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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

『明⽇を夢⾒て』PV NY街⾓映像
14060 選択 noritama 2013-10-12 20:31:16 返信 報告

こんばんは

ZARDのNY(ニューヨーク)ロケ映像というと、多くは『Don't You See!』を思い浮かべますが、、
 『明⽇を夢⾒て』PVにも多くのNYシーンが出てきますね。

残念ながらこちらのPVには、NYでの泉⽔さん映像は出てきませんので興味はあまりないかもしれませ
んが、

 WBM『Don't You See!』映像の撮影スタジオロケ地などの解明/検証のヒントなどを与えてくれたPVでもあります。
 そこで、解明済みを含め、今回探索/検証で⾒つけた所をまとめてみました。
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挿⼊されているNY街⾓映像は･･こんなに様々あります(笑)

Re:『明⽇を夢⾒て』PV NY街⾓映像
14061 選択 noritama 2013-10-12 20:37:49 返信 報告

過去に解明されている場所は、

①Nohoの撮影スタジオ発⾒の⼿掛かりになった映像[10811]
 ②上記探索でついでに⾒つけた所(笑)[10864]

 ③Noho⽇傘の場所[3236] [3817]
 (⾃転⾞をこいでいる⾜元シーンも、ここと同じ場所(⾃転⾞をこいでいる⼈が映っているつながり映像

なので)かなと･･)
 ④Nohoバワリーストリート[10858]

Re:『明⽇を夢⾒て』PV NY街⾓映像
14062 選択 noritama 2013-10-12 20:39:12 返信 報告

⑤ブルックリン橋(どの話題スレかわかりませんが出ていた記憶があります)
 ストリートビューとの⽐較だけしておきます。

Re:『明⽇を夢⾒て』PV NY街⾓映像
14063 選択 noritama 2013-10-12 20:41:03 返信 報告

⑥ブルックリン･ダンボ地域プリマスストリート看板[6052]
 ⑦ブルックリン･ダンボ地域スターバックス前[13721]

 

https://bbsee.info/newbbs/id/14060.html?edt=on&rid=14061
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14061
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/a9dab015b5ebf6fce8c88e0d387c057d.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id10811.html
https://bbsee.info/newbbs/id10864.html
https://bbsee.info/newbbs/id3236.html
https://bbsee.info/newbbs/id3817.html
https://bbsee.info/newbbs/id10858.html
https://bbsee.info/newbbs/id/14060.html?edt=on&rid=14062
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14062
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/e775a20f0553c08010a113c9c67de544.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/14060.html?edt=on&rid=14063
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14063
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/1a62026e6b035b51682672932876a119.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id6052.html
https://bbsee.info/newbbs/id13721.html


⑧『Falling Of the Rain』にもあった映像で、Westストリートからの眺め[3243]

解明済みは以上だったかと思います。

Re:『明⽇を夢⾒て』PV NY街⾓映像
14064 選択 noritama 2013-10-12 20:45:02 返信 報告

以下今回分です。

まず、こちらは･･･順当にセントラルパークでした(笑)
 野球のグランドがある場所です。

 

Re:『明⽇を夢⾒て』PV NY街⾓映像
14065 選択 noritama 2013-10-12 20:46:18 返信 報告

なので、緑のある公園っぽいシーンはセントラルパーク内の場所であろうということで･･･ち
ょっと割愛m(_ _)m

Re:『明⽇を夢⾒て』PV NY街⾓映像
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14066 選択 noritama 2013-10-12 20:47:28 返信 報告

『明⽇を夢⾒て』のPVの街⾓映像の中で、
 この映像の場所が今回探索地域のキーポイントのひとつになりました。

左のビルに"Van Cleef &Arpels"とありましたので、検索してみると､
 セントラルパーク近く、W57Stと5thAve交差点にこの場所がありました。

泉⽔さんがニューヨーク滞在中に泊まったといわれている、
 セントラルパーク附近のエセックスホテルの近くですね。

 [3982]

Re:『明⽇を夢⾒て』PV NY街⾓映像
14067 選択 noritama 2013-10-12 20:50:52 返信 報告

そして辺りを⾒回すと、他の映像の場所も発⾒。

Re:『明⽇を夢⾒て』PV NY街⾓映像
14068 選択 noritama 2013-10-12 20:54:15 返信 報告

これは、⾃動⾞のサイドミラーに映った部分は鏡像なので反転してみました。

う〜ん･･･
 セントラルパーク･サウスストリートのエセックスホテル前附近を撮っているのかなぁ･･ちょっと微妙(笑)
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Re:『明⽇を夢⾒て』PV NY街⾓映像
14069 選択 noritama 2013-10-12 20:56:57 返信 報告

さて、こちらの⾼い位置からの映像は･･･
 ⼤⽅予想されていた⽅も多いと思われますが･･･

中央に映っている茶⾊いビルから、"エンパイアステートビルディング"からの映像でした。

Re:『明⽇を夢⾒て』PV NY街⾓映像
14070 選択 noritama 2013-10-12 20:58:52 返信 報告

ハトの⽅(笑)は、
 判りにくいですがよくみると･･･

 撮影⽅向はこんな感じです。⿊い⼤きなビルの⼿前の尖がり建造物辺りがタイムズスクエア附近で
す。
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Re:『明⽇を夢⾒て』PV NY街⾓映像
14071 選択 noritama 2013-10-12 21:04:51 返信 報告

ということで･･･
 セントラルパーク〜W57thST〜エンパイヤステートビルまで5thAveをさらに探索しました(笑)

