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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

痛いくらい君があふれているよ
1031 選択 stray 2009-10-02 23:35:46 返信 報告

 
忘れてました、ロンドンのPVロケ地が、もう⼀つありました。

Re:痛いくらい君があふれているよ
1032 選択 stray 2009-10-02 23:36:44 返信 報告
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goroさん、カムデンなので遠いでしょうか︖（笑）

ここは現存するみたいですけど（笑）。
 

Re:痛いくらい君があふれているよ
1033 選択 goro 2009-10-03 10:01:47 返信 報告

strayさん おはようございます。
 「痛いくらい君があふれているよ」の画像、ありがとうございました。

 この場所は計画に⼊れておりました(笑)。
 カムデンロックから地下鉄で数駅だったので、ロンドンの郊外をお散歩してみようと思ったのです。

 この場所付近に「ハムステッドヒース」という⼤きな森があるので、森林浴でもできるのかな︖って思っています。
 スミマセン、お時間がある時で構いませんのでこのＰＶを⾒させて頂けませんでしょうか︖

 因みにカムデンロックは前にお伝えした商業施設︖のあたりを探してみようかと思います。
 

Re:痛いくらい君があふれているよ
1034 選択 stray 2009-10-03 11:07:06 返信 報告

goroさん、こんにちは。

計画に⼊ってましたか、さすが〜（笑）。
 ジャケ撮影地は、Downshire Hill NW3 の看板前です。

 #1032は、右側の⽂字にモザイクがかかっていますが、
 別の⾓度から⾒ると、Downshire にモザイクがかけられてます（笑）。

 ⾼級住宅街っぽいで、捕まらないように（笑）。

PV（normal ver. 画質悪いです）
 http://www.filebank.co.jp/filelink/2a253005dc21fdb744fad4fea1d0cf38
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PV（another ver.）
http://www.filebank.co.jp/filelink/df33793b8cd81a5844fad4fea1d0cf38

> 因みにカムデンロックは前にお伝えした商業施設︖のあたりを探してみようかと思います。 
 あれ︖前回⾏きそびれた場所がありましたっけ︖

 

Re:痛いくらい君があふれているよ
1035 選択 stray 2009-10-03 11:24:35 返信 報告

以前話題になりましたが、「痛いくらい君があふれているよ」ジャケ写は、
 右⾜の甲にシップが貼られていて、会報で”はしゃぎすぎて⾜をくじいた”

 と説明がありました。

スニーカーは「ぬくもりが欲しくて」ジャケと同じものです。
 おそらく、マイフレンドのロケでジャンプ（３回忌特番で初公開）した際

 くじいたものと思われます。

「痛いくらい君があふれているよ」のロケが最後だったのでしょうか。
 ⿊のダウンジャケットより、チェック柄のシャツのほうが素敵なんですけどねぇ。

Re:痛いくらい君があふれているよ
1036 選択 ひげおやじ 2009-10-03 14:43:39 返信 報告

なんか、少し⽪⾁なタイトルになってしまいましたね（痛いのを我慢しながらの撮影だったでしょうから、笑って良いも
のかどうか︖）

> 「痛いくらい君があふれているよ」ジャケ写は、 
 > 右⾜の甲にシップが貼られていて、会報で” 

 > はしゃぎすぎて⾜をくじいた” 
 > と説明がありました。 

 > おそらく、マイフレンドのロケでジャンプした際 
 > くじいたものと思われます。

https://bbsee.info/newbbs/id/1031.html?edt=on&rid=1035
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=1035
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/a34bacf839b923770b2c360eefa26748.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/1031.html?edt=on&rid=1036
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=1036


Re:痛いくらい君があふれているよ
1037 選択 goro 2009-10-03 19:04:08 返信 報告

strayさん ひげおやじさん こんばんは
 ＰＶ⾒させて頂きました︕ありがとうございます。

 私も、チェック柄のシャツがお似合いですね〜(笑)。
 確かにこのハムステッドの辺りは⾼級住宅街で有名な建築家等のお家があるようです。

 捕まらないように気をつけます(笑)。

前回のカムデンロックは運河がメインでしたが、その近くに商業施設らしきものがあり、
 ここで撮影が⾏われているようです。まだ確定ではありませんが、現地で⾒てこようと思っています。

 

