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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

スタジオキャナル再検証
8724 選択 stray 2011-10-01 15:29:06 返信 報告

ロケ地探しファンの皆さん（笑）、こんにちは。

以前、「かけがえのないもの」ＰＶロケ地は、スタジオキャナルだと特定しましたが[91]、
 どうやら再検証が必要なようです。

「終われま１０」企画を整理していて気づいたのですが、
 2004LIVEツアパンの、この⽩Ｔ姿は確かにスタジオキャナルで撮られたものですが、

 「かけがえのないもの」ジャケも含めた他の画像は、ずいぶん検証が⽢いかったなぁと。

皆さん⽬が肥えてきましたし、pine様、noritama様は納得しないんじゃないでしょうか（笑）。
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ということで、再検証してみます。

Re:スタジオキャナル再検証
8725 選択 stray 2011-10-01 15:42:00 返信 報告

上の写真は2004LIVEツアパンの１枚で、ツアパンのアー写は、
 東京フォーラムと、スタジオキャナルで撮られたもの、というのが結論でした。

東京フォーラムでの泉⽔さんの⾐装は３種類。

まさかロケのために貸し切った訳じゃないでしょうから（笑）、
 ブレザーを脱いでトックリセーターを着る、ブレザーの上からオーバーを着る

 といった程度の着替えしかできないのは致し⽅ないところです。
 

Re:スタジオキャナル再検証
8726 選択 stray 2011-10-01 15:44:07 返信 報告

スタジオキャナルでの⾐装は４種類。

スタジオですから思いきって脱いだり着たりできます（笑）。

前回の検証[91]は、⽩Ｔ姿の②が中⼼で、⽩いソファー、透明な椅⼦、
 オレンジ⾊の扉、緑⾊の⼿摺などが⼿掛かりでした。

「終われま１０」の捜査対象は ③と④ですが、③もスタジオキャナルだと特定した覚えがありま
す。

 が、そのスレが⾒つかりま１０（笑）。

Re:スタジオキャナル再検証
8727 選択 stray 2011-10-01 15:51:16 返信 報告

③は、ガラスに⽩字で英語が書いてありますが、
 この写真で泉⽔さんの奥に写っているガラス⼾と思われます。
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⼾が３枚あって、下にレールがあるので、くるくる回転できるようになっているのでしょう。

Re:スタジオキャナル再検証
8728 選択 stray 2011-10-01 15:54:17 返信 報告

 
ガラス⼾部分を拡⼤したものです。

⽩字で英語が書いてあります。

Re:スタジオキャナル再検証
8729 選択 stray 2011-10-01 16:18:07 返信 報告

スタジオキャナルは、2008年に⼤改装が⾏われており、
 Webarchiveで掘り返すと、昔のスタジオ画像が⼀部出てきます。

そのうちの１枚がこれ。

ガラス⼾が３枚あって、⾃由に⾓度が変えられるようになっています。

前の検証は（スレが⾒つかりませんが）、これで満⾜しちゃったのだと思われます（笑）。
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しかしよ〜く⾒ると、ガラスに⽂字は書かれていないし、レールもありません。
ただのアコーディオン式ドアっぽいですね。

 床も[8727]とまったく違います。

[8724]は、奥の棚の前で撮られたものです。
 

Re:スタジオキャナル再検証
8730 選択 stray 2011-10-01 16:26:18 返信 報告

③の床は[8727]と同じです。

ジーンズも①と同じです。

つまり、①と③は同じスタジオで、②は別のスタジオかも知れない

ということ。

Re:スタジオキャナル再検証
8731 選択 stray 2011-10-01 16:59:09 返信 報告

キャナルにはスタジオが３つあって、このスレで⾒てきたのは「COMPUS」です。

Webarchiveで画像が出てくるのは、「COMPUS」と「ANCHOR-1」です。

「SAILOR」と「ANCHOR-2」は掘り出せませんでしたので、そのどちらかという可能性はありま
す。

「夏を待つセイルのように」ＰＶにも使われていますので、「SAILOR」が臭いかも（笑）。
 が、現在の「SAILOR」にその⾯影はまったく⾒られません。

  
 ④に⾄ってはまったく⼿掛かりなしです。
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以上、「終わりま１０」捜査に当たっての情報整理、おわり。

 

Re:スタジオキャナル再検証
8733 選択 stray 2011-10-01 18:25:00 返信 報告

⾃⼰解決です（笑）。

やはり「SAILOR」でした︕

2007年スタジオカタログに載ってました。⽼眼なので気づかない（笑）。

画像の⼀番右に、ジャケ写のオレンジ⾊扉＆緑⾊⼿摺と、
 英語が書かれたガラス窓が⼩さく写っています。

やっぱり、検証はここまでやらんといかんですね（笑）。

Re:スタジオキャナル再検証
8738 選択 stray 2011-10-02 14:57:52 返信 報告

MORさんが、私が掘り出せなかった画像を掘って下さいました。
 「SAILOR」は当初、左右別々のスタジオで

 左が「SAILOR」、 右が「BELL」に分かれていたようです。
 （泉⽔さんのロケ時どうだったかは不明）

[8727]の床は「割肌⽯」というのですね、勉強になりました。

Re:スタジオキャナル再検証
8745 選択 stray 2011-10-02 20:34:34 返信 報告

「BELL」の⾒取図に、MORさんが掘り出してくれた画像を重ねてみました。

写真の⽅向が合っていませんが、写真３枚でズタジオ全体の様⼦が分かると思います。
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MORさん、どうもありがとうございました︕
掘り出し担当に任命します（笑）。

