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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

君に逢いたくなったら PVロケ地
8188 選択 noritama 2011-08-16 00:25:29 返信 報告

こんばんは︕
 添付写真の場所は､"君に逢いたくなったら"の欧⾵建物内での撮影雰囲気と⼀致している思うのですが､ど

うでしょうか?
 

Re:君に逢いたくなったら PVロケ地
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8189 選択 noritama 2011-08-16 01:01:03 返信 報告

花の映像と共に､断⽚的に挿⼊されている窓辺の映像は､別のスタジオのようです｡ ([8188]の場所に
は､この様に⼿前に物が置ける窓が無いようです)

Re:君に逢いたくなったら PVロケ地
8192 選択 stray 2011-08-16 07:28:17 返信 報告

noritamaさん、おはようございます︕

ここですよ、ここ︕︕︕（笑）
 素晴らしい、ついに⾒つかりましたか︕

どこ、どこ︖ 教えて〜︕︕︕（笑）

 
 たぶん「歌の⼤事典」だと思うのですが、Don't you see の映像に

 巣箱とひまわりが⼀緒に映る映像を⾒つけました。
 「君に逢いたく…」に挿⼊されている巣箱は、この映像で間違いなしです。

どなたかキレイな映像をお持ちでしたらキャプチャでいいのでご提供願います︕

Re:君に逢いたくなったら PVロケ地
8197 選択 pine 2011-08-16 10:00:57 返信 報告

noritamaさん 所⻑さん おはようございます︕︕
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きゃー︕noritamaさん 素敵っ〜〜︕︕
とうとう⾒つけられたんですね︕このスタジオ︕（嬉涙）

 どこなんですか〜︕︖⽇本︖海外︖早く知りた〜い︕
 WBM-fでの歌っているシーンもこのスタジオですね︕
 格⼦扉の上の部分が、PV（⽊⽬）とDVD（⽩）で異なっているし、カーテンの⾊も違う。でも、⽩壁の塗り⽅は同じなの

で、どうなんだろう︖と思っていましたが、
 格⼦扉は、noritamaさんが貼ってくださった画像と同じです︕･･･とすると、別の部屋︖

 #8188の左上の画像から、他にもお部屋や調度品がありそうな雰囲気なので、スタジオの全貌を知りたい︕（笑）

それと、#8192のスタジオは以前からNY説がありますが、この時のイヤリングがNY撮影時のものと同じような気がしま
す。

 それだけでNYだとは⾔えませんが…（^^;）
 キャプチャーが上⼿くできないので（汗）（WBM-f 04:06付近と 08:47付近）

Re:君に逢いたくなったら PVロケ地
8200 選択 noritama 2011-08-16 10:45:32 返信 報告

strayさん､pineさん 再びおはようございます!

こちらは､残念ながら海外ではなく(笑)､⼭梨県甲州市です｡
 [8190]と同じく､中古本のスタジオデータブックに写真が載っていました｡

場所は､"奥脇良⼀アトリエ" ttp://www.m-okuwaki.co.jp/index.html  
 maison d' okuwaki 内です｡

   
 HPの写真は､また少し変化があるようで､中古本の写真と少し異なっています｡

  
 [8189]スタジオは未だ不明です｡ 窓も外の雰囲気もこのアトリエと違いますね｡

神様 仏様 noritama様︕（笑）
8202 選択 pine 2011-08-16 11:27:51 返信 報告
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noritamaさん またまたこんにちは︕︕

早速教えてくださってありがとうございます。
 ⼼おきなく出かけられます。(^^)

 >まさか､修⾏の旅じゃないですよね(･_･;) 
 ぎゃはは︕滝に打たれて来ようかしら（笑）

このスタジオ、⼭梨県でしたか︕個⼈の⽅のアトリエなんですね。
 HP拝⾒しましたが、素敵なおうち︕⾏ってみた〜い︕

 歌っているシーンで映っている鏡もありますね。(^^)
 パーティーでもレンタルできるみたいなので、是⾮ここで、Z研のオフ会を︕（笑）

 ドルチェさんも、ずーっとどこなのか知りたいって仰ってたので、⼤喜びされるに違いありません︕(^^)
 ドルチェさん 早くぅ︕︕

別スレですが、「⽌まっていた…」のスタジオは移転してしまったんですね。
 ZARDの中では新しいPVなので、ここは現存するだろうと思っていただけに残念です。

それにしても、noritamaさん お⾒事です︕
 所⻑さん︕是⾮、noritamaさんに所⻑賞を︕︕(^-^)

