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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

ここは何処?
22181 選択 noritama 2017-07-02 15:46:00 返信 報告

こんにちは

軽チャーで､ここは何処ということでお題が出ましたので･･･推測検証を(^^;
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Re:ここは何処?
22182 選択 noritama 2017-07-02 15:51:26 返信 報告

パッと⾒インシュピレーションでは､『世界はきっと未来の中』のモナコ･ムーラン通りの泉
⽔さんなのですが､､

 カンヌではという意⾒もあるので少々現場検証を｡

椰⼦の⽊が植えてあり､ライティングが芝⽣に設置してある､広場のようなところ･･･
 たしかに似ていますが､､

Re:ここは何処?
22183 選択 noritama 2017-07-02 15:55:07 返信 報告

『⼼を開いて』映像を⾒ると､カンヌ･コングレでのロケの泉⽔さんの服装が[22181]と違う｡

Re:ここは何処?
22184 選択 noritama 2017-07-02 15:56:52 返信 報告

また､そのコングレと同じ服装は､ニース･ネグレスコホテルのロビーの映像｡
 なので､服装に着⽬すると､ネグレスコホテル周辺も除外｡

 (カンヌ･コングレとニース･ネグレスコホテルのロビーの映像は同じ⽇なのか)

話は逸れますが､ネグレスコホテル前付近ではちょうど⼀年前の昨年7⽉､凄惨なテロが起きて
しまいました｡｡｡

 亡くなられた⽅にあらためて黙祷｡｡
 NYのときもそうでしたが､無差別テロは許し難い｡
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Re:ここは何処?
22185 選択 noritama 2017-07-02 16:00:09 返信 報告

さて､『TODAY IS ANOTHER DAY』映像のモナコ港での映像では､ズボンが全て⽩なのでこ
の周辺も除外｡

Re:ここは何処?
22186 選択 noritama 2017-07-02 16:01:26 返信 報告

怪しい場所はモナコのカジノ周辺の植込みですがストビューが最近表⽰されないので検証不
可(苦笑)

カジノのロケの服装[17165]も違いますね｡

Re:ここは何処?
22187 選択 noritama 2017-07-02 16:08:07 返信 報告

直感で同じと思った『世界はきっと未来の中』のモナコ･ムーラン通りのロケ｡

Re:ここは何処?
22188 選択 noritama 2017-07-02 16:09:49 返信 報告
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『⼼を開いて』のロクブリュヌも同じ服装ですが(同じ⽇かな?)､椰⼦の⽊が似合わない場所
(笑)で除外｡

Re:ここは何処?
22189 選択 noritama 2017-07-02 16:11:35 返信 報告

でムーラン通りロケ地を⾒なおすと･･･

新たな発⾒(笑)
 ここは､､

Re:ここは何処?
22190 選択 noritama 2017-07-02 16:12:48 返信 報告

ここ｡

Re:ここは何処?
22191 選択 noritama 2017-07-02 16:15:50 返信 報告

奥のお店が同じ｡
 "GASTALDI"って名前のお花屋さんみたい｡
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Re:ここは何処?
22192 選択 noritama 2017-07-02 16:16:52 返信 報告

この反転した看板映像は､

Re:ここは何処?
22193 選択 noritama 2017-07-02 16:19:19 返信 報告

ここ｡ ムーラン通りの最北端のムーラン広場のところ｡

で､気がついた(^^;

Re:ここは何処?
22194 選択 noritama 2017-07-02 16:21:15 返信 報告

看板のすぐ横のレストランのある公園､､

[22181]は､この場所では? 
 ロケ地範疇でなんとなくリーズナブル(笑)
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 奥の建物が当時は無かったなら､空は貫けて写真に写るでしょう｡
違和感は⽇の当たり⽅･･･かな｡

Re:ここは何処?
22199 選択 sakura 2017-07-02 18:53:28 返信 報告

noritamaさん、こんにちは。

話題から外れるかもしれませんが、お許しを（笑）。

> 奥のお店が同じ｡ 
 > "GASTALDI"って名前のお花屋さんみたい｡

貼った地図は、[998]でstrayさんが貼られたものですが、
 noritamaさんが指摘されているお花屋さんは、地図の⑦のビルのようですね。

 

Re:ここは何処?
22202 選択 stray 2017-07-03 16:52:02 返信 報告

noritamaさん、こんにちは。

早速、お⾒事でした︕
 ムーラン通りにも椰⼦の⽊があったんですねぇ（笑）。

 北の端まで⾏ったことがない（もちろんGoogle Mapで）ので、
 まさかムーラン通りとは思いもしませんでした。

 ⾐装はムーラン通りそのものなんですけどね（笑）、

通り沿いに⼤きな看板があるので、この⽅向で撮ったものかも知れませんね。
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