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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

富⼠⼭麓のスタジオ発⾒︕
8273 選択 stray 2011-08-20 12:52:18 返信 報告

皆さんこんにちは︕

別スレでnoritamaさんがまたまた⼤発⾒です︕[8268]

⼤ネタなのでスレを新たにして検証したいと思います。

その前に、「富⼠⼭麓」が何のことか分からない⼈のために解説しておきます。

会報４６号に、ＰＶ撮影担当の映像プロダクションマネージャー
 伊藤孝宏さんのインタビュー記事が載っていて、その中でこんな話をされているのです。
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「雪が降り積もる富⼠⼭の麓にあるハウススタジオでの写真撮影の同撮（同時撮影）が初めてのＺＡＲＤでした。
坂井さんとお会いしたのも、その時が初めてで。」

Re:富⼠⼭麓のスタジオ発⾒︕
8274 選択 stray 2011-08-20 13:08:04 返信 報告

⽩と⻘のこの洋服の映像は、ドルちゃんが解説[8272]してくれているように、
 ＡＬ「OH MY LOVE」のPVが初出で、「Oh my love」と「あなたに帰りたい」に挿⼊されて

います。

「Oh my love」
 http://www.youtube.com/watch?v=j6aKLhRBCdg

「あなたに帰りたい」
 http://www.youtube.com/watch?v=odnJOlagcSg

同時撮影のアー写はＣＤブックレットにも使われています。

泉⽔さん亡き後、テレ朝の３回忌特番で新たに「バキュン映像」「ネムネム映像」が公開されており、
 WBMf2011DVDにも「あの微笑みを忘れないで」に挿⼊されています。[8127]

Oh my love のPVは「海」のイメージが強いのに、
 撮影地は⼭の中だったのですねぇ（笑）。

 

Re:富⼠⼭麓のスタジオ発⾒︕
8275 選択 stray 2011-08-20 13:12:06 返信 報告

noritamaさんが発⾒されたスタジオは、

静岡県裾野市にある「パイプライン⼗⾥⽊スタジオ」です。
 http://www.pipeline-inc.jp/studio/

YTに紹介映像もあります。
 http://www.youtube.com/watch?v=m9Z77thOSz4
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Re:富⼠⼭麓のスタジオ発⾒︕
8276 選択 stray 2011-08-20 13:24:03 返信 報告

これはWBMf2011DVD「あの微笑みを忘れないで」のキャプチャです。

背景がボケてますが、#8275左隅の「筋交い」だと分かります。
 

Re:富⼠⼭麓のスタジオ発⾒︕
8277 選択 stray 2011-08-20 13:30:37 返信 報告

この２枚は、スカパー特番「ＺＡＲＤ〜永遠に〜」（2007年放送）のキャプチャです。

まず上の画像。

⽊製の太い柱の隣に４枚ガラスの⼤きな窓があります。

その「取っ⼿」に注⽬して下さい。

Re:富⼠⼭麓のスタジオ発⾒︕
8278 選択 stray 2011-08-20 13:34:17 返信 報告

 
パイプライン⼗⾥⽊スタジオのYTの画像と⼀致します。
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Re:富⼠⼭麓のスタジオ発⾒︕
8279 選択 stray 2011-08-20 13:42:11 返信 報告

 
⽊製のハシゴもYTで確認できます。

Re:富⼠⼭麓のスタジオ発⾒︕
8280 選択 stray 2011-08-20 13:43:43 返信 報告

 
ハシゴは、noritamaさんが貼ってくれた 2000年の⽩⿊写真に

 位置もそのままで置いてあります。

Re:富⼠⼭麓のスタジオ発⾒︕
8281 選択 stray 2011-08-20 13:54:27 返信 報告

ドルちゃん、お待たせ︕（笑）

AL「OH MY LOVE」ブックレットの最後のページは、ここですね。

左側の窓、その右側の⽊枠の付いた窓が同じです。

⽩いソファーも位置と向きが少し違ってますが同じです。
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Re:富⼠⼭麓のスタジオ発⾒︕
8282 選択 stray 2011-08-20 14:10:15 返信 報告

