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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

WBM2022 映像検証
26670 選択 stray 2022-02-11 17:04:59 返信 報告

開催概要、速報、レポートは[26428]

 
 What a beautiful memory〜軌跡〜 セットリスト（⼤阪・東京 共通）

（オープニング）負けないで︓ストリングス
 1.きっと忘れない

 2.もう少し あと少し…
 3.⾬に濡れて
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4.世界はきっと未来の中
（MC︓中⽥有紀）

 （ゲスト︓葉⼭たけし）
 5.君に逢いたくなったら…

 （MC、ゲスト︓浅岡雄也）
 6.突然

 7.DAN DAN ⼼魅かれてく
 （MC、ゲスト︓⼤野愛果）
 8.かけがえのないもの

 （MC、ゲスト︓徳永暁⼈）
 9.瞳閉じて

 10.遠い星を数えて
 11.永遠

 （MC、ゲスト︓池森秀⼀）
 12.瞳そらさないで

 13.翼を広げて
 （メンバー紹介）

 14.こんなにそばに居るのに
 15.My Baby Grand 〜ぬくもりが欲しくて〜

 （MC、ゲスト︓川島だりあ）
 16.あの微笑みを忘れないで

 （MC、ゲスト︓⼤⿊摩季）
 17.Good-bye My Loneliness

 18.愛は暗闇の中で
 19.揺れる想い

 （MC）
 20.If you gimme smile

 21.⼼を開いて
 22.Today is another day

 



23.君がいない
24.マイ フレンド

 25.Don't you see!
 （アンコール）

 26.Oh my love
 27.Forever you
 （MC）

 28.負けないで
 

Re:WBM2022 映像検証
26671 選択 stray 2022-02-11 17:07:26 返信 報告

1.きっと忘れない

いつもの⻘年館の映像

ステージは2004LIVEのセットを再現

Re:WBM2022 映像検証
26672 選択 stray 2022-02-11 17:07:57 返信 報告

2.もう少し あと少し…

テレ朝PV
 WBM2011は２番の１コーラスだけ、今回はフルバージョン。

 今回の２番とWBM2011を⽐較してみたら、
 別カメラの映像が半分くらい混じってました。

 １番の映像はもちろん初出です。

詳細検証は[26713]へ
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Re:WBM2022 映像検証
26673 選択 stray 2022-02-11 17:11:32 返信 報告

3.⾬に濡れて

テレ朝PV、初披露。
 AL『OH MY LOVE』全曲紹介PVの中にチラっと出てきて[[19196]、

 SH2017のメイン画像として使われたのですが、ついに初披露です。
 

Re:WBM2022 映像検証
26675 選択 stray 2022-02-11 17:17:24 返信 報告

4.世界はきっと未来の中

WBM2011の映像（モナコ）ですが、終わりのほうに別映像が挿⼊されています。
 モナコは⽩のタンクトップですが、REALの⽩Tなので、ニースの海岸でしょう。

 コロナ禍が収まったらgoroさんに⾏ってもらいます(笑)。

【追記】
 WBM2011でなく、Music Video Collectionの映像順番を⼊れ替えたver.のようです。

 詳細は検証中

Re:WBM2022 映像検証
26676 選択 stray 2022-02-11 17:18:01 返信 報告

 MC︓中⽥有紀

3回⽬の司会。最後までそつなく安定のアキ姉でした。
 

https://bbsee.info/newbbs/id/26670.html?edt=on&rid=26673
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=26673
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/26876a13a3c4ea7719501187a7e84fc9.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id19196.html
https://bbsee.info/newbbs/id/26670.html?edt=on&rid=26675
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=26675
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/e30237d8d85425505b870c1b197ff99d.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/26670.html?edt=on&rid=26676
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=26676
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/efdbf45bfc950fc5a2ac0e1511a354b8.jpg


