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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

「ゴーストライター」のロケ地はVilla PINZA
16257 選択 stray 2015-02-16 12:15:36 返信 報告

↓のブログによると、フジTV ⽕曜９時のドラマ「ゴーストライター」で
 リサの仕事場になっているのが、葉⼭のVilla PINZA だそうです。

 http://dorama-go-suto.blog.so-net.ne.jp/2015-01-20-1

私はドラマを⾒ない⼈なので知らかなったのですが、
 気づいた⼈いますか︖

無料オンデマンド放送で確認したら、確かにそのようです。
 http://fod.fujitv.co.jp/s/genre/drama/ser4626/4626810005/
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Z研が「ハートに⽕をつけて」ジャケ写ロケ地であることを
突き⽌めたのが５年前。[2115]

 懐かしいですねぇ、当時の興奮が蘇って来ました（笑）。
 

Re:「ゴーストライター」のロケ地はVilla PINZA
16263 選択 stray 2015-02-16 22:21:01 返信 報告

[8942]で、ジャケ写が撮影された部屋を推理したのですが、
 そのものズバリの画像は未だに発⾒できていません。

「ゴーストライター」第５話を隅々までじっくり観たところ、
 やはり[8959]の⾚⽮印の部屋じゃないかと思われます。

ジャケ写の絵と違いますが、構図と筆致はそっくりです。同じ作者でしょう。
 この⽩壁の前にソファーがあったと考えられます。

Re:「ゴーストライター」のロケ地はVilla PINZA
16264 選択 stray 2015-02-16 22:24:30 返信 報告

窓の反対側の壁・・・拡⼤するとレンガ調なのがわかります。

Re:「ゴーストライター」のロケ地はVilla PINZA
16265 選択 stray 2015-02-16 22:27:11 返信 報告

わかりづらいですが、レンガ調の壁が出っ張っていて、左側にドアがあります。

https://bbsee.info/newbbs/id2115.html
https://bbsee.info/newbbs/id/16257.html?edt=on&rid=16263
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16263
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/7ca165fd0c85aced8969bf90a6c8b0d5.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id8942.html
https://bbsee.info/newbbs/id8959.html
https://bbsee.info/newbbs/id/16257.html?edt=on&rid=16264
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16264
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/8fa7b2a91804100cdf5ce5cdca686e7a.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/16257.html?edt=on&rid=16265
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16265


Re:「ゴーストライター」のロケ地はVilla PINZA
16266 選択 stray 2015-02-16 22:30:42 返信 報告

細部が違っていますが、⽞関のあるフロアは2013年9⽉に改装されています。
 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.590453527687553.1073741827.226949827

371260&type=3
 （下から２段⽬、左端）

noritamaさん︕
 異議ありますか︖(笑)

Re:「ゴーストライター」のロケ地はVilla PINZA
16267 選択 stray 2015-02-16 22:36:11 返信 報告

良い⼦のみんなは、アネ研＆ゼットンのマネをしないでね︕(笑)

Z研が発⾒した当時はハウススタジオでしたが、その後所有者が変わって
 居住者がいる場合もありますので（このロケ地に限らず）。

捕まってもＺ研は⼀切責任を負いませんので。
 

Re:「ゴーストライター」のロケ地はVilla PINZA
16268 選択 noritama 2015-02-17 02:17:27 返信 報告

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/ae714b2895215ee6c844a04374bde7fb.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/16257.html?edt=on&rid=16266
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16266
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/1d35446bf1a709c48f740928326cb4a7.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/16257.html?edt=on&rid=16267
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16267
https://bbsee.info/newbbs/id/16257.html?edt=on&rid=16268
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16268


こんばんは｡

[16257]は地中海にでもいるような､超絶景ですね｡
 残りの⼈⽣こういう景観のいいところに住めることはたぶんないでしょう･･･(^^; いいなー｡

さて､
 >noritamaさん︕ 

 >異議ありますか︖(笑) 
 はい｡

 たぶん泉⽔さんの写真の⽅は､以前検証したように､まだ⾒ぬ(笑)2F部屋の⽅だと思われます｡

ドラマで室内が使われているのは､1Fフロアですね｡

Re:「ゴーストライター」のロケ地はVilla PINZA
16269 選択 noritama 2015-02-17 02:20:35 返信 報告

ドラマに使われている部屋のドアをみると､
 室内側に開くようです｡

Re:「ゴーストライター」のロケ地はVilla PINZA
16270 選択 noritama 2015-02-17 02:28:58 返信 報告

相違点は⼤きく3つです｡

①天井の梁の構造(⽅向)が違う
 ②ドアの開く⽅向が違う(泉⽔さんの写真の⽅は室外側に開いている)