100%ここで間違いないでしょう︕

伊藤さんの初仕事が何時だったか分かれば、撮影年⽉が分かります。

「雪が降り積もる・・・」なので、１⽉か２⽉だと思いますが。

 
 問題は、この映像もこのスタジオなのか、どうかです。

⽊⽬調のスタジオでよく似ていますが、確信できる画像が⾒つかりません・・・

Re:富⼠⼭麓のスタジオ発⾒︕
8283 選択 stray 2011-08-20 14:12:49 返信 報告

 
[8282]がここなら、WBMf2011ツアパン表紙もここってことになります。

Re:富⼠⼭麓のスタジオ発⾒︕
8284 選択 ドルチェ 2011-08-20 14:15:41 返信 報告

ストちゃん、noritamaさん、こんにちは〜〜︕︕

ヨガから帰ってきてお昼ご飯も⾷べずに、ストちゃん所⻑の検証を固唾をのんで⾒守っておりました(笑)
 いやはや、ホントにnoritamaサマは素晴らしいですね︕︕
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 超⼤物ロケ地を、次から次に･･･(笑) 本当にありがとうございます(*^^*)

AL「OH MY LOVE」ブックレットの最後のページも、youtubeの中にあるお部屋で間違いないですね︕
 ブックレットでは分からないけど、奥に段差があるんですね。へぇ〜へぇ〜

 ところで、#8281の写真はなんの写真だったっけ︖(笑) 写真集〜︖

Re:富⼠⼭麓のスタジオ発⾒︕
8285 選択 ドルチェ 2011-08-20 14:30:16 返信 報告

> ⽊⽬調のスタジオでよく似ていますが、確信できる画像が⾒つかりません・・・ 
 #8282の映像も、やっぱり同じ場所なんじゃないかな︖︖ 板のクロス部分をバンバンバンッ︕ってクギで3箇所打ち付

けてあるとこや縦と横の板の幅がほぼ⼀致していますよね〜。
 確かに周りがはっきりした映像がないので、100％確信はできませんけど。。

 この場所だと、♪信じた〜い 信じて〜るって感じ(^^)

Re:富⼠⼭麓のスタジオ発⾒︕
8286 選択 stray 2011-08-20 14:32:43 返信 報告

ドルちゃん、こんにちは〜〜︕︕

ヨガやってるんだ︕ それはヨガった（良かったの東北弁）（笑）。

お昼ご飯も⾷べずに固唾をのんで⾒守ってくれて（笑）、ありがとね︕
 ホントにnoritamaサマサマですね、アネちゃんは最近姿も⾒えないし（笑）。

> ところで、#8281の写真はなんの写真だったっけ︖(笑) 写真集〜︖

そうそう20周年写真集の「あの微笑み…」にあります。

 
 [8282]もおそらくここですね、まだ確信はないけど・・・

 

Re:富⼠⼭麓のスタジオ発⾒︕
8287 選択 noritama 2011-08-20 15:52:26 返信 報告
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strayさん ドルチェさん こんにちは!
わっわっ!検証進んでる(^^;) ありがとうございます!

[8282]の映像のシーンで､窓の所の縦筋は何かな?って思っていましたところ､strayさんに貼っ
ていただいた[8286]のYTのショット写真でわかりました｡ 写真をコントラスト/明るさ調整しま
したら､部屋の⾓(窓と壁境⽬⾓)と気がつきました(^^;)

[8281]の写真も､YTのショットが無かったら､スタジオ平⾯図⾒て"たぶん"としか判らなかった
ですね｡ この⾃転⾞の⾊が違う事を､以前pineさんが気にしておられたと思います｡

Re:富⼠⼭麓のスタジオ発⾒︕
8288 選択 stray 2011-08-21 14:58:10 返信 報告

「バキュン」を知らない⼈のために。
 （テレ朝３回忌特番）

 
 noritamaさん、こんにちは。

[8287]左上の、⾚い点線が部屋の⾓で、左側は壁、右側がガラス窓ですね。
 両⽅とも同じように映っているので、分かりづらいですが（笑）。

Re:富⼠⼭麓のスタジオ発⾒︕
8289 選択 stray 2011-08-21 15:03:29 返信 報告

スタジオ平⾯図と、各画像の位置関係です。

⾚︓[8281]

緑︓[8277]

⻘︓[8282]

バキュンは、泉⽔さんが⾚⽮印を逆⽅向から歩いて来てますので
 ピンクの丸付近でしょう。
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Re:富⼠⼭麓のスタジオ発⾒︕
8290 選択 stray 2011-08-21 15:05:17 返信 報告

 
ホリゾントは、天井格納式のようです。

 

