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⽇本⻘年館ＰＶの⾐装考察
6501 選択 stray 2011-04-18 20:00:15 返信 報告

皆さんこんばんは。

[6488]で「整理中」と書いた、⽇本⻘年館ＰＶの⾐装に関する考察です。

その前に[5399]の表は、「もう探さない」の映像が公開されたことになっていて
 間違ってますので、保管されている⼈は破棄して下さい。

訂正の上、DVDの映像キャプを挿⼊した新たな⼀覧表です。
 http://zard-lab.net/pv/seinenkan/
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⽇本⻘年館では、（おそらく）１ｓｔ〜４ｔｈＡＬの全曲および、
その後発売された２つのシングル（「きっと忘れない」「もう少し あと少し…」）、

 ＡＬ未収録のカップリング曲（「just for you」）、
 発売予定曲（「この愛に泳ぎ疲れても」）のＰＶ撮りが⾏われています。

1993年11⽉当時、ＺＡＲＤが発表した全３８曲のＰＶを後撮りするという
 壮⼤なスケール（11/24-25の2⽇間）です。なぜここまでする必要があったのかは、

 私の「⽇本⻘年館はバンドＺＡＲＤの解散式」説[6500]をどうぞ︕（笑）

（１）１ｓｔＡＬ・２ｎｄＡＬ
 （２）３ｒｄＡＬ・４ｔｈＡＬ
 （３）４ｔｈＡＬ以降

で、⾐装の違い（コンセプト）がはっきり違うのが分かると思います。
  

Re:⽇本⻘年館ＰＶの⾐装考察
6507 選択 ドルチェ 2011-04-18 21:19:50 返信 報告

ストちゃん、みなさまこんばんは。

♪今夜の予定なんて全部キャンセルしていい〜♪って感じでササッと帰ってまいりました︕
 このスレ、私の調査魂をびんびんに刺激してくれますね〜(笑) ⽇本⻘年館PVラヴ♥なので。

⽇本⻘年館PVとは別として、
 そうそう、⼤好きな「眠れない夜を抱いて」がまだライヴでは⼀度もお披露⽬されてないんです

よね。
 PVでの⼆つの歌うシーンのどちらもフルであるはずなので、ラストライヴで放出されちゃうのか〜︕︖ ⾒たい︕

それと「IN MY ARMS TONIGHT」は、DVDにもばっちりフルで収録されていたけど、これまた別バージョン(添付画像)
があるはず。

 私のカンでは「眠れない夜を抱いて」PVでカットインされる髪を下ろして歌っているときの服装と⼀緒︕
 最近、カンはハズしまくりだからちっとも当てになりませんけど(笑えない)
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こちらから失礼します〜。
チョコちゃん︕

 ハートの画像へのコメントありがとうネ︕
 チョコちゃんもDVDを堪能してるみたいだね〜(笑) ⾒所満載でどれを話題にしようか困っちゃうくらいだよね︕

 私も、チョコちゃんと⼀緒でSHに⼀度参加しただけだから、もうほとんどが⾒たことのない影像で超シアワセ〜。
 ⼀つの曲にいくつかのPVがあるし、絶対ジャケ写の格好で歌ってるのもあるハズ︕ 

 全部出してくれるまで⼀緒についていこうね(笑) B社さま、どぞよろしくお願いしまーす。

pineさん︕
 「さわやかな君の気持ち」スタジオ、判明おめでとうです︕ さすがpineサマですね〜(^^)

 DVDも、本当に感動モノだよね︕ ちゃんとおうちのお仕事できてます︖︖(笑)
 「君に逢いたくなったら…」PV微笑みver.や「Oh my love」のロケ地もそのうちきっとみんなで⼀緒に⾒つけましょう

ね︕

⿊ちゃん︕
 いつも⿊ちゃんへのお返事は、タイミングが合わなくて遅れてしまってごめんね(><)

 ⾜のこと、⼼配してくれてありがとね。もう⼤丈夫だよ︕まだまだ若いから(笑わない)
 またこっそりロケ地探しもそのまま続けてね︕ そして⾒つけたらすぐ登場するように(笑)

Re:⽇本⻘年館ＰＶの⾐装考察
6508 選択 stray 2011-04-18 21:45:27 返信 報告

全３８曲のちょうど半分、１９曲の映像がこれまで公開されています。

「君がいない」は、別⾐装（揺れる想いの⻩⾊シャツ）ver.が存在することが分かっています。[5391]
 （2007に収録されている映像で確かめられます）

 
 さて、⽇本⻘年館ＰＶの⾐装考察です。

 といっても、⾄ってあっさりしたものなのですが・・・（笑）
  

 （１）１ｓｔＡＬ・２ｎｄＡＬ
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くろ、クロ、⿊・・・とにかく⿊︕です（笑）。
ロック（逆さ読みの洒落じゃなくて）を意識しているのでしょう。

