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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

promised you PVロケ地は ⼤阪の「GRAND Cafe」
1239 選択 stray 2009-11-08 17:52:04 返信 報告

皆さんこんばんは。

１週間後の11/15は、Ｚ研のテーマソングである「promised you」の発売⽇。
 ♪ with you ♥ 記念⽇であり、xxxさんの御命⽇でもあります。

それに先駆けて、PVロケ地を解明したので発表致します︕

前々から「⼤阪のライブハウスで撮影…」との情報（出典不明）があり、
最近では「⼤阪の GRAND Cafe」という情報も寄せられておりましたが、
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ネットに GRAND Cafe のはっきりした映像が⾒つからず、
ロケ地の捜索に難儀しておりました。

PANさんが、GRAND Cafe で開催された GIZA Studio 主催の新⼈発掘コンテスト
 の映像（2004年4⽉放送の"CD NEWS"と、2005年4⽉放送の"MU-GEN"）に、

 PV映像との共通点を多々発⾒︕しましたので、検証してみたいと思います。

検証① ステージ全体の雰囲気
1240 選択 stray 2009-11-08 17:53:28 返信 報告

まずはステージの全体的な雰囲気です。

照明（スポットライト）は移動式なので、
 ＰＶ映像と数・位置は⼀致しませんが、

 ステージの⼤きさや、靄った感じがソックリです。

新⼈発掘コンテストのほうは、スモークの吹き出しが確認できますので、
 泉⽔さんのPVでも同じ演出が施されたのでしょう。

検証② スポットライト
1241 選択 stray 2009-11-08 17:55:13 返信 報告

上のキャプ画の照明（スポットライト）を拡⼤したものです。
 レンズの周りに、⽩く光る点が３〜４個同じように映っています。

上︓GRAND Cafe
 下︓p.y.PV

検証③ ステージモニター
1242 選択 stray 2009-11-08 17:56:47 返信 報告
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ここが最⼤のポイントです︕︕

ステージ前⽅に置かれた１対のスピーカーは、
 「ステージモニター」「モニタースピーカー」と呼ばれる

 演奏者が⾳を確認するためのスピーカーです。
 セットリストや歌詞を貼ったり、カンニング⽤にも便利みたいです（笑）。

Grand Cafe のステージモニターは、⾓に丸みがあって、
 側⾯に運搬⽤の取っ⼿が付いているのが特徴ですが、

promised you PV のステージモニターもまったく同じ形です。

検証④ ステージの床
1243 選択 stray 2009-11-08 17:59:39 返信 報告

 
両⽅ともフローリングの床で、⾊・⽊⽬、汚れ具合（模様なのか︖）が

 ほぼ⼀緒です。

検証⑤ スタンドマイク
1244 選択 stray 2009-11-08 18:00:58 返信 報告

ありふれたマイク＆スタンドなのかも知れませんが、
 細部まで特徴がピッタリ⼀致しています。

検証は以上です。
 泉⽔さんが珍しく茶髪ですが、「Get U're Dream」のPVも茶髪で

 ⼤坂のスタジオで2000年7⽉頃に撮影されたものですので、
 同時期に⼤坂で撮影したと考えるのが妥当かも知れません。

PANさん、補⾜があったらお願いしますね︕
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Re:promised you PVロケ地は ⼤阪の「Grand Cafe」
1245 選択 Chloe 2009-11-08 18:33:34 返信 報告

“おおさか”の“さか”が、“阪”ではなく“坂”になっていますよ。
 

Re:promised you PVロケ地は ⼤阪の「Grand Cafe」
1247 選択 goro 2009-11-08 18:49:49 返信 報告

strayさん PANさん みなさん こんばんは

「promised you」のＰＶロケ地が判明したのですか︕︕
 特にスピーカーが同じところが決定的ですね。

 マイクや照明まで⼀致していて細部まで⼀致しているので判明ですね。
 ＨＰを⾒ると普段はライブハウスになっているので、

 ⼤阪に訪れたときは覗いてみたいですね。
 でも、22時スタートが凄いですね(笑)。

 

