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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

ロケ地発⾒︕︕
2090 選択 stray 2010-01-22 22:06:09 返信 報告

皆さんこんばんは。

最近、⼩ネタすらなくなったラッキー特命係⻑から（笑）、
 久しぶりに情報が届きました︕

ＰＶロケ地でも、ジャケ撮影地でもないので、
 タイムリーツーベースヒットといったところでしょうか（笑）。

この椅⼦と窓から、何のロケ地か分かりますでしょうか︖

正解者が出たら、続きをアップしますので（笑）。
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Re:ロケ地発⾒︕︕
2092 選択 DAI 2010-01-22 22:47:45 返信 報告

皆さん、こんばんは。

これは「運命のルーレット廻して」のミニスカ(でしたっけ︖)CMのロケ地ですか︖
 ちょっと違う気もするけど・・・

追記︓前⾔撤回(笑)
 やっぱり違いますね。

 

⽟砕覚悟!
2093 選択 ⿊杉 2010-01-22 22:57:41 返信 報告

皆さん、今晩は。

「明⽇を夢⾒て」か
 「君に逢いたくなったら…」で迷いましたが、

 「明⽇を夢⾒て」に賭けてみます。

「⽟砕」は覚悟済みです。(笑)

Re:⽟砕覚悟!
2094 選択 stray 2010-01-22 23:10:28 返信 報告

DAIさん、⿊杉さん、こんばんは。

ブッブー、揃って⽟砕です（笑）。
 DAIさん、#2090の上の画像は無視して下さい。屋内ロケです。

⿊杉さん、惜っしい︕（笑）

明朝まで正解が出ますように・・・（祈）（笑）
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Re:ロケ地発⾒︕︕
2095 選択 ドルチェ 2010-01-23 01:49:22 返信 報告

ストちゃん、DAIちゃん、⿊ちゃん こんばんは〜。 ぷちお久しぶりです。

もしかして、←ココ︖︖
 この時の泉⽔さんは、お顔がきつくてあんまり好きじゃないので（汗）さほど印象に残ってなかった

けどカンで。

ラッキー係⻑、「君に逢いたくなったら…」微笑みver.ロケ地も⾒つけて〜

パノラマ・ハウスＢ
2096 選択 stray 2010-01-23 11:06:37 返信 報告

ドルちゃん、こんにちは、ぷちお久しぶり（笑）。

さすがドル姐御、正解です︕︕（笑）

横浜・⼭⼿にあるハウススタジオ「パノラマ・ハウスＢ」です。
 http://panoraman.co.jp/rental.php

 

Re:パノラマ・ハウスＢ
2097 選択 stray 2010-01-23 11:09:22 返信 報告

残念ながら、#2095の椅⼦は⾒当たりませんが、
 ↓のブログの５枚⽬の写真を⾒て下さい。

 http://blogs.yahoo.co.jp/mhkame1959/23048503.html

外の⾨・塀が⼀致しますので、間違いないでしょう。
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Re:パノラマ・ハウスＢ
2098 選択 stray 2010-01-23 11:23:21 返信 報告

ＰＶにも、ジャケ写にも使われていない、謎のロケです。

ドルちゃんが書いてるように、泉⽔さんのお顔がキツイので、
 ジャケ写⽤のロケだったものの、ボツになって、

 「柿の⽊坂」のフォトセッション[1919]を使い廻すことになったのか・・・

Re:パノラマ・ハウスＢ
2099 選択 stray 2010-01-23 11:28:29 返信 報告

⼭⼿２３４館から２〜３ｋｍのところなので、
 もしかしたらこのロケと同じ⽇の撮影か︖とも思うのですが、

 お顔の感じがぜんぜん違いますね〜。

皆さん、探してほしいロケ地があったら、
 ラッキー特命係⻑にどしどしリクエストして下さい︕（笑）

 きっと⾒つけてくれるはず（笑）。

ラッキーさん、今回もありがとね︕

Re:パノラマ・ハウスＢ
2101 選択 ⿊杉 2010-01-23 17:06:42 返信 報告

stray所⻑さん、DAIさん、ドルチェ副所⻑さん、今⽇は。

惜しい、の意味が漸く分りました。(笑)
 「明⽇を夢⾒て」のPVではなく、リリース直前の雑誌のインタビュー記事の事だったのですね。

本当に惜しい!
 インタビュー記事だとヒントを出されても、決して⾒つけられなかったと思いますが(笑)
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でも、さすがドルチェ副所⻑さん!
ドルチェ副所⻑さんには参りました。

