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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

モナコの⼩ネタ
14093 選択 pine 2013-10-22 14:24:28 返信 報告

みなさん こんにちは︕

服装からモナコだと思われるこの画像、以前話題に上がったことがあると思うのですが、スレを⾒つけ
られず。（汗）

 場所が特定されていなかった記憶があるのですが、ひょっとしたら…︖︖と思われる場所がありました
ので、ご報告。(^^)

（写真集をカメラで撮影したので、画像が粗くてスミマセン）
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Re:モナコの⼩ネタ
14094 選択 pine 2013-10-22 14:28:36 返信 報告

[14093]の写真は、椅⼦に特徴があります。
 泉⽔さんは肘掛付きの椅⼦に座っていらっしゃいますが、肘掛のない椅⼦や、カウンターチェアーも

あります。

←の写真では、その３種類の椅⼦があり、

・椅⼦の上部には⼿を掛ける⽳がある。
 ・⾰の部分はぎっしりと丸い鋲で留めてある。

 ・椅⼦のフォルムがそっくり。

という共通点があります。

他には、よく似た丸テーブルも写っていて、カーテンの垂れ具合もよく似ているかと思います。
 シャンデリアは違っていますね。壁も似ているような気がしますが、ちょっと違うような…。(^^;)

 カーペットは違いますが、他の３枚の写真もすべて異なるので、傷んだら敷き変えているのだと思います。

場所は、モンテカルロの「Hotel de Paris」にある「Le Bar Americain」。グランカジノのすぐ横です。

「カジノを貸切で撮影した」とスタッフの⽅の話をどこかで読んだことがありますが、その映像は埋没したままですね。
(^^;)

Re:モナコの⼩ネタ
14096 選択 stray 2013-10-22 23:18:35 返信 報告

pineさん、こんばんは。

[3572][3593]あたりのネタでしょうか・・・
 ネグレスコホテルのバーと”ちょっと違う”という結論で

 以降そのまま放置されていたようです（笑）。

⾰の椅⼦とカウンターのスツールは間違いなく同じものですね。

https://bbsee.info/newbbs/id/14093.html?edt=on&rid=14094
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14094
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/39abd1c6e1d6aa57455adf5eda4325a8.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id14093.html
https://bbsee.info/newbbs/id/14093.html?edt=on&rid=14096
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14096
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/7b16a52cf3727c22984590c4f4c36039.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id3572.html
https://bbsee.info/newbbs/id3593.html


> 場所は、モンテカルロの「Hotel de Paris」にある「Le Bar Americain」。グランカジノのすぐ横です。

ジャズバーのようです。

> 「カジノを貸切で撮影した」とスタッフの⽅の話をどこかで読んだことがありますが、その映像は埋没したままです
ね。(^^;)

ん〜、記憶にないんですけど・・・どこかって何処でしょう︖(笑)
 

Re:モナコの⼩ネタ
14097 選択 stray 2013-10-22 23:20:53 返信 報告

会報34号の裏表紙です。

カジノのチップを持ってますので、カジノなんでしょうね(笑)。

カジノって⼤⼩た〜くさんあるのでしょうか︖
 まさかグランカジノを貸し切ったわけじゃないと思うのですが・・・

 

Re:モナコの⼩ネタ
14098 選択 stray 2013-10-22 23:22:24 返信 報告

 
「LOVE ＆ POWER」のジャケ写も、きっとここですね。

 

Re:モナコの⼩ネタ
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14099 選択 goro 2013-10-23 00:19:31 返信 報告

pineさん strayさん お久しぶりです。

かなり眠っていました(笑)
 PANさんのヒルズパン⼯場の件もnoritamaさんのニューヨークの件も本当はコメント書きたかったの

ですが、出来ずにスミマセン。

モナコですか︕ これまた私にとっては思い出のある地です。グーグルマップが無い時にみなさんで探
したことが懐かしいです。

あれから数年が経っていますが、また１つ⾒つけられたのですね。
 よく⾒つけましたね︕

ところで、服装からしてこの画像も⼀緒だと思うのですが、私はモナコに⾏った２００８年当時、このオープンカフェで
くつろぐ泉⽔さんはニースのカフェではないかと思い、ニースの広場付近を探していたものです。

 これもモナコでしょうか︖
 ひょっとしたら、探せばオープンカフェが⾒つかるかもしれませんね。

 

Re:モナコの⼩ネタ
14100 選択 goro 2013-10-23 00:41:56 返信 報告

pineさん strayさん またまた こんばんは

モナコに⾏った時の写真を⾒直してみました。
 そしたら、⼿掛かりになるかわかりませんが、１つ興味をそそる写真を⾒つけました(笑)

この写真は2008年に最初にモナコに⾏った時、カジノモンテカルロの真横の「Casino café 
de Paris」で⼣⾷を⾷べた時のものです。

このお店もオープンカフェになっているのですが、注⽬したいのはこの椅⼦の⽊枠の部分です。なんとなく似ているよう
に思えます。

 因みに⽩の布地の部分は模様が変わってしまっていますが、⾼級家具の椅⼦の布地は何年かすると張り替えることを聞い
たことがありますので、

 ひょっとすると・・・とワクワクしてきました(笑) 
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あくまでも仮説なので決定的なものではないですが・・・。
右側のお店の窓枠もどうかな〜(笑)

