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ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

返信を投稿する 新しい話題を投稿する

「ハート…」PVの海辺は、、、

2838 選択 stray 2007-12-07 17:53:25 返信 報告

「ハートに⽕をつけて」PVに出てくる海辺の映像は、
 「瞳閉じて」PVの映像の使い回しでした。

 どこかで⾒たことあるなと思っていたのですが、
 「瞳閉じて」PV映像は、シドニーの海岸線じゃないかと思われます。

上２枚︓「瞳閉じて」PVのキャプ

下２枚︓「ハートに⽕をつけて」PVのキャプ
 

「ハート…」PVの泉⽔さん

2848 選択 stray 2007-12-07 20:39:52 返信 報告

「ハートに⽕をつけて」PVにちらっと映る泉⽔さんのお顔です。
 眉⽑が細くて、瞼も⼀重でキツイお顔に映っています。
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ウェディングドレス姿のお顔とはぜんぜん違う印象なのですが、
ウェディングドレスとネックレスを⾝に付けているのです。（キャプ画左）

ということは、あのスタジオで撮った写真がPVに挿⼊されているのか︖
 でも、前髪の⻑さがぜんぜん違いますよね。

ん〜、わからん（笑）。
 

ウェディングドレス写真（超拡⼤版）

2849 選択 stray 2007-12-07 20:59:11 返信 報告

ウェディングドレス写真を超拡⼤してみました。
 穏やかなお顔なんですよねぇ。

PVの泉⽔さんは⼤きなダイヤ︖のイヤリングをしています。
 本物なら超⾼そうですが、せっかくこんな素敵なイヤリングを付けてるんだから、

 ベッド上の写真でもイヤリングを⾒せるんじゃないかと思うのですが…。
 ⼥性⼼理に超疎いので、どなたかフォローお願いします（笑）。

Re:「ハート…」PVの泉⽔さん

2855 選択 ALIL.1967 2007-12-07 22:44:41 返信 報告

所⻑さんへ

海辺のシーンの⽐較ありがとうございます。『瞳閉じて』のPVも繰り返し⾒てみたいと思います。

＞瞼も⼀重でキツイお顔に映っています。
 ハートに⽕をつけてのPV撮影のときに体調をくずされたとどこかで読んだと思います。

  ただ，動画１秒を３０ショットの静⽌画に分割すると静⽌画として撮影したのとは違う雰囲気に移っていることが
有るのではないでしょうか。映像の専⾨家でないのでよくわからないですが。。。
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Re:「ハート…」PVの海辺は、、、

2859 選択 アネ研 2007-12-07 23:58:46 返信 報告

こんばんは、下記は残念ながら、ここではないでしょうという告知です。⼀⾒似てますが、地⾯の⽯がぜんぜんちが
います。

 ⽊更津スタジオ
 http://www.planear.co.jp/stadio2/index_kisarazu.html

Re:「ハート…」PVの海辺は、、、

2861 選択 GTO 2007-12-08 00:31:16 返信 報告

こんにちは、

>「ハートに⽕をつけて」PVにちらっと映る泉⽔さんのお顔です。

私も気になってPVを何回か⾒直してみたのですが、泉⽔さんの背景に映っている縦状の壁︖カーテン︖様のものが、
このスタジオの中には⾒当たりません。

 このシーンは別の場所で撮ったんではないでしょうか︖

下記url、不適切でしたら削除してください。
 ttp://studiodiv.pilots.co.jp/zero/outside.html

「ハート…」PV静⽌画ver.２本

2877 選択 stray 2007-12-08 20:33:52 返信 報告

ALIL.1967さん、こんばんは︕

「ハート…」PVには、静⽌画ver.が２本存在します。
 １本⽬の終わりのほう、ブルーのシャツ着た泉⽔さんのお顔が、

 ウェディングドレス写真のお顔と同じです。
 ２本⽬には、私が#2848でキャプした、少し怖いお顔をした泉⽔さんが出てきます。
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こちらは元から静⽌画ですから、動画キャプの問題じゃなさそうですね。
この２本が同じ⽇に撮られたと考えるべきや否や…。

http://www.filebank.co.jp/wblink/bc52624f22233299f7df6e746e4f2c46

Re:「ハート…」PVの海辺は、、、

2879 選択 ALIL.1967 2007-12-08 21:22:31 返信 報告

所⻑さんへ
 ver-2のPVみせていただきました。パーティーが始まるまえの会場ですね。これは初めて⾒ました。ありがとうござ

います。ナレーションに有るようにウエディングソングなんですね。

仮説 pv ｢ハートに⽕をつけて」顛末記

2883 選択 アネ研 2007-12-09 00:06:47 返信 報告

こんばんは、なんとなくみなさんも思ってるような事かもしれませんがあえて書いてみます。

sg「ハートに⽕をつけて」ウェディングソングとは⾔われてますが、それも、マレッジブルーのアンニュイ気持ちを
ふるいたたそうともがいてるような曲ともいわれています。それが泉⽔さんの⽔⾊のワンピースと⾔えましょうか︖

