
退室

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

⾒つけた︕︕

6861 選択 stray 2008-05-17 16:52:32 返信 報告

スーさんへ

MIND GAMES のロケ地、⾒つけました︕
 「Restaurant Don 秋⾕店」です。

 http://gourmet.livedoor.com/restaurant/302258/photos/detail/16451/

MIND GAMESのレストラン

6862 選択 スー 2008-05-17 17:12:03 返信 報告

strayさん、皆さん、こんにちは。

｢MIND GAMES｣のレストランに今⽇⾏って来ました。携帯からなので後で写真をアップしたいと思います。
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Re:MIND GAMESのレストラン

6864 選択 スー 2008-05-17 19:55:17 返信 報告

strayさん、皆さん、こんばんは。

先ほど、現場から帰って来ました。

流⽯に⾒つけるのが早いですね(笑)

この場所は私が遊んでいた所ですね。

直にピンときました。

Re:MIND GAMESのレストラン

6865 選択 スー 2008-05-17 19:57:34 返信 報告

もう⼀枚です。

写真館の⽅にもアップしてあります。

好きな写真をお持ち下さいね。

いつも情報を貰ってばかりなのでどうぞ。

http://sakai.izum.in

Re:MIND GAMESのレストラン

6866 選択 stray 2008-05-17 20:52:44 返信 報告

スーさん、こんばんは︕

捜査ご苦労さまでした。⾒つかりましたね︕
 横須賀とは以外でしたが、⻑者ケ崎からさほど遠くもないようです。

 ⼦供の頃遊んでいた場所なんですか︖
 それとも⼤⼈になってから遊んでた場所︖（笑）
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写真館も拝⾒してきましたが、平⽇の空いているときじゃないと、
ジャケ写のポイントからの撮影は難しそうですね。

 

Re:MIND GAMESのレストラン

6870 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-05-17 22:25:04 返信 報告

スーさん、所⻑、こんばんは、
 スーさんは、はじめましてでしょうか、アネ研です。

 お疲れさまでした。

某サイトを⾒た限り、「ラ・マーレ・ド・茶屋」であるかのように感じてたので捜査は先延ばし
していました。

 私も捜査していればな〜と、ちょっと後悔していますが、ここ数⽇間の所⻑との息ずまる攻防楽
しませていただきました。

 もし、お住まいが近いのであれば、是⾮、ジャケットとほぼ同じアングルでお願いします。
 ほんとは、もうひとつお願いもあるのですが、そちらはやめときます。（笑）

⾔っていいのか悪いのか、Ｚ研では、今、総動員であるロケ地を捜査中で佳境に⼊っております。残るは⾶び込み捜
査なんです。乞う、ご期待です。（笑）

 所⻑、これくらいならいいですよね。（汗）

Re:MIND GAMESのレストラン

6872 選択 stray 2008-05-17 23:09:31 返信 報告

アネ研さんへ

> ほんとは、もうひとつお願いもあるのですが、そちらはやめときます。（笑） 
 ぎゃはは、何だかわかっちゃった〜（笑）。

> ⾔っていいのか悪いのか、Ｚ研では、今、総動員であるロケ地を捜査中で佳境に⼊っております。残るは⾶び込み
捜査なんです。乞う、ご期待です。（笑） 

 そんな⼤げさに書いて、釣れた獲物が雑⿂だったらどうすんの（笑）。
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Re:MIND GAMESのロケ地

6874 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-05-17 23:28:19 返信 報告

スーさんへ
 はじめまして ｍｅｇａｍｉと申します。

 ロケ地の素晴らしい捜査を拝⾒させていただきました︕︕
 本当にありがとうございました〜♪♪

アネ研さんへ 
 > ほんとは、もうひとつお願いもあるのですが、そちらはやめときます。（笑） 

 所⻑さんと同じく 私も解っちゃいました〜（笑）
 

Re:⾒つけた︕︕

6877 選択 スー 2008-05-18 00:12:50 返信 報告

strayさん、アネ研さん、megami さん、皆さん、こんばんは。

アネ研さん、初めまして宜しくお願いします。
 泉⽔さんが⽴たれているアングルは平⽇が狙い⽬

 ですね。必ずやシャッターチャンスを納めて来ます。

megamiさん、初めまして宜しくお願いします。
 かなり現場捜査が好きなのですね。

Good-bye My Lonelinessと 不思議ね…
のロケ地は特定出来ています。

 それ以外に捜査は可能です(神奈川県)
 現場先⼊⼤好きです(笑)

Re:MIND GAMESのレストラン

6887 選択 M.Dark 2008-05-18 16:06:51 返信 報告

https://bbsee.info/straylove/id/6861.html?edt=on&rid=6874
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6874
https://bbsee.info/straylove/id/6861.html?edt=on&rid=6877
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6877
https://bbsee.info/straylove/id/6861.html?edt=on&rid=6887
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=6887


