
ZARD研究所BBS
promised you をこよなく愛する ZARD FREAK 憩いの場 ♪with you ♡♥

 「なみろむ」のような作
(1)
by Aki 2019/11/10(Sun)

 B社が何をすべきか考える委員会
投稿規程／編集・削除⽅法  過去ログ 8  7  6  5  4  3  2  1  旧BBS  ⼟ワイ  Ver.違い  歌詞の理解の為に  駅
メロ  ライブ特設ページ  問い合わせ

返信を投稿する 新しい話題を投稿する

ここはどこ︖
1003 選択 stray 2009-09-28 21:30:39 返信 報告

goroさん、こんばんは。
 こっちに引っ越してきました（笑）。

この場所もキングスクロス駅の近くだとすると、
 すでに消滅している可能性がありますね。

 

Re:ここはどこ︖
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1004 選択 stray 2009-09-28 21:34:07 返信 報告

 
もしかしたら、これじゃありません︖

すっかり変ってしまってますが、泉⽔さんが⾜を投げ出している部分が
 舗道と⾊が違ってますよね︖

 その⼿前の縁⽯の凹凸といい、雰囲気は似てますねぇ。

141 King's Cross Road, Camden WC1X 9BJ
 

Re:ここはどこ︖
1006 選択 goro 2009-09-28 22:39:47 返信 報告

strayさん こんばんは
 表舞台に引越しされたようですね(笑)２つのロケ地の場所が判明できて嬉しかったです。

 「マイフレンド」の裏路地では、ひざまずいて嘆いている⾃分の姿が思い浮かべられます(笑)。
 そうそう、残るはこの場所ですよね〜︕。私も以前調べてみましたが、確証まで掴んでいません(涙)。

 strayさんのご指摘の場所、最初カムデンロックは難しいな〜(笑)って思ってグーグル検索したら、キングスクロス駅の近
くですね︕。

 この辺りはストリートビュー散歩をして、裏路地が似ていたので怪しいと思っていました。更に前のBBSでお伝えしたと
おりこのお店の電話番号は「020 7278 6014」で、住所は「329-331 Gray's Inn Rd, London, WC1X 8BZ」だったの
で、

 まさにこの辺りなのかな︖って思っています。
 この場所、舗装の感じはにていますね︕。ただ、泉⽔さんが写っている場所は⼀⽅通⾏の道路なので実際は道幅が狭いの

かな︖ 再開発でこの辺りの道も建物も整備されてしまったのかな︖って感じています。
 いずれにせよ、strayさんが以前仰ってた場所付近にあるのだと期待しています。

 

Re:ここはどこ︖
1009 選択 stray 2009-09-29 00:21:13 返信 報告
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goroさん、こんばんは。

⾃分でも#1004はハズレだと思うのですが（笑）、
 １つ新たな重⼤な発⾒がありました︕

この画像の右端をよ〜く⾒て下さい。
 [986]と同じですよね︖

 つまり、奥に⾒える建物は[980]だということです。

Gymnasium の⼿前（セントパンクラス駅寄）に、このビルがあったのかも。
 この道なら狭くて、３回忌映像でも⼀⽅通⾏のように⾒えました。

 あるいは、まったく別の場所で撮影して、合成したのか（笑）。
 な〜んか、キナ臭くなってきましたね、ワクワクするなぁ（笑）。

Re:ここはどこ︖
1011 選択 stray 2009-09-29 19:53:01 返信 報告

G Franchi and Sons の現在のお店です。建物の形がまったく違います。
たぶん移転したのだと思われるので、住所には拘らないほうがよいかもです。

 http://www.welovelocal.com/en/london/camden/kings-cross/locksmiths/g-franchi-
sons-wc1x8px.html

電話番号は３つあるみたいですよ（笑）。
 http://www.gfranchi-locksmiths.com/contact.php

Re:ここはどこ︖
1012 選択 goro 2009-09-29 20:47:45 返信 報告

strayさん こんばんは
 いや〜、⼤きな発⾒ですね︕ 凄いですね︕

 #1009の奥の建物は#986と⼀致しますね。
 ということは、#1009の場所はセントパンクラス駅近くになりますね。
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映像を⾒ていると、この奥の建物が写っているのしかないのは何故だろう︖ 反対側が写っている映像はないですね。
#986で泉⽔さんが⾒ている⽅向はまさに#1009の建物のほうなんだと思います。

確かに「G Franchi and Sons 」の場所は再開発して取り壊されてしまったので移転しているはず、
 現在の「G Franchi and Sons」は現在の住所にあるのは当然ですね。いや〜納得です。