 

Re:モナコの⼩ネタ
14101 選択 goro 2013-10-23 00:50:36 返信 報告

あまり参考になりませんが、お店の窓枠の写真もありました。

Re:モナコの⼩ネタ
14102 選択 pine 2013-10-23 11:51:11 返信 報告

所⻑さん こんにちは︕

>[3572][3593]あたりのネタでしょうか・・・ 
 >ネグレスコホテルのバーと”ちょっと違う”という結論で 

 >以降そのまま放置されていたようです（笑）。 
 そう︕これです、これです︕スッキリしました。（笑）

>> 「カジノを貸切で撮影した」とスタッフの⽅の話をどこかで読んだことがありますが、その
映像は埋没したままですね。(^^;) 
>ん〜、記憶にないんですけど・・・どこかって何処でしょう︖(笑) 

 所⻑さんの四次元ポケットから「ほいっ」っと出てくることを期待していましたが…(^^;)

。（^^;）
 朝から家事そっちのけで探したら…ありました〜︕(^^)

「スタッフの⽅の話」というのは記憶違いで、泉⽔さんのコメントでした。
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WEZARD Vol.51と共に送られてきた、２０周年記念の「WEZARD Vol.1〜Vol.50 Specail Edition」の１０５ページの
右下です。

 （WEZARD Vol.18･20〜23･30･36の Jacket Interview の記事です）

Re:モナコの⼩ネタ
14103 選択 pine 2013-10-23 12:36:48 返信 報告

goroさん こんにちは︕

>ひょっとすると・・・とワクワクしてきました(笑)  
 >あくまでも仮説なので決定的なものではないですが・・・。 

 いえいえ…ひょっとすると･･･当たりじゃないですか︕︖
 窓から⾒えるパイプ状のものが、店内にありますよ︕

 所⻑さん、どうでしょう︖
 「持ってる」goroさんだから、気づかずに⾏かれてたってことは、⼤いにありえます。（笑）

所⻑さん
 >カジノって⼤⼩た〜くさんあるのでしょうか︖ 

 >まさかグランカジノを貸し切ったわけじゃないと思うのですが・・・ 
 代表的なもので５箇所くらいあるようですが、goroさんが⾏かれた「Casino café de Paris」にもカジノがあります

し、どこのカジノなのかはわかりませんね。(^^;)

Re:モナコの⼩ネタ
14104 選択 stray 2013-10-23 12:48:58 返信 報告

goroさん、こんにちは。

⻑い眠りからお⽬覚めになられたようで・・・（笑）

> このお店もオープンカフェになっているのですが、注⽬したいのはこの椅⼦の⽊枠の部分です。なんとなく似ているよ
うに思えます。

なんとなく似ていますが（笑）、ぜんぜん別物ですね。
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「Nice」とクレジットが⼊っているので、B社を信じるなら（笑）違う場所です。

Re:モナコの⼩ネタ
14105 選択 stray 2013-10-23 12:59:38 返信 報告

pineさん、こんにちは。

家事そっちのけで探して下さって（笑）ありがとうございます。
 会報のJacket Interviewでしたか・・・

 私はその上の記事（モナコで釣りしていたおじさんに怒られた）が強烈に頭に残っていて、
 カジノの話はまったく⼊ってなかったようです（笑）。

> 窓から⾒えるパイプ状のものが、店内にありますよ︕ 
 > 所⻑さん、どうでしょう︖

う〜ん、確かに似ていますが、椅⼦の形が違うんですよねぇ。
 goroさんが⾔われるように⽩の布地の部分は張り替えられたとしても、

 ⽊枠の丸みが少し違うような気がするのです。
 でも雰囲気はとても良く似ているので、goroさんの強運を信じて（笑）

 もう少し追いかけてみましょう

Re:モナコの⼩ネタ
14106 選択 チョコレート 2013-10-23 13:04:51 返信 報告
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pineさん、所⻑さん、goroさん、ロケ地捜査班の皆さん、こんにちは︕
かなりお久しぶりになってしまっているチョコです（苦笑)。

 なかなか出てこられず、すみません。

pineさん、地道に捜査を続けていらしたようで･･･頭が下がります。
 すごいじゃないですか〜︕︕

 しかも、goroさんまで︖︖あれ︖goroさんのオープンカフェは違うんですか︕︖
 よく似ていると思ったんだけど･･･(汗)。

慌てて出てきたので、もう⼀度落ち着いて読んできます(苦笑)。

goroさんに、またモナコ、⾏ってもらうのかな︖(笑)ぎゃははは︕

Re:モナコの⼩ネタ
14107 選択 goro 2013-10-23 22:04:36 返信 報告

pineさん strayさん チョコレートさん こんばんは

strayさんの仰る通り、写真集のル・ポルトフォリオにはニースと記載されています。
 だから私は当時、ニースでしか探していなかったのです(笑)

