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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

with you ♥ 記念⽇
1337 選択 stray 2009-11-15 08:00:08 返信 報告

皆さんおはようございます。

今⽇ 11/15は、Ｚ研のテーマソングである「promised you」発売⽇であり、
 ① Ｚ研ホームページ開設２周年

 ② xxxさんの三回忌
 でもあります。

今年の⽬⽟は「ブラアネ研」ですが（笑）、まずは恒例⾏事から。
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promised you PV  with you ♥ ⼊り
http://www.filebank.co.jp/filelink/2cb0246e30f9d19744fad4fea1d0cf38

⼟曜ワイドver. イントロ有り セリフが被らないエンディング
 http://www.filebank.co.jp/filelink/5dc296ec4e424b0344fad4fea1d0cf38

 

☆ with you♥ ☆
1338 選択 saki 2009-11-15 08:43:12 返信 報告

 
strayさん、みなさん、こんにちは〜(^^)/

Ｚ研ホームページ開設２周年＆with you記念⽇と⾔う事で、加⼯画を幾つか作りました(^_^)
v
 今までに数え切れない位画像を作っているのに、未だにUPするときは緊張しています…

 みなさんに喜んで貰えるのだろうか︖  泉⽔さんに失礼になっていないだろうか︖ って…

☆promised you☆
1339 選択 saki 2009-11-15 08:44:26 返信 報告

 
5度のダメ出しを乗り越えて⼜々挑戦です… 

 「みんな笑って⽣きてる♪ 」を表現しようとしたけど… 無理⽮理かなぁ〜︖ 
 作れば作る程、難しくなってしまう…(^^;) 

これがダメでもZ研のテーマ曲なので、何回も作るよ〜(^^)/ 

☆もう探さない☆
1340 選択 saki 2009-11-15 08:45:25 返信 報告

 
11⽉6⽇の発売記念⽇から2⽇ほどUPしていたけど… 
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パパからダメ出しさえも、貰えなかった…(T_T)
何がいけなかったのだろう︖︖(^^;)ヾ  教えて♡ ｺﾞﾛﾆｬﾝ

ドルチェさん、せっかくコメント下さったのに、レスごと削除してしまって、ごめんなさいm
(_ _)m

 xxxさんへの追悼の気持が強かったので…  今⽇UPする事にしました。
 

☆明⽇もし君が壊れても☆
1341 選択 saki 2009-11-15 08:46:20 返信 報告

 
モノクロ画像をカラーにしたものです。

歌詞の意味がいまいち理解出来ない…  うぅ・・・・

☆愛しい⼈よ〜名もなき旅⼈よ☆
1342 選択 saki 2009-11-15 08:47:18 返信 報告

 
以前、xs4pedさんとの共演で、Z板に投稿したものです…

☆ 突然 ☆
1343 選択 saki 2009-11-15 08:49:35 返信 報告
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xxxさん、いかがお過ごしですか︖

もう、ナースコールは必要ないですね…  とても淋しいです…。
 この⽇が近づくと、何故かおセンチになっちゃうsakiです。

  
 ※ この画像は後⽇、Z板に投稿してる画像と差し替えますm(_ _)m

※追記︓ 11/16 11:15画像を差し替えました。

Re:with you ♥ 記念⽇
1344 選択 チョコレート 2009-11-15 09:21:00 返信 報告

所⻑さん、sakiさん、皆さん、おはようございます。

> 今⽇ 11/15は、Ｚ研のテーマソングである「promised you」発売⽇であり、 
 > ① Ｚ研ホームページ開設２周年 

 > ② xxxさんの三回忌 
 > でもあります。 

 今⽇はZ研にとって特別な⽇ですね。数⽇前からBBSの画像が⽇替わりになっていて、私も少ししんみりしちゃってます
が、今⽇はいっそう涙を抑えきれません。

 sakiさんの想いの詰まった加⼯画たち、きっとxxxさんも喜んでくれていますよね。#1343を⾒たらもうダメです。涙が
とまりません･･･。あとで出直してきます･･･。

Re:with you ♥ 記念⽇
1345 選択 PAN 2009-11-15 09:55:39 返信 報告

所⻑、sakiさん、チョコさん、みなさん、おはようございます。
 本⽇はＺ研にとって特別な⽇ですね。２年間の⽉⽇は早いものです。

 xxxさんとは⼀度だけBBSでお話をさせていただいたことがありますが、
 

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/674bfc5f6b72706fb769f5e93667bd23.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/1337.html?edt=on&rid=1344
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=1344
https://bbsee.info/newbbs/id/1337.html?edt=on&rid=1345
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=1345


つい最近のことにように思います。本⽇は天国のxxxさんにたくさんの
メッセージが届くといいですね︕︕

「promised you」はこの時期にふさわしい名曲ですね︕
 当時は特典貰うためにわざわざ遠くのレコード屋に出掛けたり、TVや

 雑誌をチェックしたり、懐かしいです（笑）

sakiさん、素敵な加⼯画ありがとうございます︕
 sakiさんのハートが伝わってくるようで、あたたかい作品も

 メッセージもきっとxxxさんと泉⽔さんに届いていますよ︕
 sakiさんの加⼯画にはいつも⼼を和ませていただいています
 ので、たっぷり⾃信持ってくださいね︕＾＾

 

Re:☆promised you☆
1346 選択 stray 2009-11-15 11:38:14 返信 報告

sakiさん、こんにちは。

たくさんの加⼯画ありがとうございます︕
 #1343のナースは、もしかしてsakiさんの後ろ姿︖

 スタイルいいですねぇ（笑）。

６度⽬の挑戦の☆promised you☆ですが、
 軽チャーのxs4pedさんの助⾔を無視して（笑）、

 私の予想通りにガラリと変えてきましたねぇ。
 ＰＶの冒頭、真っ暗闇のステージに泉⽔さんの姿が徐々に浮かび上がりますが、

promised you はやはり、ああいう宇宙的なイメージで作ってほしいです。
「みんな笑って⽣きてる」をテーマにするなら、笑っている泉⽔さんを総動員するとか（笑）。

 ということで、今回も不合格、残念︕（笑）

☆もう探さない☆は、レスを躊躇っているうちに削除されてしまって…。
 躊躇った理由は、前に⾒たことある技法だったのもありますが、

 ＡＬ「もう探さない」のジャケ写は、ZARDの中で最悪の出来だと思っているので、
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この泉⽔さんは⾒たくないという個⼈的な好き嫌いの問題が⼤きいです。
お世辞にも「美しい」とは⾔えない写真ですよね。

☆ with you♥ ☆と、☆明⽇もし君が壊れても☆は、とっても良い出来栄えです。
 

Re:with you ♥ 記念⽇
1347 選択 stray 2009-11-15 11:57:27 返信 報告

チョコさん、PANさん、こんにちは。

xxxさんが11/15に亡くなったことは、後で使者さんからお聞きしたので、
 Ｚ研ＨＰの開設と重なったのは単なる偶然なのですが、今思えば、

 xxxさんに導かれるように、所員⼀丸となって夜な夜な突貫⼯事で作った覚えがあります
（笑）。

 開設当時の懐かしいトップページを貼っておきます。
 カウンターが「３７３」ですから、開設して１〜２⽇後だと思います。

皆さん︕
 xxxさんの作品は、「Cafe トレヴィの泉⽔」の美術館⽬録に収蔵してありますので、

 泉⽔さん亡き後のZARD加⼯画の⼤御所の作品を、是⾮ご覧下さい。

with you ♥ 記念⽇
1349 選択 皐 2009-11-15 13:25:02 返信 報告

所⻑、sakiさんに皆さんこんにちは^^
  

 with you ♥(Ｚ研HP開設2周年)記念⽇おめでとうございます︕
 そして、今⽇はxxxさんの三回忌でもありますね。

 都合によりお祝いの加⼯画が作れず、お花だけでホントすみません(>_<;)
 xxxさんゴメンね〜(焦)でもわかってくれるよね︖^^;

  
 最近はロケ地が次々と判明していて、スゴいですね︕
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たい焼きロケ地はWEZARDに取られて(︖笑)しまいましたが、
アネ研さんの成り切り写真（!?笑）の⽅を楽しみにしています♪

  
 っていうか、パパ︕ニコチン中毒治ってないのっ!?ダメじゃぁあ〜ん︕︕(笑)

おもひで
1350 選択 皐 2009-11-15 13:32:08 返信 報告

今回もsakiお姉ちゃんの作品がたくさんですね︕
 私には今回の「promised you」もナイス︕に⾒えるけど、パパってキビシイなぁ〜(-3-)(笑)

 ☆promised you☆と、☆ 突然 ☆の書式が凝っていますね♪
  

 さてさて、私もだいぶ前に作ってあった加⼯画をアップしたいと思います^^
 ケータイサイズなら、こっちでも平気ですよね︖

 早く新作が作れるように頑張ります(^^)9

Re:with you ♥ 記念⽇
1352 選択 suu 2009-11-15 14:19:41 返信 報告

strayさん、sakiさん、チョコレートさん、panさん、皐さん、こんにちは。

今⽇は、「promised you」の記念⽇ですよね。
 Z研さんホームページ開設2周年おめでとうございます。

 XXXさんの三回忌に成るのですね、⽉⽇の経つのが早いですよね。
 sakiさん、沢⼭の加⼯画を拝⾒いたしました。

 1343の画像はナースはsakiさんですね。
 うるうるしてしまいますね。加⼯画をありがとうございます。

 皐さんも久しぶりでございます。
 別スレの禁煙のポスターを⾒たら、⽌める⽅が増えると思うな。

 今⽇は、promised youを聴いて過ごしたいと思います。
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Re:with you ♥ 記念⽇
1354 選択 stray 2009-11-15 15:02:19 返信 報告

皐ちゃん、suuさん、こんにちは。

ＨＰ開設2周年のお祝いありがとうございます。
 早いですね〜、Ｚ板でxxxさんたちとわいわい楽しくやっていたのが

 つい先⽇のことのように思い出されます。楽しかったですねぇ。
 皐ちゃんとxxxさんが競演していた、2007年8⽉頃が懐かしいです…。

⻑⼥にダメ出ししたら、次⼥からダメ出し貰っちゃいました（笑）。
 早くタバコの値段上げてくれないかなぁ、そしたら即⽌めるのに（⾔い訳）（笑）。

 

Re:with you ♥ 記念⽇
1355 選択 stray 2009-11-15 15:06:06 返信 報告

suuさんが泣いて喜びそうな禁煙ポスターも
 アップしちゃいましょう︕（笑）

これも皐ちゃん作です。
 禁煙したい⼈はどうぞ部屋に貼って下さい（笑）。

ブラアネ研「⿇布⼗番」編①
1356 選択 アネ研 2009-11-15 15:45:45 返信 報告

こんにちは、みなさん
 Z研HP ２周年おめでとうございます。

 そして、xxxさん、３回忌、xxxさんそちらの世界では元気に泉⽔さん、megamiさんたちと暮らしてるでしょうか︖
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と、いったところで、今回は、いろいろあったロケ地捜査ですがはじめま〜す。

