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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

雑ネタ 捜査参考資料︖（笑）
8447 選択 noritama 2011-09-08 20:33:05 返信 報告

こんばんは︕

N.YロケのPhoto（&レコーディング︖）スタジオは何処かと、
 画像検索で、ぷらぷら（笑）と散策していましたら、貼りました写真がありました。

 スタジオ特定でもなく、撮影場所特定も出来ておりませんので捜査参考資料ということで(^^;

この写真は、エンパイアステートビル横の、Herald TowersのRooftop（屋上）からの写真です。

⾚破線丸のビル｡｡｡ N.Yペン駅/マディソンスクエアガーデン⽅向です｡
 このビルは、、、続く（笑）
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Re:雑ネタ 捜査参考資料︖（笑）
8448 選択 noritama 2011-09-08 20:37:09 返信 報告

"エンパイアステートビル"で画像検索､周辺を⾒ましたら､それぞれ写真の時期が異なるのか。。
ビルの⽴ち具合が異なって⾒えて(笑) 少し⽅向⾳痴に(汗)

でも､紫破線丸のビルを⾒つけました。

さてさて（^^）
 

Re:雑ネタ 捜査参考資料︖（笑）
8449 選択 noritama 2011-09-08 20:45:38 返信 報告

何に気がついたかというと､[4150]の写真の背景に写っているビルではないかと思ったわけです(笑)

実は、8⽉の⼭野楽器のパネル展のときに､ふらりと⾒た他階のJazzコーナーで､クライスラービルと古
い⾼層ビルの写っているCDジャケットを⾒て､この写真を思い出しました(笑)

 でも､その時は､クライスラービルの周りには､この写真の雰囲気が画像検索で⾒当たりませんでした
（笑）

 検索（捜査）場所が違ったわけです（笑）

捜査すべきは､エンパイアステートビルの地域でした。
 

Re:雑ネタ 捜査参考資料︖（笑）
8450 選択 noritama 2011-09-08 20:53:17 返信 報告

はじめは、（紫破線丸のビルの位置関係に疑問もあって（笑））､エンパイアステートビルを、キングコングならぬ､⼤き
い泉⽔さん（笑）で隠しているのでは、と思っていました｡

 なので、エンパイアステートビルから南下して探索していましたら、、
 "Izumi Sushi"発⾒︕︕

 ⾒つける物が違いました（^^;
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Re:雑ネタ 捜査参考資料︖（笑）
8451 選択 noritama 2011-09-08 21:02:56 返信 報告

画像検索を"エンパイアステートビル"から"empire state building"に変えて検索しましたら、
貼りましたこの写真が出てきました。

帽⼦をかぶった泉⽔さんの撮影場所は⻩⾊破線囲み辺りと思いますがどうでしょうか︖

（訂正）⻩⾊破線囲みを左へ少し移動しました（^^）

Re:雑ネタ 捜査参考資料︖（笑）
8463 選択 pine 2011-09-09 14:31:55 返信 報告

noritama様 こんにちは︕

今度はNYの捜査に⼊られましたか︕
 ２⽉に写真集が発売された頃に探してみましたが、挫折してしまいました。(^^;)

noritamaさんが発⾒された、⾚破線・紫破線のビルを探したんですが⾒つけられなかったんです。
(><)

 さすがnoritamaさんですね︕なるほど。２つのビルの位置から考えて⻩⾊破線辺りみたいですね。
 私は、エンパイアステートビルとクライスラービルの位置から⾒て、同じ辺りかな︖と思っていまし

たが、スタジオは⾒つけられませんでした。
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探している時に、⾯⽩いサイトを⾒つけました。(^^)
肝⼼のビルの発⾒には繋がりませんでしたが、ニューヨークのバーチャル空の旅を楽しめます。

 でも、ちょっとクラクラします･･･（汗）
 >ttp://toursfromabove.com/aerial-photography/usa/new-york/new-york/#menu

>"Izumi Sushi"発⾒︕︕ 
 >⾒つける物が違いました（^^; 

