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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

富⼠⼭麓お散歩報告︕(笑)
8818 選択 チョコレート 2011-10-07 22:10:43 返信 報告

所⻑さん、Z研にお集まりの皆さん、こんばんは︕(笑)

今⽇はとても良い天気だったので、”富⼠⼭麓”にお散歩に出かけました〜(笑)。
 忘れていたわけではありません･･･私の⼤好きな ”OH MY LOVE”「バキューン」ロケ地。

 スタジオの発⾒以来、台⾵や⼤⾬などもあり、なかなか出かけることができずにモンモンとしていました。
 そして、ZARDブルーの空の下、洗濯、掃除、布団⼲し･･･家事をやっつけた後、ふと、思い⽴ったのです(笑)。

 「あ、⼗⾥⽊、⾏ってこよう･･･。」
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発⾒時に、ひそかにまとめておいた資料をガサガサ取り出し(笑)、もう⼀度、ぐるぐるアースで場所を確認。
⽬的地は⾼級別荘地︕⼤丈夫かなぁ〜︖(苦笑)不審者として通報されたらどうしましょ･･･。

 ま、とりあえず、出発︕(笑)

富⼠⼭麓お散歩報告︕(笑)その１
8819 選択 チョコレート 2011-10-07 22:12:14 返信 報告

チョコの家から⽬的地までは⾞で40分〜50分くらいです。
 ⼤⾳量でZARDの曲を聴きながらドライブ(笑)。

 「富⼠⼭こどもの国」のすぐ横に別荘地があります。

別荘地専⽤道を⼊っていくと、さっそく、「別荘関係者以外⽴ち⼊り禁⽌」の看板が･･･(苦
笑)。

 ⼤丈夫かな･･･ちょっとしんぱ〜い(笑)。泉⽔さん、もしもの時は、守ってくださいね〜︕(笑)
 尋問を受けたら、なんて答えようかしら･･･「別荘の⾒学」︖あり得ないなぁ〜(苦笑)。ぎゃははは。

富⼠⼭麓お散歩報告︕(笑)その2
8820 選択 チョコレート 2011-10-07 22:13:00 返信 報告

別荘地に⼊って、まもなく⽬的地に到着。予習のおかげで、すぐにそれとわかりました。
 ん︖⾞が⽌まってる･･･もしかして、撮影中︖だとすれば、近寄れない︖︖

 ⾞でそのまま通過。ぐるりと回って、建物の裏側の道へ(笑)。ゆっくり進むと、ウッドデッキの
あたりに⼈がいるようです。

 ⼈は数⼈で多くはなさそう･･･。どうしよう･･･。
 

富⼠⼭麓お散歩報告︕(笑)その3
8821 選択 チョコレート 2011-10-07 22:13:52 返信 報告

もう⼀度、表側の道に戻り、建物の前で⾞を停め、周りを歩いてみることにしました。
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⽞関は階段の上。道路側からは、渡り廊下のようにウッドデッキが続いていました。
HPで⾒ていたものとは様⼦が違って、傷みが激しく、⼿すりも、建物の外壁も剥げ剥げでし
た。

富⼠⼭麓お散歩報告︕(笑)その4
8822 選択 チョコレート 2011-10-07 22:14:31 返信 報告

⽞関を⾒ると･･･あ︕ドアが開いています︕︕(゜ロ゜)中が･･･⾒えてる︕︕
 ちょっと、近づいてみよう･･･ドキドキ････

富⼠⼭麓お散歩報告︕(笑)その5
8823 選択 チョコレート 2011-10-07 22:15:21 返信 報告

おお︕⽩いソファーが置いてあります。１階の⽅から話し声が聞こえます。
 ２階には誰もいらっしゃらないようです(笑)。

 キョロキョロ････(￣ー￣)ﾆﾔﾘｯ

富⼠⼭麓お散歩報告︕(笑)その6
8824 選択 チョコレート 2011-10-07 22:17:46 返信 報告
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pineさんが滝修⾏︖(笑)の後に発⾒してくださった、ポニーテールのアー写は、
⽞関⼊ってすぐの場所だったのですね〜。

 素敵︕ここに、⽬の前のこの場所に泉⽔さんが⽴っていたんだ〜︕チョコ、⼤感激︕(≧▽≦)

