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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

旅してきました【ロクブリュヌ編】
1199 選択 goro 2009-11-03 19:24:15 返信 報告

みなさん こんばんは

ヨーロッパから戻ってようやくレポート作成ができる状態になりました。簡易版ですが記載しますね。

今回のレポートはロクブリュヌです。ロクブリュヌはニースから北東へ約20キロ ⾞で約30分、 モナ
コから北東へ約10キロ ⾞で約20分のところにあります。 ⼭沿いの⾼い所に街があり、南仏の鷹ノ巣
村と呼ばれています。昔は外敵からの攻撃を防ぐために⼭の⾼い所に街を作り、城壁で街を囲んでいた

ようです。場所柄か現在も⼤規模な開発はされてなく、昔のままの⼩さな路地や古⾵な建物があり、時代に取り残された街のよう
に感じ取れますが、ひっそりと佇む時間が素晴らしいです。⼭沿いにある街なので、丘の上から⾒る地中海を含め多⾵景は綺麗
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で、モナコや遠く離れたイタリアの海岸を眺めることができます。同じ鷹巣村と呼ばれているエズよりもひっそりとしていて落ち
着いた街並みです。

旅してきました【ロクブリュヌ編】２
1200 選択 goro 2009-11-03 19:25:41 返信 報告

まずは、この坂道の路地です。教会のそばにあります。ここは泉⽔さんがチュッされている所
です(笑)。座ってボッ〜と考えて⾒るものいいですね。

旅してきました【ロクブリュヌ編】３
1201 選択 goro 2009-11-03 19:26:12 返信 報告

これは別アングルです。そういえば、昨年この画像をドルチェさんに教えて頂き、⾊々探してみ
ましたが、⾒つけることが出来ず、その後にロクブリュヌであることをstrayさんに教えて頂い
たのが懐かしいです(笑)。

旅してきました【ロクブリュヌ編】４
1202 選択 goro 2009-11-03 19:26:51 返信 報告

この画像はＰＶ「君に逢いたくなったら･･･」です。レストランの看板は無くなってしまいましたが、⾵景は殆ど変わって
いません。
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旅してきました【ロクブリュヌ編】５
1203 選択 goro 2009-11-03 19:28:11 返信 報告

もう１つの画像です。

旅してきました【ロクブリュヌ編】６
1204 選択 goro 2009-11-03 19:28:45 返信 報告

この画像の原画はどのものでしょうか︖(笑)。前の教会のそばの坂道の場所とは別であることが現地に
⾏って初めて解りました。教会のそばの坂道はキャンドル屋さんがあるのと、坂道が続いていたのに対
し、この場所は平坦な路地が続いているのに気付きました。原画の建物と⽐べると扉が増えていたり、
⾊が違っているので、この建物は建て替えてしまったかもしれませんね。⼿摺は昔のままですね。この
場所は⾬樋から⽔が垂れ落ちてきて、振り返ってみたら、お〜︕って感激して発⾒したものです(笑)。

Re:旅してきました【ロクブリュヌ編】７

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/147702db07145348245dc5a2f2fe5683.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/1199.html?edt=on&rid=1203
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=1203
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/491442df5f88c6aa018e86dac21d3606.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/1199.html?edt=on&rid=1204
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=1204
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/fb2fcd534b0ff3bbed73cc51df620323.jpg


1205 選択 goro 2009-11-03 19:29:21 返信 報告

ここから先の４つの画像はＰＶ「君に逢いたくなったら･･･」の泉⽔さんなしの⾵景です。どこ
から撮ったのかな︖って思いながら街の中を歩きました。最初は眺めのよいロクブリュヌ城か
な︖って思いましたが、微妙に屋根の⼀部が写らなかったりして迷ってしまい(笑)、結局2回⽬
に来たときにわかりました。撮影場所はロクブリュヌの⼊⼝付近のオープンテラスがあるレス
トラン（⼩さな宿）近くの場所です。

 この画像はモナコの⽅向へ向けて撮ったものです。断崖絶壁に建つホテルは崩れないのか
な︖︖ 原画と⽐べると少し上向きに撮ってしまったようで、下の部分が少し⼊っていないです。

 

