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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

この写真、いつ頃、何処で撮られたモノでしょうか︖
27136 選択 吟遊詩⼈ 2022-09-02 16:04:45 返信 報告

皆さん、こんにちは。

知り合いから⼀枚の写真が送られてきて

⾃分には⾒覚えがなく、モヤモヤしてます・・・・・(笑）

いつ頃、何処で撮られたモノでしょうか︖

どなたか︖ご存知の⽅いますか︖

ハウススタジオの様な・・・・︖
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Re:この写真、いつ頃、何処で撮られたモノでしょうか︖
27137 選択 ⼼穎 2022-09-04 21:22:46 返信 報告

同じ服
 https://www.youtube.com/watch?v=Rydg3iOttiU

Re:この写真、いつ頃、何処で撮られたモノでしょうか︖
27138 選択 sakura 2022-09-04 21:47:23 返信 報告

[27136]吟遊詩⼈さん、こんばんは。

鏡に映った泉⽔さんのようですね。

Re:この写真、いつ頃、何処で撮られたモノでしょうか︖
27139 選択 吟遊詩⼈ 2022-09-05 00:39:27 返信 報告

[27137]⼼穎さん、初めまして
 > 同じ服 

 > https://www.youtube.com/watch?v=Rydg3iOttiU

なるほど、⿇布⼗番の撮影時の服装と⼀致ですか︕

ヒント、ありがとうございます <(_ _)>

撮影時期は過去のスレから撮影は2002年の春から夏の間

ですかね︖ [1491]

sakuraさん、こんばんは

なるほど︕︕鏡に映る泉⽔さん︕︕
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なんか狭い空間だなって思っていました︕︕（苦笑）

良く⾒ると⼿前に書類らしきものが対照的に映ってますね︕

⼿前に泉⽔さんご本⼈が居るって事ですね︕

⿇布⼗番の撮影時のどこか控え室内で撮られた⼀枚

の可能性が⾼いですね︕

と⾔う事は六本⽊近辺、B社関連の施設、レコ－ディング

スタジオ等での⼀室と⾔う事になりますかね︖

Re:この写真、いつ頃、何処で撮られたモノでしょうか︖
27140 選択 ⼼穎 2022-09-05 13:16:28 返信 報告

> なるほど、⿇布⼗番の撮影時の服装と⼀致ですか︕ 
 吟遊詩⼈さん、こんにちは。

 私は台湾出⾝で、⽇本語が下⼿ですが、ご容赦ください。

2000年以降、坂井さんの体は明らかにふっくらしています（苦笑）
 それで、何⼗枚もの写真をチェックしたところ、それらは1994年頃に撮影されたものだと思いました。この時の坂井さん

はとても痩せていました。
 

Re:この写真、いつ頃、何処で撮られたモノでしょうか︖
27141 選択 ⼼穎 2022-09-05 13:18:56 返信 報告

写真⽐較
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Re:この写真、いつ頃、何処で撮られたモノでしょうか︖
27142 選択 stray 2022-09-05 13:23:20 返信 報告

吟遊詩⼈さん、こんにちは。

モヤモヤしますね(笑)。
 まず出典ですが、WBM2011パンフです。

 元画はモノクロ[7582]なので、誰かがセピア⾊に加⼯したのでしょう。

前髪の分け⽬が逆なので、sakuraさんご指摘のように、
 鏡に映る泉⽔さんを撮ったものだと思います。

⽩っぽい上着は、⼼穎さんご指摘どおり、⿇布⼗番ロケで着ていたデニムシャツっぽいですね。
 お顔の感じからして1993〜4年頃かなぁと思います。

> 撮影時期は過去のスレから撮影は2002年の春から夏の間ですかね︖ [1491] 
 ⿇布⼗番ロケの時期を2000年以降とした経緯を覚えてないのですが、

 ⿇布⼗番ロケも1993〜4年頃なんじゃ・・・

ロケ地は未解明です。noritamaさんに丸投げします(笑)。

Re:この写真、いつ頃、何処で撮られたモノでしょうか︖
27143 選択 pine 2022-09-05 17:37:32 返信 報告

吟遊詩⼈さん ⼼穎さん sakuraさん 所⻑さん みなさん こんにちは
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こちらの写真も同じ時ですね。
ジャケットなんですが、⿇布⼗番散歩のときはデニムっぽいですが、この時のものはコーデュ
ロイなのです。

