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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

「この愛に泳ぎ疲れても」の初期クリップ
7723 選択 nagi 2011-06-26 17:36:59 返信 報告

こんばんは、お久しぶりです。nagiです。

ちょっと古いビデオテープのDVD化や放送データの
 整理を⾏っているんですが、

 その整理中にちょっとあまり⾒覚えの無い映像がありましたので
 紹介します。

DVD化した後、youtubeに載せてみました。
 http://www.youtube.com/watch?v=SRHGeNlueWU
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(公開範囲を限定しています)

「この愛に泳ぎ疲れても」のPVでリリース当時に
 放送していた深夜のクリップ番組「8丁⽬9番地」でオンエアーされたものです。

 「歌のランチボックス」のように各社のクリップを
 流していた番組でB社の製作番組ではありません。)

後半の⽅は「NO.」などでオンエアーされたものとほぼ同様なんですが、
 オープニングのテレビに会場設営が映り、

 そのままその設営シーンメインに映像に変わり、
 間に2回ほど坂井さんが歩くシーンがインサートされた感じのPVになっていて

 他では観たことないタイプになっています!

このインサートされたシーンがいつ撮影された物なのか
 是⾮ご教授くださいませ。

なお、番組⾃体はわりとマイナーなB社アーティストも
 紹介しており、他アーティストのクリップも流れています。

 残念ながら番組⾃体はいいとこ撮りで編集済しており、
 番組の詳細は今となっては謎です。＾＾︔

Re:「この愛に泳ぎ疲れても」の初期クリップ
7724 選択 ドルチェ 2011-06-26 18:48:38 返信 報告

nagiさん、こんばんは︕

わぁ〜︕このタイプの「この愛に泳ぎ疲れても」PVは、初めて⾒ました︕ ご紹介ありがとうございます︕
 途中に映る⽇本⻘年館︖内をダボダボオフタートルセーターで歩いているシーンはNO.でもあったけど、

この番組では、お外を歩くシーンもあったんですね︕︕ 

> このインサートされたシーンがいつ撮影された物なのか 
 > 是⾮ご教授くださいませ。 

 ⾷いついたワリには、いつ撮影された物かよく分かりません(^^;) ゴメンなさい︕
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でも⽇本⻘年館でのPV撮りをした93年11⽉24⽇か25⽇のどちらかになるのかな︖ それとも全くの別物かな︖
もうひとつ、SHではジャケ写の⿊いセーターで⽇本⻘年館らしき建物に⼊って⾏くシーンもありましたよね。

> 残念ながら番組⾃体はいいとこ撮りで編集済しており、 
 > 番組の詳細は今となっては謎です。＾＾︔ 

 あらら、残念です︕(><) でも残っているだけでも素晴らしいですよ〜。
 私も昔、ZARDモノはかなり頑張ってビデオに撮っていたのですが、整理が上⼿くできてなくて、

 ⼤事な物なのに間違えて上書きばかりしちゃって途中で全く違う映像が急に映っていたりとか、そんなのばっかりです
(笑)

便乗して、ひとつ⼦ネタを(笑)
 前にテレビで放送していた歌の⼤辞テンなども、その当時はZARDのPVが流れる貴重な番組だったので、

 必死でビデオに撮っていたのですが、ほとんど他の番組を上から録画して消してしまってました(苦笑)
 曲紹介の時に、その曲にまつわる⼦ネタが披露されるので、ロケ地探しなんかのヒントになるものがあるかも︕と

 思っていたけど残〜念。
 その中で運命的に(笑)Z研のテーマソングである「promised you」の時の物が残っていて、そのときの⼦ネタが、

 『坂井さん⽈く、この曲を例えるなら「あっさり味のスパゲティ」』でした(笑) 
 「promised you」は、泉⽔さんの中では、あっさりなんですね〜(^^) 

Re:「この愛に泳ぎ疲れても」の初期クリップ
7725 選択 nagi 2011-06-26 19:05:55 返信 報告

＞ドルチェさん

返信ありがとうございます︕

> ⾷いついたワリには、いつ撮影された物かよく分かりません(^^;) ゴメンなさい︕ 
> でも⽇本⻘年館でのPV撮りをした93年11⽉24⽇か25⽇のどちらかになるのかな︖ それとも全くの別物かな︖ 