 今の住所のあたりを探しても決め⼿になるものは⾒つからなかったですもの。

あぁ︕ この場所も再開発で無くなってしまったのですね。
 ロンドンで⼀番訪れてみたかった場所なのに〜(涙)。

 またもや、ひざまずいてガックリしています(笑)。
 いや〜、嬉しいんだけど、悲しいですね〜。

 strayさん、ありがとうございます︕
 

Re:ここはどこ︖
1013 選択 stray 2009-09-29 22:10:30 返信 報告

goroさん、こんばんは。

goroさんが英語ペラペラでしたら、お店の⼈に#1003を⾒せて、
 「以前のお店はどこにあったの︖」って聞いてくれると有り難いのですが（笑）。

 建物が無くなってしまったのは残念ですが、せめてどこにあったのかだけでも
 知りたいですよねぇ。私の推理が当たってるかどうか気になります（笑）。

> 映像を⾒ていると、この奥の建物が写っているのしかないのは何故だろう︖ 
⾒せたくないもの（サンントパンクラス駅）が映ってるんでしょうね（笑）。

> 反対側が写っている映像はないですね。 
はい、ないです。

> #986で泉⽔さんが⾒ている⽅向はまさに#1009の建物のほうなんだと思います。 
 そうなりますね、Gymnasiumビルと#1003が隣合って建ってる写真を

 出発までの間、ひたすら探しましょう︕（笑）
 

Re:ここはどこ︖
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1014 選択 ドルチェ 2009-09-30 00:36:18 返信 報告

ストちゃん、goroさん、こんばんは︕

な〜んと、#1009の写真の場所も分かったんですね︕
 ホントに奥に⾒えるのは、マイフレンドジャケ写の路地裏のあっち突き当たりの建物と⼀緒ですね〜。

 ジャケ写の時と同じ服装なので、近くなのかな︖とは思っていたけどすぐ近くだったんですね（笑）
 でも、#1004の建物も上の部分や雰囲気がすごく似てますね︕ ここと⾔われたら信じちゃいそうです（笑）

goroさん、ロケ地がそのまま残ってないのは残念ですけど、出発前までに⾒つかって良かったですね︕ 嬉しいような、
寂しいような・・

私もここ何⽇かストリートビュを使ってロケ地探しをやってたんですけど、ストリートビューで地図の中に⼊る時に 
 ぐるぐるりんっ、って回転しますよね（意味わかりますか〜︖）あれで、完全に⽅向を失っていつも迷⼦になってしまい

ます（＞＜）
 goroさんが⾏かれる前に、なにか⼀つでも発⾒したいのに、むずかしいな〜

Re:ここはどこ︖
1015 選択 stray 2009-09-30 20:44:03 返信 報告

ドルちゃん、goroさん、こんばんは︕

⾒つかる・⾒つからないにかかわらず、期待をもって出かけて徒労に終わるのと、、
 最初からがっかりモードで出かけるのと、どっちが幸せなんでしょうね（笑）。

> ぐるぐるりんっ、って回転しますよね（意味わかりますか〜︖）あれで、完全に⽅向を失っ
ていつも迷⼦になってしまいます（＞＜） 

 わかる、わかる（笑）。
 右下に⼩さく地図が出るので、それを⾒ながら⽅向を確かめるしかないですね。

私も時々迷⼦になりますよ（笑）。

さて、撮影年⽉は不明ですが、再開発初期の頃の写真を⾒つけました。
 マイフレンドジャケ写のビルはすでにありません。
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Gymnasium の左側にある⼩さな建物が、#1009でしょうか。
解像度が低くてよくわかりませんねぇ（笑）。

Re:ここはどこ︖
1016 選択 stray 2009-09-30 20:50:01 返信 報告

もう⼀丁。

これは再開発が始まる前です。
 Gymnasium（⽩屋根）の⼿前に、レンガ⾊のビルがあるような、

 ないような・・・（笑）

これも解像度が低くてよくわかりませんねぇ（笑）。
 

Re:ここはどこ︖
1017 選択 goro 2009-09-30 20:52:50 返信 報告

strayさん ドルチェさん こんばんは
 ドルチェさんの仰るとおり嬉しいような、寂しいようなって感じですね(笑)。

 「Gymnasium Buliding photo」とかで検索して、画像はないかと試していますが、よい画像は無いですね〜。
 しかしながら、場所はほぼ確定のような気がします。あまり残っているとは思えませんが、現地に⾏って調べてみます

ね。
 怪しいカタゴトの英語じゃ通じないだろうな〜(笑)。

 徒労もガッカリモードはどちらでも嫌ですね〜(笑) でも、⾒つかって嬉しく思っています。

#1015の画像、左側の建物、怪しいですが、⼩さくてわかりませんね(笑)。でも、怪しいな〜︕

ドルチェさん、グーグルアースでストリートビューですよね︕ グーグルアースは私も操作が慣れていなくて、⽅向感覚
を⾒失うので、普通のグーグルマップで調べてます(笑)。

 

Re:ここはどこ︖
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1018 選択 stray 2009-09-30 23:12:39 返信 報告

goroさん、こんばんは。

セントパンクラス駅側を写した画像がありました︕︕
 （会報12号）

左は、同⽅向から⾒た Gymnasium で、同じ位置に⾚丸を付けました。
 泉⽔さんがロケった頃は、Gymnasium の隣にビルがあります。

 ３階建てなので、#1009 なのかも知れません。

> 「Gymnasium Buliding photo」とかで検索して、画像はないかと試していますが、よい画像は無いですね〜。

photo よりも image のほうが検索にかかる確率が⾼いみたいです（笑）。
 King's Cros 駅付近は治安が悪いそうです。夜は近付かないほうがよいですよ。