 前髪の⻑さも違うので、⼗番散歩とは別の時ではないでしょうか︖

Re:この写真、いつ頃、何処で撮られたモノでしょうか︖
27144 選択 pine 2022-09-05 17:40:19 返信 報告

で、⿇布⼗番つながりで、VAスタジオの時[8508]と雰囲気が似ているなぁと思いまして、捜査
(笑)しましたところ…。

VAスタジオ6Fに、タイル壁のスタジオがあったんです︕
 http://www.va-studio.jp/archive/4.html

 モザイクも…似てる。もしかしてここ?!
 洗⾯やお⼿洗いがあるこのスタジオを控室代わりに使ったのか︖

>それで、何⼗枚もの写真をチェックしたところ、それらは1994年頃に撮影されたものだと思いました。 
 >お顔の感じからして1993〜4年頃かなぁと思います。 

 VAスタジオの撮影は1993年9⽉なので、時期的には合うのかな︖

しかし、レイアウトが合わないような気もするし、モザイクタイルの位置から考えると、泉⽔さんがいるのはシャワーの
真下ということになるので、それはおかしいですよね。

ということで、頓挫いたしました。取っ散らかしてすみません。(汗)
 あとはnoritamaさん、よろしくお願いします。m(^^;)m

Re:この写真、いつ頃、何処で撮られたモノでしょうか︖
27145 選択 stray 2022-09-05 20:27:02 返信 報告

pineさん、こんばんは。

[27143]の出展は何ですか︖初めて⾒るような・・・
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> こちらの写真も同じ時ですね。 
何を以って︖

> ジャケットなんですが、⿇布⼗番散歩のときはデニムっぽいですが、この時の
ものはコーデュロイなのです。 

 何を以って︖

> 前髪の⻑さも違うので、⼗番散歩とは別の時ではないでしょうか︖ 
 はい、そう思います。シャツが同じかどうかです。

> VAスタジオ6Fに、タイル壁のスタジオがあったんです︕ 
 おう︕こんなに早く⾒つかるなんて︕

 さすが、pine様︕(笑)
 タイルといい、模様といい、ここで間違いないと思います。

 鏡に映ってるのは⾚枠の部分で、泉⽔さんは左隅の椅⼦の辺りに座っているのでしょう。
 noritamaさん︕ スタジオカタログに6Fの写真があったら、詳細検証お願いします︕

> VAスタジオの撮影は1993年9⽉なので、時期的には合うのかな︖ 
 VAスタジオものの[8508] [9864]と今回のは髪型が同じなので、

 同じ⽇に撮った可能性はありますね。

Re:この写真、いつ頃、何処で撮られたモノでしょうか︖
27146 選択 sakura 2022-09-05 21:04:29 返信 報告

皆さん、こんばんは。
 髪型でいえば、この写真に似ていますね。

 （写りが悪く、すみません。きれいな泉⽔さんはCDジャケットで⾒てください（笑））
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Re:この写真、いつ頃、何処で撮られたモノでしょうか︖
27147 選択 pine 2022-09-05 21:44:41 返信 報告

所⻑さん こんばんは
  

 >[27143]の出展は何ですか︖初めて⾒るような・・・ 
 2021年5⽉のNEWSポストセブン 画像20枚⽬です。

 https://www.news-postseven.com/archives/20210501_1655648.html?DETAIL&from=imagepage_f-1-25
  

 >> こちらの写真も同じ時ですね。 
 >何を以って︖ 

 ⾔葉⾜らずですみません。タイル壁と、[27136]と同⾊の服なので。
 >> ジャケットなんですが、⿇布⼗番散歩のときはデニムっぽいですが、この時のものはコーデュロイなのです。 