noritama様︕に所⻑賞︕（笑）
8203 選択 stray 2011-08-16 11:39:13 返信 報告

pine様（笑）、noritama様（笑）、こんにちは︕

⼭梨県甲州市ですか︕
 そんなの探し出せるはずがないですよね（笑）。

１階がロケ地だったようですが、個⼈のアトリエで「⾒学お断り」なんですね・・・
パーティーでレンタルできるみたいなので、Z研のオフ会をここでやるか、

 ドルちゃんに誰でもいいから結婚してもらって披露宴するか・・・（笑）
 ああ〜、なんとしてでも、⾏きたい、⾏きたい（笑）。
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noritamaさん お⾒事でした︕
⽂句なしに所⻑賞です︕︕（笑）

> 中古本のスタジオデータブックに写真が載っていました｡

な〜るほど、そういう雑誌があるのですね。
 私なりに調べてみて雑誌名が判明したので、出版社のHPでバックナンバーを探したら

 2007年8⽉号があったので早速注⽂しました︕（笑）
 もっと古い年のがあるといいのですが、BOOK OFF 等で探すしかないですね。

 ライバルが増えるといけないので、雑誌名は公表しないで下さいね︕（笑）
 

Re:君に逢いたくなったら PVロケ地
8204 選択 stray 2011-08-16 11:42:45 返信 報告

pineさん、旅⾏どころじゃなくなってしまいましたね（笑）。

> #8192のスタジオは以前からNY説がありますが、この時のイヤリングがNY撮影時の
ものと同じような気がします。

pineさんの代わりにキャプってみました（笑）。
 ホントだぁ︕ ⼩さいイヤリングをされてますね︕

 まったく気づきませんでした（笑）。

おそらくNYのホテルかスタジオでしょう。

Re:君に逢いたくなったら PVロケ地
8206 選択 noritama 2011-08-16 13:03:52 返信 報告

strayさん こんにちは!
 >⽂句なしに所⻑賞です︕︕（笑） 

 わーぃ｡(^-^)/
 いいのかな(･_･; たまたまなので､､でも､ロケ地発⾒で皆さんが喜んでいただければ幸いです(^^)
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>私なりに調べてみて雑誌名が判明したので、出版社のHPでバックナンバーを探したら2007年8⽉号があったので早速注
⽂しました︕（笑） 

 たぶんビンゴです! さすがです! BOOKOFFで8/14に購⼊しました(笑) スタジオキャナルとかK'sとかロビンズクラブ(ス
カイガーデン&チャペル)等も載ってました(^^)

 105円本ではなく､定価1650円の約半額でしたが即買いでした(^^;)

>もっと古い年のがあるといいのですが、BOOK OFF 等で探すしかないですね。 
 実はそれ(この本に限らず2000年頃)をBOOKOFFで探していて､この本を⾒つけました(笑) どちらかと⾔うと⼀般向けで

はないですね(笑)､また最近のBOOKOFFは古い雑誌が少なくなったように感じますので､古書探しは運次第ですね｡｡

ドルチェ
8208 選択 ドルチェ 2011-08-16 13:37:26 返信 報告

noritamaさん、ストちゃん、pineサマこんにちは︕

つ、ついに『君に逢いたくなったら…』スタジオの場所が分かったんですか〜〜〜︕noritamaサマ、ありがとうございま
す︕超感動しています〜（感涙ｼﾞｮ~）

 わぁ〜わぁ〜!!すぎて慣れない携帯からのレスちてます。
 おうちに帰ってからまたゆっくりと思ったら今⽇に限って予定が(T^T) 早いこと切り上げて帰ってきますね︕

pineさんが教えてくれたモナコのストビゅも、嬉しかったです︕(*^o^*) 
 でもね、おうちのパソコンが容量いっぱい整理中でカクカクシカジカしか動きませんでした〜(泣)ちゃんとしてからゆっ