旅してきました【ロクブリュヌ編】８
1206 選択 goro 2009-11-03 19:29:56 返信 報告

こちらも左側の奥はモナコです。この画像も原画と⽐べて下の部分が少し⼊っていません。

旅してきました【ロクブリュヌ編】９
1207 選択 goro 2009-11-03 19:31:05 返信 報告

こちらはロクブリュヌのふもとの街を写したものです。この建物は何でしょうね︖︖ ⻘い海に
南仏の建物はお洒落ですね〜。

旅してきました【ロクブリュヌ編】１０

https://bbsee.info/newbbs/id/1199.html?edt=on&rid=1205
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=1205
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/b571ecea16a9824023ee1af16897a582.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/1199.html?edt=on&rid=1206
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=1206
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/144a3f71a03ab7c4f46f9656608efdb2.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/1199.html?edt=on&rid=1207
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=1207
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/4e4e53aa080247bc31d0eb4e7aeb07a0.jpg


1208 選択 goro 2009-11-03 19:31:41 返信 報告

こちらはマルタン岬(カップマルタン)の⽅を捕ったものです。カップはフランス語で岬という
意味だそうです。

旅してきました【ロクブリュヌ編】１１
1209 選択 goro 2009-11-03 19:32:21 返信 報告

この画像は写真集からのものです。初⽇に⼀通り回って解らない場所がいくつかあったのです
が、⼀旦駐⾞場に戻ろうとしてもと来た道を歩いたら偶然⾒つけたものです。よく⾒ていないと
通り過ぎてしまうものですね。ロクブリュヌは⼩さい路地が多くて同じような景⾊が多いので
す。真っ直ぐ奥に歩いていくと先ほどの教会と泉⽔さんが座っていた坂道の階段があります。

旅してきました【ロクブリュヌ編】１２
1210 選択 goro 2009-11-03 19:32:56 返信 報告

この画像はＰＶ「君に逢いたくなったら･･･」の泉⽔さんがお腹いっぱい︖(笑)にしている場所です。
この場所を⾒つけるのに苦労しました。なかなか⾒つからず、⼀休みしてから再び歩いていたら⾒つけ
ました。当時の情景をあわせるために何度か⼣暮れの⽊漏れ⽇が当たる頃に再び来たのですが、季節の
違いのせいか、太陽の⾼度のせいか、この時期は⽊漏れ⽇が泉⽔さんの場所に当たらないことがわか
り、少し残念でした。

 泉⽔さんがお腹いっぱい︖に⾒えるのは、壁に寄りかかる⾓度でお腹が上がってしまい、お腹いっぱい
にみえると思うのです(笑)。そうそう、原画をよくみてみたら、完全に壁にくっついてなく、やや斜め
に寄りかかっていたのでお腹いっぱいにみえるのだと思います。でも幸せそうな雰囲気が素敵です。
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旅してきました【ロクブリュヌ編】１３
1211 選択 goro 2009-11-03 19:36:48 返信 報告

以上がロクブリュヌの報告です。今からどの場所にあるのか、おおよその位置関係を記載し
ますね。

⾚丸が[1200]、[1201]、⻘丸が[1202]、[1203]、緑丸が[1204]、紫丸が[1205]、[1206
]、[1207]、[1208]、⻩丸が[1209]、⽩丸が[1210]です。

以上でロクブリュヌ編は終了です。次はジェノバ編です。報告事項はあまりありませんが、
後ほど記載しますね

 

Re:旅してきました【ロクブリュヌ編】１３
1212 選択 ペケ 2009-11-03 20:29:38 返信 報告

goroさん、お久しぶりです︕

旅⾏＆レポートお疲れ様でした。また、沢⼭の綺麗な写真も楽しませて頂きました。

Re:旅してきました【ロクブリュヌ編】
1213 選択 stray 2009-11-03 22:35:35 返信 報告

goroさん、こんばんは。

ロクブリュヌ編、待ってました︕︕（笑）

まず、#1204の元画は「CDでーた 1997年3/20号」です。
 じつは、私はこの画像の存在をすっかり忘れてました（笑）。

 壁を修繕したようですね、13年も経ってますから、
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すっかり同じとはいかないでしょうけど、
ロクブリュヌは古い村並みが売りなだけに、

 当時の⾯影がほぼ残っていてくれて、嬉しいですねぇ。

あれからちょうど１年くらいでしょうか。私の間違った情報でエズ村に誤誘導してしまいましたね。
 たしか、#1202の閉店してしまったレストランの看板から、ロクブリュヌを特定したんですよね︕

 思い出のレストランが無くなっていたのは残念ですが、
 ほかのロケ地捜査は完璧ですね︕（笑）

地図を⾒ると、ロケ地は狭い地域に固まってるようですが、
 #15361は少し離れていて、帰り道でもなさそうなのに、よく⾒つけましたね︕

カメラアングルも、元画に限りなく近く、goroさんのこだわりが伝わってくる写真ばかりです。
 goroさんのレポートをもとに、近いうちにロケ地マップを全⾯改定する予定です。

