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愛であなたを救いましょう PVスタジオ?
8242 選択 noritama 2011-08-17 18:22:19 返信 報告

strayさん こんばんは!

先⽇の "⽌まっていた時計が･･･"のPVスタジオ(ice space)の別写真(別部屋Bst写真)を⾒ていましたら､ふと
(笑)"愛であなたを救いましょう"PVのスタジオに似ていると思いましたので､ご連絡いたします｡

若⼲､壁の雰囲気が違うのですが､配電BOX&配電パイプ､ロッカー形状(⾊は違います)､配電ボックス右下の何
か??が⼀致しているように思います｡

  
注⽂していただいている､スタジオデーター本が⼿元に届きまして､ご確認していただけましたら幸いです｡
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では(^^)

 

Re:愛であなたを救いましょう PVスタジオ?
8244 選択 stray 2011-08-17 21:07:58 返信 報告

noritamaさん こんばんは!

早速次の捜査に取りかかられましたか︕早っ︕（笑）

ん〜、全体的な雰囲気はまったく違いますが（笑）
 配電BOX&配電パイプ､ロッカー形状は⾒事に⼀致していますね︕

 ⽩いロッカーを編集で⿊くするって、ありですかね︖（笑）

同じＡＬ収録曲ですから「ice space」の別スタの可能性は⼤いにあると思いますが、
 残念ながら Web Archive でＢスタの画像は掘り起こせませんでした。

Ｂスタは「シルバーグレーの無機質な空間に、存在感ある鉄の家具」だそうです。
 

Re:愛であなたを救いましょう PVスタジオ?
8245 選択 noritama 2011-08-17 21:40:23 返信 報告

strayさん こんばんは｡

> 早速次の捜査に取りかかられましたか︕早っ︕（笑） 
 あっちもこっちも､気になっている物があって(笑) 遣りかかりと⾏き詰った宿題が｡｡｡(笑)

 検証ライブラリーはとても良いです｡ 眺めていると時々ピン!とくるものがあります｡
  

> ん〜、全体的な雰囲気はまったく違いますが（笑） 
 > 配電BOX&配電パイプ､ロッカー形状は⾒事に⼀致していますね︕ 

 > ⽩いロッカーを編集で⿊くするって、ありですかね︖（笑） 
 都合良く考えると(笑)､､

 "愛であなたを救いましょう"撮影
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ブランクあり?
"⽌まっていた時計･･･"撮影

 内装リニューアル⽩壁⼀部⽩レンガ調でロッカーを⽩へペイント(もしくは､ブランクの時期にリニュー)
 スタジオデータ本の広告写真撮影

 の順では､､(^^;)汗
 

Re:愛であなたを救いましょう PVスタジオ検証
8253 選択 stray 2011-08-18 22:05:16 返信 報告

noritamaさん、皆さんこんばんは｡

注⽂していた雑誌が届いたので、検証してみたいと思います。

noritamaさん
 ぶ厚い雑誌ですね︕ 電話帳が届いたのかと思いました︕（笑）

 雑誌本体が200P弱で、分冊のスタジオカタログが500P弱︕
 これは⾒応えあります（笑）。

  
さて、まずはＡスタから。

ハニカム状のオブジェは２個あって、縦３段ものと２段もの。
 ベッドはマットレスを２つ重ねたもので、⽩。

 窓・カーテン・右側のシャッター⾵の壁といい、
 いずれもPV映像と⼀致しますね︕

 

Re:愛であなたを救いましょう PVスタジオ検証
8254 選択 stray 2011-08-18 22:29:25 返信 報告

あっ、「⽌まっていた…」は別スレでしたね（笑）、まぁいいかっ︕（笑）

問題のＢスタですが・・・
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PV映像はガンマ補正をかけて⽩っぽくしてあります。
⼀番下の部分は、だいぶ⾊が剥がれて、サビが浮いています。

