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OH MY LOVE PVのスタジオ発⾒︕︖
7126 選択 pine 2011-05-26 10:27:13 返信 報告

所⻑さん みなさん こんにちは︕
 いよいよ明⽇ですね︕空模様が⼼配ですね。(><)

 天気予報では２９⽇も⾬。台⾵の進路も気になります。そして私の場合は、前科があるので(汗)、何事も
なく会場に到着すること、こっちの⽅が気になりますね。(^^;)

こんな気忙しい時に何なんですが、「OH MY LOVE」PVのスタジオ⾒つけちゃったかも︖︕(*^-^*)

スタジオQone - Aスタジオ ttp://www1.ocn.ne.jp/~st.qone/

「A STUDIO」という⽂字・扉裏が同じですね。⽩のブロック壁も。
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お時間のある時に、検証お願いしま〜す︕m(^-^)m

Re:OH MY LOVE PVのスタジオ発⾒︕︖
7129 選択 stray 2011-05-26 12:27:40 返信 報告

pineさん、こんにちは︕

すごい︕ すごい︕︕よく⾒つけましたね︕
 ⽩レンガ⾵の壁がピッタリ⼀致するし、細部も同じですね。

 ここですよ、ここで間違いなしです︕

場所は練⾺ですか・・・ノーマークでした（笑）。
 ご隠居部⻑︕ ひとっ⾛りして写真撮ってきてちょ〜︕（笑）

素晴らしい発⾒です、所⻑賞あげちゃいます︕（笑）
 どうやったらここを⾒つけられるのか、極意を教えてちょ︕（笑）

Re:OH MY LOVE PVのスタジオ発⾒︕︖
7130 選択 チョコレート 2011-05-26 12:35:05 返信 報告

pineさん、皆さん、こんにちは︕
 学校⾏事で、ここ数⽇留守がちなチョコですが、なんと、帰ってきたら、ロケ地⾒つかったの︖︖︖︕

 素敵︕「OH MY LOVE」PVのスタジオ︖︖︖
 さすが、神様、仏様、pineさま︕︕(笑)

 ここは絶対に⾒つけたいと思ってましたよね〜。
 PVの泉⽔さんが楽しそうで、かわいくて、もう⼤好き︕(笑）

 ここなのかな︖ここっぽいですよね︖
 そうだと良いなぁ〜︕すごい︕こんどこそ、pineさん、所⻑賞ですよ(笑)。

このところ、たて続けに判明して･･･。
 pine捜査官の鋭い捜査の賜物なんですけど･･･

 私には、泉⽔さんが教えてくれてるんじゃないかと⾔う気がしてなりません(笑)。
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pineさん、⼤阪のラストライブ、ぜひ、楽しんできてくださいね︕
今回はスムーズにたどり着けることを祈っています︕

追伸、私が書いている間に所⻑さんの検証がすんでました(汗)
 pineさん、所⻑賞おめでとうございます︕︕やりましたね〜〜〜︕私まで、うれしい︕

Re:OH MY LOVE PVのスタジオ発⾒︕︖
7132 選択 ドルチェ 2011-05-26 12:54:57 返信 報告

pineさん、みなさん こんにちは︕︕ pineさんの神的ロケ地発⾒スレを⾒てお昼にレスしてまず︕

pineさん︕︕ すごい︕︕「OH MY LOVE」のスタジオここで間違いないですよ〜〜︕︕︕
 私、ここど〜しても知りたかったんですよ︕︕ いやぁん嬉しい〜〜〜︕︕

 pineさんなら絶対⾒つけてくださると思っていました︕(笑) 本当にどうやって⾒つけたの〜〜︕︖教えてにゃん♥

わぁ、お客さん来ちゃった。おうち帰ってからまたゆっくりきます︕

Re:OH MY LOVE PVのスタジオ発⾒︕︖
7134 選択 pine 2011-05-26 14:16:15 返信 報告

所⻑さん チョコさん ドルチェさん こんにちは︕

>素晴らしい発⾒です、所⻑賞あげちゃいます︕（笑） 
 やったー♪⌒ヽ(*ﾟωﾟ)ﾉ  とうとう所⻑賞Get!! ありがとうございます︕（涙）

 チョコさんも喜んでくれてありがとう︕ドルチェさんも昼休みにこっそりありがとう︕

PV、⾃転⾞乗ったり楽しそうですよね。ホント、⾒つかって良かった。(^-^)