 ５⽉のラストライブで「いつかは…」の映像が最後に流れたりしたら
 みんな号泣でしょうね。

（２）３ｒｄＡＬ・４ｔｈＡＬ
 とことんデニム︕です。

 ロックからポップスへのシフトを、デニムで表現されているのではないかと。
 ５⽉のラストライブでは「眠れない夜を抱いて」はもとより、

 もう２〜３曲公開されても良さそうな曲が残っていますね。
   

 （３）４ｔｈＡＬ以降
 「just for you」「揺れる想い」「君がいない」は、４ｔｈＡＬと同じコンセプト。

 「もう少し あと少し…」は⽩のトレーナーなので、何らかの意図があったのでしょうが
 分かりません（笑）。ボトムはブルージーンズです。

「この愛に泳ぎ疲れても」は、インナーとボトムが⿊で、キリっとした柿⾊のブレザーです。
 他の曲とは明らかにコンセプトが異なりますね。

 なぜか︖バンドＺＡＲＤの解散式セレモニーだからです（笑）。

以上、考察おわり（笑）。
 

Re:⽇本⻘年館ＰＶの⾐装考察
6509 選択 stray 2011-04-18 22:15:56 返信 報告

ドルちゃん、こんばんは︕

> ♪今夜の予定なんて全部キャンセルしていい〜♪って感じでササッと帰ってまいりました︕

ぎゃはは、忙しくなって顔出せなくなるはずだったのに・・・（笑）

> このスレ、私の調査魂をびんびんに刺激してくれますね〜(笑) ⽇本⻘年館PVラヴ♥なの
で。
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おう︕そう⾔ってもらえると嬉しいよ、ドルちゃんのために作ったようなものなので（笑）。

> そうそう、⼤好きな「眠れない夜を抱いて」がまだライヴでは⼀度もお披露⽬されてないんですよね。

私の勘では（笑）、「眠れない夜を抱いて」が５⽉のラストライブで流れます（笑）。
 で、ラストライブの映像は今後数年間は封印されるはずなので

 ライブで⾒ないと⼆度とお⽬にかかれない可能性があります（笑）。

> PVでの⼆つの歌うシーンのどちらもフルであるはずなので、ラストライヴで放出されちゃうのか〜︕︖ ⾒たい︕

２つのうちの１つ（添付画像）は⽇本⻘年館︖（ライトが似ている）とも考えたけど、
 時期が合わないもんねぇ。⾐装も私の考察からハズレるし（笑）。

> それと「IN MY ARMS TONIGHT」は、DVDにもばっちりフルで収録されていたけど、これまた別バージョン(添付画
像)があるはず。

泉⽔さんがちゃんと歌っているから、間違いなく撮ってますね。
 http://www.youtube.com/watch?v=9BFTmatDMg8

> 私のカンでは「眠れない夜を抱いて」PVでカットインされる髪を下ろして歌っているときの服装と⼀緒︕

ん︖よく分かんない（笑）。
 このスタジオで「IN MY ARMS TONIGHT」のＰＶも撮ったっていうこと︖

 

Re:⽇本⻘年館ＰＶの⾐装考察
6510 選択 Ａｋｉ 2011-04-18 23:01:29 返信 報告

> > 私のカンでは「眠れない夜を抱いて」PVでカットインされる髪を下ろして歌っているときの服装と⼀緒︕

 「ＩＮ ＭＹ〜」のＰＶは56秒くらいの所に⼀瞬シャツが⾒えますがアルバム「ＨＯＬＤ ＭＥ」やシングル「ＩＮ 
ＭＹ ＡＲＭＳ ＴＯＮＩＧＨＴ」のジャケ写のシャツ（インナー（︖））と似ているので、津久井湖で撮ったもので
は︖

 このＰＶは92年の「ＣＤ100」では最初の⽅はＰＶが制作されておらず、写真を合わせたもの。後にこのＰＶが流れま
した。その後は再び「無かったこと」になっています…

https://bbsee.info/newbbs/id/6501.html?edt=on&rid=6510
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=6510


Re:⽇本⻘年館ＰＶの⾐装考察
6511 選択 stray 2011-04-18 23:45:40 返信 報告

Ａｋｉさん、こんばんは。

>  「ＩＮ ＭＹ〜」のＰＶは56秒くらいの所に⼀瞬シャツが⾒えますが

⽩の丸⾸（Ｔシャツ）が⼀瞬映りますね。

> アルバム「ＨＯＬＤ ＭＥ」やシングル「ＩＮ ＭＹ ＡＲＭＳ ＴＯＮＩＧＨＴ」のジャケ
写のシャツ（インナー（︖））と似ているので、津久井湖で撮ったものでは︖

あれは襟ぐりが深いというか、紳⼠物でいう「Ｕ⾸」に近いかと。
 それに髪型が決定的に違いますので、1992年10⽉頃かと思われます。

>  このＰＶは92年の「ＣＤ100」では最初の⽅はＰＶが制作されておらず、

後出しＰＶでしたっけ︖（笑）
 

Re:⽇本⻘年館ＰＶの⾐装考察
6512 選択 stray 2011-04-18 23:46:37 返信 報告

 
ＭＪ（92.10/28）出演時の髪型

ウェーブがまだ残っている。

Re:⽇本⻘年館ＰＶの⾐装考察
6513 選択 ドルチェ 2011-04-19 00:10:11 返信 報告

ストちゃん、Ａｋｉさんこんばんは。
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> このスタジオで「IN MY ARMS TONIGHT」のＰＶも撮ったっていうこと︖ 
うん、そういうことになるのかな〜(笑) このスタジオの控え室とか︖(笑)