 お気をつけて⾏ってきて下さいね〜。って、もう探さないって意味じゃありませんので（笑）。
 

Re:ここはどこ︖
1019 選択 ドルチェ 2009-09-30 23:56:23 返信 報告

 
「もう探さない〜♪」

引き続き探しますが、もう探さないという⾔葉に反応して
 どうしてもこれがやりたくなったの︕笑

このPVの泉⽔さん、カッコ良くて⼤好き♥

Re:ここはどこ︖
1020 選択 stray 2009-10-01 18:19:44 返信 報告

ドルちゃん、こんばんは〜。

反応してくれて嬉しいけど、話題をそらさないように（笑）。
 たしかにこのPVの泉⽔さん、いちばんカッコ良いかも（笑）。
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goroさん
かなり古い航空写真を発⾒︕

 解像度は悪いですが、Gymnasiumの⼿前、現在広場になっている当たりに
 ビルが密集して建っているのがわかりますね。

Re:ここはどこ︖
1021 選択 stray 2009-10-01 18:28:09 返信 報告

これは、な、なんと1885年の古地図です。
 http://www.londonancestor.com/maps/bc-pancras-s-th.htm

Gymnasium ⼿前のビルは、⼝の字型をした⼤きなビルだったようです。
 再開発で、St.Pancras Road を Gymnasium の右側に迂回させる

 必要があったため[983]、真っ先に取り壊されてしまったのでしょうねぇ。

これで、私なりにすっきりしました（笑）。

Re:ここはどこ︖
1022 選択 goro 2009-10-01 21:55:49 返信 報告

strayさん ドルチェさん こんばんは
 [1018]の画像、ありがとうございます。⾬樋とその下の⻑⽅形の箱が⼀致していますね。凄〜

い︕
 ん︖(笑)、[1003]の画像は右側の⼀⽅通⾏の道が[982]や[986]のキングスクロス駅の⽅を撮

った向きですので、[1003]や[1009]の泉⽔さんが座っている建物の位置は[1018]でいうと、
泉⽔さんが座っているほいうの右側なのかな︖って思ってしまいます。

 ⽅法感覚がわからなくなってきました(笑)。
 [1020]と[1021]の古い写真、よく⾒つけましたね(笑)。確かに古い建物は密集しているし、道も綺麗に写っていますね。
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夜間の捜索は禁物ですね。ご⼼配、ありがとうございます︕ ⼼して現地を⾒てきます。いや〜、解明が進んで嬉しいで
すね〜︕。

この画像も⾬樋が映っています︕
 

Re:ここはどこ︖
1023 選択 チョコレート 2009-10-01 22:12:59 返信 報告

所⻑さん、ドルちゃん、goroさん、皆さんこんばんは︕

> これは、な、なんと1885年の古地図です。 
 こちらに引越してきて以降は、息を潜めて(笑)⾒守っていましたが、ずいぶんとはっきりしてきたようですね。

 古地図まで発⾒したんですか︕︕(驚)執念を感じますね〜(笑)。
 でも、ほぼすべてが取り壊されているなんて･･･(泣)。

 あとは、現在の姿をgoroさんに確認していただく、これまたつらい作業になりそうですね。
 goroさん、気をつけて⾏って来てくださいね︕

Re:ここはどこ︖
1024 選択 stray 2009-10-01 22:25:55 返信 報告

goroさん、チョコさん、こんばんは。

出発まであと１週間ですか、どうかご無事に帰ってきて下さいね。
 ⾏ったこともないのに、この界隈の地理にやたら詳しくなったので（笑）、

 #1021の古地図で、位置関係を説明します。

⾚丸が「ぬくもりが欲しくて」ジャケ写地点です。
 #1018は、そこを（地図で）右側から写したもの。

⻘丸が「マイフレンド」ジャケ写地点で、ここは
 左側から写したものしか存在しません。

#1018で分かるように、Gymnasiumの隣（地図で左側）に#1003のビルがあり、
 ３回忌特番では、２つのビルは隙間なくくっついてるように⾒えます。

https://bbsee.info/newbbs/id/1003.html?edt=on&rid=1023
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=1023
https://bbsee.info/newbbs/id/1003.html?edt=on&rid=1024
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=1024
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/021bbc7ee20b71134d53e20206bd6feb.jpg


 
再開発で、#1003のビルがもぎ取られて、Gymnasium だけが現存してます。

⻩丸が、#1003で泉さんが座っている場所です。

Re:ここはどこ︖
1025 選択 stray 2009-10-01 22:35:49 返信 報告

#1018左の写真は、⽐較しやすいように、私がトリミングして
 サイズを⼩さくしてあります。これが元画。

２階の丸窓の下に付いている箱型の物体や、
 １階の⾬樋の曲がり加減が、ピッタリ⼀致します。

さぁ、あとはgoroさんが出発される前に、#1003の⽣写真を⾒つけなきゃ︕（笑）
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