Re:promised you PVロケ地は ⼤阪の「Grand Cafe」
1248 選択 PAN 2009-11-08 19:16:37 返信 報告

みなさん、こんばんは︕
 今回は"GRAND Cafe"で収録されたコンテストの映像が偶然⾒つかりました。

所⻑も仰っているとおり、以前から"promised you"のPVロケ地はここ、
 "GRAND Cafe"ではないかという推測がありましたので、この映像をもとに

 所員⼀丸となり（笑）あらゆる⾓度から検証を⾏ってみた次第です︕

＃検証①について
 下から⾒上げるように泉⽔さんを撮影するには、ステージよりかなり低い

 位置にカメラを置かないと不可能ということになります。このことは、
 ドルチェさんが最初に気付きました︕
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また、#1239の画像より"GRAND Cafe"のステージはかなり⾼くなっている
ことが⼀⽬でわかります。

＃検証②について
 スポットライトのレンズ周りのことまではまったく気が付きませんでした︕

 所⻑、さすがです︕︕

＃検証③について
 いちばんの決め⼿になったステージモニターのスピーカーですが、じっくり

 ⾒ると側⾯がみぞ状になっていることがわかります。細部まで⼀致しています
 ので、同⼀の型式として間違いないと考えられます。

＃検証④について
 フローリングは体育館などで⾒かけるようなものではなく、⽊⽬の模様に特徴

 があることがわかります。このあたりもかなり共通しています︕

＃検証⑤について
 画像のとおりマイクや、マイクスタンドのデザインもそっくりです︕

 

Re:promised you PVロケ地は ⼤阪の「Grand Cafe」
1250 選択 PAN 2009-11-08 19:58:00 返信 報告

goroさん、こんばんは︕

promised you PVのロケ地は、みなさんと共にロケ地探しを
 はじめるようになって2年越しにようやく発⾒することが出来
 ましたのでとても嬉しく思っております︕

 "GRAND Cafe"のことは以前"MU-GEN"の番組サイトにもリンクが
貼ってあったりしたので、とても気になる存在でした。

 また、今年の三回忌ライブにおいても名前が出てきましたので
 ますます気になっていました。

 "GRAND Cafe"はクラブ（昔でいうディスコ）という営業形態
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なので、22時スタートということなんでしょうね︕
ヒルズパン⼯場からは徒歩7〜8分くらいの距離です︕

 

Re:promised you PVロケ地は ⼤阪の「GRAND Cafe」
1251 選択 stray 2009-11-08 20:15:10 返信 報告

「⼤阪」を「⼤坂」と書いてましたね、
 ⼤阪にお住まいの皆さん、失礼しました。

 Chloeさん、おおきに︕ 直しておきましたので。

PANさん、goroさん、こんばんは。

今回は、100％PANさんのお⼿柄です。私は検証しただけ（笑）。
 PVの右隅に、ハンディカメラがちらっと確認できます。

 ステージの⾼さは70〜80cmはあるかと思われます。
 このカメラが、泉⽔さんの横顔を舐めるように撮影したんですね。

 カメラマンが羨ましい・・・（笑）

promised you はＺ研のテーマソングですから、ロケ地は必ずＺ研が⾒つける︕
 と気合は充分だったのですが、２年もかかってしまいました。

 これでもう思い残すことはありませんなぁ（笑）。

左⼿ 中指に指輪が
1253 選択 stray 2009-11-08 20:37:04 返信 報告

泉⽔さんが胸に⿊いプローチ（花びら︖）を付けているのを
 気づかない⼈が多くて、以前⼤笑いした覚えがありますが（笑）、

 よーく⾒ると、左⼿ 中指に指輪を嵌めてらっしゃいますね︕
 私は今⽇、初めて気付きました︕（笑）
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Re:promised you PVロケ地は ⼤阪の「Grand Cafe」
1254 選択 ドルチェ 2009-11-08 20:44:06 返信 報告

ストちゃん、PANさん、みなさん こんばんは︕

♪ with you ♥ 記念⽇を前に、とうとう「promised you」PVロケ地が解明されたんですね︕︕ 時期的にもばっちり♪
 スピーカーもライトの⽩ちょぼもマイクも、本当にそっくりなので、これは間違いないですね︕ 

