
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

シドニーロケ

8997 選択 stray 2008-08-31 18:01:00 返信 報告

http://bbsee.info/straylove/id/8976.html#a8991のつづきですが、
 ロケ地ものに発展しそうなので（笑）、別スレにします。

追悼AL『Soffio…』付属DVDに、シドニーロケの映像がありますが、
 皐ちゃんの「カナリヤ」に使われている、この交差点の場所が判明しました。

Re:シドニーロケ

8998 選択 stray 2008-08-31 18:05:16 返信 報告

道路標識のとおりなので、Google map で簡単に⾒つけられます（笑）。

DEVONSHIRE St.と、RILEY St.が交わる3差路で、
 標識撤去、横断歩道の位置替え等、若⼲⾵景が変わってます。
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Re:シドニーロケ

9000 選択 stray 2008-08-31 18:56:31 返信 報告

 
RILEY St.⽅向の映像

 

Re:シドニーロケ

9001 選択 stray 2008-08-31 18:59:38 返信 報告

「St.PETER'S CATHOLIC CHURCH」と読めるのですが、
 ⾒つけられません。

誰か〜、⾒つけてちょ︕（笑）

Re:シドニーロケ

9002 選択 stray 2008-08-31 19:15:56 返信 報告
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問題の競技場ですが、

 このゴールは明らかにラグビー場ですね。
 サッカー場とラグビー場って⼤きさが違うの︖（笑）

 

Re:シドニーロケ

9003 選択 stray 2008-08-31 19:23:17 返信 報告

 
「運命のルーレット…」別ver.のＰＶに
この競技場が出てきます。

カラフルなベンチが特徴的で、
 反対側にはスタンドがないように⾒えます。

Re:シドニーロケ

9007 選択 stray 2008-08-31 21:25:51 返信 報告

PANさん、KOHさん、情報ありがとうございます。

「くるくる回る︖」がまったく分かりませんですが（笑）、
 クレーンから撮り下ろした映像で、

 泉⽔さんがこんな感じで回りながら、
 サッカーボールを蹴ってるんですね。
 なんとなくですが、分かったような…（笑）
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Concord Oval でしょうか︖

9012 選択 チョコレート 2008-09-01 00:51:37 返信 報告

> 「運命のルーレット…」別ver.のＰＶに 
 > この競技場が出てきます。 

> カラフルなベンチが特徴的で、 
 > 反対側にはスタンドがないように⾒えます。 

 所⻑さん、皆さん、こんばんは。いつもならすでに寝ているはずのチョコレートです。
 スタジアムを検索していたら、それらしきカラフルベンチのスタジアムを発⾒したので

お知らせします。

シドニーのConcord Oval という所です。ベンチの⾊の並び⽅は合っているようですが･･･それ以上のことはわかりま
せん(汗)。

 所⻑さん、いかがでしょうか︖

Re:Concord Oval でしょうか︖

9014 選択 ATSUSHI 2008-09-01 01:35:37 返信 報告

チョコレートさんへ

> シドニーのConcord Oval という所です。ベンチの⾊の並び⽅は合っているようです
が･･･それ以上のことはわかりません(汗)。

はじめまして。横レスになってしまいますが、真上から⾒るとこんなかんじで、Concor
d Ovalのように⾒えます。

ttp://www.canadabay.nsw.gov.au/recreation_and_lifestyle/sporting_fields/concord_oval_page.html

ttp://www.austadiums.com/stadiums/stadiums.php?id=39

Concord Oval のようです︕

9017 選択 stray 2008-09-01 08:28:32 返信 報告
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チョコレートさん、おはようございます。

夜なべご苦労さまです（笑）。
 よく⾒つけられましたね︕ お⼿柄です。何もご褒美は出ませんが（笑）。

 ここで間違いないと思います。オレンジ⾊のウインドブレーカーを着て
 電⾞に乗ってるシーンがあるので、私は鉄道の沿線に絞って探してました（笑）。

 やはりシドニー市内からけっこう離れてますが、またしても「コンコルド」ですか（笑）。
 Beingはコンコルドが好きなのかな︖（笑）

ATSUSHIさん、関連情報どうもありがとうございます。
 ここで間違いなさそうですね。

  