 ぎゃはは︕オチを忘れないところがnoritamaさんらしい（笑）
 でも、こういうのって気になりますよね〜。（苦笑）

Re:雑ネタ 捜査参考資料︖（笑）
8475 選択 noritama 2011-09-10 02:19:59 返信 報告

pine様 こんばんは︕

>探している時に、⾯⽩いサイトを⾒つけました。(^^) 
 >肝⼼のビルの発⾒には繋がりませんでしたが、ニューヨークのバーチャル空の旅を楽しめます。 

 >でも、ちょっとクラクラします･･･（汗） 
 ほんとだー4周年の祝杯も⼊ってクラクラする（笑）zZ

 おっと（汗）、これは⾯⽩くて綺麗な景⾊ですが、移動範囲が狭くて使えないですね。バードビューでビ
ルの感じは掴めて良いのだけれど｡ 写真は祝杯ビールの感じです。。。

>２⽉に写真集が発売された頃に探してみましたが、挫折してしまいました。(^^;) 
 >noritamaさんが発⾒された、⾚破線・紫破線のビルを探したんですが⾒つけられなかったんです。(><) 

 私も8⽉に調べ始めて、N.Yの捜査には向かないなーと（笑）何度となく他の捜査に流れていました（笑）集中⼒無くて、
気が多いだけなんですけれど（笑汗）
Googleは、便利なのだけれど、N.Yみたいにビルの⾼低差が極端にあったりすると何かうまく感じが掴めませんね。画像
検索すると、ビルがあったり無かったり（笑）ビルが新しくなっていたりで、少し古い写真でないと判らないみたいで
す。

 

Re:雑ネタ 捜査参考資料︖（笑）
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8513 選択 stray 2011-09-14 17:42:36 返信 報告

noritamaさん、pineさん、こんにちは︕

noritamaさん、クライスラービルが謎を解く鍵でした︕（笑）
#8463で、左に⼤きく写っているのが「エンパイア・ステートビル」（緑ピン）、

 右奥に⾒える尖塔が、クライスラービル（⽔⾊ピン）です。
 この２つのビルがレンズに⼊るのは、⽔⾊のゾーンです。

⼀⽅、#8449上の画像で、⾚点線で囲ったビルが⾚ピン、
 紫⾊の点線で囲ったビルが紫ピンです。

 この２つのビルがレンズに⼊るのは、ピンク⾊のゾーンです。

したがって、両者が交わるゾーンを探せばよいことになります。

碁盤の⽬を斜めに横切る道路がブロードウェイで、
 ＺＡＲＤのＮＹロケはとことんブロードウェイに拘ったロケなので、

 間違いなくここだと確信しました（笑）。

28th Street Studio
8514 選択 stray 2011-09-14 17:44:51 返信 報告

この付近を「studio roof」で検索したところ、『28th Street Studio』がヒット︕

ホームページはありませんが、こんな画像を発⾒︕
 

Re:28th Street Studio
8515 選択 stray 2011-09-14 17:45:34 返信 報告
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場所は⻩⾊ピンになります。

 

Re:28th Street Studio
8516 選択 stray 2011-09-14 17:46:34 返信 報告

エンパイア・ステートビルの展望台から南側を写したものです。

⾚丸が『28th Street Studio』。
 ５階建ての屋上です。低い場所なのに（当時の）ロケーションは抜群だったのですね。

goroさん︕
 エンパイア・ステートビルに急⾏して下さい︕（笑）

Re:28th Street Studio
8517 選択 stray 2011-09-14 17:48:59 返信 報告

 
このスタジオは、28th Street Studio じゃありませんでした。

Re:28th Street Studio
8519 選択 goro 2011-09-14 21:23:10 返信 報告

strayさん pineさん noritamaさん こんばんは
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早速エンパイアステートビルに⾏ってきました︕
というのは冗談で、昨年のエンパイアから撮ったがぞうです。

[8514]の泉⽔さんはビルの屋上にいたのですね。
 てっきり川辺の堤防に上っていたのかとおもっていました(笑)ので、

 いつか探してみたいとおもっていました。
 でもビルの屋上では、なかなか⾏くことができませんね。

 ⾼度な潜⼊捜査が必要ですね(笑)
 下⼿すると撃たれてしまうかもしれません・・・

 