富⼠⼭麓お散歩報告︕(笑)その7
8825 選択 チョコレート 2011-10-07 22:18:29 返信 報告

キョロキョロしましたが、
 それ以上、中に⼊る勇気はなく(苦笑)･･･退却。

富⼠⼭麓お散歩報告︕(笑)その8
8826 選択 チョコレート 2011-10-07 22:19:14 返信 報告

スタジオは⽞関からは⾒えません。
 １階、しかも反対側に⾯しているようなので･･･なんとか、裏側に回れないかな︖(苦笑)。

お、停めてある⾞の向こうにウッドデッキが続いていますね。
 ⼊っても良いかな︖︖ダメかな･･･ドキドキ･･･。

富⼠⼭麓お散歩報告︕(笑)その9
8827 選択 チョコレート 2011-10-07 22:20:29 返信 報告

ウッドデッキは裏側全部に続いていました。
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富⼠⼭麓お散歩報告︕(笑)その10
8828 選択 チョコレート 2011-10-07 22:21:54 返信 報告

⽩い衝⽴の奥の⽅がスタジオになっているようです。
 スタジオに⾯している⼤きなガラスのドアは、はずされて壁に⽴てかけられていました。

 このドアは･･･もしかしたら、泉⽔さんが外の景⾊をのぞいていたガラスドアかも︖(笑)きゃ〜
〜。

 そして、ウッドデッキに⼈の気配が･･･。チラッ（・_ 。［壁］

富⼠⼭麓お散歩報告︕(笑)その11
8829 選択 チョコレート 2011-10-07 22:23:04 返信 報告

どうしよう･･･しばらく悩んだ後、勇気を出して声をかけてみることに︕(笑)すごいなぁ〜私。
 ウッドデッキの奥に進んでいくと、向こうも私に気づいた様⼦で、⽬が合いました。

 「すみません･･･ここはスタジオですよね︖今、撮影中でしょうか︖」
 「いいえ、違いますよ。何でしょうか︖」

 あ、どうしよう･･･私、すっごく怪しい⼈(⼤汗)。
 「えっと、ちょっとこのあたりの建物を⾒て回っているんですけど･･･(︔￣ー￣A ｱｾｱｾ･･･」

 「あぁ･･･建物を探しているんですね〜」
 お、なんとかごまかせた︖(笑)

 休憩中らしく、座り込んでいたので、ついでにいろいろ聞いてみました(笑)。
 このスタジオはできてから２０年以上経つので、傷みがひどくて、改修するのだということでした。
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中を⾒せてもらえるか、聞いてみましたが･･･それは、管理会社に⾔ってもらわないと、ダメだと⾔われました。残念︕
(苦笑)

結局、スタジオに⾯したウッドデッキには⼊っていくことはできませんでしたが、チラ⾒したところでは、
 はしごやら、照明などの機材︖などもあるようでした。 

 でも、他の窓には全部、スクリーンが下ろしてあったので、奥の「ネムネムダイニング」は⾒えませんでした。

富⼠⼭麓お散歩報告︕(笑)その12
8830 選択 チョコレート 2011-10-07 22:24:09 返信 報告

さすがにダメと⾔われて、⽬の前でカメラを出す勇気はなく(苦笑)･･･
 こっそりと、衝⽴の陰に隠れるようにして、建物裏側の写真をすばやく撮って、⽴ち去りました

(笑)。

泉⽔さんがスタジオの窓から⾒た景⾊は、雪をかぶった⽊々だったのだろうな〜なんて、感慨に
ふける暇もなく(苦笑)、

 そそくさと⾞に乗り込みました。逃げろ〜〜〜(笑)ﾀﾞｯｼｭ!≡≡≡ﾍ(*--)ﾉ

富⼠⼭麓お散歩報告︕(笑)その13
8831 選択 チョコレート 2011-10-07 22:26:54 返信 報告

怪しい⼈ながらも、無事に帰ることができました︕
 泉⽔さん、守ってくれてありがとう〜〜︕(笑)

 任務を終えて、お腹がすいたことに気づき(笑)、別荘地内のお蕎⻨屋さんに迷わず⼊り、
 おいしくお蕎⻨をいただいたチョコでした(笑)。

以上、潜⼊捜査報告でした︕

Re:富⼠⼭麓お散歩報告︕(笑)
8832 選択 stray 2011-10-07 22:58:15 返信 報告

チョコさん、こんばんは︕︕︕
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おおぉぉぉぉぉおおーーー︕︕︕（笑）
⾏ってくれましたか︕ この⽇を来るのを待ちわびてましたよ︕（笑）

