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テレ朝スタジオ『OH MY LOVE』PV映像検証
6333 選択 stray 2011-04-10 10:08:00 返信 報告

ドルちゃん、⻑らくお待たせしました。
 もう２ヶ⽉も前の話[5557]なので忘れちゃったかも知れないけど（笑）、

 テレ朝スタジオで収録した『OH MY LOVE』のPV映像の検証です。

撮影⽇は1994年4⽉14⽇、直近発売Sgは「この愛に泳ぎ疲れても」。
 まずは、収録曲と発売当時のPVのおさらいから。

 

Re:テレ朝スタジオ『OH MY LOVE』PV映像検証
6334 選択 stray 2011-04-10 10:09:14 返信 報告
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5thAL『OH MY LOVE』（1994.6.4リリース）

1. Oh my love  ※ http://www.youtube.com/watch?v=j6aKLhRBCdg
 2. Top Secret ※ http://www.youtube.com/watch?v=DzJJlNOsVhA

 3. きっと忘れない 
 4. もう少し あと少し… 

 5. ⾬に濡れて
 6. この愛に泳ぎ疲れても 

 7. I still remember 
 8. If you gimme smile ※ http://www.youtube.com/watch?v=jhEl6ZKFF6E

 9. 来年の夏も ※ http://www.youtube.com/watch?v=njY5NnWFc94
 10. あなたに帰りたい ※ http://www.youtube.com/watch?v=odnJOlagcSg

アルバムの販促PVは4thまでは存在しません。
 5thAL『OH MY LOVE』の販促PVを私は持っていませんが、

 NO.(エヌオー) http://www.youtube.com/watch?v=0HHMpCMVsDU
 CDN(CD NEWS) http://www.youtube.com/watch?v=uoovetj74fs

 の全曲紹介が参考になるでしょう。

※印は発売時に単独でPVが作られた曲で、アルバムオリジナル7曲中5曲もありますが、
9.を除く4曲はテレ朝スタジオ撮影ものではありません。

 ALジャケ写撮影時（ロケ場所・⽇時不明）の映像およびアー写を使ったPVに
 なっていて、4/14に撮影したPVが発売⽇（6/4）に間に合わなかったのか、
 ボツになったかのどちらかです。

2.と8.は、CD制作過程および流通過程ドキュメント映像で
 泉⽔さんは⼀切出てこない、超つまらないPVです（笑）。

Re:テレ朝スタジオ『OH MY LOVE』PV映像検証
6335 選択 stray 2011-04-10 10:11:18 返信 報告

9.は、テレ朝スタジオPV撮影メイキング的に作られたものでしょう。
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2007年6⽉29⽇放送のＭステ「Memories on Music Staition 〜ZARD〜」でも
別のメイキング映像がちょっぴりですが公開されています。

 http://www.youtube.com/watch?v=nzQlEQxn6XA

”AL『OH MY LOVE』全10曲のPV撮りを⾏った”というナレーションから、
 「もう少し あと少し…」 「きっと忘れない」 「この愛に泳ぎ疲れても」のPV撮りも

⾏われたことになりますね。前⾔は[5534]撤回します（笑）。

このシマウマ柄のワンピ（似合ってない）で歌っている曲は不明ですが、
 ＭステのＶでは「きっと忘れない」が流されています。

Re:テレ朝スタジオ『OH MY LOVE』PV映像検証
6336 選択 stray 2011-04-10 10:12:43 返信 報告

テレ朝スタジオで撮影したPVが公開されたのは、泉⽔さん亡き後で、
 WBM2007で 「Oh my love」 「I still remember」 「あなたに帰りたい」

 WBM2009で 「Top Secret」の4曲です。
 （Brezza特典映像の「もう少し あと少し…」は⽇本⻘年館もの）

では、1曲ずつ検証していきましょう。

 
 －ここでしばらく休憩します（笑）－

1. Oh my love
6337 選択 stray 2011-04-10 11:19:34 返信 報告

泉⽔さんのおみ⾜が超眩い、⽂字通りの「お宝映像」
 これを⾒るためだけに3,800円払ってもいいと思います（笑）。

１周忌特番でちらっと公開、CM ver.1にも収録
 http://www.youtube.com/watch?v=9TDQjBAZhtM
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2. Top Secret
6338 選択 stray 2011-04-10 11:22:10 返信 報告

「あなたを感じていたい」の縞々セーター
 NO.の映像で確認できます。

「あなたを感じていたい」PV撮りの際、このセーターをまた着たと考えてよいものか︖
 新たな謎が残ります。

3. きっと忘れない
6339 選択 stray 2011-04-10 11:23:40 返信 報告

 
不明

 シマウマ柄ワンピの可能性あり

4. もう少し あと少し… 
6340 選択 stray 2011-04-10 11:24:41 返信 報告

⽩のノースリーブに、ベージュの襟付きノースリーブのベスト︖
 これもNO.の映像で、ドルちゃんが仰せのとおり、⼝元が合っているような気がします。
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5. ⾬に濡れて
6341 選択 stray 2011-04-10 11:25:24 返信 報告

 
NO.で、レインコート姿で歌う映像があるので、

 シチュエーションからして可能性⼤。（未公開）
 

6. この愛に泳ぎ疲れても
6342 選択 stray 2011-04-10 11:25:52 返信 報告

 
これは まったく不明

 

7. I still remember
6343 選択 stray 2011-04-10 11:26:24 返信 報告

 
柄シャツ、⿊のスパッツ

 ARTIST REQUEST 193 で確認できます
 http://www.youtube.com/watch?v=F7GrMsvWZ4E（0'00"〜）

 