くりお散歩するのが楽しみです︕

また夜にね︕ちまにみ、明⽇はお仕事お休みなので〜す＼(^O^)／

Re:ドルチェ
8210 選択 stray 2011-08-16 15:25:02 返信 報告

ドルちゃん、こんにちは︕

遊んでる場合じゃないよ〜︕（笑）
 ⾒つかったんですよ︕しかも⼀気に難問が２つも︕︕
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ドルちゃんが拘っていた、巣箱の映像も解明できそうだし。

携帯からのカキコ・・・おかシー、⼤笑いしちゃった（笑）。
 あとで読み直してみてね、⾃分でも⼤笑いするはず（笑）。

 

Re:君に逢いたくなったら PVロケ地
8215 選択 ドルチェ 2011-08-16 18:50:14 返信 報告

noritamaサマ、ストちゃん、pineサマこんにちは︕︕

お出かけ前に、たまらずにここにまた来てしまいました〜〜〜︕
 いやぁ、ホントにnoritamaサマすごいです︕︕︕天才︕︕

 私ずっとずっとずーっとこの場所を知りたかったんですよ〜〜〜(;;)か・ん・る・い。 ネ〜
ッ︕pineさん(*^^*)

 所⻑賞、おめでとうございます︕もうこれは⽂句ナシですね︕︕副所⻑賞も差し上げたいくら
いです︕(いらない︖笑)

「君に逢いたくなったら･･･」PVで暖かそうな陽射しの中で微笑む泉⽔さんがすんごく可愛くて。。

場所は、⼭梨県なんですか︕まぁ︕それも個⼈のアトリエなんですね。本当に素敵︕︕

> ドルちゃんに誰でもいいから結婚してもらって披露宴するか・・・（笑） 
 ちょっとちょっと〜︕︕ 誰でもいいのでもらってくれる⼈いませんか(笑)

それと、8189の巣箱とかが映る映像はやっぱり別のスタジオなんですか︕ 
 普通に考えて同じ場所だと思ってたけど、

 前にB社のことだから実は巣箱とかひまわりはワンカットだけの挿⼊だったりして〜︕と冗談で話したことがありましたよ
ね︖(笑)

 そっちが正解だったんですね︕(笑)
Don't you see の映像は綺麗なの持ってますよ︕これについてかなり調べていた時期があったので・・。

 こっちは、泉⽔さんが座っているソファから巣箱まで繋がって流れる映像があるので間違いないんだけど、
 それと「君に逢いたく・・」PVの巣箱のお部屋が同じなのか本当にずっと気になってました︕⼀気に解決︕
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あと、pineサマが書かれてる
> それと、#8192のスタジオは以前からNY説がありますが、この時のイヤリングがNY撮影時のものと同じような気がし
ます。 

 同じに⾒える〜〜〜︕︕ やっぱりこれはNYなのかな︖︖ ⼼なしか泉⽔さんのお化粧が濃いような気もしませんか︖
(笑)

もうすぐお出かけなのでタイムア〜ップ︕
 ちなみに、ハウススタジオのロケ地が発⾒されたときに、ちょうど⽤事があってササッと済ませて切り上げる予定が

 懐かしい先⽣にHOLDされたことあったでしょ︖覚えてる︖
 なんとまぁ︕今⽇もその先⽣と飲んできます(笑) でも今⽇は早く帰ってきますからね〜︕

 

Re:君に逢いたくなったら PVロケ地
8216 選択 ドルチェ 2011-08-16 18:55:50 返信 報告

携帯のはちょこちょこ変なとこありましたね︕ドルちゃんドンマ〜イ︕

おまけ、あっちとこっち対⽐。

Re:君に逢いたくなったら PVロケ地
8218 選択 stray 2011-08-16 20:59:51 返信 報告

ドルちゃん、こんばんは︕

わざわざ⼀度帰ってきて画像貼ってくれてありがとネ︕
 #8192は、泉⽔さんと巣箱が同じフレームに収まっているのがミソで、

 例え⼀繋がりの映像でも別フレームになっているものは、真から信⽤できないというか（笑）。

> 前にB社のことだから実は巣箱とかひまわりはワンカットだけの挿⼊だったりして〜︕と冗談で話したことがありました
よね︖(笑)
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つい最近のことなので[7355]、ちゃんと覚えてます（笑）。
「君に逢いたく・・」PVに、NYの巣箱を挿⼊する意図が分からん︕（笑）