 > もうひとつ、SHではジャケ写の⿊いセーターで⽇本⻘年館らしき建物に⼊って⾏くシーンもありましたよね。

やっぱり⽇本⻘年館の外でのシーンの可能性が⾼そうですね。
 そうじゃないかなぁと思いつつも、同じ⾐装?の映像が

 別で発⾒できなかったので気になっちゃいました。
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> 私も昔、ZARDモノはかなり頑張ってビデオに撮っていたのですが、整理が上⼿くできてなくて、 
> ⼤事な物なのに間違えて上書きばかりしちゃって途中で全く違う映像が急に映っていたりとか、そんなのばっかりです
(笑)

よくありますね。
 最近B社のリリースが減っていてちょっと静観状態なので

 良い機会ということで過去の物を⼀気に整理してますが、
 いいところで切れちゃってる物とか結構ありました＾＾︔
 すぽるとのシーンなんかは別番組の専⽤テープに

 途中から。。。
 明らかに突然オンエアされてあせって

 その辺のテープに撮った感丸出しです＾＾︔

> 『坂井さん⽈く、この曲を例えるなら「あっさり味のスパゲティ」』でした(笑) 
> 「promised you」は、泉⽔さんの中では、あっさりなんですね〜(^^) 

「速報!?歌の⼤辞テン!!」に関しては
 過去ランキングは何故かB社の作品が
 あまりランキングしていないんですよ。

 B社だとコメント収録すら難しかったりするので避けていたのかもしれません。
 ですが、今週のランキングではリアルタイムでランクインしているので

 そういった⼀⾔紹介をまとめてみると⾯⽩いかもしれませんね︕

ちなみに。。。過去ランキングの⽅でZARDが紹介されたのは

2001年02⽉28⽇OA分がH5年年間ランキングで4位「負けないで」
 2002年01⽉16⽇OA分がH7年冬のランキングで15位「あなたを感じていたい」

 2002年04⽉24⽇OA分がH5年春ランキングで3位「負けないで」
 2004年08⽉04⽇OA分がH9年8⽉のランキングで4位「永遠」

の4回だけだと思います。

Re:「この愛に泳ぎ疲れても」の初期クリップ



7726 選択 stray 2011-06-26 20:31:58 返信 報告

nagiさん、ドルちゃん（も）、お久しぶりです︕

凄い映像が出て来ましたね︕
 「8丁⽬9番地」という番組は初めて聞きます。

 和⾵・古⾵な冠なのでＢ社でないのはすぐ分かりますが
 もしかしてチバテレビ制作ですか︖（笑）

ドルちゃんも書いてくれてますが、オレンジ⾊のダボダボセーター
 （それにしてもこの襟は何なの︕（笑））の映像は、NO.やCDNに
 ⼀瞬だけ映ります。

 http://www.youtube.com/watch?v=sTbUSBEtQdA（NO.）
 http://www.youtube.com/watch?v=P5q7NEPkDw0（CDN）

⽇本⻘年館の⻄側は、道路を挟んで公園になっていて、
 階段が５〜６段あったように記憶しています。

 公園から⽇本⻘年館へ向かうところを撮った映像なのか
 検証しますので少々お待ちを。

２⽇間のPV撮りなので、ジャケ写の⿊セーター（SHの映像もこれ）と
 オレンジ⾊のダボダボセーター、両⽅あっても全然おかしくありません。

 1993年11⽉24⽇か25⽇のどちらかでしょう。
 

Re:「この愛に泳ぎ疲れても」の初期クリップ
7727 選択 stray 2011-06-26 20:48:15 返信 報告

 
この⼥性は、付き⼈の「⼩林さゆ⾥」さんでしょうか︖

お顔⽴ちが泉⽔さんと似ていますね。
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Re:「この愛に泳ぎ疲れても」の初期クリップ
7728 選択 stray 2011-06-26 21:04:59 返信 報告

 
冒頭のシーンは、⽇本⻘年館じゃないっぽいですね。

画像上︓⻄側の明治公園から撮った⽇本⻘年館

Re:「この愛に泳ぎ疲れても」の初期クリップ
7729 選択 nagi 2011-06-26 21:36:56 返信 報告

strayさん

お久しぶりです︕

> もしかしてチバテレビ制作ですか︖（笑）

恐らくそうです。
 番組のエンド付近でオンエアーされたクリップで

 千葉テレビ製作と記載のあるクリップが残っていましたので。
 これは近々図書館で当時の新聞欄を調べてみる予定です︕

> ドルちゃんも書いてくれてますが、オレンジ⾊のダボダボセーター 
 > （それにしてもこの襟は何なの︕（笑））の映像は、NO.やCDNに 
 > ⼀瞬だけ映ります。 

