
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

⼗津川警部「巡礼」

3116 選択 アネ研 2007-12-16 17:09:35 返信 報告

みなさん、こんにちは
 やっと時間ができたので、何ヶ所か泉⽔さんの聖地の旅に⾏って来ましたので、ご報告いたしま

す。

先⽇のレスで、れおさんに「君Dis」は、ハックネット代官⼭店との情報がありました。
 ハックネット代官⼭店

 http://media.excite.co.jp/book/shop/shop16.html
 Z研BBS

 http://bbsee.info/straylove/id706.html#a734

アルバムの歌詞カードの写真参考

⼗津川警部「巡礼」２

3117 選択 アネ研 2007-12-16 17:12:11 返信 報告
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アルバムの歌詞カードの写真参考
着いてみて驚いたのですが、この写真はなんとハックネットの正⾯でした。

Re:⼗津川警部「巡礼」３

3118 選択 アネ研 2007-12-16 17:16:15 返信 報告

そして、この写真は、所⻑により捜査済みでしたが、ハックネットを正⾯に左へ100mく
らいのところです。

Re:⼗津川警部「巡礼」４

3119 選択 アネ研 2007-12-16 17:19:25 返信 報告

ちなみに営業時間は、こうなっていますので注意してください。私は中に⼊れませんでし
た。（悲笑）

Re:⼗津川警部「巡礼」５
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3121 選択 アネ研 2007-12-16 17:24:02 返信 報告

また、所⻑による調査済みの1枚のロケ地も確認してきました。

⼗津川警部「巡礼」６

3122 選択 アネ研 2007-12-16 17:32:08 返信 報告

本⽂なし

Re:⼗津川警部「巡礼」７

3123 選択 アネ研 2007-12-16 17:41:50 返信 報告

そしてpv「ハートに⽕をつけて」、のロケ地です。所⻑による所⻑賞か︖噂された。ロビ
ンズクラブです。今⽇は結婚式で1階と地下1階しか⾒学できませんでした。プロモの撮影
は2階のガーデンのようです。私が⾏った時間は式のリハーサル中でした。（残念）

⼗津川警部へ

3124 選択 stray 2007-12-16 17:42:28 返信 報告
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⼆⽇酔いにもかかわらず、どうもご苦労様です︕（笑）

私は昨⽇、仕事で東京に居ましたが、調査する時間がなく⽇帰りしました。
 今⽇もよく晴れてるようですねぇ。

#3117がハックネット前とは驚きです（笑）。
 #3118、#3122とも、私の推理が⼤当たりだったようですね︕

 嬉しいなあ（笑）。
 Ｚ研（ゼットン＋剣を）が少々⼤きすぎるような（邪魔）気もしますが（笑）、

 これで「君ディス」もＺ研が全容解明ですね︕
 ありがとうございました︕︕

Re:⼗津川警部「巡礼」８

3125 選択 アネ研 2007-12-16 17:43:56 返信 報告

うえの画像の⿊服の⼈が親切に案内してくれました。（感謝）

Re:⼗津川警部「巡礼」９

3126 選択 アネ研 2007-12-16 17:48:39 返信 報告

しかし、どうしてもガーデンが⾒たいので北側のある９階位建てのマンションの屋上へよ
じ登りより、わずかに⾒えるガーデンを拝むことができました。合掌。

https://bbsee.info/straylove/id/3116.html?edt=on&rid=3125
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3125
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/019f8b946a256d9357eadc5ace2c8678.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/3116.html?edt=on&rid=3126
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3126
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/9f8684e630c4c30cad7b1f0935cd62ab.jpg


Re:⼗津川警部「巡礼」１０

3127 選択 アネ研 2007-12-16 17:56:28 返信 報告

そして次は、我われｚ研も総⼒をあげて調査中のal「君Dis〜」のジャケットのロケ地です。ここ
を突き⽌めれば所⻑賞はもちろん、年間MVPもかたいでしょう。（笑）

 次はあなたが、⼗津川警部です︕︕

⻑いお付き合いありがとうございました。
 

⼗津川警部、ありがとうございます。

3128 選択 PAN 2007-12-16 18:05:38 返信 報告

アネ研さん、いや⼗津川警部、こんにちは︕

たくさんの写真とレポートありがとうございます。
 写真を⾒るとすごく⾏きたくなります〜。

 東京は"坂井さんの聖地"がいっぱいありますね︕
 ロビンズクラブも素敵な建物です。オフ会は⼗津川村かと思っていましたが

 ロビンズクラブに傾いてきました（笑）

P.S
 ゼットンいいですね〜!!!

