
退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

返信を投稿する 新しい話題を投稿する

ウェディング姿の泉⽔さん

2740 選択 pine 2007-12-05 09:31:14 返信 報告

strayさん、zard研究所の皆様 はじめまして。
 素晴しいGalleryと楽しい掲⽰板を拝⾒しに、ちょくちょく訪問させていただいています。

 今回初めて投稿させていただくのですが、以前こちらの掲⽰板で話題になっていた「ウェディング姿の泉⽔さん」の撮影場所
のことで、参考になればと思い投稿させていただきます。

 昨⽇何気なくTVを⾒ていると流れていた「⼤丸」のCM。あの写真の場所︕︖ それから、「⼤丸」のHPから探していくと⾒
つかりました。⼤丸・松坂屋のキャンペーンソングになっている、中川晃教さんの「終わらないクリスマス」のPVの撮影場所
が、間違いなくウエディング姿の泉⽔さんの写真と同じ場所です︕︕ 逆アングルですが、ベット・窓・電灯まさしくそのも
のです。

 屋外で撮影されたものも映っていますが、以前アネ研さんが#2484でアップされている写真とよく似ているような気がしま
す。

 撮影場所がどこか︖ということまではわかりませんが、参考になればと思い書き込みさせていただきました。
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Re:ウェディング姿の泉⽔さん

2743 選択 ALIL.1967 2007-12-05 10:59:44 返信 報告

pineさん初めまして
 中川晃教【終らないクリスマス】OFFICIA L PV

 情報ありがとうございます。youtubeの⽅で⾒ました。この中川さんのPVの4:18にある窓枠のかたちが『ハートに⽕
をつけて』の、港をバックに窓と左を向いている坂井泉⽔さんのシーンの窓枠と同じかたちをしていますね。それに
さびかかった⽩いベットも同じような感じです。

研究所の皆さんその他の点はどうでしょう︖

⼤・⼤・⼤スクープです︕︕︕

2745 選択 stray 2007-12-05 11:54:11 返信 報告

pineさん、はじめまして︕
 素晴らしい情報ありがとうございます、⼤・⼤・⼤スクープですよ︕︕︕

あのベッドがそのまんまあるじゃないですか︕
 アネ研さんが特定した例の建物に間違いありません。

 外のアール窓と形状が違うため、保留にしていましたが、
 スタジオの中に別のアール窓があって、隣の部屋から疑似太陽光を当てて撮影してるので

しょう。

100%ここで間違いありません︕︕︕

場所は判っています。（⽊更津市内）
 公開するかどうかは、Z研緊急会議を開いて決めますので、少々お待ち下さい。

いやぁ、興奮が収まりません（笑）。

Re:ウェディング姿の泉⽔さん

2748 選択 ヒツキ 2007-12-05 12:52:00 返信 報告
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ｐｉｎｅさん、皆さんこんにちは
ｐｉｎｅさん貴重な情報ありがとうございます。

 youtubeを⾒ました。
 窓の形と格⼦。

 ベッドの形。
 窓とベッドの位置。

 恐ろしいほど⼀致していますね。
 外観も同じ建物なら以前アネ研さんが⾒つけた場所ですね。

 もう⼀つ、⼀致するものとして置き場所は違いますがベンチも同じデザインです。
 きっとこの場所でしょうね。

 

ALIL.1967さんへ

2749 選択 stray 2007-12-05 12:56:22 返信 報告

こんにちは、ついに判明しましたね︕ 
 Z研を開設してよかったと、⼼の底から喜びが湧いてきて、 

 少々興奮しております（笑）。 
  

ALIL.1967さんからのご指摘で気づいたのですが、 
 「ハート…」PVに、建物の外窓が映ってますね︕ 

  
> 港をバックに窓と左を向いている坂井泉⽔さんのシーンの窓枠と同じかたちをしていますね。 
この部分だと分かりづらいので、別シーンをキャプしました。 

 PVをじっくり⾒ていれば、アネ研さんの写真で、”ここだ︕”と  
 断定できたんです。

アネ研さん、保留扱いにしてごめんなさい。
 でも、私は”プンプン匂う”と⾔いましたよね（笑）。

Re:ウェディング姿の泉⽔さん
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2750 選択 Ｔ２８ 2007-12-05 13:18:20 返信 報告