 PANさんの地道な捜査がモノを⾔いましたね〜（＾０＾） Grand Cafeの映像がないと検証もできませんしネ︕ スゴイ
スゴイ︕ 

 確かに「promised you」PVは、随分低い位置から撮影してあって泉⽔さんの⾜がより⼀層⻑く⾒えるな〜という印象が
あったのですが、

 Grand Cafeのステージが⾼い位置にあるからあんな映像になるんですね。なるほどです。
 これで、スタジオ物のロケ地探しにも加速がついたね︕ 更なるロケ地を探して頑張ろう︕おー︕

Re:promised you PVロケ地は ⼤阪の「Grand Cafe」
1255 選択 PAN 2009-11-08 20:58:36 返信 報告

所⻑へ
 夏に特別ボーナスいただいたので、頑張りました〜︕︕

 あ、いえ今回はたまたまＤＶＤをみつけただけですので（笑）
 >PVの右隅に、ハンディカメラがちらっと確認できます。 

 ホントだ、PVのいちばん終わりにニョキニョキって出てきますね（笑）
 今までまったく気付きませんでした︕

 泉⽔さんの指輪もかなりステキです＾＾

ドルチェさんへ
 ドルチェさんにもいろいろ協⼒してもらってありがとうございました︕

 泉⽔さんの⾜がより⼀層⻑く⾒えるという視点はさすがですね︕︕
 更なるロケ地が⾒つかるようわたしも頑張りますね︕

 

Re:promised you PVロケ地は ⼤阪の「GRAND Cafe」
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1260 選択 チョコレート 2009-11-09 11:59:53 返信 報告

PANさん、所⻑さん、皆さん、こんにちは︕

ついに、ついに、解明されましたか〜。
 Z研のテーマ曲ですからね･･･このロケ地判明は⼤きいですねぇ。

 以前から⼤阪のライブハウスという話は出ていましたが、ついに証拠を掴んだのか〜すごいですね︕
 PANさんの地道な捜査が実を結んだということでしょうか。

 素晴らしい︕検証を⾒ても間違いないでしょう︕︕
 PANさん、pineさん、現場に潜⼊捜査をお願いします︕︕(笑)

Re:promised you PVロケ地は ⼤阪の「GRAND Cafe」
1264 選択 stray 2009-11-09 19:53:29 返信 報告

ドルちゃん、PANさん、チョコさん、こんばんは︕

ついに、ついに、解明しましたよ〜。
 しか〜し、達成感がほとんどないんですよね〜（笑）。

 以前から⼤阪のライブハウスという話が出ていて、
 「やっぱりグランカフェだったか…」で終わってしまった・・・（笑）

> PANさん、pineさん、現場に潜⼊捜査をお願いします︕︕(笑) 
 「Cafe」と付いてますが、営業時間PM10時〜AM4時のディスコですから、

 健全な主婦のpineさんには無理でしょう（笑）。
 PANさんは酔った勢いで⾏けるかもしれませんが（笑）。

 

Re:promised you PVロケ地は ⼤阪の「GRAND Cafe」
1265 選択 goro 2009-11-09 20:39:44 返信 報告

PANさん strayさん ドルチェさん チョコレートさん みなさん こんばんは
 「GRAND Café」はクラブだったんですね。

どおりで始まりが遅い訳です。
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でも遅いですね〜(笑) せめて21時スタートにして下さい︕
今度⼤阪に⾏った時に潜⼊したいものです。写真ＯＫでしょうか︖(笑)。

 いずれにせよ、場所が判明できて嬉しいですね。
 ⼩さな出来事から解明につながるなんて流⽯Ｚ研です︕

 

Re:promised you PVロケ地は ⼤阪の「GRAND Cafe」
1266 選択 PAN 2009-11-09 20:48:28 返信 報告

所⻑、ドルチェさん、チョコレートさん、goroさん、こんばんは︕

チョコレートさん、ありがとうございます︕
 そうですね、⽬星がついていましたので、⽊更津のスタジオみたいな

 感動はないですね〜（笑）でもスッキリ出来て良かったです︕
 潜⼊捜査ですか︕う〜んあの雰囲気は・・（汗）

 でもパーティ等で貸切は出来るみたいですよ︕⾼そうですが・・
 

Re:promised you PVロケ地は ⼤阪の「GRAND Cafe」
1267 選択 PAN 2009-11-09 21:23:06 返信 報告

goroさん、こんばんは︕

はじまりの時間は遅いようですね︕
 クラブは⾏ったことがないのですが、わたしの思っている

 昔のディスコのイメージとはだいぶ異なっていそうです。
 たぶん店内の写真撮影は難しいかもしれません・・

 もし⼤阪に来られて潜⼊されるときはぜひ、雰囲気など
 レポートしてくださいね︕（笑）

 

