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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

2016カレンダーロケ地
19816 選択 stray 2016-05-31 22:24:21 返信 報告

【2021.12.15 追記】
 ５年の歳⽉を経て、メゾン・ド・奥脇と判明[26565]

 —————————————————————————

皆さんこんばんは。

2016カレンダー「10⽉」のこの画像、初出ですね。

こげ茶⾊のブラウス・・・私は１つしか思い浮かびません。
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Re:2016カレンダーロケ地
19817 選択 stray 2016-05-31 22:28:48 返信 報告

 
出典︓MUSIC CREATOR 2001年 4-5⽉号

Re:2016カレンダーロケ地
19818 選択 stray 2016-05-31 22:37:12 返信 報告

別ショットがWBM2011パンフに３点あります。
 

Re:2016カレンダーロケ地
19820 選択 stray 2016-05-31 22:38:32 返信 報告

 
正⾯から
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Re:2016カレンダーロケ地
19821 選択 stray 2016-05-31 22:41:10 返信 報告

カレンダーのブラウスと同じなら、
 この画像からロケ地はMODスタジオです。

Re:2016カレンダーロケ地
19822 選択 stray 2016-05-31 22:42:48 返信 報告

 
シンコレのジャケ写もたぶん同じですね。
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Re:2016カレンダーロケ地
19823 選択 stray 2016-05-31 22:49:06 返信 報告

 
初出は、会報05号（2000年4⽉)です。

 

Re:2016カレンダーロケ地
19824 選択 stray 2016-05-31 22:50:32 返信 報告

袖⼝はよく似ていると思うのですが、
 髪型が違うんですよねぇ・・・

ドルちゃん︕助けて〜ぇ（笑）

Re:2016カレンダーロケ地
19881 選択 pine 2016-06-03 11:15:25 返信 報告

所⻑さん みなさん こんにちは︕

ドルちゃんじゃなくてごめんなさ〜い。(笑)

既出のこげ茶⾊の⾊のブラウスはこれしか思いつかないですが、カレンダーの⽅は、袖⼝のスリ
ットのボタンがないですね。ボタンホールもなさそうですし。本当に初出のショットなのか
も…。

あと、⼿掛かりになりそうなのは、左上の⻘い波々と、泉⽔さんの髪型。
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⻘い波々がずーっと気になってるんですが、…これ、⾷器棚じゃないでしょうか︖
ブルーのグラスを逆さまにして置いてあるような気がします。

 画像は、Maison d' Okuwakiのものですが、⾷器棚に逆さまに置かれているグラスのような感じで。
 この⾷器棚は⽊⽬なので違いますが、Maison d' Okuwakiのキッチンには⽩い棚があるのでもしや…と思いましたが、髪

型が違いますよね。ちょっと前髪が⻑い︖(^^;)

Re:2016カレンダーロケ地
19884 選択 stray 2016-06-03 12:24:07 返信 報告

pineさん、こんにちは︕

> カレンダーの⽅は、袖⼝のスリットのボタンがないですね。ボタンホールもなさそうですし。本当に初出のショットな
のかも…。

そうなんですよ、袖⼝の鋭⾓なところとスリットの⼊り具合はそっくりですが、
ボタンホールが無いんですよねぇ。初出なのかも・・・

> ブルーのグラスを逆さまにして置いてあるような気がします。

なるほど、富⼠⼭コーンではないと（笑）。

髪がストレートで、お顔の感じは若い頃に⾒えます。
 それこそ東海⼤ライブの前後じゃないでしょうかね。[19882]

 江ノ島の喫茶店で撮ったとか（笑）。
 

Re:2016カレンダーロケ地
19885 選択 pine 2016-06-03 19:22:22 返信 報告

所⻑さん こんばんは

>なるほど、富⼠⼭コーンではないと（笑）。 
 ぎゃはは︕みなさん「何のこっちゃ︖」って、頭の中に︖マークがいっぱいなのでは︖(笑)

 えっと、富⼠⼭がある県にお住まいの某Ｃさんは、この⻘い波々が富⼠⼭コーンだと思った
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と仰っていたのです。(笑)
私は⼤阪府⺠なので、富⼠⼭コーンには⾒えません。(^^;)

>髪がストレートで、お顔の感じは若い頃に⾒えます。 
 >それこそ東海⼤ライブの前後じゃないでしょうかね 

 雰囲気は似てますね︕
 やっぱり、ドルちゃんHelpだよ〜︕︕

Re:2016カレンダーロケ地
19921 選択 ドルちゃん 2016-06-07 23:26:18 返信 報告

ストちゃん、pineちゃま、こんばんは︕
 pineちゃま、BBSで声かけてくれてありがとう(*^-^*)

ボチボチになると思うけど、また、よろしくね︕

このごげ茶のブラウスを⾒て私も、ストちゃんが貼ってくれている⼀連の写真がすぐ思い付いたけど、ボタンの部分が違
うんですよね。と⾔うことは、やっぱり初出の写真なのかな。

 いくらビー社が合成とか修正好きでも、さすがにボタンホールを消す意味ないし(笑)

