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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

不思議ね…PVロケ地?
1322 選択 suu 2009-11-14 20:34:52 返信 報告

strayさん、皆さん、こんばんは。

確定かどうかは、決めてが無いので(笑)
 添付した画像はPVから⼀枚です。

 柵とヨットが頭の中にグルグルと記憶に
 残っていたのです。

会報には、横浜の⼤⿊ふ頭のことが少し載ってましたね。
 不思議ね…に関しては何にも無かった(笑)
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Re:不思議ね…PVロケ地?
1323 選択 suu 2009-11-14 20:37:24 返信 報告

こちらの画像もPVからの⼀枚です
 この柵が特徴です。

Re:不思議ね…PVロケ地?
1324 選択 suu 2009-11-14 20:44:26 返信 報告

こちらが、似ている柵です。
 泉⽔さんが寄りかかっていたのかな?

 確定はしていないのですが。
 場所は横浜クルージングクラブの横です。

 http://www.ycc-hp.com/
 URLを参考にして下さい。

 その横には岡本造船があります。
 ⽯原裕次郎さんのヨットが岡本造船で製作されています。

 

Re:不思議ね…PVロケ地?
1325 選択 suu 2009-11-14 20:46:29 返信 報告

こちらは違う⾓度から⾒て⾒ました。

草が⽣えていて⼿⼊れされていません。
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Re:不思議ね…PVロケ地?
1326 選択 suu 2009-11-14 20:51:03 返信 報告

こちらの船台もPVに写っていると思います
 同じ船では無いと思います。

Re:不思議ね…PVロケ地?
1328 選択 suu 2009-11-14 20:55:19 返信 報告

PVに写っている船台ですね。

Re:不思議ね…PVロケ地?
1329 選択 suu 2009-11-14 20:57:39 返信 報告
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⾃転⾞で⾛る泉⽔さん。
セメント⼯場前

Re:不思議ね…PVロケ地?
1331 選択 suu 2009-11-14 21:08:14 返信 報告

セメント⼯場前
 2007年10⽉にzard.inさんが

 特定されました。

こちらは皆さん知っていますよね。

Re:不思議ね…PVロケ地?
1332 選択 ドルチェ 2009-11-14 21:11:25 返信 報告

suuさん、こんばんは︕

ワォ︕ もう⼀つの特ダネは 不思議ね…PVの中の場所だったんですか〜
 写真で⾒る限り間違いないんじゃないでしょうか︕ スゴイですね〜。やっぱり分かる⼈には映像を⾒ただけで分かっち

ゃうんですね︕
 ⾃転⾞で⾛る泉⽔さんの場所は⾊んな所で判明されていて知ってましたが、ここは初ですよネ（＾０＾）さすが〜

 ところで、この場所でのsuuさんのなりきり写真はあるのでしょうか・・（笑）

Re:不思議ね…PVロケ地?
1333 選択 suu 2009-11-14 21:16:08 返信 報告
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線路に関しては未だ調査中です。

似ている線路?

確定出来ているのはセメント⼯場だけですね。
 報告終わり(笑)

Re:不思議ね…PVロケ地?
1334 選択 suu 2009-11-14 21:28:37 返信 報告

ドルチェさん、こんばんは。

> ワォ︕ もう⼀つの特ダネは 不思議ね…PVの中の場所だったんですか〜 
> 写真で⾒る限り間違いないんじゃないでしょうか︕ スゴイですね〜。やっぱり分かる⼈には
映像を⾒ただけで分かっちゃうんですね︕ 

 セメント⼯場から⾞でのんびり5分くらいの所に有ります。
この辺は仕事良く来ていたのですが気が付きませんでした。

 > ここは初ですよネ（＾０＾）さすが〜 
 > ところで、この場所でのsuuさんのなりきり写真はあるのでしょうか・・（笑） 

 仕事の合間に⾞を⽌めていたのでナリキリの写真も撮りたいのですがまだでございます。(笑)

Re:不思議ね…PVロケ地?
1336 選択 stray 2009-11-15 00:29:41 返信 報告

suuさん、ドルちゃん、こんばんは。

suuさん、Ｚ研で無理やり発表させたみたいで、申し訳ないです（笑）。
 確かに決め⼿は少ないですが、当時と様⼦がだいぶ違っていますので、

 柵だけで⼗分、柵が残っていることが奇跡に近いのでは︖
 私もここで間違いないと思います。
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> セメント⼯場前 
> 2007年10⽉にzard.inさんが 

 > 特定されました。

はい、それは知っているのですが、場所を覚えてないんですよ（笑）。
 ZARD.inさんのロケ地情報が⾒られない（リンク切れ）ので、

 セメント⼯場の場所を地図上で教えてもらえると助かります。

線路の捜査はかなり難しいですね。

> 会報には、横浜の⼤⿊ふ頭のことが少し載ってましたね。 
 > 不思議ね…に関しては何にも無かった(笑)

”いちばん質問が多かった”ので答えたみたいですよ。
 「 不思議ね…」は２番⽬だったのでしょう（笑）。

Re:不思議ね…PVロケ地?
1348 選択 stray 2009-11-15 12:40:54 返信 報告

suuさん、こんにちは。

ＴＶで横浜国際⼥⼦マラソンが映ってますが、関東は天気が良くて、暖かそうですね︕
 もしかして、suuさんも⿇ブラでしょうか︖（笑）

セメント⼯場（⻩⾊ピン）と、suuさんが発⾒された柵（⽔⾊ピン）の
 位置関係、これで合ってますか︖

Re:不思議ね…PVロケ地?
1351 選択 suu 2009-11-15 13:46:09 返信 報告

strayさん、皆さん、こんにちは。
  

> ＴＶで横浜国際⼥⼦マラソンが映ってますが、関東は天気が良くて、暖かそうですね︕ 
 今⽇は、横浜国際⼥⼦マラソンをしていますね。
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みなとみらいも映ると思います。^^
> セメント⼯場（⻩⾊ピン）と、suuさんが発⾒された柵（⽔⾊ピン）の

 > 位置関係、これで合ってますか︖ 
 所⻑さん仕事早、はいセメント⼯場(⻩⾊ピン)ヨットクラブ(⽔⾊ピン)で位置は合っています。 

 

Re:不思議ね…PVロケ地?
1353 選択 stray 2009-11-15 14:56:04 返信 報告

suuさん、こんにちは。

アネ研さんが、⿇ブラでsuuさんとかち合うんじゃないかと
 ⼼配してましたが（笑）、今⽇はご⾃宅で休養でしたか。

地図の確認どうもありがとうございます。
 ⼤⿊埠頭（1st Sg ロケ地）と⾼速で繋がっているんですね。

 どちらも電⾞で⾏くのは不便そうなので、⾞で東京に⾏く機会があったら
 ⾏ってみたいと思います。suuさん独占スクープ情報ありがとうございました︕︕

Re:不思議ね…PVロケ地?
1370 選択 suu 2009-11-15 17:16:39 返信 報告

strayさん、皆さん、こんにちは。

今⽇は、⽤事が有って外出出来ませんでしたが
 鯛焼きもまた、⾷べたいので⿇布⼗番に散歩に⾏きたいな。

不思議ね、のロケ地への交通は横浜駅東⼝から出ている
 横浜市営バスで1番乗場から26系統で海づり桟橋⾏きで
 終点がセメント⼯場前です、ヨットクラブへは同じバスで

 貯⽊場⼊⼝で降りると便利ですよ。途中⼤さん橋の前も通ります。
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