しかも１回⽬の捜査で⼤当たりを引くとは︕ チョコさん”持ってますね”︕（笑）
 え〜と、今⽇からロケ地実地検分班に配置換です（笑）。

私はスタジオ（建物）捜査は１度も経験がないのですが、捜査対象を⽬の前にすると
 ⼼臓がドッキンドッキンいうのでしょうね。その⾳が聞こえてきそうな臨場感あるレポート、素晴らしいです︕

 ちゃんと”笑い”も取れてるし（笑）。

「別荘関係者以外⽴ち⼊り禁⽌」も何のその（笑）、さずが主婦は違いますね（笑）。
 ⼈が居なければ、１Ｆのスタジオや”ねむねむダイニング”を窓越しに写せたでしょうけど、

 ２Ｆの”ポニーテール⽩壁”は絶対に撮れませんから、ラッキーなのかアンラッキーなのか
 よくわかりませんけど（笑）、収穫があってよかったです︕

いやぁ、お疲れさまでした。⼼地良い疲れだと思うので、泉⽔さんに成りきって
”ポニーテール⽩壁”の前に⽴ってる夢でも⾒て下さい（笑）。

お⾒事な捜査と報告でした︕ ありがとうございました︕︕
 

Re:富⼠⼭麓お散歩報告︕(笑)
8833 選択 stray 2011-10-07 23:00:28 返信 報告

スタジオの間取りがよく分からない⼈も居ると思うので、
 チョコさんが撮った画像の位置関係を上げておきますね。

※画像差し替えました。

所⻑さ〜ん(笑)
8834 選択 チョコレート 2011-10-07 23:37:27 返信 報告
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所⻑さん、こんばんは︕(笑)
さっそく読んでくださり、⾒取り図まで、ありがとうございま〜す。これ、わかりやすいですね︕

 あ、⾒取り図の#8827の⽮印は、ちょうど”PARKING AREA”と書いてある部分（左→右）になります。

今もまだ、興奮と緊張︖と精神的な疲れで、わけわからん状態です(苦笑)。
 ⽬だけはバッチリ冴えさえです(苦笑)。

今⽇は、本当にラッキーでした︕
 これも、もしかしたら、泉⽔さんが、今⽇、中を⾒るチャンスを私にくれたのかな︖(笑)なんて、勝⼿に思い込んでニヤ

ニヤしています。ぎゃははは。

⽞関からのぞいた時は感激しましたよ〜。
 ⽬の前に”ポニーテール⽩壁”があって︕︕(笑)

 ⼼臓がそれまでドキドキしていたのが、その瞬間はぱたりと⽌まって、息を呑むって感じでした。

> しかも１回⽬の捜査で⼤当たりを引くとは︕ チョコさん”持ってますね”︕（笑） 
 > え〜と、今⽇からロケ地実地検分班に配置換です（笑）。 

 な、なんと︕︕(゜ロ゜)ショムニから異動ですかっ︕︖(笑)ぎゃははは︕
 ショムニ、好きなんだけどなぁ････(苦笑)。

Re:富⼠⼭麓お散歩報告︕(笑)
8835 選択 noritama 2011-10-08 02:56:43 返信 報告

チョコレートさん こんばんは︕

おぉ︕富⼠⼭麓チョコレポきた〜（喜）︕︕

>ふと、思い⽴ったのです(笑)。「あ、⼗⾥⽊、⾏ってこよう･･･。」  
↑JRﾁｮｺ⽇本（笑）こういう時ってあるよねぇ。
改修・補修中でドア開放されてるなんて、なんという偶然︕ タイミングの良さ、引きの強さ抜群（笑）

>もしかしたら、泉⽔さんが、今⽇、中を⾒るチャンスを私にくれたのかな︖(笑) 
 でしょう（^^) 良かったね︕ 

 ドキドキ感、臨場感、伝わってくるなぁ。⼀⼈だとなおさらドキドキだよね。
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>このスタジオはできてから２０年以上経つので、傷みがひどくて、改修するのだということでした。 
写真で⾒ても傷んでますね。外観の補修がメインでしょうか。

>そそくさと⾞に乗り込みました。逃げろ〜〜〜(笑)ﾀﾞｯｼｭ!≡≡≡ﾍ(*--)ﾉ 
ハハハ（爆笑）でも、その気持ち充分判ります(^^;) 余計に怪しい（笑）

>別荘地内のお蕎⻨屋さんに迷わず⼊り、おいしくお蕎⻨をいただいたチョコでした(笑)。 
 そうか︕別荘地に⾏った本当の⽬的はこれだったのか、なるほど〜（笑）

>今もまだ、興奮と緊張︖と精神的な疲れで、わけわからん状態です(苦笑)。 
 >⽬だけはバッチリ冴えさえです(苦笑) 