ブラアネ研「⿇布⼗番」編②
1357 選択 アネ研 2009-11-15 15:54:31 返信 報告

話は、１１⽉１０⽇のZ研内の会議室に、
 なんとpineさんが、例の泉⽔さんがたい焼きを⾷べてるロケ地を、突き⽌めたとの１報がはいったのです。

 すでに「地図」と、「公園の写真」は⽤意されていて、
 ほぼ確実でしょうが、Z研としてはどこに泉⽔さんがいたのかをつきとめ、さらに同じアングルの写真が必要なので、現地

へ⾏くことにしました。
 とは⾔え、毎⽇仕事なので⽇曜しか⾏けず今⽇になってしまいました。

 そのあいだのことは、ほかのスレ参照のこと。

ブラアネ研「⿇布⼗番」編③
1358 選択 アネ研 2009-11-15 16:00:56 返信 報告

⿇布⼗番に着いて捜査もですが、
 やっぱ腹ごしらえで、浪花屋総本店へたい焼きを買いにいきました。

 ここは、何個ではなく、何匹っていうのがいいですね。（笑）

そして、２代⽬ゼットンのお披露⽬です。
 今回のは、普及型ですが宜しくお願いしま〜す。

 

ブラアネ研「⿇布⼗番」編④
1359 選択 アネ研 2009-11-15 16:12:32 返信 報告

そして、５０mくらい東へ⾏ったところに公園がありまた。
 「⿇布⼗番パティオ」pineさんがつきとめた、泉⽔さんが「たい焼き」を⾷べてたロケ地です。
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ブラアネ研「⿇布⼗番」編⑤
1360 選択 アネ研 2009-11-15 16:25:16 返信 報告

ところが、な〜っと、今⽇は何やらイベントをやってました。
 「さわやか信州農林産物まつり」だって︕（汗）

 こともあろうに今⽇しなくても〜と思いながら、ゼットン⽚⼿にうろうろして、問題の⽊をさが
しました。

Re:ブラアネ研「⿇布⼗番」編
1361 選択 stray 2009-11-15 16:29:14 返信 報告

アネ研さん、こんにちは︕

捜査ご苦労さまでした︕
 やけに引っ張るけど（笑）、ま、まさか、”撮れませんでした”ってオチ︖（笑）

 

ブラアネ研「⿇布⼗番」編⑥
1362 選択 アネ研 2009-11-15 16:32:43 返信 報告

泉⽔さんは⾞⽌めに腰かけてたい焼きを⾷べ、
 カメラマンは少し遠くから望遠で狙っていたことから考えて、公園南東のこの⽔⾊の服の⼈と、⽩の服の⼈の間の⽊が泉

⽔さんのバックの⽊と睨んでいます。
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しかし、いかんせんゼットンと⼀緒でもこの中で写真を撮ることはできませんでした。（くやじ
〜）

ブラアネ研「⿇布⼗番」編⑦
1363 選択 アネ研 2009-11-15 16:37:05 返信 報告

所⻑、こんにちは、鋭い︕
 しょうがないので、北側の⽊の前で記念写真をパチリ、

 泉⽔さんの後の斜めの⽊か鉄はすでになかったけど、９９パーセントここでしょう。

ブラアネ研「⿇布⼗番」編⑧
1364 選択 アネ研 2009-11-15 16:40:22 返信 報告

気を取り直して、もう⼀つのロケ地捜査です。
 ここもすでに所⻑が突き⽌めてたんで、すぐに⾒つかりました。

 所⻑、これで許してね。（笑）

追記
 失礼しました。

 こっちはのロケ地は、チョコレートさんが突き⽌めたんですね。
 チョコさん、ありがとうございました。

 泉⽔さんが⽴ってってたところに⽴てて、嬉しかったです。（笑）
 しかし、腕をかけられてた少年どうしてるでしょうね。
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Re:ブラアネ研「⿇布⼗番」編⑦
1365 選択 stray 2009-11-15 16:44:51 返信 報告

”鋭い︕”って褒められてもねぇ（笑）。

アネ研さん、ターゲットを間違えてるし（笑）。
 パティオの真ん中、階段上ったところの⽊なんだけど…（汗）

 ⽊の前にコンクリート製のベンチがあるでしょ。
 泉⽔さんはそこに座って、たい焼きをほおばっていたのを、

 階段下からパチリした。

来週、もう１回⾏ってちょ︕（笑）

Re:ブラアネ研「⿇布⼗番」編⑧
1366 選択 stray 2009-11-15 16:51:24 返信 報告

おう︕ ここを⾒つけましたか︕ お⼿柄です︕︕

ん〜、これで許してもらえるかどうか、pineさんに相談してみます（笑）。

ブラアネ研「⿇布⼗番」編⑨
1367 選択 アネ研 2009-11-15 16:56:03 返信 報告

ここは、当時は「さわやか信⽤⾦庫」だったか定かではありませんが、2008年まではそうだっ
たようです。

 さわやか信⾦ → さわやかな君の気持ち（PANさんの仮説）の関連で⼊⼝で近所の⼦供たちとパ
チリだったのかも知れませんね。
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アネ研さん、ありがとうございます︕
1368 選択 チョコレート 2009-11-15 17:13:40 返信 報告

アネ研さん、所⻑さん、こんにちは︕
 ブラアネ研、楽しみに待ってましたよ〜(笑)。

> ここは、当時は「さわやか信⽤⾦庫」だったか定かではありませんが、2008年まではそうだったようです。 
 やはり、⼦どもたちとの記念撮影現場は「旧さわやか信⾦店舗⼊り⼝」でしたか︕うれし〜い︕︕(笑)

 少し、私から補⾜させていただきますと、「さわやか信⾦」は2002年10⽉以降の名称でイメージカラーがブルーです。
 しかし、PV撮影当時はグリーンのラインが⼊っているので、合併前の信⾦なのだと思います。つまり、撮影はそれ以前︖

ちなみにさわやか信⾦の成り⽴ちは同栄信⾦というものらしく、2001年に東都中央信⽤⾦庫に名称が変わっています。
 どちらの信⾦もイメージカラーが私には特定できませんでしたので、どなたかご存知の⽅、教えて頂ければ助かります

(笑)。

ブラアネ研「⿇布⼗番」編⑩
1369 選択 アネ研 2009-11-15 17:15:26 返信 報告

あ〜2代⽬ゼットンの活躍も「さわやか〜」のイベントでさんざんなことになってしまいまし
た。

最後まで読んでいただいてありがとうございました。

なんだか出しずらいのですが、⼀応出してみます。
 どなたか、助⾔宜しくお願いしま〜す。（汗）

おしまい。

Re:with you ♥ 記念⽇
1371 選択 ドルチェ 2009-11-15 17:17:34 返信 報告

Z研のみなさん、こんばんは︕
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今⽇は、Z研の⼤事な⼤事な記念⽇、本当におめでとうございます♥ みんなと⼀緒に2周年記念を迎えられて本当に嬉し
いです。

sakiちゃん、皐ちゃん、今⽇も素敵な加⼯画をありがとう。皐ちゃんの新作も、待ってるヨ。
 xxxさんとのご縁から、sakiちゃんとも出会うことが出来たし、悲しいこともいっぱいあったけど、今は嬉しい気持ちの⽅

が強いです。
 でも、それもこれもやっぱり泉⽔さんのお陰ですよね。

 ☆もう探さない☆画像は、xxxさんへの想いがこもっているから、そうだね今⽇アップの⽅がふさわしいネ︕

そして、with you ♥記念⽇のメインイベント、ブラアネ研︕ アネちゃん、お疲れさまです。ありがとうネ。
 ⼆代⽬ゼットン君もアネちゃんと⼀緒だとイキイキしていて、カッコイイ︕

 浪花家さんからスタートして、泉⽔さんがたい焼きをパクリしていたあの場所までのお散歩も、楽しそうです。
 「⿇布⼗番パティオ」の近くの⽊も葉っぱが⾊付いてきているんですね︕ 綺麗だなぁ・・

 でも、なんとまぁ︕今⽇は、パティオ内でお祭りがあってたの〜︖︖ タイミング、良すぎ〜、っていうか悪すぎ〜
（笑）

 それに、ちょっとターゲット違いだったのかな・・私には全く分からないので、コメントできないけど 次のリベンジが
あるのかな︕︖

 とにかく、アネちゃん お疲れさまでした（＾０＾） 私も浪花家さん〜⿇布⼗番パティオへ⾏きたいなぁ︕

Re:with you ♥ 記念⽇
1372 選択 ペケ 2009-11-15 17:20:37 返信 報告

所⻑、皆さん、こんにちは。

Ｚ研ホームページ開設２周年おめでとうございます。って事は９⽉の２周年は掲⽰板︖。

アネ研さん、２代⽬ゼットンおめでとうございます。強⼒な相棒が出来て捜査もバッチリです
ね（笑）。

 

領収書の宛先が・・・（笑）
1373 選択 stray 2009-11-15 17:28:43 返信 報告
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アネ研さん、改めて「ブラアネ研」（笑）ご苦労さまでした。

WEZARDと、「さわやか信州農林産物まつり」のせいで、
 さんざんな結果に終わってしまいましたね（笑）。

 pineさんの⾏いがよほど悪いのでしょう（笑）。

領収書の宛先が「Ｚ研」になってますね（笑）。
 「ZARD研究所で」と頼むよりは恥ずかしくないかも（笑）。

じつは私、殉死したゼットンと同じタイプを１体持ってるんです（笑）。
 

さやわか信⾦
1374 選択 stray 2009-11-15 17:34:51 返信 報告

チョコさん、こんにちは。

アネ研さん、さやわか信⾦の成り⽴ちはチョコさんの説明のとおりです。
 今回の捜査は「カフェ従業員室」で進⾏してまして、

 pineさんが「パティオ」を、チョコさんが「さやわか信⾦」を突き⽌めたんです。

少し補⾜すると、「さわやか信⾦ ⿇布⽀店」は、
 ★２００７．９⽉２５⽇ ⼀の橋⼤通りに移転

 ★２００７．１０⽉２９⽇ パティオ通りに出張所オープン
 です。

泉⽔さんのロケは 2002年10⽉以前ということになりますが、どこまで遡るのかは不明。
 お顔の感じからして、私は2002年頃じゃないかと思うのですが…。

Re:with you  記念⽇
1375 選択 カーディガン 2009-11-15 17:39:17 返信 報告

所⻑、副所⻑、sakiさん、チョコさん、PANさん、皐さん、suuさん、アネ研さん、ペケさん、こんにちは︕
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今⽇は、Z研の記念⽇で、xxxさんの命⽇でもあり、意味の深い⽇です。
みなさん、たくさんお集まりですね。所⻑の禁煙が進まないのを⼼配︖しておりますが、タバコが値上がりしたらやめま
すかね︖なんかきっかけがないと禁煙はむずかしいでしょうね。私もずいぶん前に禁煙して今も続いていますよ。きっか
けは、やっぱり⾔われるといいかもしれませんね。

