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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

今⽇はゆっくり話そう
8316 選択 Ａｋｉ 2011-08-23 17:56:09 返信 報告

 会報誌の1号〜50号までを纏めたものを観ていたのですが、74ページの「今⽇はゆっくり話そう」の服装（セーター）はアルバ
ム「⽌まっていた〜」と⼀緒ですね。

 あれは「⽌まっていた〜」当時に撮影されたものなのでしょうか︖それとも新たに同じ服装で撮影されたのでしょうか︖

 ＰＶでもセーターを着て歌っているシーンがあったので「⽌まっていた〜」の頃からサビは既に出来ていたのか︖
  しかしインタビューを⾒ていると「画コンテを⾒て〜」と答えているので、偶然同じ服装︖（2年連続同じタイアップなので最初

から2年契約︖）
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 会報の質問では「屋内での撮影、屋外での撮影と、⻑時間に及ぶ作業だったと思いますが…」という質問が微妙です。
 これだと「1⽇で屋内・屋外を撮影した」という解釈になり、同じ服装を翌年も選んだということになります。

Re:今⽇はゆっくり話そう
8319 選択 stray 2011-08-23 21:55:07 返信 報告

「今⽇はゆっくり話そう」のセーターと、アルバム「⽌まっていた〜」のセーターは同じ
です。

「今⽇は…」のほうは⾊を少し⾚っぽく細⼯しているだけ。

「今⽇は…」のジャケ写は、スカイワンで撮られたものでしょう。
 （会報50号別冊62ページ画像の別ショット）

>  ＰＶでもセーターを着て歌っているシーンがあったので「⽌まっていた〜」の頃からサビは既に出来ていたのか︖

1年近く前に︖という疑問が湧きますが、そう考えるざるを得ないですね（笑）。
 ⽉桂冠「⽉」CMソングとして10/1からオンエアされているので、

 2004LIVEツアー終了後に作られたとは考えにくい。

>  会報の質問では「屋内での撮影、屋外での撮影と、⻑時間に及ぶ作業だったと思いますが…」という質問が微妙で
す。

泉⽔さんは「いえいえ（笑）・・・」と答えてますよね。
 インタビューアが、屋外（＝⼭⽥倉庫屋上）と、屋内が同⽇撮影だと決めてかかっているにすぎず、

 泉⽔さんは「いえいえ（別の⽇ですから）」と否定されたのでは︖（笑）
 

Re:今⽇はゆっくり話そう
8321 選択 Ａｋｉ 2011-08-23 22:10:23 返信 報告

> 1年近く前に︖という疑問が湧きますが、そう考えるざるを得ないですね（笑）。 
 > ⽉桂冠「⽉」CMソングとして10/1からオンエアされているので、2004LIVEツアー終了後に作られたとは考えにく

い。 
  個⼈的にもそう想います。逆算すると9⽉とかにジャケ写は⾏われていなければならないですし、ＰＶ関連も同時に⾏わ
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れているとももいます…9⽉であの服装は暑そうですからやはりもっと前でしょうね…
 後は、写真も妙に少ないのでやはり翌年も同じ服装で…というのは考えにくいですね（「Ｊ－Ｇｒｏｏｖｅ Ｍａｇａｚ
ｉｎｅ」などを考えても…）

> 泉⽔さんは「いえいえ（笑）・・・」と答えてますよね。 
  当初のＰＶは動いていない映像を組み合わせていただけでしたから、リリース後の映像（ビルの屋上）を撮影したから

変わったのかな︖と想います。
  屋内は元々「⽌まっていた〜」関連の時に撮影されたモノ︖

Re:今⽇はゆっくり話そう
8326 選択 stray 2011-08-24 21:33:20 返信 報告

>  当初のＰＶは動いていない映像を組み合わせていただけでしたから、リリース
後の映像（ビルの屋上）を撮影したから変わったのかな︖と想います。 

 >  屋内は元々「⽌まっていた〜」関連の時に撮影されたモノ︖

この記事（会報27号）を読む限り、曲が完成してから撮ったということになります
ね。

 このPVは発売⽇に間に合わなくて、最初は別ver.でした。
 スカイワンで撮影した写真が静⽌画として使われています。

 http://www.youtube.com/watch?v=ZwpTp2gYpn4

なんで「⽌まっていた…」の⾐装なのかですが、こういう推理はいかがでしょ。

ＣＤの⼯場⼊荷までにジャケ写撮りが出来なくて、１年前の写真を使わざるを得なかった。

発売直前に、急遽PV撮りすることが決まって、１年前の⾐装を引っ張り出してきた。

そう考えるのがリーズナブルかも・・・

Re:今⽇はゆっくり話そう
8327 選択 stray 2011-08-24 21:40:52 返信 報告

もう１枚画像がありました。（会報27号裏表紙）
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とっくりセーターを脱いだ写真のようです。