 昨⽇は夢だったのかな〜︖って、、、 今⽇は不思議な感じになるかも（笑）
 またお散歩に⾏ったりして（^^;）お蕎⻨屋さん以外にもレストランとかあるのかな︖

ドキドキお散歩&レポ、ご苦労様でした︕︕（^^）

Re:富⼠⼭麓お散歩報告︕(笑)
8838 選択 ドルチェ 2011-10-08 18:48:23 返信 報告

チョコちゃん、ストちゃん、noritamaさん、みなさんこんばんは︕︕︕

おおぉぉぉぉぉおおーーー︕︕︕ チョコちゃ〜〜〜ん︕︕︕
 私たちの憧れの“OH MY LOVE”「バキューン」ロケ地をお散歩してきてくれたんですね︕︕︕

ここのロケ地はね、もうほんとにチョコちゃん(私も)⼤好きだもんね。。(;;)か・ん・る・い。
 この場所を、noritamaサマが⾒つけてくださって、

 pineサマがポニーテールの泉⽔さんのロケ地でもあると発⾒してくださったときも
 かなり感動したのですが、

 あの素晴らしい写真の数々が撮られたこの場所の現在の姿を⾒ることができて、
チョコちゃんのレポに今またすごく感動しています(;;)

ホントに、抜けるようなZARDブルーの空︕︕ 素敵︕︕
 チョコちゃんのおうちから⾞で40分〜50分くらいでいける所にこんなZARDロケ地の超⼤物があったなんてちょっと驚き

ですよね︕(笑)
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痛みがひどくなってしまってる場所も多くて、やっぱり⽉⽇の流れには逆らえないんだなぁ少し寂しく思うけど、
こうして建物がそのまま残っていてくれるだけで、本当にすごくすごーく嬉しいです。

 レポでこれだけ、わぁ〜〜︕︕って感動するから実際スタジオを⽬の前で⾒たチョコちゃんの感動は、
 それはそれはすごいものだったんだろうなぁ〜。

 特に、ポニーテールの泉⽔さんが撮影された⽩壁のお部屋をあんなに間近で⾒られるなんて︕︕
 ⼼臓のドキドキまで⽌まって息を呑んで固まっちゃう気持ち、よく分かるなぁ〜。

 ポニーテール⽩壁のお部屋の写真の奥の⽅に、あのロッジ⾵の天井やクロスになった梁もちゃんと写っていて、
 この写真の中に⼊り込んで、コソコソテケテケ〜ッって奥まで⾏って、チラッと⼀階を覗きたい衝動にかられますよね〜

(笑)
 実際⾃分がその場にいると、チョコちゃんと同じでそんな勇気絶対ないと思いますけど(笑)

このドアが開け放たれていたのは、やっぱり泉⽔さんからのサービスなのかなぁ︕
 チョコちゃん、ホントにラッキーだったね〜︕︕ いいなぁ(笑)

⼤きなガラスがあるお部屋の写真を⾒て、泉⽔さんが外の景⾊をのぞいている姿や、
 優しい表情をした泉⽔さんの姿がどんどん浮かんできたよ。

 例のはしごもチラッと確認できたみたいで、あのハシゴはこのスタジオの特徴的なモノなので、
 そのままなんだぁ〜と嬉しくなっちゃいました︕ 

 チョコちゃん、危険をおかして︖チラ⾒してきてくれてありがとう︕︕(笑)

お蕎⻨の写真もすごく美味しそうで(笑)、ホントに⼤満⾜なレポでした︕ 
 それも、レポが超特急で仕事が早いしっ︕(笑)チョコちゃん、ホントにどうもありがとうね(^^)

ストちゃんの#8833の位置関係もすごくわかりやすいね︕
 あ〜、チョコちゃんはここのウッドデッキをドキドキしながら⼊っていったのか〜︕とか良くわかって楽しかったです

(笑)

それと、noritamaサマ︕
 noritamaサマがZ研に来られてから、難解だったスラジオもののロケ地が⼀気に解明されていって、どうお礼を⾔ったら

いいのやら・・
 お礼だけでは⾜りないので・・受け取ってくださ〜い (^３^)むっちゅぅぅ〜〜︕︕(←いらないって︖笑)



そうそう、福岡ZARD展のPANちゃんレポ、今回も素晴らしい超⼤作でしたね〜︕(笑)  PANちゃん、ありがとう︕(笑)
⼀緒に⾏動してくださったgoroさん、そしてPANちゃんレポで私の話題を出してくださった⽅もありがとうございまし
た︕