Re:富⼠⼭麓のスタジオ発⾒︕
8291 選択 stray 2011-08-21 15:07:26 返信 報告

ドルちゃん︕

[8281]奥の段差は、ここです。

「ネムネム」シーンはきっと、画像奥のダイニングでしょう。

Re:富⼠⼭麓のスタジオ発⾒︕
8292 選択 stray 2011-08-21 15:16:31 返信 報告

場所は、富⼠サファリパークから３ｋｍくらいです。
 近くに「富⼠⼭こどもの国」もありますね。

 
 チョコさん︕

チビチョコちゃんをダシに、周囲うろうろだけでも、いかがでしょう（笑）。
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Re:富⼠⼭麓のスタジオ発⾒︕
8293 選択 ドルチェ 2011-08-21 15:56:20 返信 報告

ストちゃん、noritamaさん、みなさんこんにちは〜︕

本当にnoritamaサマサマで、次はどこのロケ地を⾒つけてくださるのかわくわくです(*^^*)
 元祖ロケ地捜索隊のアネちゃんにも、ゼットン君とともに頑張ってもらいたいなぁ(笑)

ヨガやって、⾝体と頭が少し柔らかくなってヨガったヨガった︕ やっぱり柔軟な考えを持つには柔軟な⾝体が必要よね
(^^)

> 「ネムネム」シーンはきっと、画像奥のダイニングでしょう。 
 なるほどなるほど〜。ホントに⼀気に解明できてすごいね︕

「バキュン」シーンは、チョコちゃんもチャットの画像にするくらい⼤好きなので嬉しいだろうなぁ〜(^^)
 泉⽔さんファンのチビチョコちゃんと周囲うろうろ偵察も、お願いしたいです︕(笑)

Re:富⼠⼭麓のスタジオ発⾒︕
8296 選択 noritama 2011-08-22 07:29:03 返信 報告

strayさん ドルチェさん おはようございます｡

追加検証ありがとうございました｡
 [8289]の⾚とピンクの位置関係は､貼りました位置ではないでしょうか? (LDKルーム⼊⼝のドアがス

タジオの平⾯図では省かれてしまっています｡ 実際は､そこに泉⽔さんが⽴っていたり､来たり⾏ったり
(^^))

>次はどこのロケ地を⾒つけてくださるのかわくわくです(*^^*) 
 ドキッ(笑)えっえ〜っと､､､今回(他も含め)は､偶然の芋づる式(不思議ね(笑))でしたので(汗)､､､､しば

らくは､また雑ネタと､気がついた事を貼るくらいでしょうか(汗) アネ研さ〜んゼットン君〜お願いし
ますよ〜m(_ _)m｡ 皆さんが活躍を待ってますよー｡

Re:富⼠⼭麓のスタジオ発⾒︕
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8299 選択 チョコレート 2011-08-22 14:18:48 返信 報告

noritamaさん、所⻑さん、ドルちゃん、皆さん、こんにちは〜︕(笑)
 ちょーっと⽬を離したらザクザク、スタジオが解明されていてびっくりですね〜。

 noritamaさん、すごすぎ︕︕︕

まだわかっていないスタジオって、あるのかしら︖︖(苦笑)
 というくらいの勢いで、素晴らしいですねぇ。

そうそう、ドルちゃんとチャットでよくお話させていただいてますけど、私はこの「バキュン」
がお気に⼊りで、アイコンに使わせていただいています(笑)。

 なので、このスタジオはどこなのか、本当に知りたかったです︕
 「OH MY LOVE」は海のイメージですけど、PVは⼭︕︕(笑)ぎゃははは︕びっくり〜。

 しかも、どうやら、普段、チョコが遊びに⾏ける範囲にあるらしいということもわかり、感激倍増キャンペーン中(笑)。
近いうちにうろうろ捜査(笑)、してみたいです。

 本当に神様、仏様、noritama様ですね〜。

ところで、オレンジ⾊のセーターを着て、満⾯の笑顔で楽しそうに話している泉⽔さんが映っている映像ってどこのスタ
ジオでしたっけ︖別のPVだったかしら･･･

 なんだか、頭がごちゃごちゃになっているチョコです(汗)。すみません(⼤汗)。

Re:富⼠⼭麓のスタジオ発⾒︕
8300 選択 noritama 2011-08-22 15:36:30 返信 報告

チョコレートさん こんにちは!
  

