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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

あなたを感じていたい PV
6372 選択 stray 2011-04-11 23:31:33 返信 報告

スレ⽴てするほどのものじゃありませんが、発展した場合を考えて（笑）。
 [6363]のつづきです。

このセーターは「あなたを感じていたい」の代名詞的存在ですが、
 「あなたを感じていたい」発売より半年以上前に、テレ朝のスタジオで撮影された

AL『OH MY LOVE』の「Top Secret」PVで使われています。

「あなたを感じていたい」を歌っているシーンが有るかどうか調べたら、
 Le Port DVD にありました︕
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http://www.youtube.com/watch?v=BMtswSJMeJI

ボトムはドルちゃんの記憶どおりジーンズです。
 

Re:あなたを感じていたい PV
6373 選択 stray 2011-04-11 23:36:56 返信 報告

AL『OH MY LOVE』のPV撮りは1994年4⽉、
 「あなたを感じていたい」は同年12⽉発売。

PV撮りが10⽉〜11⽉頃として、冬（クリスマス）に合う⾐装ということで、
 このセーターをまた引っ張り出してきたのでしょうか（笑）。

謎というか疑問なのは、なぜ Le Port ver.のPVがお蔵⼊りになっていたかです。
 単に発売までに編集が間に合わなかったのか︖

 この泉⽔さん、すっごく美しいんですけどねぇ・・・

Re:あなたを感じていたい PV
6374 選択 stray 2011-04-11 23:38:44 返信 報告

ちなみに撮影地は不明です。

砧（Kinuta）のスタジオ[1072]っぽいような気もしますが・・・

http://iziz.co.jp/studio/kinuta2.html

Re:あなたを感じていたい PV
6375 選択 Ａｋｉ 2011-04-12 02:26:57 返信 報告

> 謎というか疑問なのは、なぜ Le Port ver.のPVがお蔵⼊りになっていたかです。 
 > 単に発売までに編集が間に合わなかったのか︖
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今年2⽉リリースの「ＳＩＮＧＬＥ ＣＯＬＬＣＴＩＯＮ」では「ジャケットは控え室で撮影」みたいな情報がありまし
た。

 リリース時はジャケット写真組み合わせたモノで凌いでましたね（苦笑）発売当時としてはあの映像はＮＧだったので
しょうか︖（ＺＡＲＤ ＢＬＥＮＤⅡ辺りから歌われているシーンが使われましたね）

 「⼼を開いて」のように未だ歌詞が曖昧な時期に撮影されたのかもしれませんね…

 ＰＶではセーターのとパーカー（︖）のと2タイプのが組み合わさっています…

Re:あなたを感じていたい PV
6378 選択 stray 2011-04-12 12:40:25 返信 報告

Ａｋｉさん

そんな情報があったんですか︕ ⾒逃してました。
 控え室にしては⽴派ですなぁ（笑）。

グレーのパーカーと、縞々セーターは別の場所かと思っていましたが、
 両⽅に同じソファーが映っているので同じ場所ですね・・・

 

Re:あなたを感じていたい PV
6379 選択 stray 2011-04-12 12:42:05 返信 報告

発売当時のPVです。
 http://www.youtube.com/watch?v=SWz1BjnzZ58

これは発売前の別ver.PV（CDN）
 http://www.youtube.com/watch?v=2dhimKBNb2c

たぶんパリの映像だと思われますが、縞々セーターPVが発売前に
 間に合わなかったと考えてよいでしょう。

 しかし、どっちも超つまんないPVですよねぇ（笑）。
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当時は静⽌画か、泉⽔さんが動いてもほんの数秒っていうPVが多くて、
きっと泉⽔さんの意向だったのでしょうね。あ〜もったいない（笑）。

当時のCM（15秒もの2本）がありました。
 http://www.youtube.com/watch?v=5sRU25UdSg4

 2本⽬は GB特典DVD「CRYSTAL」にも収録されていますが、1本⽬はレアかと。

Re:あなたを感じていたい PV
6380 選択 pine 2011-04-12 13:01:46 返信 報告

所⻑さん Ａｋｉさん こんにちは︕

この縞々のコットンセーター、ZARD展で展⽰していました。
 『スタジオでのビデオ･スチール撮影とテレビ朝⽇プロモーションビデオ撮影で着⽤しており、

 13thシングル「あなたを感じていたい」ジャケット写真は、その際に撮影スタジオの控え室で撮影された写真が使⽤され
ている。

 また、2009追悼ライブ中の「Top Secret」で映像が使⽤されている。』
 と書いてありました。

それにしても、スタジオ撮影しているのに、そこの控え室での写真がジャケットになるって、なんか不思議です。

Re:あなたを感じていたい PV
6381 選択 MISORA 2011-04-12 18:12:09 返信 報告

strayさん・みなさん こんばんわ

あなたを感じていたい PV（ｾｰﾀｰ＆ﾊﾟｰｶｰ）
 三回忌特番でも流れていましたね(#^.^#)

> ちなみに撮影地は不明です。 
 > 

> 砧（Kinuta）のスタジオ[1072]っぽいような気もしますが・・・
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ジャケ写真と同じ場所なら「Le Portfolio -ﾙ・ﾎﾟﾙﾄﾌｫﾘｵ-」にはRoppongi,1994,Oct.とあるので六本⽊のスタジオでしょ
うか︖

Re:あなたを感じていたい PV
6383 選択 stray 2011-04-12 19:46:00 返信 報告

pineさん、ＭＩＳＯＲＡさん、こんばんは。

情報どうもありがとうございます︕
 pineさんの情報は、⾼島屋展のパンフに載っているのでしょうか︖

 Le Port写真集の存在をすっかり忘れてました（笑）。

「1994年10⽉、六本⽊」の撮影ですか・・・

テレ朝も六本⽊にあるので、もしかしたら同時期︖
 とも思ったのですが、違ってましたね（汗）。

六本⽊は、今もスタジオBirdman跡地周辺の再開発が進んでいるように
 近年⼤きく様変わりしたので、このスタジオを探すのは難しいかも。

ところで、⾚⽮印は泉⽔さんの後頭部で（笑）、
 正⾯向いている泉⽔さんは、鏡の中の泉⽔さんですよね︖

 

Re:あなたを感じていたい PV
6386 選択 Ａｋｉ 2011-04-12 20:22:24 返信 報告

> たぶんパリの映像だと思われますが、縞々セーターPVが発売前に 間に合わなかったと考えてよいでしょう。 
 > しかし、どっちも超つまんないPVですよねぇ（笑）。 

 > 当時は静⽌画か、泉⽔さんが動いてもほんの数秒っていうPVが多くて 
  当時はコレで通⽤したのですからスゴイですね（笑）

  約1分30秒で写真2枚って…（汗）
  2番の歌詞のＶｅｒでは⾵景のみ…
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 むしろ、これが「神秘的」というイメージが付きましたから…
 ヨーロッパの写真と、坂井さんの写真が出てくれば「ヨーロッパで撮影︖」なんて当時は想いがちになりますね…

 ジャケットは「控え室」中の歌詞カードは次のシングルの「Ｊｕｓｔ ｂｌｅｉｖｅ ｉｎ ｌｏｖｅ」の裏のジャケ
ットがモノクロで写っていたりと、他のアーティストとは違う⼿法ですね…

 最初はＰＶ⾃体が無いような感じでしたが、ＰＶに採⽤されたということは、あのセーターは結果的には凄く印象に残
ったのでしょうね…
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