 ここからは私の「狂⾔劇場」ですが、最初はpv[ハートに⽕をつけて」はもっと泉⽔さんの出番も多く、それもウェデ
ィングドレス姿の予定だった。ところが、いざ撮影に⼊ると、泉⽔さんの体調がおもわしくなく、披露宴のようなパ
ーティの映像を撮れる状態でないため、しかたなくただのパーティの映像に泉⽔さんの映像を⼊れることになった。

 いっぽう、スチール写真はすでに何枚も別スタジオで撮っていたので、この状態の記録として、「ベットの上のウェ
ディングドレスの泉⽔さん」の写真を発表することとなった。どうでしょうか︖

 PS.しかし、それでも、ベットとウェディングドレスはミスマッチですよね。
 PS2.泉⽔さんは初期の頃｢ミスマッチ」が好きだったんですよね・・・

 未完
 pv｢ハートに⽕をつけて」

 http://jp.youtube.com/watch?v=OyZwuqNtI8Q
 

Re:「ハート…」PVの海辺は、、、
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2884 選択 stray 2007-12-09 00:30:27 返信 報告

アネ研さん、こんばんは。
 発⾒者のお⾔葉は重みがありますねぇ。

マリッジブルーになるくらいなら結婚などするな︕と⾔いたくなりますが（笑）、
 それはさておき、アネ研さんの推論たいへんごもっともです。

 さも体調が悪そうなお顔をしていますから。
 ならば、すでに⽊更津のスタジオで撮っていたスチール写真をPVに挿⼊しませんか︖

 ⽊更津の写真のほうが数倍美しいと思いますが…。
 そこが解せないですねぇ。

Re:「ハート…」PVの海辺は、、、

2885 選択 アネ研 2007-12-09 01:17:35 返信 報告

レスどうもです。⼩⽣の説は根拠もないので、論争するつもりはありませんが、
 写真集｢Le Porotfolio」って、撮影地が記⼊されてるだけ⼤変ありがたいけど、まだ、カメラマンは誰かは特定できま

せんね。
 ほかのプロモはどうかわかりませんが、ｐｖのカメラマンと対⽴する、スチーカメラマンの図式ならあの写真は使い

ませんよね。これも、とってつけた考えでが・・・
 もうしばらく、⽬を⽫のようにpv⾒ようと思います。(笑）

 PS.♯2848の左の画像の泉⽔さんの後ろのは階段の⼿すりの⼀部のような気がします。

Re:「ハート…」PVの海辺は、、、

2889 選択 stray 2007-12-09 10:20:43 返信 報告

アネ研さん、（まだ寝てると思いますが）おはようございます︕
 なるほど、⽊更津の写真はプロが撮ったものですか、納得です。
 普段はスタッフが撮るようですが、特別な写真ですからね。

 しかし、泉⽔さんというより錆びたベッドが中⼼にあるように思えてなりません。
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このベッドがあるから例のスタジオなのかも…。
PV静⽌画ver-1にも、しつこいくらい錆びたベッドが挿⼊されてますし。

「ハート…」の店頭⽤PVです。YouTubeじゃ⽬が悪くなりますよ（笑）。
 http://www.filebank.co.jp/wblink/6c0b96308da6638d0933e9f588da3b26

> .♯2848の左の画像の泉⽔さんの後ろのは階段の⼿すりの⼀部のような気がします。 
 どこの階段︖（笑）

Re:「ハート…」PVの海辺は、、、

2894 選択 GTO 2007-12-09 12:41:01 返信 報告

strayさん、「ハート…」の店頭⽤PVダウンロードさせて頂きました。
 ありがとうございます。

これを⾒ると、アネ研さんの推測のようなストーリーがあったように思います。
 私の推測ですが、教会のバルコニー（背景はバルコニー（︖）の⼿摺りでは︖）で、⻩⾊い背もたれの椅⼦に座っ