で、私も後ろの⻘い波々がなんなのかすごく気になって、じぃ〜〜っと⻑いこと⾒つめていましたが特に何にも頭に浮か
んできませんでした(笑)

 でも、pineちゃまのメゾン・ドの逆さグラス説、なんか…そう⾒える︕︕これは、ひょっとしたらひょっとしちゃうかも
しれませんよ〜(*≧∀≦*)

ちなみに、お顔の感じからストちゃんは若い頃︖と書いてるけど、どっちかというと、初期の頃より ナチュラル路線まっ
しぐらの中期くらいの写真かなぁと私は思います。お得意の「なんとなく」だけどね︕(笑)

あと、超カッコイイ衝撃のつなぎ写真(あんなイケてる写真、どうして封印してたの‼︖)のとこにもレスしたかったのです
がおそくなってしまったので⽇を改めて…。

 

Re:2016カレンダーロケ地
19922 選択 pine 2016-06-08 11:18:56 返信 報告
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ドルちゃ〜〜ん︕ おかえり〜︕︕(≧∇≦*)

呼び出しちゃってごめんなさい。m(^^;)m 
 体調が悪かったと聞きましたが、もう⼤丈夫︖ 無理のない程度にボチボチと、よろしくお願いします。(*^^*)

>でも、pineちゃまのメゾン・ドの逆さグラス説、なんか…そう⾒える︕︕これは、ひょっとしたらひょっとしちゃうかも
しれませんよ〜(*≧∀≦*) 

 某Cさん(笑)の「富⼠⼭コーン」のように、⼀度そう⾒えてしまうとそれにしか⾒えなくなってくるんですよね。（汗）
 でも、ドルちゃんにそう⾔ってもらえると、そうなんかな〜って、その気になってしまうpineです。(笑)

>ちなみに、お顔の感じからストちゃんは若い頃︖と書いてるけど、どっちかというと、初期の頃より ナチュラル路線ま
っしぐらの中期くらいの写真かなぁと私は思います。お得意の「なんとなく」だけどね︕(笑) 

 なるほど。泉⽔さんのお顔鑑定⼠のドルちゃんの「なんとなく」には重みがあります。(^^)

Re:2016カレンダーロケ地
19925 選択 ドルちゃん 2016-06-08 22:51:04 返信 報告

pineちゃま、ただいま〜〜︕︕(*^O^*)

なんか毎回突然の⾳信不通だけど、いつも変わらず待っててもらえて嬉しいです♡

体調は今は⼤丈夫︕p(^-^)q でもノボセテ研究に没頭しすぎて(笑)また逆戻りになるといけないからボチボチね(^-^) あ
りがとうね〜(*^-^*)

> 某Cさん(笑)の「富⼠⼭コーン」のように、⼀度そう⾒えてしまうとそれにしか⾒えなくなってくるんですよね。（汗）
ぎゃはは︕実は私も…(笑)

ちなみに、メゾン・ド‥で撮影された時のお洋服で確認できるのは3種類かな︖全部同じ時期の撮影かはわからないけど何
回も⾐装変えしてるみたいだから、どうせなら、ついでに︖(笑)カレンダーのこげ茶のブラウスも着て撮っちゃおう︕と
かあったりして(’-’*)♪

ドルちゃん、おかえり︕︕
19927 選択 チョコレート 2016-06-09 09:44:41 返信 報告
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ドルちゃん︕︕おかえり〜〜〜(T-T )
⼼配してたよ。体調が悪かったんだってね。⼤丈夫︖

 ドルちゃんがいないと研究も進まないし、寂しいし、困るんだよぉ。
 没頭しすぎて体調を崩さないようにボチボチね（＾▽°）ｖ

ところで、
 >> 某Cさん(笑)の「富⼠⼭コーン」のように、⼀度そう⾒えてしまうとそれにしか⾒えなくなってくるんですよね。

（汗） 
>ぎゃはは︕実は私も…(笑) 

 申し訳ないです・・・私のせいで偏⾒を持たせてしまって(^^;)
 pineさんの逆さまグラス、結構いい線いってるかも︕︖

 でも、⻘い部分の上はきれいな弧ではなくて、ちょっと⽮印っぽく⾒えちゃったり、
 ⽩いグラスが逆さまではなく並べてあるように⾒えちゃったり・・・・

 シャツの⾊もこげ茶でなくて、濃いベージュ︖に⾒えちゃったりしてます。
 わかんにゃい︕︕私の⽬、もうダメですわ〜〜。

 この調査、私の参加は皆さんの捜査の邪魔になりそう(^^;) すみません。

チョコちゃん、ただいま︕(*^O^*)
19930 選択 ドルちゃん 2016-06-09 23:02:40 返信 報告

チョコちゃん、ただいまー︕やっとBBSに書き込めるようになったよ(*^-^*)
 ⼼配かけてゴメンネ。なんかこの歳になったら⼀気に⾊々来ちゃって⼤変(笑)だけど、⼤丈夫︕

 未公開写真とかライブのこととか研究したいことはたくさんあるけど、今後の楽しみに少しずつ取り組んでいこうかな、
って思っているよ(^-^)

