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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

「Golden Best」 裏ジャケ ロケ地を発⾒︕
17165 選択 pine 2015-06-22 14:52:33 返信 報告

みなさん こんにちは︕

早速ですが、「Golden Best」裏ジャケのロケ地が判明しました︕
 先週、軽チャーで捜索していたので、ご覧になられた⽅もいらっしゃるかと思いますが、こちらでも報告させて

いただきま〜す。(^^)

「Golden Best」の裏ジャケは、以前判明したモンテカルロの「Hotel de Paris(Le Bar Americain)」「Cafe
de Monte-Carlo」[14093] 

 と同じ洋服なので近くかも︖と思っていましたが、写真から得られる情報が少なくてわかりませんでした。
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Re:「Golden Best」 裏ジャケ ロケ地を発⾒︕
17166 選択 pine 2015-06-22 14:54:21 返信 報告

ところが、今⽉のモバイルFCの「GALLERY」に裏ジャケの元写真が登場︕
 裏ジャケではカットされている背景部分まで写っているではありませんか︕︕（画像出典︓MOBILE F

C）
 (モバイルFCの写真なので、BBSではなく軽チャーでロケ地探しをしておりました。ご了承下さいませ

〜）

こちらを⾒ると、泉⽔さんの後ろにもずーっと同じ椅⼦が並んでいて、右後⽅に円形の台があります。

…もしやこれは︕︕
 特別に許可をもらって撮影したという「カジノ」では!? w(@o@)w  [14102]

 

Re:「Golden Best」 裏ジャケ ロケ地を発⾒︕
17167 選択 pine 2015-06-22 14:57:00 返信 報告

モナコのカジノを画像検索しましたが、それらしきものは⾒つけられず、軽チャーで投げかけ
てみたところ、所⻑さんがすっごくよく似た部屋の写真を⾒つけて下さいました。(^^)

Re:「Golden Best」 裏ジャケ ロケ地を発⾒︕
17168 選択 pine 2015-06-22 14:58:37 返信 報告

添付画像は、↑を⾒やすいように左右反転したものです。

⾒⽐べてみると…

・壁際にずらーっと並んだ⿊い椅⼦…椅⼦も並びも似ていますね
 ・真ん中には円形の台
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・奥の壁の雰囲気も似ていますね
・奥の光はスロットマシン︖

Re:「Golden Best」 裏ジャケ ロケ地を発⾒︕
17169 選択 pine 2015-06-22 15:01:08 返信 報告

この画像は、[17167]よりも、もう少し左側から撮影されたものですが、右側に窓・
左側に出⼊⼝があります。

 出⼊⼝の部分にはスロットマシンがなく、また、出⼊⼝側の部屋の両端にはバーコー
ナー︖があるので、スロットマシンが[17166]のようにずらーっと並んでいるのは窓
側になります。

Re:「Golden Best」 裏ジャケ ロケ地を発⾒︕
17170 選択 pine 2015-06-22 15:09:19 返信 報告

泉⽔さんは、右側奥のスロットマシンの前に座られて（⻩丸）、カメラマンが奥から⼿前⽅向
に撮影されたのだと思います。（⻘⽮印）。

モナコにはカジノがいくつかありますが、寺院⾵の豪華な建物・内装はココだけなので、間違
いないでしょう。

 

Re:「Golden Best」 裏ジャケ ロケ地を発⾒︕
17171 選択 pine 2015-06-22 15:13:09 返信 報告

さて、肝⼼の場所ですが、
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モンテカルロの「Casino de Monte-Carlo」（通称︓グランカジノ）内の「La Salle Blanch
e」。

 http://fr.casinodemonaco.com/La-salle-Blanche.html

しかし、残念ながら改装されて、Barになってしまったようです。(><)

こちらから現在の様⼦が⾒れますが、改装前の⾯影は残っておりません。(><)
 http://www.montecarlovirtualtour.com/vuepanoramique/vue-parnoramique-2/salle-blanche/