> 同じに⾒える〜〜〜︕︕ やっぱりこれはNYなのかな︖︖ ⼼なしか泉⽔さんのお化粧が濃いような気もしませんか︖
(笑)

ロケ本番ではスタイリストが化粧もしてくれるはず。
 Felix Bar の泉⽔さんもかなり厚めに塗っていたようなので（笑）、

 ロケ前⽇に、ロケ地とシチュエーションを確認にするのに⽇焼け⽌めに厚く塗った
 と考えますがいかがでしょ（笑）。

> 懐かしい先⽣にHOLDされたことあったでしょ︖覚えてる︖

覚えてるよ〜、最後に「ホーミーホーミー」叫んでたってやつ（笑）。

> なんとまぁ︕今⽇もその先⽣と飲んできます(笑) でも今⽇は早く帰ってきますからね〜︕

ぎゃはは、ロケ地発⾒︕の⽇に限って、その先⽣が絡んでくるね〜（笑）。
 お盆にホーミー先⽣と飲んでるようじゃ、ダメだ、こりゃ（笑）。

 

神様 仏様 noritama様︕（笑）
8228 選択 チョコレート 2011-08-17 08:12:01 返信 報告

noritamaさん、所⻑さん、pineさん、ドルちゃん(とってもお久しぶり〜）、皆さん、こんにちは︕︕︕(笑)

もう、とっても忙しすぎてなんだかよくわからないうちに⽇々が過ぎていってしまうチョコです(苦笑)。
 DVDも⾒れないうちに1週間が過ぎてしまい･･･今⽇こそ︕︕⾒ますよ〜(笑)。

そんなこんなしている間に、⼤発⾒が︕︕
 ここ、知りたかったんですよね〜︕超うれしーー︕︕︕

 海外説もあったのですが、なんと⼭梨︕富⼠⼭の裏側でしたか〜(苦笑)。素敵なおうちですよね〜。あこがれるなぁ･･･。
国内なら、いつかオフ会なんかできて、私も⾏けるかも︖︕な〜んて、わくわくします。ありがとうございました︕

神様 仏様 noritama様︕（笑）⽂句なしの所⻑賞ですね︕おめでとうございます︕
 この楽しさを知ってしまった以上、抜け出せなしと思いますので(苦笑)、今後もココで、わいわい楽しく捜査しましょう

ね〜(笑)。ぎゃははは︕
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横レス失礼します。
ドルちゃ〜ん︕︕⾒つかってうれしいよね〜、このロケ地︕知りたかったよね、ココは(笑)。

 感動︕︕でも、そんな夜には「ホーミー先⽣」に帰してもらえなかったのかな〜︖(苦笑)
 ぎゃははは︕その話も気になるけど(笑)。

 またお話しようね〜︕

Re:神様 仏様 noritama様︕（笑）
8229 選択 Ａｋｉ 2011-08-17 11:07:20 返信 報告

 会報誌に出ていた「富⼠⼭麓での撮影」ってここのことだったのでしょうか︖

 場所としては少々違いますが、近いといえば近いかも…

 当時のＺＡＲＤの映像は「屋外映像が海外」「屋内は⽇本」というのを組み合わせていたものが多かったですね…

Re:神様 仏様 noritama様︕（笑）
8233 選択 stray 2011-08-17 13:18:07 返信 報告

チョコさん、Ａｋｉさん、こんにちは。

チョコさんはま〜だDVDが観られないほどお忙しいようで・・・
 早くご主⼈の会社とチビチョコちゃんの学校が始まるといいですね︕（笑）

>  会報誌に出ていた「富⼠⼭麓での撮影」ってここのことだったのでしょうか︖

富⼠⼭麓といえば富⼠⼭麓ですけども、⼩⽥原を富⼠⼭麓と呼ぶのと同じくらい距離ありますよね（笑）。

甲州市って勝沼辺りですよね。雪は降るのでしょうか︖
 降っても年に数回程度で、たまたまロケの際⼤雪に⾒舞われたとすれば

 このロケが「会報誌に出ていた富⼠⼭麓での撮影」なのかも。

しかし、横浜イエロースタジオで⼤掛かりなPVを撮っているので
 発売（2/22）直前に富⼠⼭麓で、さらにPV撮りする必要性はないですよね・・・
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別スレ[8223]で、泉⽔さんがちゃんと歌っているので
時期は不明ですが、「君に逢いたくなったら…」⽤のPVであることは確かです。