アネ研さん、ロケ地の調査お疲れ様です。今⽇は公園がにぎわっていますね。２代⽬のゼットンも活躍していますね。今
後もゼットンのレポートよろしくお願いします。浪花屋のたいやきもおいしそうで、いいですね。ここの鯛焼き、また⾷
べてみたいです。

Re:with you ♥ 記念⽇
1376 選択 stray 2009-11-15 17:52:29 返信 報告

ドルちゃん、ペケさん、カーディガンさん、こんばんは。

まさかパティオ内でお祭りしてるとは思わないよね〜（笑）。
 リベンジ︖ あると思います︕（笑）

 Ｚ研が次々ロケ地を発⾒しているので、東京だけでも、
 ロケ地巡りしたら丸１⽇かかりますね（笑）。

ペケさん、Ｚ研は当初ＢＢＳ（2007.9.9）だけだったのです。
 その後「美術館」をオープンし、ホームページとして形が

 整ったのが2年前の今⽇ということなのです。
 カワイイ加⼯画ですね︕

 Ｚ研の今昔も分かるし、⼤事にさせていただきます。
 どうもありがとうございました︕

カーディガンさん、お久しぶりです。
あれ︖代々⽊公演の翌⽇、PANさんと3⼈で浪花屋に⾏きましたよ︕（笑）

 禁煙が進まないのは、ストレスが多いからかも知れませんね。
 ⼤幅な値上がりとか、何かきっかけがないとなかなか…。

Re:with you ♥ 記念⽇
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1377 選択 ⿊杉 2009-11-15 17:55:00 返信 報告

皆さん、今⽇は。

Z研ホームページ開設2周年、with you記念⽇、おめでとうございます。
 まだ2年⽬なのか〜、という気持ちと、もう2年経つのか、という気持ちが⼊り混じっております。

 どちらにせよ、⼤変中⾝の濃い2年で、Z研には驚かされ続けた⽇々でございました。(笑)

研究には、てんで役にも⽴っておりませんで、「⾒守る」専⾨ですが、
 これからも、解明されて⾏く謎を「⾒守り」続けさせて頂けたらなぁ〜、と思っております。(笑)

アネ研さん、今晩は。
 「ブラアネ研」お疲れ様でした。

 よりにもよって今⽇が「さわやか信州農林産物まつり」とは、ついてなかったですね。
 でも、それでもきちんと調査を全うされるとは、さすがですね!!

 しかし、⼈混みの中、2代⽬ゼットンを⼩脇に抱えての撮影……恥ずかしくなかったですか?(笑)

sakiさん、今晩は。
 どれも素晴らしい作品ですが、1343の「突然」は、凄く素敵な作品ですね。

 sakiさんの御気持ち、届いている事と思います。

アネ研さん、お帰りなさい︕︕
1378 選択 PAN 2009-11-15 18:05:25 返信 報告

みなさん、こんばんは︕︕
 ブラアネ研「⿇布⼗番」レポート、お疲れ様でした︕

 浪花屋のたいやき、こんがり焼けて美味しかったと思います（笑）
たいやきを焼く鉄板は創業当時から変わってないらしいですね。

メインの「⿇布⼗番パティオ」でイベント開催だったとは予想外
 でしたね。ちっさい公園に沢⼭のお店がひしめきあってますね・・

 当時とは少し様⼦が異なっているようですが、アネ研さんの写真
 で雰囲気がとてもよく伝わってきます。
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代々⽊公演の翌⽇に所⻑、カーディガンさんと散策したときが
懐かしいです＾＾

 ⼆代⽬ゼットンのお披露⽬ありがとうございます︕
 テレビに出てきた⼆代⽬（本物︖）はすこし太っていますが、

 アネ研さんのゼットンは初代のおもかげがあって嬉しかったです。
 「領収書」は恒例になっちゃいましたね︕（笑）

 

Re:with you ♥ 記念⽇
1379 選択 suu 2009-11-15 18:10:25 返信 報告

strayさん、皆さん、こんばんは。

所⻑さん禁煙のポスターで⽌める⽅が続出するかもね。
 皐さんのポスター密かに貼ったら持って⾏かれそうです。

アネ研さん、今⽇、公園に⾏かれたのですね⽤事が無ければ
 ⿇布⼗番を散歩していたと思います、アネ研さんとバッタリ
 あっていたかもです、ストリートビューでグルグル⾒ていました(笑)お疲れ様です。

さわやか信⽤⾦庫は⿇布⽀店の場所がそうだったのですね。
 今度鯛焼きを⾷べながら散歩しないとね。ベンチに腰掛けて
 えええ撮ってたのやだーみたいに(笑)

Re:with you ♥ 記念⽇
1380 選択 xs4ped 2009-11-15 19:30:01 返信 報告

strayさん、皆さん、こんばんは。

今⽇は「promised you」発売⽇&「Ｚ研ホームページ開設２周年」&「xxxさんの三回忌」とZ
研にとって特別な⽇ですね。

 あれから２年。⽉⽇の経つのが早いですね。
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sakiさん、☆promised you☆加⼯画またまた撃沈ですか。(笑)
せっかくアドバイスしたのに無視︖するからです。(笑)

 残念でしたね〜
 でも、背景は前より少し明るくなって良いと思います︕

 半歩、前進︖(笑)
 #1343は若しかしてsakiさんかな︖

と⾔う事で、私も☆promised you☆加⼯画を作成してみましたが、合格点貰えるかな︖
 其れとも撃沈︖(笑)

アネ研さん、２代⽬ゼットンと共に現地捜査お疲れ様です︕
 肝⼼の泉⽔さんが座って、たい焼きを⾷べている場所は撮り損ねた様ですね。残念︕(>_<)

 次回⾏く時(来週︖)に期待してます。
 #1364はパチリ出来て良かったですね。(^_^)

 処で、初代ゼットンはあのまま(未回収)ですか︖(笑)

最近はロケ地が次々と判明して、凄いですね︕
 流⽯、Ｚ研ですね。(^_^)

Re:さやわか信⾦
1381 選択 stray 2009-11-15 20:45:01 返信 報告

チョコさんへ、プチ情報です（笑）。

東都中央信⽤⾦庫のシンボルカラーはピンクだったようです。
 （銀⾏の封筒収集家のＨＰより）

 http://blog.livedoor.jp/tecchan4/?p=4

緑⾊の３本線は「同栄信⾦」当時の可能性が⾼いですね。

Re:with you ♥ 記念⽇
1382 選択 stray 2009-11-15 20:55:46 返信 報告
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⿊杉さん、PANさん、suuさん、xs4pedさん、こんばんは。

⿊杉さん
 お祝いどうもありがとうございます。

 ⿊杉さんの質問のおかげで、「Get U're Dream」の謎が解けたこともありましたね。
 懐かしい…。⾒守り隊と⾔わず、前のように是⾮話題に参加して下さいね。

PANさん
 代々⽊公演翌⽇の渋⾕の突撃捜査、楽しかったですね〜（笑）。

 あれから1年半も経つなんて信じられません。
 ⼆代⽬ゼットン（すこし太ってる）のソフビは⾒たことないです。

 アネ研さんの新しい相棒は、前のと形は⼀緒みたいですね。

suuさん
 皐ちゃんのポスターは、恐〜い泉⽔さんと、やさしい泉⽔さんの

 ２パターンあって、その⼈の性格によって貼り分け可能なのです（笑）。
 このロケ地は写真じゃなくて、是⾮ビデオで成り切り映像を撮ってきて下さい（笑）。

xs4pedさん
 お祝いどうもありがとうございます。

 私はロケ地捜査がいちばん楽しいです（笑）。
 xs4pedさんの作品はもちろん合格ですよ︕（笑）

Re:with you ♥ 記念⽇
1384 選択 アネ研 2009-11-15 21:52:57 返信 報告

こんばんは、みなさん
http://www.ehills.co.jp/rp/dfw/EHILLS/townguide/autumnfood/seafood/sanma2.php

 これを⾒てください。

「東都中央信⽤⾦庫⿇布⼗番」で検索してみました。（笑）
 これによると、東都中央信⽤⾦庫だったようです。

 しかし、時期を知りたいですね。

https://bbsee.info/newbbs/id/1337.html?edt=on&rid=1384
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=1384


やっと、落ち着いてみなさんに記事を⾒ています。

sakiさん
 すばらしい加⼯画ありがとうございます。

 わたしは、どれも好きですが、♯1341の鋭さが好きですね。

皐ちゃん
 忙しいようですが、落ち着いたら、また加⼯画⾒せてくださいね。

 でも、裏BBSかな︖（笑）

チョコさん
 今回は情報どうもです。

 チョコさんにもそちらでもロケ地捜査があるといいですね。（笑）
 是⾮「この感動」を感じてほしいです。

PANさん
 レスどうもです。

 領収書でも、解るとうり、２代⽬は１代⽬の半額くらいです。
 ⼩⽣のZ研の台所事情を考えた次第です。（笑）

カーディガンさん
 おひさしぶりです。

 たい焼きは、相変わらずあんこが多くて、また、焼き加減がよくてうまかったです。
 今度はいっしょにいきましょう。

ドルちゃん
 紅葉を感じるなんて、⼄⼥チックだな〜（笑）

 私は、その辺を⾒る余裕はありませんでした。
 こっちは、⾬つづきの中の晴れで、超ラッキーだったのに

 「さわやか〜」のイベントやってて散々でした。
 でも、名前に免じて許しちゃおうかな。（笑）

Re:with you ♥ 記念⽇



1385 選択 goro 2009-11-15 21:54:35 返信 報告

strayさん、ドルチェさん、sakiさん、チョコレートさん、PANさん、皐さん、suuさん、アネ研さん、ペケさん カーデ
ィガンさん、⿊杉さん、suuさん、xs4pedさん みなさんこんばんは

ＨＰ開設２周年おめでとうございます。9⽉はＢＢＳだったのですね。この２年間⾊々な事があり、嬉しいことも悲しいこ
とも乗り越えてきたんですね︕って思ってしまいます。開設当時は私はまだいなかったけど、やがて⾒る側になって、も
う少したったらみなさんとお話することが出来て、私⾃⾝も凄い進歩しました(笑)。これからも和みのあるＺ研であるこ
とを⼼から願っています。