 ⽩いロッカーを⿊く編集したのであれば、こういう細かい芸当は無理でしょう。
 こういうロッカーは⼤抵「グレー」か「ベージュ」で、⿊なんて⾒たことありませんが、

 ⿊みたいです（笑）。

中央の列の下から２段⽬に、けっこう⼤きく⽩い部分が⾒えます。（塗装剥がれ︖）
 PV映像のロッカーにはそれがありません。

ロッカーの上、天井から伸びるパイプの位置ですが、
 PV映像はやや右側から撮っているので、実際には１列⽬と２列⽬の間あたりでしょう。

 カタログ画像では、２列⽬と３列⽬の間にあります。

PVでは、泉⽔さんの頭の上の壁に、横に⻑く⾛る⼤きな傷がありますが、
 カタログ画像にはそれが⾒えません。

 

Re:愛であなたを救いましょう PVスタジオ検証
8255 選択 stray 2011-08-18 22:42:46 返信 報告

配電BOX&配電パイプです。

カタログ画像は、壁の凹凸をはっきりさせるため、
 ガンマ補正をかけて暗くしてあります。

似てますねぇ、壁の凹凸部分もほぼ⼀致します。

PV映像は、パイプがピカピカ（ステンレス製か︖）で、
 カタログのほうはゴツゴツして⽩っぽいのが、唯⼀の違い。

もしかしたら、反対側の壁も対称な造りになっていて、
⿊いロッカーが置いてあったのかも知れません。

 

Re:愛であなたを救いましょう PVスタジオ検証
8256 選択 stray 2011-08-18 23:05:15 返信 報告
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「愛であなたを救いましょう」のPVは⾯⽩い映像で、
http://www.youtube.com/watch?v=bQa9TNthjp4

泉⽔さんの⼤きな影（虚像︓薄い）が、椅⼦に座っている泉⽔さん（実像︓濃い）を横切るの
ですが、

実像であるはずの泉⽔さんが影と同じように薄くなったり、
 ロッカーを境に、左側が薄くて、右側が濃い、といった不思議な現象が⾒られます。

どういう細⼯なのか私には分かりませんが、よ〜く⾒ると⾯⽩い映像です。
 

Re:愛であなたを救いましょう PVスタジオ検証
8257 選択 stray 2011-08-18 23:09:41 返信 報告

泉⽔さんが座っている椅⼦が、現在の「ice space」HPに載っていれば
 ここだ︕と断定できるのですが、残念ながら⾒当たりませんでした。

脚⽴は、現在の「ice space」HPに載っていますが、
 似ているものの別の脚⽴です。

ん〜、新たな画像が出て来るまでは、限りなくクロに近いグレーですね（笑）。

 
 検証おわり。

Re:愛であなたを救いましょう PVスタジオ検証
8258 選択 noritama 2011-08-19 02:31:30 返信 報告

strayさん 検証ありがとうございました｡ また､別スレの2011WBMfDVD解析ご苦労様でした｡

>ぶ厚い雑誌ですね︕ 電話帳が届いたのかと思いました︕（笑）雑誌本体が200P弱で、分冊のスタジオカタログが500P
弱︕これは⾒応えあります（笑）。 

 これを､BOOKOFFで､買う前に重さ忘れてジックリ⽴読みしてました(笑)｡ こんなにいっぱいのスタジオ!(笑)でもあのス
タジオは無いなとか､似てるｩとか､ここは!とか､頭の中でぐるぐる(笑)
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>泉⽔さんが座っている椅⼦が･･･ 
そうですね｡ メタリック調の消化器と椅⼦､これがロッカー以外での⼩物の⼿掛り｡｡｡ 当時(2002〜2003年頃かな)広告が
ないか引き続き(笑)探してみます｡ やはり2000年以前'90年代のこの⼿のカタログ本がほしいですね｡

 

Re:愛であなたを救いましょう PVスタジオ検証
8297 選択 noritama 2011-08-22 07:37:39 返信 報告

strayさん おはようございます｡

>泉⽔さんが座っている椅⼦が、現在の「ice space」HPに載っていればここだ︕と断定できるの
ですが､ 

 2007スタジオカタログ本じ〜っと⾒ましたら､､､椅⼦が⽬⽴たないように(笑)置いてありました!
 