⼤作レポートどうもありがとうございました︕
 

Re:旅してきました【ロクブリュヌ編】
1214 選択 goro 2009-11-04 22:47:59 返信 報告

ペケさん strayさん こんばんは

ペケさん、お久しぶりです。素敵な額縁をありがとうございます。
 お体の調⼦はどうでしょうか︖。

 無理をなさらずにまた⾊々と画像について教えて下さいね。

strayさん、カメラアングルはなかなか難しいですね。
 これは完璧って思っていても、実際パソコンで⾒ると微妙にずれていたり、

 肝⼼なものが写っていなかったりと難儀なことだらけです(笑)。
ロケ地マップ増えていきますね︕嬉しいです。

 

Re:旅してきました【ロクブリュヌ編】
1216 選択 ペケ 2009-11-04 23:14:29 返信 報告
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goroさん、こんばんは。

> ペケさん、お久しぶりです。素敵な額縁をありがとうございます。 
 イメージを崩していなければ良いのですが（笑）。

> お体の調⼦はどうでしょうか︖。 
 ありがとうございます。もう⼤丈夫だと思います。

> 無理をなさらずにまた⾊々と画像について教えて下さいね。 
 写真は素⼈なんですけどね。シヴァさんは何処に︖。

Re:旅してきました【ロクブリュヌ編】
1217 選択 アネ研 2009-11-05 00:19:37 返信 報告

こんばんは、goroさん、みなさん
 ひさしぶりのような。（汗）

goroさん、またまた、超巨編のレポートどうもです。
 地道な捜査、頭が下がります。

しかし、写真すごく綺麗で、しっかり撮れてますね。
 泉⽔さんがいなくけど、みとれてしまいます。

国内ロケ地捜査も最近、goroさんとsuuさんの活躍がすごいので、
 気持ちばかりアタフタしています。

実はアレを捜査したいんですがね〜。
 ラッキーさん、知恵貸してちょ︕（笑）

 

Re:旅してきました【ロクブリュヌ編】
1221 選択 stray 2009-11-05 20:13:01 返信 報告

アネ研さん、こんばんは、お久しぶり（笑）。
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ラッキーさんはホームランを⼀発（THE GLOBE）打ってるけど、
アネ研さんは最近影が薄いよ〜（笑）。

アレって、アレですよね（笑）。
 探してるんですけど、引っかかってこないですね。

 もう無くなってしまってるのでしょうか・・・

ヤンキース優勝＆松井ＭＶＰおめでとう︕︕
 

Re:旅してきました【ロクブリュヌ編】
1222 選択 チョコレート 2009-11-05 22:22:30 返信 報告

goroさん、所⻑さん、ペケさん、アネ研さん(お久しぶりです)、皆さん、こんばんは︕
 goroさん、詳しいレポをありがとうございます。地図でも撮影スポットが⼀⽬瞭然で、これがガイドブックになったら、

ZARDファンのバイブルになること間違いなしですよねぇ(笑)。素晴らしいです︕
 この地図を持って、ロクブリュヌをぜひ訪れたい︕︕

所⻑さん、アネ研さん、アレって何ですか︖︖︖(笑)極秘にすすんでいる捜査があるの〜︖気になるぅ︕︕(笑)
 またアネ研さんとゼットンの突撃捜査を楽しみにしています。

> ヤンキース優勝＆松井ＭＶＰおめでとう︕︕ 
 本当に松井選⼿はすごかったですよね〜。感動しました。

 ところで泉⽔さんはヤンキースのファン︖︖帽⼦の写真は今回初めて⾒たような気がしますが、ヤンキースのTシャツを着
てる姿をPVで⾒たような･･･(笑)。

 帽⼦とTシャツ両⽅持ってるなんて、ファンとしか思えません(笑)。ぎゃははは。

Re:旅してきました【ロクブリュヌ編】
1223 選択 goro 2009-11-05 22:24:51 返信 報告

アネ研さん、strayさん チョコレートさん こんばんは
 ありがとうございます。

 アネ研さんこそ、地道な捜査、参考にさせて頂いていますよ︕
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ゼットン〜は復活するのでしょうか︖。
アレってまた凄い何かを探しているのですね。