Re:痛いくらい君があふれているよ
1038 選択 アネ研 2009-10-04 00:18:32 返信 報告

こんばんは、所⻑、goroさん、ひげおやじさん
 所⻑といい、goroさんといい、準備ばんたんですね。（笑）

 ひげおやじさんも、うまいリアクションですね。（笑）
 笑わせてもらいました。

goroさん、もうじきのようですが、
 不審⼈物とならぬよう気をつけて、捜査ねがいますね。（祈）

Re:痛いくらい君があふれているよ
1041 選択 stray 2009-10-04 20:19:56 返信 報告

アネ研さん、ひげおやじさん、こんばんは。

⾜のシップは、タイトルにかけた泉⽔さんのユーモアだったのでしょうか（笑）。
 そんな、わけないですね、ロケは1998年12⽉なので・・・

goroさん、こんばんは。
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#1037は、カムデンマーケットの中のお店でしょうか。
探してみましたが、これらしき建物は⾒つからないですねぇ。

 現場検証よろしくお願いします（笑）。

PVに出てくるこのビルは、Camden Town 駅のすぐ傍、
 Parkway と Camden High St の交差点です。

 

Re:痛いくらい君があふれているよ
1043 選択 goro 2009-10-05 21:34:49 返信 報告

strayさん アネ研さん こんばんは
 #1041の画像、ありがとうございます。この画像はカムデンタウン駅の交差点ですね︕

 #1037の場所ははっきりわからないですが、この画像の緑⾊で囲んだ場所のような気がします。
 ⻘丸と⻩丸は泉⽔さんの撮影の場所で、この横の緑で囲った場所に沢⼭のお店があったような気が

するのです。
 確かめてきますね。

 アネ研さん、了解です︕ 普通︖に確かめてきます(笑)
 

Re:痛いくらい君があふれているよ
1044 選択 stray 2009-10-05 22:56:55 返信 報告

goroさん、こんばんは。

私が「カムデンマーケット」と⾔ったのは、緑で囲った部分です（笑）。
 たくさんお店が並んでて、雰囲気はここっぽいですよね︕（笑）

 くまなく探したつもりですが、ないんですよね〜、ズバリな場所が・・・

ここは、泉⽔さんが間違いなく”居た場所”なので、
 是⾮とも⾒つけてきてほしいです（笑）。

 ⽩いパラソル（オープンカフェ︖）が⽬印ですね。
 

Re:痛いくらい君があふれているよ

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/d736bb10d83a904aefc1d6ce93dc54b8.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/1031.html?edt=on&rid=1043
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=1043
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/b9141aff1412dc76340b3822d9ea6c72.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/1031.html?edt=on&rid=1044
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=1044
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/1019c8091693ef5c5f55970346633f92.jpg


1045 選択 pine 2009-10-06 12:19:22 返信 報告

所⻑さん goroさん 皆さん こんにちは︕
 ロンドンのロケ地探し、こっそりと楽しませていただいております。

 ストリートビューでの散策は楽しいですね。まして、泉⽔さんが⾏かれた場所探しとなると尚更
ですね。

さてさて、#1037と同じと思われる場所を撮った写真を⾒つけました。
 屋根のトタン︖⾬樋、後ろのビルの窓など、よく似ているように思いますが、どうでしょう︖

Re:痛いくらい君があふれているよ
1047 選択 stray 2009-10-06 12:34:58 返信 報告

pineさん、こんにちは。

#1045の写真は、私も⾒た覚えがありますが、右側に⿊い庇があって、
 奥の建物も⾊が違うので、完全にスルーしちゃったみたいです（笑）。

 ここで間違いないですね︕ さすがpineさんです。

goroさ〜ん︕ 判明しましたよ〜（笑）。

Re:痛いくらい君があふれているよ
1048 選択 pine 2009-10-06 12:53:03 返信 報告

ありゃりゃ（汗）
 #1046に貼った地図を差し替えようと思って、誤って削除してしまいました。

所⻑さん、ここで間違いないですか︕︕やったぁ(^^)v 
屋根のトタン︖の向きから⾒て、⽮印の⽅向から撮影されたようですね。

goroさん、お気をつけてお出かけ下さいね︕報告を楽しみに待ってます︕

Re:痛いくらい君があふれているよ
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1051 選択 goro 2009-10-06 19:54:13 返信 報告

pineさん strayさん こんばんは
 ありゃ〜︕、判明ですね︕(笑) ありがとうございます。

 位置関係も解って、完璧ですね。
 私の予想した範囲より少しズレていました(笑)。

 同じ服装だったので、このあたりかな〜って思っていました。

限られた時間ですが気をつけて⾏ってきます。そして、報告しますね。
 それと、台⾵18号 気になるな〜(笑)。

 