> pineさんの逆さまグラス、結構いい線いってるかも︕︖ 
 > でも、⻘い部分の上はきれいな弧ではなくて、ちょっと⽮印っぽく⾒えちゃったり、 

 > ⽩いグラスが逆さまではなく並べてあるように⾒えちゃったり・・・・ 
 > シャツの⾊もこげ茶でなくて、濃いベージュ︖に⾒えちゃったりしてます。 

 > わかんにゃい︕︕私の⽬、もうダメですわ〜〜。 
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> この調査、私の参加は皆さんの捜査の邪魔になりそう(^^;) すみません。 
ウフフ‥(*^-^*) じゃあ、会えたらまたチャットでね(笑)

Re:ドルちゃん、おかえり︕︕
19931 選択 stray 2016-06-10 09:30:25 返信 報告

ドルちゃん、おかえり〜︕（笑）

もしかして更年期突⼊︖ ぎゃはは（笑）。
 ときどきでいいから、ヘルプ〜が出たら登場してね（笑）。

 復帰祝いに、このロケ地は何としても解明したいですが、
 ドルちゃんにも分からないとなると、迷宮⼊りですかねぇ。

ロケーションですが、泉⽔さんの後⽅はフローリングの床、⽩っぽい壁、くり抜きカウンターに⾒えます。
 残念ながらメドン・ド・オクワキの棚ではないですね。

 

Re:2016カレンダーロケ地
19932 選択 stray 2016-06-10 09:37:11 返信 報告

>ちなみに、お顔の感じからストちゃんは若い頃︖と書いてるけど、どっちかというと、初期の頃よ
り ナチュラル路線まっしぐらの中期くらいの写真かなぁと私は思います。お得意の「なんとなく」
だけどね︕(笑)

髪型だけでいえば、私はこの画像（柿の⽊坂）に近いんじゃないかと思うのですが・・・
 ストレートで少し内側に丸まっているところと、分け⽬がポイントかな。

Re:2016カレンダーロケ地
19933 選択 stray 2016-06-10 09:44:50 返信 報告

> シャツの⾊もこげ茶でなくて、濃いベージュ︖に⾒えちゃったりしてます。
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あれれ、チョコさんも更年期突⼊かなぁ（笑）。
全体的に⽩⾶びしているので、実際はもっと濃い茶⾊でしょう。

念のため、濃いベージュのブラウスを貼っておきますが、袖⼝は何となく似てますね。

Re:ドルちゃん、おかえり︕︕
19936 選択 ドルちゃん 2016-06-11 12:55:15 返信 報告

ストちゃん、みなさんこんにちは(^-^)

> ドルちゃん、おかえり〜︕（笑） 
 はーい、ただいま〜(笑)

> もしかして更年期突⼊︖ ぎゃはは（笑） 
 それもあるカモカモ(笑)

 またボチボチよろしくね(*^-^*)

> 復帰祝いに、このロケ地は何としても解明したいですが、 
 > ドルちゃんにも分からないとなると、迷宮⼊りですかねぇ。 

 うーん‥背景がぼやけすぎてなかなか難しいですね〜。 
 > ロケーションですが、泉⽔さんの後⽅はフローリングの床、⽩っぽい壁、くり抜きカウンターに⾒えます。 

 > 残念ながらメドン・ド・オクワキの棚ではないですね。 
 ありゃ、そうですか〜(笑) 

 ♯19932で「君がいない」ジャケ写の時と同じ柿の⽊坂で撮影された写真と雰囲気似てるかもって書いてるけど、実はカレ
ンダー写真も柿の⽊坂スタジオだったりして(笑) 

 こげ茶のシャツ着てる写真もなかったっけ︖
 フローリングに⽩い壁やカウンターって⾔うと そこしか浮かばなくなってきちゃいました(笑) 今までの柿の⽊坂での写真

に後ろの⻘い波々は確認できないけど。早く誰か解明して(笑)
 

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/6a8b775235c8d833f423caa1f8ea1e09.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/19816.html?edt=on&rid=19936
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=19936


Re:ドルちゃん、おかえり︕︕
19939 選択 pine 2016-06-13 14:27:37 返信 報告

ドルちゃん チョコさん 所⻑さん みなさん こんにちは

>復帰祝いに、このロケ地は何としても解明したいですが、 
 そう⾔えば、去年のカレンダーのロケ地探し（NoHo「B Bar and Gril」」l）もドルちゃん復帰後で、

⼤いに盛り上がりましたね︕
 しかし今回のは、写真からの情報が少なすぎて難しすぎますね。(><)

> ロケーションですが、泉⽔さんの後⽅はフローリングの床、⽩っぽい壁、くり抜きカウンターに⾒
えます。 
> 残念ながらメドン・ド・オクワキの棚ではないですね。 

ありゃりゃ。やっぱりダメですか…。(><)
 画像は、メドン・ド・オクワキの⽩い棚があるキッチンですが、フローリングの床・下の⽅が⽩っぽい壁に⾒えなくもな

い棚（苦笑）、
 左側に扉があるので、カレンダーと同じような光の当たり⽅になると思うのですが…。

 やっぱりダメかな〜。(^^;)