 

Re:⼗津川警部、ありがとうございます。

3129 選択 カーディガン 2007-12-16 18:37:59 返信 報告

おおぉ〜、︕︕
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アネ研さん、お疲れ様でした＆詳細レポートありがとうございます(^_-)-☆

ゼットンがこころなしか、勝利の笑みを浮かべているようですね(^^)Ｖ

聖地巡礼を無事してのご帰還ですね。今度⾏くときは、ハックネットとロビンズガーデンに⼊れるといいですね。
 

panさんへ

3130 選択 アネ研 2007-12-16 18:39:35 返信 報告

レスどうもです。しかし、ロビンスクラブでゼットン⽚⼿にカメラぶら下げて、式を待ってる⼈の中での案内はZ研の
看板しょってるとはいえ恥ずかしかったです。（恥）

 だから、建物の正⾯の写真はゼットンなしです。（笑）

カーディガンさんへ

3131 選択 アネ研 2007-12-16 18:45:47 返信 報告

レスどうもです。
 そうですね、特にロビンスクラブに⾏く時は電話して確認して⾏ったほうが、確実ですね。（笑）

 

さすが⼗津川警部︕

3132 選択 stray 2007-12-16 18:54:30 返信 報告

#3126の写真は、さすがですねぇ。ただで帰ってこないところが（笑）。

怪しいなんてもんじゃないですよ︕ゼットン⽚⼿にしたおじさんが、
 スカイガーデンを⾒せてくれって訪ねてきたら、私なら追い返すもの（笑）。

ロビンズクラブの丸い建物は、ウェディングケーキをイメージしてるらしいです。
 写真では⼩さくてわかりづらいですが、⾁眼ではちゃんと⾒えたんですか︖

ジャケットのロケ地は難しいですね。
 ⾊は後から染めたものでしょう。代官⼭は最近再開発されたようなので、
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すでに取り壊された可能性もありますので。
お⼼当たりある⽅は、是⾮写真をご掲載下さい。

 所⻑賞、確実ですので（笑）。

PANさん、⼗津川村でオフ会︕ 聞いてないよ〜︕（笑）

⼗津川警部と所⻑さんへ

3133 選択 PAN 2007-12-16 19:16:25 返信 報告

⼗津川警部（アネ研さん）へ
 > だから、建物の正⾯の写真はゼットンなしです。（笑） 

 重要な"公務"ですからゼットンも堂々と連れて⼊ってあげてください（笑）

所⻑さんへ
 >PANさん、⼗津川村でオフ会︕ 聞いてないよ〜︕（笑） 

 ここでしたら⺠家が少なそうなので、みんなで"負けないで"を合唱しても
 苦情が来ないと思います（笑）

アネ研様、 お疲れさまでした︕︕︕

3136 選択 かず 2007-12-16 20:04:16 返信 報告

スバラシイ成果ですね︕
 この執念をかずも⾒習わなくては︕︕︕

タネ明かし①

3137 選択 stray 2007-12-16 21:47:12 返信 報告

今回の⼗津川警部の捜査に関して、若⼲タネ明かしを。

コンクリート打ちっぱなしの壁が特徴的な洋書店「ハックネット代官⼭」に関しては、
 以前、Ｚ板で話題になったこともあり、れおさんの情報もあって、100%確信がありました。
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皐ちゃんが secret paper で使ったこの写真は、正直どこなのか全然検討がつきませんでしたが、
アネ研さんが、ハックネットの正⾯であることを⾒つけてくれました。

 

タネ明かし②

3139 選択 stray 2007-12-16 21:51:35 返信 報告

#3118は、別のZARD関連サイトに、電信柱に書かれた住所が判別できる写真が掲載され
ていて、

 それを元に地図上で⽬星をつけて、アネ研さんが確認してくれました。

ブックレットの写真で気づいたのですが、
 泉⽔さんの脇の下にある、楕円形の物体は何でしょうね︖

 カメラに向かって何かを放り投げたのでしょうか︖
 投げ終えたポーズを捕らえたと⾔えば、そう⾒えなくもありません。

タネ明かし③

3140 選択 stray 2007-12-16 22:05:53 返信 報告

#3122の写真は、ハックネットから直線距離で5,600m北に⾏った、公⽴学校前です。
 アルバムジャケには載っていません。PVでのみ確認できます。

 校⾨前にある掲⽰板（ガラスケース⼊り）に⾒えたので、学校であるとヤマをかけて、
 筋交い付きの⽩い校舎に絞り、渋⾕区の⼩中学校のホームページを⽚っ端から探して、
 案外簡単に⾒つけることができました。
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なぜ、ここで撮ったのか…。