皆様 こんにちは︕
ロケ地発⾒おめでとうございます。

 研究所らしくワクワクしますね。（笑）

> ⾔っていいのか悪いのか、Ｚ研では、今、総動員であるロケ地を捜査中で佳境に⼊っております。 
 乞う、ご期待です。（笑）

アネ研さん megamiさん
 経緯 さっぱりわからないんですけど。（笑）

 ⼤いに期待しておりますので。（笑）

stray所⻑
 今頃 変なことお聞きしますがご容赦願います。

 MIND GAMESのﾌﾙPVってあるのでしょうか︖
 portfolioにちらっと⾒られるだけで

 YouTubeにもあまり適当なものがないようですが︖
 それとも私が頂戴するの忘れていただけ（笑）

スーさんへ
 こんにちは はじめまして。

 megamiさん共々この様な謎解きがお気に⼊りのM.Darkです。
 ”不思議ね"でｾﾒﾝﾄ⼯場前の道路を⾃転⾞で疾⾛する泉⽔さんが⾒られますが、あの場所を撮影されたのですね。

 本⽇ 改めて確認させて頂きました。
 つい先⽇まで専ら ロム専でしたので投稿内容と投稿者が

 ⼀致せず失礼をいたしております。
 今後とも宜しく お願いいたします。

●● 「MIND GAMES」のＰＶ ●●

6888 選択 stray 2008-05-18 18:00:23 返信 報告

スーさん、M.Darkさん、こんにちは︕
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「MIND GAMES」のフルPVは「無い」と思います。
（⾒たことないです）

 Le Port DVD も割愛ver.なので、UPしておきますね。

（21.8Mのwmv）
 http://www.filebank.co.jp/wblink/1602b9c561ef68301df99acfb0b0e9a4

泉⽔さんが海岸線らしき場所で下向いてるシーンが映りますが、
 これも Restaurant Don の前に広がる海岸なのでしょう。

スーさん
 「無我夢中」はPWがかかってるので拝⾒できてませんが、

 ZARD in さんでスーさんのご活躍は知ってますよ〜（笑）。
 「もう探さない」に、ちらっと海岸線で戯れる泉⽔さんが映りますが、

 あれもRestaurant Don 付近なんでしょうかねぇ。
 おそらく、学⽣時代に何度も遊びに⾏った場所なんだと思います。

 スーさんも遊び場だったそうなのでニアミスしてた、なんてことは…（笑）。

Re:●● 「MIND GAMES」のＰＶ ●●

6889 選択 M.Dark 2008-05-18 19:04:59 返信 報告

所⻑さま こんばんは

> 「MIND GAMES」のフルPVは「無い」と思います。 
 > Le Port DVD も割愛ver.なので、UPしておきますね。 
  

早速のアップ 有難うございました。

PVロケ地のﾚｽﾄﾗﾝなんかも時の流れと共に改装なんかで
 当時の⾯影が次第にうすれゆくのでしょうね。

そういった意味で当研究活動の意味は重⼤ですね。
 （⼤袈裟︖笑）
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be-ingの⾼野さんあたりに記録をきちんと残すように
ﾘｸｴｽﾄいたしましょうか。（笑）

Re:MIND GAMESのレストラン

6896 選択 スー 2008-05-19 00:38:14 返信 報告

strayさん、皆さん、こんばんは。

M.Darkさん、初めまして宜しくお願いします。

> ”不思議ね"でｾﾒﾝﾄ⼯場前の道路を⾃転⾞で疾⾛する泉⽔さんが⾒られますが、あの場所
を撮影されたのですね。 

 本⽇ 改めて確認させて頂きました。

不思議ねのタンクを確認されましたか、もう少し
 線路の場所を特定したいのですが中々特定出来ませんね。

 (笑) 神奈川県には、ロケ地が多いですよね。

Re:●● 「MIND GAMES」のＰＶ ●●

6903 選択 stray 2008-05-19 12:44:50 返信 報告

M.Darkさん、こんにちは。

> PVロケ地のﾚｽﾄﾗﾝなんかも時の流れと共に改装なんかで 
 > 当時の⾯影が次第にうすれゆくのでしょうね。 

そうですね、レストラン「Don」のテラスも微妙に違ってますね〜。
 今追いかけてるネタもどうやらそのようなのです（悲）。

> be-ingの⾼野さんあたりに記録をきちんと残すように 
 > ﾘｸｴｽﾄいたしましょうか。（笑） 

 ⾼野さんとお知り合いなんですか︖ 
 でしたら、「PV撮影に関するファンの質問に答える企画」を考えるよう⾔って下さい︕（笑）
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スーさん、こんにちは。

神奈川といえば、「眠れない夜を抱いて」のジャケ写等を撮った、
 『相模湖』の別荘⾵建物が謎ですね。まだ特定できたサイトはないと思うのですが…。

 （PW教えていただきありがとうございました︕）
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