Re:愛であなたを救いましょう PVスタジオ検証
8298 選択 noritama 2011-08-22 07:50:08 返信 報告

昨⽇､⼊⼿した中古本(2005.10)の広告にも椅⼦がありました(^^)

また､別のBOOKOFFで2008.08スタジオカタログ本があって(105円､､新しいほうが安い､なんでやね
ん(笑))即買いました｡

 ice spaceのページは2ページで､成城スタジオをアピールしてました(出来たばかりだったのでしょう)
天王洲スタジオは⼩さく写真が2枚でした｡ この後に､新橋スタジオが出来て､天王洲スタジオをやめた
ように推測出来ますね｡

 

Re:愛であなたを救いましょう PVスタジオ検証
8302 選択 stray 2011-08-22 19:22:29 返信 報告

noritamaさん、こんばんは。
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2008スタジオカタログが105円ですか︕安い︕（笑）
2007カタログに椅⼦が写っていたとは︕

 私の⾁眼（⽼眼）では、いくら⽬を凝らしても⾒えませんけど（笑）。
 2005の広告の写真は決定的ですね︕

ロッカーが⿊い謎が残りますが（笑）、ここで間違いないと思います。

私は Web Archive でこんな画像を⾒つけました︕
 2006年7⽉〜8⽉のわずか2ヶ⽉間だけ掲載されたものです。

壁に斜めに⾛るキズと、壁全体の縦線がピタリ⼀致します︕

> ice spaceのページは2ページで､成城スタジオをアピールしてました(出来たばかりだったのでしょう)天王洲スタジオは
⼩さく写真が2枚でした｡ この後に､新橋スタジオが出来て､天王洲スタジオをやめたように推測出来ますね｡

Web Archive で⾒ると、2007年5⽉で、Ｂスタへのリンクが切れてますので、
 先にＢスタが移転したみたいです。

 

Re:愛であなたを救いましょう PVスタジオ検証
8313 選択 noritama 2011-08-23 00:42:17 返信 報告

strayさん こんばんは｡  
 > 私は Web Archive でこんな画像を⾒つけました︕ 

> 2006年7⽉〜8⽉のわずか2ヶ⽉間だけ掲載されたものです。 
 > 壁に斜めに⾛るキズと、壁全体の縦線がピタリ⼀致します︕ 

 これはナイスな写真ですね! 残っていてくれて良かった! 
 昔web情報が⾒れるのは､すごいですね｡ ハードディスクやSDカードの復元ソフトみたい(笑)書込み光学ディスクは⾊素変

化や傷等で読めなくなるとおしまいだけど､､､消したつもりが(笑)って感じですね｡ どこかにそういうweb情報サーバーが
あるんですね｡｡

  
> 2008スタジオカタログが105円ですか︕安い︕（笑） 

 先程､流し⾒してみましたが､写真や掲載スタジオ等が⼊替っていて､あらためて最初に⼊⼿したのが2007年版で良かった
と思いました("君に逢いたくなったら"のアトリエスタジオの掲載もなくなっていましたので(^^))｡ 
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105円の値札の下には850円って貼ってありました｡ 買う⼈いないからでしょう(笑) 本を買った2軒は同じ街のBOOKOFF
なんですけど(笑)この類の本は､この2軒以外(8軒程まわりました)では､未だ⾒付けていませんです｡ 地域的なものもあり
そうです｡

 > 2007カタログに椅⼦が写っていたとは︕ 
 > 私の⾁眼（⽼眼）では、いくら⽬を凝らしても⾒えませんけど（笑）。 

 私もパッと⾒で気がつきませんでした(笑)背景と同じ⾊なんだもの(^^;)
 

Re:愛であなたを救いましょう PVスタジオ検証
8333 選択 stray 2011-08-24 22:48:02 返信 報告

noritamaさん、こんばんは｡ 

Web Archive は、ロボットが⾃動収集したキャッシュです。
 どこかにそういうバカでかいweb情報サーバーがあるんでしょうね（笑）。

この情報によると、「愛であなたを救いましょう」以外にも
 ice space で撮影されたPVが存在するみたいですよ︕
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