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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

ロケ地発⾒︕
8659 選択 stray 2011-09-26 23:48:03 返信 報告

皆さんこんばんは。

まさか⾒つかるとは思っていなかったロケ地を、pine様が発⾒されました︕

・会報２１号の表紙ならびに本⽂に挿⼊された画像
 ・「瞳閉じて」PV

 ・Ｊ＊ＧＭ 34号

詳しくは近いうちにご本⼈から報告があるはずです。
 ご期待下さい︕

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧HOME

https://zard-lab.net/
https://zard-lab.bbs.fc2.com/
https://fc2.com/
javascript:;
https://zard-lab.net/rule.html
https://zard-lab.net/log-8.pdf
https://zard-lab.net/log-7.pdf
https://zard-lab.net/log-6.pdf
https://zard-lab.net/log-5.pdf
https://zard-lab.net/log-4.pdf
https://zard-lab.net/log-3.pdf
https://zard-lab.net/log-2.pdf
https://zard-lab.net/log-1.pdf
https://bbsee.info/straylove/
https://zard-lab.net/snm.html
https://zard-lab.net/another.html
https://zard-lab.net/lyrics.html
https://zard-lab.net/ekimero.html
https://wezard.net/zardlive/
mailto:info@zard-lab.net
javascript://%E6%8A%95%E7%A8%BF%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%92%E9%96%8B%E3%81%8F
https://bbsee.info/newbbs/?edt=on
https://bbsee.info/newbbs/id/8659.html
https://bbsee.info/newbbs/id/8659.html?edt=on&rid=8659
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=8659
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/c77331e51c5555f8f935d3344c964bd5.jpg
https://bbsee.info/newbbs/manage/
https://bbsee.info/newbbs/rules/
https://bbsee.info/newbbs/slideshow/
https://bbsee.info/newbbs/album/
https://bbsee.info/newbbs/list/
https://bbsee.info/newbbs/
https://zard-lab.net/bbs.html


Re:ロケ地発⾒︕
8661 選択 pine 2011-09-27 01:59:18 返信 報告

所⻑さん 皆さん こんばんは︕
 ダンナ出張で、夜更かし中のpineです。（笑）

 下書きしていたら、こんな時間になってしまいました〜。（⼤汗）
 明⽇、もう今⽇ですが、所⽤で出かけるためこちらに来れないので、近いうちに（笑）報告に来ました。（笑）

>・会報２１号の表紙ならびに本⽂に挿⼊された画像 
 >・「瞳閉じて」PV 

 >・Ｊ＊ＧＭ 34号 
 とありますが、私が発⾒したのは２１号の本⽂中の画像です。

 処々の事情で（苦笑）従業員室で所⻑さんに検証していただいていました。
 そこで、所⻑さんが「表紙も同じスタジオ」だという証拠を発⾒されたというわけです。

 21号の表紙って、「瞳閉じて」のPVスタジオなんですね。所⻑さんに教えていただくまで気づきませんでした。（⼤汗）

スタジオは･･･
8662 選択 pine 2011-09-27 02:00:43 返信 報告

スタジオは「ピラナスタジオ荏原」

しかし、2005年7⽉に閉鎖されています。
 Webarchiveでも「荏原」の画像が出て来なくて、親会社のHPにちっちゃな写真が載って

いるだけです。
 添付画像の中央の写真が該当スタジオです。

 本棚・ソファーがあるのが確認できます。

Re:スタジオは･･･
8663 選択 pine 2011-09-27 02:01:42 返信 報告
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系列の「ピラナスタジオ池上」が2005年6⽉にオープンしていて、「荏原」の家具が「池上」
で使われています。

 会報21号の表紙に写っているソファは、「池上」のＢスタに残ってました︕（所⻑さん発
⾒︕）

Re:スタジオは･･･
8664 選択 pine 2011-09-27 02:02:47 返信 報告

奥に⾒えるソファは、この⽩いソファでは︖（所⻑さん発⾒︕）
 本棚は造り付けで、持ってこれなかったのでしょう（笑）。（所⻑さん談）

「ピラナスタジオ荏原」noritamaさんがお持ちのスタジオカタログに載っていませんか︖
 ネットで拾える写真は、いくつかあるにはあるのですが、モデル撮影会のものばかりなので、私的