> ところで、オレンジ⾊のセーターを着て、満⾯の笑顔で楽しそうに話している泉⽔さんが映っている映像ってどこのス
タジオでしたっけ︖別のPVだったかしら･･･ 

 > なんだか、頭がごちゃごちゃになっているチョコです(汗)。すみません(⼤汗)。 
  

過去スレを⾒ましたら(閲覧をGoogle chromeにしましたら､閲覧がとても楽に速くできるようになりました(^^;)｡IEと
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併⽤してますがその差歴然｡他の検索でも､､(汗))､[7126]で､pineさんが報告されておりました｡ スタジオカタログ本に載
っていない､⼤ネタスタジオですので､pineさんのネット検索努⼒の賜物だと思います｡

 

Re:富⼠⼭麓のスタジオ発⾒︕
8301 選択 チョコレート 2011-08-22 16:24:03 返信 報告

noritamaさん、こんにちは︕(笑)
 さっそく、チョコのトンチンカンな疑問に答えていただき、ありがとうございました(笑)。

> 他の検索でも､､(汗))､[7126]で､pineさんが報告されておりました｡ スタジオカタログ本に載っていない､⼤ネタスタジ
オですので､pineさんのネット検索努⼒の賜物だと思います｡

そうでした︕そうでした︕つい最近の出来事でしたよね〜(苦笑)。
 今まで、スタジオものはかなり難解だったのですが、pineさんやnoritamaさんの神懸り的︖(笑)な発⾒で次々と解明され

て、チョコの頭の整理がまったく追いついていません(汗)。

それにしても、今まででてこない映像が出て、ずいぶんと表に出ない(出さない︖）ロケをしていたことに驚きますね。
 泉⽔さんにとって、ロケは息抜きで、とっても楽しいご褒美みたいなものだったのでしょうか︖(笑)

 良い表情がいっぱいですよね。
 もっと、⽣前にたくさん出して欲しかったなぁ･･･。

 そして、今からでも、残っているもの、ありったけ出して欲しいなぁ･･･(苦笑)。

Re:富⼠⼭麓のスタジオ発⾒︕
8303 選択 stray 2011-08-22 19:35:42 返信 報告

チョコさん、noritamaさん、こんばんは︕

noritamaさん
 ⾚⽮印の撮影点はnoritamaさんが仰るとおおりです。

 階段の横線を仕切りだと勘違いしてしまいました（笑）。

チョコさん
 お近くでしたか︕ 周囲うろつき隊（笑）、期待しております。
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「OH MY LOVE」関連の画像・映像は多いですから、
チョコさんがこんがらがるのも無理ないです、私もジャケ写の件はすっかり忘れてました（笑）。

 同じ椅⼦が練⾺のスタジオＱｏｎｅにあるものの、決定的な証拠が⾒つからず保留になっていたのですね。

もっと古いスタジオカタログを⼊⼿しないと解明は難しいかも・・・

「OH MY LOVE」は、画像・映像をスタジオ別に整理しますのでお待ち下さい。

H/K
 このジージャンは同じものっぽくありません︖

 ＰＶはＡスタで、ジャケ写とこれはホリゾントがあるＣスタで撮影か︖

ジャケ写と

Re:富⼠⼭麓のスタジオ発⾒︕
8306 選択 stray 2011-08-22 21:52:25 返信 報告

OH MY LOVE 繋がりでもう１つ、未解明の画像を。

画像上は「OH MY LOVE」PVの 1'08"〜1'11"のシーンで、
 http://www.youtube.com/watch?v=j6aKLhRBCdg

下は、WBMf2011「あの微笑みを…」の１シーンです。

ツアパンのロングカーディガンを脱いだ映像でしょうか︖

上は⻑袖、下はノースリーブで、別物に⾒えるのですが・・・

Re:富⼠⼭麓のスタジオ発⾒︕
8307 選択 stray 2011-08-22 21:58:15 返信 報告

どちらかというと、こっちと同じじゃないかと。

襟ぐりの襞々がソックリな気がするのですが・・・

もしこの２つが同じだとしたら、また別のスタジオってことになりますね（笑）。
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Re:富⼠⼭麓のスタジオ発⾒︕
8308 選択 ドルチェ 2011-08-22 22:45:46 返信 報告

ストちゃん、noritamaさん、チョコちゃん、みなさんこんばんは︕

チョコちゃん、
 チャットアイコンの説明ありがとうね(笑)

