
退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

返信を投稿する 新しい話題を投稿する

⾒つけた︕︕︕

12381 選択 stray 2009-02-20 21:09:11 返信 報告

皆さん、こんばんは。

[5481]
 ⻑年︖の懸案だった、ＮＹ⿊ワンピ姿のカフェ発⾒︕︕

 

Re:⾒つけた︕︕︕

12382 選択 stray 2009-02-20 21:21:49 返信 報告

じつは、goroさんの[12326]記事がきっかけとなったんです。

goroさんが失くしてしまわれた FRIDAY「親孝⾏御殿」の記事を⾒直したところ、
 ⼀緒にＮＹのソーホーで撮られた写真が載っていて、

 その１枚が、これ。
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”あっ︕⿊ワンピだ︕”と思わず叫んじゃいました（笑）。

写真の下に「ソーホーのカフェでくつろぐ…」とあります。
 

Re:⾒つけた︕︕︕

12383 選択 stray 2009-02-20 21:24:48 返信 報告

あとは、「soho cafe」でひたすら検索するのみ（笑）。

goroさ〜ん︕
 ＮＹに⾶んでちょ︕︕（笑）

Re:⾒つけた︕︕︕

12384 選択 stray 2009-02-20 21:27:28 返信 報告

goroさんが、FRIDAY を失くしてくれたおかげです（笑）。

GTOさん︕ ⾒つけたよ︕︕（笑）
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Re:⾒つけた︕︕︕

12385 選択 K 2009-02-20 21:35:07 返信 報告

[12382]stray:
 > じつは、goroさんの[12326]記事がきっかけとなったんです。 

 > 
> goroさんが無くしてしまわれた FRIDAY「親孝⾏御殿」の記事を⾒直したところ、 

 > ⼀緒にＮＹのソーホーで撮られた写真が載っていて、 
 > その１枚が、これ。 

 > 
> ”あっ︕⿊ワンピだ︕”と思わず叫んじゃいました（笑）。 

 > 
> 写真の下に「ソーホーのカフェでくつろぐ…」とあります。

こんばんはstrayさん。できればFRIDAY「親孝⾏御殿」の記事を魅してはいただけませんでしょうか

Re:⾒つけた︕︕︕

12386 選択 stray 2009-02-20 22:09:38 返信 報告

Don't you see (追悼ライブver)
ttp://www.filebank.co.jp/wblink/e99463ed6de6fe66466a589a9e35829e

Falling of the rain
ttp://www.filebank.co.jp/wblink/23d7b14a8728cd3036451bba6aa34104

Kさん、こんばんは。
 写真か本⽂か、どちらか１つ。どっちがいいですか︖（笑）

Re:⾒つけた︕︕︕

12389 選択 stray 2009-02-20 22:20:44 返信 報告
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もう１枚、同号のFRIDAYにこんな写真も。

 

Re:⾒つけた︕︕︕

12390 選択 stray 2009-02-20 22:21:51 返信 報告

交差点の様⼦は少し変わってますが、
 たぶん、ここです。

Re:⾒つけた︕︕︕

12391 選択 stray 2009-02-20 22:31:20 返信 報告

⾓から２軒⽬の店（DELI GROCERY）が、
 ⾓のお店を吸収して改装したのではないかと。

おめでとうございます︕

12394 選択 goro 2009-02-21 00:19:32 返信 報告
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strayさん こんばんは
おめでとうございます︕ 発⾒されたんですね。

 ⻑年の懸案がクリアーになって良かったですね︕。
 「Falling of the rain」とこの画像は⼀致していますね。

 「Felix」に辿り着くまでかなりの忍耐強い捜査だったのでは︖。
 素晴らしいです。

 「Felix」、オムレツが美味しいようです(笑)。でも格式⾼そうなレストランですね。
 交差点も場所が判明されてますね。

 私のドジ︖︕もたまには役にたつもんですね(笑)。
 ＮＹですか〜。⼀度⾏った事がありますが、私にとっては未開の地で、格式⾼い街です(笑)。

 また、⾏ってみたいですね〜。
 

Re:⾒つけた︕︕︕

12395 選択 K 2009-02-21 07:43:03 返信 報告

[12386]stray:
 > Don't you see (追悼ライブver) 

 > ttp://www.filebank.co.jp/wblink/e99463ed6de6fe66466a589a9e35829e 
 > 

> Falling of the rain 
 > ttp://www.filebank.co.jp/wblink/17713da96fd8864eebfb7fd29dda784b 

