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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

マイフレンドＰＶに新事実が
5319 選択 stray 2011-02-05 21:04:47 返信 報告

皆さんこんばんは。
 マイフレンドＰＶに新事実を発⾒しました。

 というか、単に⾒落としなのですが・・・（笑）

マイフレンドＰＶのロケ地はロンドン。
 撮影⽇は1995年12⽉と思っていましたが、9⽉でした︕

 つまり、モナコ、ニース、ロクブリュヌのロケと⼀体だったわけです。
 「ぬくもりが欲しくて」「この涙星になれ」「痛いくらい・・・」のＰＶは

 1995年12⽉に再度ロンドンを訪れて撮影したものになります。
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【追記】
すべて9⽉撮影です。[5328]

 

Re:マイフレンドＰＶに新事実が
5320 選択 stray 2011-02-05 21:06:00 返信 報告

マイフレンドは1996年1⽉8⽇発売ですが、前年10⽉21⽇から
 アニメ「スラムダンク」のＥＤテーマとしてTV ver.が流されています。

 http://www.youtube.com/watch?v=WuaZ9tPhh5M

ちなみにTV ver.では、２番のサビ
 ♪ あなたがそばにいると 何故か素直になれた

 の「なれた」が「なれる」になっています。

Re:マイフレンドＰＶに新事実が
5321 選択 stray 2011-02-05 21:06:44 返信 報告

マイフレンドのＰＶは数種類ありますが、初出は Beingの95年冬店頭⽤ビデオです。
 これはTV ver.のままで、「なれた」が「なれる」になっていることから、

 まだ完成ver.のレコーディングに⾄っていなかったと推測できます。
 http://www.youtube.com/watch?v=XtZBMlufrBY

このビデオはＢのアーティトが勢揃いした25分もので、、
 ・FIELD OF VIEW の「Last Good-bye」（1995年11⽉13⽇発売）が「now in store」、

 ・DEENの「LOVE FOREVER」が「12.11 In Store」、
 ・⼤⿊摩季の「BACK BEATs #1」が「12.11 ON SALE」、

 ・ZARDの「マイフレンド」が「1996.1.8 発売予定」
 となっていることから、

 11⽉末から12⽉初めにリリースされたものと推測できます。

Re:マイフレンドＰＶに新事実が
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5322 選択 stray 2011-02-05 21:09:39 返信 報告

スタジオで歌うver.のＰＶがロンドンのスタジオで撮影された可能性に関して。

スタジオver.のＰＶの公開は、発売直前だったと思います。
 http://www.youtube.com/watch?v=LkZ_EHlW9O8

バックバンドが外⼈か⽇本⼈かで判断つくんじゃないでしょうか。
 キャプチャでは外⼈っぽくも⾒えますが（笑）、⽇本⼈でした。

 ＰＶロケにまさかバンドマンを連れていかないでしょう（笑）。

とうことで、スタジオver.のＰＶは、ＣＤレコーディングが済んでから
 都内のスタジオで撮影されたものと私は考えます。

 

Re:マイフレンドＰＶに新事実が
5323 選択 stray 2011-02-05 21:12:37 返信 報告

しかもそれは、７ｔｈＡＬのＰＶ撮りだった可能性があります。

この２つの画像がそれを⽰唆しています。
 詳しくはこちら[3516] [3543]をどうぞ。

明⽇の堂島ＳＨでは要チェックですぞ︕
 

Re:マイフレンドＰＶに新事実が
5324 選択 Ａｋｉ 2011-02-05 21:23:26 返信 報告

「マイフレンド」は2番を歌っているときのほうがアップで映ってますね。

 ⾵景素材は、⾞（後ろのワイパーが動いている）のシーンは「Ｍｙ Ｂａｂｙ Ｇｒａｎｄ（こちらは雪のＣＧがあり
ます）」と⼀緒だな…と想いました。

Re:マイフレンドＰＶに新事実が
5328 選択 stray 2011-02-05 23:29:36 返信 報告
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> 「ぬくもりが欲しくて」「この涙星になれ」「痛いくらい・・・」のＰＶは 