>どうやったらここを⾒つけられるのか、極意を教えてちょ︕（笑） 
 >本当にどうやって⾒つけたの〜〜︕︖教えてにゃん♥ 

う〜む。企業秘密なんだけど（笑）
 所⻑さんと副所⻑さんに聞かれたら、⾔わざるを得ないですね。（そんな⼤そうなものじゃない（笑））

 先程、チョコさんともチャットでお話したんですが、以前にも探していたことがあって、その時もこのスタジオは⾒てた
んですよ。でも、気付かなかった。
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昨⽇の別スレ（#7092)で、「OH MY LOVE」のPVを⾒直して、もう⼀度探してみようかなぁと「東京・レンタルスタジ
オ・⽩ブロック壁」で検索して出てきたリンク集を上から順番に…。地道な作業ですね。(^^;)

 運良く２つ⽬で⼤当たり! なので、極意なんて何にもありませ〜ん。（苦笑）
 私に残った教訓は「PVはよ〜く⾒ましょう」ということでした。（笑）

でも、発⾒に繋がったのは、AkiさんがOH MY LOVEの映像関係とご教授くださり、その元画を⾒つけられたMISORAさ
んがいらっしゃってのものですから、私⼀⼈では⾒つけたとは⾔えません。

 ジョギングシーンもそうでしたが、タスキをつないで駅伝⽅式での発⾒で〜す。(^-^)

Re:OH MY LOVE PVのスタジオ発⾒︕︖
7139 選択 アネ研 2011-05-26 21:51:33 返信 報告

こんばんは、pineさん、所⻑、チョコさん、ドルちゃん
 素晴らしいですね。pineさん、それもこんなにイベント直前の差し迫った⽇に、さすがです。

(笑)
 パソコン探偵の地道な作業お疲れ様でした。

 時間ができたら確認捜査したいと思います。

でも、⾸都東京付近は泉⽔さんの聖地巡礼フリークがたくさんいるから、難しそうですね。
 せめて、知る⼈ぞ知る泉⽔さんの聖地巡礼テキストがZ研であり続くよう応援しています。

しかし、ここが、OH MY LOVE PVのスタジオってことは
 この画像もここなんでしょうか︖

 どうか、次は、pineさん、
 この写真を撮るときの笑い上⼾みたいな泉⽔さん、

 とってもかわいいのですが、どんして笑いのツボにはいったのかも
是⾮捜査願いできませんか︖

 宜しくお願いします。
 

Re:OH MY LOVE PVのスタジオ発⾒︕︖
7144 選択 goro 2011-05-27 00:03:54 返信 報告
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pineさん みなさん こんばんわ

pineさん、よく⾒つけましたね。スタジオ系は基本的に屋内だし、⽬印が殆どないから探すの難しいですよね。
 そんな中⾒つけられるから凄いです︕

 もちろん、⼿間や時間もかかった賜物ですね︕
 ありがとうです。

⽇付はかわり、武道館ライブの⽇になりました。
 泉⽔さんの歌声が⼀番ですが、ロケ地映像も⾊んな意味で楽しみです。

Re:OH MY LOVE PVのスタジオ発⾒︕︖
7145 選択 ドルチェ 2011-05-27 01:01:06 返信 報告

pineさん、みなさんこんばんは︕

> う〜む。企業秘密なんだけど（笑） 
 > 所⻑さんと副所⻑さんに聞かれたら、⾔わざるを得ないですね。（そんな⼤そうなものじゃない（笑）） 

 ぎゃはは(笑) 所⻑＆副所⻑の発⾔は絶対的です︕な〜んちゃって(^^) 教えてくれてありがとうございまーす♪

「東京・レンタルスタジオ・⽩ブロック壁」で検索ね・・メモメモ。確かに⽩いブロック壁が特徴的ですよね︕
 とにかく⼩さなヒントも⾒逃しちゃや〜よ、ってことですね(^^)

わぁ〜とうとう武道館ラストライブの⽇になっちゃいましたよ︕
 私は、残念ながらお留守番組ですが、こっちでもみんなで盛り上がりましょう︕

pineさんは、29⽇の⼤阪ライブを思いっきり楽しんでくださいね︕ pineさんならでは視点のレポも期待してますよ〜
(笑)

Re:OH MY LOVE PVのスタジオ発⾒︕︖
7172 選択 pine 2011-05-27 11:24:18 返信 報告

アネ研さん goroさん ドルチェさん こんにちは︕
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アネ研さん
PCでしかロケ地へ⾏けない私としては、現地捜査できることが羨ましいです。