Re:Concord Oval のようです︕

9019 選択 チョコレート 2008-09-01 14:38:30 返信 報告

所⻑さん、皆さん、こんにちは。チョコレートです。

> よく⾒つけられましたね︕ お⼿柄です。何もご褒美は出ませんが（笑）。 
 わ〜い︕みーつけたっ︕︕(笑)

 いつも皆さんが⾒つけてくださるのを、⼿に汗握って⾒守っている私ですが･･･昨夜は咳がひどくて眠れなくなり、P
Cをあけていたら⾒つかった次第です。

 ⻲井刑事のシドニー捜査に同⾏させてもらえるかな︖(笑)
 あら︖ご褒美ないのー︖ざんね〜ん︕

ちなみに、教会のほうはさっぱりわかりません。
 アメリカに同じ名前の教会があって、レンガの造りも似たような感じではありますが･･･シドニーですよねぇ･･･。

ATSUSHIさんへ
 初めまして。私の頼りない情報に、関連情報をどうもありがとうございました。これからもよろしくお願いいたしま

す。
 

チョコレートさんへ
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9020 選択 アネ研 2008-09-01 15:35:05 返信 報告

こんにちは、チョコレートさん、みなさん
 チョコさん、すごいですね。（笑）所⻑も私もお⼿上げだったのに、どうやって、検索したのか教えてちょ︕

 Z研⼀周年記念で、シドニー⾏きの旅費をしとめましょう。
 あらためて、おめでとうございます。

チョコさん、すごーい︕︕

9036 選択 ドルチェ 2008-09-01 23:45:17 返信 報告

チョコさん、みなさん こんばんは＾＾

「運命の〜♪」ＰＶと全く⼀緒のカラフルベンチ〜︕間違いないですネ︕
 チョコさん、探してくれてどうもありがとうです♡

 これで、泉⽔さんの軌跡を辿る旅リストがまた⼀つ増えました（＾＾*）ｷｬｯ
 

教会みっけ︕

9080 選択 pine 2008-09-04 01:23:29 返信 報告

所⻑さん 皆さん こんばんは︕

「HOLD ME」で盛り上がってるところ、以前のスレを出して申し訳ありません。m(^^)m
 でもね、ダンナが出張で留守なので夜更かしてたら、「教会」⾒つけちゃいました〜︕︕

 だから、許して下さいね。

シドニー・235Devonshire St. Surry Hills にありました〜︕
 ttp://en.wikipedia.org/wiki/Surry_Hills,_New_South_Wales

  ここの、4.Churchesをご覧下さい。
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とりあえず、画像と地図を貼っておきます。

あーもうこんな時間、今⽇も興奮して眠れないかも… おやすみなさいzzz

教会みっけ︕－地図

9081 選択 pine 2008-09-04 01:25:03 返信 報告

地図デース

Re:教会みっけ︕

9082 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-09-04 02:37:48 返信 報告

みなさん こんばんは〜︕
 > でもね、ダンナが出張で留守なので夜更かしてたら、「教会」⾒つけちゃいました〜︕︕ 

 ｐｉｎｅさん 素晴らし〜さすがです☆ご主⼈様がお留守の間にお⼿柄ですね♪ワクワクを どうもありがとうござい
ます o(>▽<)o 

 またまた 神様 仏様 pine様を使いたくなっちゃいました〜︕︕
 連⽇の解明劇がおもしろすぎて ⽬が離せませ〜ん♪

Re:教会みっけ︕

9085 選択 stray 2008-09-04 07:30:37 返信 報告

pineさん、おはようございます。

キャ〜、⾒つけてくれたんですね︕︕
 素晴らし〜、これから⽇帰り出張なので、帰ってきたらゆっくり検証しますので。
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Re:教会みっけ︕

9086 選択 チョコレート 2008-09-04 08:52:55 返信 報告

pineさん、皆さん、おはようございます。チョコレートです。

やったー︕︕教会、pineさんが⾒つけてくれたんですね︕︕素晴らしいですっ︕出張のダンナさまにも感謝︕感謝︕
ですね(笑)。

 もう朝から⼤興奮。連⽇すごすぎですよ〜。
 私もスタジアム以降、地道に教会探しもしていたのですが、Google Earthで⾒ても、教会としては表⽰されませんで

した。でも、pineさんが⾒つけてくれた場所をあらためて⾒てみたら、まさにここです︕間違いない︕・・・と私の
⾒た感じですが思いました〜。

 所⻑さん、⽇帰り出張なんですね。お疲れ様です。早く確認したいでしょうね〜(笑)。
 仕事さっさと終わらせてくださいね(笑)。

ちなみにGoogle Earthでは"235Devonshire St."のストリートビューがまさに#9001の画像とほぼ同じ⾓度です。
 ”カナリヤの交差点”から歩いて80mくらいでしょうか。