Re:28th Street Studio
8520 選択 pine 2011-09-15 11:40:59 返信 報告

所⻑さん noritamaさん goroさん こんにちは︕

所⻑さん
 私も偶然、同じビルにあるスタジオを⾒ていました。（苦笑）

 http://teacupstudiosnyc.com/
 でも、このスタジオでもなさそうです。（苦笑）

ビルの屋上に佇んでいる写真は、#8449のようにレコーディング時と同じTシャツなので、レコー
ディングスタジオではないかと思うんです。

 そして、エンパイアステートビルの向きを⾒ると、もう少し⻄側に位置する建物ではないかと思うのですが･･･。
 

Re:28th Street Studio
8521 選択 stray 2011-09-15 22:09:01 返信 報告

goroさん、pineさん、こんばんは︕

goroさん、エンパイアステートビルも押さえてましたか（笑）、さすがです。
 昼間の撮影だったら、捜査対象の屋上を捉えていたかもしれないですね・・・
 しかし、川辺の堤防には⾒えんでしょ（笑）。
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pineさん、私も⾓度が少し浅いかなぁと思ったのですが、
泉⽔さんが屋上ではしゃぐ映像だと、「Eventi Hotel」（#8520で左端に写っているビル）と

 エンパイアステートビルの間の延⻑線にあることが分かります。

【訂正】
 「Eventi Hotel」ではなく、エンパイアステートビルに対して

 斜めに建っているブロードウェイ沿いのビルでした。

Re:28th Street Studio
8522 選択 stray 2011-09-15 22:11:14 返信 報告

ぐるぐるアースで⾒るとこんな感じです。

Ｅ︓エンパイアステートビル
 Ｃ︓クライスラービル

⾚⽮印線上のどこかでしょう（笑）。
 

Re:28th Street Studio
8523 選択 stray 2011-09-15 22:33:38 返信 報告

[8449]上の画像で、Eventi Hotelが泉⽔さんの体に隠れていないとすれば、

⻘ゾーンと⾚ゾーンが交わる、ごく狭い範囲ということになります。

⻘ピン（⿊・なし）︓Eventi Hotel
⻩⾊ピン︓28th Street Studio

Re:雑ネタ 捜査参考資料︖（笑）
8524 選択 noritama 2011-09-16 08:00:20 返信 報告

おはようございます｡
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検証参加に遅れました（汗）
 
goroさん[8519]の写真いいですね。♪ニューヨークシティセレナーデ♪が、、（笑）

strayさん、pineさん共に同じスタジオに⽬を付けているとは（^^;）
 pineさん鋭いなァ。[8463]は、⾒上げるような感じではなく、⾃然に画⾓内に写ってますね。

（エンパイアステートビルに近すぎず、少し⾼いビルの屋上なのでしょう。給⽔タンクの位置が
隣りのビルなのか、同じ屋上なのか微妙なのと､カメラマンの位置が､､空中ではないと思いますが（笑））

 "Eventi Hotel"の位置は、気になっていまいた｡

貼りました写真は､[8451]に記述を追加したものです。
 ②のビルは､この写真の当時（2000.10 今は無きワールドトレードセンターからの展望だそうです）建設中のように⾒え

ます。
 オレンジ破線囲み地域が改めて候補と思うのですが､

 問題は、①のビル（Oliveガーデンビルの隣りです)で、
 このビルが写り込まないようにするには､このビルのある23St.より北側（写真奥側）のブロックか､23St.よりも南側（写

真⼿前側）のブロックなら同等位の⾼さか､14St.〜10St.辺りまで南下するか（泉⽔さんが屋上ではしゃぐ映像のように
は撮れないかと思いますが)しないとならないように思います。

23St.とBroadwayが交差するところは、タクシーの上に座っている泉⽔さんのロケ場所（Flatironビル前）ですね。
 

Re:雑ネタ 捜査参考資料︖（笑）
8525 選択 noritama 2011-09-16 08:19:25 返信 報告

ストリートビューで⾒る、②のビルと、①のビルの感じです。
 右が"Oliveガーデンビル"です｡

Re:雑ネタ 捜査参考資料︖（笑）
8526 選択 noritama 2011-09-16 09:20:53 返信 報告
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余談ですが､
[8524]のオリジナル写真には､右端のブルー壁のビルに顔のようなものが（怖︕笑）アメ
リカ⼈のジョークかと思いましたが、気になったので（笑）ストリートビューで散策しま
した。