みなさんへ

3141 選択 アネ研 2007-12-16 22:16:24 返信 報告

かずさんへ
 レスどうもです。

 泉⽔さんと千葉との関係の究明など、千葉在住のものとして、がんばりましょう。

panさんへ
 Z研のオフ会の開催地は、予算では⼗津川村で確定でしょう。（笑）

所⻑へ
 ガーデンの奥の２mくらいのところは⾁眼でも⾒えました。新郎新婦らしき⼈が⽴っていました。70－200㎜のズー

ムを持っていかなかったのが、今⽇の「しゅつぱい︕」でした。（笑）

別もの︖

3142 選択 stray 2007-12-16 23:03:57 返信 報告

#3140で書いた「5,600m」は、5千6百mではなく、500〜600mの意味ですので
（笑）。

ブックレットのロケはハックネット周辺で⾏って、
 PVのロケは別所に移動したのかもしれません。

このマネキンがあるブティックといい、ジャケ写の建物といい、
 まだまだ謎が残るPVですね。

 

Re:別もの︖

3143 選択 stray 2007-12-16 23:06:40 返信 報告

ジャケ写のヘアスタイルも意味不明です（笑）。
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建物を探す際は、このキャプが役⽴つかもしれません。
窓の中の様⼦が映ってますので。

画像解析結果報告です

3144 選択 かず 2007-12-16 23:08:09 返信 報告

こんばんは、かずです。写真の解析はおまかせください。
 ＃３１３９の泉⽔さんの右脇下付近の茶⾊いものですね。
 アルバムの歌詞カードの⽅がわかりやすかったです。

これは２つのゴーストです。って幽霊じゃありません。
 逆光での撮影でレンズの表⾯で反射がおきてしまい、写るものです。

 カメラのレンズは筒の中に何枚ものレンズが⼊っていまして、反射しないようにコーティングが施されていますが
 逆光の場合は防ぎにくいのです。

 今回の場合、２個のゴーストがたまたま重なって
 まるで何かの物体のように⾒えています。

濃い茶⾊のだ円は、すこし透けていて⼆の腕の下が⾒えます。

以上、わきの下の物体︖は、２個の内⾯反射映像でしたっ︕︕

Re:⼗津川警部「巡礼」

3149 選択 ヒツキ 2007-12-17 11:15:21 返信 報告

こんにちは
 またまた撮影地発⾒ですか︕︕

すごいですね。
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僕は、６⽉に少し代官⼭を散策したのですが、ぜんぜん解らなかったです…（涙）
本当に脱帽します。

場所を⾒つけたゼットンがウルトラマンに勝った時以上に喜んでいますね（笑）
 

Re:画像解析結果報告です

3150 選択 stray 2007-12-17 11:25:07 返信 報告

かずさん、こんにちは。

こんなにくっきりした物体がゴーストですか︕
 泉⽔さんがにやけ顔で⾝をよじっているこの写真、好きなんです（笑）。

 余計に、どういう意味があるのか気になり出しました（笑）。
 

Re:⼗津川警部「巡礼」

3152 選択 stray 2007-12-17 12:18:12 返信 報告

ヒツキさん、こんにちは。

またまた撮影地発⾒しました︕（笑）
 代官⼭周辺には違いませんが、正式な住所は「恵⽐寿⻄」なのです。

 泉⽔さんが体調を崩されてから、近場でのロケになってしまったのでしょうかねぇ。
 まだ謎が残ってますので、是⾮挑戦して下さい︕

 

⼗津川警部さん 所⻑さんへ

3155 選択 pine 2007-12-17 15:55:00 返信 報告

アネ研さんへ
 聖地巡り、ワクワクしながら楽しく拝⾒させていただきました。家にいながらいろんな場所を共有でき、嬉しいで

す。 (^O^)
 誇らしげなゼットンも素敵ですね。
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所⻑さんへ
＞ジャケ写のヘアスタイルも意味不明です（笑）。 

 ナゼ、後ろに膨れ上がっていて裾がハネているのか︖っていうことですか︖もしそうなら答えは簡単です。
 …後ろで束ねていた髪をほどくとこうなるのです。でもナゼ直さなかったのか…また謎ですね（笑）

 違う意味ならご笑納ください。

Re:⼗津川警部「巡礼」

3156 選択 なしぼー 2007-12-17 16:36:33 返信 報告

みなさん、こんにちは。

アネ研さん、お疲れ様でした。ＰＣと⾜を使った捜査が好きです。アネ研さん、着ぐるみ着て案内してるかと思いま
したよ。だったらＭＶＰ。今⽇、おもちゃ売り場にいったら、ウルトラ怪獣シリーズのところに、この怪獣ぶら下が
ってました。あぁ、これ持って代官⼭で写真撮ったんだって思うと笑いそうになりました。スミマセン︕今後も頑張
って下さいね︕

