
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

「翼を広げて」PVロケ地判明︕（コンコルド広場の観覧⾞）

6037 選択 stray 2008-04-03 08:28:56 返信 報告

皆さんおはようございます。

100%検証が済んだわけじゃありませんが、
 こういうのは早い者勝ちなので発表します。
 「翼を広げて」のPVに出てくる観覧⾞は、コンコルド広場の観覧⾞のようです。

 発⾒者はもちろん⻲井刑事（アネ研さん）です︕︕

シヴァさん、冗談ですって（笑）。あとでアップしますので。

xs4pedさん、メールはどっちでも同じです。
 皐作品は⽬に焼きついているので、動画は完成版だけでけっこうですよ（笑）。

 

「翼を広げて」PVロケ地判明︕（セーヌ河畔の⾵景）

6044 選択 stray 2008-04-03 10:18:44 返信 報告

PVの⼀番最後、橋の下をくぐって⾒えてくる⾵景です。
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「翼を広げて」PVロケ地判明︕（地下鉄︖⼊⼝）

6046 選択 stray 2008-04-03 10:58:53 返信 報告

PVではカットされていますが、
 ⽇テレ「スッキリ︕」等で公開された映像にあった、

 地下鉄︖の⼊⼝です。
 

Re:「翼を広げて」PVロケ地判明︕（観覧⾞の動画）

6047 選択 stray 2008-04-03 11:32:28 返信 報告

 
コンコルド広場の観覧⾞の動画を⾒つけました。

 ttp://vision.chobirich.com/viewvideo.jspx?Movie=48024105/48024105peevee104584.flv
 （最初のhを抜いてあります）

この観覧⾞は21世紀（ミレニアム）を記念して、１９９９年末に設置され、
 １年間だけのところを、署名活動などで１年間⽣き延び、

 ２００２年１⽉末に解体されたようです。

泉⽔さんの姿は映っていませんが、この時期に、パリに⾏ったのか︖
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「かけがえのないもの」PVに同じ場所が︕

6052 選択 stray 2008-04-03 16:50:50 返信 報告

「かけがえのないもの」PVに、同じ場所が映っていました。
 「かけがえのないもの」は2004年発売なので、撮影時期特定に何の役にも⽴ちませんが

（笑）。

安⼼しました

6060 選択 シヴァ 2008-04-03 21:45:04 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑さん、こんばんは︕
  

皐さんの作品、もっと引っぱって少しずつアップされるのかなって思ってたんですけど、すぐアップされたんです
ね。

 泉⽔さんが書いているように⾒える作品はすごいですね︕
 皐さん、ありがとうございます︕

> シヴァさん、冗談ですって（笑）。あとでアップしますので。 
 あ〜っ、よかったです・・。ビックリさせないでくださ〜い︕

それにしてもアネ研さんも所⻑さんもすごいですね︕
 私はＰＶ⾒てても泉⽔さんの顔に視線がクギ付けになっているので絶対気づきませんでした︕

ウソみたいな本当の話ですが、「ｐｒｏｍｉｓｅｄ ｙｏｕ」のＰＶで泉⽔さんの着てるサマーセーターに⿊のアク
セサリーが付いていますよね。

 確かこちらでどなたかが「あれは何なのか気になる」みたいなことを書いてらしたのですが、これを⾒た時、「え〜
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っ、そんなのあった︖」と思って⾒直してみたら「本当にある・・。なんでこんなの気づかないんだろ・・︖でもす
ごい︕さすがだ︕」ってヘンに感⼼したんです。（*≧▽≦*）

ちなみに「Ｂｒｅｚｚａ ｄｉ ｍａｒｅ」のＤＶＤも数え切れないくらい⾒てますけど、泉⽔さんがどんな服装し
てるか、よく覚えていませ〜ん︕

Re:「翼を広げて」PVロケ地判明︕（コンコルド広場の観覧⾞）

6066 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-04-03 23:37:06 返信 報告

こんばんは、遅ればせながらアネ研です。(笑)
 昨晩は検証直前で睡魔に襲われ、続きは所⻑に頼んだのでした。(笑)

 先⽇KOHさんの捕獲したPV「翼を広げて」の上映会をz研会議室でやったのですが、鑑賞後「この観覧⾞のロケ地を
突き⽌めようぜ︕」と⾔い合って別れたのです。（笑）

 皐ちゃんには「⻲井刑事とゼットンのロケ地捜査、期待してるからね。☆ミ」って⾔われちゃったし、pine研究員︖
にも今年度も捜査が熱い、みたいなコメントいただいたので、⼀気かせいに調査してしまいました。（笑）