 壁⼀⾯が広告のビルでした（笑）

そちらに気がいってしまいますし（笑）、気持ちよくないので、⼀応消し加⼯してあります。

[8451]を､はじめUpした時に気が付かなくて､すぐカットしたものと差替えました。（キャッシュ残っている⼈は⾒てしま
ったかな、、）でもクライスラービルが切れてしまいました（汗）

Re:雑ネタ 捜査参考資料︖（笑）
8527 選択 stray 2011-09-16 09:43:23 返信 報告

noritamaさん、おはようございます｡

Eventi Hotel の位置が間違ってました。
 noritamaさんが貼られた[8524]の、②が Eventi Hotel です。

> 貼りました写真は､[8451]に記述を追加したものです。 
 > ②のビルは､この写真の当時（2000.10 今は無きワールドトレードセンターからの展望

だそうです）建設中のように⾒えます。

ストビューで⾒ても上層階は⼯事中でした。
 なので、ロケ当時、このビルはなかったと考えてよいと思います。

> オレンジ破線囲み地域が改めて候補と思うのですが､

いや、6th Ave の⻄側からだと、こんな景⾊になってしまいます。
 http://www.panoramio.com/photo/42483273

6th Ave より⻄だとすれば、相当離れた場所になります。

Re:雑ネタ 捜査参考資料︖（笑）
8529 選択 pine 2011-09-16 11:59:19 返信 報告
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所⻑さん noritamaさん みなさん こんにちは︕

>pineさん、私も⾓度が少し浅いかなぁと思ったのですが、 
 >泉⽔さんが屋上ではしゃぐ映像だと、「Eventi Hotel」（#8520で左端に写っているビル）と 

 >エンパイアステートビルの間の延⻑線にあることが分かります。 
 納得です。(^^) 

 しかし、この部分の映像、泉⽔さんと⼀緒にカメラも動いているので、動体視⼒がついていきません（汗）

すごく狭い範囲まで絞り込めましたね。
 スタジオが現存すれば⾒つけられそうですが、街の様⼦はかなり変わってしまっていますね。

Re:雑ネタ 捜査参考資料︖（笑）
8530 選択 noritama 2011-09-16 15:08:22 返信 報告

strayさん、pineさん こんにちは。

>いや、6th Ave の⻄側からだと、こんな景⾊になってしまいます。 
 なるほど。クライスラービルがエンパイアステートビルに近くなって⾒えてしまいますね。

[8517]と、以前話題のあった"巣箱のある窓"の外に映っている､隣りのビルの窓の雰囲気は似ている
ように思います。

 もし同じならば、撮影している[8517]は､フロアが替わって、上層階（窓上部のアーチも特徴）、、

スタジオ検索で、巣箱のある窓の外にある階段に似ているタイプの階段がありました。古いビルの低
層階にみられる⾮常階段ですね（外から⾒ると右上がり）

 

Re:雑ネタ 捜査参考資料︖（笑）
8531 選択 noritama 2011-09-16 15:27:02 返信 報告

『明⽇を夢⾒て』にも、ニューヨークの映像が沢⼭挿⼊されていますが、"Don't you see"の頃の映像でしょうか、、この
写真は、スタッフのホテルからなのか、スタジオからなのか。スタジオ探しのヒントになるかな（^^;）

昨⽇⼊⼿いたしました本に､『明⽇を夢⾒て』のPVの国内スタジオ（たぶん⼀致していると思います）が載っていました。
後で別スレにて、ご連絡いたします（^^）
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⾒つけました︕
8540 選択 stray 2011-09-17 23:21:28 返信 報告

pineさん、noritamaさん、こんばんは。

ようやく⾒つけました︕（笑）

28th Street Studio より、通り３つ奥にあるビルです。
 屋上の映像に映る３つのビルをヒントに、位置を特定しました。

このビルには、レコーディングスタジオが２つ⼊っています。

「Phantom studio」
 http://www.phantomaudio.com/

「SNAP SONIC」
 http://www.snapsonicsound.com/

Re:⾒つけました︕
8546 選択 stray 2011-09-18 11:10:10 返信 報告

 
ぐるぐるアースで⾒ると、こんな感じです。
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Re:⾒つけました︕
8547 選択 stray 2011-09-18 11:10:54 返信 報告

 
屋根端の形状も[8521]と⼀致します。

 

