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テレ朝スタジオ１回⽬ＰＶ 全容解明
19192 選択 stray 2016-04-29 16:19:01 返信 報告

皆さんこんにちは。

MY集DISC5の「TV Asahi Videograpy」で、
 控室に⾐装⼀覧が貼ってあるのが映ります。

 この映像は既出（F7M2013）ですが、DVD化されたことで
 テレ朝スタジオ１回⽬ＰＶの全容解明に⾄りました︕

【関連スレ】
 ・テレ朝Ｍステのスタジオで撮られたＰＶ⼀覧
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  http://zard-lab.net/pv/tvasahi/index.html
・F7M2013 テレ朝映像検証 [13469]

 ・テレ朝スタジオ『OH MY LOVE』PV映像検証 [6333]

Re:テレ朝スタジオ１回⽬ＰＶ 全容解明
19193 選択 stray 2016-04-29 16:19:50 返信 報告

控室に貼ってあるのは、

【Ａステージ】
 ・Oh my love
 ・If you gimmie smile

 ・⾬に濡れて
 ・Top secret

【Ｂライティング】
 ・Oh my love

 ・きっと忘れない
 ・この愛に泳ぎ疲れても

【Ｄ柱】
 ・Oh my love

 ・もう少し あと少し
 ・あなたに帰りたい

の10曲ですが、全部で13曲撮っている [13496]ので、

【Ｃカーテン（仮名）】
・Oh my love

 ・来年の夏も
 ・I still remember

 があったはずです。
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なぜ貼られていないのかは不明ですが、⼀番最初に収録が終わって、
すでに剥がした後の映像じゃないかと思います。

ちなみに、13曲⽬最後の収録は「この愛に泳ぎ疲れても」です。

Re:テレ朝スタジオ１回⽬ＰＶ 全容解明
19194 選択 stray 2016-04-29 16:23:40 返信 報告

DVD映像から⾐装⼀覧を作成しました（笑）。

︖︖︖は読み取れなかった字です。
 読める⼈は是⾮お知らせください。
 

Re:テレ朝スタジオ１回⽬ＰＶ 全容解明
19195 選択 stray 2016-04-29 16:34:14 返信 報告

南の国のロバ使いの⾐装は【Ｄ柱】の
 「Oh my love」だったことになります。

「その他」の欄にはおそらく、”ツバ広の⻨わら帽⼦”とでも書かれていたかと。

DVDで、泉⽔さん⾃ら「中⽌」と⾔ってますが、そりゃそうでしょう（笑）。

Re:テレ朝スタジオ１回⽬ＰＶ 全容解明
19196 選択 stray 2016-04-29 16:43:31 返信 報告

これまで未公開の３曲は、⾐装⼀覧によると
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・きっと忘れない ・・・ ジャケット＋⽩Ｔ＋ジーンズ
・⾬に濡れて ・・・ ステンカラーコート＋⽩タンクトップ＋ジーパン

 ・If you gimme smile ・・・ Ｇジャン＋⾊つきＴシャツ＋ストライプ短パン

で、合致する既出映像・画像がこれです。

Re:テレ朝スタジオ１回⽬ＰＶ 全容解明
19197 選択 pine 2016-04-29 17:36:51 返信 報告

所⻑さん こんにちは

昨⽇、⽬を⾒開いて読めないか…と⾒てました。
 わかるところを書きますが、○の所は読めませんでした。

⾬に濡れて・・・パンツ:ジーパン(淡)

きっと忘れない・・・ジャケット:⽩⿊チェックベスト○  パンツ:ジーパン(淡)

この愛に泳ぎ疲れても・・・シャツ.セーター:空欄 くつ:ベージュ ヌバック

もう少しあと少し・・・ジャケット:⿇○カーディガン アンサンブル 

あなたに帰りたい・・・ジャケット:⿊ワンピース  その他:⿊ネックレス

間違ってたらスミマセン

ロバ使いは、oh my loveだったんですね。曲にも合わないから、やめて正解ですね。(^^;)

Re:テレ朝スタジオ１回⽬ＰＶ 全容解明
19198 選択 stray 2016-04-29 18:25:01 返信 報告

pineさん、こんにちは
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なんと︕同じように⽬を凝らしてした⼈がいたとは︕（笑）
情報どうもありがとうございます。

> きっと忘れない・・・ジャケット:⽩⿊チェックベスト○  パンツ:ジーパン(淡)