Re:promised you PVロケ地は ⼤阪の「GRAND Cafe」
1269 選択 pine 2009-11-09 22:52:26 返信 報告
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所⻑さん PANさん ドルチェさん チョコさん goroさん みなさん こんばんは︕
とうとう「promised you」ロケ地が判明したのですね︕

 この時期に判明するなんて、不思議なものを感じますね。
 PANさんの地道な捜査の賜物ですね︕

 この映像を発⾒されたのも、照明・マイク・スピーカーと細かいところから解明されるとは…さすがです︕

>PANさん、pineさん、現場に潜⼊捜査をお願いします︕︕(笑) 
 ということですが、

 >健全な主婦のpineさんには無理でしょう（笑）。 
 正解です︕（笑）

 だって〜、ディスコにも⾏ったことないし〜、⽻根つき扇⼦も持ってないし〜 ぎゃはは︕
 健全な主婦は２２時に就寝です。←うそっ（笑）

goroさんが潜⼊して下さりそうな雰囲気なので、お願いしま〜す︕(^-^)

Re:promised you PVロケ地は ⼤阪の「GRAND Cafe」
1271 選択 アネ研 2009-11-09 23:12:13 返信 報告

こんばんは、
 PANさん、所⻑ Chloeさん、ドルちゃん チョコさん goroさん pineさん、みなさん

 「promised you」ｐｖロケ地の捜査お疲れさまでした。
 そして、おめでとうございます。

 これもひとえに、PANさんの⽇頃のZARD関連、Be-ing関係の映像の収集の結果なんでしょうね。
 ⽇頃の地道な捜査の賜物なんでしょうね。

 頭がさがります。（笑）
これからもレアな映像宜しくお願いします。

しかし、ほんと時期のちょうどよく⾒つかってよかったですね。（笑）

Re:promised you PVロケ地は ⼤阪の「GRAND Cafe」
1272 選択 PAN 2009-11-10 00:23:40 返信 報告
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pineさん、アネ研さん、みなさん、こんばんは︕

pineさんへ
 >PANさんの地道な捜査の賜物ですね︕ 

 ありがとうございます︕今回はVTRのチェックを⾏っただけですので（笑）
 やはり捜査といえばアンパンと⽜乳を持って⾜でしなくては、ぎゃはは︕

アネ研さんへ
 >これもひとえに、PANさんの⽇頃のZARD関連、Be-ing関係の映像の収集の結果なんでしょうね。 

 ありがとうございます、涙が出るほど嬉しいです〜︕
 でもでも、⽊更津のスタジオや芝浦のビルを探し当てたアネ研さんには

 ホントに頭が下がりますよ〜︕
 

Re:promised you PVロケ地は ⼤阪の「GRAND Cafe」
1274 選択 MOR 2009-11-10 03:18:37 返信 報告

皆さん、おはようございます。

本当にZ研の調査⼒には脱帽です。
 皆さんの着眼点というか柔軟な発想と⾔うか、私も少し⾒習わないと。

 頭、堅すぎ・・・。┗(→_←;)┛

マイクはシュア製っぽいですね。
 意味ないですが、写真左のシーンのマイクに貼られているシールの内容が気になったりして・・・。

 コロガシをステージ外の台に傾斜を付けて設置しているようですから、実際はかなり狭そうです。（そう⾒えるのは私だ
け︖）

追伸:[1244]の写真⽐較、マイク本体以外は違うかも知れません。理由は変換ネジが違うので、同じ組み合わせを考える
のはチョット⾟いかも。

  
 

Re:promised you PVロケ地は ⼤阪の「GRAND Cafe」
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MORさん、こんばんは。