には写真をBBSに載せたくなくて･･･。
 各⾃「ピラナスタジオ」で画像検索してみてください。（苦笑）

Re:スタジオは･･･
8665 選択 noritama 2011-09-27 02:49:49 返信 報告

pineさん 夜勤ご苦労様です（笑）
 > 「ピラナスタジオ荏原」noritamaさんがお持ちのスタジオカタログに載っていませんか︖ 

 よく⾒付けました︕さすがです︕︕
 2003年カタログに載っていました。
 朝までに､資料貼ります（笑）

夜型で（笑）慣れてる私はなんともないけど、、
 はやく寝てね（^^）

ピラナスタジオ 資料
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8666 選択 noritama 2011-09-27 05:15:05 返信 報告

pineさん strayさん おはようございます。

ピラナスタジオの資料貼ります。
 写真は､HPと同じで⼩さいです（笑）

 スキャンしたもの≫圧縮（リサイズ）してもデータが重く､潰れが醜いので、
 スキャンしたもの≫画⾯キャプしました（笑）

カタログ本のカラーページは､2ページ。
 部分拡⼤も貼ります。

←1ページ⽬

Re:ピラナスタジオ 資料
8667 選択 noritama 2011-09-27 05:17:16 返信 報告

←2ページ⽬

Re:ピラナスタジオ 資料
8668 選択 noritama 2011-09-27 05:21:50 返信 報告

←拡⼤1

https://bbsee.info/newbbs/id/8659.html?edt=on&rid=8666
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=8666
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/6d6081760ded88d3807d3562178ecabb.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/8659.html?edt=on&rid=8667
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=8667
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/49c166931e8a70ff2a57a5780dcbb892.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/8659.html?edt=on&rid=8668
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=8668


Re:ピラナスタジオ 資料
8669 選択 noritama 2011-09-27 05:28:42 返信 報告

←拡⼤2

Re:ピラナスタジオ 資料
8670 選択 noritama 2011-09-27 05:38:35 返信 報告

←拡⼤3

以上です（^^）
 コンビニのスキャンで、、元画質もいまいちですm（_ _）m（Max400dpiでした）

Re:ピラナスタジオ 資料
8671 選択 MOR 2011-09-27 06:00:00 返信 報告

おはようございます。
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別スレの⼟ワイを⾒つけて来てみたら、何やら難しい話題が幾つか・・・。
なので私は素通りします。（笑）

⼿ぶらじゃ何なので、置きみやげを⼀つ置いていきます。
 noritamaさんの資料を⾒てInternet Archiveを掘ってみました。

資料がなかったら同⼀だとは思わずスルーしてました。
 私には苦⼿な分野です。（汗）

因みに茶⾊のソファーは基本1st（移動可能）となってました。
 ttp://www.pirana.jp/img/tools_img/1st_007.jpg

  
 

Re:ピラナスタジオ 資料
8672 選択 noritama 2011-09-27 06:21:15 返信 報告

MORさん おはようございます。

写真フォローありがとうございます（^^）
 

ピラナスタジオ 検証①
8673 選択 stray 2011-09-27 12:37:39 返信 報告

pineさん、こんにちは︕

「近いうち」が「こんなに早く来るとは思わなかった」︕（笑）
 pineさんの旦那様って、いつもナイスタイミングで出張してくれますよね（笑）。

 報告ご苦労さまでした。検証するまでもないのですが、恒例なので、いちおう（笑）。

まず、これは機材運搬⽤リフトの扉です。
 屋外（上）と屋内（下）にあって、泉⽔さんが⽴っているのは屋内かと。

 扉のデザインは⾒事に⼀致します。

ピラナスタジオ 検証②
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8674 選択 stray 2011-09-27 12:38:51 返信 報告

次に会報21号の表紙ですが、
 左隅にちょっぴり写っているのが柱の台座で、⾚⽮印の位置です。

 泉⽔さんがもたれかかっている柱は、写真では切れてますが⼿前の右側にあって、
 ⻘●が泉⽔さんの⽴ち位置です。窓枠の形、ソファー、ぴたり⼀致します。

 