#1343の画像の右側はsakiさんなのでしょうか︖ 泉⽔さんも⽩でまとめられていて、おそろいで素敵だったし、気にな
りました(笑)。

アネ研さん、捜査ありがとうございます︕ 捜査にはハプニングがつきものですね(笑)。しかしながら場所も撮れて２代
⽬ゼットンもさぞ喜びでしょう︕ 泉⽔さんが⾷べているたい焼き屋さんは浪花屋総本店だったんですね。以前過去ログ
を読んでいましたが忘れてしまって・・・。⿇布⼗番散策も趣があっていいですね。

 今後の2代⽬ゼットンとの活躍、期待しています。ありがとうございました。

Re:with you ♥ 記念⽇
1386 選択 アネ研 2009-11-15 22:18:26 返信 報告

⿊杉さん
 おひさしぶりです。（笑）

 元気ですか、恥ずかしいなんてもんじゃないですよ。
 あのイベント会場の中、陳列品を⾒るでもなく、

 ⽊の柵を⾒るんですからね。（笑）
所⻑も書いてますが、また、ドカーンッとやってください。（笑）

ペケさん
 レスどうもです。

 お加減はおかがでしょうか。
 所⻑も書いてるとうり、Z研創⽣記は、

 

https://bbsee.info/newbbs/id/1337.html?edt=on&rid=1385
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BBSのみしかなく、驚くほどの拡張です。
⼩⽣もリストラされないようにしなくっちゃ︕（笑）

xs4pedさん
 いい加⼯画ですね。

 あのスタジオの輝きが感じられます。
 レスもどうもです。

 １代⽬ゼットンは、落下殉死したままです。
 例のスタジオで可愛がってもらってたらいいのですが・・・

 無理でしょうね。（笑）

suuさん
 こんばんは、神奈川⽅⾯のロケ地捜査はすごいですね。

 suu・アネ不可侵条約じゃないけど、条約は破るためにも
 あるで、超特ダネは、シコシコ調査中なことだけお伝えします。

 お互い年間⼤賞狙いましょう。（笑）

goroさん
 レスどうもです。

 たい焼きを是⾮⾷べに⾏ってください。
 つつみ紙についたかおりからして、うまそうなんです。

 goroさんの国内の捜査も期待しています。（笑）

所⻑
 幹事お疲れさまです。

 まだ、１２時じゃないけど今⽇は２次回の予定はありません。（笑）
 しかし、pineさん、チョコさんと凄いですね。

 ⼆⼈とも旦那さんがいないと、調査・検索の⽇々なんでしょうか︖（笑）
 今回の調査もいまいちでしたが、こんどは、⾃⼒で突き⽌めたいものですね。

 今後もZ研の発展を祈っています。（笑）

☆promised you☆



1388 選択 xs4ped 2009-11-15 22:33:41 返信 報告

皆さん、こんばんは。

> xs4pedさんの作品はもちろん合格ですよ︕（笑） 
 やっほう〜︕＼（＾ ＾）／ 

 sakiさん、先に合格点貰っちゃって悪いね〜(笑)
 sakiさんの合格点加⼯画(promised you)を待ってたんだけど、先に合格点貰っちゃったのでUp

しちゃいました︕(笑)
 Part2作成(Up)までは合格点貰える様、頑張って下さいね〜︕(笑)

 http://xs4ped.spaces.live.com/
 

Re:with you ♥ 記念⽇
1389 選択 stray 2009-11-15 22:41:28 返信 報告

アネ研さん、こんばんは。

チョコさんの情報（ウィキ）で合ってると思います。
 （東都信⾦は 2001年10⽉から2002年10⽉まで）

 名前が変わったのをお店の⼈が知らないで書いたのでは︖（笑）
 で、リベンジは無しですか︖（笑）

goroさん、こんばんは。

goroさんがいなかったら、海外ロケものはお⼿上げでした（笑）。
 アネ研さんを抜いて貢献度No.1ですので（笑）、

 今後もＺ研専属でよろしくお願いしますね（笑）。

Re:with you ♥ 記念⽇
1391 選択 MOR 2009-11-16 04:51:36 返信 報告

皆さん、おはようございます。

https://bbsee.info/newbbs/id/1337.html?edt=on&rid=1388
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遅ればせながら⼀⾔だけ⾜跡を。

２周年ですか。
 思えば、私がstrayさん、そして皆さんとの初対⾯（⽂字上）がpromised youのPVでの事だと記

憶しています。

これからも皆で with you ♥
  

 

Re:with you ♥ 記念⽇
1392 選択 pine 2009-11-16 10:52:35 返信 報告

所⻑さん みなさん こんにちは︕

⼀⽇遅れてしまいましたが、with you記念⽇♡Ｚ研ホームページ開設２周年おめでとうございます。
 昨⽇はとても⼤切な⽇なのに、朝から晩まで出かけていたので来れませんでした。ごめんなさい。

sakiさん、たくさんの加⼯画ありがとうございます。
 Z研フラッグを振っている元気な泉⽔さんから始まって…「☆ 突然 ☆」を⾒たら涙をこらえられませんでした。sakiさん

にとっては⼀層特別な⽇ですものね。
 ⽇々のご活躍を空の上から⾒守ってくださっていますよ。(^^)

 皐さん、xs4pedさん、ペケさんもステキな加⼯画をありがとうございます。
 今⽇は特別ですが、BBS上で⾒せて頂けるのは嬉しいです。

 

アネ研さん ありがとうございました︕︕
1393 選択 pine 2009-11-16 10:56:27 返信 報告

アネ研さん︕お忙しい中、わざわざお出かけ下さってありがとうございました。感謝の気持ちでいっぱいです。(*^-^*)
 それなのに、あぁそれなのに…「さわやか信州農林産物まつり」ですって〜︕︕なんでこの⽇にするかなァ…

 WEZARDの記事といい、私の⽇頃の⾏いが相当悪いようですね。（汗）
 せっかくに出かけてくださったのに、HPをチェックしていなかったので、⾟い現地調査になってしまい、アネ研さんには

申し訳ないことをしてしまいました。
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ttp://www.azabujuban.or.jp/top.html （ここにイベント情報が載っていました）
この状況の中、泉⽔さんの⽊で、ゼットンを連れてのなりきり写真は不可能ですね。

 でも「９９％ここでしょう」といアネ研さんのお墨付きを頂けたので満⾜です。(^^)
 蛇⾜ですが、昨⽇は出かけていたので来れませんでしたが、ず〜っと気持ちは⿇布⼗番に⾶んでいました。（笑）

 帰りも遅かったのでPCを開ける⼒もなく…でも、ずっと気になっていたので、何とアネ研さんが夢の中に出てこられまし
た（笑）

 お会いしたことはないので、お顔は存じ上げませんが「アネ研です」って名乗ってくださり、夢なので理解不能ですが
「⽊曜⽇から現地⼊りしている」と。そして、おみやげに鯛焼きではなく、何故かポップコーンを下さいました。（笑）

そして、さわやか信⾦はチョコさん⼤正解︕でしたね。
 ここはネット上を探しても、この正⾯⼊⼝の画像は⾒つからなかったので、初めてお⽬にかかります。（笑）

 シャッターが下りていなくて、当時の雰囲気が残っていますね。２代⽬ゼットンが誇らしげです。（笑）

とにかく、アネ研さんありがとうございました。
 いつか、私も浪花家さんの鯛焼きをパティオで⾷べた〜い︕

 そして、さわやか信⾦の前で破壊星⼈の腕をつかんで、なりきり写真を撮りたいものです。(^^)

Re:with you ♥ 記念⽇
1394 選択 saki 2009-11-16 11:10:50 返信 報告

 
strayさん、みなさん、昨⽇はお疲れ様でした。

saki画像にたくさんのコメントを頂いてありがとうございました。<(_ _)>
 ☆promised you☆は⼜々不合格かぁ〜(>_<)    うぅぅ・・・・    厳しいなぁ〜

 それに、xs4pedさんは合格してるし…   取り残されちゃったね…

本当は、☆with you♡☆と☆promised you☆の1つ1つの画像の組み合わせを⾊々試してみたんだけど…
 ☆with you♡☆はZ研の旗を振り回して応援してるmegamiさんと、腕組みしながら笑って此⽅をみてるxxxさん、

それを微笑ましく⾒てる泉⽔さんと⾔うイメージにしたので、「promised you」の⽅が疎かになっちゃった… ⼜挑戦し
ますね。

https://bbsee.info/newbbs/id/1337.html?edt=on&rid=1394
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=1394


みなさん質問されてますけど… #1343のナースはsakiかって︖︖（笑）
それは、xxxさんと私だけが知ってる⼆⼈だけの ヒ・ミ・ツ  (^_-)-☆ ｷｬﾊ

久しぶりにアネ研さんの活躍を拝⾒して楽しかったですよ〜
 ゼットンも復活して今後の活躍も期待できますねぇ〜 (^_^)v 

pine先輩、こんにちは〜(^^)/
 先輩のお姿が⾒えなかったので… インフルエンザかな︖ って⼼配していました

 Z研イベントに参加されないなんて、余程の事なんだと、… でも体調の⽅ではないようなので、安⼼しました(^^)/

Re:with you ♥ 記念⽇
1395 選択 stray 2009-11-16 12:42:42 返信 報告

MORさん、こんにちは。

初対⾯（⽂字上）が promised you のPV記事でしたか、覚えていませんが（笑）、
 promised you の前向きな詞と、泉⽔さんの with you ♥ が私の⽣きる⽀えです（笑）。

pineさん、こんにちは。

お祝いどうもありがとうございます。
 ブラアネ研が不発に終わり申し訳ありません（笑）。

 いずれアネ研さんがリベンジしますので、⾸を⻑〜くしてお待ち下さい。
 アネ研さんの夢を⾒たんですか︕︕（笑）

 相当気になっていたんですねぇ、無理もないですが、よりによってアネ研さんとは（笑）。

sakiさん、こんにちは。

☆with you♡☆は xxxさんの「with you♡」に対抗して作られたんでしょうけど、
 素晴らしい出来ですね。megamiさん、xxxさん、泉⽔さんも、説明のとおりだとすぐに分かりました。

これに☆promised you☆と⽂字⼊れすれば、100点満点で合格だったのに…（笑）。
 前回の☆promised you☆をベースに、再挑戦して下さい（笑）。

sakiさん、pineさんへ

https://bbsee.info/newbbs/id/1337.html?edt=on&rid=1395
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=1395


1396 選択 チョコレート 2009-11-16 12:55:44 返信 報告

Z研の皆さん、こんにちは︕
 昨⽇はZ研にとって、特別な1⽇で、私もsakiさんの加⼯画を⾒てうるうるしてしまってから、しばらくは2年前のスレな

どを読み返したり、美術館を⾒たり･･･落ち着いたところでお祝いのメッセージを投稿しようとしたのですが、スパムフィ
ルター︖になぜか阻まれてしまい、投稿できませんでした(苦笑)。ブラアネ研にはコメントできたのにね、不思議ね･･･。

sakiさんの加⼯画にもコメントできなくてごめんなさい。
 #1338はすごく楽しそうにZ研の旗を振り回している泉⽔さんが素敵で･･･こちらまでクスッと笑ってしまうような画像で