Re:⾒つけました︕
8550 選択 noritama 2011-09-18 22:05:56 返信 報告

strayさん こんばんは｡

[8547]写真なのですが、
 6Av.を越えて⻄に1ブロックズレた所（この添付写真は1ブロック⻄隣りです。⾚破線丸のビル

がポイントです、、）の写真になっていませんか︖（^^;）
 ビルのマッチングが出来なくて悩んでいました（汗）

Re:⾒つけました︕
8551 選択 stray 2011-09-18 22:55:18 返信 報告
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noritamaさん、こんばんは｡

> [8547]写真なのですが、 
 > 6Av.を越えて⻄に1ブロックズレた所（この添付写真は1ブロック⻄隣りです。⾚破線丸のビ

ルがポイントです、、）の写真になっていませんか︖（^^;）

あらま、ご指摘どおり、１ブロック⻄にズレてますね。
 似たような茶⾊の⾼層ビルなので間違えました。これが正しい位置です。

[[id:8540]の各地点をストリートビューで確認してもらったほうが、分かり易いと思います。

Re:⾒つけました︕
8572 選択 pine 2011-09-20 12:40:40 返信 報告

所⻑さん noritamaさん みなさん こんにちは︕

キャー ⾒つかったんですね︕︕スゴイですっ
 私も、このビルの屋上で、はしゃぎた〜い︕（笑）

 ということで、ぐるぐるアースで、泉⽔さんと同じ景⾊を楽しんできました。（笑）
 ⽬もぐるぐる回りました。（汗）

スタジオの様⼦は確認できないんですね。残念(><)

Re:⾒つけました︕
8573 選択 pine 2011-09-20 17:55:42 返信 報告

所⻑さん 再び こんにちは︕

ぐるぐるアースで遊んでいて気づいたのですが、[8540]と[8546]建物の位置関係が、違っ
ているように思うのですが･･･。

 屋上の左の隅っこに⽴っても、３つの建物が１直線に並んだようには⾒えないのではないで
しょうか︖

①は、もしかしたら、緑丸のビル︖
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Re:⾒つけました︕
8574 選択 pine 2011-09-20 17:56:44 返信 報告

該当の建物の隣の「Chelsea Vangard」ビルからの写真があったので、貼っておきます。
 ③のビルの窓も違う︖︖︖

 また、余計なことを⾔っているような気も⼤いにしますが、気になったので･･･(^^;)

Re:⾒つけました︕
8576 選択 stray 2011-09-21 18:55:01 返信 報告

pineさん、こんばんは。

ぐるぐるアースは、⾓度（上向き、下向き）を変えたときに⽅⾓も若⼲変わるようなので、
 ２つを繋いだ#8573は誤差が⼤きいと思います。

それ以前の問題として、エンパイアステートビルの左奥に写っている
 尖った建物（⾚★）の位置関係が、私の説では説明できないですね（汗）。

今度こそホントに⾒つけた︕（笑）
8577 選択 stray 2011-09-21 19:33:51 返信 報告

ということで、今度こそ、３度⽬の正直（笑）。

ＰＶ映像とピッタリ⼀致するロケーション発⾒︕︕︕（笑）
 pineさんとnoritamaさんが「ここで間違いない」と⾔ってくれたら、場所を教えます

（笑）。

※ ぐるぐるアースでは、①のビルの中柱が２本に⾒えますが、
 ストビューで３本であることを確認済みです。

 

https://bbsee.info/newbbs/id/8447.html?edt=on&rid=8574
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=8574
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/e345fac6bc5c868f0222430c733fa26e.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/8447.html?edt=on&rid=8576
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=8576
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/35adf1ae7eb5734122c84b7a9ea5cc13.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/8447.html?edt=on&rid=8577
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=8577
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/c6ae9174774e254650073722e5b92a8f.jpg