pineさん、はじめまして。みなさん、こんにちは。

pineさん、すごい情報をありがとうございます。
 なかなか進展がみられなかったので、ものすこく助かります。

中川晃教さんの「終わらないクリスマス」のPVを撮影した製作会社関係者のブログに、
 アネ研さんが調査した場所と合致する情報がありましたので、⼀応ご報告します。

http://www.microdream.jp/blog/2007/10/post_99.html
 10/4に次の撮影のロケハンに⽊更津に⾏ったようです。

http://www.microdream.jp/blog/2007/10/post_110.html
 10/29に中川晃教さんの「終らないクリスマス」のＰＶが完成。

http://blog.owakuri.com/?eid=19263
 11/27の中川晃教さんのブログです。「終らないクリスマス」PVの1シーンがあります。

 

ウェディング姿の泉⽔さんって素敵

2754 選択 GTO 2007-12-05 14:35:07 返信 報告

よく⾒つけましたね。
 ご指摘の映像を⾒ると、これはスタジオの中のセットですね。

スケールで騙されちゃったんですね。
 私は写真と関係者の話でしか知りませんが、

 うちの近所にもこんな施設があります。
 そこは全天候、全地域型といいますか、
 そこの写真を⾒ると完全にヴァーチャルですよ、

 広い倉庫の中に張りぼてが並んでます。

でも、今回この施設が⽊更津にあったことと、
 千葉テレビとビーイング絡みの話は別物ではないでしょうか︖
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仮にあったとしても、参考程度では︖

しかし、疑惑発覚前に⽊更津を「最重要疑惑都市」に指定していたとは、Z研恐るべし︕

また雪の予報です。
 私の腰はどうなるんでしょう...︖

Re:ウェディング姿の泉⽔さん

2755 選択 xs4ped 2007-12-05 15:38:24 返信 報告

pineさん、はじめまして。

終らないクリスマスのPV⾒ました。
 よく⾒つけましたね。ほぼ間違いなさそうですね︖

これからも宜しくお願いします。

神様、仏様、pine様

2757 選択 アネ研 2007-12-05 17:47:23 返信 報告

はじめまして、アネ研です。（嬉）
 ありがとうございます。超嬉しいです。（笑）

 しかし、あの上部が半円のサッシは建物内のサッシだったんですね。あれでは永遠の謎になりそうでした。
 例のベットが写っててよかったです。pineさんのおかげて迷宮⼊りにならずにすみました。本当にありがとうござい

ました。
pvを載せときます。

 http://jp.youtube.com/watch?v=7B0HbeawieA

Re:ウェディング姿の泉⽔さん

2758 選択 DOMINGO 2007-12-05 18:57:10 返信 報告

https://bbsee.info/straylove/id/2740.html?edt=on&rid=2755
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2755
https://bbsee.info/straylove/id/2740.html?edt=on&rid=2757
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2757
https://bbsee.info/straylove/id/2740.html?edt=on&rid=2758
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2758


pineさん、はじめまして。皆さん、こんばんは。
映像チェックしてみました。これは確定ですね〜＾＾／

 pineさん、情報ありがとうございました＾＾

場所は⾮公開とします

2760 選択 stray 2007-12-05 19:40:14 返信 報告

皆さん、こんばんは。
 私のパソコンも⼤興奮しちゃったたしく、#2745投稿後にフリーズして、

 うんともすんとも⾔わなくなり、OSがぶっ⾶んでしまいました（笑）。
 ようやくリカバリー復旧したところです。

まず、このスレの話が⾒えない⽅は、こちらをお読み下さい。
 http://bbsee.info/straylove/id2484.html

アネ研さんの⼤⼿柄に思えたのですが、外窓がウェディングドレス写真の窓と形状が違っていました。
 燦燦と⽇差しが差し込んでいるので、てっきり外窓だと思い込んでしまったのです。

