 FACTORY STUDIO
19168 選択 stray 2016-04-28 23:40:29 返信 報告

皆さんこんばんは。
 今夜は静か（投稿が少ない）ですね。

 MV集が届いて釘づけになっているのでしょうか。

さて、「25thAE 図録」に新たなロケ地情報が︕

「眠り」のPV撮影を、横浜のFACTORY STUDIOで⾏ったとあります。

Re:横浜 FACTORY STUDIO
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19169 選択 stray 2016-04-28 23:43:22 返信 報告

「眠り」のPVは２種類あって、WBM2007-DVDで着ているのが⽔⾊ワンピです。

襟のところが⽩くなっていますが、インナーが⾒えているのです。

Re:横浜 FACTORY STUDIO
19170 選択 stray 2016-04-28 23:44:37 返信 報告

もう１つは Brezza 特典DVDに収録されている、REALのTシャツです。

Re:横浜 FACTORY STUDIO
19171 選択 stray 2016-04-28 23:49:07 返信 報告

テレ朝スタジオの２回⽬（1995年12⽉16⽇）に、
 7thALのPVとして撮影したものだと考えてきましたが、[5319]

 どうやら間違っていたようです。

しかしなぜ、「眠り」PVだけわざわざ横浜で︖ という疑問が残ります。

Re:横浜 FACTORY STUDIO
19172 選択 stray 2016-04-28 23:54:35 返信 報告

前から気になっていたのが、Le Port写真集のこの情報です。
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「⼼を開いて」のジャケ写は1995年に神奈川のフォトスタジオで撮ったというもの。

Le Port写真集のクレジットは間違い（過失と故意両⽅）が多いので、
 「⼼を開いて」のジャケ写は津久井湖のセッションの１枚、で⽚づけてきました。

「眠り」PVと⼀緒に横浜 FACTORY STUDIO で撮影されたものかも知れません。

Re:横浜 FACTORY STUDIO
19174 選択 noritama 2016-04-29 07:18:46 返信 報告

おはようございます｡

>「眠り」のPV撮影を、横浜のFACTORY STUDIOで⾏ったとあります。 
 今開催されている『ZARD GALLERY』の展⽰の説明パネルにもそう記載されてました｡

Re:横浜 FACTORY STUDIO
19178 選択 stray 2016-04-29 09:33:38 返信 報告

noritamaさん

「横浜 FACTORY STUDIO」でググると、横浜スーパーファクトリーが出てきます。
 http://www.y-s-f.co.jp/company/index.html

1992年開業なので1995年当時は「FACTORY STUDIO」だったのか︖
 スタジオカタログに載っていないか調べていただけないでしょうか。

Re:横浜 FACTORY STUDIO
19204 選択 stray 2016-04-29 23:27:23 返信 報告

【補⾜】
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以前、テレ朝スタジオＰＶのマイクの種類を検証したことがあって[8950]、
REAL Tシャツの「眠り」と「サヨナラは今も・・・」の２つが、ほかのマイクと違っ
ていました。

 映像もなんとなくモヤがかかっていて、「サヨナラは今も・・・」も
 FACTORY STUDIO で撮られたものかも知れません。

Re:横浜 FACTORY STUDIO
19212 選択 noritama 2016-04-30 14:08:41 返信 報告

こんにちは｡

>1992年開業なので1995年当時は「FACTORY STUDIO」だったのか︖ 
 >スタジオカタログに載っていないか調べていただけないでしょうか。 

 '93年スタジオカタログでは"横浜スーパー･ファクトリー"です｡
 当初からこの名前なのではないでしょうか｡

 

Re:横浜 FACTORY STUDIO
19213 選択 noritama 2016-04-30 14:12:38 返信 報告

略呼称で「横浜の"ファクトリー"スタジオ」と⾔っていたということも無きにしも⾮ずかも(^^;

Re:横浜 FACTORY STUDIO
19216 選択 stray 2016-04-30 21:23:57 返信 報告
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noritamaさん、こんばんは｡

調べて下さってどうもありがとうございます。
 「スーパー･ファクトリー」じゃスタジオっぽくないので、

 「FACTORY STUDIO」と呼んでいたのかも知れませんね。

⼀番⼩さいスタジオで75坪もあるので、「眠り」「サヨナラは今も・・・」は余裕で撮れそうです。
 

Re:横浜 FACTORY STUDIO
19217 選択 stray 2016-04-30 23:17:22 返信 報告

FACTORY STUDIO でこれだけのライティングは無理なので、
 「サヨナラは今も・・・」はテレ朝スタジオですね。

 鉄塔も⽴ってますし。

【追記】
 Hachette42号で、「横浜スーパーファクトリーで撮影（1995年8⽉11⽇）」と判明

 [23282]

Re:横浜 FACTORY STUDIO
19218 選択 stray 2016-04-30 23:18:56 返信 報告

「眠り」映像に数か所、カーテンの陰から⿊い棒状の物体が映ります。

これ何でしょうね︖ カーテンの⽀え︖

Re:横浜 FACTORY STUDIO
19219 選択 stray 2016-04-30 23:22:17 返信 報告
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FACTORY STUDIO のFスタ（75坪）です。

右側にたくさん置いてあるのが、カーテン⽀えですかね。
 左側に⾒えるのが組み上がった状態︖

パスワード︓  編集  削除

Powered by bbsee.info. Copyright © 2005-2022
HTML generated at 2022-09-24 09:56:28 (0.027 sec).

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/dab9cfb7282558f06d995e4dcbad5b50.jpg
https://bbsee.info/