 > 1995年12⽉に再度ロンドンを訪れて撮影したものになります。

いや、これも間違ってますね（笑）。
 すべて9⽉撮影のようです。

 イギリスは夏でも曇って寒いのを忘れてました。
 「ぬくもりが欲しくて」の雪はCGだって分かってたのですが。

 12⽉ってどこから出てきたんだろう、不思議ね（笑）。

Re:マイフレンドＰＶに新事実が
5364 選択 ドルチェ 2011-02-07 20:31:00 返信 報告

みなさま、こんばんは。

> スタジオで歌うver.のＰＶがロンドンのスタジオで撮影された可能性に関して。 
 ついこの前、チョコちゃんたちとチャットをした時に、この話題になったんですよ。
 で、私たちは「マイフレンド」PVとあまりにも泉⽔さんの雰囲気や髪型が似ているから（服はもちろん同じ）

 ロンドンで撮影︕と勝⼿に決定してしまいましたが・・

> ということで、スタジオver.のＰＶは、ＣＤレコーディングが済んでから 
 > 都内のスタジオで撮影されたものと私は考えます。 

 そうですか〜(笑) 都内だとすると、どこのスタジオでしょうね。また⼀つ謎が増えました(笑)
 それに、7thALのPVをここで全部撮っていたなら、その時の映像もそのうち⼩出しにしてくるのかな。

 そうなら、中には既出のPVもあるからダブってPVがある曲もアルということアルね(笑)
 ということはやっぱり⼀つの曲に、いくつかずつのPVが存在するんですね︕あー、楽しい♥

それよりなにより、ロンドンロケ全般が南仏ロケと⼀緒のときだったなんて〜︕︕お・ど・ろ・き︕

「マイフレンド」 SH ver.
5426 選択 stray 2011-02-09 21:12:07 返信 報告
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ドルちゃん、こんばんは︕

今⽇は寄り道してるのかなぁ（笑）。
 レスが遅くなってごめんね︕

今朝 VMCで「マイフレンド」SH ver.が流れました。
 で、２つのスタジオシーンは、ＴＶ局のスタジオではないかと・・・

追って検証するけど、これだけの設備が貸スタジオにあるとは思えないし、
 Ｂ社のスタッフが作ったとも思えない。

> それよりなにより、ロンドンロケ全般が南仏ロケと⼀緒のときだったなんて〜︕︕お・ど・ろ・き︕

そうだよね︕ 泉⽔さんのお顔があまりにも違いすぎるもんね。
 とくに「マイフレンド」と「ぬくもりが欲しくて」のジャケ写（笑）。

Re:「マイフレンド」 SH ver.
5427 選択 stray 2011-02-09 21:20:45 返信 報告

このジャングルジムみたいなセットが、貸スタジオの常設設備とは思えません。
 床に置いてある多数のスポット照明が、⾃動でくるくる猛スピードで回転してるんです︕

Ｂ社のスタッフとて、これをスタジオ内に組むのはたいへんでしょう。

背景が夜空のセットになっているのがわかるでしょうか。
 そうです、バンドシーンと同じ背景なのです。

Re:「マイフレンド」 SH ver.
5428 選択 stray 2011-02-09 21:27:58 返信 報告

バンドのシーンです。

バンド機材は運びこんだでしょうけど、これだけの照明と
 バックの星空は、かなり専⾨的なスタジオでないとできません。

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/d3696cfb815ab692407d9362e6f06c28.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/5319.html?edt=on&rid=5427
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=5427
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/07e87c2f4fc7f7c96116d8e2a92790f5.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/5319.html?edt=on&rid=5428
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=5428


Re:「マイフレンド」 SH ver.
5429 選択 stray 2011-02-09 21:29:40 返信 報告

バンドメンバーは⽇本⼈なので（笑）、
 ロンドンのスタジオの線は薄い。

床は、ジャングルジムシーン同様、ツヤのある⿊い床に⾒えます。

この星空、どこかで⾒たことありません︖

Re:「マイフレンド」 SH ver.
5430 選択 stray 2011-02-09 21:37:36 返信 報告

そうです、Ｍステのスタジオです。

2007WBMの「あなたに帰りたい」も[5419]も、背景が星空です。

床置きの照明もよく似ています。

Re:「マイフレンド」 SH ver.
5431 選択 stray 2011-02-09 21:44:23 返信 報告

結論
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ということで、私はテレ朝のスタジオではないかと推測します。