 ちまたでは、シドニーが臭いとの情報だったので、シドニー、オーストラリアの観覧⾞を⽚っ端から調べたのです
が、かすりもしませんでした。（汗）

 それで、徐々にほかの国と、「⼤観覧⾞」を調べてまして、実は会議室でフランス語が少し話題になっていたので
（意味深）、フランスも⼒を⼊れて探してみたら、似たのがあったというわけです。

 まぐれでしょうが、どなたかのお導きと感謝致します。（笑）

じつは私も…

6080 選択 stray 2008-04-04 17:37:30 返信 報告

シヴァさん、こんにちは。

じつは私も「promised you」PVの泉⽔さんの胸に付いてるブローチに、
 しばらくの間気づきませんでした（爆）。

 Ｚ研を開設して、PVを配信したときに初めて気づいたんです。
 p.y.は、泉⽔さんのお顔のどアップに気を取られますもんね。

 シヴァさんや私以外にも、必ずもっといるはずです（笑）。
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 あのブローチは⿊バラですかね︖「あれは何なのか気になる」って書いたの、
たぶん私だと思います。

アネ研さん、こんにちは。
 なるほど、そういうプロセスでコンコルド広場に辿りついたんですか︕

 どうもお疲れ様でした。”プチお⼿柄”です（笑）。
 皐ちゃんのフランス語のメッセージが、カメさんをパリに導いてくれたとはね︕（驚）

 http://bbsee.info/straylove/id/5882.html#a5993

Re:じつは私も…

6081 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-04-04 18:06:19 返信 報告

シヴァさん、こんばんは。
 じつは私も・・・③号です（笑）。

 いつもシヴァさんの、カメラマンは正気か︖ を、ウンウン分かるって思っていました（笑）。
 PV⾒てても、泉⽔さんが写っている場⾯では、他の部分は記憶にないですね（笑）。

 服装も、ちょっと露出が多いと、その事だけは頭に残っていますが（苦笑）、
 それ以外は・・・（汗）。

アネ研さん、お⼿柄でしたね︕
 私は上記の理由で（笑）、泉⽔さん意外、⽬に⼊りません︕（笑）

 観覧⾞がどうだろうが、⾵景がキレイだろうが、記憶にないんですよね（笑）。
 役⽴たずで申し訳ないっす（笑）。

 肩凝ってない︖（笑） ゆっくり眼を休めて下さいね︕
 

うれし〜い︕

6085 選択 シヴァ 2008-04-04 21:43:53 返信 報告

ｓｔｒａｙ所⻑さん、Ｔ２８さん、こんばんは︕
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な〜んだ︕いっぱいいらっしゃるんですね︕嬉しいです︕
でも無理はないですよね︕服装⾒てる暇があったら泉⽔さんのお顔を⾒てないと損した気になりますもんね︕

> いつもシヴァさんの、カメラマンは正気か︖ を、ウンウン分かるって思っていました（笑）。 
 ですよね〜︕私がカメラマンだったら、どんどん泉⽔さんに近づいていって逃げられても追いかけますからね︕

でもこんなこと書いて⼥性陣の皆さんは冷めた⽬で⾒られているんですかね︖
 私はこういうキャラだからいいとしても、お⼆⼈は「所⻑」「部⻑」の威厳は⼤丈夫ですか︖

 

Re:じつは私も…

6090 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-04-04 23:34:17 返信 報告

こんばんは、
 じつは私も、以前は、泉⽔さんの歌声や、映像を⾒ていれば、うっとりしてしまい、泉⽔さんに関する情報を、あえ

て知りたいとは思いませんでした。
 それが、去年の６⽉くらいから変わり始めてしまいました。

 そしてとどめは、Ｚ板でどなたか投稿の、ａｌ「君Ｄｉｓ〜」の「コンクリーと打ちっぱなしの壁」を⾒た瞬間、
「泉⽔さんが居た聖地に⾏きたーい︕」とロケ地フェチがフツフツ湧いてきて、⾝近な所から、コツコツと、⼿始め
に⽊更津の旅に出かけたのでした。（笑）

くじけそうになった時は、泉⽔さん歌声を聴くのです。

♪星空を数える頃にあなたの部屋に明かりが・・・
 ♪あなたの⽣まれた家を⾒てきました

 ♪海岸通りを歩いていくと、君の部屋が映（み）える

が、我々ロケ地捜査マニアのバイブルです。（笑）

Re:じつは私も…

6096 選択 xs4ped 2008-04-05 10:53:16 返信 報告

strayさん、シヴァさん、T28さん、アネ研さん、こんにちは。(笑)
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じつは私も・・・⑤号︖です。（笑）
> PV⾒てても、泉⽔さんが写っている場⾯では、他の部分は記憶にないですね（笑）。 