Re:ドルちゃん、おかえり︕︕
19940 選択 pine 2016-06-13 14:29:37 返信 報告

この髪型も近いと思いません︖しつこいようですが、メドン・ド・オクワキです。(笑)
 分け⽬もちょっと右。(笑)

Re:ドルちゃん、おかえり︕︕
19942 選択 stray 2016-06-13 17:44:48 返信 報告
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ドルちゃん、pineさん、こんにちは。

> ♯19932で「君がいない」ジャケ写の時と同じ柿の⽊坂で撮影された写真と雰囲気似てるかもっ
て書いてるけど、実はカレンダー写真も柿の⽊坂スタジオだったりして(笑)

いや、柿の⽊坂のスタジオで、あのロケーションは無いですね（笑）。

> メドン・ド・オクワキの⽩い棚があるキッチンですが、フローリングの床・下の⽅が⽩っぽい壁
に⾒えなくもない棚（苦笑）

なるほど、そう⾔われれば確かにそう⾒えてきますね（笑）、髪の分け⽬も似てます。

> こげ茶のシャツ着てる写真もなかったっけ︖」

あります、あります、AL『Soffio・・・』とリクベスのジャケ写で着ているヤツ。
 ただ、このシャツは襟も袖もヨレヨレ系（笑）で、⾊は似てるけど別物ですねぇ。

う〜ん、難問だぁ（笑）。

Re:ドルちゃん、おかえり︕︕
19943 選択 ドルちゃん 2016-06-13 23:23:10 返信 報告

pineちゃま、ストちゃん、みなさんこんにちは。

> >復帰祝いに、このロケ地は何としても解明したいですが、 
 > そう⾔えば、去年のカレンダーのロケ地探し（NoHo「B Bar and Gril」」l）もドルちゃ

ん復帰後で、⼤いに盛り上がりましたね︕ 
 そう⾔えば、前回もカレンダーのロケ地探しの時に⼀時復帰したんですね、私(笑)

 今回はヒントが少なすぎてかなり難しいですね(>.<)

でも、pineちゃまが貼られてる泉⽔さんの２枚の⽐較写真は、本当に前髪の雰囲気から分け⽬までソックリですね︕︕︕
 それとカレンダー写真で、泉⽔さんの後ろに写っているぼやけた椅⼦らしきものも⿊だし、やっぱりpineちゃま、もしか

して当てちゃった︕︖(*≧∀≦*) 
 メゾン・ド・オクワキで撮影された「君に逢いたくなったら‥」PVでも雑誌をパラパラめくるシーンが出てきますよね。

これもヒントになるかな︖本の中が少しでも映ってたら良かったのにな〜(笑)

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/f4e4b6af8c2d1b0e2111b045201aebc3.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/19816.html?edt=on&rid=19943
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=19943
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/e538c7147880a157de9440755f660fd4.jpg


Re:ドルちゃん、おかえり︕︕
19944 選択 pine 2016-06-14 14:29:48 返信 報告

所⻑さん ドルちゃん みなさん こんにちは︕

>> メドン・ド・オクワキの⽩い棚があるキッチンですが、フローリングの床・下の⽅が⽩っぽい壁に⾒えなくもない棚
（苦笑） 
>なるほど、そう⾔われれば確かにそう⾒えてきますね（笑）、髪の分け⽬も似てます。 

 DANDANそう⾒えてきますでしょ。(笑)

>それとカレンダー写真で、泉⽔さんの後ろに写っているぼやけた椅⼦らしきものも⿊だし、やっぱりpineちゃま、もし
かして当てちゃった︕︖(*≧∀≦*) 
椅⼦らしきもの…気づいてなかったけど、⿊ですね︕ ん〜でも、椅⼦は変わっているかも。

 当たり︕だったらビックリだけど、正解はわかりそうにないですね。迷宮⼊りかな…。(><)
 B社関係者の⽅、ご覧になられてましたら「ヒント」下さい。(笑)

>メゾン・ド・オクワキで撮影された「君に逢いたくなったら‥」PVでも雑誌をパラパラめくるシーンが出てきますよ
ね。これもヒントになるかな︖本の中が少しでも映ってたら良かったのにな〜(笑) 

 そうなのよ︕ 「もう少し本⾒せて」と思わずお願いしてしまいました。(^^;)

Re:2016カレンダーロケ地
19945 選択 sakura 2016-06-15 00:02:24 返信 報告

皆さん、こんばんは。

富⼠⼭コーン(私は⾒たことはありません)に⾒えるのは、窓(扉︖)から外の景⾊が⾒えているというのは考えすぎでしょう
か︖

 それと、⽩い波々の部分は、オーニングテント（って⾔うんですね。知りませんでした）の先端部分が写っているという
のは⾶躍しすぎ︖ 部屋の中から窓を通してテントの裏側が⾒えている映像をイメージしています。

 でも、服装からすると、オーニングテントの季節ではないような・・・（汗）

光の差し込み具合からすると、窓(扉)の近くに座っているような気がします。
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この「君に逢いたくなったら‥」PV・・・、⾒たことがありません（笑えない）。どのDVDに⼊っているでしょうか︖よ
かったら教えてください。