Re:「Golden Best」 裏ジャケ ロケ地を発⾒︕
17172 選択 pine 2015-06-22 15:16:24 返信 報告

位置関係は、こんな感じです。

Re:「Golden Best」 裏ジャケ ロケ地を発⾒︕
17175 選択 stray 2015-06-22 16:06:20 返信 報告

pineさん、こんにちは。

スレ⽴て（軽チャーからの移動）、どうもありがとうございます。

pineさんからお題が出されて、モナコのカジノ画像を物⾊していたら
 すぐに[17167]が⾒つかりました（笑）。

 左右反転させた[17168]のロケーションで間違いなしですね︕

1995年当時のスロットマシンがアナログ式だったとしたら、元画の左⼿前で光っている物体は
 スロットレバーかも知れませんね。（現代のマシンはデジタルなのでボタン式）

それにしても、グランカジノを貸し切ったロケって凄いですよね。
 撮影禁⽌のはずなのに（笑）。
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Re:「Golden Best」 裏ジャケ ロケ地を発⾒︕
17176 選択 ドルちゃん 2015-06-22 16:08:28 返信 報告

pineちゃま、こんにちは︕︕
 発表、待ってましたよ〜︕＼(^o^)／

> 早速ですが、「Golden Best」裏ジャケのロケ地が判明しました︕ 
 これは、写真のカジノで間違いないですね︕さ〜すが︕

 軽チャーで、pineちゃまとストちゃん所⻑の連携プレーで アッと⾔う間にロケ地を解明されて素晴らしいですね〜(*^-^
*)

 pineサマが、この時の服装から裏ジャケ写真の⼤体の場所などは予測されていたみたいですが、やっぱり プラスでちょこ
っと写っていなかった部分が判明したら解明は早いですね︕

 pineちゃまは、ロケ地探しの神様なので、やっぱりロケ地を発⾒された時は呼び⽅はpineサマかな〜︖(笑) ぎゃはは。

それにしても、このカジノ、結構⽴派ですよね。こんな場所を貸切りにしちゃうなんて、泉⽔さんスゴイ︕

Re:「Golden Best」 裏ジャケ ロケ地を発⾒︕
17178 選択 pine 2015-06-22 20:37:55 返信 報告

所⻑さん ドルちゃん こんばんは︕

所⻑さん
 >1995年当時のスロットマシンがアナログ式だったとしたら、元画の左⼿前で光っている物体は 

 >スロットレバーかも知れませんね。（現代のマシンはデジタルなのでボタン式） 
 なるほど。[17167]等は、デジタル式なのですね。

カジノでの撮影が⼣⽅からということなので、Cafe de Monte-carlo  でランチかティータイムを楽しまれた後、カジノで
撮影、その後にBar Americanに⾏かれたのかな︖

>それにしても、グランカジノを貸し切ったロケって凄いですよね。 
 >撮影禁⽌のはずなのに（笑）。 

 もしかしたら泉⽔さんはHotel de Parisに宿泊されていたのかも…。
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Hotel de ParisとCasino de Monte-carloは同系列(Monte carlo SBM)なので、宿泊している関係で撮影を許可してもら
えたのかな︖ と妄想してます。(苦笑)

ドルちゃん
 > やっぱり プラスでちょこっと写っていなかった部分が判明したら解明は早いですね︕ 

 そうですよね︕他の未解決の写真も、周りがもう少し⾒えたらロケ地がわかるものがあるでしょうね︕

> pineちゃまは、ロケ地探しの神様なので、やっぱりロケ地を発⾒された時は呼び⽅はpineサマかな〜︖(笑) ぎゃはは。
「pineちゃま」って良家のお嬢様みたいで結構気に⼊ってたりして…。(笑える)

Re:「Golden Best」 裏ジャケ ロケ地を発⾒︕
17179 選択 goro 2015-06-22 22:39:30 返信 報告

pineさん strayさん ドルちゃん こんばんわ

モナコで、ロケ地発⾒ですか︕
 しかも、私がかつて運命のルーレット廻してた︖場所ではないですか︕（笑）

確か、カジノ内は撮影は禁⽌だし、⼊場料もいくらか払ったような気がします。
でも、カジノ内は華やかで優雅で、私が⾏くような場所では無いとおもいしらされました。

 ⼊⼝付近には⿊塗りの⾼級外⾞が横付けされていましたしね〜

また⾏きたいな〜
 

Re:「Golden Best」 裏ジャケ ロケ地を発⾒︕
17180 選択 pine 2015-06-22 23:52:34 返信 報告

goroさん こんばんは☆

モナコのロケ地が⾒つかりましたよ。(^^)
  