う〜ん、分からん（笑）。

Re:君に逢いたくなったら PVロケ地
8234 選択 noritama 2011-08-17 14:55:20 返信 報告

こんにちは!  
 ドルチェさん､チョコレートさん 

 喜んでいただけて､とても嬉しいです(^^)

NYのスタジオも｡｡ 少し検索すると(笑)それなりに出てきます｡でも､わからない(笑)
 YTの検証ライブラリーの中の､このシーンを観ると､⽐較的⼤きなスタジオで､⽇本のスタジオと同じく1

スタジオ内に⾊々なシーンセットがあるかもしれませんね｡
 このシーンはお蔵⼊りか(笑)

 このスタジオの柱と壁の位置関係は､[8192]の"巣箱"映りシーンに似てますね｡ 同じスタジオかなｧ･･
  

Akiさん 
 >会報誌に出ていた「富⼠⼭麓での撮影」ってここのことだったのでしょうか︖場所としては少々違いますが、近いといえ

ば近いかも… 
 う〜ん､､捜索範囲が広くなっただけかもしれません(冷汗;笑) 

"あなたを感じていたい"の雪の中の建物やランプのある⼤きな窓あり洋⾵の建物・施設はないかと､古めの富⼠⼭周り観光
ガイド⾒たり検索を少ししてみましたが､､､オルゴールの森や､ガリバー王国などは雰囲気が違いました(笑)｡ 後はコテージ
(貸別荘)／ペンションやホテル､､気が遠くなります(笑)取り壊されてる場合も､､､､ セットや合成･創り物だったら無理です
ね｡ でも気にしてる(笑)

 

チョコちゃんへ︕
8235 選択 ドルチェ 2011-08-17 14:59:59 返信 報告

ちょいとスレをお借りします(^^)
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チョコちゃん、超お久しぶり〜〜〜︕︕逢いたかったよ︕︕
なんだか⾊々とお忙しそうですね(苦笑) 

 私もPCの調⼦が悪かったのでちょっとご無沙汰してたけど、それ以上にチョコちゃんのお姿が⾒えなかったので。。
 チャットに置⼿紙してたのは、読んでくれた︖(笑)

> DVDも⾒れないうちに1週間が過ぎてしまい･･･今⽇こそ︕︕⾒ますよ〜(笑)。 
 あらま(笑) DVDの出来は別として、とっても素敵な泉⽔さんにたくさん逢えるよ︕ 今⽇⾒れるかなぁ〜︖(笑)

noritamaサマは、なんかタダモノではないなと思ってましたが、本当に素晴らしいですよね︕もうずーっと居座って欲し
いです(笑)

 「君に逢いたくなったら･･･」このロケ地は、絶対知りたかったからホンっトに⾒つかってうれしいよね︕︕
 国内ならここでのZ研オフ会も夢じゃないかもね(*^^*)キャア。

WBMfのDVDにも、ここでの新しい映像が収録されていますよ♪ 早くチョコちゃんに⾒て欲しいなぁ〜

昨⽇は、ホーミー先⽣」との飲み会はちゃんと早く切り上げて帰ってきました(笑)けど、
 おうち帰ってZ研にアクセスした途端に安⼼してコックリコックリしてしまって・・(苦笑)
 PCも電気もつけたままでさ〜、この節電の時期に私としたことがっ︕