 > http://www.youtube.com/watch?v=P5q7NEPkDw0 
 > 

> ⽇本⻘年館の⻄側は、道路を挟んで公園になっていて、 
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> 階段が５〜６段あったように記憶しています。 
> 公園から⽇本⻘年館へ向かうところを撮った映像なのか 

 > 検証しますので少々お待ちを。

おぉ、この時期(94年初期)のCD NEWSは⼿元に無いので
 観たことありませんでした︕

 NO.の⽅、確認してみます。

> この⼥性は、付き⼈の「⼩林さゆ⾥」さんでしょうか︖ 
 > お顔⽴ちが泉⽔さんと似ていますね。

⼩林さん、3,4年前までは
 GIZAとかのライブや⼩さなイベントでしょっちゅう⾒かけました。

確かWBMでも「こんなのそばに居るのに」で
 ⼀瞬映りましたね。

Re:「この愛に泳ぎ疲れても」の初期クリップ
7730 選択 stray 2011-06-26 22:38:50 返信 報告

nagiさん、再びこんばんは。

やはりチバテレビですか︕
 変わった映像はたいていチバテレビですね（笑）。

> おぉ、この時期(94年初期)のCD NEWSは⼿元に無いので 
 > 観たことありませんでした︕ 

 > NO.の⽅、確認してみます。

NO.は放送⽇は分かりませんが、1994年のNEW YEAR SPECIAL です。

> 確かWBMでも「こんなのそばに居るのに」で 
 > ⼀瞬映りましたね。

この⼈ですね。ちょっと興味があって調べているのですが
 ネットではなかなか引っかかってこない⼈です。
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しかしnagiさんのライブラリー＆情報は凄いですね︕
どんだけ映像をお持ちなのでしょう︕（笑）

 

Re:「この愛に泳ぎ疲れても」の初期クリップ
7810 選択 noritama 2011-07-02 04:07:37 返信 報告

他スレの探索が⾏き詰まりましたので｡｡｡
  

nagiさんはじめまして!
 冒頭の公園のような所の(お外を歩く)レアシーンは､

 ここかな?(^-^
 ⽇本⻘年館前左側階段付近撮影と思います｡

 違う場所(公園のような)に⾒えるのは､まさに映像マジック｡｡
  

⾞を降りた時にチラリと⾒える柵があってラウンドした建物>神宮第⼆球場
 階段を上がるシーンで右に⾒える建物へ上がるスロープのような物>⽇本⻘年館の外階段

 左の公園の案内図のように⾒えるもの>⾃販機
 中央外灯>形状同じ

Re:「この愛に泳ぎ疲れても」の初期クリップ
7811 選択 nagi 2011-07-02 13:04:36 返信 報告

＞noritamaさん

> 冒頭の公園のような所の(お外を歩く)レアシーンは､ 
 > ここかな?(^-^ 

 > ⽇本⻘年館前左側階段付近撮影と思います｡ 
 > 違う場所(公園のような)に⾒えるのは､まさに映像マジック｡｡

なんと、こんなに早く特定に⾄るとは思わなかったので
 びっくりしました、ありがとうございますm(__)m
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個⼈的には墓地のような場所を歩いてるのかなとも
思ってしまいました、マジックですね。

また、⾯⽩い映像が出てきたら真っ先に書き込みます♪

Re:「この愛に泳ぎ疲れても」の初期クリップ
7818 選択 stray 2011-07-04 12:27:45 返信 報告

noritamaさん、nagiさん、こんにちは。

noritamaさん、⾒つけられましたか︕ 素晴らしい︕ 
 なるほど、南⻄側の階段部分ですか・・・ピッタリ⼀致してますね︕

 てっきり楽屋⼝からと思っていましたが、そうじゃなかったのですねぇ。
 映像で泉⽔さんが向かっている⽅向は、ホール⼊⼝へ向かう⻑い階段と反対⽅向。

 たしか、⾃販機や喫煙所がある踊り場みたいな場所ですよね。
 ここでスタッフが⼤挙して泉⽔さんの到着を待っていたのでしょう。（考え過ぎ︖）

 すでにVIPな匂いがプンプンの映像ですね（笑）。
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