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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

ロケ地探訪 -Los Angeles-
24555 選択 Yねこ 2019-11-19 13:34:07 返信 報告

皆さまお久しぶりです。Yねこです。数年ぶりの投稿です︕

先⽇El Mirage DesertとVenice Beachに⾏ってまいりました。
 PV撮影が⾏われたのは1997年4⽉ということで、旅の振り返りを兼ねて22年の時を経た現在の姿を報告

させて頂きます。

訪問に際してはロケ地マップと当時の捜索スレが⼤変参考になりました。ありがとうございます。
 

El Mirage -ガソリンスタンド-
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24556 選択 Yねこ 2019-11-19 13:36:29 返信 報告

現在仕事の関係でアリゾナ州に居住しています。州都Phoenixから⾞で約6時間、南東からEl
Mirageを⽬指しました。

まずはEl Mirage Rd沿いにあるガソリンスタンド。過去スレ並びにGoogle Earth上では庇の
ようなものが残っていますが、現在はそれもなくなり、⼩屋のドアや窓は全て取り払われ、内
部はゴミが溜まっていました。

 

El Mirage -ガソリンスタンド-
24557 選択 Yねこ 2019-11-19 13:38:40 返信 報告

この建物が元々何の施設だったのか、事前情報抜きには知る由も無いほど劣化していますが、破
損した⾞のバンパーやオイルの空き⽸など、⽪⾁にも中に転がるゴミを⾒ることによってここが
ガソリンスタンドであったことが伺い知れます。

 

El Mirage -ガソリンスタンド-
24558 選択 Yねこ 2019-11-19 13:40:56 返信 報告

レンタルしたのは1967年式のGTO…ではなく（笑）、2019年式のFord Mustangです。
 未舗装路を⾛るためSUVにするか迷いましたが、結果として⾞⾼の⾼さや⾛破性が要求される局

⾯は無かったので（笑）、好きなクーペで出掛けて正解でした。

El Mirage -泉⽔坂-
24559 選択 Yねこ 2019-11-19 13:44:53 返信 報告
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続いて「泉⽔坂」です。南からアプローチしたので⼀度実際に坂を越えてから撮影しました。
（北上するにつれ標⾼が下がるというよりも、東⻄に⾛る堤防のような起伏を乗り越えるといっ
たイメージです）

El Mirage -泉⽔坂-
24560 選択 Yねこ 2019-11-19 13:47:01 返信 報告

過去スレでも触れられている通り、⾛る分にはなんてことのない緩やかな坂です。
 しかしズームで撮影すると急坂に⾒えるから不思議です。（画像が荒くすみません）

El Mirage -Avenue J / 240th St Eastの交差点-
24561 選択 Yねこ 2019-11-19 13:48:48 返信 報告

goroさんのコメント通り、“STOP”の⽂字はやはり撮影当時よりも⼩さくなっているようです。
 22年の間に数回︖は補修されているのでしょうが、それでもかなり霞んでいて⾒づらくなって

いました。
 とはいえ、この広⼤なアメリカの⼤地と太陽の照りつける砂漠の中の⼀本道…この霞みすら良い

味を出していると感じられます。

El Mirage -Avenue J / 240th St Eastの交差点-
24562 選択 Yねこ 2019-11-19 13:50:20 返信 報告
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交差点の標識です。
電柱の位置が変わっているのか、標識が移設されているのか︖どうしても過去スレ＃11096と
同じように撮ることができませんでした（涙）。

 左奥に写っているのが未舗装道路、ジャケ写撮影ポイントです。

El Mirage -ジャケ写撮影ポイント-
24563 選択 Yねこ 2019-11-19 13:51:46 返信 報告

goroさんに倣い、El Mirageの⼤地にZ研の名を刻んでまいりました︕
 

閑話休題 -ロサンゼルスでの⼀晩-
24564 選択 Yねこ 2019-11-19 13:58:34 返信 報告

El Mirage探訪を終えたのち南下。
 ロス市街地に⼊り、久々のちゃんとした︖⽇本⾷を楽しみました。

 ⽇本ではラーメン⼆郎と家系ラーメンが⼤好物なんですが、赴任以来約1年ぶりとなる⼆郎系ラーメ
ンは涙が出そうになるほど美味しかったです（笑）。

多くの⽇系企業が集まるTorranceにホテルを取り、⽇本の空気を感じながら⽇本のお酒を嗜み、幸
せな気分の中眠りにつきました（笑）。

Venice Beach -コート沿いのスタンド-
24565 選択 Yねこ 2019-11-19 14:00:06 返信 報告
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12時間睡眠でしっかりアルコールを吹き⾶ばしホテルを出発。
⽇本⾷スーパーのフードコートでたこ焼きとすた丼を平らげたのち、ベニスビーチに到着しまし
た。