Re:今度こそホントに⾒つけた︕（笑）
8578 選択 stray 2011-09-21 21:40:52 返信 報告

１５年経って、ロケ地とエンパイアステートビルの間に、⾼層ビルが幾つも建てられています。

↓の中にロケ地がありますが、ビルの陰に隠れて⾒えません。
 http://0.tqn.com/d/manhattan/1/0/m/V/IMG_7233.JPG

当時は絶景だったものの、現在は、おそらく何も⾒えない状態かと思われます。

Re:今度こそホントに⾒つけた︕（笑）
8579 選択 noritama 2011-09-22 02:04:32 返信 報告

strayさん こんばんは︕

「ここで間違いない」（^^）
 やっと頭の中とのマッチング出来ました（笑）

←ぐるぐるアースの、チョコっと⾒えている紫丸部分の⻘いガラスのビルは､紫破線丸のビルが建替え
られたものですね（^^）

 なので、紫破線丸の部分周辺のビルの重なり具合もバッチリです︕

後は､pine神様がなんとおっしゃられるか（^^;)

Re:今度こそホントに⾒つけた︕（笑）
8580 選択 noritama 2011-09-22 02:24:13 返信 報告

お詫び訂正︓[8524] [8525]で②のビルに関して2つ（結果的にEventi Hotelも含めて3つ)の
ビルを混ぜてしまったようです。

Wが､[8524]上の②のビル（添付しました写真で、ビルの中腹に⾚いマークみたいな広告︖が
⼀致します）

 Xが､[8525]上の②のビル
 Yが、Eventi Hotelのビル

https://bbsee.info/newbbs/id/8447.html?edt=on&rid=8578
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=8578
https://bbsee.info/newbbs/id/8447.html?edt=on&rid=8579
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=8579
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/4f20f7f5d2e7a1b640ebc8244428558c.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/8447.html?edt=on&rid=8580
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=8580
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/273f5064dc00c682c73b05f36d00f2a1.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id8524.html
https://bbsee.info/newbbs/id8525.html
https://bbsee.info/newbbs/id8524.html
https://bbsee.info/newbbs/id8525.html


建てられた順は、Z→W→X→Y のようです。

Re:今度こそホントに⾒つけた︕（笑）
8581 選択 noritama 2011-09-22 02:47:23 返信 報告

1996年の写真をみつけました。
 画質は悪いですが（笑）

 24St.(⽔⾊①のビル辺り)〜29St.辺り(Zのビル辺りは31St.)まで、6Av.の通り沿い両脇には、⾼い
ビルは無い事がみてとれます。

 この頃は、前記のWのビルもありません。
 当時の（⾚⽮印⽅向）景観は良かったのではないかと推測出来ます。

[8578]でstrayさんが仰られているように、
 現在は6Av.通り沿いの⾼層ビル群が建ち並んでいるので、同じ景観は全く⾒られないでしょうね(^

^;)
 

Re:今度こそホントに⾒つけた︕（笑）
8582 選択 pine 2011-09-22 11:08:27 返信 報告

所⻑さん noritamaさん こんにちは︕

確認してきました︕︕
 ビルの形状、３つのビルの微妙な重なり具合、エンパイアステートビルやその他のランドマー

クとなるビルとの位置関係、全てにおいてピッタリ︕︕
 これは、誰が何と⾔おうと"ビンゴ"でしょう︕︕素晴らしい︕︕

エリアはおおよそ特定されていたものの、広〜いNYの中で、よく⾒つけられましたね〜。尊敬します。m(_ _)m
 私なんて、少しうろうろするだけで、迷⼦になってしまいますから…。(^^;)

 そうそう、ストビューで⾒たら、③のビルがわからなかったのですが、なくなってますか︖
 違うところを⾒てるだけだったりして…（汗）

 

Re:今度こそホントに⾒つけた︕（笑）
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8583 選択 stray 2011-09-22 12:25:25 返信 報告

noritamaさん、pineさん、こんにちは︕

神様お２⼈からお墨付きが出たので（笑）、ロケ地を発表します︕

W 22nd St.の 6th Ave.と 7th Ave.の真ん中です。

Re:今度こそホントに⾒つけた︕（笑）
8584 選択 stray 2011-09-22 12:44:09 返信 報告

pineさん

③のビルは⾮常に分かりにくいです。

Google地図と航空写真とで、微妙にピンの位置がズレるんです（笑）。
 ぐるぐるアースの情報は、たぶん航空写真より数年古いのが使われていて、

 ぐるぐるアースでは③のビルの左側が空き地になっているので、側⾯が⾒えますが
 ストビューでは別のビルがぴったり寄り添うように建っています。

なので私も③の位置は⾃信がないのですが、たぶんこれで合ってるかと。

Re:今度こそホントに⾒つけた︕（笑）
8585 選択 stray 2011-09-22 12:49:35 返信 報告

#8582は 23rd St.から③を⾒たものですが、
 真正⾯に写っている10階建てくらいのあずき⾊のビルが③です。
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Re:今度こそホントに⾒つけた︕（笑）
8586 選択 stray 2011-09-22 13:00:56 返信 報告

