
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

「ハート…」PV 撮影地⾒つけました︕︕

2973 選択 stray 2007-12-11 16:07:05 返信 報告

恵⽐寿の「ロビンズガーデン」です。

http://www.robbinsclub.com/r_restaurant/r_intro.html

Re:「ハート…」PV 撮影地⾒つけました︕︕

2974 選択 stray 2007-12-11 16:09:12 返信 報告

 
「所⻑賞」もらえるかな（笑）。
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すごい︕やりましたね︕

2975 選択 アネ研 2007-12-11 16:27:48 返信 報告

プロモの最後に閉まる⾨ですよね。おめでとうございます。はやくPCで⾒たいです。

Re:「ハート…」PV 撮影地⾒つけました︕︕

2976 選択 stray 2007-12-11 16:49:51 返信 報告

これもアネ研さん、pineさん、GTOさんのおかげです。
 皆さんどうもありがとうございました︕

ちょうど「グロリアス…」ＣＤが届いて、聴きながら書いてるところです。

いつか、このガーデンで、Ｚ研オフ会やりたいですね︕
 ⾼そうだけど（笑）。

素晴らしいです︕

2978 選択 Hana 2007-12-11 17:00:13 返信 報告

＞strayさん 
 こんばんは。 
 ♯2973の動画、すごい組み合わせと⾔いますか、素晴らしいです。 

 編集お疲れ様です。 
 この動画が、「ハート〜」のPV撮影地だったんですね。 
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すごい…︕ 
外国⼈と、そのパーティーの様⼦がPVとなって映っていたので、 

 私はまた、海外にて撮影されたPVだと思ってました。国内で撮影された場所だったのですね。 
 プチ情報ゲット︕笑 

 

Re:「ハート…」PV 撮影地⾒つけました︕︕

2979 選択 xs4ped 2007-12-11 17:13:07 返信 報告

strayさん、よく⾒つけたもんですね〜
 すごい!!! としか⾔いようが有りません。

 ご苦労様でした。

お⾒事︕︕︕

2981 選択 かず 2007-12-11 18:13:24 返信 報告

スバラシイ︕︕︕

Re:「ハート…」PV 撮影地⾒つけました︕︕

2985 選択 ｍｅｇａｍｉ 2007-12-11 20:15:53 返信 報告

stray様
 こんばんは︕皆さんの名探偵ぶりが素晴らしくて 推理⼩説を読むように真剣に拝⾒させていただいております。写

真のことも勉強になります。

恵⽐寿の「ロビンズガーデン」ですが、友⼈が昨年のゴールデンウィーク中に結婚式をしました。（私は遠くて残念
ながら⽋席しましたが、）午後からの貸切でも⾦額は相当⾼かったそうです・・・ゴールデンウィーク期間というの
もあるかもしれません。

先⽇メッセージをいただいてありがとうございました。あの後ネットに繋がらなくて投稿できませんでした。すみま
せんでした︕
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ＨＤＤ100ＧＢが１万円程度と伺ってビックリでした。イランではもっと容量が少ないもので１０倍から２０倍の値
段します。 

 

Re:「ハート…」PV 撮影地⾒つけました︕︕

2988 選択 ヒツキ 2007-12-11 20:27:43 返信 報告

こんばんは
 strayさんすごいですね︕︕

 アネ研さんや、カーディガンさんもですが本当にこちらの皆さんは研究熱⼼ですね。
 それに⽐べて⾃分は……

 お恥ずかしい限りです。
 いつもありがとうございます。

 

Re:「ハート…」PV 撮影地⾒つけました︕︕

2989 選択 ＊ 2007-12-11 20:42:21 返信 報告

[2973]stray:
 > 恵⽐寿の「ロビンズガーデン」です。 

できれば、このような場所で坂井泉⽔さんが素敵な男性と結婚式を挙げて欲しかったとおもいます。
 そして幸せな家庭を築いてほしかったです。

Re:「ハート…」PV 撮影地の話題とは…

2991 選択 Hana 2007-12-11 21:56:58 返信 報告

この話題とは関係ありませんが、別のスレッドで、似たような話題の書き込みを⾒掛けましたので…。 
 中川晃教さんの、「終らないクリスマス」と⾔うのが、今、先程、CMスポットでしょうか、流れていました。 

 松坂屋によるCMのようですね。 
 

Re:「ハート…」PV 撮影地⾒つけました︕︕
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2997 選択 カーディガン 2007-12-11 22:41:35 返信 報告