 添付は南からバスケットボールコート・泉⽔さんの座っていたスタンドを写したものです。
 

Venice Beach -コート沿いのスタンド-
24566 選択 Yねこ 2019-11-19 14:08:15 返信 報告

こちらは南東から撮った写真です。裏⾯、歩⾏者道サイドもコート側と同じく3段のベンチが対
称的に配置されています。

コート裏⾯（店と歩⾏者道に接する）にもベンチを作りたいから⽩い柵を撤去した、ただ4段を
保持したまま反対側の拡張⼯事を⾏うと、店側からの視界は引き続き遮られる&奥⾏きが広くな
りすぎて既存の歩⾏者道を逼迫してしまう…このような経緯で3段に減らしたものと思われま
す。

PV撮影当時は過去スレ#12627でgoroさんがアップされていた「壁打ちスペース横のベンチ」と凡そ同じスタンドが設置
されていたのだと思います。

 こちらは現存ですが、実際に近づくと柵を含めて背が⾼く、4段だった頃は歩⾏者道からするとかなりの閉塞感があったん
じゃないかな…と感じました。

Venice Beach -コート沿いのスタンド-
24568 選択 Yねこ 2019-11-19 14:16:25 返信 報告

逆光ですが…PVで泉⽔さんが座っていた場所と⼤体同じ場所から撮りました︕

あの⽇泉⽔さんが⾒ていた景⾊はこんな感じだったのかな。
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Venice Beach -つり輪-
24569 選択 Yねこ 2019-11-19 14:23:14 返信 報告

つり輪です。
 過去スレ＃12623におけるgoroさんのマッチョ御⽤達という説明通り、⽇曜⽇の昼下がりはマ

ッチョで溢れ、⾒るからに強そうな⼈たちが懸垂に励んでいました。
 私は公開トレーニングで周囲に披露できるような筋⾁の持ち主ではないので（笑）、脇からた

だ撮影に徹します。

輪の⾼さ、横から確認しましたが、私（⾝⻑178cm）が⼿を伸ばしてやっと掴めるかといった
ところです。

 やはり撮影時よりも⾼くなっているのか、泉⽔さんが⾮っっ常に⻑い⼿⾜の持ち主だったのか（笑）。

ロケ地探訪 -Los Angelesまとめ-
24570 選択 Yねこ 2019-11-19 14:25:23 返信 報告

泉⽔さんが歩いた場所を訪ねる旅はいつも、他では得ることのできない充⾜感をもたらしてくれ
ます。

 同じ時間に戻ることはできないけれど、戻れたとして1997年当時の⾃分は3歳の男の⼦だけれ
ども（笑）、世界に散らばる所縁の地をこうして今でも訪ねることができるのは嬉しい限りで
す。

ヒントが限られる中、幾重にわたる⼿探りの現地調査を敢⾏されたgoroさんをはじめ、ロケ地
の特定に全⼒を尽くされたZ研の皆様に重ねて御礼申し上げます。ありがとうございました︕

Re:ロケ地探訪 -Los Angelesまとめ-
24571 選択 stray 2019-11-19 20:15:41 返信 報告

Yねこさん、お久しぶりです︕

⾼校⽣だったUHZさん（当時のHN）が社会⼈になられて
 アリゾナ州在住ですか︕︕ ご⽴派になりましたねぇ︕（笑）
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El Mirage、雲⼀つないZARDブルーの晴天で、写真も超キレイ。
相当⾼いカメラとお⾒受けしましたが・・・（笑）