 

Re:⼗津川警部「巡礼」

3157 選択 Ｔ２８ 2007-12-17 17:06:03 返信 報告

アネ研さん、こんばんは。
 ロケ地巡りのご報告、ありがとうございます。

 さすが⼗津川警部ですね（笑）。近隣マンションの屋上に進⼊しての撮影、ご苦労様です。
ただもし不審者で捕まっても、⾝元引き受けはできませんので、気を付けてね（笑）。

 いつも⾒ているだけで、お⼿伝い出来なくて申し訳ないです。

かずさん、こんばんは。（もしかしたら直レスは、はじめてかな︖）
 写真解析ありがとうございます。

 私は、さすがに物を投げたとは思わなかったですが、あのポーズ︖は、ハテナですね（笑）。

ヒツキさん、こんばんは。
 ヒツキさんも代官⼭調査してたんですね。やっぱり事前に⽬星を付けないと難しいのでしょうね。
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たぶんアネ研さんも、今回が2度⽬か3度⽬ですよ︕（笑）

pineさん、（直レスは、はじめてですかね︖）こんばんは。
 ZARD研究に多⼤なご尽⼒、ありがとうございます。←⼤袈裟ですかね（笑）。

 これからもどうぞよろしくお願いします。

なしぼーさん、お久しぶりです。
 このゼットンは、アネ研さんがトイザらスで買った物です。

 私（経理部⻑︖）の所に領収書が回ってきていますが、経費で落とせるか思案中です（笑）。
 

Re:⼗津川警部「巡礼」

3163 選択 なしぼー 2007-12-17 18:26:41 返信 報告

部⻑へ 
 お久しぶりです︕

 私はジャスコで⾒ました。アネ研さんの買った⽅が精巧な感じだったので、お値段がいいかも。
 > 私（経理部⻑︖）の所に領収書が回ってきていますが、経費で落とせるか思案中です（笑）。 
 努⼒に免じて、なんとかしてあげて下さいね︕

pineさんへ

3166 選択 stray 2007-12-17 20:50:26 返信 報告

こんばんは︕

合ってますよ、後頭部が膨れ上がってて重そうというか（笑）。
 エクステンションなのかなぁと思ってました。

> …後ろで束ねていた髪をほどくとこうなるのです。でもナゼ直さなかったのか…また謎ですね（笑） 
 そうなんですか︕男には気づきない点ですね、ありがとうございます。

 ”なぜ直さなかったのか”よりも、なぜ髪を解いたのか…謎です（笑）。
 

みなさんへ、
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3174 選択 アネ研 2007-12-18 00:16:47 返信 報告

こんばんは、レスありがとうございます。
 pineさんへ

 楽しんでいただけたようで、、なによりです。
 思うに、泉⽔さんは、歌詞カードよりハックネットではいつもより強く髪を束ねてるような気がします。そして、al

「君Dis~」のジャケット撮影時では髪をほどいたとすれば、こっちのほうが、時間的の後であると推察します。
（笑）ただそれだけですが、貴重な情報です。（笑）

なしぼーさんへ
 コンビニがあなたの冷蔵庫なら、「Z研はZARD電⼦辞書」（所⻑談）ですが、「Z研はZARD捜索⽝でもありますの

で、なんなりと調査依頼してくださいね。（笑）ネタは吟味しますが・・・
 しかし、きぐるみかと、思ったは笑えましたよ。

 また、なしぼーさんの推察どうり、Z研のマスコットは裸で展⽰してるものではなく、箱⼊りの精密なゼットンなんで
す。（笑）

T28さんへ
 むちゃな捜査は危険ですね。あのときは♪「無我夢中」でした。（笑）（使えた）

ヒツキさんへ
 ヒツキさんも代官⼭の捜査をしてましたか。ハックネットに泉⽔さんは通ってたと推察しますが、代官⼭は泉⽔さん

にようにオシャレな街ですよね︕

megamiさんへ
 泉⽔さんの聖地の巡礼のレポート楽しんでいただけたようで、嬉しいです。

 しかし、聖地や巡礼って⾔えばそちらが本場ですよね。（笑）
 近くにも巡礼の⼈って⾒かけるんですか︖

それでは、次の捜査に向けて資料集めに⼊りたいと思います。（笑）
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