 > 服装も、ちょっと露出が多いと、その事だけは頭に残っていますが（苦笑）、 
 > それ以外は・・・（汗）。 

 > 泉⽔さん意外、⽬に⼊りません︕（笑） 
 > 観覧⾞がどうだろうが、⾵景がキレイだろうが、記憶にないんですよね（笑）。 

 やっぱり。(笑)
 皆さん、同じで良かったです。（⼤爆）

 > でも無理はないですよね︕服装⾒てる暇があったら泉⽔さんのお顔を⾒てないと損した気になりますもんね︕ 
 全くその通りです。(笑)

 > でもこんなこと書いて⼥性陣の皆さんは冷めた⽬で⾒られているんですかね︖ 
 かもね︖(笑)

 男の性(サガ)なのでしょうがないですね。(笑)
 此処は変なオジさんの集いの場か〜(笑)

PS.
 アネ研さん、良く⾒つけましたね。

 流⽯です︕(^_^)
 お疲れ様でした。

いっぱいいるな〜（笑）

6102 選択 stray 2008-04-05 11:20:50 返信 報告

なんだ、なんだ、いっぱいいるじゃん同類が（笑）。

アネ研さん、↓これって捜査マニアのバイブルというより、ストーカーじゃない︖（笑）
 > ♪星空を数える頃にあなたの部屋に明かりが・・・ 

 > ♪あなたの⽣まれた家を⾒てきました 
> ♪海岸通りを歩いていくと、君の部屋が映（み）える

ロケ地マニア改め
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6104 選択 アネ研 2008-04-05 12:01:06 返信 報告

では、ストーカー2号ということで。（笑）

⼤漁︕

6113 選択 シヴァ 2008-04-05 21:56:01 返信 報告

④号さん、⑤号さん、⑥号さん、こんばんは︕
 ⑥号さんは初めましてですね︕

> なんだ、なんだ、いっぱいいるじゃん同類が（笑）。 
 本当ですね︕こんなにいっぱいだとは・・。

 ⑦号さん、⑧号さん、⑨号さんも引き続き募集中です︕

もっと記憶にないＰＶがありました︕
 それは「もう探さない」です︕

 屋上で泉⽔さんが歌っている時は確か⿊のジャケットだったかな〜ってあやふやな記憶はありますけど、
 海で泉⽔さんが引っぱってるシーンは「かわいい︕引っぱられたい︕海に沈められたい︕」としか思いません︕

 本当にどんな⾊の服かまで記憶にないんです︕

どんな⾊かまでわからないなんてたいしたもんですよね︕
 ちなみに靴はＰＶ全てを通して完全にわかりません︕

 お顔に全神経を集中しているので、靴まではとてもじゃないけど視線がいきません︕

Re:⼤漁︕

6116 選択 ⿊杉 2008-04-05 23:27:05 返信 報告

> ④号さん、⑤号さん、⑥号さん、こんばんは︕ 
 > ⑥号さんは初めましてですね︕

シヴァさん、今晩は。初めまして、⑥号の⿊杉です。(笑)
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> > なんだ、なんだ、いっぱいいるじゃん同類が（笑）。 
> 本当ですね︕こんなにいっぱいだとは・・。

ですよね。(苦笑)
 ⑥号の私が⾔うのも何なんですが。

> ⑦号さん、⑧号さん、⑨号さんも引き続き募集中です︕

いや、⑨号どころか、⑳号以上、潜在的な⼈達は居ると思いますよ。(笑)

> もっと記憶にないＰＶがありました︕ 
> それは「もう探さない」です︕ 

 > 屋上で泉⽔さんが歌っている時は確か⿊のジャケットだったかな〜ってあやふやな記憶はありますけど、 
 > 海で泉⽔さんが引っぱってるシーンは「かわいい︕引っぱられたい︕海に沈められたい︕」としか思いません︕ 

 > 本当にどんな⾊の服かまで記憶にないんです︕

シヴァさん、オレンジです! オレンジ! 
 いや、ピンク、か…? すみません! 画質があまり良くないPVしかもっていないから、はっきり分かりません!

 でも、これだけは⾔えます。私も、海に沈められたい! と思った⼀⼈です。(苦笑)

> お顔に全神経を集中しているので、靴まではとてもじゃないけど視線がいきません︕

まったくもって、その通りです! 同感です!
 建物や景⾊なんて、記憶をさらっても出てきません。(笑)

 シヴァさんの、カメラマンは正気か、という⾔葉には、パソコンの前で拍⼿すらしてしまいました。

男なんて映すな! そんな暇があったら坂井さんを追え!

よくこんな独り⾔をごちては、PVを⾒ていました。
 思ったより仲間がいたのだと、嬉しかったです。(笑)

ご⽀持ありがとうございます︕

6138 選択 シヴァ 2008-04-06 20:43:08 返信 報告
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⿊杉さん、こんばんは︕
  
 > シヴァさん、オレンジです! オレンジ!  