 ZARD展に参加したあと、珍しく仕事もアフター５もなにかと忙しくって、
 実は、まだま〜ったくレポを書いておりません(汗) 超鈍⾏、仕事が遅いっ︕・・ダメじゃ〜ん。

 なので、写真はPANちゃんとほとんど同じだし、ちょこちょこと便乗してレポさせてもらおうかと思ってます(笑)

Re:富⼠⼭麓お散歩報告︕(笑)
8839 選択 stray 2011-10-08 19:51:45 返信 報告

チョさん、noritamaさん、ドルちゃん、こんばんは︕

チョコさん、昨夜は眠れましたでしょうか（笑）。
 ポニーテール⽩壁は、私もどの部屋か分かっていなかったので、

 まさか、２Ｆの⼊⼝すぐの部屋とは思ってもみませんでした（笑）。ホント、⼤収穫です。

ドルちゃん︕

> 例のはしごもチラッと確認できたみたいで、あのハシゴはこのスタジオの特徴的なモノなので、 
 > そのままなんだぁ〜と嬉しくなっちゃいました︕ 

さすがドルちゃん、ハシゴに⽬に⾏くとは︕（笑）
 チョコさんから元写真を頂戴して、スタジオの窓を拡⼤したものです。

 バッチリ写ってますね︕ チョコさんって、すごいかも︕
 

Re:富⼠⼭麓お散歩報告︕(笑)
8840 選択 stray 2011-10-08 19:59:59 返信 報告

 
⻘いソファーも（かろうじて）写ってます。
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noritamaさ〜ん︕
8844 選択 チョコレート 2011-10-08 23:32:34 返信 報告

noritamaさん、こんばんは︕チョコレポを読んでくださり、ありがとうございます(笑)。

>>ふと、思い⽴ったのです(笑)。「あ、⼗⾥⽊、⾏ってこよう･･･。」  
>↑JRﾁｮｺ⽇本（笑）こういう時ってあるよねぇ。 

 ぎゃははは︕(笑) 鉄道の旅ではなかったのですが、雰囲気はそんな感じで(苦笑)。
 BGMは間違いなく、「OH MY LOVE」ですね︕

今回、こうして私がロケ地を訪れることができたのも、noritamaさんの神がかり的︖(笑)発⾒があったからこそなので
す。

 この”OH MY LOVE"のPVは⼤好きで、特に知りたかった場所なので、それが判明し、しかも、近所だということで、感激
も倍増︕

 noritamaさんに⼤感謝です︕ありがとうございます︕︕
 noritamaさんのおかげで、スタジオものの未解明が激減してきていますね〜(笑)。

 「終われま１０︕」も発表されましたので、これからもよろしくお願いします。  

あ〜それにしても、ロケ地を訪れるということは、夢のような出来事ですね･･･。
またこのような機会があると良いなぁ〜。

ドルちゃ〜ん︕︕所⻑さ〜ん︕(笑)
8845 選択 チョコレート 2011-10-08 23:34:05 返信 報告
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ドルちゃん、所⻑さん、こんばんは︕(笑)
昨夜はなかなか眠れずに、ねむ〜い1⽇でした(苦笑)。ぎゃはは。

 ドルちゃんは福岡ZARD展以来、お忙しいようで････(苦笑)。またそちらのご報告をお待ちしています︕
 チョコレポ、読んでいただき、ありがとうございました︕

 私のドキドキや感動、ドルちゃんにはきっと、きっとわかってもらえると思っていました(笑)。
 ⽞関のドアが開いてたときには、シンジラレナ〜イって感じ︕

 しかも、近づいたら、あの⽩壁︕︕︕ドキドキしすぎて⼼臓が⽌まっちゃったかと思いました(笑)。
 2〜3歩進んだら、その場所に⽴ててしまうくらいの近さで、もう頭の中も真っ⽩︕(笑)

 これだけで⼤満⾜でした〜。
 でも、がんばって裏側にも潜⼊できて、こっそり写真も撮ってくることができて、良かったです(苦笑)。

 私の幸せ気分がドルちゃんにも伝わったらうれしいです。喜んでいただけました︖︖(笑)
 またいっぱいお話しようね〜。

所⻑さん、はしごの写真もありがとうございます(笑)。
 写ってましたね〜。良かったです。⽩壁の写真のときにも、奥に、はしごの頭の部分だけ、⾒えてましたね。

 でも、はしごの全体像が窓の奥に⾒えてよかった〜(笑)。
 ⻘いソファーには気づかなかったけど･･･(苦笑)。すごいかな︖(汗)