 >何を以って︖ 
 ⼗番散歩は画像が粗いのではっきりとわかりませんが、[27136]は拡⼤すると畝のある⽣地だということがわかります。

  
 >タイルといい、模様といい、ここで間違いないと思います。 

 >鏡に映ってるのは⾚枠の部分で、泉⽔さんは左隅の椅⼦の辺りに座っているのでしょう。 
 なるほど︕そっち側なんですね︕

 鏡に映っているから逆に⾒ないといけないですね。
  

 >noritamaさん︕ スタジオカタログに6Fの写真があったら、詳細検証お願いします︕ 
 やはり最後はnoritamaさん よろしくお願いします︕

 
 やっぱりロケ地探し、楽しい◝(⁰▿⁰)◜

Re:この写真、いつ頃、何処で撮られたモノでしょうか︖
27148 選択 stray 2022-09-05 22:34:16 返信 報告
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pineさん、こんばんは
 

 > >[27143]の出展は何ですか︖初めて⾒るような・・・ 
 > 2021年5⽉のNEWSポストセブン 画像20枚⽬です。 

 > https://www.news-postseven.com/archives/20210501_1655648.html?D
ETAIL&from=imagepage_f-1-25

ああ〜、やっぱり最近のですね。
 昔のは記憶あるんですけど、最近のは記憶が薄くて(笑)。

  
 > ⼗番散歩は画像が粗いのではっきりとわかりませんが、[27136]は拡⼤すると畝のある⽣地だということがわかりま

す。

⽐べてみました。 真ん中はガンマ補正かけて少し暗くしてあります。
 たしかに畝がありますね、⿇布⼗番お散歩のシャツと別物です。

  
 > やっぱりロケ地探し、楽しい◝(⁰▿⁰)◜

ホント︕なんでこんなに楽しいんだろう(笑)。

Re:この写真、いつ頃、何処で撮られたモノでしょうか︖
27149 選択 吟遊詩⼈ 2022-09-06 03:20:16 返信 報告

[27143]pineさん ⼼穎さん sakuraさん strayさん 

こんばんは

pineさんの貼ってもらった写真いいですね︕︕

透明感のあるお顔で 萌え〜（笑）

> 
> こちらの写真も同じ時ですね。 
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> ジャケットなんですが、⿇布⼗番散歩のときはデニムっぽいですが、この時のものはコーデュロイなのです。 
> 前髪の⻑さも違うので、⼗番散歩とは別の時ではないでしょうか︖

流⽯、細かいところに良く気づきましたね︕

やはりVAスタジオですか︕

strayさん画像の拡⼤鮮明化︕︕グジョブです︕︕

あ〜モヤモヤ感がこれで解消しました（笑）

Re:この写真、いつ頃、何処で撮られたモノでしょうか︖
27150 選択 noritama 2022-09-07 00:57:23 返信 報告

>>noritamaさん︕ スタジオカタログに6Fの写真があったら、詳細検証お願いします︕ 
 >やはり最後はnoritamaさん よろしくお願いします︕

^^;)
 タイル模様の⼀致からしてVA(旧REZONE)スタジオかと思いますが、

 スタジオカタログには雰囲気広告+⼩さな写真だけで､
 WEBサイト写真みたいな詳細な画像は出てなかったと思いますよ。

 (最近使わなくなったので(笑)しまいこんでしまってすぐ出せない(^^;)

チェックすべき点は､
 まず､シャワーのところタイル模様の右側にしろ左側にしろ､

 タイル模様の奥にあるはずの出っ張りの段差が･･･
 写真に写っていない点が気にかかるところ。

 ほかの壁⾯にも同じ模様がある(あった)のかも。

お顔の雰囲気の違いは
[27136]は鏡像(左側)

 [27143]が正像(右側)
 だからではないかと｡
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Re:この写真、いつ頃、何処で撮られたモノでしょうか︖
27151 選択 pine 2022-09-07 16:02:37 返信 報告

皆さん こんにちは

所⻑さん 
 画像を３つ並べるとよくわかりますね︕

吟遊詩⼈さん 
 スッキリしましたね。この感覚がロケ地探しが楽しい要素のひとつですね。

  
 noritamaさん 

 スタジオカタログは、以前載せてくださったページだけなのですね。[8535] 
  