すよね。私は個⼈的にこの画像が⼀番好きです(笑)。
 そっか･･･旗を振っているのはmegamiさんなんだね〜。megamiさんらしい感じがします(笑)。

 promised youは残念でしたねぇ。所⻑さんはsakiさんには特に厳しい︖(笑)だけど、必ずsakiさんは、♪この壁を乗り越
えてゆくのだろ〜〜♪応援してますよ︕

 そして、画像が差しかえられちゃったあとですが、昨⽇までの#1343、これは素晴らしすぎて、せつなすぎて、涙がとま
りませんでした。差し替えないで欲しかったなぁ〜(笑)。

 sakiさんの後姿、とても素敵でしたよ。忙しい中でたくさんの加⼯画を作ってくれて、ありがとうございました︕
 お勉強は頑張っていますか︖sakiさんも仕事とお勉強の両⽴は⼤変だと思うけど、またBBSに顔を出してね〜。sakiさん

の元気なレスを⾒ると、元気になるよ。

pineさん、従業員室で、「たい焼き現場発⾒」の第1報を聞いたのは、10⽇⽕曜⽇でしたね(笑)。
 そのときは今年最⼤のスクープ︕︕と私も⼤慌てで所⻑さんを呼びに⾏きました(笑)。

 また今年も「神さま、仏さま、pineさま」と、誰もが思うはずだったのに･･･なんと間の悪いWEZARDなんでしょ(苦
笑)。

 でもでも、第1発⾒者はpineさんで間違いありません︕︕
 これから先、なりきりたい焼ツアーの撮影スポットとして、パティオは賑わっていくことでしょう︕

 あの⽯のベンチに、こっそりパイナップルの銅像でも置いてきたいですね(笑)。

東都中央信⾦の前は…
1397 選択 pine 2009-11-16 14:51:56 返信 報告
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みなさん こんにちは︕
こんな地図を⾒つけました。

 例の信⾦の場所は、１９９９年には「港信⾦」だったようです。
 所⻑さんの調べで、東都中央信⾦のシンボルカラーはピンクだったようなので、港信⾦があ

やしい（笑）
 港信⾦のシンボルカラーは何⾊でしょうね︖
 ２００１年１０⽉９⽇に、同栄信⾦と港信⾦が合併して東都中央信⾦になっていますので、ロケはそれ以前︖

sakiさん
 ⼼配かけてごめんね。単に遊びに出ていただけなので、すんごく元気ですよ︕(^^)

 これから寒くなるので、sakiさんも体調に気をつけてくださいね︕

所⻑さん
 アネ研さんのリベンジを⾸を⻑〜〜くして待ってます（笑）

チョコさん
 お気遣いありがとうございます。

 従業員室に書き込んだのが10⽇、WEZARDが発送されたのも10⽇、因縁めいたものを感じます。急げ︕ってことだった
んでしょうか︖（笑）

 なりきり隊でパティオと信⾦前が賑わうと嬉しいですね。(^^)

港信⾦
1398 選択 stray 2009-11-16 21:00:20 返信 報告

チョコさん、pineさん、こんばんは。

pineさん、よくこんな地図を⾒つけましたね︕（笑）
もう少し広い範囲で⾒れますか︖

 というのは、こんな記事があるからです。
 -----------------------------------------------

 http://www.kinkei-press.co.jp/kiqs/010322.html
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港信⽤⾦庫と同栄信⽤⾦庫は本⽇の臨時総代会で、合併契約書の承認、10⽉9⽇の合併、新⾦庫名を「東都中央信⽤⾦
庫」とすることを決めた。同栄信⽤⾦庫は⿇布⽀店、⻁ノ⾨⽀店、三⽥出張所を廃⽌する。

 -----------------------------------------------

同栄信⾦にも⿇布⽀店があったので（場所は不明）、そっちを廃⽌して、
 港信⾦の店舗が東都中央信⾦⿇布⽀店になった、と理解してよさそうです。

お次はこの記事。
 -----------------------------------------------

 http://azabu777.hp.infoseek.co.jp/guestbook3.html

投稿⽇付: 2000年 07⽉ 21⽇ 02:59
 名  前: ５番

 e-mail : 
 タイトル: 港信⾦といえば

港信⾦⿇布⽀店と⾔えば
 昔々のコメディ︖ドラマ ⽥原俊彦主演の

 「⾦太⼗番勝負」で実名で出ていましたね
 南⼭⼩は「⿇布⼗番⼩」、救世軍は教会となっていましたが、

 港信⾦はそのまま実名、まぁこれもタイアップってところでしょうか。
 最終回は商店街のオヤジ達が特別出演してましたね(笑)

⼗番が舞台のドラマと⾔えば・・・ タイトルど忘れしましたが
 「ガレージバンド」というバンド活動が題材の館ヒロシ主演のヤツが懐かしいです

 もう⼀度⾒たいなぁ〜
 ちなみに、⾦太⼗番勝負は全話ビデオ録ってます

 「⼤都会」もよく⼗番でてましたね
 -----------------------------------------------

「⾦太⼗番勝負」を YouTube で調べると、こんなのが⾒つかりました。
 http://www.youtube.com/watch?v=nvfwVRkaXHs

 



１’５０”付近に注⽬︕
これが港信⾦⿇布⽀店だとすると、ドアに太い⾚の２本線ですね（笑）。

通りに⾯した⾓地で、⼊⼝が少し斜めになってて、ドアは両開きなので間違いなさそう…。
 

Re:with you ♥ 記念⽇
1399 選択 goro 2009-11-16 21:08:51 返信 報告

strayさん アネ研さん みなさん こんばんは
 strayさん、お褒めのお⾔葉ありがとうございます(笑)、しかしながらこうして海外のロケ地を⾒ることが出来るのは、str

ayさんをはじめ、みなさんの熱意ある捜査の賜物でございます。時には私も事前調査を⾏いますが、殆どはみなさんの捜
査の成果である努⼒の結晶を、⼤事に現地に持っていって感動させて頂いております。これからもみなさんの同じ気持ち
と⼀緒に泉⽔さんを巡る旅をしたいと思っています。

 前にもお伝えしましたが、アネ研さんの⾏動⼒や捜査⼒やハプニング⼒︖には感服してしまいます。私はＺ研捜査の基本
はアネ研さんだと思っています(笑)。ニューゼットンさんもいますので、これからも楽しく気⻑に捜査が出来ることを期
待しています(笑)。危険な事は出来るだけ避けて下さいね。

 たい焼き屋さん、⾏きたいな〜 美味しそうだな〜(笑)。
 

パティオ
1400 選択 stray 2009-11-16 21:13:05 返信 報告

⾦太⼗番勝負で調べていくうちに、こんな映像を発⾒︕

浅⾹唯がパティオで唄っていて、ターゲットポイントがバッチリ映ってます︕（笑）
 http://www.youtube.com/watch?v=-CNwhgVHx2c

 

Re:港信⾦
1401 選択 stray 2009-11-16 21:33:05 返信 報告
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チョコさんが発⾒した（カフェ従業員室で）写真です。

まだ「さわやか信⾦」の看板が残っていて、
 正⾯に⻘いビルが映っていますが、

 [1398]に映っている⻘いビルと同じですね。

「⾦太⼗番勝負」は1988年放送ですから、
 その後、港信⾦がイメチェンしたのでしょうか（笑）。

お隣の「栄来亭」（⽼舗の焼⾁屋さん）に⾏って、聞き込み捜査するしかないかなぁ（笑）。

Re:港信⾦
1402 選択 アネ研 2009-11-16 22:15:55 返信 報告

こんばんは、pineさん、みなさん
 そうですか、おでかけでしたか︖
 ⼀番に⾒てほしかったな〜。（笑）

私の役回りを決定してもらった、命の恩⼈pineさんですからね。（笑）
 しかし、夢にでましたか︕（笑）

 私の気持ちが伝わったなかな︖
 ポップコーンは映画館で毎回買ってるんですわ︕

 それでかな〜。（笑）

チョコさん
 こんばんは、問題は、同栄信⾦か︖港信⾦か︖っていうことでしたね。

 トンチンカンなコメント忘れてください。

しかし、pineさんに港信⾦だったと、突き⽌められましたね。
恐るべしママさん軍団︕（笑）

しかし、「さわやか信⾦」のなった理由に泉⽔さんがからんでたら嬉しいですね。（笑）
 東京と神奈川にしか店舗がないようですが、お⾦あずけちゃいます。（笑）

 さらに調査お願いしま〜す。

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/9701a1c165dd9420816bfec5edd6c2b1.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id1398.html
https://bbsee.info/newbbs/id/1337.html?edt=on&rid=1402
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=1402


goroさん
こんにちは、

 >危険な事は出来るだけ避けて下さいね。 
 ありがとうございます。

 私も私欲というよりZ研として盛り上がることがのぞみなので、
 お互い頑張りましょう。（笑）

 

Re:港信⾦
1403 選択 チョコレート 2009-11-16 22:32:03 返信 報告

所⻑さん、pineさん、皆さん、こんばんは。
 おや︖なんだかまたまた捜査が進展してますね︖(笑)

 東都中央信⾦の前は港信⾦でしたか︕
 同栄と港信⾦の画像も探してはみたのですが、私には探し出せませんでした(苦笑)。

 でも、所⻑さん、⽥原俊彦主演の「⾦太⼗番勝負」って･･･すごいもの⾒つけてきましたねぇ(笑)。
 このドラマは私はみたことがありませんが、⿇布⼗番が舞台なんですね。知りませんでした。

> これが港信⾦⿇布⽀店だとすると、ドアに太い⾚の２本線ですね（笑）。 
 画像の⾚いラインのドアは、現場のドアに間違いなさそうです。ということは︖︖︖

 同じ信⾦である間にドアのラインの⾊を変更したりすることってあるのでしょうか︖︖
 普通は考えにくいですよねぇ････。

 たとえば、東都中央信⾦の場合ですけど、イメージカラーはピンクということでしたが、ドアのラインをその⾊にするか
なぁ(笑)︖

 ピンクのラインの信⽤⾦庫って･･･想像できないですねぇ(苦笑)。信⽤がおけないイメージじゃないです︖(苦笑)
いくらイメージカラーがピンクで封筒がピンク⾊でも、ドアはピンクにはしないような気がするんですけどねぇ。

そこで、チョコ仮説︕東都中央信⾦に名前が変わって、「ラインだけ⾚から緑に塗り替えた」というのはいかがでしょ
う︖

 すなわち、泉⽔さんのロケは2001年〜2002年の「東都中央信⾦」店舗前で⾏われたのでは･･･。
 あー誰かこの頃の信⾦のドアマニアっていないですかねぇ(笑)。

https://bbsee.info/newbbs/id/1337.html?edt=on&rid=1403
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アネ研さ〜ん︕
1404 選択 チョコレート 2009-11-16 22:41:23 返信 報告