Re:富⼠⼭麓お散歩報告︕(笑)
8846 選択 goro 2011-10-09 01:27:09 返信 報告

チョコレートさん みなさん 真夜中にこんばんは︕

富⼠⼭レポート、ありがとうございます。
 天気が良くて、秋晴れの中楽しく訪れた様⼦が伺えて、ほっこりしてしまいます。

それにしても、よく近くまで⾏くことができましたね︕ 凄いです。
 私も、こんなとき、邸宅を⾒かけたから⾒学しました︕って⾔ってしまうのかな︖ 

 私にはそんなに勇気はありませんね〜(笑)
 中に⼊ってじっくり⾒ることはできませんでしたが、雰囲気だけでもつかめて良かったですね︕ ⼀歩引くのも勇気です

(笑)
 何はともあれ、泉⽔さんのゆかりの地を訪れ、当時の雰囲気に浸ることができて良かったですね︕楽しく読ませて頂きま
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した。
ありがとうです︕

 

Re:富⼠⼭麓お散歩報告︕(笑)
8847 選択 noritama 2011-10-09 02:28:34 返信 報告

チョコレートさん、ドルチェさん、strayさん、goroさん こんばんは︕

>お礼だけでは⾜りないので・・受け取ってくださ〜い(^３^)むっちゅぅぅ〜〜︕︕(←いらないって︖笑) 
 （*^^*)ﾊﾊﾊ  祭り（ZARD展）の後に深く⻩昏たままになっちゃったかと（^^;) 

 >ZARD展に参加したあと、珍しく仕事もアフター５もなにかと忙しくって、 
 いい事だ、うんうん（^^）

 >実は、まだま〜ったくレポを・・・ 
 あら（笑）

>今回、こうして私がロケ地を訪れることができたのも、noritamaさんの神がかり的︖(笑)発⾒が 
 いえいえ、スタジオカタログと話題や映像があったからです（笑）特別な⼒は特に・・・無いと思います(^^;)

>⽞関のドアが開いてたときには、シンジラレナ〜イって感じ︕しかも、近づいたら、あの⽩壁︕︕︕ 
 撮影当時の場所がそのままで残っていてくれたのは感動ですね。チョコレートさんに⾒てもらいたかったのでしょう(^^)

>写ってましたね〜。・・・すごいかな︖(汗) 
 意識せずに撮れてしまってるのがすごい（^^;）

ロケ地が判明して、こうしてこの場に、"⾏って来ました︕"実地レポが届くと嬉しいですね。ありがとうございました︕

Re:富⼠⼭麓お散歩報告︕(笑)
8848 選択 PAN 2011-10-09 16:12:06 返信 報告

チョコさん、所⻑、noritamaさん、ドルちゃん、goroさん、こんにちは︕

チョコさん、富⼠⼭麓の別荘レポート、楽しく読ませていただきました︕＾＾
 チャットでメッセージを⾒たとき、おお〜、ついにっ︕︕と思いました︕（笑）
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チョコさんが⾏った時は、ちょうど改修⼯事がはじまったばかりだったんですね。
⽞関の扉が開いていたのは⼯事の関係だったのかもしれませんが、部屋の中を⾒ることが

 出来てかなりラッキーでしたね︕（笑）

室内は広々として⽊の⾹りが漂ってきそうですね︕住みたくなってきそうです＾＾
 実際この場所に泉⽔さんが居たことを思うと、やはりドキドキしちゃいます︕（笑）

 ⽩いソファも⾼級感があって座り⼼地が良さそう︕（笑）

チョコさんの写真で建物の全体的な感じも良く分かってきました︕＾＾
 きっとスタジオの中も広くて⽴派なとこだと思います。

 やはり築年数が20年以上も経つと、結構傷んでくるのでしょうね・・
 改修されても元のイメージのままで、綺麗な建物になってくれるといいですね︕

「富⼠⼭こどもの国」も⼤草原できれいなところですね︕空気も澄んでそう︕
 お蕎⻨もツルツルしていて美味しそうです︕＾＾

ひさしぶりの楽しいレポート、ありがとうございました︕（笑）
 

goroさん︕noritamaさん︕PANさん︕(笑)
8850 選択 チョコレート 2011-10-10 14:56:37 返信 報告

goroさん、noritamaさん、PANさん、こんにちは︕
 チョコのお散歩レポを読んでくださり、ありがとうございます︕(笑)