しかし、なぜお蔵⼊りとなったかは不明。
 （「OH MY LOVE」の時はPV映像に使われている）

ファイナルLIVEで答えが出るか︖

Re:「マイフレンド」 SH ver.
5432 選択 チョコレート 2011-02-09 21:53:19 返信 報告

所⻑さん、皆さん、こんばんは︕
 今⽇も︖夜勤のチョコです(笑)。なんだか、ここを離れがたい今⽇この頃･･･(苦笑)。

だって、⾯⽩すぎるんだもん。

> ということで、私はテレ朝のスタジオではないかと推測します。 
 私も同意です︕︕SHであのジャングルジムセットを⾒たときに、こんなの組むのはテレ朝か⽇本⻘年館でしょ･･･って思

ってました(笑)。
 スタジオの奥⾏きもかなりありそうなので、⽇本⻘年館みたいなホールではなさそうな︖気がしていました。

 テレ朝︕︕まだまだ隠していそうな･･･においがする︕︕(笑)

それはそうとして、撮影の時期はいつごろなんでしょうね︖︖チェックのシャツでマイフレンドを歌っている映像も同じ
テレ朝のスタジオなのでしょうか︖︖

 同じ曲を違う⾐装で歌っている︖︖︖(笑)きゃ〜〜〜楽しい︕

Re:「マイフレンド」 SH ver.
5433 選択 stray 2011-02-09 22:01:39 返信 報告

チョコさん、こんばんは。

連⽇の夜勤（笑）ご苦労さまです︕
 チョコさんに同意していただいたのでとっても⼼強いです（笑）。
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説明を端折りましたが、私は７ｔｈＡＬのＰＶ撮りだと思っています。
チェックのシャツで歌っているのは「マイフレンド」じゃなくて「愛が⾒えない」です。

 同じマイクで、お顔がそっくりなので、マイフレンドと同じスタジオでしょう。

５ｔｈＡＬのＰＶ︓テレ朝のスタジオ
 ６ｔｈＡＬのＰＶ︓グランカフェ

 ７ｔｈＡＬのＰＶ︓テレ朝のスタジオ

時期は1995年の秋〜冬では︖

Re:「マイフレンド」 SH ver.
5435 選択 チョコレート 2011-02-09 22:20:09 返信 報告

所⻑さん、皆さん、何度もこんばんは(笑)。

> チェックのシャツで歌っているのは「マイフレンド」じゃなくて「愛が⾒えない」です。 
 > 同じマイクで、お顔がそっくりなので、マイフレンドと同じスタジオでしょう。 

 あ︕そうでした。あんまりにもそっくりなお顔と髪型だったので、ごちゃごちゃになっちゃいました(苦笑)。
  

> ５ｔｈＡＬのＰＶ︓テレ朝のスタジオ 
 > ６ｔｈＡＬのＰＶ︓グランカフェ 

 > ７ｔｈＡＬのＰＶ︓テレ朝のスタジオ 
> 時期は1995年の秋〜冬では︖ 

 きゃ〜〜ますます、⾯⽩くなってきましたね︕︕⼤興奮(笑)。ドルちゃん聞いたら、眠れなくなって、お仕事にもいけな
くなっちゃいそう(笑)。

 あー、⾒てみたいなぁ〜、5〜6thALのPV･･･。
5⽉のラストに⼤放出なのかしら︖わくわくしますね。

Re:「マイフレンド」 SH ver.
5436 選択 Ａｋｉ 2011-02-09 22:26:49 返信 報告
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 「マイフレンド」⾃体がもっと前からあって「お取り置き」作品（「愛が⾒えない」のような…）な感じとかは無いでし
ょうか︖

 「ＮＯ」を観ていて2番から始まり1番のサビになる回がありました。（星空のイメージシーン）
  もしからしたら映像の時には未だ、1番が固まって居なかった︖（「Ｇｅｔ Ｕ’ｒｅ Ｄｒｅａｍ」のように）