 また落ち着いたらお話しようね(^^) 待ってるよ〜︕︕

> 会報誌に出ていた「富⼠⼭麓での撮影」ってここのことだったのでしょうか︖ 
 Ａｋｉさん、私もここのロケ地のことかなぁと思いました。

> ぎゃはは、ロケ地発⾒︕の⽇に限って、その先⽣が絡んでくるね〜（笑）。 
 ほんとに(笑) この先⽣と飲むのは久しぶりなのに、なんかすごい偶然だよね(笑)

 ということは、ホーミー先⽣と飲む⽇は⼤物ロケ地発⾒︕になるかもなので、これから毎週飲みに⾏こうかな(^^)
 > お盆にホーミー先⽣と飲んでるようじゃ、ダメだ、こりゃ（笑）。 

 ほんとに(笑) ダメだ、こりゃ(笑)

さぁて︕WBMfスレにのんびりレスしていこうかな〜︕

Re:君に逢いたくなったら PVロケ地
8236 選択 ドルチェ 2011-08-17 15:08:49 返信 報告
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noritamaさん、こんにちは︕同じくらいの時間にお話できてうれPです︕

もう、ほんと〜っにあのロケ地を発⾒してもらって嬉しかったですよ〜(^^) 感激して昨⽇はお酒が進んじゃいました。

んで、早速今度はNYのスタジオ捜査をされてるんですね︕わぁ〜わぁ〜︕︕

> YTの検証ライブラリーの中の､このシーンを観ると､⽐較的⼤きなスタジオで､⽇本のスタジオと同じく1スタジオ内に
⾊々なシーンセットがあるかもしれませんね｡ 

 なるなるほどほど〜。
 > このシーンはお蔵⼊りか(笑) 

 ん︖このシーンは、WBM2007〜2009のどれかで出てきませんでしたっけ︖︖ DVD⾒れないので確認できないんですけ
ど。。

> このスタジオの柱と壁の位置関係は､[8192]の"巣箱"映りシーンに似てますね｡ 同じスタジオかなｧ･･ 
 Oh~~~!! noritamaさんのこの切り⼝がスゴイんですよね︕ 引き続き捜査お願いいたします(笑)

⾃⼰解決(笑)
8237 選択 ドルチェ 2011-08-17 15:37:37 返信 報告

> ん︖このシーンは、WBM2007〜2009のどれかで出てきませんでしたっけ︖︖ DVD⾒れないので確認できないんで
すけど。。 
WBM2009でした︕(笑)

 前にペケさんからDVDのフリーソフトを教えてもらってましたが、PCの容量いっぱいでDLできなかったけど
 外付けHHDというのを⾊んな⼈のアドバイスで買っていて、それに直接DLすればいいのを今思い出してDLしたら

 ちゃんとDVDが⾒れるようになりました︕ぱちぱちぱち〜〜︕︕
 これで、また夜中とか⾃分のお部屋でDVD⾒まくり(^m^)ウシシ。

 DVD⾒ながら泣いたり笑ったり歌ったり踊ったりするから、家族と⼀緒に⾒るのは恥ずかしいんですよねぇ。良かった︕

ペケさん、改めてDVDソフトの件ありがとうね〜(^^)

Re:君に逢いたくなったら PVロケ地
8238 選択 noritama 2011-08-17 15:54:22 返信 報告
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ドルチェさん こんにちは!
> noritamaさん、こんにちは︕同じくらいの時間にお話できてうれPです︕ 

 (^-^)

> > このシーンはお蔵⼊りか(笑) 
 >ん︖このシーンは、WBM2007〜2009のどれかで出てきませんでしたっけ︖︖ DVD⾒れないので確認できないんです

けど。。 
 あっ!(笑)短期に情報量が多くなると記憶が断⽚化してしまって(笑)& 泉⽔さんのお顔･雰囲気に⽬が⾏くので､､､⾵景はあ

まり(笑)覚えていない､思い出せない事が｡｡｡⾔い訳いい訳(^^;

>引き続き捜査お願いいたします(笑) 
 多々⾒当外れありますが(笑)､これからもよろしくお願いいたします(^^)

 