ロケ地のアップです。

⼈⼯芝が敷かれ、⽊が植えられていますが、
 ⼿前の縁の形状が何となく程度ですがロケ地だと分かります（笑）。

左側⾯の縁の模様も⼀致してます。

Re:今度こそホントに⾒つけた︕（笑）
8587 選択 pine 2011-09-22 13:27:50 返信 報告

所⻑さん こんにちは︕

>#8582は 23rd St.から③を⾒たものですが、 
 >真正⾯に写っている10階建てくらいのあずき⾊のビルが③です。 

 ぎゃはは︕やっぱり違うところを⾒てましたね（汗）
 通り１本、間違えていました。（苦笑）

>⼿前の縁の形状が何となく程度ですがロケ地だと分かります（笑）。 
 >左側⾯の縁の模様も⼀致してます。 

 ホント︕︕縁が⼀緒︕
 多くの建物が建て変わる中で、そのまま残っていたのは奇跡ですね。

Re:今度こそホントに⾒つけた︕（笑）
8588 選択 noritama 2011-09-22 14:14:17 返信 報告

strayさん pineさん こんにちは︕

[8540]の写真発⾒と[8576]の★印ビルの位置の気がつきが､今回の決定打で、すばらしかったと思います。
 pineさんのツッコミもさすがです(^^)
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[8584]で、③のビルは、緑ピンの左隣りのビルと思います（^^;）
Yahooの地図検索で、カタカナで"ニューヨーク"と⼊れ検索、特定された位置をズームして、写真に切替えると、Google
よりも古い時期（Xのビルが無く空地です）の航空写真が⾒ることができます。

 最⼤ズームが⼀番古く、1ステップズームアウトするとそれよりも少し新しい（Wのビル周りの建設中のビルで判ります）
⾒易い写真になります。

ビルの縁は残っていてくれて良かった︕これはGoogle航空写真でないと確認できませんね（^^）
 

Re:今度こそホントに⾒つけた︕（笑）
8589 選択 pine 2011-09-22 17:56:42 返信 報告

所⻑さん noritamaさん みなさん こんにちは︕

>[8540]の写真発⾒と[8576]の★印ビルの位置の気がつきが､今回の決定打で、すばらしかった
と思います。 

 本当、その通りです︕

>pineさんのツッコミもさすがです(^^) 
 ぎゃはは︕ ♪思ったことを すぐ⼝に出して〜しまう〜 悪いくせを〜許して〜♪ （笑）

屋上の写真を⾒つけました︕(^^)
 すごく綺麗になっていますね。

 http://corcoran.com/property/listing.aspx?ListingID=888374&Region=NYC

Re:今度こそホントに⾒つけた︕（笑）
8590 選択 stray 2011-09-22 18:41:47 返信 報告

pineさん、noritamaさん、こんばんは。

おう︕ さすがpineさん、凄いの⾒つけましたね︕（笑）
 あの波打った「縁（へり）」がそのまんま残ってるじゃないですか︕

 じつは私も同じ物件（デッキ付きペントハウス、７部屋、3ベッド、北・南・⻄向き）を
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別サイトで⾒つけたのですが、写真が全然違うんです。
また間違えたかなぁと疑⼼暗⻤になってたところです（笑）。

http://streeteasy.com/nyc/sale/91435-condo-132-west-22nd-street-chelsea-new-york

これで100%間違いなしですね。
 以前はスタジオだったのが、景観が悪くなってペントハウスに転向したのかも知れません。

＄5.195,000・・・・約４億円︕
 goroさん︕ ⽼後の住処にお⼀ついかがでしょ（笑）。

Re:今度こそホントに⾒つけた︕（笑）
8591 選択 stray 2011-09-22 18:46:48 返信 報告

noritamaさん、こんばんは。

今回の決定打は、pineさんのダメ出しに尽きます︕（笑）
 pineさんを納得させなければダメ、ダ〜メ（笑）。

> [8584]で、③のビルは、緑ピンの左隣りのビルと思います（^^;） 
 > Yahooの地図検索で、カタカナで"ニューヨーク"と⼊れ検索、特定された位置をズームして、