 ね〜、バキュンのロケ地まで⾒つかって本当に嬉しいよね︕
 noritamaサマに感謝︕ですね(^^) Z研には、⾊んな神様がいてスンバラシイです︕ 

 ところで、DVDのDisc2は、⾒れた〜︖(笑) ぎゃはは(笑)早く⼀緒に語り合いたいぞぉ︕

そうそう、オレンジ⾊のセーターの泉⽔さんのロケ地は、決定的証拠がなくって保留になってましたよね。
 noritamaさん、過去ログまで網羅していてスゴイ︕(笑) 

「OH MY LOVE」関連は、ホントに場所も写真も⾊々で気を抜くと頭ごちゃごちゃになります(笑) ストちゃん、まとめ
よろぴくね︕

  
> このジージャンは同じものっぽくありません︖ 

 私は、WBMfで続き映像で流れたので、⻘⽩シャツとかと同じ富⼠⼭麓での撮影かなぁと思ってました。
 前髪のちょこっと短い感じもこっちと雰囲気が似てるかも。。

それと、#8306の上の映像は、分かりにくいけど⻘⽩シャツですよ︕(笑) ⻘いシワシワ襟の部分がかすかに映ってま
す。
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下の映像は、ホントだノースリーブぽいですね︕ ツアパンのロングカーディを脱いだ映像でしょうね。
ノースリーブワンピかぁ〜、かわいい(*^^*) その映像もあったら放出希望(笑)

Re:富⼠⼭麓のスタジオ発⾒︕
8310 選択 stray 2011-08-22 23:22:14 返信 報告

ドルちゃん、こんばんは︕

> 「OH MY LOVE」関連は、ホントに場所も写真も⾊々で気を抜くと頭ごちゃごちゃになりま
す(笑) ストちゃん、まとめよろぴくね︕

ホントだよねぇ、ちょっと気を抜くと（笑）わけわからなくなる。
 「OH MY LOVE」のために、どんだけロケしたんだ︕（笑）

> 私は、WBMfで続き映像で流れたので、⻘⽩シャツとかと同じ富⼠⼭麓での撮影かなぁと思ってました。 
 > 前髪のちょこっと短い感じもこっちと雰囲気が似てるかも。。

なるほど〜、そう⾔われればそんな気もする（笑）。
  

> それと、#8306の上の映像は、分かりにくいけど⻘⽩シャツですよ︕(笑) ⻘いシワシワ襟の部分がかすかに映ってま
す。

そっか〜、⾚⽮印の部分が紺⾊の襟なんだ︕
 なるほど、了解です、サンキュー︕

決定的証拠なるかっ︕︖
8311 選択 ドルチェ 2011-08-22 23:22:57 返信 報告

オレンジ⾊のセーターの泉⽔さんのロケ地は、スタジオQoneとの決定的証拠がまだないので保留中だけど、
 WBM2007の「Oh my love」の中のオレンジ⾊のセーターの泉⽔さんの後ろに(キャプできないHelp)、

 スタジオQoneのHPにある電源盤(添付画像)みたいなのが映ってます︕ 決定的証拠になる〜〜︖︖
 スタジオ機材は、全く分からないのでこの⼿の電源盤が⼀般的なものだとすると、
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じぇんじぇん決定的証拠にはならないのですが・・(笑)
でもたぶん、このジャケ写もスタジオQoneですよ、きっと(^^)

あと、WBM2007の「Oh my love」の中でも流れるけど、
 AL「forever you」ブックレットの「I'm in love」ページの写真も、同じくスタジオQoneでしたよ

ね。
 スタジオQoneモノの映像・画像は、ほとんど「Oh my love」関連なのに、これだけ何故に「forever

you」︖︖(笑)
 まぁ、特に深い意味はないのでしょうけど。。深い︕(笑)

Re:決定的証拠なるかっ︕︖
8312 選択 stray 2011-08-22 23:36:48 返信 報告

ドルちゃん、でかした︕（笑）

WBM2007に、こんな映像が有ったとは︕
 ⾒たことあるシーンは流す、悪いクセが付いてるからねぇ（笑）。

スタジオの電源盤は⾒たことないので（笑）よく分かりませんが、
 同じものでしょう。Ｑｏｎｅで決まりだね︕

> AL「forever you」ブックレットの「I'm in love」ページの写真も、同じくスタジオQoneでしたよね。

ん〜、思い出せない・・・（笑）
 おネムなのでまだ明⽇ね︕（笑）
 

Re:決定的証拠なるかっ︕︖
8314 選択 チョコレート 2011-08-23 00:50:58 返信 報告

所⻑さん、ドルちゃん、皆さん、こんばんは︕（笑）
 同じ時間帯に来れたら良かったけど･･･ちょっと遅すぎたかな︖(苦笑)ざーんね〜ん︕

さすが、ドルちゃん︕電源盤とか襟のシワシワとか･･･良くそんなとこまで⾒てますねぇ〜(笑)。
 これって、職業病︖(苦笑)Z研症候群︖︖ぎゃははは︕(笑)
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でも、これでオレンジセーター（トレーナー︖）のPVはＱｏｎｅってことですね。
もう、いろんなところでチョコチョコとPV撮ってましたねぇ。