Re:2016カレンダーロケ地
19946 選択 pine 2016-06-15 15:21:56 返信 報告

sakuraさん こんにちは︕

>富⼠⼭コーン(私は⾒たことはありません)に⾒えるのは、窓(扉︖)から外の景⾊が⾒えているというのは考えすぎでしょ
うか︖ 

 >それと、⽩い波々の部分は、オーニングテント（って⾔うんですね。知りませんでした）の先端部分が写っているという
のは⾶躍しすぎ︖ 部屋の中から窓を通してテントの裏側が⾒えている映像をイメージしています。 

 棚だと思っている部分が窓ということですね。
 オーニングテント（私も知りませんでした（^^;）)の波々に⾒えなくもないですが、距離感がどうなんでしょう︖

 でも、ぼやけた画像なので、いろんな⾒⽅ができますね。。

>この「君に逢いたくなったら‥」PV・・・、⾒たことがありません（笑えない）。どのDVDに⼊っているでしょうか︖
よかったら教えてください。 

 DVDではなく、ZARD BLEND 〜SUN&STONE〜 のPVです。ドルちゃんもそうかな︖
 こちらで⾒れますよ。

 http://jp.channel.pandora.tv/channel/video.ptv?ch_userid=achadol&prgid=2525878

Re:2016カレンダーロケ地
19947 選択 ドルちゃん 2016-06-15 21:52:04 返信 報告

sakuraさん、pineちゃま、みなさんこんばんは(^-^)

> 富⼠⼭コーン(私は⾒たことはありません)に⾒えるのは、窓(扉︖)から外の景⾊が⾒えているというのは考えすぎでし
ょうか︖ 

 なるほどなるほど‥そういう⾒⽅もありますね〜。
 でも、パッと⾒で浮かんだのは 私もやっぱり⽩い棚で、そこに何かオブジェが置いてあるイメージでした。⽩い棚にオブ

ジェと⾔ったら富⼠⼭麓のスタジオ︖と調べましたがアチラは全然違いました(笑)
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> この「君に逢いたくなったら‥」PV・・・、⾒たことがありません（笑えない）。どのDVDに⼊っているでしょうか︖
よかったら教えてください。 

 > 
ただ「君に逢いたく…」PVにそんな映像があったなぁと思って検索したらあっただけで実はいつの物か私は全く覚えてま
せんでした(^o^;) けどpineさんが答えてくださってましたね♪

 ちなみに私が⾒たのはファンの⽅が作ったものかな︖
 https://youtu.be/fvz9HwwZ9Dc

Re:2016カレンダーロケ地
19948 選択 ドルちゃん 2016-06-15 22:08:09 返信 報告

pineちゃま、こんばんは(^-^)

> DVDではなく、ZARD BLEND 〜SUN&STONE〜 のPVです。ドルちゃんもそうかな︖ 
 pineちゃま、教えてくれてありがとうー︕(^o^) ZARD BLEND 〜SUN&STONE〜 のPVの映像だったんですね︕もう最

近はカンも記憶⼒も鈍ってしまって‥(笑)
 あと、このPV⾒て思い出したんですけど、チラッと映る巣箱の映像はNYのスタジオの映像をカットインしたものでしたよ

ね。なんかたまにこんな⾵なメンドクサイことしますよね(笑)

Re:2016カレンダーロケ地
19949 選択 sakura 2016-06-16 01:32:20 返信 報告

pineさん、ドルちゃん(笑)、こんばんは

早くも撃沈されてしまいました︕（笑）
 もし窓越しだったら、窓ガラスも写っているはずですね。

> DVDではなく、ZARD BLEND 〜SUN&STONE〜 のPVです。ドルちゃんもそうかな︖ 
 > こちらで⾒れますよ。

ありがとうございます。初めて⾒ました（汗）

> ちなみに私が⾒たのはファンの⽅が作ったものかな︖
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そんな感じですね。

後の棚の線を⽔平にした絵を貼り付けます。

Re:2016カレンダーロケ地
19950 選択 stray 2016-06-16 21:30:12 返信 報告

pineさん、ドルちゃん、sakuraさん、こんばんは。

⿊っぽい椅⼦が左端にチラっと映ってますが、オクワキの椅⼦かどうかの判別は無理ですね
ぇ。

> >メゾン・ド・オクワキで撮影された「君に逢いたくなったら‥」PVでも雑誌をパラパラめ
くるシーンが出てきますよね。これもヒントになるかな︖本の中が少しでも映ってたら良かっ

たのにな〜(笑) 
 > そうなのよ︕ 「もう少し本⾒せて」と思わずお願いしてしまいました。(^^;)

２⼈のこの会話、意味がまったく分からないんですけど（笑）、もしかして、
 ⼿前の楕円形物体＝開いた本で、泉⽔さんが右⼿で持っているってことですか︖

私にはそんな⾵に⾒えないんですけど・・・（笑）

> それと、⽩い波々の部分は、オーニングテント（って⾔うんですね。知りませんでした）の先端部分が写っているとい
うのは⾶躍しすぎ︖ 部屋の中から窓を通してテントの裏側が⾒えている映像をイメージしています。