ピラナスタジオ 検証③
8675 選択 stray 2011-09-27 12:42:44 返信 報告

本棚です。
 腰掛けられる出っ張りがあります。

 引越し先の「池上スタジオ」では確認できませんでした。
 こうして⾒ると造り付けには⾒えないですね（笑）。

ピラナスタジオ 検証④
8676 選択 stray 2011-09-27 12:43:40 返信 報告

Ｊ＊ＧＭ３４号の画像です。

少しピンクがかった板塀が特徴的です。
 泉⽔さんのパンツの⾊は、板塀に合わせているのでしょう。

ピラナスタジオ 検証⑤
8677 選択 stray 2011-09-27 12:46:36 返信 報告
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「瞳閉じて」ＰＶです。

ＰＶ映像は、会報21号表紙の髪型と、１本結びで歌っているシーンが混じっていて、
 （⻩⾊の柄シャツを着ている）後者は、別スタジオじゃないかと私は睨んでいます。

ここで検証するのは前者のシーンです。

泉⽔さんのアップ映像なので、pineさんは同じ場所だと気づかなかったようですが、
 シングルロケ地⼀覧にちゃんと「会報21号表紙と同じ」と書いてありますので（笑）。

 

ピラナスタジオ 検証⑤-2
8678 選択 stray 2011-09-27 12:47:41 返信 報告

泉⽔さんの⽴ち位置は⻘●（⽩い柱と柱の間）で、
 カメラが斜め上から撮っているので、扉①の下部が写り込んでいるのでしょう。

 1'42"に、この扉の前を泉⽔さんが横切るシーンが、
 3'08"に、左側の⿊い扉②も⼀緒に映るシーンが⼊っています。

 http://www.youtube.com/watch?v=hB1883Mv6wI

髪型と時期が同じなので、間違いありません。

Re:ピラナスタジオ検証
8679 選択 stray 2011-09-27 12:54:11 返信 報告

検証は以上です。

pineさんも書かれてますが、「ピラナスタジオ」でググると
 グラビアアイドルの撮影会ものがたくさんヒットします。

 リフトの扉、本棚、板塀とも、そちらでキレイな写真が拝めます。
 おじさん連中は⽬の保養にもなるはずです（笑）。

noritamaさん、夜中にコンビニでスキャン（笑）して下さって、ありがとうございます。
 改めて2003年版カタログの威⼒を思い知らされました。それ、欲しいなぁ（笑）。
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MORさん、本棚の⾼解像画像ありがとうございました。
ソファーが移動した池上スタジオも、2008年1⽉に閉鎖されましたので

 どっちのスタジオでもいいでしょう（笑）。

pineさん、今回もお⾒事でした︕
 まさかここが判明するとは思っても⾒なかったので、

 （「帰れま10」で最後まで残った10位を当てるようなもの）
 私的には所⻑賞なのですが、皆さん納得しないでしょうから今回はお預けです（笑）。

 

Re:ピラナスタジオ検証
8680 選択 pine 2011-09-27 17:36:29 返信 報告

noritamaさん MORさん 所⻑さん こんにちは︕

所⽤から戻りました。１⽇歩きっぱなしで⾜が棒になってしまいました。(--;)

noritamaさん 
 わざわざコンビニでスキャンしてくださったんですか︕︖ありがとうございます。m(^-^)m

 これで⾒ると、スタジオ全体の様⼦もよーくわかりますね。
 やはり、スタジオカタログ恐るべし･･･。スタジオ捜査の必携本ですね︕（笑）私も欲しいなぁ

MORさん
 写真ありがとうございます。

 私も探してはみたのですが、⾒つけられませんでした。（汗）

所⻑さん
 詳しい検証ありがとうございます。

 カタログ本の写真と合わせるとぴったり⼀致しますね︕

>泉⽔さんのアップ映像なので、pineさんは同じ場所だと気づかなかったようですが、 
 >シングルロケ地⼀覧にちゃんと「会報21号表紙と同じ」と書いてありますので（笑）。 

 ですね。（^^;）
 ５⽉のコンサートの時に２１号を購⼊したのですが、それ以降はロケ地⼀覧を⾒ていなかったようで、ここのことだとは
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思っていませんでした。（汗）
時々、⼀覧を⾒て、復習も必要ですね。（苦笑）