こちらは、横切る⾞とバスに阻まれてハッキリ判らないので推測ですが･･･
 "グッチ"のテナントの⼊っているここかも･･･

 E56thStと5thAve交差点。

Re:『明⽇を夢⾒て』PV NY街⾓映像
14072 選択 noritama 2013-10-12 21:06:19 返信 報告

こちらは、⼯事中の煙突から湯気が出ているのが特徴的な映像で･･･
 判り難いですが、左端のビルと"DIESEL"テナントビルの上の⽅の雰囲気(笑)がポイントです。

 E54thStと5thAve交差点でした。

Re:『明⽇を夢⾒て』PV NY街⾓映像
14073 選択 noritama 2013-10-12 21:09:38 返信 報告

こちらは、W50thStとの交差点附近⽅向を、セントパトリック⼤聖堂前から撮った映像でした｡

5thAve関連は以上です。
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Re:『明⽇を夢⾒て』PV NY街⾓映像
14074 選択 noritama 2013-10-12 21:11:14 返信 報告

さてさて、地域が変わり(笑)･･･こちら。
 [10864]の続き映像でした。

Re:『明⽇を夢⾒て』PV NY街⾓映像
14075 選択 noritama 2013-10-12 21:12:30 返信 報告

ブルックリン>ブルックリン橋>マンハッタン市庁舎前(チェンバーST)>Westストリートへと繫がる
のかなぁ｡

 その先は･･･Soho地域かガンセボートストリート[11027]へ向かったのか︖?
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Re:『明⽇を夢⾒て』PV NY街⾓映像
14076 選択 noritama 2013-10-12 21:13:48 返信 報告

こちらは、駐⾞場?と奥にバス､遠景はハドソン川っぽく･･コンクリートウォール含め、Westストリー
ト沿いのように思われましたが、

 特定できませんでした､､ここのような。。再開発か何かで整備されてしまったのかな･･･
 

Re:『明⽇を夢⾒て』PV NY街⾓映像
14077 選択 noritama 2013-10-12 21:15:48 返信 報告

この３つの映像の乳⺟⾞は、それぞれ違うんです・・・(汗)

と思ったら、上の写真の⾚い服の⼥の⼦の後ろに居る⼥の⼦と下写真の⼥の⼦は⼀緒っぽいですね。

Re:『明⽇を夢⾒て』PV NY街⾓映像
14078 選択 noritama 2013-10-12 21:17:32 返信 報告

その中でこちらは、
 通り沿いの駐⾞⽅法、歩道の柵、背景奥のビルでここ。

https://bbsee.info/newbbs/id/14060.html?edt=on&rid=14076
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14076
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/3f2798418e4bad12ef063cb9300805bd.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/14060.html?edt=on&rid=14077
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14077
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/e2a95f085fcfbe679d6915921ce6603f.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/14060.html?edt=on&rid=14078
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14078
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/803ae237d2df8bdde7bcbd872396d192.jpg


 
[12756][10859]

Re:『明⽇を夢⾒て』PV NY街⾓映像
14079 選択 noritama 2013-10-12 21:19:32 返信 報告

こちらも同じ交差点附近っぽいですが確証無し(笑)

Re:『明⽇を夢⾒て』PV NY街⾓映像
14080 選択 noritama 2013-10-12 21:22:42 返信 報告

今回探索の最後の場所です。

奥にカップヌードルの看板が⾒えるこの映像は、ここでした。
 W54thStと7thAveの交差点付近｡

カップヌードルの看板は、以前話題に出てました[3141]これがヒントになりました。
 遠くタイムズスクエアーの看板です｡

 街路樹と街路灯もポイントです。
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Re:『明⽇を夢⾒て』PV NY街⾓映像
14081 選択 noritama 2013-10-12 21:26:20 返信 報告

判明街⾓映像を整理すると･･･

Re:『明⽇を夢⾒て』PV NY街⾓映像
14082 選択 noritama 2013-10-12 21:27:27 返信 報告

『Don't You See!』のNYロケ地MAPに重ね合わせるとこんな感じです。
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Re:『明⽇を夢⾒て』PV NY街⾓映像
14084 選択 pine 2013-10-15 11:34:32 返信 報告

noritamaさん みなさん こんにちは︕

いつもながら、すっごいですね。(@o@) 

>残念ながらこちらのPVには、NYでの泉⽔さん映像は出てきませんので興味はあまりないかもしれませんが、 
 >WBM『Don't You See!』映像の撮影スタジオロケ地などの解明/検証のヒントなどを与えてくれたPVでもあります。 

 そうなんですよね︕泉⽔さん映像はないですが、捜査の⼿がかりは満載なのですよね。
 私も以前、探してみようかな〜と思ったことはありますが、広〜〜いNYのどこを探せばいいかわからず、思っただけで終

わっておりました。
 唯⼀⾒つけたのが「プリマスストリート」（笑）。こういうピンポイントで⽰してくれないと探す気が起こりません。（^

^;）

こうして⾒ると、ロケをしながら、街の⾵景もたくさん撮影されていたことが良くわかりますね。

しかし、これだけくまなく調べられるとは…根気の⼊るおしごとだったと思います。
 お疲れ様でした。m(^^)m

Re:『明⽇を夢⾒て』PV NY街⾓映像
14085 選択 放置⺠ 2013-10-16 02:19:04 返信 報告

坂井泉⽔
 さかいいずみ

 izumi sakai
 さ・か・い・い・ず・み・・・・・・

いい名前ですよねえ

でもなんか儚く、悲しさがあるよねえ

明⽇を夢⾒て・・・ですか

頑張ったんでしょうね、彼⼥
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地⽅をどさ回りしながら

なんか、秦野のことも夢のまた夢・・って感じですね
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