 頭の中でこんがらがっちゃってます(苦笑)。
 所⻑さんの”まとめ”がいつも頼りですので(笑)、よろしくお願いします︕

ドルちゃん︕DVD2枚⽬まで⾒れました︕︕今度はゆっくり語りましょう〜(笑)。
 

Re:決定的証拠なるかっ︕︖
8315 選択 pine 2011-08-23 14:47:27 返信 報告

所⻑さん noritamaさん ドルチェさん チョコさん みなさん こんにちは︕

きゃー︕︕旅⾏に⾏っている間に、またまたまたまた（４回で合ってる︖）noritamaさん 発⾒されたんですね︕︕
 それも、「OH MY LOVE」の⻘⽩シャツのスタジオが、まさかまさかっ︕富⼠⼭麓だったとはビックリです︕(@o@)
 富⼠⼭麓のロケは、雪が降り積もる･･･だったので、薄着のお洋服のロケがここで⾏われたとは、これっぽっちも思ってい

ませんでしたから…。
 でも、夏にセーターのロケもありますから、服装だけで考えちゃダメってことですね〜。（苦笑）

 noritamaさんのおかげで、Qoneとは別スタジオか︖の謎が解けて、すっきりです。ありがとうございます︕︕(^-^)

ホントに「OH MY LOVE」は多すぎて頭の中がごちゃごちゃで、訳がわからなくなりつつありますが、オレンジセーター
もQoneだったんですね︕

 ドルチェさんもnoritamaさんも、細かいところまで⾒られてすごいです︕
 どんどん解明されていって楽しい〜(^^)

Re:決定的証拠なるかっ︕︖
8317 選択 noritama 2011-08-23 19:54:19 返信 報告

こんばんは｡
  

pineさん､旅⾏楽しかったですか(^^) 充電されました?それとも放電して抜け殻?(^^;  過去スレのQoneの疑問が解けて
よかったです｡

 "きっかけ"って､とても重要かと思います｡ 過去スレ､各⼈のレスや話題(⻘⽩シャツ､富⼠⼭麓､映像､写真)など､､今回⾒つ
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ける事が出来た､ピン!とくる"きっかけ"の原動⼒のように思いました｡
 
>過去ログまで網羅･･ 

 いえいえ､少し前に観直したばかりだったので(^^)
 それよりも､ドルチェさんの､「Oh my love」オレンジ⾊セーター>WBM2007>背景の電源盤

に⾄る速さ･記憶⼒の引き出しはすごいです(^^)
  

>近いうちにうろうろ捜査(笑)、してみたいです｡ 
 チョコレートさん､是⾮その時はレポよろしくお願いします｡ 別荘地?のようなので､無難な範囲で(^^;)｡ "本当に本当にラ

イオンだー♪"の⽅に迷い込まないように(笑)

[8281]の場所をLDK側から撮った写真が新たにありましたので貼っておきます｡
   

 [8274]の映像を⾒ると｡｡｡窓の外の雪をみて､､撮影終わったら､雪かき!ではなく(笑)少し雪遊び♪したかったのかな(笑) そ
ういう映像あったりして(･_･;）

 

『OH MY LOVE』PV撮影地⼀覧
8320 選択 stray 2011-08-23 22:02:37 返信 報告

ドルちゃん、チョコさん、pineさん、noritamaさん、こんばんは。

♪ 窓の外は雪に変わった〜

という歌詞がありますが、[8274]の窓の外は雪だったわけですね（笑）。
 それを⾒られたくないので海の映像に被せた・・・うまいなぁ（笑）。

お待たせしました。『OH MY LOVE』PV撮影地をまとめました。

３つのスタジオで、７種類の⾐装が使われています（笑）。
 それにテレ朝スタジオでのPVが加わりますので、覚えていられません（笑）。

 忘備録としてお使い下さい。

http://zard-lab.net/pv/album/al5/
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※全部網羅したつもりですが、抜けているものがあったらお知らせ願います。