>（「帰れま10」で最後まで残った10位を当てるようなもの） 
 >私的には所⻑賞なのですが、皆さん納得しないでしょうから今回はお預けです（笑）。 

 ぎゃはは︕以前のように、出張中のダンナに所⻑賞でなくて良かったです。（笑）
 「帰れま10」ですか︕「帰れま10」の何位だったのでしょう︖（笑）

 ロケ地の「帰れま10」作りませんか︖（笑）
 １位はもちろん「柿の⽊坂」ですよね。⾒つけたいですね〜。

Re:ピラナスタジオ検証
8686 選択 noritama 2011-09-27 20:47:32 返信 報告

strayさん、pineさん こんばんは︕

>所⽤から戻りました。１⽇歩きっぱなしで⾜が棒になってしまいました。(--;) 
 お疲れ様でした〜。

>わざわざコンビニでスキャンしてくださったんですか︕︖ありがとうございます。m(^-^)m 
 >これで⾒ると、スタジオ全体の様⼦もよーくわかりますね。 

 買い物ついでですし（^^）、中古のスキャナ壊れてて、買い替えようと思いながらも使⽤頻度が少なくて、コンビニので
充分って思っちゃってて、ズルズルと今⽇まで（笑）

 A3スキャナ欲しいけれどA4が主流なんですよね。A3だと事務複合機になって、そこまでは〜って（笑）。⾃前のほうが
やはり便利なので、そのうちA4スキャナプリンタ買います（笑）

>スタジオカタログ恐るべし･･･ 
 ネットでの検索に戻れません（笑）とても便利（楽）ですが、全てではないですし、⾒落しも（滝汗︔笑）

>>シングルロケ地⼀覧にちゃんと「会報21号表紙と同じ」と書いてありますので（笑）。 
>ですね。（^^;） 

 私も、"瞳閉じて︖あっ︕（^^;）"でした（汗）
 柱とかが、NYぽいと思っていたので、、（笑）思い込みは、違う観点とか復習とかでリセット必要ですね。

https://bbsee.info/newbbs/id/8659.html?edt=on&rid=8686
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=8686


前回の⿇布⼗番のVAスタジオの時もそうでしたが、ネット検索で⾒付けられたのは､すごいですね。それにリンクして他も
解明。

 strayさんとpineさんのコンビネーション検証⾒事でした（^^）

Re:ピラナスタジオ検証
8688 選択 stray 2011-09-27 21:55:48 返信 報告

pineさん、noritamaさん、こんばんは︕

> 所⽤から戻りました。１⽇歩きっぱなしで⾜が棒になってしまいました。(--;)

もしかしてロケ地捜査ですか︖（笑）

> ロケ地の「帰れま10」作りませんか︖（笑） 
 > １位はもちろん「柿の⽊坂」ですよね。⾒つけたいですね〜。

⾯⽩いですね︕って、全部当てるまでＺ研を続けなきゃならないってことですよね（笑）。
 でも、未解明のロケ地が 10個も残ってないんじゃ・・・

 「未解明ロケ地⼀覧」を作ってみますね（笑）。

> A3スキャナ欲しいけれどA4が主流なんですよね。

私もA3が欲しいのですが、10万円以上します。
 A4の複合機なら2万円で⽴派なのが買えますので、

 2003年カタログを⽚っ端からスキャンして、私に下さい︕︕︕（笑）
 

Re:ピラナスタジオ検証
8689 選択 pine 2011-09-28 11:53:08 返信 報告

noritamaさん 所⻑さん こんにちは︕

noritamaさん
 >前回の⿇布⼗番のVAスタジオの時もそうでしたが、ネット検索で⾒付けられたのは､すごいですね。それにリンクして他

も解明。 
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VAスタジオの時は、⼤阪を探していて、いつの間にか東京へ･･･。
今回は、例のNYを探していたんですよ〜（^^;）

 あっちこっちへ興味が移る私の性格が、そのまま表れてしまっていますね。（苦笑）

所⻑さん
 >もしかしてロケ地捜査ですか︖（笑） 

 ロケ地捜査だったら楽しかったんでしょうけど･･･。⼤阪にも⼼躍るロケ地が欲しい︕（笑）

>⾯⽩いですね︕って、全部当てるまでＺ研を続けなきゃならないってことですよね（笑）。 
 ぎゃはは︕じゃあ、「終われま１０」ってことで（笑）

 Z研が閉鎖してしまったら困りますので、絶〜対に⾒つけられないような所をいっぱい⼊れてくださいね。(^^)

パスワード︓  編集  削除

Powered by bbsee.info. Copyright © 2005-2022
HTML generated at 2022-09-23 10:50:52 (0.027 sec).

https://bbsee.info/