  当時の映像でも1番でのハッキリと歌っている歌唱シーンはあまり観られませんね…

Re:「マイフレンド」 SH ver.
5437 選択 Ａｋｉ 2011-02-09 22:35:02 返信 報告

 「マイフレンド」は95年10⽉にＴＶ起⽤されているので、少なくとも2〜3ヶ⽉前にはＴＶ Ｖｅｒは納品されなければ
ならないと思います。すると95年の夏頃にはＴＶ Ｖｅｒのレコーディングは完成させなければならず、ＴＶアニメタイ
アップ単位のレコーディングが作詞書下ろしから始めてとりあえずＴＶ Ｖｅｒを創り終えるまでを逆算するとおそらく
春頃。丁度「ｆｏｒｅｖｅｒ ｙｏｕ」リリース時（︖）

「Ｔｏｄａｙ〜」のインタビューで「前作のアルバムのリリース後には既に次のアルバムを…」とありました。

 「ｆｏｒｅｖｅｒ ｙｏｕ」の時に出来ていたのか︖それとも書き下ろしだったのか︖

6th〜7thALのスタジオものPV
5439 選択 stray 2011-02-10 12:08:53 返信 報告

チョコさん、こんにちは。

6thAL（撮影地︓グランキューブ）、7thAL（撮影地︓テレ朝︖）のPV映像は
 WBMおよびSHでけっこうな数が公開されているんです。

まとめましたのでご覧ください。

Re:6th〜7thALのスタジオものPV
5440 選択 stray 2011-02-10 12:19:15 返信 報告
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旧BBSの2007WBM（武道館レポ）にこう書いてあります。
http://zard-lab.net/pv/507.htm

 ----------------------------------------------------------------
 ●撮影時期・場所不明

  眠り ・・・淡いブル－のノ－スリ－ブワンピース
  突然・・・⽩⿊の横縞のトレーナー。

  君がいたから・・・グレーのＴシャツ︖

「眠り」は、95年8⽉発売の16thシングルのc/wで、アルバム未収録
 であることから、テレ朝スタジオで撮影したとは考えにくく、

 96年7⽉発売の7thアルバム収録の「突然」「君がいたから」と合わせて、
 撮影時期・場所不明としました。

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

記憶が定かでありませんが、「突然」と「君がいたから」は⼩さなスタジオだったと思います。
 それが「マイフレンド」でジャングルジムを組んだスタジオなのでしょう。

「サヨナラは今も…」（95/8/28発売）も94年春に出来ているはずないので（笑）、
 「眠り」と合わせて、あの時ピーンと来なきゃいけなかったのですよねぇ。悔しい（笑）。

 

Re:「マイフレンド」 SH ver.
5441 選択 stray 2011-02-10 12:24:29 返信 報告

Ａｋｉさん
 「愛が⾒えない」はずいぶん早くから出来上がっていた可能性がありますね。

 「マイフレンド」のTV ver.は、海外ロケ（9⽉）に⾏く前に完成していたはずです。
フルver.の完成はロケ後でしょう。スタジオ・シーンPVの公開が年明けなので

 年末に撮ったのではないかと思います。

Re:「マイフレンド」 SH ver.
5442 選択 stray 2011-02-10 12:29:59 返信 報告
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XXXさんが「こ〜んな感じの看護師さん」（sakiさんのこと）で使われた
このキャプ画は、ロンドンで着てらした⾚いパーカーが映っています。

ということは、⾚いパーカーを着て歌うシーンも撮影したということですね。
 ⾒たい︕（笑）

Re:「マイフレンド」 SH ver.
5443 選択 チョコレート 2011-02-10 13:06:20 返信 報告

所⻑さん、Akiさん、皆さん、こんにちは︕

所⻑さん、⾒やすくまとめてくださってありがとうございます︕︕すごい︕︕(笑)
 これを⾒ると、意外と出ているのですねぇ･･･。

 ⽇本⻘年館のことがあるので(苦笑)、もしかしたら、⾐装をかけて複数パターンが存在するのかな︖︖(笑)

> ということは、⾚いパーカーを着て歌うシーンも撮影したということですね。 
 > ⾒たい︕（笑） 

 ･･･私も⾒たい︕︕絶対⾒たい︕︕(笑)
 この画像、懐かしいなぁ〜。個⼈的に、いろんな思いがこみ上げてくる1枚です(涙)。

WEZARDにDVDの収録曲詳細が出てました。
 それには、各年ごとの映像の違いがあるかどうか︖のマーク分けもされていて････これって、Z研への配慮でしょうか︖