 ③泉⽔さんの写真の⽅はドアから壁まで(天井の梁と同じくらいの幅で)距離がある｡

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/745dc8d0c9e067bbcd1e6688a64cfcda.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id16257.html
https://bbsee.info/newbbs/id/16257.html?edt=on&rid=16269
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16269
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/eec47207cb21f04c9ef47bcab8952517.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/16257.html?edt=on&rid=16270
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16270


Re:「ゴーストライター」のロケ地はVilla PINZA
16271 選択 noritama 2015-02-17 03:03:53 返信 報告

ちなみに､こちらのリビングでの映像は"Villa PINZA"とは違うロケ地ですね(^^;

Re:「ゴーストライター」のロケ地はVilla PINZA
16274 選択 stray 2015-02-17 12:59:00 返信 報告

noritamaさん、こんにちは。

深夜の検証（笑）、どうもありがとうございます。

> >異議ありますか︖(笑) 
 >  はい｡ 

 > たぶん泉⽔さんの写真の⽅は､以前検証したように､まだ⾒ぬ(笑)2F部屋の⽅だと思われます｡

え、えっ〜〜︕︕（笑）
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2Fは和室だという情報があって、[8954]
早々に2F説は却下されたはずですが・・・（笑）

 http://ameblo.jp/circle-madoka/entry-10680798628.html

1Fからの眺め（上から4枚⽬）に加えて、2Fからの眺め（上から5枚⽬）も
 掲載されているので、”2Fが和室”情報は信⽤できるかと。

> ドラマで室内が使われているのは､1Fフロアですね｡

はい、3階建の建物ですが、⽞関のあるフロアを１F、
 会報36号の裏表紙を2Fと呼ぶと、そうなります。

 [16257]のフロアはBFと呼ぶことにしましょう。

それが1Fだけじゃなくて、2Fも使われているようなのです。
 http://drama-loca.com/archives/100

2Fも（特徴的な3x5窓も含めて）改装されてしまったのでしょうか・・・
 

Re:「ゴーストライター」のロケ地はVilla PINZA
16275 選択 stray 2015-02-17 13:03:12 返信 報告

[16271]noritama:
 > ちなみに､こちらのリビングでの映像は"Villa PINZA"とは違うロケ地ですね(^^;

⼀⾒こっちのほうが似てますが（笑）、違うロケ地ですね。

Re:「ゴーストライター」のロケ地はVilla PINZA
16276 選択 stray 2015-02-17 13:07:42 返信 報告

[16270]noritama:
 > 相違点は⼤きく3つです｡ 

 > 
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> ①天井の梁の構造(⽅向)が違う 
> ②ドアの開く⽅向が違う(泉⽔さんの写真の⽅は室外側に開いている) 

 > ③泉⽔さんの写真の⽅はドアから壁まで(天井の梁と同じくらいの幅で)距離がある｡

ですから、2013年の改装で変更されたのかと・・・
 とくに②は内開きのほうが合理的なので。①は梁っぽく⾒せてるだけ。

 強引すぎますかね（笑）。

Re:「ゴーストライター」のロケ地はVilla PINZA
16281 選択 noritama 2015-02-18 04:31:18 返信 報告

こんばんは｡

>それが1Fだけじゃなくて、2Fも使われているようなのです。 
 >http://drama-loca.com/archives/100 

 >2Fも（特徴的な3x5窓も含めて）改装されてしまったのでしょうか・・・

⽞関･リビング上の2Fに撮影セットを組めば､あの仕事部屋もとも思いましたが･･･
 仕事部屋へ続く窓がない廊下と辻褄が合わないのと､

 ↑このシーンでは"3x5窓"と円柱が⾒えていて､セットが組まれているような感じはしませんね｡
 廊下もセット組めば･･･ですが､円柱がデンっと存在感ある(下記ブログ写真参照↓)ので(笑)実際はどうなんでしょう(^^;

ちなみに､2014.11頃のその"3x5窓"の2Fフロアの様⼦は[16266]のブログの写真の中にありました｡
 https://www.facebook.com/pages/brave/226949827371260

 2014.8頃､2014.4頃の写真を含め､このフロアの全様写真ははじめて⾒ました(^^)
 