 >チェックすべき点は､ 
 まず､シャワーのところタイル模様の右側にしろ左側にしろ､

 タイル模様の奥にあるはずの出っ張りの段差が･･･
 >写真に写っていない点が気にかかるところ。 

 >ほかの壁⾯にも同じ模様がある(あった)のかも。 
 うっ︕noritamaさんの鋭いツッコミが︕(汗)

  
 >>しかし、レイアウトが合わないような気もするし、モザイクタイルの位置から考えると、泉⽔さんがいるのはシャワー

の真下ということになるので、それはおかしいですよね。 
 と思ったのはそこでもあり、

 ①添付した写真で、⾚枠部分は何なのか︖
②緑枠部分にモザイクタイルが⾒えるので、左側にタイル壁があり、左奥が⾓になって鏡の後ろ側にも続いている…こうい
う場所がHP写真では確認できない、というところです。

 （⻘枠は泉⽔さんの実物の⼿ですね）

Re:この写真、いつ頃、何処で撮られたモノでしょうか︖
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27152 選択 pine 2022-09-07 16:03:58 返信 報告

で、ネットに画像落ちてないかな〜と探しましたら、モデルさんの撮影会の写真があり
ました。

 上の②が解決するものがありましたので、トリミング&ぼかして添付します。（不適切で
したら削除してください。）

  
 モザイクタイル壁⾯の右側の壁が、シャワー壁右側の出っ張りよりも⼤きいです。

 他の壁⾯にも同じ模様のタイルがあるみたいですね。

Re:この写真、いつ頃、何処で撮られたモノでしょうか︖
27153 選択 stray 2022-09-07 17:22:58 返信 報告

 
noritamaさん、pineさん、こんにちは。

ハウスカタログ、今回は戦⼒になりませんか・・・残念。

> ほかの壁⾯にも同じ模様がある(あった)のかも。 
 どうやらそのようです。

pineさんの元画はこれですよね︖
 https://gaju.jp/diary/20121124.html

Twitterで「⿇布⼗番VAスタジオ」で画像検索すると、他にも出てきます。
 https://twitter.com/search?q=%E9%BA%BB%E5%B8%83%E5%8D%81%E7%95%AAVA%E3%82%B9%E

3%82%BF%E3%82%B8%E3%82%AA&src=typed_query&f=image

これを⾒ると、シャワーがなく、右側に直⾓の壁がある模様タイル壁があるようです。
 https://www.flickr.com/photos/gajux/8212740591/in/photostream/

Re:この写真、いつ頃、何処で撮られたモノでしょうか︖
27154 選択 stray 2022-09-07 17:49:40 返信 報告
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細部を確認するため、⾼解像の元画を少し暗くしてみました。

> ①添付した写真で、⾚枠部分は何なのか︖ 
 何でしょうね︖

 ロールカーテンだと思ってましたが、模様タイル壁がもう１つあるようなので
 「[27145]は撤回します。

> ②緑枠部分にモザイクタイルが⾒えるので、左側にタイル壁があり、左奥が⾓になって鏡の後ろ側
にも続いている…こういう場所がHP写真では確認できない、というところです。 

 鏡に映っているのは、このモザイクタイルなのでは︖
 つまり、この画像の左側に、

 https://www.flickr.com/photos/gajux/8212740591/in/photostream/
 が続き、泉⽔さんはモデルさんの位置に座っている。

また、元画の右端には、出窓とおぼしい凹みが⾒えますが、
 [27145]左側の窓でしょう。

 https://www.flickr.com/photos/gajux/8212758117/in/photostream/

結論は、[27145]のパノラマ写真の左端の壁の前に、鏡が置いてある。
 です。いかがでしょうか。

 https://www.flickr.com/photos/gajux/8212745201/in/photostream/

> （⻘枠は泉⽔さんの実物の⼿ですね） 
 そう思います。

 

Re:この写真、いつ頃、何処で撮られたモノでしょうか︖
27155 選択 stray 2022-09-07 18:40:41 返信 報告

> ①添付した写真で、⾚枠部分は何なのか︖

位置関係からすると、シャワー右側のタイル壁ですね。
 段差があるので２つに仕切られて⾒える。

 ⿊く写っているのは不明です。逆光だから︖
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Re:この写真、いつ頃、何処で撮られたモノでしょうか︖
27156 選択 pine 2022-09-07 22:19:38 返信 報告