 楽しみにしています。でも無茶をしないで下さいね(笑)。
 泉⽔さんもヤンキースの帽⼦をかぶるのですね。

 ヤンキースＴシャツを着ているＰＶもあるのですか︕

Re:旅してきました【ロクブリュヌ編】
1224 選択 stray 2009-11-06 20:20:06 返信 報告

チョコレートさん、goroさん、こんばんは︕

私は松井の⼈柄が⼤好きで、彼がニューヨーカーから絶賛されると
 我が⾝のことのように嬉しくなります。昨⽇の４打席⽬に⼊ったとき、

 観客が総⽴ちで松井に拍⼿とＭＶＰコールを送ってましたが、
 ⿃肌が⽴って、⽬頭が熱〜くなっちゃいました（笑）。

ヤンキースは、⽇本で⾔えば「巨⼈」みたいな球団ですし、
 泉⽔さんはヤンキースのファンというより、ヤンキースしかご存知ないのでは︖と思います（笑）。

#1221の服装は[1175]と⼀緒ですから、MOD STUDIO で撮られたものです。
 （出典︓「⼥性⾃⾝」2008年8⽉21・28⽇号）

> ヤンキースのTシャツを着てる姿をPVで⾒たような･･･(笑)。 
 ヤンキースのＴシャツ︖ すぐに思い浮かびませんが、どんなＴシャツでしょう︖

> 所⻑さん、アネ研さん、アレって何ですか︖︖︖(笑)極秘にすすんでいる捜査があるの〜︖気になるぅ︕︕(笑)

いやいや、極秘に進めている捜査はありません（笑）。
 単に「⾒つけたい︕」というアネ研さんの願望に過ぎませんので（笑）。

Re:旅してきました【ロクブリュヌ編】
1230 選択 ドルチェ 2009-11-07 17:27:44 返信 報告

goroさん、みなさん こんにちは︕
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goroさんの詳細レポは嬉しいですね〜（＾０＾） ありがとうございます︕
カメラアングルも、本当にばっちりで感激です︕ やっぱり泉⽔さんへの想いが成せる技なので
しょうか♥

 空撮地図があれば、⽅向⾳痴の私でも指差しで地元の⼈に聞けるので もう⼀⼈ででも⾏く気
満々です︕ 

> ヤンキースのTシャツを着てる姿をPVで⾒たような･･･(笑)。 
 ストちゃん、チョコちゃん、goroさん︕

 ヤンキースTシャツを着ている泉⽔さんは、AL「永遠」の「I feel fine,yeah」の時の泉⽔さんですよ︕
 ヤンキース帽⼦の⽅は気付かなかったな〜。⼈それぞれ⾒ているところが違って、なんか⾯⽩いね（笑）

Re:旅してきました【ロクブリュヌ編】
1232 選択 misora 2009-11-07 18:20:57 返信 報告

みなさん こんにちは

いつも楽しみに拝⾒させていただいております。
 久しぶりに書き込みできそな話題でしたのでおじゃましました。が…

ドルチェさんに先こされちゃいましたね。

皆さんのいままでの投稿分の中からチョイスさせていただきました

もうひとカットフェンスにもたれていたのがあったような…
 

Re:旅してきました【ロクブリュヌ編】
1233 選択 stray 2009-11-07 19:41:39 返信 報告

ドルちゃん、misoraさん（お久しぶり︕）、こんばんは。

このＴシャツでしたか︕
 チョコさんったら「PVで⾒かけたような…」って、ご⾃分で⾒つけた

 Concold Oval の映像じゃないですか︕（笑）
 ん〜、シドニーでニューヨークヤンキースのＴシャツはミスマッチだと思うけど…（笑）
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フェンスにもたれかかってるのは、このキャプ画でしょうか。
「運命のルーレット」ＰＶを撮ったクレーンが映ってますね。