なるほど、⽩いほうに着⽬するとそう⾒えなくもないですね。
 男性脳の私には永遠に解けないかも（笑）。

PVはpineさんの解説どおり、ZARD BLEND 発売時に作り直したPVで、DVD未収録です。
 他サイトのより、PVロケ地マップで使っている映像のほうがキレイかと（笑）。

 https://youtu.be/fo1zooqrusA

Re:2016カレンダーロケ地
19951 選択 sakura 2016-06-16 22:07:58 返信 報告
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strayさん、pineさん、ドルちゃん、こんばんは。

> ⼿前の楕円形物体＝開いた本で、泉⽔さんが右⼿で持っているってことですか︖ 
 > 私にはそんな⾵に⾒えないんですけど・・・（笑）

何となく⾓度が変かな︖とは思ってますが、私も、右⼿で本を⽀えている構図だと思い込んで
ました。

それと、写真を凝視していると（笑）、何となく次の物が⾒えてきました。（⽩い棚の上に乗っているイメージ）
 ①深緑、もしくは⿊い瓶︖

 ②朱⾊の、グラス︖コップ︖
 ③⻩⾊の、先が尖がったもの
 ④⻩⾊もしくは⾦⾊の置物

こんな組み合わせの棚ってありました︖

ちなみに、泉⽔さんは、⾚い⼝紅をつけてますね。

> 他サイトのより、PVロケ地マップで使っている映像のほうがキレイかと（笑）。 
 ありがとうございます。キレイですね（笑）。

Re:2016カレンダーロケ地
19952 選択 pine 2016-06-17 11:45:49 返信 報告

ドルちゃん sakuraさん 所⻑さん みなさん こんにちは︕

♪ドルちゃん
 >あと、このPV⾒て思い出したんですけど、チラッと映る巣箱の映像はNYのスタジオの映

像をカットインしたものでしたよね。なんかたまにこんな⾵なメンドクサイことしますよ
ね(笑) 

カットインされた映像のせいで、「君に逢いたくなったら」と「Don't you see!」のスタジオ探しに困惑したんでした
ね。今となっては、懐かしいです。（苦笑）

♪所⻑さん
 >⼿前の楕円形物体＝開いた本で、泉⽔さんが右⼿で持っているってことですか︖ 
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>私にはそんな⾵に⾒えないんですけど・・・（笑） 
私にはそんな⾵にしか⾒えないんですけど・・・(笑)

>他サイトのより、PVロケ地マップで使っている映像のほうがキレイかと（笑）。 
 私もドルちゃんも他所からで…すみません。（汗）

 でも、実はPVロケ地マップ⾒たんです。
 「君に逢いたくなったら」のMAP-10を⾒て、本をパラパラめくるシーンはZARD BLENDのPVだと確認したんです︕

 で、⻩⾊いビデオカメラクリックして「←お腹いっぱい」のウィンドウも⾒たんです︕
 でも、画像をクリックしなかった。…アホやん。（笑えない）

♪sakuraさん
 >それと、写真を凝視していると（笑）、何となく次の物が⾒えてきました。（⽩い棚の上に乗っているイメージ） 

 >①深緑、もしくは⿊い瓶︖ 
 >②朱⾊の、グラス︖コップ︖ 

 >③⻩⾊の、先が尖がったもの 
 >④⻩⾊もしくは⾦⾊の置物 

 ⻘いものだけじゃなくて、他の⾊のものもありますね。
 何が置かれているのか︖本当に棚なのか︖はっきりした写真を⾒たいです。(笑)

Re:2016カレンダーロケ地
19953 選択 stray 2016-06-17 15:20:19 返信 報告

pineさん、こんにちは。

ええ〜︕なんで、なんで〜（笑）。
 ⽩っぽく写ってる部分が「天」だとして、私には表⾯がかまぼこのように丸まって⾒えます

が、
 pineさんには真っ直ぐに⾒えるのでしょうか（笑）。

 「背」は何処にあるんですか︖ 右下で⾒切れているのだとしたら、相当⼤きな本です。
 指２本が右側ページにかかってますが、本を寝せればそう持てなくもないですが、

 画像の本はけっこう⽴ってますから、こういう持ち⽅は出来ないです。
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> でも、画像をクリックしなかった。…アホやん。（笑えない）