写真に切替えると、Googleよりも古い時期（Xのビルが無く空地です）の航空写真が⾒ることが
できます。

初めてYahoo地図検索を使ってみました。
 なるほど、こっちのほうが分かり易いです。

 １つ隣の細⻑いビルで間違いなさそうです。

Re:今度こそホントに⾒つけた︕（笑）
8592 選択 stray 2011-09-22 18:53:19 返信 報告

これがロケ地です。
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左︓ぐるぐるアース
右︓実写

ビル名は 「STANWICK BUILDING」（132 west 22nd St.）

Re:今度こそホントに⾒つけた︕（笑）
8593 選択 stray 2011-09-22 20:12:18 返信 報告

エンパイアステートビルから⾒て、ロケ地はどこかというと・・・

⿊いビルの陰、⻩⾊の楕円の辺りです。
 ⾒えないのでどこなのか分かりません（笑）。

前⽅を⾼層ビルに取り囲まれちゃってますので、エンパイアステートビルは⾒えないと思われま
す。

Re:今度こそホントに⾒つけた︕（笑）
8594 選択 stray 2011-09-22 20:27:24 返信 報告

noritamaさん

> ←ぐるぐるアースの、チョコっと⾒えている紫丸部分の⻘いガラスのビルは､紫破線丸のビ
ルが建替えられたものですね（^^） 

 > なので、紫破線丸の部分周辺のビルの重なり具合もバッチリです︕

私は[8451]の紫⾊点線のビルを、ぐるぐるマップ⾒つけられなかったので
 そっち⽅⾓の捜査は最初から諦めてました（笑）。

位置からすると、緑⾊のネットがかけられたビル（紫の⽮印）ですよね。
 建て替えるほど古そうに⾒えませんけどねぇ（笑）。

Re:今度こそホントに⾒つけた︕（笑）
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8597 選択 noritama 2011-09-22 22:25:23 返信 報告

strayさん pineさん こんばんは︕

N.YのRooftop（屋上）の活⽤は流⾏のようですね。またセンスが良い。喧騒の中の別世界です。お値
段も（笑） いいなぁ〜。

紫丸のビルは、建て替えではなくて、1974年に出来たビルを、外装等改装⼯事をして、2007年に今の
⻘いガラス張りのビルになったようです。

 画像検索で、"1095 Avenue of the Americas"を検索すると写真が出てきます。6Av.沿いブライアン
ト公園の隣りです。ストリートビュー写真は⼯事中の時ですね。

そういえば、会報21号の表紙も、N.Yのスタジオっぽいですね(^^) 
 

Re:今度こそホントに⾒つけた︕（笑）
8599 選択 noritama 2011-09-23 02:05:36 返信 報告

今回特定されたビルには、ミュージックシアターとタレントエージェントが⼊ってますね。
 並んで歩くGメン75⾵味（笑）のシーンの⽅達は、ここの紹介なのかな︖なんて思ったりして(^^

N.Y散策していてふと思ったのが（何故だろう（笑））、N.Yロケの各シーンって、化粧品CM向きのシーンぽいな､なんて
感じました。"あなたが変わる・・・""気がつかれない""気がついて"♪Don't you see♪みたいな(^^ 

 そういうタイアップがあってもおかしくなかったような気もします。
 公開されたシーンで、妄想CM&ナレーションが頭の中で、⾊々流れました（笑）

 タクシーの屋根に座るシーン&昼下がりのオープンカフェレストランは、サンプロテクト。
 Gメン75⾵味は、マスカラ&ルージュ。

⿊スーツは、ファンデーション。
バスの中（この雰囲気は似合っていていい感じですね）、⾮常階段、、、このシーンでアピールする化粧品はなんだろ
う、、等など（笑）

 妄想劇場でした(^^;)
 ドラゴンボールGT エンディングも、勿論良かったと思いますよ、うん（^^）
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あとは、撮影スタジオと録⾳スタジオ。こちらは難題ですね。ロケ地附近なのか、Soho地区なのか、⽇除け囲い傘で歩い
ていた地域（何の撮影︖)なのか（笑）
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