Re:痛いくらい君があふれているよ
1052 選択 stray 2009-10-06 20:16:50 返信 報告

goroさん、こんばんは。

ロクブリュヌ先発隊（お⼀⼈ですが）からの報告によると、
 ロケ地はほぼ現存しているようです。お天気に恵まれるといいですね〜。

台⾵が近づいてますね︕
 明⽇、出発ですよね︖ 明⽇は何とか⼤丈夫そうじゃりません︖

 ８⽇はヤバそうですけど。

机上捜査はこれで終了しますが、何か⾒つけたらアップしますので、
 向こうでBBSチェックして下さいね（笑）。

 では、お気をつけて⾏ってらっしゃい︕

Re:痛いくらい君があふれているよ
1053 選択 goro 2009-10-06 22:48:22 返信 報告

strayさん こんばんは
 ロクブリューヌはほぼ現存ですか︕ ワクワクしてきました。

 机上の捜査、strayさんをはじめ、ドルチェさん、チョコレートさん、アネ研さん、pineさん、sakiさん、そして⼤勢のみ
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なさんには感謝しております。
私ひとりでは到底できませんでした。

 勇気と元気を頂きました。後発隊、気をつけて頑張って⾏って参ります︕(笑)。
 そして、戻ってきましたら、是⾮とも報告したいと思います。

因みに出発は9⽇の夜なので、あともう少しいます(笑)。
 台⾵が東京に8⽇に来るようなので、私が乗る⾶⾏機がちゃんと来ればいいのですが・・・(笑)。

 

Re:痛いくらい君があふれているよ
1054 選択 アネ研 2009-10-06 23:26:02 返信 報告

こんばんは、pineさん、goroさん、所⻑
 pineさん、きゃ〜すごい︕︕（だれか⾒たいですが）（笑）

 捜査の観は相変わらずさえてますね。さすがです。

goroさん、もうすぐですね。
 台⾵がたいした事もなく、早く去ることを祈っています。

 どうぞ、背中にZ研の看板しょって、あんまり無茶せずにがんばって来てくださ〜い。
そして、帰国してゆっくりしたら捜査報告宜しくお願いします。

 気持ちだけの選別です。（笑）
 

きゃ〜〜〜︕すごいっ︕︕(笑)
1055 選択 チョコレート 2009-10-06 23:44:45 返信 報告

所⻑さん、goroさん、ひげおやじさん、pineさん、アネ研さん、皆さん、こんばんは︕
 ちょーっと留守している間に(苦笑)、なんと、特定できちゃったんですか︕︕(笑)

 おお〜〜〜素晴らしい︕
 さすが、神様、仏様、pineさま︕(笑)久しぶりにこのフレーズを思い出しました(笑)。ぎゃはは︕

goroさん、いよいよ出発の⽇が近づいてきましたね。
 goroさんが出発される前に、ずいぶんと捜査がすすんで、本当に良かったな〜と感じています。それに、とてもワクワク

して、ちょっとガッカリもしたけど･･･でも、楽しい時間でした(笑)。
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あとはgoroさんの現場検証の報告を楽しみに待っていますね︕
台⾵の動きが気になりますが･･･どうぞ無事に出発できますように。お気をつけて︕

 goroさんの旅⾏が素敵な時間になりますよう、祈っています︕

Re:痛いくらい君があふれているよ
1056 選択 ドルチェ 2009-10-07 00:15:36 返信 報告

ストちゃん、goroさん、みなさん こんばんは︕

#1037の場所、pine様が⾒つけられたんですか〜（＊＾＾＊） さすがですね♪
 本当に、goroさんの出発前にたくさんのロケ地を発⾒できて良かったですネ︕ なんか私も嬉しいな〜

 goroさんのレポは、写真付きですごく詳しいから今から楽しみです（笑）

台⾵の影響が出ないといいのですが…無事に出発できますように祈ってます︕
 無理しすぎないように、goroさんのペースで楽しんできてね︕

Re:痛いくらい君があふれているよ
1057 選択 goro 2009-10-07 23:28:47 返信 報告

strayさん アネ研さん チョコレートさん ドルチェさん こんばんは
 優しいお⾔葉、ありがとうございます。

 無理しないで、私のペースで現地に⾏って⾒て、楽しんできます。
 そして、感じたことを後にお伝えしようと思っています。

 出発前に⾊んな場所が判明できて嬉しかったです。
 既に無くなってしまった場所もありますが、軌跡だけでも感じたいと思います。

いや〜、しかしながら、こうしてみんなで机上捜査できてワクワクドキドキで楽しかったですね︕
 本当にどうもありがとうです。

 それでは、出発まであともう少しですが、体調に気をつけて出発準備をしようと思います。
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