goroさん
 goroさんの海外ロケ地レポにずっと憧れていたので(笑)、今回は私のレポをgoroさんに読んでいただいて、感激です︕

 goroさんのように、あちこちに出かけていくことはできませんが、近所にゆかりの地があったと教えていただき、
 訪れることができました〜。

goroさんのように、準備もバッチリして、計画的に⾏けたら･･･もう少し、かっちりしたレポも書けるのでしょうけど･･･
(汗)。

 私には無理ですねぇ〜(苦笑)。ぎゃははは︕
 実際にその場所を訪れる感激を、知ってしまうと、また⾏きたくなって、やめられなくなり、
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ついには「goroさん病」になっていくのだなぁ〜と感じました(笑)。
またチャンスがあれば･･･ぜひ、ゆかりの地を訪れたいです。

noritamaさん、またまたこんにちは︕(笑)
 >>写ってましたね〜。・・・すごいかな︖(汗) 

>意識せずに撮れてしまってるのがすごい（^^;） 
 ぎゃははは︕(笑)ホント、そう⾔われてみれば･･･すっごくラッキーですよねぇ（^^;）

ロケ地が判明してうれしいし、"⾏って来ました︕"実地レポが届くとさらにうれしいですよね〜。
 そうして、Z研症候群は進⾏していくのです････(苦笑)。

PANさん
 PANさんの超⼤作レポに刺激されて、⾏ってきちゃいました(笑)。

 イベントにもあまり参加できない私が、まさか、⼀⼈でロケ地を訪れることになるなんて、思ってもみませんでした
(笑)。

 スタジオの外壁はかなり傷みがひどかったのですが、⽞関からチラ⾒した印象では、内装はそこまで傷んでいる印象では
なかったです。

 ⽞関から⾒えた範囲ですけど･･･。外側の改修だけで、中はそのまま残っていくと良いなぁ〜と思いました。
 PANさんの福岡レポ後編も、楽しみにしています(笑)。

Re:富⼠⼭麓お散歩報告︕(笑)
8851 選択 xs4ped 2011-10-10 15:55:19 返信 報告

チョコレートさん、皆さん、こんにちは。

潜⼊捜査お疲れ様です。
 読んでるこっちまで、ハラハラ、ドキドキしてしまいました。(笑)

> ⽬的地までは⾞で40分〜50分くらいです。 
 私の地域には“縁の地”のカケラも無いので、羨ましい限りです。

 「おくりびと」のロケ地なら、直ぐ其処に(⾞で3〜5分)、有るんだけどな〜(笑)
 案内板だけなら通勤途中、毎⽇⾒てます。(笑)
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> 実際にその場所を訪れる感激を、知ってしまうと、また⾏きたくなって、やめられなくなり、 
> ついには「goroさん病」になっていくのだなぁ〜と感じました(笑)。 

 やっぱり、縁の地に実際に⾏くと、感激もひとしおですよね︕
 私も5⽉に、⾏きそびれた“縁の地”が有るので、いつかリベンジしたいな〜

xs4pedさ〜ん︕(笑)
8852 選択 チョコレート 2011-10-10 21:26:36 返信 報告

xs4pedさん、こんばんは︕とってもお久しぶりですね〜。お元気でしたか︖
 チョコのお散歩レポ、読んでくださり、ありがとうございます︕(笑)

 読みながら⼀緒にハラハラ、ドキドキしていただいたようで･･･すみません(苦笑)。ぎゃははは︕

私の場合、このような機会は少ないので、とっても感激しました︕
 xs4pedさんも、⾏きそびれたゆかりの地を訪れるチャンスが、また巡ってくると良いですね。

 その時は、ぜひ、こちらにレポをお願いします︕(笑)楽しみにしてます(笑)。
 

Re:富⼠⼭麓お散歩報告︕(笑)
8883 選択 pine 2011-10-11 10:47:52 返信 報告

チョコさん こんにちは︕

きゃーーー︕チョコさん︕︕とうとう「⼗⾥⽊スタジオ」に⾏ってこられたんですね︕︕
 ZARDブルーの空の下、ZARDの曲を聴きながらドライブっていうだけで素敵なのに、⽬的地があの「⼗⾥⽊スタジオ」だ

と素敵度倍増︕(*^^*)
 チョコさんの⼼臓がバクバク鳴る⾳が聴こえそうなくらい緊張感が伝わってきて、⼀緒に⾏ってる気持ちになって、こっ

ちまでドキドキしましたぁ（笑）

⽞関は２Fだったんですね︕
 扉が開いているなんて、奇跡︕

 あのポニーテールの写真の場所が、⽬の前にあったの〜︕
 写真を⾒ているだけでも、⼼臓バクバクってなるから、「⼼臓のドキドキが⽌まって息を呑む」という表現で、チョコさ