 もう、この道、絶対に歩いてみたい︕教会の階段に絶対座りたいっ︕
 ドルチェさん、また泣いちゃいそうですね〜(笑)。

Re:教会みっけ︕

9087 選択 Ｔ２８ ◆8j2i1leO1. 2008-09-04 09:50:01 返信 報告

おはようございます。

pineさん、スゴイです︕
 ストリートビューで確認しましたが、間違いないですね︕

 お⼿柄ですね、でも、どうやって⾒つけたの︖（苦笑）
 悔しいんで教ぇ〜て︕︕（笑）

やっぱり楽しちゃいけないんだね・・・（苦笑）。
 所⻑の貼った#8998のGoogle mapの画像の場所から、
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ストリートビューで7〜8歩、歩いたらあるんですものね・・・（汗）。
いや〜、ストリートビューでお散歩すればよかったです（悔）。

私は、Google map上で「CHURCH」を検索して探したんですが、
 この教会はまったく引っ掛かりませんでしたよ︕

 オーストラリアの東側をほとんど探したんですが、こんな近くにあったなんて・・・（涙）。
 さすがスクープの神様ですね（笑）、pineさんには敵いません︕

 ＼（－"－）／ マイタッカ︕（笑）
 今度はどんな所⻑賞が出るんですかね︖（笑）

チョコレートさん、これ（画像）ですよね︖
 

部⻑さんへ

9088 選択 チョコレート 2008-09-04 10:22:02 返信 報告

部⻑さん、 おはようございます。チョコレートです。

間違いないですよね︕
 > いや〜、ストリートビューでお散歩すればよかったです（悔）。 

 いや、まったく同感です。交差点から本当に歩いてすぐ⾒える感じですよね。
 ⻲井刑事の現場捜査の⼤切さ、今回は⾝にしみましたね〜。

> さすがスクープの神様ですね（笑）、pineさんには敵いません︕ 
 まったく同感です。神様、仏様、pine様･･･megamiさんと同じで、このフレーズが私も浮かびました(笑)。

> チョコレートさん、これ（画像）ですよね︖ 
 これです︕あ〜この左から3本⽬の柱のところ︕ここに私も座りたい(笑)。

 交差点から教会まで、泉⽔さんはこの道を歩いたんだな･･･と思うと、しみじみしちゃいますね。

Re:教会みっけ︕

9089 選択 pine 2008-09-04 10:28:27 返信 報告
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所⻑さん megamiさん チョコレートさん 部⻑さん 皆さん こんにちは〜︕
昨夜はなかなか寝付けませんでした。(笑)

 寝ないまま起きてたら、megamiさんとご⼀緒できたみたいなので、残念です。

ここで間違いないですよね︕うれP〜
 部⻑さん 同じ⾓度の画像ありがとうございます。m(^^)m

>私もスタジアム以降、地道に教会探しもしていたのですが、Google Earthで⾒ても、教会としては表⽰されません
でした。 
>でも、どうやって⾒つけたの︖ 

 Googleでは出ませんよね。
 ”カナリヤの交差点”と服装が同じなので、そう遠いところではないだろうと思って、シドニー中⼼に観光案内のサイ

トやら、教会のサイトやら探していました。
 でも、あっちこっちうろうろしていたので、どこからどうやって辿り着いたか思い出せません（苦笑）

 執念と偶然の産物ですね。

>もう、この道、絶対に歩いてみたい︕教会の階段に絶対座りたいっ︕ 
 私もっ︕座りたい所いっぱいで、いくつおしりがあっても⾜りないよ〜（笑）

 同じ道を歩いて、なりきり撮影したいですね。
 

Re:教会みっけ︕

9090 選択 ドルチェ 2008-09-04 10:37:42 返信 報告

みなさん、おはようございま〜す︕

いや〜ん pineさん、スゴイです︕︕泣いちゃう︕（笑）
 もう我慢できなくて、仕事中に書き込みしてます（笑）けど、いいのいいの︕

 毎⽇、ロケ地発⾒のヒーロー＆ヒロインさんが変わってるのもスゴイですよね〜（笑）さすがZ研︕

この教会は、ストちゃんが紹介してくれた交差点のすぐ近くなんですね。へぇ〜へぇ〜
 アノ交差点から教会まで のんびりお散歩して、ちょっぴり疲れたら 教会の階段でひと休み…あ〜妄想は広がりま