所⻑さん こんばんは

>pineさんの元画はこれですよね︖ 
 はい︕そうです︕

 他にも該当の場所で撮影された写真がいっぱいあったんですね︕
  

 >つまり、この画像の左側に、 
 >https://www.flickr.com/photos/gajux/8212740591/in/photostream/ 

 >が続き、泉⽔さんはモデルさんの位置に座っている。

>また、元画の右端には、出窓とおぼしい凹みが⾒えますが、 
 >[27145]左側の窓でしょう。

>結論は、[27145]のパノラマ写真の左端の壁の前に、鏡が置いてある。 
 >です。いかがでしょうか。 

 素晴らしい︕︕そのとおりだと思います︕
 めちゃめちゃスッキリしました︕＼(^o^)／

  
 スタジオのyoutubeがありましたよ︕

 https://youtu.be/KHjs9ABQ02U
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しかし…しかし…肝⼼のところが…
 

 Ｄスタはこちら
 https://youtu.be/AoQhnUthV9A

Re:この写真、いつ頃、何処で撮られたモノでしょうか︖
27157 選択 sakura 2022-09-07 23:02:04 返信 報告

こんばんは。
  

 既に解決済ではありますが、位置関係は、こんな感じではないでしょうか︖

Re:この写真、いつ頃、何処で撮られたモノでしょうか︖
27158 選択 pine 2022-09-08 09:47:00 返信 報告

sakuraさん こんにちは

> 既に解決済ではありますが、位置関係は、こんな感じではないでしょうか︖ 
 すっごくわかりやすいです︕ありがとうございます。

 

Re:この写真、いつ頃、何処で撮られたモノでしょうか︖
27159 選択 stray 2022-09-08 11:11:55 返信 報告

sakuraさん、pineさん、こんにちは

⾒取り図とYouTubeの情報どうもありがとうございました。
 平⾯図を⾒ると、姿⾒が置いている壁は太い柱のようです。
 柱に合わせて出窓を内側に作り、壁⾯を揃えています。
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位置関係はsakuraさんの図⾯どおりですが、
鏡に写っている模様タイルは、泉⽔さんの後側のタイル（模様タイル２）で、

 [27151]の⾚枠は、反対側の柱と洗⾯所の間ということになりますね。

私はこれで完全スッキリしましたが（笑）、意義あればお書き込みください。
 

Re:この写真、いつ頃、何処で撮られたモノでしょうか︖
27160 選択 noritama 2022-09-08 13:27:49 返信 報告

[27159]stray:
 > sakuraさん、pineさん、こんにちは 

 > 
> ⾒取り図とYouTubeの情報どうもありがとうございました。 

 > 平⾯図を⾒ると、姿⾒が置いている壁は太い柱のようです。 
 > 柱に合わせて出窓を内側に作り、壁⾯を揃えています。 

 > 
> 位置関係はsakuraさんの図⾯どおりですが、 

 > 鏡に写っている模様タイルは、泉⽔さんの後側のタイル（模様タイル２）で、 
 > [27151]の⾚枠は、反対側の柱と洗⾯所の間ということになりますね。 

 > 
> 私はこれで完全スッキリしましたが（笑）、意義あればお書き込みください。

> 
> Twitterで「⿇布⼗番VAスタジオ」で画像検索すると、他にも出てきます。 

 > https://twitter.com/search?q=%E9%BA%BB%E5%B8%83%E5%8D%81%E7%95%AAVA%E3%82%B9%
E3%82%BF%E3%82%B8%E3%82%AA&src=typed_query&f=image 

 >

のなかのこの写真で､
 https://twitter.com/pozootty/status/533791292820447232

 https://pbs.twimg.com/media/B2hoWUFCYAA893a?format=jpg&name=medium
 出窓の左にある浴槽
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 その背⾯に同じタイル模様､
この⾯の左側にも模様があることがわかりますね｡

 (鏡に写っている模様タイル、泉⽔さんの後側のタイル（模様タイル２）)
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