(笑)ぎゃははは︕素敵。
 そうだとしたら、すごい影響⼒ですね･･･。

あ〜〜4⽉まで待てない︕︕(笑)

所⻑さん、⼤当たり︕(だと思う)
5444 選択 チョコレート 2011-02-10 14:12:52 返信 報告

所⻑さん、皆さん、こんにちは︕写真集が届いて⼤興奮のチョコです(笑)。
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まだ1冊しかあけてないんですが･･･年表を確認しました︕
そこにはプロも撮影のことが載っています︕︕(笑)

1993年11⽉24･25⽇
 ⽇本⻘年館でライブ・シチュエーションのプロモビデオ撮影

1994年4⽉17⽇
 テレビ朝⽇スタジオにおいて「ミュージックステーション」のスタッフによるプロモーション･ビデオ撮影を⾏う

1995年12⽉16⽇ 
 テレビ朝⽇スタジオにおいて「ミュージックステーション」のスタッフによるプロモーション･ビデオ撮影を⾏う

との記載があります。
 アルバム名とか何のプロモーションかは書いてないけど･･･時期的にあってるんじゃ････(笑)︕︕すごい︕︕

慌てて斜め読みしているので、他にもチェックされた⽅がいらしたら、フォローをおねがいします︕(笑)

Re:⼤当たりでしたね︕(だと思う)
5445 選択 stray 2011-02-10 18:29:52 返信 報告

チョコさん、こんばんは︕

私のところはま〜だ届かないのですが、写真集にそんな年表が載っているんですか︕

1995年12⽉16⽇ テレビ朝⽇スタジオ

これが 7thALのPV撮りで間違いないです︕
 キャー︕ 私の推理がどんぴしゃじゃないですか︕

 我ながら勘が冴えてましたね（笑）、写真集発売前に解明できてよかったぁ。

> WEZARDにDVDの収録曲詳細が出てました。 
 > それには、各年ごとの映像の違いがあるかどうか︖のマーク分けもされていて････これって、Z研への配慮でしょうか︖

(笑)ぎゃははは︕素敵。 
 > そうだとしたら、すごい影響⼒ですね･･･。
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ん〜、Ｚ研の仕事を減らしてくれたのかも知れませんね。
って、そんなわけないでしょ（笑）。

Re:⼤当たりでした︕
5468 選択 stray 2011-02-10 22:14:51 返信 報告

皆さんこんばんは。

写真集届きましたので、⾃分の⽬で年表を確かめました（笑）。

その写真集に 7thAL PVものが3枚ありました︕
 「眠り」も95年の撮影ですね。

Re:6th〜7thALのスタジオものPV
5527 選択 ドルチェ 2011-02-11 23:32:57 返信 報告

みなさん、こんばんは。

いつの間にか、「マイフレンド」PVのスタジオがほぼ︖解明されてるではないですか〜︕︕

テレ朝のスタジオで間違いなさそうということは、ストちゃんの推理が⾒事当たってたんですか︖すごいなぁ︕
 写真集で裏が取れたって感じなのかな︖

 ということは、ロンドンPVロケで着た⾐装をそれに合わせて改めてスタジオロケで着たってことであってる︖ なんか分
かんなくなってきた(笑) 

5〜7thALのPVをまとめたものは、分かりやすいですね︕どうやったらこんな⾵に表にできるの︖スゴーイ。
 テレ朝で撮った5thALは時期的には、いつ頃なんだっけ︖ 時系列とか数字に弱いからもう頭ごちゃごちゃでイマイチ把

握できてないんだけど、
 6thALと7thALはお顔の雰囲気や髪型が同じ感じだけど、5thALだけは随分と違いますよね。

どのときの泉⽔さんも全部素敵だけど、やっぱり私は⽇本⻘年館の時の泉⽔さんが⼀番好き︕

あと「もう少し あと少し･･･」は⽇本⻘年館とテレ朝の両⽅で撮ったPVが存在するけど同じように、
 5thALの中で他に、⽇本⻘年館とテレ朝とでダブって撮ったPVはあるのかな︖公開された映像はありますか〜︖
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疲れてきたので今⽇はこれで寝まーす(笑)

