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⽤賀・柿⽊坂・北品川･六本⽊のスタジオ︖
1085 選択 Ａｋｉ 2009-10-11 22:30:03 返信 報告

 私が不思議に思ったのは「砧」と「⽤賀」は結構、⽬と⿐の先なのに、わざわざ地名が違うことでした。
  どちらも「砧」といえば「砧」ですし、「⽤賀」といえば「⽤賀」（但し、表記があっていればですけれど）

 「⽤賀」のスタジオは⾳楽スタジオなので、ttp://www.abreath.com/studio/ 「アブレス⽤賀スタジオ」なのでは︖と思いま
す。

 「柿⽊坂」はttp://www.shilostudio.com/map/「シロスタジオ」︖「⽬⿊」とあったので「スタジオＥＡＳＥ」が御⽤達︖と
思ったのですが、住所として違うので、柿⽊坂を信じるならここかな︖と思います。

 「北品川」だとttp://www.twinkleland.co.jp/「スタジオ トゥインクルランド」︖
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 「六本⽊」だとttp://www.studio-folio.co.jp/「スタジオフォリオ」︖でも、Ｂ社⾃体が六本⽊なので何故わざわざ別の場所︖
と思います。

 ⽬⿊の「Ｈｉｍｏｎｙａ」の漢字表記が解らないので謎です･･･

 Ｂ社も⾳楽スタジオ完備なのに何故に別の場所の⾳楽スタジオで撮影しているのか謎です…

 

Re:⽤賀・柿⽊坂・北品川･六本⽊のスタジオ︖
1086 選択 stray 2009-10-11 22:41:30 返信 報告

Ａｋｉさん、こんばんは。

「Ｈｉｍｏｎｙａ」は、碑⽂⾕（ひもんや）でしょう。
 ⽤賀・柿⽊坂・北品川･六本⽊の検証は、少々お待ち下さいね。

>  Ｂ社も⾳楽スタジオ完備なのに何故に別の場所の⾳楽スタジオで撮影しているのか謎です…

別スレに書いたように、ＰＶだからでしょう。
 いつも同じスタジオじゃつまらないですから（笑）。 

Re:⽤賀・柿⽊坂・北品川･六本⽊のスタジオ︖
1087 選択 Ａｋｉ 2009-10-11 22:54:55 返信 報告

 「碑⽂⾕」のスタジオも「柿⽊坂」同様ttp://www.shilostudio.com/map/「シロスタジオ」︖
  「碑⽂⾕」と「柿⽊坂」と⼀緒…ということは同⼀の場所︖

  「お店」とかで撮影されてしまったらわかりませんけれど、あの周辺でのスタジオは「シロスタジオ」が有⼒です。

⽤賀のスタジオは「イーラ⽤賀」
1092 選択 stray 2009-10-12 10:27:49 返信 報告

Ａｋｉさん、こんにちは。
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⽤賀のスタジオは「イーラ⽤賀」と判明しています。
ただ、ＨＰがないので確認しようがないのですが…。

その他のスタジオも、これといった決め⼿が⾒つからないです。
 ⽤賀、碑⽂⾕、柿⽊坂・・・この辺はスタジオが多いですね。

 

スタジオフォリオは「⼼を開いて」
1093 選択 stray 2009-10-12 10:31:43 返信 報告

六本⽊の「スタジオフォリオ」は、「⼼を開いて」を撮った場所です。

こういうスチル写真を撮るのは、近場のスタジオがもってこいでしょう。
 

「⼼を開いて」
1094 選択 stray 2009-10-12 10:52:44 返信 報告

「⼼を開いて」のＰＶは、外⼈の⼦供の映像ばかりで、つまらないですね（笑）。
 動く泉⽔さんのシーンがちょっとだけ映りますが、あれが「スタジオフォリオ」で撮ったもの。

 ＣＭ ver.2としてオンエアされましたが、ゴールデンベスト付録ＤＶＤには
なぜかver.1とver.3のみ収録されています。

http://www.youtube.com/watch?v=GUeyHwmkqK4
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Re:⽤賀のスタジオは「イーラ⽤賀」
1096 選択 ひげおやじ 2009-10-12 13:40:17 返信 報告