> しかも、私がかつて運命のルーレット廻してた︖場所ではないですか︕（笑） 
 goroさんが⾏かれたカジノはココでしたか︕
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確か、運命のルーレットを廻されたはず…と思ってましたがどこだったか思い出せず…。(汗)
やっぱりgoroさん、持ってますね〜。(笑)

この部屋へは⾏かれたのでしょうか︖

> また⾏きたいな〜 
 是⾮︕⾏って下さい♪(笑)

 

Re:「Golden Best」 裏ジャケ ロケ地を発⾒︕
17183 選択 チョコレート 2015-06-23 17:00:22 返信 報告

所⻑さん、pineさん、ドルちゃん、goroさん、皆さん、こんにちは︕
 チョコです。

裏で進⾏していたロケ地捜査、表に出ましたね。
 pineさん、さすがです︕︕

 すこーし写っている範囲が広がっただけでピ〜ンと来ちゃうあたり、
 やはり神様仏様pineさま(笑)。

そして、goroさん、ココにも⾏かれてたのですね︕︕
 運命のルーレットを廻しちゃったところがそうだったなんて…(苦笑)。

 さすが、goroさんも持ってますね(笑)。
 このところ、モナコもNYも新しく発⾒がありますし･･･。

 goroさん、そろそろ海外出張⾏きたくなりましたよね︖(笑)
 ぎゃははは︕(笑)

それにしても、カジノ貸切って、そんなことできるの︖︖
 すごいわぁ〜。

Re:「Golden Best」 裏ジャケ ロケ地を発⾒︕
17185 選択 stray 2015-06-23 17:28:07 返信 報告

pineさん、ドルちゃん、goroさん、チョコさん、こんにちは︕
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> もしかしたら泉⽔さんはHotel de Parisに宿泊されていたのかも…。

証拠は無いですが、そうかも知れませんね。⾼級ホテルの１つですし。

> それにしても、カジノ貸切って、そんなことできるの︖︖

オープン前の⼩１時間くらいを融通してもらったんでしょうけど、すごいですね。

goroさん︕
 この部屋はスロットだけのようですが、スロット部屋、ルーレッット部屋、・・・と分かれて居るのでしょうか︖

 モナコで⼀番⾼級なカジノなので、ラフな格好じゃ⼊りにくそうですね（笑）。
チョコさんも書かれてますが、モナコの新ネタが溜まってきましたよ〜（笑）。

Re:「Golden Best」 裏ジャケ ロケ地を発⾒︕
17187 選択 goro 2015-06-23 23:00:40 返信 報告

pineさん、ドルちゃん、strayさん、チョコレートさん、こんばんわ

当時の記憶が薄れかかっているのと、荷物はクロークに預けて、写真撮影は禁⽌だったので、
あまりよく覚えていません。

というかルーレットのことで頭いっぱいだったので(笑)・・・
 イメージ的には画像のとおりですが、⼤きい部屋にルーレット等のボードの台があり、

 スロットも別の近くの⼤きな部屋にあったような気がします。

⼩部屋は無かったというか、全ての部屋を⾒学してないのでわかりません。
 ひょっとしたら他にも部屋があったのかな︖

確かに、このカジノはジーパンとか短パンで⾏くと、かえって⽬⽴ってしまいます。服装には少し気づかいました（笑）

⾏ってみたいといいながらも、いつ⾏けるのかな〜(笑)

Re:「Golden Best」 裏ジャケ ロケ地を発⾒︕
17194 選択 pine 2015-06-24 12:22:03 返信 報告

チョコさん 所⻑さん goroさん こんにちは︕
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>すこーし写っている範囲が広がっただけでピ〜ンと来ちゃうあたり、 
>やはり神様仏様pineさま(笑)。 

 もったいないお⾔葉を…。(^^;)
 ６⽉初めに⾒た時は何とも思わなかったんだけど、ＮＹの「B BAR」でロケ地熱が再燃し「あれっ︕︖」と。(笑)

 やっぱり好きなんですねぇ。(笑)

>イメージ的には画像のとおりですが、⼤きい部屋にルーレット等のボードの台があり、 
 >スロットも別の近くの⼤きな部屋にあったような気がします。 

 そのスロット部屋だったかもしれませんね。
 しかし、外観も内装も豪華な建物、⼊るだけで緊張しそうですね。(^^;)
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