Re:WBM2022 映像検証
26677 選択 stray 2022-02-11 17:18:32 返信 報告

 ゲスト︓葉⼭たけし
 5.君に逢いたくなったら…

WBM2021は尺合せのため新たな映像が挿⼊されていました。[25755]
 今回もフルver.でWBM2021と同じ映像です。

 

Re:WBM2022 映像検証
26678 選択 stray 2022-02-11 17:19:02 返信 報告

 MC、ゲスト︓浅岡雄也(F.O.V.）
 6.突然

WBM2008

Re:WBM2022 映像検証
26679 選択 stray 2022-02-11 17:20:01 返信 報告

7.DAN DAN ⼼魅かれてく

⿇布⼗番ロケ（WBM2011）の映像に、ところどころ新たな映像が。
 SH2015で、⿇布軟式野球場のフェンスにもたれかかって微笑んでいる

 映像が流れ[16736]、その映像が翌年、モバイルFCで配信されています。
 https://vimeo.com/manage/videos/156935087

今回はその別映像。といっても⼤差ありません。

【追加】
 ほかにも初出映像が混じっていたので、修正しました。[26740]

Re:WBM2022 映像検証
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26680 選択 stray 2022-02-11 17:20:30 返信 報告

 MC、ゲスト︓⼤野愛果
 8.かけがえのないもの

WBM2011

Re:WBM2022 映像検証
26681 選択 stray 2022-02-11 17:21:19 返信 報告

 MC、ゲスト︓徳永暁⼈(doa)
 9.瞳閉じて

初披露曲。
 販促PVは海外の⾵景や、ピアノを弾く泉⽔さんの指などの映像が混じっているのです

が、
 横顔だけの映像は初めてみました。

 が、販促PV以上のものはないです。

Re:WBM2022 映像検証
26682 選択 stray 2022-02-11 17:21:50 返信 報告

10.遠い星を数えて

静⽌画が回転しながらめまぐるしく変わる映像。

Re:WBM2022 映像検証
26683 選択 stray 2022-02-11 17:22:28 返信 報告
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11.永遠
 MC、ゲスト︓池森秀⼀(DEEN)

 12.瞳そらさないで
 13.翼を広げて

  メンバー紹介
 14.こんなにそばに居るのに

いつもの映像

 
 15.My Baby Grand 〜ぬくもりが欲しくて〜

flower & smile giftの映像

 
  MC、ゲスト︓川島だりあ

 16.あの微笑みを忘れないで
  MC、ゲスト︓⼤⿊摩季

 17.Good-bye My Loneliness
 18.愛は暗闇の中で

 19.揺れる想い

いつもの映像

Re:WBM2022 映像検証
26684 選択 stray 2022-02-11 17:26:30 返信 報告

 MC
20.If you gimme smile

わかる⼈にはわかる情報リークがありましたが[26595]
 テレ朝PV、初披露です。

 しかし、カメラワークが下⼿くそで、映像がボケボケ。
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なんで「Oh my love」と同じように撮らないの︖
この⾐装のポイントが⾚⽩ストライプ短パンだってことをわかってない︕（笑）

Re:WBM2022 映像検証
26685 選択 stray 2022-02-11 17:26:59 返信 報告

21.⼼を開いて
 22.Today is another day

 23.君がいない
 24.マイ フレンド

 25.Don't you see!
  アンコール

 26.Oh my love
 27.Forever you
  MC

 28.負けないで

全部いつもの映像

Re:WBM2022 映像検証
26686 選択 stray 2022-02-11 20:24:13 返信 報告

川島だりあさんは、ハイテンションでしたね。
 独特なステップダンス︖

 浜ちゃんのマネする⼥芸⼈と重なっちゃいました。

「あの微笑み・・・」を１コーラス歌って欲しかったですけど、
 たぶん、本⼈が遠慮されたのでしょう。

 「泉⽔ちゃんのライブだから…」と。

Re:WBM2022 映像検証
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26687 選択 sakura 2022-02-11 20:55:10 返信 報告