すね（笑）
 チョコさ〜ん、部⻑〜
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 Google Earthのストリートビューは楽しいですよね♪
この前は「グロリアスマインド」ロケ地の サンフランシスコ ハイドストリートをお散歩しましたよ♪

すご〜い︕

9092 選択 アネ研 2008-09-04 14:41:55 返信 報告

こんにちは、pineさん、みなさん
 すばらしい、おめでとうございます。

 pineさん、Ｖ2ですね。（笑）
 最近、みなさん、ギャラリーから調査員、研究員になってて、とっても嬉しいです。

 ⻲井もウカウカできなくなりました。（汗）
 ゼットン、いくで〜︕（笑）

Re:教会みっけ︕

9093 選択 xs4ped 2008-09-04 15:41:17 返信 報告

pineさん、皆さん、こんにちは。

> でもね、ダンナが出張で留守なので夜更かしてたら、「教会」⾒つけちゃいました〜︕︕ 
 pineさん、凄〜いです︕

 此れは、所⻑賞間違いないでしょう︕
 > ”カナリヤの交差点”と服装が同じなので、そう遠いところではないだろうと思って、シドニー中⼼に観光案内のサ

イトやら、教会のサイトやら探していました。 
 > でも、あっちこっちうろうろしていたので、どこからどうやって辿り着いたか思い出せません（苦笑） 

 > 執念と偶然の産物ですね。 
 正に執念の産物ですね。

 おめでとう御座います。(^_-)-☆

出張中の旦那さんに所⻑賞（笑）
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9094 選択 stray 2008-09-04 17:51:59 返信 報告

pineさん、皆さん、こんにちは。

仕事は適当におわして、急いで出張から帰ってきました（笑）。
 間違いないですね︕ pineさんおめでとう︕︕

 出張中の旦那さんに所⻑賞を差し上げます︕（笑）

私も”カナリヤ交差点”（すごくいいネーミングですね︕今後こう呼びましょう︕）
 の近くだと睨んで、部⻑同様Google map上でchurchを探したのですが⾒つからず。

 まさか、こんなすぐ傍だとは思いもしませんでした。
 教会名が当たってたのが唯⼀の⾃慢かな（笑）。

さて、シドニーロケはまだまだあります。
 みんなで、1周年までに⾒つけられるだけ⾒つけましょう︕（笑）

  

Royal National Park, Sydney

9095 選択 stray 2008-09-04 18:05:19 返信 報告

これもシドニーものです。

「Royal National Park, Sydney」とわかってますので、
 簡単に⾒つけられると思います。早い者勝ちです（笑）。

  
『時間の翼』PVに映っているシドニーロケ映像です。

 ttp://www.filebank.co.jp/wblink/a3e5357edba95b16bb8364eac4c9c7bc

『時間の翼』千葉TV Teledio ver.
 ttp://www.filebank.co.jp/wblink/eadc30b6a7dcd35e7063d1f2d2eaabc1

 

たぶん、これも。

9096 選択 stray 2008-09-04 18:07:50 返信 報告
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たぶん、これもシドニー（湾︖）です。

Re:たぶん、これも。

9097 選択 stray 2008-09-04 18:09:13 返信 報告

 
⼩さい画像ですが、右から2枚⽬が撮影⾵景です。

Re:出張中の旦那さんに所⻑賞（笑）

9098 選択 チョコレート 2008-09-04 18:14:54 返信 報告

所⻑さん、おかえりなさ〜い︕
 こんな⼤興奮の１⽇に出張とは、さぞかし、気もそぞろだったことでしょう(笑)。

> 出張中の旦那さんに所⻑賞を差し上げます︕（笑） 
 ええっ︕︖ぎゃはははは︕pineさんじゃないんですか〜っ︕(笑)。

 pineさんのダンナさま、このたびはおめでとうございました〜。ぜひ、受賞のコメントうかがいたいものです(笑)。

> ”カナリヤ交差点”（すごくいいネーミングですね︕今後こう呼びましょう︕） 
 ホント︕素敵ですね〜。ぜひ、Z研で”カナリヤ交差点”⾏きたいですね。それまでに泉⽔さんの着ていたTシャツ、⼊