>  「ＩＮ ＭＹ〜」のＰＶは56秒くらいの所に⼀瞬シャツが⾒えますがアルバム「ＨＯＬＤ ＭＥ」やシングル「ＩＮ 
ＭＹ ＡＲＭＳ ＴＯＮＩＧＨＴ」のジャケ写のシャツ（インナー（︖））と似ているので、津久井湖で撮ったもので
は︖ 

 そのチラッと⾒えるシャツから、私は「眠れない夜を抱いて」PVでカットインされる#6509かなぁと思ったのです。
 髪のウェーブ具合も似ているしなぁ。時期的なことは数字苦⼿なのでよくわかんないけど(笑)

あとね「不思議ね…」PVで着ているTシャツと「眠れない夜を抱いて」PVの髪結んで歌っているときに着ているTシャツは
同じっぽい︕

Re:⽇本⻘年館ＰＶの⾐装考察
6514 選択 Ａｋｉ 2011-04-19 00:32:34 返信 報告

> >  このＰＶは92年の「ＣＤ100」では最初の⽅はＰＶが制作されておらず 
 > 後出しＰＶでしたっけ︖（笑） 

  10⽉の番組開始当初では「写真」だけでした。（Ｂ社がＰＶを提出しなかっただけかもしれませんが、当時売り出し中
のＺＡＲＤ映像をわざわざ出さない理由も無いと思います）

 10⽉3週くらい（︖）からＰＶはあったと思います。その後は93年の最初の放送で⾏われた「92年年間ＴＯＰ１００」
位であのＰＶは殆ど使われていないと想います。

Re:⽇本⻘年館ＰＶの⾐装考察
6516 選択 チョコレート 2011-04-19 11:15:59 返信 報告

所⻑さん、皆さん、こんにちは。
 わお︕この表はすごいですね〜。こんな表が欲しかった(笑)。ありがとうございます︕

 私もこんな表を作りたくて、でも⾃分で作れなくて(汗)、所⻑さんの4次元ポケットから出てきて感激です(笑)。
 この表ならよくわかりますよね〜。

 あとはこの表に、⽇本⻘年館のPV以外のPVがあるものについての情報を付け⾜したら、すんごい資料ができそうです
ね︕︕
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「眠れない夜を抱いて」がまだライヴでは⼀度もお披露⽬されてないことにびっくり。
ついに、５⽉のラストライブで流れるのかぁ〜⾒たい︕でも、私は⾒れない︕︕(苦笑)

「IN MY ARMS TONIGHT」別バージョンがあるはずですよね
 。絶対に⾒たい︕

「マイフレンド」の⾚のパーカー姿で歌うスタジオPVだって、絶対あるはずですよね︖
 これ⾒れたら･･･私、泣いちゃうなぁ(笑)。

DVDを⾒ていて、個⼈的にはわりと初期の曲にじ〜んとしてしまうチョコでした(笑)。
 ワンコーラスだけの曲、3曲くらいのメドレーなんて、さりげに素敵過ぎるんですけど･･･この素晴らしさは何︕︖(笑)

 ⽇本⻘年館PVは、これだけでいつか必ず、全部放出して欲しいです。

しかし、こんなにすごい映像をたくさん持ってて、今まで出さなかったなんて････ｼﾝｼﾞﾗﾚﾅｲ(苦笑)。

横レス失礼します
 ドルちゃん︕︕ドルちゃんのハートの画像、最⾼よ︕

 私のPCの背景画像にぴったり。癒されるぅ〜(笑)。
 DVD⾒ていて思ったけど、PVにちょこっと挿⼊される違う映像がまた難しいよね･･･これにドルちゃんも調査魂がくすぐ

られちゃうでしょ(笑)。私も「むむむ︕︕」って反応してしまう。
 なーんか、昔あったクイズ番組を思い出しちゃった。「クイズ 超ウルトライントロ ドン︕」みたい(笑)。

 ぎゃははは︕古いなぁ････。

Ｍステ４回⽬出演時の髪型の謎が解ける
6517 選択 stray 2011-04-19 12:14:47 返信 報告

ドルちゃん、Ａｋｉさん、こんにちは。

Ａｋｉさんの↓ご記憶・情報が正しければ、
> 10⽉3週くらい（︖）からＰＶはあったと思います。その後は93年の最初の放送で⾏われた
「92年年間ＴＯＰ１００」位であのＰＶは殆ど使われていないと想います。

Ｍステ４回⽬出演時（92.10/16）の髪型の謎が解けるのです。
 この時はサイドを全部後ろで結ってて、お嬢様っぽくて私は⼤好きなのですが、
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結った部分をみると、かなり縮れているのです。

ここから先は推測ですが、「In My Arms…」でイメチェンしようとパーマを
 かけたものの、ウエーブがかかり過ぎて困ったことになって（笑）、

 Ｍステでは結って出演せざるを得なかった。

その後、ストレートに戻したものの、戻りきれずに撮ったのが「In My Arms…」PVで、
 ＭＪ出演（92.10/28）にはパーマのなごり程度に戻っていた、とすると