ガソスタはgoroさんが最後に⾏かれた4年前と変わらずのようです。[17630]
 隣のBAR ALAMO跡はフェンスで囲われて⼊れないようになってますね。

 なぜか中に⾞が1台⽌まってますけど（笑）。
 泉⽔坂は堤防を乗り越える程度なのが、はっきりわかります。

 貴重な写真の数々と「砂に書いたZ研のサイン」（笑）、
 どうもありがとうございました︕

また暇があったらアメリカのロケ地を回ってくださいね（笑）。

Re:ロケ地探訪 -Los Angelesまとめ-
24575 選択 Yねこ 2019-11-20 13:00:19 返信 報告

strayさん

ご返信ありがとうございます︕ご無沙汰しております。
 幸運にも雲ひとつない晴天に恵まれました。カメラはスマホです（笑）。

なんと、goroさんは4年前にもEl Mirageを再訪されていたのですね。こちらの投稿は気がつきませんでした。
 ⾵船の映像もロスで撮られたもので、しかもメルローズ通りのピエロは復活していたんですか︕

 爆睡している暇があるならもう少し回ればよかった…また⾏きます（笑）

Re:ロケ地探訪 -Los Angelesまとめ-
24579 選択 goro 2019-11-20 23:26:28 返信 報告

Ｙねこさん、strayさん みなさん こんばんは

超超お久しぶりです。
 ロサンゼルスのレポート、ありがとうございます。

 読ませて頂いて、とても懐かしく、眩しく、⼼地よい気持ちになりました。
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エルミラージ、ガスリンスタンドは４年前に⾏った時と状況は変わらなかったようですね。
気になっていました。でもまだ、⾯影が残っていて良かったです。

エルミラージは特に思い⼊れのあるロケ地捜査でございます。グーグルマップが未発達の中、strayさんをはじめ、みなさ
んと⼀緒になって探していたのが、本当に楽しかったし、実際⾏ってみて、泉⽔さんを想うことができて、みなさんに報
告できたのが幸せでした。

 また⾏きたいものです。
 ベニスビーチも⾏ったのですか︕階段が何故少なくなっているのかが、謎でした。

 ⻘空、太陽、いいな〜。

ロサンゼルス、まだ⾒どころは沢⼭あります。メルローズのピエロさんや泉⽔さんのマラソンのシーン、ダウンタウンの
⾵船シーンやグランドアベニューバー(閉店)、今はアートな街並みにかわりつつあるメテオストリート、是⾮ともお時間
ある時に無理なく捜査してくださいね。

strayさん、昔、みなさんと共に捜査した成果が、今の時代になって（あまり時はすぎていませんが）、こうして訪れて下
さって、報告して下さるのは嬉しいですね。

 外国なので、危険な事はいっぱいありますが、無理なく、無事に帰還︖されて、お伝えくださると嬉しいですね。
 

Re:ロケ地探訪 -Los Angeles-
24580 選択 noritama 2019-11-20 23:41:06 返信 報告

こんばんは

Yねこさん(旧UHZさん)､はじめまして? でしょうか??(笑)

素敵なロケ地訪問レポありがとうございます｡
 最近少しいろいろなことでもやもやしていたのが､

 写真をみているとスッキリしてきます｡

ラーメン美味しそうですね(笑)
 この盛り盛りアメリカ⼈の反応はどうなんでしょう?(^^;

 
>相当⾼いカメラとお⾒受けしましたが・・・（笑） 
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>カメラはスマホです（笑）。

コンデジが売れなくなるわけですよねぇ(苦笑)
 ちょっとしたスナップ写真なら充分ですもの｡｡｡
  

また､どこかロケ地訪問することがあったらレポしてくださいね(^^)
 

Re:ロケ地探訪 -Los Angeles-
24581 選択 狐声⾵⾳太 2019-11-21 11:21:47 返信 報告

今⽇は。⽼婆⼼（じいさんですが）で⼀⾔。
  

> >相当⾼いカメラとお⾒受けしましたが・・・（笑） 
 > >カメラはスマホです（笑）。 

 > 
> コンデジが売れなくなるわけですよねぇ(苦笑) 

 > ちょっとしたスナップ写真なら充分ですもの｡｡｡

iPhone 11だったのですね。
 ちょっと⼿間を掛けると、画像のデータが確認できます。

 緯度、経度も判るので、今回は現地で撮影したことが判り、証拠となります。
 しかし、通常の⽣活のシーンを撮った時は、位置情報などは消してから投稿するようにした⽅が安全ですね。

 