た、
 ウエディングドレス姿の泉⽔さんの⽬線が上に向かうところなんて、冒頭のシャボン⽟でも追ってるんじゃないでし

ょうか。

Re:「ハート…」PVの海辺は、、、

2911 選択 アネ研 2007-12-09 18:55:32 返信 報告

所⻑へ
 そうですね（笑）これでもか︕と⾔うくらい、錆びたベットですよね。ほんとこっちが主役かい︖と突っ込みたくな

りますね。（笑）
 ♯2848の左の画像の後ろの下の丸いのが、⼿すり⼦⼿すりの親のような感じなのですよ。なんとなくですが。

 GTOさんへ
 ＞冒頭のシャボン⽟でも追ってるんじゃないでしょうか。
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さすがですね。私もそんな気がします。（笑）
推論でもいいので宜しくお願いします。

Re:「ハート…」PVの海辺は、、、

2916 選択 stray 2007-12-09 20:23:42 返信 報告

アネ研さん、GTOさんの説、とっても説得⼒あります︕
 この線で先に進めようと思います。

 命題はいくつかありますが、

１．ジャケ写真の撮影場所の特定
  （ある画家のアトリエを借りたとの説あり）

２．PVの撮影地の特定
  （教会とは限らない。泉⽔さんのバックの⼿摺︖がヒントとなる）

の２つが最優先でしょう。情報をお持ちの⽅は、是⾮Ｚ研へお願いします。

Re:「ハート…」PVの海辺は、、、

2932 選択 Hana 2007-12-10 17:20:59 返信 報告

皆さんの投稿を読ませていただきました。

話題は違うと思われますが…私も、PVに数秒位映る坂井さんの映像、 
 ♯2849の画像と同⼀の画だとばかり思っていました。しかし、違うんでしょうか。 

このPVの坂井さんも、ウエディングドレスを着ているんでしょうか︖ 
 だけど、strayさんも仰っておられますが、♯2849の画像で⾝につけているネックレスと、 

 PVのネックレスは異なっているようにも思いますね。
 また、前髪の⻑さが違うと⾔う話。 

 謎です(笑)。

正しい回答は、皆さんの投稿される書き込みで待つことにします(笑)。 
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⽊更津の写真

2933 選択 かず 2007-12-10 18:55:52 返信 報告

こんばんは、かずです。
 ウェディングドレスの写真なんですが、よく⾒るとハレーションやゴーストがばっちり出てまして

 プロカメラマンが撮ったとは⾔えないシロモノです。ってあまり⾔いたくなかったけど・・・・・・。

イヤリングを⾒せる⾒せない︖
 たぶん、雰囲気重視で動きは泉⽔さんに任せて撮影していたのではないでしょうか。

 はたまた、イヤリング⾒せたカットもあったけど、こっちの⽅が良くて採⽤になったとか。
 その場にいたわけではありませんので、詳細に申し上げるのはどうかとも思いました。

Re:⽊更津の写真

2939 選択 stray 2007-12-10 22:25:47 返信 報告

かずさん、こんばんは︕
 私は写真に関してはド素⼈なのでさっぱりですが、そうですか、

 これもスタッフが撮った可能性が⾼そうですね。

Hanaさん、こんばんは。
 メール拝受しましたが、私はそのスレ未⾒でした。わざわざありとうございます。

 ♯2849の画像とジャケ写真は同じ⽇に、PVはその後何⽇か経ってから撮ったのでしょう。
 ということは「マイウェディングドレス」なんですかね︕

謎が多いPVです（笑）。

Re:「ハート…」PVの海辺は、、、

2953 選択 アネ研 2007-12-11 01:20:29 返信 報告

かずさん、こんばんは、⾒事な解析ですね。
 そういう考えもあるんですね。
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⼀応私も書いてみます。残念ながら、私はプロ説です。理由は
１、わざわざ⾐装を着て、（いまとなっては）スタジオに⾏って撮るんだからプロだろう。

 ２、素⼈ならあの逆光では撮らないだろう。
 ３、それでも撮るならせめて⽇中シンクロだろう。たぶん、そうとう露出補正してると思うんです。

 その程度でプロか︖と⾔われそうですが、お互いさらに調査しあいましょう。（笑）

「ハート…」PVの泉⽔さんを検証してみました

2958 選択 GTO 2007-12-11 03:00:23 返信 報告

皆さんこんばんは。

私なりに検証してみました。

>また、前髪の⻑さが違うと⾔う話。 
 髪の⻑い部分を⽿で留めてるので、単に前髪の短い部分が⾒えただけで、⻑さは同じ。（他のPV、写真を⾒ると分か

ると思います）

>♯2849の画像とジャケ写真は同じ⽇に、PVはその後何⽇か経ってから撮ったのでしょう。 
 まだ、ジャケ写真の撮影場所の特定はできていませんが、♯2849の画像撮影のスタジオの場所、