Re:旅してきました【ロクブリュヌ編】
1236 選択 アネ研 2009-11-08 00:01:57 返信 報告

こんばんは、チョコさん、所⻑、みなさん、

> > 所⻑さん、アネ研さん、アレって何ですか︖︖︖(笑)極秘にすすんでいる捜査があるの〜︖気になるぅ︕︕(笑) 
 > 

> いやいや、極秘に進めている捜査はありません（笑）。 
 > 単に「⾒つけたい︕」というアネ研さんの願望に過ぎませんので（笑）。

まったくそのとうり、（笑）
 泉⽔さん⽣前最後のシングルのロケ地の捜査ですが、願望だけで空廻りです。（汗）

 これだけは、所員のメンツをかけて、がんばりたいな〜。
 これも、願望ですが。（笑）

Re:旅してきました【ロクブリュヌ編】
1238 選択 ドルチェ 2009-11-08 15:31:33 返信 報告

misoraさん、ストちゃん、アネちゃん こんにちは︕

> 久しぶりに書き込みできそな話題でしたのでおじゃましました。が… 
 > ドルチェさんに先こされちゃいましたね。 

 わぁ〜、ゴメンなさい︕（＞＜） 
 本当はmisoraさんの添付画像の右下の泉⽔さんを探していたので、アップしてくださって嬉しいです︕

書き込みできそな話題じゃない話題でも、ぜひぜひ軽い気持ちでまた参加してくださいネ♪
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ストちゃんそういえば、ほんどだシドニーでニューヨークヤンキースTシャツですね（笑） 泉⽔さんったら〜可愛い♥

アネちゃん、泉⽔さん⽣前最後のシングルのロケ地といえばアレですね︕ なかなか分かりそうで分からないですよね〜
（笑）

Re:旅してきました【ロクブリュヌ編】
1246 選択 goro 2009-11-08 18:38:49 返信 報告

strayさん ドルチェさん misoraさん アネ研さん こんばんは

やはりヤンキーズ仕様の泉⽔さんのＰＶがあったのですね。
 「運命のルーレット廻して」のシドニーですか︕

 野球とオーストラリアってあまり関係ないけど、オリンピックでは強かったような・・。

アネ研さん、難しそうなのでゆっくりさがして下さいね︕
 

ヤンキースTシャツ、すでに発⾒されてた(笑)
1259 選択 チョコレート 2009-11-09 11:26:17 返信 報告

所⻑さん、ドルちゃん、misoraさん、アネ研さん、 goroさん、皆さん、こんにちは︕

> ヤンキースTシャツを着ている泉⽔さんは、AL「永遠」の「I feel fine,yeah」の時の泉⽔さんですよ︕ 
 先週からガタガタと忙しくて、週末も私には珍しく出張なんかもあったりして･･･慣れない勉強に頭爆発しそうでした(苦

笑)。Z研に少し来ないだけで禁断症状︖︖(笑)ぎゃはは︕
 そんな間に、すでに判明していたのですね〜。すごーい︕早っ︕︕

 ドルちゃんもmisoraさんも「ヤンキースのTシャツ」というキーワードだけで画像を引っ張り出して来れるなんて･･･すご
すぎ︕︕(笑)

 ⾔い出した本⼈は、はて、どこだったかな︖︖状態でした(苦笑)。しかもシドニー︖だったとは･･･(苦笑)。
 でも私の妄想でなくて良かったです(笑)。

所⻑さん、私も松井選⼿の⼈柄が⼤好きです。なので、阪神ファンの松井くんが、いつか憧れの甲⼦園に、阪神に来てく
れることを⼼から願っています(笑)。
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Re:旅してきました【ロクブリュヌ編】
1275 選択 ⼭茶花 2009-11-10 10:55:28 返信 報告

goroさん、strayさん、皆さん、おはようございます。

◆goroさんへ◆
 ロクブリュヌ編と題したお写真、魅⼒的な街の光景ですね。

 惚れ惚れします(笑)。解説を読むと、当時のPV映像などの撮影現場に訪れてこられていたみたいですね。私も⾏ってみた
いなぁ。。(笑)

 写真アップして下さったおかげで閲覧できました。
 goroさんがこれらをアップされる度に思うんですが、なんか美術館の展覧会に来てるような感じがするんです。イメージ

的には、イタリアかどこかの本場の美術館みたいな･･･

◆strayさんへ◆
 >私は松井の⼈柄が⼤好きで、彼がニューヨーカーから絶賛 

 >されると 
 >我が⾝のことのように嬉しくなります。昨⽇の４打席⽬に 

 >⼊ったとき、観客が総⽴ちで松井に拍⼿とＭＶＰコールを 
 >送ってましたが、⿃肌が⽴って、⽬頭が熱〜くなっちゃい 
 >ました（笑）。 

 > 
 strayさんも松井のファンなんですねー。実は、同じ⽯川と⾔うこともあってか、私の⺟も、巨⼈時代から⼤の松井好き

で、⼀発出る度にボリュームを⼤きくして観てますよ(笑)。いつ出るか、忘れた頃に出たりするので、ピッチャーの⽴場
にすれば、いつ打たれるかわからないほど、やっぱりゴジラ松井はこわい男、とか語ってまして。今期では、最初は居眠
りしてたみたいな感じの、まったく打てない状況だったのに、で、最後で、（エンジンが掛かった感じの）だんだん波に
乗って盛り上がってきた感じがするね、とか(笑)。