シュア製のマイクと⾔われてもチンプンカンプンな私ですが（笑）、
 ステージモニターを「コロガシ」と書いたり、MORさんはかなりお詳しいですね。

 マイクの変換ネジって何ですか︖

ステージの奥⾏きはかなり狭いです。なので、コロガシを前に出して台の上に設置してます。
 このキャプ画も GRAND Cafe ですが、p.y.PV と同じマイクスタンドに⾒えますよね︖

Re:promised you PVロケ地は ⼤阪の「GRAND Cafe」
1280 選択 MOR 2009-11-11 00:49:58 返信 報告

strayさん、

>MORさんはかなりお詳しいですね。 
 ”知っている”と”詳しい”が、必ずしも⼀致しない所が困りもので、私は詳しくないですよ。

 なので、詳しい⼈のフォローを期待して書きます。

>シュア製のマイクと⾔われてもチンプンカンプンな私ですが（笑） 
 マイクの定番中の定番なので、あの形から想像すると”アタリ”の確率は⾼いと思います。

>マイクの変換ネジって何ですか︖ 
 画像箇所です。（⽩く⾒える部分）
 マイクは通常、本体とホルダーのセットです。

 また、スタンドはネジのままなので、ホルダーを取り付けてマイクをセットします。
 問題はスタンドのネジとホルダーのネジに複数の規格が存在する事。

 なので、変換ねじを使って合わせるのですが、⽐較写真ではネジの⾒え⽅が私には違って⾒えます。
 ⾒た⽬でマイクは同じに⾒えますが、持ち込みマイクならマイク⾃体も違うと⾔う可能性もゼロでは無いのかも。

あくまでも、すべて私の仮説ですよ。

質問の件は次に書きます。
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Re:promised you PVロケ地は ⼤阪の「GRAND Cafe」
1281 選択 MOR 2009-11-11 01:02:28 返信 報告

つづき・・・

>このキャプ画も GRAND Cafe ですが、p.y.PV と同じマイクスタンドに⾒えますよ
ね︖ 

 マイクスタンドと⾔われると、どうなんでしょう。
 ホルダーは似ていますね。

 但しマイクは違うと思います。

現⾏機で調べても無理なので、同系統のマイクとして疑っているのが画像です。
あくまでもシュア製だと⾔う前提ですが、ヘッドの付け根の印刷が⼤きな違いです。

前に書いた「マイクに貼られているシールの内容が・・・」にヒントがあるのか、そんな意味で興味を持っています。

いずれにしても、⼤抵が似ているので調べるのは⼤変です。
 特にスタンドは細部を⾒ないと分からないほど似ているものが多いですから、アーム部だけでは・・・。

この辺について詳しい⽅、是⾮フォローをお願いしますね。m(__)m

ちょっと半端な回答になりましたが、以上が私的⾒解です。
  

 

Re:promised you PVロケ地は ⼤阪の「GRAND Cafe」
1286 選択 stray 2009-11-11 20:15:15 返信 報告

MORさん、こんばんは。

なるほど〜、マイクスタンドは、棒とマイクホルダーと取り付けネジから成ってるんですね。
 ヘッドの付け根に、何やら⽂字が印刷されてますね、読めませんけど（笑）、

 これがシェア製の特徴だとすれば、マイクは当たりですね︕

シールですが、新品に貼られている製品番号でしょうか。
 GRAND Cafe にはマイクもスタンドも多数あるので（コンテスト映像で確認できます）、
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その中の１つなのでしょう。これにて検証は終わりにします（笑）。

ところで、コロガシのメーカーは分かりますか︖

Re:promised you PVロケ地は ⼤阪の「GRAND Cafe」
1290 選択 MOR 2009-11-12 03:34:33 返信 報告

皆さん、おはようございます。
 少し突出した話題になりすぎまして、申し訳ない。<_o_>

strayさん、
 >シールですが、新品に貼られている製品番号でしょうか。 

 位置的に微妙で気になっているんですよ。
 DVDでも発売されたときにはハッキリするんでしょうね。

>ところで、コロガシのメーカーは分かりますか︖ 
 とっても特徴があるんですが、私にはまったく⾒当が付きません。

 現役PAの皆さんなら知っていそう。
 現場に転がってませんか︖。（笑）

関係者情報って、本当に欲しいですよね。（⾊々な意味で）
 勝⼿に「検証のための”潜⼊班”に任命︕」って、冗談ですが・・・。（笑）
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