[26683]strayさん、こんばんは。

検証ありがとうございます。

> 13.翼を広げて 
 いつもの映像だったのですね。何となく知らない映像があったかと思ったのですが、もっと精進します（笑）

Re:WBM2022 映像検証
26689 選択 sakura 2022-02-11 20:58:19 返信 報告

[26686]strayさん、こんばんは。

> 川島だりあさんは、ハイテンションでしたね。 
 ここだけの話、⼤阪公演の⽅が激しかったです（笑）

Re:WBM2022 映像検証
26692 選択 stray 2022-02-11 22:05:48 返信 報告

sakuraさん、こんばんは。

> > 13.翼を広げて 
 > いつもの映像だったのですね。何となく知らない映像があったかと思ったのですが、もっと精進します（笑）

順番が⼊れ替わっているだけだで、別映像はないと思うのですが、
 検証し直しますのでお待ち下さい。

Re:WBM2022 映像検証
26694 選択 sakura 2022-02-11 22:22:59 返信 報告

[26692]strayさん、こんばんは。
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> 順番が⼊れ替わっているだけだで、別映像はないと思うのですが、 
> 検証し直しますのでお待ち下さい。 

 私が不勉強なだけです(笑)

Re:WBM2022 映像検証
26695 選択 stray 2022-02-11 22:42:15 返信 報告

sakuraさん

2番の終わりの部分じゃありませんか︖
 ここはWBM2007ではステージ映像に切り替わって⾒えません。

 ちなみに映像の順番もWBM2007と同じでした。
 

Re:WBM2022 映像検証
26696 選択 sakura 2022-02-11 22:48:29 返信 報告

[26695]strayさん
 > 2番の終わりの部分じゃありませんか︖ 

 > ここはWBM2007ではステージ映像に切り替わって⾒えません。 
 > ちなみに映像の順番もWBM2007と同じでした。

よくわかりましたね。さすがです︕
 ちょうどこの辺りの映像を⾒て、⾒慣れない映像と思いました。

 

Re:WBM2022 映像検証
26701 選択 goro 2022-02-11 23:55:33 返信 報告

strayさん、こんばんわ︕

[26675]
 ４．世界はきっと未来の中の、海岸の映像のロケ地、
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モナコじゃなくてニースじゃなくて、「カンヌ」でした(笑)

⾒逃し配信の映像、じっくり⾒て、なんだか、昔現地捜査したカンヌのコングレと周辺のヨット
ハーバー思い出し、もしやと思ったら、⼀致しました。

 （服装(Tシャツ)もカンヌのコングレと⼀緒に⾒えたのです。）
 

Re:WBM2022 映像検証
26702 選択 goro 2022-02-11 23:58:48 返信 報告

場所はコングレから少し東の⽅ですね。
 ルポルトフォリオの写真集(泉⽔さんと海岸のみの写真)の撮影地はニースと記載されていま

したので、
 こちらもカンヌかもしれませんね。

 （海岸関連で撮られた泉⽔さんの撮影地はカンヌの可能性が⾼いです。）

どうでしょうか︖

いずれにせよ、私的には久々に、ロケ地捜査に加われて嬉しく思っています(笑)
 懐かしい感覚です︕

(ストリートビューって便利ですね、10年以上前はまだ発達してなくて、苦労しましたね︕）

Re:WBM2022 映像検証
26703 選択 noritama 2022-02-12 02:07:46 返信 報告

[26701]goro:
 > strayさん、こんばんわ︕ 

 > 
> [26675] 

 > ４．世界はきっと未来の中の、海岸の映像のロケ地、 
 > モナコじゃなくてニースじゃなくて、「カンヌ」でした(笑) 
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> 
> ⾒逃し配信の映像、じっくり⾒て、なんだか、昔現地捜査したカンヌのコングレと周辺のヨットハ
ーバー思い出し、もしやと思ったら、⼀致しました。 