こんばんは〜。私がのろのろレスしている間に、アネ研さんもレスされていたのですね(笑)。
 今回はお忙しい中、捜査に⾏ってくださってありがとうございました︕

 ゼットンも復活してうれしかったです︕(笑)
 ぜひ、リベンジのときは「pine⼈形」も連れて⾏ってください︕(笑)

Re:港信⾦
1405 選択 stray 2009-11-16 23:01:45 返信 報告

チョコレートさん、こんばんは。

私も同じことを考えていました（笑）。
 封筒はピンクでも、イメージカラーがピンクってことはないだろう（笑）と。

> そこで、チョコ仮説︕東都中央信⾦に名前が変わって、「ラインだけ⾚から緑に塗り替えた」というのはいかがでしょ
う︖ 

 > すなわち、泉⽔さんのロケは2001年〜2002年の「東都中央信⾦」店舗前で⾏われたのでは･･･。

この泉⽔さんのお顔は2002年頃じゃないかとする私の説に合致しているので、
 100%チョコ様を⽀持します（笑）。

東都中央信⾦の画像を探せ︕︕︕（笑）

> ぜひ、リベンジのときは「pine⼈形」も連れて⾏ってください︕(笑)

ぎゃはは、ゼットンはまだしも、これは超恥ずかしいでしょう（笑）。
 100%職質されますよ（笑）。
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アネ研さん、パイナップルの⽸詰でお願いします（笑）。

Re:港信⾦
1406 選択 MOR 2009-11-17 03:58:32 返信 報告

みなさん、おはようございます。

またまた解明が進んでいるようですね。
 得意分野じゃないので「読むだけー」で居たのですが、strayさんが

 >東都中央信⾦の画像を探せ︕︕︕（笑） 
 って事なのでチラッと調べたら、本当に画像無いですね。

 時代的に企業情報の少ない時期に該当しますから、本当に無いのかも。
  

 で、⾒つかったのは画像の通りです。
 共栄信⽤⾦庫は緑と⻘、東都中央信⽤⾦庫は⻘と⾚がキーワードのようです。

 何かの参考になれば嬉しいですけど。
  

 因みに東都中央信⽤⾦庫は
 >⻘（⾼潔）と⾚（情熱）を基調にしました。 

 >デザインは東都中央のアルファベットの「T」と「C」を横に並べて抜き⽂字にし、 
 >背景の⾚に⾊調の変化をつけて動きを持たせました。 

 >⾊調の変化は「感動の創造」を表し、左下から右上に斜に向かう流れは「地域 
 >の輝き」をイメージしています。 

 だそうです。
関係無さそうだな。(^^ゞ

  
 追伸︓ローカル⼈の単純な疑問ですが、[1366]の右上に写っている「店内営業時間〜PM4:00」が気になります。

 16時まで窓⼝営業する銀⾏って⼀般的なんですかね︖。
 こちらの地域でも、して欲しいなぁー。(^^)
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Re:港信⾦
1407 選択 チョコレート 2009-11-17 08:43:03 返信 報告

所⻑さん、MORさん、皆さん、おはようございます。
 MORさん、お久しぶりです。その後お元気でしたか︖
 > >東都中央信⾦の画像を探せ︕︕︕（笑） 

 > って事なのでチラッと調べたら、本当に画像無いですね。 
 調べてくださったのですね〜ありがとうございます︕(笑)

 そうなんです、全然引っかかってきません。
 MORさんの⾒つけてくださった画像は私は⾒つけられませんでした。すごいですねぇ。

店舗の写真がないかなぁと、ぶらり街歩き系のTVなども探しているのですが･･･⾒つかりません(苦笑)。
 テレ東の「アド街ック」は2000年1⽉と2004年に⿇布⼗番の特集だったようですが、2000年とはまた微妙な時期だな

ぁ。
 映像は発⾒出来ていません。

 他には旅番組みたいなものであるかも︖とは思ってますが、まだ⾒つかりません。
 どこかに映像、画像、ないかなぁ〜〜〜〜〜(笑)。

Re:港信⾦
1408 選択 pine 2009-11-17 10:46:09 返信 報告

所⻑さん チョコさん アネ研さん MORさん 皆さん こんにちは︕
 ひと晩で捜査が随分と進んでいますね。

所⻑さん
 「⾦太⼗番勝負」みんな若いなぁと思って⾒てしまいました。(^^;)

 港信⾦は⾚ラインなんですね。港信⾦説が消えたので、随分と時期が絞り込まれてきましたね。
 従業員室で捜査している時からそうですが、信⾦については私の捜査は全くの空回りなので（汗）、私は⼝を挟まないほ

うが良いかも…と考えたのですが、それじゃあんまりにも淋しいので、逆に捉えて、私の書いたことを除外して探していく
と⾒つかるかも︕（苦笑）
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>もう少し広い範囲で⾒れますか︖ 
もう必要ないかと思いますが、⼀応貼っておきますね。ドラッグすると地図がスクロールされます。

 ttp://latlonglab.yahoo.co.jp/decade/?p=35/39/20.08,139/44/13.603;s=10000;w=off

浅⾹唯の映像もバッチリ映っていますね︕鉄柵に⽩いペンキのようなものも付いていなくて、鯛焼き映像と同じですね︕
 泉⽔さんがこの⽯に腰掛けて、スタッフが階段の下から撮影…妄想が膨らみます（笑）

チョコさん
 >ピンクのラインの信⽤⾦庫って･･･想像できないですねぇ(苦笑)。信⽤がおけないイメージじゃないです︖(苦笑) 

 ぎゃはは︕おもしろいんだけど、信憑性ありますねぇ︕（笑）
 >ぜひ、リベンジのときは「pine⼈形」も連れて⾏ってください︕(笑) 

 きゃあ︕︕pine⼈形かわいい︕︕体型は似ているかもしれないけど（汗）こんなにcuteじゃありませ〜ん（苦笑）

アネ研さん
 ゼットンとpine⼈形を連れてると、完全に怪しい⼈なので⽌めてくださいね〜（笑）

 パイナップルの⽸詰も重いですよ〜（笑）

MORさん
 探してくださったんですね︕(^^) 東都中央信⾦のものはホントに⾒つかりませんね。

 >共栄信⽤⾦庫は緑と⻘、東都中央信⽤⾦庫は⻘と⾚がキーワードのようです。 
 東都中央信⽤⾦庫は⻘と⾚ですか…緑じゃないんですね。⻘と⾚を混ぜても…紫、緑にはなりませんね（^^;）

Re:with you ♥ 記念⽇
1409 選択 ⼭茶花 2009-11-17 17:58:55 返信 報告

strayさん、皆さん、こんばんは。

◆strayさんへ◇
> 今⽇ 11/15は、Ｚ研のテーマソングである「promised you」発売⽇であり、 

 > ① Ｚ研ホームページ開設２周年 
 > ② xxxさんの三回忌 

 > でもあります。 
 まず、strayさんが運営されるZ研究所のサイトが開設2周年とのことで、おめでとうございます。
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「promised you」、11⽉15⽇が発売⽇でしたね。この間の、私が書き込んだ⽇付は間違っていたので、改めてこちらに
て、訂正させて頂きます。

それと、お会いしたことはありませんでしたが、xxxさんの3回忌とのことで、⼼からご冥福をお祈りします。
 ⼤したことは出来ませんが、お祝いさせて下さい。

 Z研サイト、今後も末⻑い運営がんばって欲しいです。
 

Re:with you ♥ 記念⽇
1410 選択 suu 2009-11-17 18:27:00 返信 報告

所⻑さん、皆さん、こんばんは。

仕事の帰りに、⿇布⼗番駅で下⾞、今⽇は浪花家さんは⽕曜⽇で定休⽇ですが、パティオ⿇布公園を⾒たいので⾬の中ブ
ラリと散歩して来ました、さわやか信⾦も⾒て来ました。⽬の前に格闘家のお店が⽬につきました。⼣⽅に訪れたので暗
闇の公園に成ってしまいました(笑)

 泉⽔さんが、お座りに成っていた場所も確認出来たので嬉しいです(⌒〜⌒) 
 今週末にアネ研さんが、訪れるので写真は無しで良いですよね真っ暗だし(笑)

「⾦太⼗番勝負」凄いのを⾒つけましたね。
 凄すぎます。^^

Re:パティオ
1411 選択 ペケ 2009-11-17 19:39:18 返信 報告

皆さん、こんばんは。

鯛焼きを⾷べているシーンの再現、こんな感じでしょうか︖。
 

Re:パティオ
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1412 選択 stray 2009-11-17 19:57:03 返信 報告

goroさん、MORさん、チョコさん、pineさん、⼭茶花さん、suuさん、ペケさん、こんばんは。

賑わってますねぇ、このスレ（笑）。

goroさん、たしかにアネ研さんと捜査⽅法は基本的に同じですね（笑）。
 アネ研さんがお⼿本だったのですか（笑）。私は「君Dis」ロケ地の捜査

 しかやったことないのですが、⾃分の⾜で探すワクワク感は格別です。
 ハプニング⼒はアネ研さん、捜査エリアはgoroさんの勝ちですね︕（笑）

MORさん、よく⾒つけましたねぇ、すごいです。
 東都中央信⽤⾦庫が「⻘」と「⾚」というのは、港信⾦の「⾚」と

 同栄信⾦庫の「⻘」を⾜しただけんなじゃないでしょうかねぇ（笑）。
 でもって、同栄信⾦庫のもう⼀つのシンボルカラー「緑」は、

 合併後の店舗⼊⼝のカラーに残した…。
 ん〜、これで⼀件落着かも（笑）。

チョコさん、私の推理いかがでしょう︖（笑）
 「空⽿アワー」という番組も⿇布⼗番でロケしてるようです。

 http://www7a.biglobe.ne.jp/~soramimiupdate/filming/azabujuban.htm
 ここまで来たら、何としてでも撮影時期を突き⽌めたいですね︕（笑）

pineさん、地図どうもありがとうございます。この地図⾯⽩いですね︕
 10年前は、南北線の「⿇布駅」も、⼤江⼾線の「⿇布⼗番駅」も無かったんですね。

 六本⽊から歩いたのかな︖ ついでに同栄信⾦も無いですね（笑）。
 2001〜2002年だとすると、⻑らく休養されていた時期と⼀致します。

 気分転換のロケだったのか…。
 でも、撮ったところで使い道がないことはスタッフも分かっていたはずなので、

会報の説明に納得できないんですよねぇ、疑り深い私としいては（笑）。

⼭茶花さん、お祝いどうもありがとうございます︕
 死ぬまで頑張りますので︕︕（笑）

https://bbsee.info/newbbs/id/1337.html?edt=on&rid=1412
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=1412


suuさん、何も暗くなってから⾏かなくても…（笑）。
どうやら場所は間違いなかったようですね︕

 アネ研さんが落胆するので、写真のアップは無しでお願いします（笑）。

ペケさん、さすがぁ〜、素晴らしい︕︕
 ロケ時の写真として、会報にアップされてもおかしくないです︕（笑）

 階段下にカメラクルーを置いてもらえば完璧です︕（笑）
 

Re:パティオ
1413 選択 MOR 2009-11-18 03:12:39 返信 報告

おはようございます。

チョコレートさん、
 >その後お元気でしたか︖ 

 「憎まれっ⼦世に・・・」な私ですから、何故か元気です。(^｡=)