松井の⼈柄･････････
 確かにインタビューで応じるときも、コメントはいつもあっさりしてますよね。余計なことは語らずさっぱりしてて、私

も好きな⽅です。
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> ヤンキースは、⽇本で⾔えば「巨⼈」みたいな球団ですし、 
> 泉⽔さんはヤンキースのファンというより、ヤンキースしかご存知ないのでは︖と思います（笑）。 

 へー、やっぱりヤンキースはYGみたいな球団なんですねー。私もそれは⺟から聞きましたが、⺟もよくわからないって⾔
ってたので、ずっと疑問に思ってました。おかげでスッキリしましたよ。(笑)

 坂井さんもヤンキースファンだったんだ︕

NYのTシャツは、確かにそのシャツを着た坂井さんが、ジャケットやPVにもよく載ってることありましたね。あのTシャツ
は、売ってる店が、ヤンキーススタジアムに⾏かないとないですよね︖

 

Re:旅してきました【ロクブリュヌ編】
1278 選択 stray 2009-11-10 18:39:11 返信 報告

⼭茶花さん、こんばんは。

⽯川県の⼈はみ〜んな松井ファンなんだと思ってましたけど（笑）。
 彼は打っても威張らず謙虚だし、某Ｄ球団の監督のように⼤⼝叩くこともないし（笑）、

 ⾃分の記録よりチームの勝利を優先する、出来た⼈間です。
 阪神⼊りはないでしょう。巨⼈から出て⾏っただけで裏切り者扱いですから、

 阪神に⼊ったら、巨⼈ファンを全員敵に回しちゃいますからねぇ。
 メジャーの、松井を必要とする球団に移籍すると思いますけど・・・

> NYのTシャツは、ヤンキーススタジアムに⾏かないとないですよね︖

いや、⽇本のスポーツ店で普通に売ってると思いますよ（笑）。

すごいレポートですね︕
1282 選択 カーディガン 2009-11-11 12:45:25 返信 報告

こんにちは、goroさん、みなさん。しばらくぶりです(笑)
 goroさん、おかえりなさい、すごいレポートですね︕現地の雰囲気がとても伝わりますね。外国までの捜索、ずいぶんと

遠くまでおでかけでしたね。次々とロケ地が判明していきますね。現地に⾏けてうらやましいです。ロケ地にZARD記念碑
でも建ててほしいですね(笑)
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Re:旅してきました【ロクブリュヌ編】
1285 選択 goro 2009-11-11 19:40:23 返信 報告

⼭茶花さん strayさん カーディガンさん こんばんは

⼭茶花さん、美術館の展覧会とまではいきませんが(笑)、旅の記録にとおもむろに写真を撮っていました。お褒めの⾔
葉、ありがとうです。

 きっと撮影地の撮る場所って泉⽔さんやプロのスタッフの⽅々が選んでいるので、その場所を撮れば、間違いなく素晴ら
しい写真が撮れるのかな︖って思うことがあります。

 また、⽇本と違って普段⾒慣れない景⾊が沢⼭あるからなのかな︖

strayさん、ヤンキーズの松井選⼿の謙虚さ、素晴らしいです。驕らない、飾らないところが凄いです。誰でも有名になる
と少しは⼤きく⾒せようとする気持ちがありそうですが、松井選⼿にはないですよね〜。有名⼈では無い私ですが、⾒習
わなくては・・・(笑)。

 松井選⼿には頑張って野球を続けて欲しいですね。

カーディガンさん、お久しぶりです。国内･国外でロケ地が判明できて嬉しいですね。
 ⾏って⾒る者としてはたまらなく感動してしまいます(笑)。

 ＺＡＲＤ記念碑、建てて欲しいですね。私が勝⼿に建てると捕まるどころか、ファン出⼊り禁⽌になってしまいそうなの
で絶対に⽌めておきますが・・・(笑)。

 