Re:神様 仏様 noritama様︕（笑）
8241 選択 Ａｋｉ 2011-08-17 17:41:02 返信 報告

> >  会報誌に出ていた「富⼠⼭麓での撮影」ってここのことだったのでしょうか︖ 
 > 

> 富⼠⼭麓といえば富⼠⼭麓ですけども、⼩⽥原を富⼠⼭麓と呼ぶのと同じくらい距離ありますよね（笑）。

 会報誌の場合、相模湖（津久井湖）を「横浜」というくらいですから…（苦笑）（神奈川県というところしか合ってない
（汗））

 「⼭梨＝富⼠⼭」になってしまうのかな（汗）

 アトリエ系が結構多いのは坂井さんの趣味なのでしょうか︖特定の雑誌とか講読されていたのでしょうか︖（当時はネ
ットはあまり普及していませんでしたから…）

 Ｂ社御⽤達もあるのかもしれませんが、そうでは無いロケ地は坂井さんのリクエストと⾔うことも︖

Re:君に逢いたくなったら PVロケ地
8243 選択 noritama 2011-08-17 19:43:12 返信 報告

https://bbsee.info/newbbs/id/8188.html?edt=on&rid=8241
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=8241
https://bbsee.info/newbbs/id/8188.html?edt=on&rid=8243
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=8243


Akiさん こんばんは
>アトリエ系が結構多いのは坂井さんの趣味なのでしょうか︖特定の雑誌とか講読されていたのでしょうか︖（当時はネッ
トはあまり普及していませんでしたから…）Ｂ社御⽤達もあるのかもしれませんが、そうでは無いロケ地は坂井さんのリク
エストと⾔うことも︖ 

  
妄想を巡らすと(笑)､
最初は撮影の事は判らないので､お任せ(岩井監督のPVはそういう感じっぽいですね)かと > しだいに､スタッフとの打合せ
や会話の中で､好奇⼼旺盛な泉⽔さん(笑)だったでしょうから「スタジオってどんな所があるんですか?♡」ってなって >
>カメラマンが持っているスタジオ資料や写真のアルバムから「ここでとってみません?♡」ってなった時もありそう(笑)｡
基本的には､テーマやカメラマンによって提案･打合せされたスタジオで､､そしてプラスアルファ撮って置く､､だったんじ
ゃないでしょうか｡ モデル､カメラマンのシュチュエーション･感性に合わない所だと､それなりの写真しか撮れませんから
(笑)

 

Re:君に逢いたくなったら PVロケ地
8264 選択 stray 2011-08-19 21:03:19 返信 報告

Ａｋｉさん、noritamaさん、こんばんは。

津久井湖を「横浜」というくらいですから（笑）、
 甲州市＝富⼠⼭麓は⼗分あり得ますね。

ZARD BLEND ver.のPVは、燦々と陽が射す初夏のイメージがありますよね。
 外の葉っぱも⻘々してますし・・・

しかし深読み派の私としては、葉っぱをアップで映すあたりが却って胡散臭く感じます（笑）。

ＮＹで撮った映像が差し込まれているのは、初夏のイメージ付けのダメ押しで、
ホントは枯れた葉っぱを着⾊し（「息もできない」で前科あり）、

 映像全体を⽩⾶びさせて陽射し感を出しているのではないかと・・・

Re:神様 仏様 noritama様︕（笑）
8266 選択 Ａｋｉ 2011-08-19 22:44:17 返信 報告
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> しかし、横浜イエロースタジオで⼤掛かりなPVを撮っているので 
> 発売（2/22）直前に富⼠⼭麓で、さらにPV撮りする必要性はないですよね・・・

撮影時期はわからないですね…
  「⼼を開いて」のサビの歌唱もリリースと全く別の時期に撮影されましたから…

 「君に…」もサビだけはあったので「⼼を開いて」のように「とりあえず撮っておく︖」的な可能性もあるかもしれませ
んね…

 もしかしたら、歌詞が変わって採⽤されなかった映像が沢⼭ありそうですね…

富⼠⼭麓スタジオ?
8268 選択 noritama 2011-08-20 03:25:29 返信 報告

遅い こんばんは(笑)
  

タワレコ渋⾕のDVDリリースパネル展の販促PVを観てから､妙に"⽊枠?の窓"(写真右上)のスタジオと､
⻘⽩シャツの時は背景に⽊⽬?が､気になっていまして(笑)､､､