> ⽤賀のスタジオは「イーラ⽤賀」と判明しています。 
 →これでしょうか︖

Re:⽤賀のスタジオは「イーラ⽤賀」
1098 選択 stray 2009-10-12 14:02:30 返信 報告

ひげおやじさん、こんにちは。

１０ＢＡＮスタジオ⽤賀と住所は同じですが、別のスタジオです。
 現在は「STUDIO E-RA」という名前になっているようです。

 http://www.usmusic.co.jp/e-ra/

ここのＣスタかも︖

Re:⽤賀のスタジオは「イーラ⽤賀」
1099 選択 ひげおやじ 2009-10-12 14:33:52 返信 報告

所⻑さん、１０ＢＡＮスタジオ⽤賀よりも⼩さそうですが、同じビルの地下に「イーラ／⽤賀スタジオ」も⼊っていまし
た。

 ちなみに、セントラルフィットネスクラブやわたみん家も同じビル⼊っていて、わたみん家はこれまでに何度か利⽤した
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ことがありますが、イーラ⽤賀はこれまで全く気にしていませんでした。尤も、⼊⼝が全く別ですが。
> １０ＢＡＮスタジオ⽤賀と住所は同じですが、別のスタジオです。 

 > 現在は「STUDIO E-RA」という名前になっているようです。

Re:⽤賀のスタジオは「イーラ⽤賀」
1100 選択 stray 2009-10-12 14:43:45 返信 報告

ひげおやじさん

地下にある「イーラ／⽤賀スタジオ」＝「STUDIO E-RA」です。

わたみん家で飲んでるってことは、ひげおやじさんはこの近くなんですね（笑）。
 #1092はどこで撮ったものか、⾒当つきませんか︖

Re:⽤賀のスタジオは「イーラ⽤賀」
1101 選択 stray 2009-10-12 14:46:21 返信 報告

 
壁の横縞模様が⼀致しますので、「イーラ／⽤賀スタジオ」＝「STUDIO E-RA」の

 Ｃスタで間違いないです。

Re:⽤賀のスタジオは「イーラ⽤賀」
1102 選択 stray 2009-10-12 15:18:34 返信 報告

 
上の写真より、「揺れる想い」ＰＶのキャプのほうが分かりやすいかも。

https://bbsee.info/newbbs/id/1085.html?edt=on&rid=1100
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=1100
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/1e6e0a04d20f50967c64dac2d639a577.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/1085.html?edt=on&rid=1101
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=1101
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/c6bff625bdb0393992c9d4db0c6bbe45.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/1085.html?edt=on&rid=1102
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=1102


Re:⽤賀のスタジオは「イーラ⽤賀」
1103 選択 stray 2009-10-12 15:28:54 返信 報告

 
ひげおやじさん、⾃⼰解決しました（笑）。

道路から⾞で地下に降りるスロープでした。
 円形のエンボスが⾒えます。

Re:⽤賀のスタジオは「イーラ⽤賀」
1105 選択 stray 2009-10-12 15:30:17 返信 報告

180°回転すると、スロープの正⾯にこの建物があります。

撮影地点はここです︕
 http://maps.google.co.jp/maps/ms?ie=UTF8&hl=ja&msa=0&msid=1106727246714

12057742.000475b1b8d5b9ae1e332&ll=35.625511,139.634117&spn=0.001836,0.0
02264&t=h&z=18

Re:⽤賀のスタジオは「イーラ⽤賀」
1106 選択 ドルチェ 2009-10-12 20:59:45 返信 報告

ストちゃん、みなさん こんばんは︕
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> 道路から⾞で地下に降りるスロープでした。 
> 円形のエンボスが⾒えます。 

 ん︖︖ これって、#1092のジョン・レノンが⼤好きですから写真の場所ってことですか︕︖ また⼀つ判明したんだネ♪
 お昼にストちゃんと超ニアミスしてたみたいだけど、⾃分の投稿後すぐにお出かけしちゃったので、今気付きました

（笑）
 なるほど〜、地下から上がってきた所をパチリしてるんですね︕ 普通のロケ地マップと別で、スタジオマップも作っち

ゃう︖（笑）
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