左側に映っている三脚がスタジオ探しのヒントになるか︖

Re:今⽇はゆっくり話そう
8328 選択 stray 2011-08-24 22:22:01 返信 報告

このスタジオ、何としても⾒つけたいですね︕

この椅⼦が最⼤のヒントでしょうか。

Re:今⽇はゆっくり話そう
8329 選択 stray 2011-08-24 22:24:50 返信 報告

もう１種類、ハート型の椅⼦も出てきますが、このシーンで映るだけ。

実際にスタジオにあったかどうか微妙です。

Re:今⽇はゆっくり話そう
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8330 選択 stray 2011-08-24 22:26:21 返信 報告

こっちの椅⼦は、泉⽔さんが後ろを横切るシーンがあるので、
 実際にスタジオにあったと考えてよいかと。

（ガンマ補正かけて椅⼦がはっきり分かるようにしてあります）
 

Re:今⽇はゆっくり話そう
8331 選択 stray 2011-08-24 22:28:08 返信 報告

 
この花瓶置き台は、[8326]にも写っています。

 

Re:今⽇はゆっくり話そう
8332 選択 Ａｋｉ 2011-08-24 22:37:03 返信 報告

> この記事（会報27号）を読む限り、曲が完成してから撮ったということになりますね。 
 > このPVは発売⽇に間に合わなくて、最初は別ver.でした。 

 室内で歌われた映像は少ししか起⽤されておらず「フルコーラス流れた（完成盤が流れた）」とは書かれていないのが
ネックですね（汗）

 同じ洋服を着まわすことは不思議ではないですけれど…お気に⼊りのセーターだったのでしょうか︖（その割にＺＡＲＤ
展には展⽰されていない（汗））

Re:今⽇はゆっくり話そう

https://bbsee.info/newbbs/id/8316.html?edt=on&rid=8330
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=8330
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/c2ddc87b68fed4f62a29c1ff816f58b0.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/8316.html?edt=on&rid=8331
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=8331
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/076ccd93ad68be51f23707988e934906.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id8326.html
https://bbsee.info/newbbs/id/8316.html?edt=on&rid=8332
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=8332


8340 選択 stray 2011-08-25 19:56:16 返信 報告

2004年当時のHPに、Ｃスタのロフト（[8337]参照）から撮った写真がありました。

雰囲気、似てると思いません︖

Re:今⽇はゆっくり話そう
8343 選択 noritama 2011-08-25 21:46:29 返信 報告

こんばんは!
 >2004年当時のHPに、Ｃスタのロフト（[8337]参照）から撮った写真がありました。 

 >雰囲気、似てると思いません︖ 
 似てますね｡ 

 別スレで"右側壁のパイプっぽいもの･･"って書きましたが､ ⿊背景にするため⿊幕を置いているかもしれませんね(そのス
タンドか?(笑)それとも壁の⾓がテカってる?)｡ ⼿前の天吊幕(斜めのパイプ(スタンド)で揺れ押さえ?してる幕)に反射させ
て柔らかい光源にしたり､床に置いた布に反射させて顔に影が出来ないよう⼯夫してしてるようにみえます｡ 背景がホリゾ
ント(スタジオ壁)そのままだと､うまく真っ暗にならないかもですね｡

 そういえば､[8326]写真のカメラマンがとっている左45度のショットってみないですね､､没ショット残念(笑)

Re:今⽇はゆっくり話そう
8537 選択 noritama 2011-09-17 18:43:12 返信 報告

こんばんは｡

[8328]と同じ形の椅⼦が⾒つかりました。
 [8533]の2003年本掲載"PENNスタジオ"紹介次ページに写っていました（笑）

この当時も撮影⽤家具・⼩物レンタルをしているようなので、、スタジオは謎のままです（^^;）
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Re:今⽇はゆっくり話そう
8538 選択 noritama 2011-09-17 18:47:56 返信 報告

現在の"STUDIO EASE（旧PENNスタジオ）"のレンタルWebカタログの上では、この椅⼦は NO S
TOCK になってしまっています。

Re:今⽇はゆっくり話そう
8539 選択 noritama 2011-09-17 19:57:06 返信 報告

花台もありました(^^)
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Re:今⽇はゆっくり話そう
8543 選択 stray 2011-09-17 23:47:51 返信 報告

noritamaさん、こんばんは｡

あの椅⼦と花台は、ペンスタジオのレンタル⽤品でしたか︕
 実際、ペンスタジオ砧２ｓｔに置かれている写真があるので、

 砧２ｓｔという可能性も捨てきれないですね。

2003年本、超欲しいんですけど（笑）。
 

Re:今⽇はゆっくり話そう
8544 選択 noritama 2011-09-18 03:45:34 返信 報告

strayさん おはようございます｡

> 実際、ペンスタジオ砧２ｓｔに置かれている写真があるので、 
 > 砧２ｓｔという可能性も捨てきれないですね。 

 ただ､PENNスタジオ砧には、ホリゾントスタジオが無いようですね。。
  

> 2003年本、超欲しいんですけど（笑）。 
 スタジオカタログ本の2003年版です（^^ 本の厚みは2007年版の半分位でした。 

 PENNスタジオの2ページ以外は、あまり⽬ぼしい有⼒情報は⾒当たりませんでした。ガッカリ（笑） 
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