 > （服装(Tシャツ)もカンヌのコングレと⼀緒に⾒えたのです。）

[26702]goro:
 > 場所はコングレから少し東の⽅ですね。

 
さすがgoroさん

 カンヌの海岸ですね｡

Re:WBM2022 映像検証
26704 選択 noritama 2022-02-12 02:13:45 返信 報告

場所は､インターコンチネンタル カールトン カンヌ ホテルの前の
 横断歩道を渡ってすぐのところ､海岸沿いの遊歩道ですね｡

 ⻘い椅⼦も同じかと｡
 海の家の屋根は変わってしまっていますがここで間違いないでしょう(^^)

Re:WBM2022 映像検証
26705 選択 noritama 2022-02-12 02:29:45 返信 報告

泉⽔さんが⾒ていた景⾊

Re:WBM2022 映像検証
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26706 選択 stray 2022-02-12 09:06:58 返信 報告

goroさん、noritamaさん、こんにちは。

ロケ地探しの⾎が騒ぎましたね(笑)。
 カンヌでしたか・・・

 私もLe Port写真集のニースを信じて疑ってなかったのですが、
 [26701]で波が⾼いのがわかるので、この写真もカンヌで間違いないです。

 また⼀つLe Port写真集のミス（ウソ）が発覚ですね。

南フランスロケ スケジュール[23199]に、

9⽉15⽇（⾦）
 撮影︓カンヌ

 ・海岸

とあります。翌⽇ネグレスコホテルをチェックアウトする時も
 REALのTシャツを着ているので、2着持ってたんですね。

goroさん、次の海外はカンヌでお願いします(笑)。

Re:WBM2022 映像検証
26707 選択 幸（ゆき） 2022-02-12 17:52:51 返信 報告

[26706]stray所⻑、もう始まちゃってるんですね(笑）。

ニースでないなら、カンヌかなと思ってましった。
 が、もう解決なんですね。

ご指摘の他にも、初出かも︖と、細かい部分でいくつか
怪しい気がするのがある気がします。

 勘違いかも知れず、ご検証の参考程度に↓。

♪もう少しあと少し︓テレ朝のフルバージョンで、前半部分︖
 ♪世界はきっと未来の中︓真ん中あたりから後ろの海岸の辺り︖
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♪翼を広げて︓前の⽅の写るんですカメラ持ってる部分︖

Re:WBM2022 映像検証
26708 選択 stray 2022-02-12 21:57:10 返信 報告

幸（ゆき）さん、こんばんは。

こういうのは早い者勝ちなので(笑)。
 ご指摘どうもありがとうございます。
 危うく⼤きなミスをすることろでした。

> ♪もう少しあと少し︓テレ朝のフルバージョンで、前半部分︖

WBM2011は２番の１コーラスだけ、今回はフルバージョンです。
 今回の２番とWBM2011を⽐較してみたら、

 別カメラの映像が半分くらい混じってました。
 １番の映像はもちろん初出です。

 検証に時間を下さい。

> ♪世界はきっと未来の中︓真ん中あたりから後ろの海岸の辺り︖

カンヌの新映像に気を取られ過ぎました(笑)。
 WBM2011でなく、Music Video Collection の映像で、

 順番が⼊れ替わってるようです。
 こちらも検証に時間を下さい。

> ♪翼を広げて︓前の⽅の写るんですカメラ持ってる部分︖

WBM2007にそのシーンも⼊っています。

Re:WBM2022 映像検証
26713 選択 stray 2022-02-13 12:42:13 返信 報告
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[26672]stray:
> 2.もう少し あと少し… 