Re:スタジオキャナル再検証
8781 選択 noritama 2011-10-03 00:19:21 返信 報告

こんばんは︕

>「SAILOR」は当初、左右別々のスタジオで 
 >左が「SAILOR」、右が「BELL」に分かれていたようです。（泉⽔さんのロケ時どうだったか

は不明） 
MORさんから頂いたWebページ情報の裏付けです(^^

 ←2003/08のスタジオカタログでの、スタジオキャナル配置図です。
 ・この本のモノクロ広告にNew Openと書いてありました（本の発⾏⽉からすると2003.04〜06のOpenかと推測）

 ・MORさんに⾒付けて頂いたページ⽇付2004.01.24
 ・WBM2004ツアー 2004.03〜

スタジオキャナルOpenから2004ツアーまでの1年⾜らずの間ですし、
 Open当初から分かれているので、当時の撮影場所名称は"BELL"で確定ですね (^^) 

 ([8724]は、"COMPASS")

Re:スタジオキャナル再検証
8784 選択 MOR 2011-10-03 02:40:33 返信 報告

noritamaさん、strayさん、こんばんは。

詳しいことは私には判らず、ただ掘り出すことしか出来ませんが、何らかの役にたてたのなら幸いです。
 検証された結果を⾒させて頂ければ、それが私にとっての収穫ですので。
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>掘り出し担当に任命します（笑）。 
気まぐれなので役に⽴ちませんよ。（爆）

  

Re:スタジオキャナル再検証
8786 選択 noritama 2011-10-03 04:05:42 返信 報告

MORさん おはようございます︕

> 詳しいことは私には判らず、ただ掘り出すことしか出来ませんが、何らかの役にたてたのなら幸いです。 
 [8745]の、特に、左の写真が⾒付かったのは⼤収穫です。

 違う⾒⽅、違う検索⽅法をする⽅がいて、ちょっとした情報やきっかけが、新たな気がつきや最終の詰め・確信に、とて
も役に⽴つように思います。

 ⼀般画像検索で引っ掛らない、雑誌にも載っていない、過去の写真は、検証資料として重要なんです。

> 検証された結果を⾒させて頂ければ、それが私にとっての収穫ですので。 
 そう⾔っていただけると、とても嬉しいです。ありがとうございます（^^）

>>掘り出し担当に任命します（笑）。 
 > 気まぐれなので役に⽴ちませんよ。（爆） 

  
 あら(^^;

 またよろしくお願いいたします。

Re:スタジオキャナル再検証
8787 選択 pine 2011-10-03 10:52:09 返信 報告

所⻑さん MORさん noritamaさん こんにちは︕

スタジオキャナルの全貌が判明したのですね︕
 改修前のスタジオの写真で、「これはここ︕」と判って、スッキリですね︕(^^)

 残された④はどこなんでしょうね︖キャナルのどこかなのか…︖
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「終われま１０」の⼀覧⾒てきましたが、済マークに笑っちゃいました。わかりやすくていいですネ。(^-^)

Re:スタジオキャナル再検証
8790 選択 stray 2011-10-03 12:51:38 返信 報告

MORさん、noritamaさん、こんにちは。

> 違う⾒⽅、違う検索⽅法をする⽅がいて、ちょっとした情報やきっかけが、新たな気
がつきや最終の詰め・確信に、とても役に⽴つように思います。

まったくその通りで、MORさんが旧スタジオの⼩物も発掘してくれたので、
 キャナルのトックリセーターが J*GM41号のトックリセーターと同じである

 可能性を求めて、この椅⼦を探してみたのですが空振りでした。

> 検証された結果を⾒させて頂ければ、それが私にとっての収穫ですので。

嬉しいお⾔葉ですね、ありがとうございます。

> 気まぐれなので役に⽴ちませんよ。（爆）

ご⾃分で”気まぐれ”という⼈は案外マメな⼈なので、そう⾔わずによろぴく︕（笑）

pineさん、こんにちは。
 スッキリしたでしょ︕（笑）

 「終われま１０」企画、⼤正解でしたね。済マークは⾃作です（笑）。

Re:スタジオキャナル再検証
8794 選択 stray 2011-10-03 22:28:47 返信 報告

noritamaさん、こんばんは︕

> 本の発⾏⽉からすると2003.04〜06のOpenかと推測

茶⾊のカットソー映像は、2003年4⽉発売の「明⽇を夢⾒て」のＰＶに使われますので、
 オープンしてすぐ、もしかしたら、こけら落し撮影だったのかも知れません。
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> Open当初から分かれているので、当時の撮影場所名称は"BELL"で確定ですね (^^) 
> ([8724]は、"COMPASS")

どうやらそのようです（笑）。ロケ地マップ訂正しておきますので。

Re:スタジオキャナル再検証
8795 選択 pine 2011-10-04 15:19:02 返信 報告

所⻑さん んにちは︕

>キャナルのトックリセーターが J*GM41号のトックリセーターと同じである 
 >可能性を求めて、この椅⼦を探してみたのですが空振りでした。 

 J*GM41号のセーターは、「かけがえのないもの」PVに⼊っていますね。
 添付画像の左の⼩さい２枚がPVから。右は拾い物です。

 こちらのセーターは、⾸の部分がゴム編みになっていますから（袖の⻑さも若⼲違う）、④のセーターとは別物ではない
でしょうか︖

 

Re:スタジオキャナル再検証
8797 選択 stray 2011-10-04 22:43:28 返信 報告

pineさん、こんばんは︕

やはり別もののセーターでしたか。
 袖のカット具合なんかよく似てるんですけどねぇ、男には違いが分からないかも（笑）。

④の別ショットがありました︕（wbmfツアパン）
髪型が[8724]と同じなので、スタジオキャナルで撮ったとみてよいでしょう。
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