 使⽤条件等を考慮するとここでの撮影は⼀⽇、ジャケ写真も⽇中の撮影ですので、同じ⽇ではないでしょう。
 PVの撮影⽇は判別しました。別レスで書き込みますね。

>１、わざわざ⾐装を着て、（いまとなっては）スタジオに⾏って撮るんだからプロだろう。 
 私もアネ研さんと同意⾒です。

 スナップ写真であればスタッフの可能性もあるでしょうが、Photo Book、
 ジャケット⽤であれば当然プロのフォトグラファーではないですか。

（参考︓http://studiodiv.pilots.co.jp/zero/price.html）

ジャケット撮影場所について

2959 選択 アネ研 2007-12-11 03:31:44 返信 報告
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GTOさん、こんばんは
Z研では、リッツカールトンホテルでは︖と⾔う説もあるんですよ。ホテルのHPの部屋とも類似点もあるんです。と
いったところで、おやすみなさいzzz

「ハート…」PVの撮影はここだ

2961 選択 GTO 2007-12-11 06:35:36 返信 報告

おはようございます。

PVの撮影地の特定は出来ませんでしたが、撮影⽇と教会であるということが判明しました。

撮影スタッフ、出演者等から調べたところ、PVのペットモデルの名前は、今年６歳になる雑種⽝アイラ（Islay) 
 http://islay.exblog.jp/3590832/と分かりました。

 さらに、2006年4⽉のアイラの⽇記を読むと、タイトルが「撮影のお仕事 Video shoot」となっているではないで
すか。

 記事中では場所の記述は避けてありますが、PVの状況と⼀致することが分かると思います。
 撮影期⽇は⽇記の⽇付から、2006-04-10 13:16となっていますが、時間的におかしいので、

 この前⽇2006-04-09が妥当かと思います。
 そしてさらに、http://islay.exblog.jp/3462697/の写真をよーく⾒てください。

写真中央の右、壁の下部分の形状。
 そうです、#2848の泉⽔さんの背景のパターンじゃないですか。

 ここにだったら、#2848の花瓶があっても⾃然です。

ひょっとしたら泉⽔さんは、チャペルのステンドグラスを⾒上げているんでは︖

ただし、泉さんの撮影⽇とパーティーの撮影⽇は同じかどうかは不明です。

アネ研さんへ
 >Z研では、リッツカールトンホテルでは︖と⾔う説もあるんですよ。 

 私も同じ思いでチェックしてみたんですが、確かジャケット写真ではバルコニーがありませんでしたか︖
 リッツカールトンホテルには（⾏ったことも、泊まったこともありませんが）バルコニーはないのでは。

おそるべし捜査ですね。

https://bbsee.info/straylove/id/2838.html?edt=on&rid=2961
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2961


2962 選択 アネ研 2007-12-11 07:21:26 返信 報告

GTOさん、おはようございます。
 携帯からなんで、サイトはみれませんが、ペットの件鋭いですね︕早くみたいです。また、バルコニーの件はたしか

にそうですね、もう少し、あとすこしですね。(笑)

朝から嬉しいなあ

2963 選択 stray 2007-12-11 08:35:03 返信 報告

GTOさん、おはようございます。
 情報ありがとうございます︕素晴らしい捜査⼒ですね︕

じつは以前、Z板に、このワンちゃんの飼い主さんから投稿があったのです。
 ブログに書いてあるような内容で、場所は書いてなかったように思います。

 PV撮影場所は、この教会で間違いないでしょう。

直接、ブログに書き込んで場所を聞いてみようかな（笑）。

Re:「ハート…」PVの海辺は、、、

2968 選択 Hana 2007-12-11 11:49:34 返信 報告

＞strayさん  
 こんにちは。
   

 削除させていただきましたスレッドへの書き込みですが、strayさんはなされていませんでしたか︖
 私の勘違いでしょうか…strayさんにお返事いただいていたのだとばかり思っておりました。

 いえいえ。管理⼈さんのご確認もないまま削除しまして申し訳ありませんでした。

 
『ハート〜』の話題に戻りまして…

 

https://bbsee.info/straylove/id/2838.html?edt=on&rid=2962
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2962
https://bbsee.info/straylove/id/2838.html?edt=on&rid=2963
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2963
https://bbsee.info/straylove/id/2838.html?edt=on&rid=2968
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=2968


坂井さんの死も謎ですし、（未だ解明されていない）このPVも謎ですね。
もうZARDには謎だらけで適わない︕笑

『謎』。この⾔葉は最初、同じビーイングアーティスの⼩松未歩に対する⾔葉だとか思ってましたが、
 ZARDに対された⾔葉みたいですね。（どーでもいいか/笑） 
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