たまたま(こればかりで申し訳ありません(汗)) 昨⽇､YTのZARDの映像を流し観していましたら､ 鈴⽊
謙⼀さんのコメントの所の映像が⽬に⽌まりました｡ スタッフに写真⾒せて「これでどうよ」って含み
感じの表情に⽬がいってしまいがちですが(笑)､､ ⻘⽩シャツで背景に⽊⽬いっぱい(笑)｡

しかも､何か少し前に⾒たようなスタジオ｡｡｡で再確認｡ 前記のスタジオカタログといっしょに買った(笑)105円中古本(20
00年)のスタジオ広告に､映像に似たスタジオ(ﾓﾉｸﾛ)写真がありました! スタジオカタログにはカラーで!

 添付写真の下2つがそのスタジオです｡ 所在地は､なんと富⼠⼭麓地域です(笑)

富⼠⼭麓のコメント(詳細内容)と､この⻘⽩シャツの時系列は､無知で判らないのですが､､､
 このスタジオ､似ているように思うのです｡ どうでしょうか? でも何故ここなのか(笑)ここの主映像･写真は??(笑)

Re:富⼠⼭麓スタジオ?
8269 選択 noritama 2011-08-20 04:36:16 返信 報告

スタジオ写真､⼤きくして貼りました(^^)
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Re:富⼠⼭麓スタジオ?
8270 選択 stray 2011-08-20 08:21:00 返信 報告

noritamaさん、おはようございます︕

またまた朝からビッグニュースですね︕（笑）
 当たりだと思います︕

 場所も正真正銘富⼠⼭麓ですし（笑）。

別スレ⽴てて検証したいと思いますが、
 謙⼀さんが坂井さんの魅⼒を語っている番組が思い出せません（笑）。

 YTのURLを教えてもらえませんでしょうか。
 その映像が検証の鍵になりそうです。

 

Re:富⼠⼭麓スタジオ?
8271 選択 stray 2011-08-20 09:10:14 返信 報告

noritamaさん、⾃⼰解決しました（笑）。

スカパー特番「ＺＡＲＤ〜永遠に〜」でした。
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Re:富⼠⼭麓スタジオ?
8272 選択 ドルチェ 2011-08-20 09:40:53 返信 報告

noritamaさん、ストちゃん、おはようございます︕︕

今⽇は、ヨガの⽇なので早起きしてチラッとZ研を覗いてみたら・・
 なんとまぁ︕またまたnoritamaさん、ロケ地発⾒︕︖︕︖

私もnoritamaさんが貼られてるyoutubeの⻘⽩シャツの映像がずっと前から気になっていたんですよ︕
 ログハウス⾵でハシゴがあって結構特徴がある場所ですよね。

 ちゃんと⽩⿊の写真の⽅にはハシゴも⽴てかけてあるし、絶対ここで間違いないですよ〜〜︕︕さすが〜〜︕︕

そんでワタクシが、noritamaさんの代わりにyoutubeを貼ろうと思ってたら、、
 あら、ストちゃんもう⾃⼰解決した︕︖(笑)

 私もなんの番組か分からなかったけど、スカパーの番組なんですね︕ 
 早く検証してして〜〜〜︕︕

 あ、ストちゃん、この前は⻑々とありがとうね︕(笑)

話は戻して、やっぱりツアパンの写真の時と⻘⽩シャツの時は同じ場所で同じ時、ということになるのかな︖
 髪型は、ハネ具合が全く同じなのでたぶん同じ⽇で落ち着いていたけど、問題は場所が同じなのか︕︖でしたよね。

それと、
 > ここの主映像･写真は??(笑) 

 メインは、やっぱりAL「OH MY LOVE」ですかね〜。
 後で、バキュン映像やネムネム映像が公開されたけど、
 他にも前から公開されていたこの⻘⽩シャツの映像や写真はあるかな︖

 ここのロケ地の詳しいことをnoritamaさんが教えてくださったら、
 AL「OH MY LOVE」の最後のページの写真も、その場所のまた別のお部屋なのかとか⾊々わかるんですね〜〜︕︕うわぁ

い︕

https://bbsee.info/newbbs/id/8188.html?edt=on&rid=8272
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=8272
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