私も店舗写真を⽀店のリンクから追いかけたのですが、さすがに限界でした。
 直接写真を借りに⾏く、何て事はさすがに⾃粛ですが、会社紹介ビデオを探すなんて⽅法も有効です

よ、きっと。
  

  
 pineさん、

 >⻘と⾚を混ぜても…紫、緑にはなりませんね（^^;） 
 普通に混ぜても緑にはなりませんが、strayさんのような混ぜ⽅だったら確かに緑になりますね。

 うーん、⾊を混ぜる︖混在︖、深く考えるのは⽌そーっと。(^_^;

アネ研さんのような⾏動、年甲斐もなく私もする⼈ですよー。
 あぁー、引かないでぇー。(*^｡^*)

  
  
 strayさん、
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この⼿の話題は⾊々と妄想が広がって⾯⽩いですね。
妄想だと思っていたら事実が隠れていたり、チョットした事から進展があったり。

 ⾊の残し⽅なんて、strayさんの発想に私も１票。
  

 巷では、たい焼き誕⽣１００周年でブームとなっているようですが、Z研２周年との絶妙なタイミングは、何だか不思
議・・・。（妄想しすぎ(^^ゞ）

ロゴ２種はWebページのものです。（⾚⽂字は念のために⼊れました）
 マークとロゴで⾊調が異なるのが不思議。

 Webでは⽂字との兼ね合いで変えているのかな。
 でも、あれぇー、例のラインの⾊︖。

私の妄想劇はこれにて楽。(^_^;

お騒がせしました。<_o_>
  

 

Re:パティオ
1414 選択 pine 2009-11-18 09:39:35 返信 報告

suuさん ペケさん 所⻑さん みなさん おはようございます

suuさん
 はじめましてではないと思うのですが、記憶が曖昧で…（汗）思い違いでしたらすみません

 「不思議ね…」のロケ地も少ない情報から発⾒され、すごい︕と思って拝⾒しておりました。
 そして、⾬の⼣⽅にも拘らず、⿇布⼗番にも⾏かれたのですね︕

 泉⽔さんが座られていた⽯に、suuさんも座られたのでしょうか︖
今度は明るい時間に⾏かれて、是⾮なりきりをお願いします。(^^)

ペケさん
 「泉⽔さんを探せ︕（笑）」みたいに⼩粒ですが、実際こんな雰囲気だったんでしょうね。

所⻑さん
 >でもって、同栄信⾦庫のもう⼀つのシンボルカラー「緑」は、合併後の店舗⼊⼝のカラーに残した…。 
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 合併後の存続⾦庫は、同栄信⾦だったようですから、この説、合ってるかもしれませんね

Re:パティオ
1415 選択 チョコレート 2009-11-18 10:01:19 返信 報告

皆さん、おはようございます︕
 昨夜、レスしたかったのですが、スパムフィルターに何度も阻まれて投稿できませんでした〜(T-T)。

 MORさん、それにしてもすごいですね。次から次へと発⾒してくださって、素晴らしい︕(笑)
 このマーク、緑ですねぇ･･･。やはり、所⻑さんの説のように緑を残したというのが合っている気がします。

suuさん、さっそく夜のお散歩に⾏かれたのですね(笑)。
 アネ研さんのリベンジが済んだら、またなりきり写真を⾒せてくださいね。楽しみにしています。

 そうそう、別スレにレスするタイミングを逃してしまいましたが(汗)、「不思議ね･･」のロケ地も発⾒されたのですね。
すごい︕

ペケさん、さっそく、画像を作って下さり、ありがとうござます。
 本当に撮影の⾵景はこんな感じだったのでしょうね。

 柱の影から⾒ている市原悦⼦気分で、拝⾒しました(笑)。

ココまで来たら、時期の特定も是⾮したいですね〜。
 どなたか「さわやか信⾦」に⾏って、聞いてくれないかなぁ〜(苦笑)。

 私が近くに住んでいたらすぐにでも聞きに⾏くのにぃ･･･ぎゃはは(笑)。
 

suuさんへ
1416 選択 ⼭茶花 2009-11-18 11:32:53 返信 報告

strayさん、皆さん、こんにちは。
 再び失礼します。

 strayさん、暫くの間レスお借りします。

◆suuさんへ◇
お久し振りです。お元気でしょうか︖
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その節は、いろいろとすみませんでした。決して、その為だけに、サイトに来ていたわけではなかったのですが、私のち
ょっとした⾏為で、suuさんや周りの⽅にも御迷惑をお掛けしてしまったこと、今となっては、⼼から反省しております。

 改めて、この場をお借りしてお詫びします。
 申し訳ありませんでした。

 またこちらにて、仲良くして頂ければ有り難いと思っていますので、今後とも、宜しくお願い申し上げます。
 

Re:パティオ
1417 選択 ペケ 2009-11-18 18:59:23 返信 報告

所⻑、こんばんは。

> 階段下にカメラクルーを置いてもらえば完璧です︕（笑） 
 所⻑の注⽂は厳しいのて、画像班泣かせですね〜この辺で御勘弁を（笑）。

Re:パティオ
1418 選択 ペケ 2009-11-18 19:03:24 返信 報告

pineさん、こんばんは。って⾔うより超お久しぶりです︕

> 「泉⽔さんを探せ︕（笑）」みたいに⼩粒ですが、実際こんな雰囲気だったんでしょうね。 
 背景画像に合わせると⼩さくなってしまいますね。⼤きくすると鯛焼きの泉⽔さん画像は上半

⾝だけなので不⾃然になりますけどね（笑）。

チョコさん、こんばんは。

> 柱の影から⾒ている市原悦⼦気分で、拝⾒しました(笑)。 
 何も隠れて⾒なくても（笑）。今⽇は後ろ側からもお楽しみ下さい。

> ココまで来たら、時期の特定も是⾮したいですね〜。 
 是⾮頑張って下さいね︕
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ゼットンにたい焼きを奪われた泉⽔さん（笑）。

Re:パティオ
1419 選択 goro 2009-11-18 22:24:33 返信 報告

strayさん みなさん こんばんは
 ⿇布⼗番︕ たい焼き⾷べたいですね〜 って最近いつも⾔っているような・・・(笑)。

 皆さんの話題の豊富さに振り落とされそうで遅れそうになっています(笑)。
 捜査は⾃分の⾜で探して⾒つけたときはたまらないです︕。

 私の捜査は放浪癖︖がありますので捜査エリアが幅広くなってしまうのかな︖
 そうそう、ロケ地マップの「君に逢いたくなったら・・・」、完璧でございます︕

 ありがとうございました。
 

Re:パティオ
1420 選択 suu 2009-11-18 22:38:21 返信 報告

strayさん、皆さん、こんばんは。

strayさん
 > suuさん、何も暗くなってから⾏かなくても…（笑）。 

 毎⽇外周りの仕事なもので偶然にもこの近くで仕事が終わったもので⾃然に⾜が向いてました
(笑)

 ケヤキの⽊が左側に傾いているのが気になります。
 > アネ研さんが落胆するので、写真のアップは無しでお願いします（笑）。 
 了解です。

pineさん
 >はじめましてではないと思うのですが、記憶が曖昧で…（汗）思い違いでしたらすみません 

 はい、初めてでは無いですね^^たまにしか来ないので
 何かを発⾒すると報告に来ています^^

 >「不思議ね…」のロケ地も少ない情報から発⾒され、すごい︕と思って拝⾒しておりました。 
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あの場所でヨットを⾒ながら休憩していたらアレ?何処かで⾒たようなです。
>そして、⾬の⼣⽅にも拘らず、⿇布⼗番にも⾏かれたのですね︕ 

 仕事がこの近くで終わったので来ていました。

チョコレートさん
 >suuさん、さっそく夜のお散歩に⾏かれたのですね(笑)。 

 良いですよね、新たなロケ地を新鮮な気持ちに成りますね
 早速散歩に出かけてしまいました。

 >そうそう、別スレにレスするタイミングを逃してしまいましたが(汗)、「不思議ね･･」のロケ地も発⾒されたのですね。
すごい︕ 

 そうですね、ここは何気に⾒つかったという感じです。
 アレ、このヨットはですね。ありがとうございます。

⼭茶花さん
 >◆suuさんへ◇お久し振りです。お元気でしょうか︖ 

 今年の初めに頃に原因不明のウィルスにやられましたが
 はい、今は元気ですねすっかり治りました。

 お元気そうでなによりです、私もたまにこちらに
 お邪魔させてもらっていますサプライズゲストで(笑)

 こちらこそ宜しくですm(_ _)m

アネ研さん
 今週末は天気が良いと良いですね、ベストアングルをお願いします。

ペケさん
 泉⽔さんの当時の感じが再現されていますね。＾＾

Re:パティオ
1421 選択 ペケ 2009-11-19 22:40:45 返信 報告

suuさん、初めまして︕ ペケと申します。挨拶が遅れて申し訳ありません。 よろしくお願いします。
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Re:with you ♥ 記念⽇
1422 選択 DAI 2009-11-20 13:35:36 返信 報告

皆さん、こんにちは(少し、お久しぶりです︕)

いろいろと事情がありまして(笑)、ずいぶん遅れてしまいましたが、Z研開設2周年おめでとうございます。
 私が始めて投降したのは、「この涙星になれ」のPVロケ探しの時だったと記憶しています。

 その頃はノートPCのキーボードが故障していて、スクリーンキーボードで投稿していました。
 ⼤変だったなぁ〜(笑)

結局、Angel駅のことでも的外れなことばかり⾔ってしまい、全く役に⽴てませんでしたが・・・(苦笑)

そして、念願の(?)鯛焼きのロケ地発⾒ですね︕
 ⿇布なら家から(少し)近いので、暇な時に⾏ってみよっと♪

何処の信⾦か︖
1423 選択 ペケ 2009-11-20 19:46:21 返信 報告

皆さん、こんばんは。

泉⽔さんの背景の銀⾏は（港信⾦→東都中央信⾦→さわやか信⾦）のものと推察されていますが、分
かり易いように画像を明るくしていますが、⾚で囲んでいる部分が違うと思いますけど・・・。