 お時間ができましたら、是⾮、現地捜査をお願いしますね︕

>しかし、ここが、OH MY LOVE PVのスタジオってことは 
 >この画像もここなんでしょうか︖ 

 後ろに写っている椅⼦が同じなので、同じスタジオでしょうね。
 >この写真を撮るときの笑い上⼾みたいな泉⽔さん、 

 >とってもかわいいのですが、どんして笑いのツボにはいったのかも 
 >是⾮捜査願いできませんか︖ 

 私も知りたいです︕︕（笑）
 ⼝⾓を持ち上げて、「もう１枚撮って」と仰っているように思うんですが、どうでしょう︖

 顔がこわばっていたので、撮りなおしを要求しているような…（笑）

goroさん
 >⽇付はかわり、武道館ライブの⽇になりました。 

 >泉⽔さんの歌声が⼀番ですが、ロケ地映像も⾊んな意味で楽しみです。 
 いよいよですね。どんな曲が聴けるのか、どんな映像が⾒れるのか、本当に楽しみですね。

 新たなロケ地も出てくるかもしれませんね。

ドルチェさん
 ドルチェさんはお留守番組なんですね。⼀緒に盛り上がりましょうね︕

 >29⽇の⼤阪ライブを思いっきり楽しんでくださいね︕ pineさんならでは視点のレポも期待してますよ〜(笑) 
 はいっ︕ありがとうございます。頑張ってきますね︕

Re:OH MY LOVE PVのスタジオ発⾒︕︖
7248 選択 MISORA 2011-05-28 10:17:18 返信 報告

pineさん、みなさん、こんにちは

⼤阪⼊り前に出張と…
 只今帰宅｡｡｡少しクタクタ状態のMISORAです。
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しかし、みなさんの武道館での情報を⾒て
明⽇に向け準備を(#^.^#)♪

pineさんスタジオ発⾒お疲れさまでした
 凄いですね〜

 Akiさんのアドバイスのお陰ですね
 strayさんロケ地のまとめよろしくお願いしま〜す

What a beautiful memory 2008のGoodsパンフに
 ポスター⼀覧があったので

 ポスターは未購⼊なのでこちらの写真は未確認でした…

26番は同じ⾐装の別ショット「OH MY LOVE」映像撮影時ということなので
 こちらの映像もあるのかな︖

 それともお蔵⼊りなのでしょうか…

もうひとつ気になったのが25番「OH MY LOVE」でしか⾒たことなかったので
 「君がいない」PV撮影時の1カットというのが気になります

 

Re:OH MY LOVE PVのスタジオ発⾒︕︖
7255 選択 ドルチェ 2011-05-28 15:08:34 返信 報告

pineさん、みなさんこんにちは︕

pineさん、
 アネ研さん質問の#7139の写真に写っている椅⼦、ほんとに⼀緒ですね︕ 

 かすかに写っている椅⼦にまで⽬がいくとは、さすがpineサマです(^^) 
 ⼀つひとつ⾊んな事が繋がっていって楽しいですね︕

このピンクのセーターのときの泉⽔さんは、表情がコロコロ変わって本当に可愛いですよね〜(*^^*) 
 ⼝⾓を持ち上げて、smile!!って感じなのかな︖

MISORAさん、
 ⼤阪ライブ⽬前にして、お仕事でバタバタされていたようですね〜(><) でも明⽇になれば、ニコニコですね︕
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> もうひとつ気になったのが25番「OH MY LOVE」でしか⾒たことなかったので 
> 「君がいない」PV撮影時の1カットというのが気になります 

 あ、ホントだ〜︕︕ 
 私も、ピンクのセーター＝「OH MY LOVE」なんですけど、「君がいない」PV撮影時となっていますね。気になる〜︕

(笑)
 所⻑さんの武道館セットリストによると、「君がいない」は既存映像のようなので、

 この謎は迷宮⼊りになっちゃうのかな。

明⽇の⼤阪ラストライブ、思いっきり楽しんできてくださいね︕ レポも楽しみにしています(^^)

あと、ちょっと話は逸れますが・・
 「君に逢いたくなったら･･･」微笑みver.PVのロケ地を、ど〜しても知りたいんですよ〜(笑)

 pineさんとMISORAさんなら、きっとそのうち⾒つけてくださるかな〜と淡い期待を抱いております(^^)
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