Re:「ゴーストライター」のロケ地はVilla PINZA
16282 選択 noritama 2015-02-18 05:10:30 返信 報告

>とくに②は内開きのほうが合理的なので。 
 ドアの外に浴室(脱⾐場)･トイレ･階段?･台所につながる通路があるようなので､

 このドアは元々内開きかもしれません｡
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>①は梁っぽく⾒せてるだけ。 
そのようです｡間接照明が設置されているようです｡

 以前検証に使った､昔のスタジオカタログの物凄く⼩さい写真(笑)を拡⼤しておきました｡これしか載っ
ていないんです(^^;

 昔のスタジオカタログの写真をよくみると､天井とその間接照明がある辺りと若⼲⾼さが異なるように
⾒えます｡

 元々この部分(間接照明)もあったのかな? ⿊い帯状のがそれっぽいですね｡
 また､ドアから窓の⽅に向かう天井附近の梁も無いようにみえます｡

Re:「ゴーストライター」のロケ地はVilla PINZA
16283 選択 noritama 2015-02-18 05:30:09 返信 報告

参考までに､
 裏⼿にある階段を挟んだ先の台所はこんな感じのようです｡

 奥の⽅にあるドアの下のほうの段差を⾒ると､左側のドアは通路側から台所⽅向へ開放され
た状態のようにも⾒えます｡

 

Re:「ゴーストライター」のロケ地はVilla PINZA
16284 選択 noritama 2015-02-18 06:01:14 返信 報告

もし壁の部分を梁が隠れる(幅)くらい改修していたとしたら､､
 >2Fは和室だという情報があって、[8954] 

 のブログの中の写真(使ってスミマセンm(_ _)m)のこの部分の幅と､
 ドラマの[16263]シーンのこの幅が異なっていると思いますが､､

 ほぼ同じに⾒えます｡

ジャケ写撮影から､ブログまでの間に改修があったら･･･は､
 撮影当時頃の写真が発掘されないので(笑)なんとも･･･ですね｡

 

Re:「ゴーストライター」のロケ地はVilla PINZA
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16300 選択 stray 2015-02-19 15:13:38 返信 報告

noritamaさん、こんにちは。

本筋から離れるので詳細は書きませんが、リサの仕事部屋はVilla PINZAじゃないですね。

さて、[16270]の相違点に関して、パイロッツスタジオ時代の⾒取り図が
 ⼤雑把かつ不正確だとしてですが、洗⾯所側の壁が⼀部くり抜かれていて（⾚線部分）

 ドアもなく、洗⾯所へ⾏き来できたとしたら辻褄が合います。
 その開放部を埋めて、ドアを内開きに直して、梁っぽく⾒える照明カバーを付けた。

 

Re:「ゴーストライター」のロケ地はVilla PINZA
16301 選択 stray 2015-02-19 15:27:22 返信 報告

応接間⽅向の開放部と並べてみると分かり易いかと。

パイロッツスタジオのカタログ写真[16282]は2003年以前のもの。
 ZARDのロケは2005年の夏頃。

 その間に壁をくり抜いて、数年後（2010年以前）また埋戻したという無謀な前提の上
です（笑）。

Re:「ゴーストライター」のロケ地はVilla PINZA
16303 選択 アネ研 2015-02-20 00:24:59 返信 報告

[16267]stray:
> 良い⼦のみんなは、アネ研＆ゼットンのマネをしないでね︕(笑) 

 > 
> Z研が発⾒した当時はハウススタジオでしたが、その後所有者が変わって 

 > 居住者がいる場合もありますので（このロケ地に限らず）。 
 > 

> 捕まってもＺ研は⼀切責任を負いませんので。
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がははは、名前が出るとテンションあがりますね。（笑）
こんばんは、所⻑、みなさま、