 もう⼀⽅の同栄信⾦の可能性もあるのではないでしょうか︖。営業時間の午後４時までと⾔うのも違
いますし・・・。

Re:何処の信⾦か︖
1424 選択 stray 2009-11-20 20:33:02 返信 報告

MORさん、pineさん、チョコさん、こんばんは。
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私の説に賛同していただき、ありがとうございます（笑）。
と思ったら、ペケさんから疑義が出てますね（笑）。

ペケさん、こんばんは。

難しい注⽂をしてしまい申し訳ない（笑）。
 でも、さすがペケさん、#1417は完璧でしょう︕

 #1418は、ゼットンが⽶俵を抱えてるように⾒えますね（笑）。
 （セットンとたい焼の相対的な⼤きさ）

アネ研さんが撮ってきた「さわやか信⾦旧店舗」で間違いないです。
 三回忌映像は、⼊⼝全体が映っていないだけで、

 茶⾊の側⾯に、⽩い横線もちゃんと⼊ってますから。

午後４時までの営業時間は珍しいので、最初から銀⾏ではないと踏んでいました。
 東都信⾦⿇布⽀店の営業時間が分かれば、すぐに解決するんですけどねぇ（笑）。

Re:with you ♥ 記念⽇
1425 選択 stray 2009-11-20 20:44:50 返信 報告

DAIさん、こんばんは。

ＢＢＳでお⾒かけするのは久すぶりですね〜（笑）。
 お祝いどうもありがとうございます︕

 チョコさん同様「Ｒ○Ｍ」でスパムワードに引っかかってたようで（笑）。
 前にoy-miyuさんのスレで説明したんだけどなぁ、誰も覚えてないし（笑）。

「この涙星になれ」のロケ地も完全制覇できましたし、海外暮らしの⻑い
 DAIさんは戦⼒として期待してますからね〜〜︕

> ⿇布なら家から(少し)近いので、暇な時に⾏ってみよっと♪ 
 えっ︕ 近いの︖ だったらすぐに⾏って写真撮ってきてちょ︕︕（笑）

Re:何処の信⾦か︖
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1426 選択 ペケ 2009-11-20 20:54:26 返信 報告

所⻑、こんばんは。

⾚の部分は⼀致しますが、⻩⾊の部分の横線が無いので（笑）。 錯覚︖。

Re:何処の信⾦か︖
1427 選択 stray 2009-11-20 21:10:53 返信 報告

ペケさん、こんばんは。

⻩⾊の部分は、三回忌映像では映ってないんです。
 営業時間が書かれているところより上︕︕

 ペケさんの錯覚で、ＣＩＡ画像分析官の⾒解が正しい（笑）。
 

Re:何処の信⾦か︖
1428 選択 ペケ 2009-11-20 21:22:58 返信 報告

お⼿数かけました（ぺこり）。

同栄で⾒つかったものは・・・（笑）。

Re:何処の信⾦か︖
1429 選択 アネ研 2009-11-20 22:32:06 返信 報告

こんばんは、ペケさん、所⻑
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ペケさん、さすがです。
タイルの⽬地は重要ですね。（笑）

 私も茶⾊のタイルより⽬地に注⽬しました。

ペケさんの注意⼒は、現場100回の捜査に必要な着⽬眼ですね。
 まあ、現場に2度も⾏かなくたっていんんでしょうが。（笑）

Re:何処の信⾦か︖
1430 選択 ペケ 2009-11-20 22:49:21 返信 報告

アネ研さん、こんばんは。

ベテラン刑事さんに、いちゃもんつけたみたいでスミマセン（ぺこり）。あまのじゃくな性格で、みんなが右と⾔ったら
左と⾔いたい性分です（笑）。

DAIの放浪記「⿇布⼗番」①
1431 選択 DAI 2009-11-21 17:09:36 返信 報告

みなさん、こんばんは。
 所⻑さんに頼まれて、⿇布⼗番に⾏ってきました。

⿇布⼗番パティオは⿇布⼗番駅から5分ぐらいのところにありました。
 ここで私の⽅向⾳痴ぶりが⾒事に発揮され、パティオにつくのに30分以上かかってしまいました(汗)

 やっとのことでパティオにつくと、⼈影はほとんどなく、余裕を持って写真を撮ることができまし
た。

まず、これが泉⽔さんが座っていたとされる席です。

DAIの放浪記「⿇布⼗番」②
1432 選択 DAI 2009-11-21 17:10:57 返信 報告

三回忌特番と同じアングルで撮ってみました。
 これで合ってますかね︖
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追記︓今確認しましたが、写真の範囲が狭すぎましたね。
すみませんm(_ _)m

DAIの放浪記「⿇布⼗番」③
1433 選択 DAI 2009-11-21 17:18:03 返信 報告

次に、さわやか信⾦旧店舗に⾏ってきました。
 そこで待ち構えていたものは・・・

DAIの放浪記「⿇布⼗番」④
1434 選択 DAI 2009-11-21 17:19:51 返信 報告

・・・あら、カッコいいバイク♥
 さすがに、泉⽔さんのように他⼈のバイクを触る勇気は出なかったので、ここの写真はあきらめ

ました。

DAIの放浪記「⿇布⼗番」⑤
1435 選択 DAI 2009-11-21 17:30:46 返信 報告

余り収穫はありませんでしたが、ひとまず報告終了です。

ところで、パティオで泉⽔さんが座っていた席ですが、添付画像の⾚マルの場所である可能性はないのでしょうか︖
 今回撮った場所とあまり違いはないように思えるのですが・・・︖
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Re:DAIの放浪記「⿇布⼗番」①
1436 選択 stray 2009-11-21 19:37:25 返信 報告

DAIさん、こんばんは。

⿇布⼗番駅からパティオまで３０分︕︕ ん〜、重症ですねぇ（笑）。
 捜査、ご苦労さまでした︕ 今⽇は邪魔者がいなくて捜査⽇和でしたね（笑）。

ややアングルが違いますが、私は#1432で合ってると思います。
 #1432は、⽬の前でしゃがんで撮った写真でしょうか︖

 それとも階段下から望遠で狙った写真ですか︖

だいたいでよいので教えてほしいのですが、
 ⽯製のベンチの⾼さと、地⾯から鉄枠上部までの⾼さはどれくらいですか︖

#1435の⾚丸地点の写真はありますか︖
 

Re:DAIの放浪記「⿇布⼗番」①
1437 選択 ペケ 2009-11-21 21:36:21 返信 報告

所⻑、皆さん、こんばんは。

⼤きい画像をどうぞ︕
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Re:DAIの放浪記「⿇布⼗番」①
1438 選択 stray 2009-11-21 22:31:24 返信 報告

ペケさん、こんばんは。

⼤きい画像ありがとうございます。
 ⼤きくても⾓度が違うと使い物になりません（笑）。

検証のポイントは、⽊の傾きと、鉄枠の裏側です。
 私はDAIさんの写真で合ってると思いますが、

 ご本⼈が納得されていないようで・・・（笑）

Re:DAIの放浪記「⿇布⼗番」①
1439 選択 ペケ 2009-11-21 22:57:16 返信 報告

> #1435の⾚丸地点の写真はありますか︖ 
 所⻑、これに反応しただけですよ︕（笑）。⾚丸の部分も⾒えるかと。

Re:DAIの放浪記「⿇布⼗番」①
1440 選択 suu 2009-11-21 22:58:00 返信 報告

strayさん、DAIさん、ペケさん、皆さん、こんばんは。

所⻑さん、⽊の⾓度もカメラのアングルで左側に
 成りますね、直そばで撮るならカメラを下側からなら

 この⾓度で良いと思います。やはり⼀眼で放れて撮る(笑)
 この⽯に腰掛ければ頭の位置は鉄枠の辺りに来ます。

 私が⾒ては10m前後は有ると思います?

DAIさん
 貴重なお写真ありがとうございます、今週暗く成ってから
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⾒に⾏ったのですが⾬も降っていて良い感じに成りませんでした(泣)この近くにお住まいなんて羨ましいです。

ペケさん
 こちらこそ、宜しくです、捜査は細かい所まで⾒ないと

 分からない所が有るので凄い観察⼒です。

Re:DAIの放浪記「⿇布⼗番」①
1441 選択 DAI 2009-11-22 08:12:08 返信 報告

みなさん、おはようございます。

> ⿇布⼗番駅からパティオまで３０分︕︕ ん〜、重症ですねぇ（笑）。 
 いきなり反対⽅向に歩きだしてしまったのが失敗でしたね(笑)

> ややアングルが違いますが、私は#1432で合ってると思います。 
 > #1432は、⽬の前でしゃがんで撮った写真でしょうか︖ 

 > それとも階段下から望遠で狙った写真ですか︖ 
 これはその場でしゃがみ込んで撮った写真です。

 私が持っているのは随分古いカメラなので、望遠で撮ったりしたら・・・とんでもないことになります(笑)
  

> だいたいでよいので教えてほしいのですが、 
 > ⽯製のベンチの⾼さと、地⾯から鉄枠上部までの⾼さはどれくらいですか︖ 

 う〜ん。難しい質問ですね。
 だいたいですが、ベンチまでが45〜55cmぐらい︖

 地⾯から鉄枠上部までは120〜130cmぐらいですかね︖
  

> #1435の⾚丸地点の写真はありますか︖ 
 すみません。m(_ _)m

 撮り忘れていました(汗)

それと、できれば今⽇また⿇布に⾏く予定なのですが、撮ってきてほしい写真や調べてほしい場所などをまとめていただ
けますか︖
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ど忘れしてしまうので・・・(笑)

Re:DAIの放浪記「⿇布⼗番」①
1442 選択 stray 2009-11-22 08:51:14 返信 報告

suuさん、DAIさん、おはようございます。

情報どうもありがとうございます。
 私が気になっているのは、泉⽔さんの頭が鉄枠より上に出ている点です。

 泉⽔さんの座⾼が８５ｃｍと仮定して（笑）、ベンチの⾼さが４０ｃｍであれば、
 鉄枠上部までが１１０ｃｍくらいでないと、こういう絵になりません。

 メジャーを持って測ってもらえるのが⼀番良いのですが（笑）、
 実際にベンチに座ってみて、ご⾃分の頭が出るかどうか確かめてもらえると嬉しいです。

DAIさんの撮影ポイントは、ほんの少し左に寄ってます。
 階段下から鉄枠右⾓に焦点を合わせて撮ってみてください。

 その写真をトリミングしたほうが、撮影位置の誤差もカヴァーできて
 検証しやすくなると思いますので。

 （デジカメの画質は⾼解像度モードで）

#1435の⾚丸地点も怪しいとすれば（笑）、同じように写真を撮って下さい。

注⽂が細かくてごめんね〜（笑）。

このスレはもうじき100レスに達しますので、
 報告は[1310]にレスする形でお願いします。

Re:DAIの放浪記「⿇布⼗番」①
1459 選択 stray 2009-11-23 18:11:18 返信 報告

このつづきは[1443]へどうぞ︕
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