8. If you gimme smile
6344 選択 stray 2011-04-10 11:26:56 返信 報告
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NO.で、ジージャン姿で歌う映像がありますが、

 ⼝元は定かでありません。
 

9. 来年の夏も
6345 選択 stray 2011-04-10 11:27:26 返信 報告

 
⽩シャツにジーンズ

 発売当時のPVで確認できます

10. あなたに帰りたい
6346 選択 stray 2011-04-10 11:27:59 返信 報告

 
未亡⼈⾵のシースルー⿊ワンピ

 この泉⽔さんは実に美しい
 これを⾒るためだけに3,800円払ってもいいです（笑）。

ARTIST REQUEST 193
 http://www.youtube.com/watch?v=F7GrMsvWZ4E（4'12"〜）

Re:テレ朝スタジオ『OH MY LOVE』PV映像検証
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6347 選択 stray 2011-04-10 11:34:52 返信 報告

以上のように、シマウマが最⼤の謎ってことになり（笑）、
 この映像が20周年LIVEで公開されないと、ひじょうに困るんですけど（笑）。

「この愛に泳ぎ疲れても」候補ですが、

「来年の夏も」PVに、こんなシーンがあります。
 胸元にリボンが付いたノースリーブっぽく⾒えます。

Re:テレ朝スタジオ『OH MY LOVE』PV映像検証
6348 選択 stray 2011-04-10 11:37:14 返信 報告

もう１つ、NO.「⾬に濡れて」の直前に、ロングコートっぽいのがチラっと映るんです。
 （左上）

これが⽬の錯覚でないとすると、曲数に合わなくなる（笑）。

シマウマのシルエット（笑）か︖
 

Re:テレ朝スタジオ『OH MY LOVE』PV映像検証
6349 選択 stray 2011-04-10 11:43:31 返信 報告

ということで、20周年LIVEで

3. きっと忘れない 
 4. もう少し あと少し… 

 6. この愛に泳ぎ疲れても

この3曲のテレ朝スタジオものが公開されることを、私はひたすら願ってます（笑）。

Ｂ社さ〜ん、お願いだから⾒せてぇ〜、ゴロにゃん♡（笑）
 

Re:テレ朝スタジオ『OH MY LOVE』PV映像検証
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6354 選択 ドルチェ 2011-04-10 19:04:20 返信 報告

ストちゃんこんばんは。

AL『OH MY LOVE』PV映像検証ありがとうございます︕
 また晩ご飯⾷べてからゆっくりきますね。

 

Re:テレ朝スタジオ『OH MY LOVE』PV映像検証
6356 選択 stray 2011-04-10 19:53:19 返信 報告

ドルちゃん、こんばんは。

痛そうだから（笑）、レスは後回しでいいからね〜。

ドルちゃんから鋭いツッコミ⼊れられる前に書いておくけど（笑）
 [6347]は[6340]と⼀緒かもしれません。

 光の加減でリボンっぽく⾒えるだけで、ノースリーブ部分が極めて[6340]に近いので。
 

Re:テレ朝スタジオ『OH MY LOVE』PV映像検証
6359 選択 ドルチェ 2011-04-10 22:10:39 返信 報告

ストちゃん、遅くなってゴメンなさい︕

⾜は全然ヘイキなんだけど、ご飯⾷べたあとずっとPCのゴキゲンが悪くてやっと今正常に戻ったところなんです。
 NYに⾏ってまた時間があればレスします〜(汗)

> ドルちゃんから鋭いツッコミ⼊れられる前に書いておくけど（笑） 
 > [6347]は[6340]と⼀緒かもしれません。 

 > 光の加減でリボンっぽく⾒えるだけで、ノースリーブ部分が極めて[6340]に近いので。 
 ちなみに、その部分ツッコミ⼊れようと思ってました(笑)

 「もう少しあと少し･･･」の時の服装と同じだと思いますよ〜。
 では、またのちほど。
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Re: 2. Top Secret
6363 選択 ドルチェ 2011-04-11 01:34:03 返信 報告

ストちゃん、こんばんは。⾊々と⾒ていたら遅くなってしまったので軽めにレスしますね︕

まず、「Top Secret」
 > 「あなたを感じていたい」PV撮りの際、このセーターをまた着たと考えてよいものか︖ 

 そう考えていいと思いますよ。
 この「Top Secret」を歌っている時は、⽩いパンツだけど、

 「あなたを感じていたい」をどこかの暖かそうなお部屋で歌っている映像では、ブルージーンズですよね。
 あと、そのお部屋でレインボーセーターと別のセーター︖で歌っている映像も今は探せないけどあったような・・。

 その映像ものちのち放出される︕︖ それに時期的には、どうなんでしょうね︖謎だぁ。

そして、シマウマ柄のワンピースは消去法でいくと「きっと忘れない」か「この愛に泳ぎ疲れても」かな︖
 #6347と#6348左上は、きっと同じですよね〜︖もう少し あと少し･･･︖

 ごめんなさい、頭が働かなくなってきたので寝マース(笑)
 また平⽇夜に来れたら来ます︕

Re:テレ朝スタジオ『OH MY LOVE』PV映像検証
6369 選択 stray 2011-04-11 21:32:10 返信 報告

ドルちゃん、こんばんは。

⾜のケガに加えて、知恵熱出てないといいけど・・・（笑）

「あなたを感じていたい」のセーターは、後⽇、別スレでやるね。

ややこしいので画像を横に並べてみました。
 左︓[6347]、中︓[6340]、右︓[6348]左上

左と中は同じかもしれないけど、右が⼀緒だとすると、
 ノースリーブのロングレインコートってことになるよ（笑）

[6340]のセットがもう１曲くらいあっても不思議じゃないよねぇ。
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