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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

リニューアル記念 ロケ地情報第２弾
91 選択 stray 2009-06-10 22:25:49 返信 報告

皆さんこんばんは。

「きっと忘れない」につづくロケ地発⾒もの第２弾︕の予告です（笑）。

この⽩い椅⼦に⾒覚えありませんか︖
 ピーンときた⼈は”ロケ地おたく”に認定します（笑）。

Re:リニューアル記念 ロケ地情報第２弾
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92 選択 Ｔ２８ 2009-06-10 22:30:08 返信 報告

てか︕ ちっちゃいよ︕（笑）
 

Re:リニューアル記念 ロケ地情報第２弾
99 選択 アネ研 2009-06-10 23:28:19 返信 報告

なんですって︕
 また、⼭野楽器に展⽰してあったんでしょうか。（笑）

Re:リニューアル記念 ロケ地情報第２弾
101 選択 suu 2009-06-10 23:50:15 返信 報告

皆さん、こんばんは。

> この⽩い椅⼦に⾒覚えありませんか︖ 
 もしかして、泉⽔さんが横になっていた

 ソファーですか(笑)? 
 

Re:リニューアル記念 ロケ地情報第２弾
107 選択 stray 2009-06-11 07:47:36 返信 報告

suuさん、ブッ、ブーー（笑）。
 第２ヒントです、左側の透明な椅⼦は⾒覚えあるでしょう︕

Re:リニューアル記念 ロケ地情報第２弾
108 選択 cool 2009-06-11 07:56:06 返信 報告
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縮⼩ソフト使っていたら
勝⼿に⼿が…(汗）

 ⼩さくしましたが、都合が悪かったら消して下さい。

Re:リニューアル記念 ロケ地情報第２弾
114 選択 stray 2009-06-11 12:41:43 返信 報告

coolさん、こんにちは。

ピンポーン︕（笑）
 ロケ地おたく第1号に認定で〜す（笑）。

> ⼩さくしましたが、都合が悪かったら消して下さい。 
 いえいえ、後から検証で使う予定ですのでぜんぜんかまいません。

 

Re:リニューアル記念 ロケ地情報第２弾
144 選択 stray 2009-06-13 00:05:45 返信 報告

 
#91の⽩い椅⼦はこれです。
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Re:リニューアル記念 ロケ地情報第２弾
145 選択 stray 2009-06-13 00:08:36 返信 報告

 
朱⾊のドアですね〜（笑）。

Re:リニューアル記念 ロケ地情報第２弾
146 選択 stray 2009-06-13 00:10:15 返信 報告

 
#145のレンガ模様の壁が、これですね。

今⽇はここまで（笑）。
 このネタ、どこまで引っ張る気なんでしょ（笑）。

Re:スケルトンの椅⼦って、これかな︖
150 選択 cool 2009-06-13 05:59:42 返信 報告

strayさん、皆さんこんにちは。

スケルトン調の椅⼦って、これですかね︖
 何だか、似ている気がする。
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クリスタル⾊も下の⽅にありました。
これって組み⽴て式なんですね。

しかし、紛らわしい名前です。
 エロスと読んでました、変だな〜と思っていたら

 詳しくは、エロエスなんですね(汗）
 通りで、Ｓが仕切られてる訳だ。

次は、何のネタなのでしょうか︖（笑）

「ERO |S|」固定式
 ttp://www.momastore.jp/search/item.asp?shopcd=11111&item=999-009-FL

ttp://www.keyplace.co.jp/products/p-32116.html

ttp://www.relax-living.com/products/kartell/eros-4legs/index.html

Re:スケルトンの椅⼦って、これかな︖
157 選択 stray 2009-06-13 21:31:29 返信 報告

皆さんこんばんは。

緑⾊の⼿摺にご注⽬を︕

coolさん
 エロスでもエロエスでもどっちもエロいですね（笑）。

 これだと思います。
 

「かけがえのないもの」ロケ地
158 選択 stray 2009-06-13 21:41:33 返信 報告

 
「かけがえのないもの」PVの１シーン

泉⽔さんが寄りかかっている⼿摺が#157です。
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Re:「かけがえのないもの」ロケ地
159 選択 stray 2009-06-13 21:46:50 返信 報告

「かけがえのないもの」PV＆ジャケ写と、2004ツアーパンフ（写真集）の撮影地は、
 江東区潮⾒にある⼤型ハウススタジオ「キャナル」です。

 h ttp://www.canal-studio.com/

ただ残念ながら、2008年に⼤改装が⾏われており、
 当時の⾯影が少し残っているだけです。

椅⼦などの⼩物は丸々残っています（笑）。

Re:「かけがえのないもの」ロケ地
161 選択 ドルチェ 2009-06-13 22:12:20 返信 報告

ストちゃん、みなさん こんばんは〜。

またロケ地⾒つけたんだね︕ 次から次に、すごいな〜
 探そうと思えば探せるものなんですね〜（＠＠）

 このスレ、ageとくね︕（笑）
 

Re:「かけがえのないもの」ロケ地
162 選択 アネ研 2009-06-13 22:21:42 返信 報告

こんばんは、所⻑、みなさん
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[158]
これです、これです（汗）先⽇のオフ会の時、わたしが、⾚いドアって⾔ったのは、

 しかし、驚きました。よくぞ⾒つけましたね。

どなたか、泉⽔さんになりきり写真撮る時はどうか私も同⾏させて下さ〜い。（笑）

しかし、⼤改修なんて、ちょっぴりさびしいですね。

Re:「かけがえのないもの」ロケ地
163 選択 皐 2009-06-14 00:09:31 返信 報告

所⻑、皆さんこんばんは︕
  

 ほんと、次々にロケ地が判明できてすごいですね︕︕
 ｢かけがえのないもの｣は⼤好きな歌なので、場所も特定されてうれし〜♪♪

  
 > どなたか、泉⽔さんになりきり写真撮る時はどうか私も同⾏させて下さ〜い。（笑） 

 ドルチェさん︕⼀緒になりきりツアーに出かけましょう☆ﾐ(笑)
 アネ研さんはカメラマンお願いしまーす︕(笑)

 

Re:「かけがえのないもの」ロケ地
176 選択 goro 2009-06-14 09:26:22 返信 報告

strayさん みなさん おはようございます。
 スタジオハウスだったんですね〜。

 よく⾒つけることができましたね。
 毎回脱帽です〜(笑)。

スタジオハウスって⾒学とかできるのでしょうかね〜︖。
 おそらく、かりる前提じゃないとダメなんでしょうね。

 

Re:「かけがえのないもの」ロケ地
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180 選択 stray 2009-06-14 18:19:32 返信 報告

ドルちゃん、皐ちゃん、アネ研さん、goroさん、こんばんは。

⾒つけたのはラッキー特命係⻑です。
 「かけがえのないもの」は⼈気があるので、「HOLD ME」並みのネタになるはずだったのですが、

 改装されていたため⼩ネタになっちゃいました（笑）。

借りても2~3万円ですから、なりきり隊と撮影隊が5~6⼈集まればなんとかなります（笑）。
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