 > 
> テレ朝PV 

 > WBM2011は２番の１コーラスだけ、今回はフルバージョン。 
 > 今回の２番とWBM2011を⽐較してみたら、 

 > 別カメラの映像が半分くらい混じってました。 
 > １番の映像はもちろん初出です。

映像⽐較できるのは、⻘枠で囲った「前奏」「２番」「後奏」の３つです。

Re:WBM2022 映像検証
26714 選択 stray 2022-02-13 12:43:18 返信 報告

WBM2011の前奏
 

Re:WBM2022 映像検証
26716 選択 stray 2022-02-13 12:46:56 返信 報告

WBM2022の前奏

ステージ映像のみ

Re:WBM2022 映像検証
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26717 選択 stray 2022-02-13 12:47:59 返信 報告

WBM2011の２番
 

Re:WBM2022 映像検証
26718 選択 stray 2022-02-13 12:49:20 返信 報告

WBM2022の２番

⾚枠がWBM2011と別カメラ映像です。
 けっこう細かく⼊れ込んでます。

 

Re:WBM2022 映像検証
26719 選択 stray 2022-02-13 12:50:47 返信 報告

WBM2011の後奏
 

Re:WBM2022 映像検証
26720 選択 stray 2022-02-13 12:53:26 返信 報告

WBM2022の後奏
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ステージ映像が多いですが、最後の引き映像はWBM2011と同じです。

Re:WBM2022 映像検証
26721 選択 stray 2022-02-13 12:54:29 返信 報告

WBM2022の１番

初出映像です。
 

Re:WBM2022 映像検証
26722 選択 stray 2022-02-13 12:58:02 返信 報告

WBM2022の間奏〜サビ繰り返し

初出映像です。
 泉⽔さんがステージを動き回ってます。

 

Re:WBM2022 映像検証
26723 選択 stray 2022-02-13 13:00:56 返信 報告

[26722]stray:
 > WBM2022の間奏〜サビ繰り返し 

 > 
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> 初出映像です。 
> 泉⽔さんがステージを動き回ってます。

最後はマイクを右⼿に持ち替えています。
 マイクを右⼿で持ってる映像はこれだけかも。

以上、「もう少し あと少し…」の検証おわり
 

Re:WBM2022 映像検証
26725 選択 幸（ゆき） 2022-02-13 14:24:49 返信 報告

[26723]stray所⻑、詳細な検証ありがとうございます。

> [26722]stray: 
 > > WBM2022の間奏〜サビ繰り返し 

 > > 初出映像です。 
 > > 泉⽔さんがステージを動き回ってます。

はい、前半とこの間奏の動き回ってる部分、予想通りです。

> 最後はマイクを右⼿に持ち替えています。 
 > マイクを右⼿で持ってる映像はこれだけかも。

テレ朝収録のOh My Loveの以外ではという意味ですね。
 

Re:WBM2022 映像検証
26726 選択 幸（ゆき） 2022-02-13 14:30:26 返信 報告

[26679]stray所⻑
 > 7.DAN DAN ⼼魅かれてく 

 > ⿇布⼗番ロケ（WBM2011）の映像に、ところどころ新たな映像が。 
 > SH2015で、⿇布軟式野球場のフェンスにもたれかかって微笑んでいる 

 > 映像が流れ[16736]、その映像が翌年、モバイルFCで配信されています。 
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> https://vimeo.com/manage/videos/156935087 
> 今回はその別映像。といっても⼤差ありません。