Re:『OH MY LOVE』PV撮影地⼀覧
8322 選択 stray 2011-08-23 22:43:55 返信 報告

ドルちゃんへ︕

> AL「forever you」ブックレットの「I'm in love」ページの写真も、同じくスタジオQoneでした
よね。 

 > スタジオQoneモノの映像・画像は、ほとんど「Oh my love」関連なのに、これだけ何故に「fore
ver you」︖︖(笑) 

 > まぁ、特に深い意味はないのでしょうけど。。深い︕(笑)

これもPV撮影地⼀覧に⼊れておいたから︕（笑）

この⾐装だけ、画像も映像も極端に少ないですね・・・
 もっとあるけど出し惜しみしてるだけ︖（笑）

これだけ「forever you」に廻された理由は、わかんにゃい（笑）。

Re:『OH MY LOVE』PV撮影地⼀覧
8345 選択 pine 2011-08-26 10:14:45 返信 報告

所⻑さん noritamaさん みなさん こんにちは︕

所⻑さん 「OH MY LOVE」の撮影地⼀覧、わかりやすいですね︕ありがとうございま
す。

 ごちゃごちゃだった頭の中がすっきりしました。(^^)

ところで、「⼗⾥⽊スタジオ」のHPを⾒ていて、「あれ︕︖コレ、⾒たことある︖」
 添付の写真は、ここで撮られたのではないでしょうか︖

 壁の棚︖に⽯が置いてある（同じものではなさそうですが）、前髪の⻑さも「⼗⾥⽊スタジオ」ものと同じくらいの⻑さ
だし…。

 推測に過ぎませんが…(^^;)
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noritamaさん 
旅⾏は滝ではなく、豪⾬に打たれてきました。（--;）

 でも、楽しくリフレッシュしてきましたよ︕

Re:『OH MY LOVE』PV撮影地⼀覧
8346 選択 stray 2011-08-26 12:31:25 返信 報告

pine様（笑）、こんにちは︕

おう︕ これもこのスタジオ（２Ｆ）でしたか︕
 このアー写（Request Best 特典・卓上カレンダー）、⼤好きなんですよねぇ。

 少し⾼い位置で髪を結ってて、超キュート♡です（笑）。

服装・髪型が似ている「揺れる想い」時のアー写だと思ってましたが、
 これも真冬の富⼠⼭麓でしたか︕ B社の映像スタッフ恐るべしですね（笑）。

> 推測に過ぎませんが…(^^;)

いえいえ、これは100％間違いなので、早速「OH MY LOVE」のページを更新しておきました︕（笑）
 

Re:『OH MY LOVE』PV撮影地⼀覧
8348 選択 pine 2011-08-26 14:26:14 返信 報告

所⻑さん 再びこんにちは︕

>このアー写（Request Best 特典・卓上カレンダー）、⼤好きなんですよねぇ。 
 >少し⾼い位置で髪を結ってて、超キュート♡です（笑）。 

 同感ですっ︕(*^-^*) 
 ポニーテールにしていると、躍動感がありますね。

 私も⼤好きなので、画像をPCに保存していたものの、出展がわからなかったんですが、リクベスの特典だったんですね
〜。（^^;）

 カレンダーは持っているのに保管したままなので、すっかり忘れてしまっていました。（⼤汗）
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>これも真冬の富⼠⼭麓でしたか︕ B社の映像スタッフ恐るべしですね（笑）。 
服装を⾒たら、まさか真冬だとは思いませんね。

> 推測に過ぎませんが…(^^;) 
>いえいえ、これは100％間違いなので、 

 ぎゃはは︕⼀瞬、⽬が点になりました。（笑）
 「100％間違いな"い"ので」ですよね。（笑）

Re:『OH MY LOVE』PV撮影地⼀覧
8349 選択 noritama 2011-08-26 15:41:59 返信 報告

pineさん こんにちは!
 >旅⾏は滝ではなく、豪⾬に打たれてきました。（--;）でも、楽しくリフレッシュしてきましたよ︕ 

 早速効果が(^^)

Re:『OH MY LOVE』PV撮影地⼀覧
8350 選択 チョコレート 2011-08-26 18:09:02 返信 報告

所⻑さん、pineさん、noritamaさん、皆さん、こんばんは︕

おおっ︕︕#8345も富⼠⼭麓でしたか〜︕pineさん、冴えてるぅ(笑)。
 このアー写、素敵ですよね。美しくて、とても好きです(笑)。

> ぎゃはは︕⼀瞬、⽬が点になりました。（笑） 
 > 「100％間違いな"い"ので」ですよね。（笑） 
 ぎゃははは︕︕(笑)おかしくて、思わず、レスしちゃった(笑)。