 > 
> Kさん、こんばんは。 

 > 写真か本⽂か、どちらか１つ。どっちがいいですか︖（笑）

おはようございます。staryさん。
 どちらか⼀つと⾔われてしまいますと・・・

 どっちも、と⾔う選択肢はなしですか︖（笑）

Re:⾒つけた︕︕︕
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12396 選択 stray 2009-02-21 07:57:52 返信 報告

Kさん、おはようございます。

あはは、では今⽇１⽇だけ限定ということで、どうぞ︕（笑）
 ttp://www.filebank.co.jp/wblink/64755336fb01ed4b6762a7c90b8cfdc0

goroさん、おはようございます。

いえいえgoroさんのおかげです（笑）、ありがとうございました。
 忍耐強いも何も、まったく捜査してませんでした（笑）。

 FRIDAYの記事を⾒直さなければ、お蔵⼊りになったかも。
 goroさんはＮＹにも⾏かれたんですか、羨ましいです。

 ロケ地がまだ残っているのが何より嬉しいですね、潰れる前に⾏ってみたいです、
 goroさんのカバン持ちでいいので（笑）。

 

Re:⾒つけた︕︕︕

12397 選択 stray 2009-02-21 09:32:53 返信 報告

泉⽔さんが宿泊されたホテルが「エセックス・ハウス」のスイート。
 1931年開業、セントラルパークを⾒下ろす⾼級ホテルです。

 1984年、⽇本航空の系列会社（ニッコーホテルズ/現JALホテルズ）が買収し、
 「ニッコー・エセックスハウス」に改名。

 1999年、⽇航の経営悪化もあって、ストラテジック・ホテル・キャピタルに売却され
 「ウェスティン・エセックスハウス・オン・セントラル・パーク」と改名。

 現在は、アラブ⾸⻑国連邦の⾼級ホテルグループであるジュメイラ・インターナショナルが買収し、
 「ジュメイラ・エセックスハウス」として運営されています。

ＮＹロケは1996年8〜9⽉ですから、「ニッコー・エセックスハウス」時代となります。
 

Re:⾒つけた︕︕︕

12398 選択 ｍｉｙａ 2009-02-21 09:36:11 返信 報告
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おはようございます。
東京にも⻩砂が… と⾔うことです。

親孝⾏御殿の記事はじめ読みました。

外壁を扱った住宅総合建材メーカーに勤めていました。
 T社の○○・ブリックです。

 このときZARDを知っていたなら現場へ⾏きたかったです。

話がそれすみません。
 

Re:⾒つけた︕︕︕

12399 選択 goro 2009-02-21 10:35:10 返信 報告

strayさん おはようございます。
 今⽇は快晴ですね〜︕。少し⾵が強そうです。

 「エセックス・ハウス」にも⾊々な道のりがあるようで・・(笑)。
 #12397の画像を⾒るとスイートって広くて⾊んな家具がそろえてあって快適そうですね

〜。
 私は宿に泊まるときは安全が確保できれば、寝床とシャワーがあれば満⾜です(笑)。

 ＮＹには、テロが少し落ち着いた頃、追悼を兼ねて⾏った事があります。
 「Falling of the rain」にブルックリン橋の映像がありましたが、

 その後ろにうっすらとワールドトレードセンタービルの⾯影が残っている事に複雑な気持ちを感じてしまいます。
 因みにこの頃はまだロケ地探しを⾏っていません(笑)。

 探して、いつか⾏きたいなって思っていた頃でした(笑)。

Re:⾒つけた︕︕︕

12400 選択 GTO 2009-02-21 14:35:32 返信 報告

strayさん、皆さんお久しぶりです。
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ついに⾒つけましたね。
昨年はGoogle Streetで、⽬が回る程この界隈を⾒たのですが、