 時系列的にはピッタリ合います︕

つまり、「In My Arms…」PV撮りは 10/16〜10/28ということになります。

Re:⽇本⻘年館ＰＶの⾐装考察
6518 選択 stray 2011-04-19 12:30:04 返信 報告

ドルちゃんの得意技・・・話がすぐ逸れる、話をどんどん複雑化する（笑）。

> うん、そういうことになるのかな〜(笑) このスタジオの控え室とか︖(笑)

出た︕ 控え室︕（笑） 
 #6509は 92.8/3号のオリコンなので、Ｍステの髪型の謎解きが合ってれば

 ドルちゃんの「控え室」説はハズレです（笑）。

> あとね「不思議ね…」PVで着ているTシャツと「眠れない夜を抱いて」PVの髪結んで歌っているときに着ているTシャツ
は同じっぽい︕

「眠れない夜を抱いて」のPVは画質の悪いのしか出回っていないので検証が難しいですが、
 ⼤きなロゴ⽂字はダブルコーテーション（”）まで合ってますよ︕

 さすが副所⻑は⾒る⽬が違う。けど少しストーカー⼊ってるっぽいかも（笑）。

ただ、その上下に書いてある⽩⽂字が「眠れない夜を抱いて」に有るのか無いのか、
PVがモノクロなので、Ｔシャツの⾊も含めて、この画質では判別付かないですねぇ。

誰か⾼画質PV持ってないかなぁ・・・
 

Re:Ｍステ４回⽬出演時の髪型の謎が解ける
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6519 選択 チョコレート 2011-04-19 12:40:20 返信 報告

所⻑さん、皆さん、またまたこんにちは︕(笑)

> ここから先は推測ですが、「In My Arms…」でイメチェンしようとパーマを 
 > かけたものの、ウエーブがかかり過ぎて困ったことになって（笑）、 

 > Ｍステでは結って出演せざるを得なかった。 
> その後、ストレートに戻したものの、戻りきれずに撮ったのが「In My Arms…」PVで、 

 > ＭＪ出演（92.10/28）にはパーマのなごり程度に戻っていた、とすると 
 > 時系列的にはピッタリ合います︕ 

 ぎゃははは︕(笑)
 私もずっと気になってました︕どうして、このMステの時だけ、チリチリパーマになっていたのか(笑)。

 そうだったんだ〜、きっとそうに違いありません︕
 私も所⻑さんの推理に1票(笑)。

 しかし、Akiさんは細かいところをよく覚えてますね〜感⼼しちゃいます。すごい︕
  

 そして、ドルちゃんの”控え室”にも笑っちゃいましたが、Tシャツは同じっぽい雰囲気ですよね︖(笑わない)
 ホント、⽬の付け所が副所⻑は違いすぎて･･･尊敬します(笑)。

素朴な疑問ですが・・・・(笑)
6521 選択 チョコレート 2011-04-19 14:32:10 返信 報告

所⻑さん、何度もこんにちは(苦笑)。ちょっと質問なんですけど･･･。
 ⽇本⻘年館で93年11⽉に撮られたPVは1st〜4thアルバム⽤ですよね。
 写真集の年表にあった、2回⽬の⽇本⻘年館94年11⽉のPV撮影は5thアルバム⽤ってことで良いですよね。

そして、2009を⾒ていて思ったのですが、「瞳そらさないで」「Foreve you」は⼤阪のGRAND Caféで撮影されたもの
だと表⽰ありましたね。

 その前の曲「ハイヒール脱ぎ捨てて」で着ているシャツは「瞳そらさないで」と同じですよね。
 照明の⻘いライトなんかの感じも同じように⾒えるので、これもGRAND Café︖

 さらに、「I’m in love」でジージャンの下の⽩いシャツはCKとあるので「Foreve you」で着ているものと同じです。と
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いうことはこれもGRAND Café︖
これらは6thアルバムの曲なので、GRAND Caféで6thアルバムのPV撮りが⾏われたのでしょうか︖

 とすると、6thアルバムの他の曲もPVがあるってことなの︖︖

それから、「マイフレンド」「君がいたから」「突然」など7thアルバム⽤PVは95年12⽉16⽇テレ朝スタジオで撮影され
たということで良いのですよね。

 8 th以降はライブ形式のPVは撮っていないのでしょうか︖
 

Re:素朴な疑問ですが・・・・(笑)
6524 選択 stray 2011-04-19 17:29:13 返信 報告

チョコさん、こんにちは。

> 写真集の年表にあった、2回⽬の⽇本⻘年館94年11⽉のPV撮影は5thアルバム⽤ってことで良いですよね。

⽇本⻘年館は１回だけです。テレ朝が２回。
 まとめると、

１st・・・⽇本⻘年館（93年11⽉）
 ２nd・・・⽇本⻘年館

 ３rd（⻑嶋）（笑）・・・⽇本⻘年館
 ４th・・・⽇本⻘年館

 ５th・・・テレ朝①（94年4⽉）
 ６th・・・GRAND Cafe

 ７th・・・テレ朝②（95年12⽉）

となります。詳しくは[6336]をどうぞ。

> 6thアルバムの他の曲もPVがあるってことなの︖︖

当然あるでしょう、隠してるだけで（笑）。
 「⾒つめていないね」の映像が会場ドキュメントになっていますが、

 この曲はWBM2008仙台公演のみの上映で、その時の映像がどんなだったか、
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私は参加していないので分かりません。
xs4pedさん︕ もしかしてGRAND CafeでのPV映像ですか︖