所⻑様、皆様、こんばんは。
 さて、所⻑様、おめでとうございます︕︕素晴しいです!(^^)!ここなら、ＰＶを撮る場所にふさわしいですね。

 ホテルか結婚式場っぽい感じでしたが、ここでしたか。
 撮影地をいくつも分けた理由がよくわかりませんが、ほんとに、ふ・し・ぎ、です。

Re:「ハート…」PV 撮影地⾒つけました︕︕

3000 選択 アネ研 2007-12-11 23:09:09 返信 報告

こんばんは、みなさん
 所⻑おめでとうございます。

 しかし、中⽬⿊だったんですね。東京のど真ん中とは︖よく話題にでる代官⼭の近くなんですね。
 いい感じのところで安⼼しました。しかし、megamiさんの知り合いがここを使ったというのも、何かの縁みたいな

感じですね。（笑）
 あらためて、おめでとうございます。

Re:「ハート…」PV 撮影地⾒つけました︕︕

3002 選択 stray 2007-12-11 23:45:04 返信 報告

皆さん、どうもありがとうございます︕

⾜で稼いだアネ研さんと違って、パソコンの前に座ってググってただけなのですが（笑）。

⽊更津の写真は、Le Port 写真集のクレジットに「2006,May」とあります。
 PVの撮影は4/9 or 4/10ですので、最低でも10⽇以上空いていたことになりますね。

カーディガンさんが指摘されているように、⽊更津での撮影、ジャケ写、PVと、
 3つに分けた理由が気になります。しかもジャケ写で着ている⽔⾊のシャツは

 普段着だと思われますので（ジーンズから⿊パンツに履き替えただけ︖）、
 撮影がプロかスタッフなのかの議論と含めて、なおさら︖︖です。
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アネ研さん、なんとか越年ぜずに全貌解明といきたいですね︕（笑）

⾒つかってよかった

3004 選択 GTO 2007-12-12 00:26:46 返信 報告

やりましたね。
 ⾒つかってほっとしました。

 
PVを⾒る限り、泉⽔さんの出番はもっと多かったでしょうに。

 泉⽔さんがもっと絡むであろう、チャペルでのvideoが⾒てみたい。

Re:「ハート…」PV 撮影地⾒つけました︕︕

3005 選択 ALIL.1967 2007-12-12 00:58:21 返信 報告

所⻑さんへ ⾒つかりましたね。
 東京だったんですね。⾼級感がありますね。会員制ということもないようなので⾏ってみたいですね。代官⼭近辺はZ

ARD関連の注⽬ポイントなんですね。良い情報ありがとうございます。

Re:「ハート…」PV 撮影地⾒つけました︕︕

3008 選択 DOMINGO 2007-12-12 03:01:55 返信 報告

所⻑、皆さん、こんばんは。
 ＰＶ撮影地特定おめでとうございます。

 執念の捜査という感じですね。情報ありがとうございました。

Re:「ハート…」PV 撮影地⾒つけました︕︕

3013 選択 pine 2007-12-12 11:06:26 返信 報告

おはようございます︕
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ロケ地の特定、おめでとうございます︕
ホントにすごい捜査に驚きです。

 Z研で探偵事務所開いたら、すごいことになりそうですね。(笑)

まだ捜査が続くようですが、今後の展開も楽しみにしています。

Hanaさんへ

3016 選択 pine 2007-12-12 15:58:46 返信 報告

Hanaさん はじめまして
 別スレで投稿していましたpineと申します。

終わらないクリスマスのCM⾒られたそうですね。
 Hanaさんがご覧になられたのは、松坂屋だったということですが、⼤丸と松坂屋は経営統合したので、同じCMを⼤

丸と松坂屋で流しているみたいですね。
 私が⾒たのは「⼤丸」のCMだったのですが、私が住む関⻄は松坂屋より⼤丸の店舗が多いので⼤丸だったみたいで

す。
 地域によって異なるとは知らずにすみませんでした。

pineさんへ

3019 選択 Hana 2007-12-12 17:04:19 返信 報告

>>pineさん 
こちらこそ初めまして。

中川晃教さんの「終らないクリスマス」について。
 私は現在、名古屋在住でありまして、東海地⽅では、「松坂屋」

 のCMスポットが流れている様です。
 関⻄では「⼤丸」のCMなんですか。

松坂屋と⼤丸が統合ですか。なるほど〜。
 そう⾔えば以前、松坂屋と⼤丸が合併したとのニュースありましたね。⾒た記憶があります。確か⼤⼿デパートです
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よね︖

いえいえ、とんでもないです。

このサイトを通して、今後とも、
 宜しく御願い致します。

 

パスワード︓  編集  削除

Powered by bbsee.info. Copyright © 2005-2022
HTML generated at 2022-09-22 19:55:18 (0.038 sec).

https://bbsee.info/