 でも、よく考えてみるとロクブリュヌの写真もニースって記載されていたので、
 間違いというか⼿を抜いた︖可能性もありますね。

今回、pineさんの⼤発⾒で私は服装が同じだったのでピンときて、モナコのカジノの周辺のカフェかな〜って思っていた
のです。

[14103]のpineさんの画像の検証、曲がった鉄柱︖や窓枠が「Casino café de Paris」と泉⽔さんの写真と⼀致する
ように思えます。

 もし、正解ならまたまた⼤発⾒ですね︕ pineさんお⾒事でございますといいたいです︕

因みに[14100]と[14101]は道路に向けて撮っています。
 ですから、丸い曲がった鉄柱︖はレストランの窓側にあるものと思われます。

今回の画像は「Casino café de Paris」を撮ったものです。
 カジノとレストランは併設されています。左側がカジノ⼊⼝、右側がオープンカフェも兼ねたレストランです。
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ヒサシのない建物の写真があると検証しやすいですね︕

チョコレートさんも私と同じく⽬覚めた︖ようですね(笑)
 

Re:モナコの⼩ネタ
14108 選択 pine 2013-10-24 11:48:34 返信 報告

所⻑さん チョコさん goroさん こんにちは︕

>strayさんの仰る通り、写真集のル・ポルトフォリオにはニースと記載されています。 
 そうでした。（⼤汗）

 何でだろ︖私ったら、ずーっと「モナコ」だと思い込んでいました。（⼤汗）
 だから疑いもなくスレタイも「モナコの⼩ネタ」にして…。(^^;)

>でも、よく考えてみるとロクブリュヌの写真もニースって記載されていたので、 
 >間違いというか⼿を抜いた︖可能性もありますね。 

 そういうことにしておきましょう。（笑）

>pineさん、地道に捜査を続けていらしたようで･･･頭が下がります。 
 いえいえ…ずっと調べていたわけじゃなく…。

 「これはモナコ」って思い込んでいた上に、カジノのバーかも︖（カジノにバーがあるかどうかは知りませんが）って、
いつからか何となく思っていて。

 でも、探すわけでもなく放置していたんですが、何故だか、ふと探してみようと思ったら…。５分で⾒つかりました。（苦
笑）

>goroさんが⾔われるように⽩の布地の部分は張り替えられたとしても、 
 >⽊枠の丸みが少し違うような気がするのです。 

 よくよく⾒ると、確かに丸みが違うような気がしますね。⾊も違うかも︖
でも、シートの張替えじゃなくて、椅⼦ごと変えたのかもしれません。（笑）

 店の感じは良く似てますよね︕

こちらで、た〜んと写真が⾒れます。（笑）参考になりそうなものがあるかな︖
ttps://foursquare.com/v/caf%C3%A9-de-paris/4b3bd44cf964a520057c25e3/photos
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Re:モナコの⼩ネタ
14109 選択 stray 2013-10-24 12:09:17 返信 報告

goroさん、pineさん、チョコさん、こんにちは。

> でも、よく考えてみるとロクブリュヌの写真もニースって記載されていたので、 
 > 間違いというか⼿を抜いた︖可能性もありますね。 

 > 今回、pineさんの⼤発⾒で私は服装が同じだったのでピンときて、モナコのカジノの周辺のカフェ
かな〜って思っていたのです。

goroさんに１票です︕
 このTシャツでニースで撮ったものは１枚もないので、ロクブリュヌ同様

 B社の間違い（故意に）と考えてよいでしょう。

> でも、シートの張替えじゃなくて、椅⼦ごと変えたのかもしれません。（笑） 
 > 店の感じは良く似てますよね︕

pineさんに１票です︕
 古い写真を探していたら、どこかの国のおじさんの2006年9⽉の旅⾏記でこの写真を⾒つけました。

 背もたれの模様は泉⽔さんが座っていた椅⼦に似ていますが、椅⼦の造りがまるで違います。
 ゆうに100席を超す⼤きなカフェなので、背もたれ布を交換するとなると、

 ２〜３⽇は休業しなくてはならないはず。
 数年おきに椅⼦毎そっくり交換していると考えてよいでしょう。

> goroさんに、またモナコ、⾏ってもらうのかな︖(笑)ぎゃははは︕

チョコさんに１票です︕（笑）
 pineさんの[14103]で間違いないと思われるので、

 goroさんにまた⾏ってもらいましょう︕（笑）

Re:モナコの⼩ネタ
14110 選択 goro 2013-10-24 21:33:08 返信 報告
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pineさん strayさん チョコレートさん こんばんは

私たちに仲良く１票ずつ⼊れて下さってありがとうございます(笑)

確かに椅⼦の張り替えは⼤変なので、交換してしまった可能性はありますね。
 私もpineさんが検証して下さった[14103]で合っていると思います。

それにしてもpineさんの記載されたアドレスの「Casino café de Paris」の画像、
 沢⼭ありますね（添付画像はここから⾒つけたものです）。

 私はせいぜいyahooのimageのとこしか探せませんでした(笑)

モナコ、⾏きたいですね〜(笑)
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