Re:6th〜7thALのスタジオものPV
5534 選択 stray 2011-02-12 13:55:25 返信 報告

ドルちゃん、こんにちは。

やっぱり知恵熱出ちゃったのねぇ（笑）。無理しないでね。

私の推理が当たってました（笑）。
 時系列的なことは[5444]にチョコさんがまとめてくれてますので。

> ということは、ロンドンPVロケで着た⾐装をそれに合わせて改めてスタジオロケで着たって
ことであってる︖

それで合ってます。

> 5〜7thALのPVをまとめたものは、分かりやすいですね︕どうやったらこんな⾵に表にできるの︖スゴーイ。

いやぁ、Excelで書いただけですよ（笑）。それを⼀旦PDFで保存しておいて、
 Photoshopで開いて画像に変換してあります。

 ここは画像ファイル以外アップできないので、少し⼿間がかかってます（笑）。

> あと「もう少し あと少し･･･」は⽇本⻘年館とテレ朝の両⽅で撮ったPVが存在するけど同じように、 
 > 5thALの中で他に、⽇本⻘年館とテレ朝とでダブって撮ったPVはあるのかな︖公開された映像はありますか〜︖

テレ朝の「もう少し あと少し･･･」って、NO.の映像のこと︖
 http://www.youtube.com/watch?v=0HHMpCMVsDU

これは「もう少し あと少し･･･」を歌っているのかどうかはっきりしないよね。
 ⽇本⻘年館とテレ朝の両⽅で撮ったPVは無いと思うんだけど。

 

Re:6th〜7thALのスタジオものPV
5541 選択 ドルチェ 2011-02-12 15:41:33 返信 報告

ストちゃん、みなさんこんにちは。
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> テレ朝の「もう少し あと少し･･･」って、NO.の映像のこと︖ 
> http://www.youtube.com/watch?v=0HHMpCMVsDU 

 そう、これです。⼝の動きが合ってるから歌ってるんだど思ってたけど、微妙かな。

> ⽇本⻘年館とテレ朝の両⽅で撮ったPVは無いと思うんだけど。 
 でも、5thAL「OH MY LOVE」PV（歌ってる映像）は、全曲テレ朝でMステのスタッフが撮影したんですよね︖

 そしたら、前に⽇本⻘年館で撮った「きっと忘れない」や「この愛に泳ぎ疲れても」とかはダブってあると思うんだけ
ど・・。

 だから、存在するけどまだ公開されてないだけかなと思ってました。とにかく⼀つでも多くの映像を放出して欲しいです
よね(笑)

Re:6th〜7thALのスタジオものPV
5543 選択 stray 2011-02-12 16:04:16 返信 報告

ドルちゃん、こんにちは。

NO.の「もう少し あと少し･･･」の⼝の動きは微妙だと思うなぁ（笑）。

> でも、5thAL「OH MY LOVE」PV（歌ってる映像）は、全曲テレ朝でMステのスタッフが撮影したんですよね︖ 
 > そしたら、前に⽇本⻘年館で撮った「きっと忘れない」や「この愛に泳ぎ疲れても」とかはダブってあると思うんだけ

ど・・。

私は、⽇本⻘年館で撮った曲は省略されたんじゃないかと思っています。
 ＴＶ局のスタジオって、そんな⻑時間借りれるもんじゃないでしょうし。
 NO.の映像もSg PVの映像が使われているし、有ったら１コマくらい出ていいんじゃないかと（笑）。

> とにかく⼀つでも多くの映像を放出して欲しいですよね(笑)

うん︕５⽉のライブがその最後のチャンスになるとすると、
ドルちゃん上京しない⼿はないよぅ〜︕（笑）

Re:6th〜7thALのスタジオものPV
5549 選択 ドルチェ 2011-02-12 17:16:19 返信 報告
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ストちゃん、こにゃにゃちは。

> NO.の「もう少し あと少し･･･」の⼝の動きは微妙だと思うなぁ（笑）。 
 やっぱり、ちょっと微妙かぁ(笑)