Googleマップはバージョンアップする度に使いづらくなっているんです。
 私も最初、どうやってYTの映像を⾒たらいいのか分かりませんでした（笑）。

 ロケ地マップもそろそろ何とかとかしないといけませんね。
 

Re:2016カレンダーロケ地
19954 選択 pine 2016-06-17 17:08:50 返信 報告

所⻑さん こんにちは。

>⽩っぽく写ってる部分が「天」だとして、私には表⾯がかまぼこのように丸まって⾒えますが、 
 >pineさんには真っ直ぐに⾒えるのでしょうか（笑）。 

 カレンダー写真を⾒た時に「本」だと思ったので、丸まってるとか真っ直ぐとか考えもしませんで
したが、丸まっているように⾒えますね。

>「背」は何処にあるんですか︖ 右下で⾒切れているのだとしたら、相当⼤きな本です。 
 背は、まちの位置から考えて、右下で⾒切れていると思います。

 週刊誌サイズならもう少し⼩さいですが、ファッション誌のような少し⼤きめの本なら、これくらいのサイズだと思いま
す。

>指２本が右側ページにかかってますが、本を寝せればそう持てなくもないですが、 
 >画像の本はけっこう⽴ってますから、こういう持ち⽅は出来ないです。 

 本の形態にも依りますが、背がしっかりした本なら、背の下の⾓っこの部分を机に当てて⽀えにすれば出来そうな気がす
るんですが…。無理かな︖

もともと両⼿で本を持っていて、⼀瞬左⼿で髪を掻き上げた瞬間のショットなのかな︖と思って⾒ていました。

今じっくりと⾒て気づいたのですが、⼿を開いて本を持つと指が２本だけ⾒えるのは不⾃然なので、うっすらと⾒えるの
が薬指なのでは︖

あと、緑で囲った部分。表紙の絵か写真かと思っていましたが、何かありません︖

>Googleマップはバージョンアップする度に使いづらくなっているんです。 
 >私も最初、どうやってYTの映像を⾒たらいいのか分かりませんでした（笑）。 
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>ロケ地マップもそろそろ何とかとかしないといけませんね。 
そうなんですね。でも、使い⽅を周知すればよいだけなのかも…。

Re:2016カレンダーロケ地
19955 選択 sakura 2016-06-18 01:23:39 返信 報告

pineさん、strayさん、こんばんは。

まず、私は、⽩っぽく写っているのは、⼤きめの雑誌だと思っています。

> 本の形態にも依りますが、背がしっかりした本なら、背の下の⾓っこの部分を机に当てて⽀えにすれば出来そうな気が
するんですが…。無理かな︖

[19949]に貼った写真を⾒てもらうとイメージしやすいかもしれませんが、本の左表紙は、机（もしくは床︖）の上に置
いてあり、右表紙だけを右⼿で持ち上げているシーンではないか︖と思っています。 

 これなら、右⼿だけでも⽀えることができると思います。

> もともと両⼿で本を持っていて、⼀瞬左⼿で髪を掻き上げた瞬間のショットなのかな︖と思って⾒ていました。

そうともとれますが、左腕の肘を机（もしくは床︖）について頭を⽀えているようにも⾒えませんか︖
 髪の垂れ下がり具合を考えるとそのような気がしてきました。

で、よくわからないのが、泉⽔さんの姿勢なんです。
 椅⼦に座っているように思えますが、ひょっとすると床に寝転んで、肘で上体を⽀えて雑誌を読んでいるシーンは⾮現実

的でしょうか︖
 だとすると、体の傾きや右腕の⾓度も理解しやすいのですが・・・。（写真撮影ではあり得ないと思いますが）

  
> 今じっくりと⾒て気づいたのですが、⼿を開いて本を持つと指が２本だけ⾒えるのは不⾃然なので、うっすらと⾒える
のが薬指なのでは︖

薬指だと思っています。
 

Re:2016カレンダーロケ地
19961 選択 sakura 2016-06-19 00:46:21 返信 報告
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こんばんは。⾃⼰レスです。

やっぱり、pineさんの⾔うように、「⼀瞬左⼿で髪を掻き上げた瞬間のショット」のような気がしますね。

姿勢の⽅も椅⼦に座っていると考えるのが⾃然かと思いますが、本を置いていると思われるテーブルが写っていないのが
ひっかかってます。

Re:2016カレンダーロケ地
19962 選択 sakura 2016-06-19 10:52:05 返信 報告

こんにちは。まだ、やってます（笑）

[19939] で pineさんが貼られた写真と⽐較してみました。
 ⾚丸の部分も似ていますし、⻩丸の影ができている部分（⾒えづらいですが）もあります。

 ⽔⾊の丸の部分は、丸テーブルの端っこではないでしょうか︖さほど⼤きなテーブルではな
いようですので、これくらいしか写らなくても不思議ではないと思います。

 ただ、⾷器棚の棚の⾼さが異なる点が気がかりですが・・・。

やっぱり、ここではないでしょうか︖

Re:2016カレンダーロケ地
19963 選択 sakura 2016-06-19 10:58:10 返信 報告

よくわからないのが、この写真の⻩⾊で写っている部分です。（オレンジの⽅も同様ですが）
 この正体は、まったく検討がつきません。

Re:2016カレンダーロケ地
19967 選択 pine 2016-06-20 14:48:13 返信 報告
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sakuraさん みなさん こんにちは︕

sakuraさん 捜査お疲れさまです。遅レスですみません。m(^^;)m

>> もともと両⼿で本を持っていて、⼀瞬左⼿で髪を掻き上げた瞬間のショットなのかな︖と思っ
て⾒ていました。 
>そうともとれますが、左腕の肘を机（もしくは床︖）について頭を⽀えているようにも⾒えません
か︖ 

 >髪の垂れ下がり具合を考えるとそのような気がしてきました。 
 >やっぱり、pineさんの⾔うように、「⼀瞬左⼿で髪を掻き上げた瞬間のショット」のような気がしますね。 