 スタジオ内のセットの⼀部だったとは…。

で、このスタジオの場所ですが、Ｚ研は番地まで把握していますが、
 ⼤勢のファンが押しかけるような事態を招くのは、Ｚ研の本意でありませんので、

 公開しないことにします。決定的なヒントがスレの中に記されていますので、
 どうしても⾒たい⽅は、ご⾃分で調査なさって下さい。

 現地に赴く際は、スタジオをはじめ近隣へのご迷惑にならぬような⾏動をお願いするものです。

Re:ウェディング姿の泉⽔さん

2761 選択 Folken 2007-12-05 19:49:57 返信 報告

pineさん、ZARD研の皆さん今晩は。

これはこれは、私も驚きです。
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じっとPVを⾒ておりますと・・・
ここでしたか。ベッドの錆つき具合、窓、

 まさに、「この場所」ではないでしょうか。
 いやはや、皆さんの研究恐るべしですね。

 pineさんへ、
 よく気がつきましたね。私は中川さんのこと、

 まったく存じ上げないのですが、「⼤丸」のCMですか︖
 そこから派⽣して気がつくとは、凄いですね。

 アネ研さんへ、
 先⽇の調査、私も拝⾒しましたよ。お疲れ様でした。

Re:ウェディング姿の泉⽔さん

2762 選択 stray 2007-12-05 19:51:49 返信 報告

ALIL.1967さんへ
 興奮してキャプ画をアップするのを忘れてしまいました（笑）。

 このシーンのほうが分かり易いかと思います。

GTOさん、こんばんは。
千葉テレビおよびビーイングとの関連は、まだ判明しておりません。

 分かり次第発表しますので。
 Le Port 写真集のクレジットに、撮影地は「Kisaradu」と書いてあるのです。

 いくらＺ研でも、⽇本中から⽊更津に絞り込むのは無理です（笑）。

なお、PVの撮影地は別所で、泉⽔さんはそのロケに参加していない、と考えています。
 

Re:ウェディング姿の泉⽔さん

2772 選択 stray 2007-12-05 22:42:22 返信 報告

中川晃教「終らないクリスマス」のYouTube映像を、
 Ｚ研「映像資料館」に収蔵しました。
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 同じページに「ハートに⽕をつけて」PVの映像も貼る予定です。

Re:ウェディング姿の泉⽔さん

2774 選択 ALIL.1967 2007-12-05 23:36:34 返信 報告

午前中書いたシーンです。

#2487 の写真をクリックして拡⼤すると，左側のまどの外にツタのようなものが，右の
まどのそとに樹が何本か⾒えてしかも光が差し込んでますね。この窓の外がすぐに庭にな
っているような印象が有ります（外窓という構造になっているとは）。 実際は樹は植⽊鉢
に植えてある，といったところなんでしょうか。

Re:ウェディング姿の泉⽔さん

2776 選択 pine 2007-12-05 23:50:35 返信 報告

こんばんは

皆さんの書き込みを拝⾒していて、昨⽇CMを⾒たときの興奮がまた蘇ってきました。こんなに喜んでいただけるなん
て(涙…)。皆様のお⼒になれて嬉しいですっ︕

今⽇もまた同じ時間に、例のCMを⾒ようと思って同時刻にスタンバイしていたのですが、今⽇は流れませんでした。
おそらく…。本当にラッキーでした。

 とはいえ、やはりアネ研さんの⼤調査の賜物です。ご苦労が報われて良かったです。

泉⽔さんがいらっしゃった場所の空気に触れてみたいですが、私は関⻄在住で⽊更津へは⾏けないので、Googleで探
索に出かけたいと思います。(笑)

Re:ウェディング姿の泉⽔さん

2777 選択 ALIL.1967 2007-12-06 00:00:08 返信 報告

所⻑さんへ
  所⻑さんのアップしてくれた#2762の写真のイヤリングと#2774のイヤリング同じみたいですね。
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pineさんへ
 今⽇も、『直進品川⽇本橋，右アクアライン』という道路標識を眺めながら帰宅してきちゃいました（何度も出て
くるんです）。なかなか⾏けないんですよ。アクアラインという東京湾のトンネルをくぐると⽊更津はすぐそこなん
ですが．．．ちなみに通勤時間帯etc割引で通⾏料1500円になってます。

Re:ウェディング姿の泉⽔さん

2778 選択 カーディガン 2007-12-06 00:17:50 返信 報告

pineさん、こんばんは。
 貴重な情報をありがとうございました。

 私も⽊更津で調査した⼀⼈です。でも、みごとに、空振りに終わりました。その後、アネ研さんが、再調査をしてく
れました。私は、ここ︖という感じでしたが、まったく、外と中では全然違いますね。なんか、意外でした。もっと
素敵なところだと思っていたものですから。

 なにはともあれ、ご協⼒ありがとうございましたm(__)m
 また、こちらの掲⽰板でお話してください。

 それでは(^_-)-☆(^.^)/~~~!(^^)!