ご指摘の部分の他に、冒頭（貼付け左）、真ん中付近（貼付け中央）、最後（貼付け右）の⽅の映像に⾒覚えがない気が
します。

 少なくとも、2011の20thのには出てないようです。
 いかがでしょうか︖

Re:WBM2022 映像検証
26732 選択 stray 2022-02-13 16:14:27 返信 報告

[26675]stray:
 > 4.世界はきっと未来の中 

 > 
> WBM2011の映像（モナコ）ですが、終わりのほうに別映像が挿⼊されています。 

 > モナコは⽩のタンクトップですが、REALの⽩Tなので、ニースの海岸でしょう。 
 > コロナ禍が収まったらgoroさんに⾏ってもらいます(笑)。 

 > 
> 【追記】 

 > WBM2011でなく、Music Video Collectioの映像順番を⼊れ替えたver.のようです。

WBM2011とMVCの映像が若⼲違うのに、なぜかスルーしてしまったようで[19521]、
 ステージ映像がないMVCの映像と⽐較します。

Re:WBM2022 映像検証
26733 選択 stray 2022-02-13 16:20:33 返信 報告

映像の順番が⼤幅に⼊れ替わっていて、
 ⾚枠の部分が未公開映像です。

このサムネイルは、イントロ（ステージ映像）と
 終盤のカンヌ新映像を除いてあります。
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Re:WBM2022 映像検証
26734 選択 stray 2022-02-13 16:22:21 返信 報告

⼩さくてわかりづらいでしょうから、⼤きいのを。

※幸（ゆき）さん
 道路を横切るシーンはMVCにもあります。

Re:WBM2022 映像検証
26735 選択 stray 2022-02-13 16:37:49 返信 報告

※幸（ゆき）さん
 このシーンですが、上２枚はMVCにありませんが、

 下２枚は収録されています。
 

Re:WBM2022 映像検証
26736 選択 stray 2022-02-13 17:00:22 返信 報告

※幸（ゆき）さん

これも連続するシーンのうち、１枚⽬と４枚⽬はMVCにありませんね。
 私はそこまで拘りありませんので。

以上、「世界はきっと未来の中」の詳細検証おわり。

Re:WBM2022 映像検証
26738 選択 幸（ゆき） 2022-02-13 19:14:53 返信 報告
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[26736]stray所⻑、ありがとうございます。
> これも連続するシーンのうち、１枚⽬と４枚⽬はMVCにありませんね。 

 > 私はそこまで拘りありませんので。 
 > 

> 以上、「世界はきっと未来の中」の詳細検証おわり。

MVCにまで気が回りませんでした。
 モナコのムーラン通り散策のはこれで解決ですね（笑）。

Re:WBM2022 映像検証
26739 選択 stray 2022-02-13 20:43:16 返信 報告

[26726]幸（ゆき）:
 > [26679]stray所⻑ 
 > > 7.DAN DAN ⼼魅かれてく 

 > > ⿇布⼗番ロケ（WBM2011）の映像に、ところどころ新たな映像が。 
 > > SH2015で、⿇布軟式野球場のフェンスにもたれかかって微笑んでいる 

 > > 映像が流れ[16736]、その映像が翌年、モバイルFCで配信されています。 
 > > https://vimeo.com/manage/videos/156935087 

 > > 今回はその別映像。といっても⼤差ありません。 
 > 

> ご指摘の部分の他に、冒頭（貼付け左）、真ん中付近（貼付け中央）、最後（貼付け右）の⽅の映像に⾒覚えがない気
がします。 
> 少なくとも、2011の20thのには出てないようです。 
> いかがでしょうか︖

冒頭部分はWBM2011にあります。
 切り替えが早いので瞬きすると⾒えません(笑)。

Re:WBM2022 映像検証
26740 選択 stray 2022-02-13 20:44:44 返信 報告
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真ん中付近（貼付け中央）、最後（貼付け右）の⽅の映像は初出ですね。

⻩⾊枠で追加しました。

Re:WBM2022 映像検証
26741 選択 stray 2022-02-13 20:49:29 返信 報告

初出の野球場の映像[26679]の⼀部は
 WBM2011にもちょっぴりですが映っていました。

Re:WBM2022 映像検証
26743 選択 Peter.Sun 2022-02-14 13:45:16 返信 報告

[26682]stray:
 > 10.遠い星を数えて 

 > 
> 静⽌画が回転しながらめまぐるしく変わる映像。

今度の10.遠い星を数えで が⼀番⼤好きだ
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