Re:ロケ地探訪 -Los Angelesまとめ-
24582 選択 Yねこ 2019-11-21 17:27:13 返信 報告

goroさん、こんばんは︕

レスありがとうございます。レポートお読みになっていただけるかな、、、という期待と⼀抹の不安がありましたが、キ
ャッチ頂いて嬉しい限りです。

 そして何より海外ロケ地解明の第⼀⼈者としてご活躍いただいたことで、今回私も訪問することができました。重ねてお
礼申し上げます。
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›読ませて頂いて、とても懐かしく、眩しく、⼼地よい気持ちになりました。

私は訪れたのみで、⽬新たしい発⾒ができた訳でもないのですが、このようなコメントを頂戴できて嬉しいです。劣化が
進んでいるとはいえ、未だに建物の⼀部が現存していて、「確かにここに泉⽔さんがいらっしゃったんだ」と想えること
が何よりありがたいことだと思っています。

›外国なので、危険な事はいっぱいありますが、無理なく、無事に帰還︖されて、お伝えくださると嬉しいですね。

幸いにも今住んでいる地域は治安も良く、荷物を置いて席取りしたりと何かと緩んでいるなあと⾃覚することがありま
す。しかしPhoenix中⼼部やロスに⾏くと「⾃分は海外にいるんだ」と気が引き締まります。あと少し海外⽣活が続きま
すが、

 トラブルに遭遇しないよう常⽇頃からアンテナを張り巡らせようと思います︕

Re:ロケ地探訪 -Los Angeles-
24583 選択 Yねこ 2019-11-21 17:32:59 返信 報告

noritamaさん

ご返信ありがとうございます︕以前Nikon F601の件でレスを頂戴しております。[15233]
 その節は詳細に御解説いただきまして、ありがとうございました。

 （⾒直したところ、頂いたレスを2週間も放置していたようで…すみません汗）

> >相当⾼いカメラとお⾒受けしましたが・・・（笑） 
 > >カメラはスマホです（笑）。 

 > 
> コンデジが売れなくなるわけですよねぇ(苦笑) 

 > ちょっとしたスナップ写真なら充分ですもの｡｡｡

狐声⾵⾳太さんの解析通り、iPhone11で撮影しています。
デジタル⼀眼レフユーザーでしたが、もともと超広⾓レンズをメインに使⽤していました。

 今回のiPhoneより超広⾓が採⽤されたこと+画像データとしての保存であれば（私の腕では）⼗分なクオリティであるこ
とから、夜景撮影等を除きiPhoneに⼀本化した次第です。

 設定できる項⽬が少なくなってしまったのが寂しいところですが、iPhoneはじめ最近のスマホは性能と持ち運びのし易さ
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が⾮常に⾼いレベルにあると感じています。
ただ、泉⽔坂をズームで撮影するのですから、どちらにせよ⼀眼は持参するべきでした。（笑）

> ラーメン美味しそうですね(笑) 
 > この盛り盛りアメリカ⼈の反応はどうなんでしょう?(^^;

いやーーきっとウケると思うんですけどね︕（笑）
 できればロス/NYくらいには直系⼆郎が店を構えてほしいなと願っています。笑

Re:ロケ地探訪 -Los Angeles-
24584 選択 Yねこ 2019-11-21 17:37:52 返信 報告

狐声⾵⾳太さん

ご返信ありがとうございます︕そしてご指摘に感謝いたします。

⾃分も昔、Messengerでやり取りしていた友⼈のアカウントにGPS情報がリンクされており、相⼿の部屋まで特定できる
ほど詳細な情報が公開されていることに驚いた経験があります。

すっかり平和ボケしており確認を怠っていましたが、私の画像もExif（と⾔う形式なのですね）がそのままになっていたよ
うで。

今後は注意致します。重ね重ね、アドバイスありがとうございました︕

Re:ロケ地探訪 -Los Angeles-
24585 選択 チョコレート 2019-11-21 18:38:00 返信 報告

Yねこさん、所⻑さん、みなさん、ご無沙汰しています︕チョコレートです。

あ〜、⾼校⽣だったUHZさん改めYねこさんが社会⼈になられて、
 なんと、アリゾナ州在住︕︕ ご⽴派になられましたね〜。

 Z研にこうして⾥帰り︖してくれるのは、本当にうれしいです︕

El Mirageにはgoroさん以外に⾏ってくれる⽅、居ないのかも･･･
 と思っていましたが、ロスも回って下さり貴重な画像をありがとうございます。
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「砂に書いたZ研のサイン」、個⼈的にはとてもうれしいです（笑）