ALIL.1967さんへ

2779 選択 pine 2007-12-06 00:20:43 返信 報告

⽊更津といえば、昔、明⽯家さんまさん主演の「男⼥７⼈夏物語」でさんまさんが⽊更津と川崎︖のフェリーで通勤
していたという記憶がありますが、今は東京湾をくぐるそんなすごいトンネルがあるのですね。でも通勤割で1500円
は⾼い…

話がそれてすみません m(_ _)m

Re:ウェディング姿の泉⽔さん

2782 選択 pine 2007-12-06 00:57:03 返信 報告
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カーディガンさんへ こんばんは
カーディガンさんが⽊更津調査第1弾だったのですね。以前のスレをちゃんと読んでなかったみたいですみません。

 ZARDのファンの⽅は⾏動⼒がありますね。それだけ泉⽔さんを愛しているってことでしょうね。

泉⽔さんの写真は、錆びたベットだし、ちょっと淋しいイメージを持っていたのですが、「終わらないクリスマス」
のPVで⾒た感じでは清潔感もあり、部屋も広そうで、⾔葉が変ですが、少しほっとした気持ちです。

＞また、こちらの掲⽰板でお話してください。 
 私、ZARD初⼼者で、掲⽰板を読ませていただくだけで楽しいのですが、機会があればまた参加させていただきたい

と思いますので、よろしくお願いします。(^0^)/
 

Re:ウェディング姿の泉⽔さん

2802 選択 かず 2007-12-06 20:36:30 返信 報告

みなさん、はじめまして︕＆こんばんは
 ⽊更津⼈のかずと申します

ハートに⽕をつけてのＰＶとかいろいろ話は
 聞いていましたが、このスレ⾒て実感わいてきました。

ドレス姿の泉⽔さんの撮影の場所は
 今度の⼟⽇に探してきます。

かずさんへ

2805 選択 stray 2007-12-06 21:10:37 返信 報告

こんばんは、お久しぶりです︕
 前々から捜索しておられたかずさんを差し置いて、Ｚ研が先に突き⽌めてしまいました。

 かずさんにはどうにかしてお知らせしたかったのですが、Ｚ板に書くのも気が引け、
 ここをご覧になっていればいいなあ、と思っておりました。

かずさんには場所の詳細をお知らせしますので、上の「問い合せ」からご連絡下さい。

https://bbsee.info/straylove/id/2740.html?edt=on&rid=2802
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2802
https://bbsee.info/straylove/id/2740.html?edt=on&rid=2805
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2805


ウェディングドレス写真と、PVの撮影地は、たぶん別なのだと思います。
芸能界の隠れ家的なスタジオみたいですね。

 

随喜の涙が・・・

2806 選択 かず 2007-12-06 21:52:10 返信 報告

ｓｔｒａｙさん、ありがとうございます
 先ほど、送信しました。

ハートに⽕をつけてのＰＶに関しては
 ヤフーの地図から航空写真でも探しましたが

 それらしき中庭の教会って⾒つかりませんでした。
 残念です。

Re:話が変わりますがすいませんが表⽰が変わりましたね

2807 選択 ｍｆ 2007-12-06 22:59:51 返信 報告

表⽰のされ⽅がかわったようですが何かありましたか
 今の表⽰のほうがインパクトが強いですね ⾒やすいですね

かずさんへ

2808 選択 stray 2007-12-06 23:07:58 返信 報告

メールが届きません。
 お⼿数ですが、もう⼀度「問い合せ」から送信願えませんでしょうか。

パスワード︓  編集  削除
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