３⾏⽬は「ジャケット」で間違いないので、「⽩⿊チェックベストジャケット」は変です。
 「⽩⿊チェックベージュジャケット」だと都合がよいのですが（笑）。

> この愛に泳ぎ疲れても・・・シャツ.セーター:空欄 くつ:ベージュ ヌバック

なるほど、同じ⾊の靴があるので、そこまで書かないと分からないわけですね。

Re:テレ朝スタジオ１回⽬ＰＶ 全容解明
19199 選択 stray 2016-04-29 19:01:07 返信 報告

pineさんからの情報を加えて修正しました。

最初のVer.を保存した⼈は破棄して下さい

Re:テレ朝スタジオ１回⽬ＰＶ 全容解明
19200 選択 ftw 2016-04-29 20:45:25 返信 報告

25thAE 図録には⾐装のパラロイドは載っていなかったのですね…
 ギャラリーの紹介動画には、オフショットDVDでは映らなかった⾐装もあります。あまりよくわかりませんが、画像を貼

っておきます。

それにしても、図録は当たり外れが激しいですよねぇ。
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Re:テレ朝スタジオ１回⽬ＰＶ 全容解明
19201 選択 noritama 2016-04-29 21:04:55 返信 報告

こんばんは

昨年末の25thEveの展⽰ポラ写真と同じ写真ですね｡ニコ⽣25h[18431]

そのときは図録が出れば載るだろうと､､メモは⾒た⽬のラフにしかしてなかったのですが(^
^;

展⽰の9枚は､
 (書きにくいので写真向きを元に戻してます)
  

左上から､
 ①Gジャン
 ②⿊ワンピ(あなたに帰りたいの服)

 ③ウグイス⾊カーディガン(この愛に泳ぎ疲れてもの服)
 ④タテ縞ワンピ(Oh my loveの服)

 ⑤Vネック?､ジーンズ
 右上から､

 ⑥チャイニーズ⾵Yシャツ(来年の夏もの服)
 ⑦まだら模様ブラウス(I still rememberの服)
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⑧ヨコ縞ニット(Top Scretの服)
⑨タイガーTシャツ(笑^^; 該当なし)

今開催中の『ZARD GALLERY』には上記の中から5枚展⽰されていました｡
 (今回は書き込みをメモ取りました(笑))

 ②⿊ワンピース ⿊ネックレス ☆
 ④濃ベージュシルクタンクトップ ストライプワンピース ベージュサンダル ☆

 ③Gパン(アイボリー) ヌバック(ベージュ) カーディガン(グリーン) ⽩Tシャツ
 ⑧ニット(ストライプ) ⽩クツ(スニーカー)

 ⑨タイガーシャツ(Tシャツ) Gパン(淡) ☆

Re:テレ朝スタジオ１回⽬ＰＶ 全容解明
19202 選択 stray 2016-04-29 22:23:42 返信 報告

「Oh my love」は4セット・⾐装がセッティングされ、1つが中⽌。
 セットＢの”ステッチブルーセーター＋チノパン”に該当する映像・画像は⾒たことないです。

 われわれがまったく知らない「Oh my love」映像がもう１つあることになります。

ftwさん、noritamaさん、こんばんは。

noritamaさんメモの⑤は、これにジャケットを⽻織れば「きっと忘れない」なのかなぁと。
 ①は「If you gimmie smile」、⑨のタイガーＴシャツはまったく⾒当がつきません（笑）。

ロバ使い⾐装が中⽌されたように、着てみて、似合わなければその場で変更があったんだと思います。
 

Re:テレ朝スタジオ１回⽬ＰＶ 全容解明
19203 選択 stray 2016-04-29 22:31:38 返信 報告

ということで、情報を総合して⼀覧表に画像を加えてみました。

⾊付きの背景は未公開です。

４つのうち２つくらいWBM2016で公開しないと、
 MV集の汚名返上はできませんぜ、B社さん（笑）。
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【追記】
「きっと忘れない」の⾐装が間違っています。