⼿しなくちゃ･･･(笑)。
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> さて、シドニーロケはまだまだあります。 
まだまだあるんですか︖私、ボケーっと⾒ているので︖︖︖です。

 また所⻑さん、お題の画像をアップしてくださいね︕
 部⻑もリベンジを誓っていましたから︕(笑)

･･･投稿したら、すでに所⻑さんからお題画像、でてました︕部⻑さん、今度こそ〜︕

Re:出張中の旦那さんに所⻑賞（笑）

9099 選択 stray 2008-09-04 18:43:45 返信 報告

 
#9096の別ショットです。

 （出典︓JUNON 2001年4⽉号）

チョコレートさん、ただいま〜。
 お察しのとおりで、仕事になりませんでした（笑）。

 pineさんと、スタジオを発⾒されたチョコレートさん、遜⾊ないので、
 ケンカしないように、家を空けてくれた旦那さんに差し上げようかと（笑）。

Z研”カナリヤ交差点ツアー”・・・参加費40万円で⼤募集しま〜す（笑）。
 

もしかして、これも︖

9100 選択 stray 2008-09-04 18:51:25 返信 報告

 
もしかして、AL『永遠』の裏ジャケもシドニーなの︖

Re:もしかして、これも︖

9101 選択 匿名 2008-09-04 20:16:27 返信 報告
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strayさんお久しぶりです。横レスしてすいません。
『永遠』の裏ジャケはロサンゼルスの「NATE STARKMAN & SON」だったと思います。

ttp://maps.google.co.jp/maps?f=q&hl=ja&ie=UTF-8&z=4&om=1&layer=c&utm_campaign=ja&utm_me
dium=ha&utm_source=ja-ha-apac-jp-gns-svn&utm_term=mainbutton&q=544%20MATEO%20STREE
T%2C%20LOS%20ANGELES%2C%20CALIFORNIA%2090013&sa=N&tab=il

Re:もしかして、これも︖

9102 選択 Today 2008-09-04 20:22:22 返信 報告

↑#9101は Todayです。失礼しました。

失礼しました

9103 選択 stray 2008-09-04 20:43:13 返信 報告

Todayさん、こんばんは。

ロスでしたか︕ それはそれは失礼しました。
 壁の字はだいぶ薄くなってますが、

 まだ建物が残ってるんですね︕

ご指摘いただき感謝します︕
 ということで、#9096もシドニーじゃないかも（笑）

 

シドニーだよ〜

9104 選択 ドルチェ 2008-09-04 21:05:25 返信 報告

ストちゃん所⻑、みなさん こんばんは＾＾

ロケ地探しがすごい展開になってますね〜（笑）
 ワクワクどきどき、楽しいです♡
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> ということで、#9096もシドニーじゃないかも（笑） 
泉⽔さんの後ろにぼや〜っとオペラハウスらしき物が⾒えてるので

 #9096はシドニーで間違いないと思います︕

また後で〜

⾒つけたよ〜ん（笑）

9105 選択 stray 2008-09-04 21:25:37 返信 報告

ドルちゃん、こんばんは、今⽇は早いご出勤で（笑）。

だよね〜、オペラハウスだよね〜。
 そうう信じて探したら⾒つかりました。

 泉⽔さんはきっと、このホテル（５つ☆）に泊まったに違いありません︕︕
 http://hyatt.jp/hyatt/wwg/hotels/sydph/index.jsp

キャ〜、Z研シドニーツアーの参加費は50万円に値上げさせていたきま〜す︕（笑）
  

Re:⾒つけたよ〜ん（笑）

9106 選択 Today 2008-09-04 21:37:28 返信 報告

stray、こんばんはを忘れてました(笑)
 トルチェさん、みなさんもこんばんは。

strayさん流⽯です!あとは細かく細かく調べてみます(笑)
 

Re:⾒つけたよ〜ん（笑）

9107 選択 ドルチェ 2008-09-04 21:39:11 返信 報告

ストちゃん、こんばんは︕
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前回は完璧に乗り遅れてしまったからね〜（笑）
あの場所はハイアットだったのね︕