 解りませんでした。
 レストランの前の道は意外と広いんですね。

 PVの画⾯から、てっきり⼀⽅通⾏のもっと狭い道だと思っていました。
 カジュアルな庶⺠的なレストランのようですね。

 ⾏くなら夏の同じテーブルに座りたいですね。

Re:⾒つけた︕︕︕

12401 選択 stray 2009-02-21 19:17:54 返信 報告

miyaさん、こんばんは。
 こちらは１⽇中吹雪でしたが、⻩砂混じりの⻩⾊っぽ雪が降りましたよ。

 蒲池邸はT急⽥園都市線沿いなので、T社の○○・ブリックなのでしょうか（笑）。

goroさん、こんばんは。
 「エセックス・ハウス」のスイートルームは１泊○⼗万円でしょうね（笑）。

 あれはブルックリン橋でしたか︕
 フラットアイアンビル（タクシーの屋根に乗ってるシーンのロケ地）も映ってますし、

 ＮＹのけっこう広い範囲で撮られたPVみたいですね。
 ロケ地マップにアップするにはまだまだです（笑）。

GTOさん、お久しぶりです︕
 お待ちどうさまでした（笑）、ようやく発⾒できました。

 泉⽔さんと同じ席で、英字新聞を読んだフリしながら（笑）、コーヒーを飲んでみたいですね。
 

Re:⾒つけた︕︕︕

12402 選択 GTO 2009-02-22 11:15:20 返信 報告

これはもう⾏くしかないですね。
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オーダーは産地直送zardサラダにsohoパスタでいいですか︖
でも、メタボ対策メニューがあればそれにしますが...。

では、strayさんgoroさん、来週末はFelixでディナーということで現地でお遭いしましょう。

Re:⾒つけた︕︕︕

12403 選択 K 2009-02-22 18:05:55 返信 報告

[12396]stray:
 > Kさん、おはようございます。 

 > 
> あはは、では今⽇１⽇だけ限定ということで、どうぞ︕（笑） 

 > ttp://www.filebank.co.jp/wblink/b20680218ce48cd552ece05463c8d2d4 
 > 

> goroさん、おはようございます。 
 > 

> いえいえgoroさんのおかげです（笑）、ありがとうございました。 
 > 忍耐強いも何も、まったく捜査してませんでした（笑）。 

 > FRIDAYの記事を⾒直さなければ、お蔵⼊りになったかも。 
 > goroさんはＮＹにも⾏かれたんですか、羨ましいです。 

 > ロケ地がまだ残っているのが何より嬉しいですね、潰れる前に⾏ってみたいです、 
 > goroさんのカバン持ちでいいので（笑）。

こんばんは、この間はどうもありがとうございました。
 実は、昨⽇ブログを開設いたしました。

 もしよろしければご覧下さい（つまらいですが・・・）
 後、今度から名前をKからIzumi Sakaiにします︕︕

 だめでしょうかね（笑）
 今後ともよろしくお願い致します。

Re:⾒つけた︕︕︕
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12406 選択 cool 2009-02-22 21:17:02 返信 報告

こんばんは。

strayさん
 FRIDAY祭り終わってしまったんですね〜(TДT)

 忙しくて、掲⽰板をチェックしていない⽇に・・・ついていないな〜。
 この号、⾒逃していて⾒たかったなー（汗）

 おつかれさまー。

coolさんへ

12413 選択 stray 2009-02-23 17:56:31 返信 報告

Try again!
 あきらめないで︕（真⽮みき⾵）（笑）

Re:coolさんへ

12418 選択 cool 2009-02-23 21:17:30 返信 報告

strayさん、こんばんは。

ありがとうございます。
 諦めないで、クリック、クリックしてました。

 おかげ様で、念願の御殿ページを⾒ることが出来ますよ。

何だか、親切すぎて気持ちが悪いですね〜（笑）
 いつも、親切とだよ〜いわれそう（爆）

 このご恩は、⼀⽣忘れません（涙）

終わりましたので、消してかまいません。

Re:⾒つけた︕︕︕
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12421 選択 goro 2009-02-23 22:34:44 返信 報告

こんばんは strayさん GTOさん coolさん
 エセックスハウスのスイートの料⾦、調べました(笑)。

 海外ホテル予約のエクスペディアで検索すると、3⽉中旬の平⽇の時期でだいたい5万〜10万円のようです。
 因みに⼀番安いのがジュニアスイート(84㎡)で、⼀番⾼いのはセントラルパークスイート(70㎡)です。何故、ジュニ

アスイートのほうが広いのだろうか︖ 景⾊の問題︖
 まぁ私にはあまり縁がなさそうですが・・・。でも泊まってみたいですね(笑)。

こうして⾊々なＰＶ等を⾒ると、ニューヨークでは多くの場所で撮影が⾏われたようですね。
 確かに「Felix」の窓際でコーヒーを飲みながらお昼を過ごしたいですね〜。ディナーも美味しそう〜。

 ブルックリン橋は昔レンタカーで⾛⾏した事があったので、映像が出てきた時に懐かしさを感じました(笑)。
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