> 8 th以降はライブ形式のPVは撮っていないのでしょうか︖

無いと思いますが、Ｂ社のことなのであっても驚かないです（笑）。

ラストライブは、ほとんどの映像が⼊れ替わるだろうと私は⾒てます。
 ライブ近くになったらセットリスト予想をやりましょう︕（笑）

Re:⽇本⻘年館ＰＶの⾐装考察
6525 選択 pine 2011-04-19 17:38:14 返信 報告

所⻑さん 皆さん こんにちは︕

この表わかりやすいですね︕
 今迄、漠然とした感じでしか掴めていなかったのですが、こうしてみると、なんと沢⼭の曲を⼀度にまとめて撮ったの

〜︕と驚きです。

あっ、強⾵でベランダにおいてあるバケツがころころ転がっているので、⽚付けてきます。（笑）
 すみません。（^^;）

>「もう少し あと少し…」は⽩のトレーナーなので、何らかの意図があったのでしょうが 
 >分かりません（笑）。ボトムはブルージーンズです。 

 この服は、襟ぐりのロールの感じから、「もう少し あと少し…」のジャケ写のセーターではないでしょうか︖

しかし、所⻑さんをはじめ、ドルチェさんも、Akiさんも、チョコさんも、すごいなぁって感じで…ふぅ
 年代が出たり、あっちとこっちの服が⼀緒〜、なんてなると、頭がフリーズしちゃってついてゆけません。

 なので、最後に「まとめ」をお願いしますね。(^-^)

横レス失礼します。
ドルチェさん 

 >ちゃんとおうちのお仕事できてます︖︖(笑) 
 ぎゃはは︕必要最低限の⾷事・洗濯・掃除はできていると思います。（苦笑）

 破壊星⼈が、⼩学校に⼊学したところなので、下校時間が今週は１１時と無茶苦茶早いので、
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学校へ⾏っている時間にDVDを⾒て、帰ってきてから主婦業をするという、ヘンな⽣活になってます。（苦笑）
なかなかゆっくりとDVDを⾒れませんが、ここで話題になっている映像を探しながら⾒ると、⾃分が気付かなかったとこ
ろもあったりして、興味深いです。(^-^)

Re:素朴な疑問ですが・・・・(笑)
6527 選択 チョコレート 2011-04-19 19:45:55 返信 報告

所⻑さん、皆さん、こんばんは︕

> となります。詳しくは[6336]をどうぞ。 
 あ︕︕︕⾒逃してました(汗)。失礼しました。

 素晴らしい表がこっちにもあったのですね･･･。
 GRAND Cafeで6thアルバムのPVを撮ったときに、たぶん、「promised you」も候補曲のひとつで撮影されたのでしょ

うね･･･。
 最後のライブで、いよいよ、この曲を⾒ることができる︖︖(笑)

ライブの予想、楽しみ︕︕(笑)

横レス失礼します。
 pineさん、新1年⽣は⼤変ですよね･･･(親が）笑。

 だって、幼稚園より早く帰ってきちゃうもの。
 少ない⾃由時間を有効に使ってくださいね︕(笑)

 そして、捜査もさらに鋭く、切り込んでください(笑)。ぎゃはは︕

Re:⽇本⻘年館ＰＶの⾐装考察
6528 選択 stray 2011-04-19 22:30:25 返信 報告

pineさん、こんばんは︕

破壊星⼈クンの帰宅時間１１時って、幼稚園より早っ︕（笑）

> この服は、襟ぐりのロールの感じから、「もう少し あと少し…」のジャケ写のセーター
ではないでしょうか︖
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よく似てますが、よく⾒ると違うようです。
ジャケのほうは縦に折り⽬があって、DVDのほうはごわごわ感があって

 肩のところはパッチワークになってるようです。
 残念でした・・・（笑）

⼀覧表 HTML ver.完成︕
6529 選択 stray 2011-04-19 22:44:31 返信 報告

チョコさん、こんばんは。

ちりちりパーマの謎解きに１票⼊れてくれて、ありがとうございます（笑）。
 チョコさんもだいぶ混乱されているようですが、無理ないことです。

 私も何が何だか分からなくなるので⼀覧表を作ったわけでして（笑）。

画像では⾒にくいので、HTML ver.にしました。

http://zard-lab.net/pv/seinenkan/
 http://zard-lab.net/pv/tvasahi/

 http://zard-lab.net/pv/grandcafe/

 
 > あとはこの表に、⽇本⻘年館のPV以外のPVがあるものについての情報を付け⾜したら、

⾯倒臭いので却下します（笑）。

> 「マイフレンド」の⾚のパーカー姿で歌うスタジオPVだって、絶対あるはずですよね︖

絶対にあります︕（笑） 私も⾒たいですぅ〜、泣かないけど（笑）。

> DVDを⾒ていて、個⼈的にはわりと初期の曲にじ〜んとしてしまうチョコでした(笑)。 
 > ワンコーラスだけの曲、3曲くらいのメドレーなんて、さりげに素敵過ぎるんですけど･･･この素晴らしさは何︕︖(笑)