 Todayさん（はじめまして〜♪）が⾒つけてくださったロスの建物もそのままだし
 なんかスゴイねー、感動するねー（＾＾*）

Re:⾒つけたよ〜ん（笑）

9108 選択 Today 2008-09-04 21:52:40 返信 報告

ドルチェさん、名前間違えてごめんなさい。そして初めまして。AL「永遠」の裏ジャケがとても好きで気に⼊ってた
ので調べてみたのがきっかけです。まだ残ってると知って僕も感動しました。池袋の展⽰会にも写真が飾ってありま
したね。

Re:⾒つけたよ〜ん（笑）

9109 選択 アネ研  ◆craoLd8Ou2 2008-09-04 22:04:19 返信 報告

こんばんは、Todayさん、チョコレートさん、ドルチェさん、所⻑
 Todayさん、はじめまして、

 連⽇というか、ダブルへっダーの ロケ地の発⾒に驚き、感動してます。
 是⾮、シドニーに⾏く時は、「カナリア交差点」の看板を持参して、貼って来たいですね。（笑）

 

Re:⾒つけたよ〜ん（笑）

9110 選択 ドルチェ 2008-09-04 22:04:28 返信 報告

Todayさん、はじめまして︕名前のことは気にしないでくださいネ︕

ロスの建物はご⾃分で調べられたのですね♪すご〜い︕
 ホントに泉⽔さんが訪れた場所がそのまま残っていると超感動しますよね〜（感涙）

 展⽰会は、地⽅に住んでいるのでまだ⼀度も⾏ったことがないんですよ〜
 展⽰会、早く近くに来ないかな〜♪

 えっと、NY⾏ってきます…︕
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Todayさんへ

9111 選択 stray 2008-09-04 22:29:55 返信 報告

私も『永遠』裏ジャケが好きなんです。
 なんでかというと、『永遠』PVの「フォトグラフ」（⼤好き︕）

 のところで流れる映像だからです（笑）。
 そのまま残っていて感動しました。

 お礼に泉⽔さんが⼤きく映ってる画像をどうぞ︕
  

 

まだまだあるよ〜。

9112 選択 stray 2008-09-04 22:32:55 返信 報告

皆さんこんばんは。

シドニーのお題は、まだまだあります（笑）。
 この写真は、ハイアットホテルの⽞関前でしょうか︖

 奥に⾒える⿊リュックと⼤きな袋は、泉⽔さんの荷物で、
 チェックアウト後の1枚だったりして（笑）。

⿊リュック

9113 選択 stray 2008-09-04 22:35:37 返信 報告

⿊リュックといえばこの画像です。

”シドニーに来た〜っ︕ ワ〜イ︕”のジャンプ︖︖（笑）
 

https://bbsee.info/straylove/id/8997.html?edt=on&rid=9111
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=9111
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/81d7118d88d5570189ace943bd14f142.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/8997.html?edt=on&rid=9112
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=9112
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/3187b1703c3b9b19bb63c027d8efc2f1.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/8997.html?edt=on&rid=9113
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=9113
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/098930a1f6c40597f933a2d617f798ba.jpg


『時間の翼』 裏ジャケ

9114 選択 stray 2008-09-04 22:37:59 返信 報告

『永遠』の裏ジャケはどじってしまいましたが（笑）、
 『時間の翼』の裏ジャケは、シドニーで間違いありません。

 おそらくホテル近辺かと…。

『時間の翼』 ブックレット

9115 選択 stray 2008-09-04 22:40:12 返信 報告

 
『時間の翼』のブックレットの1枚。

紫⾊の建物って、趣味悪いと思うけどなあ（笑）。
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もしかして part2 （笑）

9116 選択 stray 2008-09-04 22:55:39 返信 報告

 
もしかして、これもシドニーなの︖

Re:もしかして part2 （笑）

9117 選択 Today 2008-09-05 05:07:20 返信 報告

みなさんおはようございます。

strayさん、シドニーで間違いないです。
 画像有難うございます。

>なんでかというと、『永遠』PVの「フォトグラフ」（⼤好き︕） 
 のところで流れる映像だから

私もそこが好きです。でも動きが少しスローに感じるのは私だけでしょうか・・でもそれがまた良いんですよね(笑)
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ドルチェさん
>ロスの建物はご⾃分で調べられたのですね♪

ネットで調べただけなんです(恐縮です)