んのものスゴ〜イ感激が伝わってきましたよ。
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"すぐそこ"に泉⽔さんが⽴ってらしたんですもんね︕
こっそり忍び込みたい気持ちと、理性が闘ってたんでしょうね。理性が勝って良かったです。（笑）

 でも、しっかり壁の箱⽳(?)を撮ってきてくれてありがとう︕

建物は傷んでしまっているけど、泉⽔さんが撮影された時のままってことですよね。
 改修⼯事中だったら、建物にシートが掛けられてしまったりして、近づくことも出来なかったかもしれないので、

 このタイミングでチョコさんが「あ、⼗⾥⽊、⾏ってこよう･･･」と思い⽴ったのは、やっぱり泉⽔さんがチョコさんを
「今がチャンスだよ︕」と呼んで下さっていたような気がしますね。

⽴ち⼊り禁⽌を突破したり、話を聞いて、必死の思いで写真も撮ってきてくれて、チョコさんエライ︕︕
 チョコさんの勇気と⾏動⼒に感謝です。ありがとう︕m(^-^)m

pineさ〜ん︕(笑)
8885 選択 チョコレート 2011-10-11 13:04:36 返信 報告

pineさん、こんにちは︕連休は楽しく過ごされましたか︖(笑)
 チョコのお散歩レポ、読んでくださり、ありがとうございます︕︕

⾏ってきましたよ〜、ついに︕
 レポを読んで、⼀緒に⾏ってる気持ちになって、ドキドキしていただき、ありがとうございます(苦笑)。

>扉が開いているなんて、奇跡︕ 
 本当に、私もシンジラレナ〜イって思いました(笑)。

 たぶん、誰もいなくて、閉まっていると思っていたから、外側から眺めるだけだろうと思っていたのですが、まさか、ま
さか、ドアが開いているなんて︕

 ビックリしましたよ〜(笑)。⼈もいたし(汗)。

>こっそり忍び込みたい気持ちと、理性が闘ってたんでしょうね。理性が勝って良かったです。（笑） 
ぎゃははは︕(笑)かなり、悩みました。そっと、⼊ろうか、やめようか。

 結局、⼊れませんでしたが、⼊ったらどうなっていたのかなぁ〜︖
 それでも、pineさん発⾒の”ポニーテール⽩壁”を間近に⾒ることができて、感激でしたよ︕

>このタイミングでチョコさんが「あ、⼗⾥⽊、⾏ってこよう･･･」と思い⽴ったのは、 
 >やっぱり泉⽔さんがチョコさんを「今がチャンスだよ︕」と呼んで下さっていたような気がしますね。 
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 でしょ、でしょ︖︖(笑)⾏ける⽇は、何⽇かあったことはあったのですが、⾏こうと思い切れず(苦笑)、
今回は思い⽴ってから出かけるまでが超特急でした(笑)。いつもと違う感じでしたよ〜。

 なので、私も、ひそかに、泉⽔さんがチャンスをくれたのではないかと思っています(笑)。
 こうして、皆さんにも⾒ていただけて、本当に良かったです︕

 

Re:富⼠⼭麓お散歩報告︕(笑)
8904 選択 MOR 2011-10-12 00:48:48 返信 報告

チョコレートさん、凄い。

⼀般⼈は勇気があってもなかなか成功しませんよ。
 不純な動機が無く、純粋に泉⽔さんに近づきたいと⾔う気持ちが成功の秘訣だったのかも知れませんね。

  
 

MORさ〜ん︕(笑)
8905 選択 チョコレート 2011-10-12 12:39:58 返信 報告

MORさん、こんにちは︕(笑)お久しぶりで〜す。
 チョコのお散歩レポ、読んでくださり、ありがとうございます︕

>チョコレートさん、凄い。 
 やった〜︕MORにほめていただいて光栄です(笑)。

 私には、MORさんのように、地道に⼟ワイver.チェックを続けることはできないので･･･尊敬します。
 いつか、B社が出してくれることを願っています(笑)。

今回は本当にいろいろとラッキーだったと思っています。
 不純な動機が無かったかどうかはよくわかりませんが(苦笑)、泉⽔さんの居た場所に⾏ってみたかった･･･

 その場所をこの⽬で⾒てみたい気持ちが強かったです。
 勇気もずいぶん必要な捜査でしたが(笑)、皆さんにもこうして⾒ていただけて良かったです。
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