同感です。「I want you」とか「好きなように踊りたいの」って、
CDで聴くことはほとんどないのですが、映像と合わせて聴くと、

 初期の曲の良さを再認識できるんですよね。泉⽔さんのひたむきさが伝わってくるのか︖
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> GRAND Cafeで6thアルバムのPVを撮ったときに、たぶん、「promised you」も候補曲のひとつで撮影されたのでし
ょうね･･･。

チョコさんはリアルタイムのＰＶではない、と⾒てるんですね。
 ５ｔｈと７ｔｈはリアルタイムで撮ってますから、６ｔｈを後撮りする理由はないような・・・

 後撮りだとしても「promised you」まで年代が下がることはないでしょう（笑）。

Re:Ｍステ４回⽬出演時の髪型の謎が解ける
6530 選択 Ａｋｉ 2011-04-19 22:52:50 返信 報告

> つまり、「In My Arms…」PV撮りは 10/16〜10/28ということになります。 
  16⽇頃でしょうか︖あまりギリギリだと編集が間に合わない可能性がありますから…

  時間がギリギリだから凝ったＰＶが出来なかったのかな︖（苦笑）
 （おそらく、写真などは当時は⼊っていないと想います。Ｂ社お得意の写真挿⼊でしょうね…）

 発売後に作られたＰＶだと思うので当時のままのＰＶを持っている⼈は殆ど居ないかも…

Re:⽇本⻘年館ＰＶの⾐装考察
6531 選択 Ａｋｉ 2011-04-19 23:03:12 返信 報告

> > この服は、襟ぐりのロールの感じから、「もう少し あと少し…」のジャケ写のセーターではないでしょうか︖ 
 > よく似てますが、よく⾒ると違うようです。 

  20周年写真集（第1巻）「揺れる想い」に写真が掲載されていますが、ＰＶ集のほうはジャケ写と同じ「北品川」のも
のですね…

 （勿論、場所が違っても同じ服装で歌うこともありえますが…）

Re:⽇本⻘年館ＰＶの⾐装考察
6533 選択 Ａｋｉ 2011-04-19 23:18:51 返信 報告

> 「眠れない夜を抱いて」のPVは画質の悪いのしか出回っていないので検証が難しいですが、 
 > ⼤きなロゴ⽂字はダブルコーテーション（”）まで合ってますよ︕ 
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 「眠れない夜を抱いて」のＰＶって何気に2箇所で撮影されていますね…
 1つはモノクロの「リハーサルスタジオ（︖）」

  もう１つはカラーでどこかの会場を借りています。

 「不思議ね…」の時は確かメンバーが正式に決まって居なかったと⾔われていました。
  「眠れない〜」のモノクロの時のバンドメンバーがＺＡＲＤのメンバーでなければ（「不思議ね…」と同じならば）

  もしかして91年に撮られた映像なのかもしれませんね…
 （「不思議ね…」1曲だけ（しかも全編は使わない）撮るのにわざわざスタジオを借りるのも何となく不⾃然かも…）

Re:⽇本⻘年館ＰＶの⾐装考察
6534 選択 ドルチェ 2011-04-20 00:33:51 返信 報告

みなさん、こんばんは〜。今⽇も遅くなったけど来ちゃいました(笑) 

チョコちゃ〜ん。
 > DVDを⾒ていて、個⼈的にはわりと初期の曲にじ〜んとしてしまうチョコでした(笑)。 

 ⼀緒⼀緒。特にいきいきと歌ってる泉⽔さん⾒るとじ〜んとしてしまうよね。
 もっと早く、泉⽔さんが元気なときに⾒たかったなぁ(;;)

> なーんか、昔あったクイズ番組を思い出しちゃった。「クイズ 超ウルトライントロ ドン︕」みたい(笑)。 
 ぎゃはは、超ドルちゃん世代ですよ〜(笑) 

 前話題にしたけど「揺れる想い」と「もう少し あと少し…」を超ウルトライントロ ドン︕で聴いたらそっくりだよん
(笑)

ストちゃん、
 「Ｍステ４回⽬出演時の髪型の謎が解ける」この推理、おもしろいんですけど〜︕というかスゴイ︕(笑)

 なるほどね、「In My Arms…」ではかなりちゅるちゅるパーマですね。
ストちゃんの⼤胆な仮説って、たまに⼤当たりするからあなどれないな〜。とりあえず、控え室説は却下で(笑)

pineさ〜ん、
 破壊星⼈くんは、新⼀年⽣なんですね。やんちゃで︖可愛いだろうな〜(^^)