 [19284]のv2をご覧ください。

Re:テレ朝スタジオ１回⽬ＰＶ 全容解明
19268 選択 SHOW 2016-05-06 15:23:18 返信 報告

strayさん、皆様
 ⼤変ご無沙汰してます。

 SHOWです。
 忘れ去られているとは思いますが(笑)いつも楽しく拝⾒しております。今後とも宜しくお願いし

ます︕

さて、strayさんが⾐装⼀覧をまとめられていて、確認して気づいた箇所がありましたので報告
です^^

「Bライティング」の『きっと忘れない』ジャケット箇所ですね。
 ー ⽩⿊チェック ベスト＆ ジャケット ー だと思いました。画像を添付しますが、確認できますかね︖︖

また、このきっと忘れないで歌われているであろうとチョイスされてる画像ですが、これは⽇本⻘年館でのワンシーンな
気がします。マイクや髪型や雰囲気が(笑)

 あくまでこれは個⼈的主観なので⼀感想としてです^^

また何か気づいたら書き込みします︕
 今後とも宜しくお願いします^^

Re:テレ朝スタジオ１回⽬ＰＶ 全容解明
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19276 選択 stray 2016-05-06 22:07:35 返信 報告

SHOWさん、こんばんは、お久しぶりです。

> 「Bライティング」の『きっと忘れない』ジャケット箇所ですね。 
 > ー ⽩⿊チェック ベスト＆ ジャケット ー だと思いました。画像を添付しますが、

確認できますかね︖︖

う〜ん、そう⾔われればそう読めるような・・・
 が、ベスト＆ジャケットと⽩Ｔの組み合わせって、イメージが湧いてこないです。

> また、このきっと忘れないで歌われているであろうとチョイスされてる画像ですが、これは⽇本⻘年館でのワンシーン
な気がします。マイクや髪型や雰囲気が(笑)

これは完全に仰るとおりで、私のミスです。
 ⽐べてみるとウリ⼆つですね（笑）。あとで訂正しますので。

 ご指摘どうもありがとうございました。

Re:テレ朝スタジオ１回⽬ＰＶ 全容解明
19284 選択 stray 2016-05-07 16:27:33 返信 報告

⼀覧表 v2です。

[19203]は破棄して下さい。

Re:テレ朝スタジオ１回⽬ＰＶ 全容解明
19290 選択 ftw 2016-05-08 02:12:42 返信 報告
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こんばんは︕

先程、オフショットDVDを⾒ていたのですが、
 南の国のロバ使いの⾐装を着ている時に、

 スタッフの⽅が「今度は帽⼦ありバージョンだよね」
 と⾔っていたので、1テイク（帽⼦なしバージョン）は
 撮っていた可能性はありますよね。

Re:テレ朝スタジオ１回⽬ＰＶ 全容解明
19303 選択 stray 2016-05-08 22:01:24 返信 報告

ftwさん、こんばんは︕

> 南の国のロバ使いの⾐装を着ている時に、 
 > スタッフの⽅が「今度は帽⼦ありバージョンだよね」 

 > と⾔っていたので、1テイク（帽⼦なしバージョン）は 
 > 撮っていた可能性はありますよね。

スタッフが何と⾔っているのか私の駄⽿では聞き取れないですが、
 Ｄの「Oh my love」収録をキャンセルしたら全12曲となってしまうので、

 帽⼦なしバージョンを撮ったことになりますね。

Re:テレ朝スタジオ１回⽬ＰＶ 全容解明
19938 選択 ftw 2016-06-12 15:09:50 返信 報告

みなさん、こんにちは︕

すでに解決済みだったらすみません。

ZARD SINGLE COLLECTION 〜20th ANNIVERSARY〜の
 裏ジャケットに使⽤されている写真（右）ですが、⽇本⻘年館

 での1ショットだと思っていました。
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しかし、⼥性⾃⾝8⽉21・28⽇号（写真左）に「'94年4⽉プロモーション
ビデオ撮影現場にて」とあるので、テレ朝スタジオ1回⽬PVの

 B ライティング「Oh my love」ステッチブルーシャツの1ショットではないでしょうか。

Re:テレ朝スタジオ１回⽬ＰＶ 全容解明
19941 選択 stray 2016-06-13 17:28:17 返信 報告

ftwさん、こんにちは。

おう︕ 素晴らしい発⾒です︕
 これが B ライティング「Oh my love」ステッチブルーシャツでしたか︕

 私も⽇本⻘年館「負けないで」のデニムシャツかと思ってましたが、
 髪型が違いますね、まったく気づきませんでした。

もしかしてこのシャツは、AL『forever you』ブックレットのシャツと同じ︖
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