 少ない⼿掛かりで、カンを頼りに⾒つけられるなんて…

ドルチェ副所⻑さんの、瞳に乾杯(￣ー￣)ﾆﾔﾘｯ

あっ…Σ(￣⼝￣*)

間違えました。思わず⼝説き⽂句が…(汗)

私が⾔いたかったのは、
 ドルチェ副所⻑さんの、知識に完敗、です(笑)

Re:パノラマ・ハウスＢ
2102 選択 ドルチェ 2010-01-23 17:51:19 返信 報告

ストちゃん、DAIちゃん、⿊ちゃん こんばんは︕

ストちゃん、正解だったのね︕ ⼭⼿234館の近くですか〜。
 この場所って、特に綺麗でもないだたの⼀軒家みたいだけど（笑）こんな場所もロケ地として使うんだね〜。

 それにしても、ラッキー係⻑はすごいですね︕ どうやって⾒つけるの〜︖︖
 そうですね、ジャケ写⽤で撮影したけど結局古い写真の使い回しになっちゃったのかもしれないですね〜。

⿊ちゃん、弾けてるね〜︕（笑） いい感じだよん♪
 「明⽇を夢⾒て」、ホントに惜しかったね（笑）

 > ドルチェ副所⻑さんの、瞳に乾杯(￣ー￣)ﾆﾔﾘｯ 
 じゃなくって、

 > ドルチェ副所⻑さんの、知識に完敗、です(笑) 
 なの〜〜︖︖ 瞳に乾杯の⽅でいいのよ〜♥ ぎゃはは︕

⿊ちゃん、また⼀緒に遊ぼうね︕

ちょっと夜のお誘い♥が⼊ったのでお出かけしてきま〜す。またネ︕

Re:パノラマ・ハウスＢ
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2103 選択 ペケ 2010-01-23 22:44:48 返信 報告

皆さん、こんばんは。

所⻑、キツイ顔の泉⽔さんもステキですよ︕

ドルチェ姉御、流⽯に鋭いですね〜何時も関⼼させられます。 ○活の⽅も順調のようで安⼼しました（笑）。

⿊杉さん、ドルチェさんにもっとアタックされないと、⼿遅れになっちゃいますよ（謎）。

Re:パノラマ・ハウスＢ
2104 選択 アネ研 2010-01-23 23:19:07 返信 報告

こんばんは、所⻑、ラッキー特命係⻑、DAIさん、⿊杉さん、ドルちゃん、ペケさん
 いや〜すばらしい。

 ラッキーさんの捜査の凄さもですが、
 あのヒントでピントくるドルちゃんも凄いですね〜。

 クロちゃん、応援してまっせ︕︕（笑）

できましたら、ラッキー特命係⻑
 ロケ地ではないですが（ビミョウ）泉⽔さんの絵画の先⽣を突き⽌めてはもらえないでしょうか︖

 シコシコ調査してますが、さっぱりなんです。（汗）
 宜しくお願いします。

すご〜い︕︕
2105 選択 チョコレート 2010-01-26 07:56:41 返信 報告

所⻑さん、ラッキー特命係⻑さん、⿊ちゃん、DAIさん、ドルちゃん、ペケさん、アネ研さん、皆さんこんにちは︕
 ⾵邪ですっかり出遅れてしまったチョコでーす。

おお、この場所は︕なんと横浜︖⼭⼿234館の近くですか〜。ラッキー係⻑はすごいですねぇ。ホントにどうやって⾒つ
けるのでしょうか︖︖
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そんなクイズにピ~ンとひらめいちゃうドルちゃんもさすがですねぇ。毎度のことながら感⼼します。ドルちゃんの頭の引
き出しを覗いてみたいです(笑)。

アネ研さんもリクエストされてますけど、絵画の先⽣、私も以前探してましたが(笑)、⾒つかりません。
 アトリエが何かPVの撮影に使われたって話もあったと記憶しているのですが･･･なんとか⾒つかりませんかねぇ。

 ラッキー係⻑、私からもお願いします︕(笑)

パスワード︓  編集  削除

Powered by bbsee.info. Copyright © 2005-2022
HTML generated at 2022-09-23 09:30:46 (0.039 sec).

https://bbsee.info/