>展⽰会は、地⽅に住んでいるのでまだ⼀度も⾏ったことがないんですよ〜

きっと「突然」展⽰会のお知らせがやってくると思いますよ(笑)

アネ研さん

初めまして。いつもはロムばかりですがどうぞ宜しくです。
 

もしかして part3（笑）

9118 選択 Today 2008-09-05 05:44:12 返信 報告

#9117の画像の場所はZARD 15th写真集に
 crown street sydney1998と載っていました。

⾃信ないですが(笑)ネットを使って調べてみましたらちょっと似てるのがありました。
 外観は⽩!?に塗装されていてポスト!?は⼀つになってました。

たぶん今も住んでる⼈がいる可能性もあると思うので
 詳しくは載せません。(でももう写ってるんですけどね(笑)

Re:もしかして part3（笑）

9120 選択 stray 2008-09-05 07:31:42 返信 報告

Todayさん、おはようございます。

情報どうもありがとうございます。
 Le Port 写真集にロケ地情報が載ってましたね（笑）。

 #9117は「crown street 514, sydney」で⾒つかりますが、
 ここは⽇本⾵に⾔うと「１つ屋根の⻑屋」で、

 左右対称に⽞関が隣合うように並んでいます。
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 左から3軒⽬の⾚っぽい家じゃないかと思いますがいかがでしょ︖
（#9117で、右隣が⽩壁なので）

またしても「カナリヤ交差点」の近くでしたね︕
 #9116は「crown street 475, sydney」で⾒つかります。

ワクワクo(^-^)o

9123 選択 pine 2008-09-05 10:24:30 返信 報告

皆さん こんにちは︕
 続々とロケ地が発⾒されてワクワクします︕

返信が遅くなってすみませんm(_ _)m

ドルチェさん
 カナリヤ交差点から教会通ってジャケ写の⻑屋へお散歩したいですね。

 それにしても"ストリートビュー様様"ですね。素晴らしい︕
 Z研ツアーが⾏なわれるまで、Googleのストリートビューで我慢しましょう(^^)

アネ研さん
 Googleでも⾜での捜査が必要ですね。(笑) 今回は回りに回ってすぐそば…灯台下暗しでした。

 ネット上でもこんなにワクワクするんだから、現地に⾏くとたまらないでしょうね〜。シドニーとは⾔わないけど、
どこかのロケ地に⾏ってみたいです。(o^-^o)

xs4pedさん
 所⻑賞はなぜかダンナにかっさらわれましたが、ロケ地探しは楽しかったです。

 やみつきになりそう…(^_^)

所⻑さん
 ダンナに所⻑賞をありがとうございます。って何か変じゃないですか〜っ︕（笑）

 「今回の出張に研究所の皆さんが、とっても感謝されています」と伝えます。ダンナにしたら「なんのこっちゃ」で
すが。（笑）

 探している時のワクワク感と、⾒つけたときの何ともいえない喜びが…これは⼀種の⿇薬のようです。
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Z研”カナリヤ交差点ツアー”５０万円は⾼いな〜
ゼットンの着ぐるみで参加しますから、ちょっとまけて下さいな（笑）

チョコレートさん
 お互いに所⻑賞残念でしたね〜（笑）

 泉⽔さんのTシャツ⾒つけたら、私の分も買っておいて下さいね︕よろぴく（^^）

Todayさん はじめまして。
 ロスの建物、そのまま残っているんですね。

 「FOR RENT」の看板が貼ってあるので、Z研で借りてもらいましょうか（笑）
 

Re:『時間の翼』 ブックレット

9125 選択 pine 2008-09-05 14:35:30 返信 報告

所⻑さん 皆さん こんにちは︕
 今⽇もシドニーの町をうろうろしてます。（笑）

#9115の場所、ココだと思うのですが…。(Crown St / Arthur St ,sydney)
 画像の上に映っている標識が、「ARTHUR St.」「CROWN St.」と書かれているよう

に思うので、お散歩がてら⾒てきました。（笑）
 建物は変わっているようですが（紫は趣味が悪いから建て替えたのか︖）よく似た交通標識が⾒えます。

 ⼀連のロケ地の近くでもありますし、どうでしょうか︖
 

Re:まだまだあるよ〜。

9126 選択 ⼭茶花 2008-09-05 17:09:44 返信 報告

strayさん、皆さん、こんばんは。
 #8997〜9007の画像について

 > シドニーのお題は、まだまだあります（笑）。 
 撮影ロケ地だったシドニーは、2000年NHKシドニー五輪のテーマソング歌ってましたから、ZARDと深い縁がありま