Re:旅してきました【ロクブリュヌ編】
1287 選択 ｍｆ 2009-11-11 20:20:06 返信 報告

こんばんは 久しぶりです イタリアを旅⾏されたんですね
 私も⼀度⾏ってみたいと思います

 私は極東アジア地域より出たことがありません 変わったところでは北朝鮮のケサンに⾏ったことがあります 

話は変わりますが「泉⽔」という温泉旅館があります センスイと読むらしいのですが⼀度利⽤したのですが 鍋ものが
凄く美味しいです 

これがホームページのようですご覧下さい
 http://ww3.tiki.ne.jp/~sensui/
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Re:旅してきました【ロクブリュヌ編】
1289 選択 ミキティ 2009-11-12 00:50:01 返信 報告

goroさん♪ みなさん♪こんばんは（＾－＾）

お久しぶりです(*^ｰ^)ﾉ
 いつの間にかコタツ隊の隊⻑に就任ヽ(･ｪ･^)/（笑） コタツ＝（イコール）ぬくぬく隊＆時折居眠り(*^ｰ^*)（笑）で

 ミキティペースでゆっくり拝⾒させていただきました（＾－＾）（笑）
 泉⽔さんのゆかりの地を旅して 建物や景⾊ その空間でいろんなことを感じて

ｇｏｒｏさんの泉⽔さんへの想いがいっぱい詰まったレポートですね(*^ｰ^*)
 わたしも連れていっていただけたようで感動してこころにじ〜んときました☆:*:

 素敵なレポートをありがとうございました（＾－＾）
 これからもｇｏｒｏさんのお話を楽しみにしています(*^ｰ^*)

Re:旅してきました【ロクブリュヌ編】
1291 選択 ｍｆ 2009-11-12 18:25:46 返信 報告

こんばんは イタリアではなくフランスに旅⾏されたのですね すいません失礼しました 写真が凄く綺麗に撮れている
ので感⼼しました 

Re:旅してきました【ロクブリュヌ編】
1293 選択 goro 2009-11-12 21:16:27 返信 報告

mfさん、ミキティさん こんばんは
 ミキティさん、お久しぶりです〜。ミキティさんの花畑牧場のレポート、出遅れすぎてなかなかお返事が書けずスミマセ

ンでした。この前、銀座のバス停を降りたらなんと花畑牧場がありました(笑)。ひきよせられるに⼊ってしまい、⽣キャ
ラメルを買ってしまいました(笑)。美味いっ︕ですね〜。でもすぐ溶けてなくなってしまい、⾼価なキャラメルなので私
には勿体ないです。でも、やっぱり本場の北海道で⾷べるのが⼀番美味しいだろうな〜︕。まだ今年の旅のレポートは始
まったばかりです。連れていってあげられるように頑張って載せます(笑)。まもなくジェノバ編です。コタツ隊⻑︕まだ
暖かいからでてきてね︕
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mfさん、お久しぶりです。北朝鮮に⾏ったのですか︕︕ 凄い凄いです。よく帰ってこれましたねっていうのが第⼀印象
です(笑)。 私は昔、ソウルからのツアーで板⾨店に⾏って北朝鮮を遠めに⾒てきましたが現地に⾜を踏み⼊れるなって
想像もつかないです。世界は広いです。

 泉⽔旅館、いいですね〜。温泉に⼊りながら泉⽔さんを語ることができたら贅沢ですね〜。岡⼭は遠いけど⽴ち寄って⾒
たいものです。

 今回の旅はイタリアも少し⾏きましたのでご安⼼を(笑)。
 

Re:旅してきました【ロクブリュヌ編】、私も⾏きました①
13304 選択 tripper 2013-05-04 06:24:14 返信 報告

goroさん、こんにちは。

⾏ってこられていたんですね。階段や坂だらけで⼤変では
 ありませんでしたか︖

僕も⾏っていて、両⾜が棒になりました。

で、今はこんな状態になっていました。

写真の場所、⾬⼾（︖）の塗装とベランダにあった柵が違っていたので、
 なかなか⾒つけられませんでした。

ほかにも、当時と変わっているような気がしたところがあったような気がしています。

Re:旅してきました【ロクブリュヌ編】、私も⾏きました②
13305 選択 tripper 2013-05-04 06:29:35 返信 報告

道中では、ポータブルDVDプレイヤー、写真集'Le Portfolio'、
 このサイトのロケ地マップをプリントアウトした紙を持ちながら
 回りました。なかなか⾒つからず、同じ場所を2回や3回じゃきかないくらい歩くこともありま

した。
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Re:旅してきました【ロクブリュヌ編】、私も⾏きました①
13308 選択 goro 2013-05-04 22:11:47 返信 報告

tripperさん こんばんは

懐かしいスレッドが上がっているので、ん︖と思いながら⾒てみると、
 ⾏かれたのですね、ロクブリュヌへ︕

晴れているようなので、素晴らしい景⾊を満喫されたようですね。
 確かに、階段や坂が多くて、体⼒を使いますが、⾊々とまわられたようですね。

私も、Ｚ研捜査資料を持って歩きましたよ(笑)