アリゾナにいらっしゃる間に、NYとか︖またロケ地巡りをしてくださいね。
 報告、お待ちしています。

Re:ロケ地探訪 -Los Angeles-
24586 選択 noritama 2019-11-21 22:40:59 返信 報告

あっチョコレーﾄさんだ! お久〜｡
 BBSの話題の無さと今年の夏の暑さで､､

 原型をとどめないほどトロけちゃって戻れないでいるのかと思っちゃってました(笑)
 ♡の型にトロケけたチョコ流し込んで(笑) たまには茶々⼊れにきてね(^^;

 pineさんは何処へ修⾏の旅に出て⾏ってしまったのだろうか････｡滝に打たれているのだろうか(笑)

Re:ロケ地探訪 -Los Angeles-
24587 選択 noritama 2019-11-21 23:04:36 返信 報告

>すっかり平和ボケしており確認を怠っていましたが、私の画像もExif（と⾔う形式なのですね）がその
ままになっていたようで。

GPS機能は場所の記録や地図情報などでは便利なんですが､､写真で位置バレするのは怖いですよね｡｡｡ス
マホは⾃宅で撮ることも多いでしょうから･･

 フリーソフト"WinShot"みたいな､キャプチャーソフトで､キャプチャー･トリミングし直せば､
 画質は落ちますが､データーが⼩さく､Exifファイルも⾶んじゃいますし､

 同じくフリーソフトの"縮⼩専⽤｡"も､Exifファイルが⾶んじゃって情報が判らなく出来ます｡
 縮⼩ソフトによってはExifファイルを継承してしまう(まぁ普通はその⽅が元の⽇時が⾶ばず便利でいい

のですが･･･)のもありますので注意してくださいね｡
 ちなみにフリーソフトの"縮⼩⾰命"はExifファイルを継承しちゃいます(^^;

例えば､フリーソフトの"Exif読取り君"というのを使うとここまで出て来ちゃいます｡｡キャー(^^;

>ご返信ありがとうございます︕以前Nikon F601の件でレスを頂戴しております。[15233]
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[15233]の時ですねスレ⾒て思い出しました｡(^^)
懐かしいなぁ｡

Re:ロケ地探訪 -Los Angeles-
24597 選択 Yねこ 2019-11-23 16:57:28 返信 報告

チョコレートさん
 こんばんは︕返信が遅くなり失礼しました。

> あ〜、⾼校⽣だったUHZさん改めYねこさんが社会⼈になられて、 
 > なんと、アリゾナ州在住︕︕ ご⽴派になられましたね〜。 

 > Z研にこうして⾥帰り︖してくれるのは、本当にうれしいです︕

とんでもありません。こちらこそ覚えていてくださりありがとうございます︕

> El Mirageにはgoroさん以外に⾏ってくれる⽅、居ないのかも･･･ 
 > と思っていましたが、ロスも回って下さり貴重な画像をありがとうございます。

そういえば、捜査が⾏われた10年前はスマホも黎明期で、ロケ地解明は⾮常に難航を極めただろうなと思いながら写真を
取り歩いた次第です。

 ちなみにEl  Mirage周辺、現在は4Gが繋がります︕（Sprint）
 圏外になることを⾒越してマップや過去スレのスクショを撮っておいたのですが、嬉しい誤算でした。

> 「砂に書いたZ研のサイン」、個⼈的にはとてもうれしいです（笑） 
 触れていただきありがとうございます。書いた甲斐がありました︕笑

Re:ロケ地探訪 -Los Angeles-
24598 選択 Yねこ 2019-11-23 17:05:02 返信 報告

noritamaさん、こんばんは。

> 例えば､フリーソフトの"Exif読取り君"というのを使うとここまで出て来ちゃいます｡｡キャー(^^;
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これは恐ろしい（汗 
うまく使えばデータ整理の強い味⽅になりますが、野放しにすると⼤変ですね。

その点F601は⽇付くらいしかデータの刷り込みがないので便利です。（笑）
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