すよね。

https://bbsee.info/straylove/id/8997.html?edt=on&rid=9125
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> この写真は、ハイアットホテルの⽞関前でしょうか︖ 
> 奥に⾒える⿊リュックと⼤きな袋は、泉⽔さんの荷物で、 

 > チェックアウト後の1枚だったりして（笑）。 
 結構画像がレアものばかりで堪りません(笑)

 あー楽しかった(笑)Strayさん、ありがとうございます。
 

Combo Interiors

9128 選択 stray 2008-09-05 18:45:44 返信 報告

pineさん、こんばんは。

今⽇もストリートビュー・ツアーを満喫されたようですね（笑）。
 お店の電話番号（9360-2222）で調べると、「Combo Interiors」という

 宝⽯、家具、⾻董を扱うショップが引っかかります。
 住所は「500 Crown, SURRY HILLS, NSW 2010」、

 ”The purple, warehouse-like building・・・(紫⾊の倉庫⾵建物)”とあるので、
 pineさんが発⾒された場所で間違いありません。

 紫は趣味が悪いので、潰れたんでしょう（笑）。

> ダンナに所⻑賞をありがとうございます。って何か変じゃないですか〜っ︕（笑） 
 確かに（笑）、深く考えちゃダメ・ダメ（笑）。

> 探している時のワクワク感と、⾒つけたときの何ともいえない喜びが…これは⼀種の⿇薬のようです。 
 そうなんですよ、パソコン捜査でさえワクワクしますよね︖

 実地捜査はもっと興奮・感激しますよ︕︕（笑）
  

 ⼭茶花さん、こんばんは。
 お楽しみいただけたようで何よりざんす（笑）。

> 撮影ロケ地だったシドニーは、2000年NHKシドニー五輪のテーマソング歌ってましたから、ZARDと深い縁があり
ますよね。 

 このシドニーロケは1998年3⽉なので、シドニー五輪とは無関係。
 

https://bbsee.info/straylove/id/8997.html?edt=on&rid=9128
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=9128


テーマソングの依頼が来たときは、泉⽔さんも”何かの縁”を
お感じになったことでしょうねぇ。

  

Re:もしかして part3（笑）

9130 選択 Today 2008-09-06 00:30:22 返信 報告

strayさん、みなさんこんばんは。

ここに間違いなさそうですね。2つの窓下の四⾓の凹み!?も
 似ていますね。いやぁ〜もう⼀つ隣にあったとは参りました。

 それにしてもcrown streetは広っ〜（笑）

pineさん初めまして〜。
 > 「FOR RENT」の看板が貼ってあるので、Z研で借りてもらいましょうか（笑）

良いですね〜（笑）ただ夜になるとここは危ないみたいなのでSPも付けていただけたら嬉しいです（笑）

ここも Crown St.

9143 選択 stray 2008-09-06 14:07:58 返信 報告

"おまえ まだやってたんか︕"って⾔われそうですが（笑）、
 #9116（ワンちゃんと戯れる）の場所が判明しました。

 ⾞が邪魔で分かりづらいですが、右から３軒⽬のお店です。
ここも Crown St.でした。

Re:ここも Crown St.

9144 選択 stray 2008-09-06 14:14:59 返信 報告

https://bbsee.info/straylove/id/8997.html?edt=on&rid=9130
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=9130
https://bbsee.info/straylove/id/8997.html?edt=on&rid=9143
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=9143
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/d1d7015fbf729403d7329560afecff1d.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/8997.html?edt=on&rid=9144
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=9144
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/d4bad256c73a6b25b86cc9c1a77255b1.jpg


「時間の翼」PVに、店内から反対側を映すシーンがあって、
http://www.filebank.co.jp/wblink/54c3944d69354eeada2754e7c24940f9

画像の⾚⽮印の窓が映ってます。
 

Re:ここも Crown St.

9145 選択 stray 2008-09-06 14:20:46 返信 報告

 
店の扉に「475」とあるので、

 「crown street 475, sydney」で検索しただけです。
 こんなもんで、⾒つかるときは⾒つかります（笑）。
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