[13304]はどの辺で撮られたのでしょうか︖
 私は、探し回ったのですが、⾒つからなかったのです。

 もう建物が取り壊されてしまったのかと思いましたが、現存していて嬉しい限りです。
 いや〜 本当に懐かしいです︕

こうして、今もまだ残っている泉⽔さんの⾜跡を連絡して下さると嬉しいものです。
 差⽀えなければ他の場所とかも連絡して下さいね。

 Ｚ研のロケ地捜査班が動き出しますので(笑)

ありがとうございました。
 

Re:旅してきました【ロクブリュヌ編】、私も⾏きました① の、補⾜前半
13309 選択 tripper 2013-05-05 01:00:06 返信 報告

goroさん、さっそくの返信ありがとうございます。

[13304]ですが、頂上にある城に向かう階段（たぶん、地図の緑ピン）を
 上って（写真の右側へ）、上ったところの左⼿です。

あ、続きがあるようなタイトルになりましたが、⼤した内容ではない（と思う）ので、
 期待しないでくださいね。
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Re:旅してきました【ロクブリュヌ編】、私も⾏きました①
13311 選択 goro 2013-05-06 09:05:04 返信 報告

tripperさん おはようございます。

[13304]の場所を教えて頂き、ありがとうございます。
 [13309]の階段を上がった付近だったようですね。

 今思い出しましたが、この階段を上るとロクブリュヌ城へ⾏きますものね。
 城に⾏くことばかり考えていて私は素通りしてしまったようです。

 ロクブリュヌの街中は⾞は⼊れない⼩さな路地が多いので(=グーグルマップで事前捜査できな
い)、

 よく⽬をキョロキョロさせて歩かないといけないですね(笑)。
 （写真は前回⾏った時の階段です。）

いや〜こうして旅のお話を聞いていると、⾃分も旅しているような気がして嬉しいものです。
 おそらく、ニースやモナコも⾏かれたのだと思います。

 無理なくご報告いただければと思います(笑)
 ありがとうございました。

 

Re:旅してきました【ロクブリュヌ編】、私も⾏きました①
13315 選択 goro 2013-05-06 19:23:59 返信 報告

tripperさん こんばんは
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[13304]の場所を教えて頂きましたが、気になったので昔の写真を⾒ながら探してみました。
そして、正確な場所が判明しましたのでお伝えします。

[[13304]]の左奥の２つの建物には３つの⾬⽔の配管があります(１つは⼩さいです。)
 この画像(2009年)は[13309]の反対側を撮ったものです。３つの配管が⾒えます。

 

Re:旅してきました【ロクブリュヌ編】、私も⾏きました①
13316 選択 goro 2013-05-06 19:24:40 返信 報告

次にこの画像(2009年)です。
 この場所は[13309]の階段を少し登ったところです。

tripperさんがと撮られた[13304]の左側に「CHATEAU」(フランス語で「城」の意味)の看板
があり、この画像と⼀致します。

因みに私はこの看板に沿ってロクブリュヌ城へ⾏ったので通ったはずです。
 しかし、素通りしてしまった・・・(笑)

 

Re:旅してきました【ロクブリュヌ編】、私も⾏きました①
13317 選択 goro 2013-05-06 19:25:19 返信 報告

昔の地図[1211]に加えてみました。
 ⻩緑⾊の所が今回の場所で、四⾓に囲った場所が写っている建物です。

うーん、私にとっては⾒つかりそうで⾒つからなかった場所です。
 結構探したんですがね・・・(笑)

しかしながら、まだ現存していて嬉しかったです。
 新たな発⾒に感激です。

 

Re:旅してきました【ロクブリュヌ編】、私も⾏きました①、の補⾜後半
13320 選択 tripper 2013-05-10 14:55:06 返信 報告
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遅くなりました。

場所は、すでに出ていた[1213]、[1214]の階段を上り、
 [13311]、[13316]を通って、少し広い所へ出ますね。

その、4つか5つぐらい並んでいる建物のいちばん左だと
 思ったのですが、その写真を撮影されたときの

 たぶんこれが「泉⽔さんビジョン」というのを撮ってみました。

左側にある⿊いモノが、城への⼊り⼝で、⼊れるのは
 きまった時間だけのようです。
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