> 私は、⽇本⻘年館で撮った曲は省略されたんじゃないかと思っています。 
 > NO.の映像もSg PVの映像が使われているし、有ったら１コマくらい出ていいんじゃないかと

（笑）。 
そうですよね〜。チラリともしたことないもんね。

テレ朝で撮影した映像（添付画像）は何を歌っている時のものかな〜︖ 気になる︕
 WBM&SHで公開された曲以外で残っているのは表から、「If you gimme a smile」と「来年の夏も」だけみたいだけ

ど、
 雰囲気から「If you gimme a smile」じゃないと思うし、「来年の夏も」は歌っている映像があるから違うと思うし。う

ーん。。
 ⼝の動きで曲を探してみたけど無理でした(笑) 

 それでもしかしたら、これがダブっているPVの⼀つなのかなぁと思ったり。

> ドルちゃん上京しない⼿はないよぅ〜︕（笑） 
 そうですね︕︕ 東京だと⾶⾏機⼀本で⾏けるし、泊まるトコは兄のとこがあるので計画も⽴てやすい︕

 本当に、⾏けるといいなぁ〜。そしてZ研のみんなと会いたいなぁ︕

Re:6th〜7thALのスタジオものPV
5555 選択 stray 2011-02-12 18:35:08 返信 報告

ドルちゃん、こんばんは︕

この話題はもっか私の最⼤の関⼼事なので（笑）、スレを改めて後⽇やりましょう︕
それまでにテレ朝スタジオものの映像を⽚っ端からキャプしておきますんで（笑）。

「来年の夏も」はテレ朝で撮ったＰＶがありますね。お⼝も合ってます。
 http://www.youtube.com/watch?v=njY5NnWFc94
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NO.の「⾬に濡れて」も合ってるように思います。
「もう少し あと少し･･･」は５分５分かなぁ（笑）。

  
> テレ朝で撮影した映像（添付画像）は何を歌っている時のものかな〜︖ 気になる︕ 

 > 雰囲気から「If you gimme a smile」じゃないと思うし、「来年の夏も」は歌っている映像があるから違うと思うし。
うーん。。 
> それでもしかしたら、これがダブっているPVの⼀つなのかなぁと思ったり。

なるほど・・・
 そうすると「If you gimme a smile」に使われている映像はなんなのさ、ってことになるよね（笑）。

 データを揃えて論理的に考えないとダメだね。

> そうですね︕︕ 東京だと⾶⾏機⼀本で⾏けるし、泊まるトコは兄のとこがあるので計画も⽴てやすい︕ 
 > 本当に、⾏けるといいなぁ〜。そしてZ研のみんなと会いたいなぁ︕

そろそろチケット確保⼤作戦を練りたいので（笑）、会議室のチェックを忘れずにね︕

Re:6th〜7thALのスタジオものPV
5557 選択 ドルチェ 2011-02-12 19:00:45 返信 報告

ストちゃん、こんばんは︕

> この話題はもっか私の最⼤の関⼼事なので（笑）、スレを改めて後⽇やりましょう︕ 
 > それまでにテレ朝スタジオものの映像を⽚っ端からキャプしておきますんで（笑）。 
 ハイ、よろぴくお願いします︕︕

> そうすると「If you gimme a smile」に使われている映像はなんなのさ、ってことになるよね（笑）。 
 > データを揃えて論理的に考えないとダメだね。 

そうだよね、後で別スレでじっくり論理的に考えよう︕

> そろそろチケット確保⼤作戦を練りたいので（笑）、会議室のチェックを忘れずにね︕ 
 ハイ、会議室しっかりチェックしておきます︕

ちょっとZARD友から、おぉ︕︕な情報を⼊⼿致しましたので、今から軽〜くお出かけしてきまーす。ムフフ・・。
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これが噂の「突然」PVだー︕︕(笑)
5561 選択 ドルチェ 2011-02-12 21:02:48 返信 報告

「突然」PV⾒ました︕⽩⿊ボーダーのゆったりセーターが、とっても可愛いです(*^o^*)
 これもやっぱり、テレ朝のスタジオみたいですね。

 詳しい事は、また後で(笑)
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