 それにしても下校時間が11時って、かな〜り早いですね(笑)
 私も会社のお仕事に影響がでないように、DVD鑑賞してまーす(笑)
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> この服は、襟ぐりのロールの感じから、「もう少し あと少し…」のジャケ写のセーターではないでしょうか︖ 
私もpineさんと同じくジャケ写のセーターと思ってた︕きっと⼀緒だよね︕ ストちゃん、違うの︖︖

Ａｋｉさん、
 >「眠れない夜を抱いて」のＰＶって何気に2箇所で撮影されていますね… 

 そうですよ︕このことは随分前から知っていました。みなさん結構気付いてないのかな︖

>「眠れない〜」のモノクロの時のバンドメンバーがＺＡＲＤのメンバーでなければ（「不思議ね…」と同じならば） 
  もしかして91年に撮られた映像なのかもしれませんね…

 Tシャツが同じっぽいから撮影も同じときかなぁって思ったのですが、髪型とか雰囲気が全然違うんですよね〜。

⽇本⻘年館とかの⼀覧表もバージョンアップして、⼀段と⾒やすくなりましたね(^^) ストちゃん、すごいなぁ〜。眠
い。

Re:⽇本⻘年館ＰＶの⾐装考察
6535 選択 ドルチェ 2011-04-20 00:54:34 返信 報告

改めまして、ストちゃんこんばんは〜(笑) ストーカードルちゃんです(笑)

> ドルちゃんの得意技・・・話がすぐ逸れる、話をどんどん複雑化する（笑）。 
 ぎゃはは、所⻑さまにお褒めいただいて光栄です︕ 

 他にもね、気になったことはたくさんあったんだけど、忘れた(笑)

> ⼤きなロゴ⽂字はダブルコーテーション（”）まで合ってますよ︕ 
 > ただ、その上下に書いてある⽩⽂字が「眠れない夜を抱いて」に有るのか無いのか、 

 > PVがモノクロなので、Ｔシャツの⾊も含めて、この画質では判別付かないですねぇ。

それがね、ストちゃんがアップしてくれた「IN MY ARMS TONIGHT」PVの中に、
 明らかに「眠れない夜を抱いて」PVのTシャツで歌ってるシーンと同じ映像があるでしょ︖

そのTシャツ映像に、ちらりと⽩⽂字らしきものが⾒える映像があったのです(^^) 昨⽇、PV⾒て気付いた︕
 微妙だけど、きっと⼀緒だよね。では、寝マース。

Re:素朴な疑問ですが・・・・(笑)
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6536 選択 xs4ped 2011-04-20 02:35:33 返信 報告

strayさん、チョコレートさん、皆さん、こんばんは。

> この曲はWBM2008仙台公演のみの上映で、その時の映像がどんなだったか、 
 > 私は参加していないので分かりません。 

 > xs4pedさん︕ もしかしてGRAND CafeでのPV映像ですか︖ 
 私もWBM2008仙台公演には、参加してないので、わかんにぁ〜い。

 ZARD(坂井泉⽔さん)命︕のMIZUIさんなら、最前列のど真ん中で、泉⽔さんを「⾒つめていた
いね」してたので、覚えてるかも︖(笑)

 でも、泉⽔さんが美し過ぎて、泉⽔さんのお顔しか「⾒つめていたいね」してないかもね(他の物は⽬に⼊っていない)︖
(笑)

 ⼤賀さんとは、「⾒つめていたいね(⾒つめ合った)」した様ですが･･･(笑)

Re:⽇本⻘年館ＰＶの⾐装考察
6537 選択 stray 2011-04-20 12:21:24 返信 報告

ストーカードルちゃん（笑）、こんにちは。

> ストちゃんがアップしてくれた「IN MY ARMS TONIGHT」PVの中に、 
 > 明らかに「眠れない夜を抱いて」PVのTシャツで歌ってるシーンと同じ映像があるでしょ︖

おう︕ ホントだ、このシーンはキャプして「シングルPV⼀覧」に載せてるのに
 ⾃分でまったく気づかなかった（笑）。

 mpgファイルを直接キャプしたので⾒ると、明らかに同じですね。
 ドルちゃん、すご〜い︕

> ストちゃんの⼤胆な仮説って、たまに⼤当たりするからあなどれないな〜。

でしょでしょ︕（笑）、今回は（も）⾃信あるんだけどなぁ（笑）。

Re:素朴な疑問ですが・・・・(笑)
6538 選択 stray 2011-04-20 12:38:28 返信 報告

https://bbsee.info/newbbs/id/6501.html?edt=on&rid=6536
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=6536
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/9379c23ac12dc94053207373040bc791.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/6501.html?edt=on&rid=6537
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=6537
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/34e157766f31db3d2099831d348a7933.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/6501.html?edt=on&rid=6538
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=6538
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/741a0099c9ac04c7bfc822caf7c7459f.jpg