 まったくそのとおりですね。
 あ、あ、思いだします。

 ゼットン１号は軟禁状態なのでしょうか。
 話題が違って、場違いですみませんが、先⽇、渋沢駅に⾏ってまいりました。

 途中の乗り換えの駅で、いきものがかりの駅メロをきいたのですが、複雑な思いでした。（笑）
 そして、いざ、渋沢駅に到着。

 ホームがあっちとこっちで階段でつながってるのですが、
 早く聴けるほうで待ってました。

 そして、駅メロがかかったと思ったら、なにやらアナウンスや、今度はベルの⾳と重なったりと、なかなか、純粋には聴
かせてもらえませんでした。

 しかし、聴けて感動しました。
 これから⾏く⽅は、がんばって聴いてくださいね。

 失礼しました。

Re:「ゴーストライター」のロケ地はVilla PINZA
16307 選択 noritama 2015-02-21 21:45:57 返信 報告

こんばんは｡

BFのテラス部屋の増築がいつか不明なのですが､
 こんな写真が出てきました｡

 http://www008.upp.so-net.ne.jp/portfolio/whats/new_win24.html
右側の写真はベッドの上の撮影ですね｡

 =追記= ホームページ記載によると2006.04の頃"Itokin"婦⼈服メーカーの夏物カタログの撮影のようです｡

『ハートに⽕をつけて』ジャケ写の泉⽔さんが座っているのも､
 奥⾏きのあるソファーというよりソファーベッド?みたいにもみえます｡

窓の外には久留和漁港の防波堤が⾒えていて､､
 BF増築後の1Fの窓の外の景⾊ならテラスやテラスの柵､BFのテラス部屋の屋根が写り込むような気がします｡
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「ゴーストライター」の1F[16263]シーンにも､
窓の外に防波堤もチラリと映っていますが､

 そこにBFのテラス部屋の⽩い平坦な屋根も映っています｡
 2FならたぶんBFのテラス部屋の⽩い平坦な屋根は映らないように思います｡

2Fが寝室兼書斎のような､そして奥半分が⼩さな茶室(和室)のようなつくりだったら､､和室に改装された?､､などと妄想が
膨らみます(笑)

 2Fは階段の上辺りまでしか部屋の⾯積はないようです｡
 http://www.brave-design.com/works-j/pinza/kitchenwall.jpg

Re:「ゴーストライター」のロケ地はVilla PINZA
16315 選択 stray 2015-02-23 13:01:12 返信 報告

noritamaさん、こんにちは。

> BFのテラス部屋の増築がいつか不明なのですが､

[8967]の航空写真に、写っているものと写っていないものが混在しています。
 当時の航空写真撮影が何年おきだったかか不明ですが、2006年当時は無かったと考えてよいのでは︖

> こんな写真が出てきました｡ 
 > http://www008.upp.so-net.ne.jp/portfolio/whats/new_win24.html

[2126]で紹介済みで、ロケ地特定に⼀役かってくれました、

> 右側の写真はベッドの上の撮影ですね｡ 
> 『ハートに⽕をつけて』ジャケ写の泉⽔さんが座っているのも､ 

 > 奥⾏きのあるソファーというよりソファーベッド?みたいにもみえます｡

確かにそのように⾒えますが、[16266]はそう⾒えないから不思議（笑）。

> 窓の外には久留和漁港の防波堤が⾒えていて､､ 
 > BF増築後の1Fの窓の外の景⾊ならテラスやテラスの柵､BFのテラス部屋の屋根が写り込むような気がします｡

⾓度にもよると思いますが、2Fで⽔平に近い⾓度で撮ったら、防波堤が写らないような気もします。

https://bbsee.info/newbbs/id16263.html
https://bbsee.info/newbbs/id/16257.html?edt=on&rid=16315
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16315
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/1e93615b9c793e4fce2f6c8ebde83e61.png
https://bbsee.info/newbbs/id8967.html
https://bbsee.info/newbbs/id2126.html
https://bbsee.info/newbbs/id16266.html


> 2Fが寝室兼書斎のような､そして奥半分が⼩さな茶室(和室)のようなつくりだったら､､和室に改装された?､､などと妄想
が膨らみます(笑)

そもそもパイロッツスタジオの平⾯図に載っていない部屋なんですよね。
 私が2F説を取らない⼤きな理由がそれなんです。

Re:「ゴーストライター」のロケ地はVilla PINZA
16370 選択 stray 2015-03-12 12:55:34 返信 報告

その後、ドラマはまったく⾒ていないのですが（笑）、
 主演の中⾕美紀さんは、かつて泉⽔さんと同じスターダストプロモーション所属で、

 細野社⻑に連れられて泉⽔さんと⼀緒に⻑⼾Ｐのもとを訪れた３⼈の内の１⼈です。
 （もう１⼈は宇徳敬⼦さん）

その中⾕さんがZARDのロケ地でドラマ撮影って・・・不思議な縁です。
 

Re:「ゴーストライター」のロケ地はVilla PINZA
16374 選択 noritama 2015-03-13 05:56:01 返信 報告

こんばんは

>その中⾕さんがZARDのロケ地でドラマ撮影って・・・不思議な縁です。 
 たしかに､偶然かと思いますが､不思議な縁ですね｡

ドラマは､1クール物だとすると残り数話でおしまいと思いますので､
 ドラマの展開からしてVilla PINZAのロケシーンはもう出てこないかもしれませんね｡
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