 > いや、ピンク、か…? すみません! 画質があまり良くないPVしかもっていないから、はっきり分かりません! 
 私が頂いたＰＶを観たんですけど、オレンジなようなピンクなような⾚なような・・。

 はっきり⾔ってよくわかりません︕でもそんなことはどうでもいいです︕
 貴重なカメラ⽬線満載というのが重要なのです︕

  
> まったくもって、その通りです! 同感です! 

 > 建物や景⾊なんて、記憶をさらっても出てきません。(笑) 
 > シヴァさんの、カメラマンは正気か、という⾔葉には、パソコンの前で拍⼿すらしてしまいました。 

 ご⽀持ありがとうございます︕
 あのカメラマンは６⼈がかりで袋叩きにしてやりたいです︕

 

Re:「翼を広げて」PVロケ地判明︕（地下鉄︖⼊⼝）

13294 選択 ROM 2009-04-10 02:23:15 返信 報告

[6046]stray:
 > PVではカットされていますが、 

 > ⽇テレ「スッキリ︕」等で公開された映像にあった、 
 > 地下鉄︖の⼊⼝です。

このキャプチャの事︖
 私の持っている全てに映っていますが。

 アップされていたMTV版にも⼊っていたし・・・︖。

⼊っていないバージョン、どんな編集なのか興味⼤︕。
 機会があったらお願いします。

Re:「翼を広げて」PVロケ地判明︕（地下鉄︖⼊⼝）
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13306 選択 stray 2009-04-10 20:16:24 返信 報告

ROMさん、こんばんは。

これは私の勘違いだと思います。
 「翼を広げて」ＰＶに別バージョンはありませんので（笑）。

 

Re:「翼を広げて」PVロケ地判明︕（地下鉄︖⼊⼝）

13322 選択 ROM 2009-04-10 23:35:54 返信 報告

[13306]stray:
 > ROMさん、こんばんは。 

 > 
> これは私の勘違いだと思います。

回答ありがとうございます。

新発⾒にチョット期待してしまった。
 残念(x_x)

しかし皆様の鋭い観察⼒には脱帽です。
 「promised you」の"ブローチ"ネタなんか、驚き。

 意外と⾒ていないものですね、顔以外は・・・。
 (*^。^*)ポッ!!

Re:「翼を広げて」PVロケ地判明︕（地下鉄︖⼊⼝）

14323 選択 MOR 2009-05-28 14:21:59 返信 報告

皆さん、こんにちは。

武道館へ⾏った⼈・オフ会へ出られた⼈、そして留守番班も、未だ興奮覚めやらずな感じですね。
 秘蔵映像満載を⾒ちゃった⼈にとっては、そりゃ当⾯は覚めたくはないでしょうし。
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⾏けなかった私は、皆さんの報告を読みながら⾃分のことのように楽しんでおります。
「⾏ったつもり」ですね。

さて、「つもり」を少しでも現実的にしようと秘蔵映像を探しておりましたが、何と⾒つけ
ちゃいました。

 それほど⼤した事じゃ無いですけど。(･-･)

[13306]stray::「翼を広げて」PVロケ地判明︕（地下鉄︖⼊⼝）
 > これは私の勘違いだと思います。 

 > 「翼を広げて」ＰＶに別バージョンはありませんので（笑）。 
 の件ですが、間違いじゃなく正しい情報でしたよ。

 そう⾔えば⾒たことがある記憶が蘇りました。
 確かに地下鉄⼊⼝はカットされています。

 カメラを持つシーンが印象的ですね。

この辺の映像も今回は⾒てきたのかな︖。

追伸︓
 早朝のしばらくの間、トップページのサーバーが落ちていてビックリしました。

 別の「ZARD研究所」を⾒つけたとき以上に・・・。（笑）

2526862c8c543368938fc7dfcf0e596713fcc8af
 PW︓0527

こんなにそばに居るのに

14343 選択 MOR 2009-05-28 23:37:06 返信 報告

このバージョン、私にとっては初です。
 少しずつ出し始めてきたのでしょうか。

「こんなにそばに居るのに」

＊以下、修正

リンク先で同内容が⾒られるので変更しました。

https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/3131a4cd22542b79134fe80f69f5b6ca.jpg
https://bbsee.info/straylove/id13306.html
https://bbsee.info/straylove/id/6037.html?edt=on&rid=14343
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=14343


ttp://broadband.biglobe.ne.jp/index_program.html?ch=music_p&prog=music&movieid
=955341&bitrate=1M

確認時はDRM保護無しでした。
 たぶんメールアドレスの記⼊はしなくても⾒られます。
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