Ａｋｉさん、こんにちは。

ドルちゃんは説明を（かなり）端折って書いているので理解しづらいかも。
 Z研の「シングルロケ地⼀覧」が分かり易いかと思います。

 http://zard-lab.net/pv/single/

4th Sg「眠れない夜を抱いて」PVは、スタジオもの映像が２種類混じっていて、
 モノクロ映像（4A）と、ところどころカラーになる映像（4B）は別のスタジオです。

 http://www.youtube.com/watch?v=OD_t_wxDB9E
 で、4Bの鮮明なスチル写真が[6509]です。

5th Sg「IN MY ARMS TONIGHT」PVも、スタジオもの映像が２種類混じってて
 モノクロ映像（5B）のほうは4Aの別映像です。

 http://www.youtube.com/watch?v=9BFTmatDMg8

ここからが複雑なのですが（笑）、
 2nd Sg「不思議ね…」PVのスタジオもの映像（2B）で着ているTシャツが

 4AのTシャツと同じものかどうか検証したのが[6518]で、
 画質が悪くて確証は得られなかった。

ところが、4Aと5Bは同じ映像なので、「IN MY ARMS TONIGHT」のPVから
 2BのTシャツ＝4AのTシャツと特定することができた。

ただし、Tシャツは同じでも、泉⽔さんのお顔が全然違う（髪型・雰囲気が違うというドルちゃんに１票）ので
 2Bと4A（5B）の撮影時期・スタジオは別ものと思われる。

という複雑怪奇かつマニアックな話題なのです（笑）。

 
 xs4pedさん、こんにちは。

あれ︖ xs4pedさんは新潟公演でしたっけ︖（笑）
 MIZUIさ〜ん︕ 覚えてられませんか︖

 Z研をご覧になっていたら情報を是⾮お願いします︕

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/741a0099c9ac04c7bfc822caf7c7459f.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id6509.html
https://bbsee.info/newbbs/id6518.html


Re:素朴な疑問ですが・・・・(笑)
6545 選択 Ａｋｉ 2011-04-20 22:45:33 返信 報告

> ただし、Tシャツは同じでも、泉⽔さんのお顔が全然違う

 確かに当時の坂井さんは未だミリオンヒット前なので同じ服装でも不思議では無いのかな︖
  1年くらいしか変わらないなら同じものを着ていても不思議では無いし、「リハーサル」ならば同じ洋服を着るだろう

し…
  でも、今になればあのＴシャツはＺＡＲＤっぽくは無いという感じがするので現在ではＮＧになったのかな︖

 何となく「イヤリング」や「バンドメンバー」「サングラス」などの理由︖と思いきや、「バンドメンバー」と⾔って
も、演奏している映像（マイフレンドｅｔｃ）はあるし、「アクセサリーをつけていなかった」というモノに対しても、
あの映像以外にも写真でイヤリングをつけていたり、指輪をしている画像がある。「サングラス」にしてもサングラスを
かけている画像がＦａｎ Ｃｌｕｂカレンダーで掲載された。

 最近映像が流れないのは「やっぱり服装︖」

Re:素朴な疑問ですが・・・・(笑)
6553 選択 stray 2011-04-21 19:11:56 返信 報告

Ａｋｉさん、こんばんは。

派⼿なアクセサリーは合っているような気がします。
 「もう探さない」と「眠れない夜を抱いて」は、Le Port DVD に収録されていないので、

 「無かったこと」にしたいPVなのかも知れません（笑）。

ちなみに、「世界はきっと未来の中」 「promised you」 「さわやかな君の気持ち」
 の３曲もLe Portに収録されていませんが、

 「世界はきっと未来の中」と「promised you」は、胸が強調されすぎの感がありますね（笑）。

「さわやかな君の気持ち」は収録時間の都合かも（笑）。

Re:素朴な疑問ですが・・・・(笑)

https://bbsee.info/newbbs/id/6501.html?edt=on&rid=6545
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6576 選択 Ａｋｉ 2011-04-21 21:05:52 返信 報告

> 派⼿なアクセサリーは合っているような気がします。 
 > 「もう探さない」と「眠れない夜を抱いて」は、Le Port DVD に収録されていないので、 

 > 「無かったこと」にしたいPVなのかも知れません（笑）。

 「もう探さない」は殆ど「カラオケビデオ」っぽい感じなので坂井さんの前職がバレる危険度はありますね…（苦笑）
  カラオケ映像の⽅がＣＤデビュー後よりも坂井さん映りまくりですけど…（苦笑）

  （90年とかのカラオケビデオってバブル期だからか意外と凄く、ウィーンでのロケとかあったり…）

 当時はＰＶ⾃体に馴染みがなく殆どカラオケＶＩＤＥＯと⼤差ない感じですね…当時のＢ社は「モノクロ写真に⾊をつけ
る」というやり⽅で「他とは違う」と⾔う感じを出していましたね…

 「世界は〜」は殆ど「間に合わせ映像」でしたね…（苦笑）「ｐｒｏｍｉｅｄ ｙｏｕ」はしっかり創りすぎて出したく
なかったのかも（笑）（「永遠」もわざと短縮Ｖｅｒ収録）「さわやかな〜」も「間に合わせ」な感じですね…イタリアの
写真を使ってみたり…

 しっかり創りすぎても「勿体ない」と⾔う感じでしょうし、纏まってなさ過ぎれても「売り物にはならない」と⾔うの
もあるのかもしれませんね（苦笑）
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