いろんな⾵に想像ができますね。(^^;)
 寝転んで…ということも考えられなくないですが、椅⼦の⾼さに対してテーブルが低ければ、肘をつけば⾃然と前かがみに

なりますし、
 椅⼦らしき⿊いものも写っているので、やはり座っていると考えるのが⾃然でしょうね。

>⾚丸の部分も似ていますし、⻩丸の影ができている部分（⾒えづらいですが）もあります。 
 >⽔⾊の丸の部分は、丸テーブルの端っこではないでしょうか︖さほど⼤きなテーブルではないようですので、これくらい

しか写らなくても不思議ではないと思います。 
 >ただ、⾷器棚の棚の⾼さが異なる点が気がかりですが・・・。 

 かなり近づいてそうなのに、棚の⾼さが…。（汗）
 中棚の位置を変えれるタイプかな︖と思いましたが、固定の棚ですね。

 （[19939]を拡⼤したら⾒えにくかったので、別の写真を拡⼤しました。）
 家具の塗り替えやリフォームなどはされているようなので、リフォームしたと考えられなくもないですが。

Re:2016カレンダーロケ地
19972 選択 sakura 2016-06-20 23:31:21 返信 報告

pineさん、こんばんは。

> 中棚の位置を変えれるタイプかな︖と思いましたが、固定の棚ですね。 
 > （[19939]を拡⼤したら⾒えにくかったので、別の写真を拡⼤しました。）

ホントですね。確かに、固定の棚のようですね・・・。（⾏き詰まり）
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Re:2016カレンダーロケ地
20037 選択 noritama 2016-07-02 07:41:45 返信 報告

おはようございます｡

つかみ所がないので話に⼊れず(^^;; 静観視していました(苦笑)･･･

昨⽇『揺れる想い』の⾳違いロットの確認をしていて気がついたのですが､
 8cmシングルのジャケット裏側の写真は､

 [19933]と同じ服装&スタジオですね｡
 以前検証されているかもですが(^^; 何処のスタジオでしょう?

 

Re:2016カレンダーロケ地
20038 選択 noritama 2016-07-02 12:40:11 返信 報告

あっ
 > 以前検証されているかもですが(^^; 何処のスタジオでしょう? 

 ⾃⼰解決(笑)MODスタジオですね(^^;
 [19933]の⽩背景が気になっちゃって(笑)

 

Re:2016カレンダーロケ地
20535 選択 幸（ゆき） 2016-10-10 09:40:40 返信 報告

[19881]pineさん、みなさん、 こんにちは。
 > ⻘い波々がずーっと気になってるんですが、…これ、⾷器棚じゃないでしょうか︖ 

 > ブルーのグラスを逆さまにして置いてあるような気がします。

今頃、横⼊りですみません。
 このビデオの後ろの⽅を⾒ると、ぼやけた⻘いグラスからしても、ここだと思います。この
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茶⾊のブラウスも間違いない。
カレンダーのは髪を結ってない状態にしただけですね。

[19943]でもドルちゃんがフォローして下さってますね。

>[19951]sakuraさん 
 >③⻩⾊の、先が尖がったもの 

 >④⻩⾊もしくは⾦⾊の置物

う〜ん、分かりません。
 これらはあくまで想像でしかないものの、透明っぽいグラスに棚の⾊が透けて、あるいは光の反射等でそう⾒えるのか

も。
 グラスの配置は変えたのだと推測されます。

Re:2016カレンダーロケ地
20536 選択 幸（ゆき） 2016-10-10 09:43:29 返信 報告

[20535]だとすると、「夏を待つ帆（セイル）のように」のPVロケ地となりますね。

でも、←ここはそもそも何処︖

Re:2016カレンダーロケ地
20539 選択 noritama 2016-10-11 07:10:55 返信 報告

[20536]幸（ゆき）:
 >[20535]だとすると、「夏を待つ帆（セイル）のように」のPVロケ地となりますね。 

 > 
>でも、←ここはそもそも何処︖ 

  
幸(ゆき)さん､おはようございます｡
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[8188][8200]←ここです(^^;
http://www.m-okuwaki.co.jp/

Re:2016カレンダーロケ地
20546 選択 pine 2016-10-12 12:29:59 返信 報告

幸（ゆき）さん みなさん こんにちは。

＞今頃、横⼊りですみません。
 >このビデオの後ろの⽅を⾒ると、ぼやけた⻘いグラスからしても、ここだと思います。この

茶⾊のブラウスも間違いない。 
 >カレンダーのは髪を結ってない状態にしただけですね。 

 ご賛同ありがとうございます。m(^^)m
 ただ決定的なものがないので、「ここのような気がする…」としか⾔えなんですよね〜。残念。(><)

場所は、noritamaさんが書いてくださっている「maison d' okuwaki」。撮影箇所を補⾜しました。

茶⾊のブラウスは、このスレで上がっているものではないと思います。
 [19817]は、袖⼝スリットのボタンホールがない。[19884]

 [19933]は、⾒頃の打ち合わせが左右逆。襟も違うような…。
 [19942]は、襟・袖ヨレヨレ系
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