 所⻑さんも慌ててたのかなぁ〜︖間違いありませんよね。

noritamaさん、
 >>旅⾏は滝ではなく、豪⾬に打たれてきました。（--;） 

>早速効果が(^^) 
 ぎゃははは︕おかしー︕(笑)
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noritamaさんとpineさんで、新しいコンビができそうですよね(苦笑)。
あ、確か、pineさんはピン芸⼈を⽬指しているんでしたね︖失礼しました(汗)。ぎゃははは。

私も早くこの富⼠⼭麓のスタジオをうろつきたいのですが･･･数⽇前からの⾬と、この週末は出かける予定で⾏くことがで
きず、モンモンとしています(苦笑)。

 素敵な映像、画像、いっぱい撮っていたんですね〜。⾏ってみたい︕
 所⻑さん、すっばらしい”まとめ”ありがとうございます︕これならよくわかります︕︕(笑)

 でも、まだまだほかにもあったりして･･･。

Re:『OH MY LOVE』PV撮影地⼀覧
8356 選択 stray 2011-08-26 21:51:24 返信 報告

pineさん、noritamaさん、チョコさん、こんばんは︕

あらまっ、たった１⽂字抜けただけで意味が真逆になっちゃいましたね︕（笑）

> でも、まだまだほかにもあったりして･･･。

もう無いでしょう（笑）。
 あっ、でも、pineさんが豪⾬に遭う度に増えるかも（笑）。

  
> 私も早くこの富⼠⼭麓のスタジオをうろつきたいのですが･･･数⽇前からの⾬と、この週末は出かける予定で⾏くことが
できず、モンモンとしています(苦笑)。

最近カラっと晴れる⽇がないですね・・・お気持ちは分かりますが（笑）、
 焦らず、少し涼しくなってから（富⼠⼭麓だから⼗分涼しい︖）お出かけ下さい。

> 所⻑さん、すっばらしい”まとめ”ありがとうございます︕これならよくわかります︕︕(笑)

チョコさん、pineさん、ありがとうございます。
やはり「ロケ地⼀覧 アルバム編」が必要ですね（笑）。

 noritamaさんの活躍でＡＬ編も充実してきましたので、これから着⼿します。
 しばらくお待ち下さいませ。
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Re:『OH MY LOVE』PV撮影地⼀覧
8363 選択 ドルちゃん 2011-08-28 15:49:07 返信 報告

ストちゃん、pineさん、noritamaさん、チョコちゃん、みなさんこんにちは︕

> お待たせしました。『OH MY LOVE』PV撮影地をまとめました。 
 > 

> ３つのスタジオで、７種類の⾐装が使われています（笑）。 
 ストちゃん、ありがとうございます︕ すんごく分かりやすいよ〜(^^)

 それにしても、3つのスタジオで7種類の⾐装って・・(笑) しかもワンカットだけの使⽤とか、なんともモッタイナイこ
とを(笑)

チョコちゃん、pineさん、noritamaさん、電源盤の件ではお褒めいただいて光栄です(*^^*)
 職業病というか・・本職よりこっちの⽅が冴え冴えですから〜(笑)

そしてpineさん、
 豪⾬に濡れて〜♪の旅⾏、お疲れサマでした︕ぎゃはは︕(笑)

 なんと、またまたpineさんの新たな発⾒があったんですね〜︕ 主婦業より︖冴え冴えですね(^^)ぎゃはは。
#8345の写真も、⼗⾥⽊スタジオのものなんですね︕ ほんと⼀緒⼀緒︕ さすがpineサマ〜(^^)

 この写真は、何故かずっとお顔の雰囲気から最近のモノと思い込んでいたのですが、前髪の⻑さもホントに同じくらいで
すね︕

 >> いえいえ、これは100％間違いなので、 
> ぎゃはは︕⼀瞬、⽬が点になりました。（笑）「100％間違いな"い"ので」ですよね。（笑） 

 ぎゃははは︕︕︕おかシー︕︕(≧∀≦)ノ⼺☆バンバン︕ 

> あっ、でも、pineさんが豪⾬に遭う度に増えるかも（笑）。 
 そうですね︕ pineさんが豪⾬に遭う度に、と私がホーミー先⽣にHOLDされる度に、ですね︕
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