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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【モナコ編】
1579 選択 goro 2009-12-12 13:08:28 返信 報告

みなさん こんにちは

今回のレポートはモナコです。
 モナコはニースから北東へ約２０キロのところにある独⽴国家です。⾯積は１．９５Ｋ㎡で⽇本の皇居

の約２倍の⼩さな国です。しかしながら、Ｆ１やカジノでは世界的に有名、港に⾏けば沢⼭の豪華な船
が停泊し、優雅な国でもあります。富裕層が多いせいか街は華やかで治安が良いです。あちらこちらに

警察官がいます。坂が多いので上り下りに少し体⼒が必要ですが、所々にエレベータもあります。年中温暖な気候の中、時がゆっ
くり流れているような気がします。
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旅してきました【モナコ編】②
1580 選択 goro 2009-12-12 13:09:13 返信 報告

この画像はＰＶ「Today is another day」等で泉⽔さんが港中央付近を歩いているところで
す。昨年はモナコヨットショーのため、出展者のテントが沢⼭あったのでよく解りませんでし
たが、テントがないと場所がだいたい特定できました。ここですよね︖因みに場所はモナコの
港に⼊る⼊⼝です。しかしながら、全然、撮り位置があっていません(笑)。いつもなら出来るだ
け原画に近い位置に撮るのに何故か撮っていないのです。不覚です。おそらく右側の縁⽯の上
を歩いていたと思われます。

旅してきました【モナコ編】③
1581 選択 goro 2009-12-12 13:09:42 返信 報告

こちらはＰＶ「Today is another day」等での港中央からの⾵景を撮ったものです。モナコの国
旗は⾚と⽩なんですね。よく考えると⽇本と同じですね。因みに撮影の位置はこの場所からもっ
と奥で望遠で撮ったと思われます。これも近い位置の画像が無いのです。何故︖︖

旅してきました【モナコ編】④
1582 選択 goro 2009-12-12 13:10:22 返信 報告

これはＰＶ「Today is another day」等での港中央付近を散策中の泉⽔さんを撮ったものです。
今回はモナコヨットショーは開催されてなく、テントはありませんでしたが、別のイベントの準
備の最中でした。流⽯、観光国家のモナコです(笑)。
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旅してきました【モナコ編】⑤
1583 選択 goro 2009-12-12 13:10:52 返信 報告

こちらはＰＶ「Today is another day」等及び写真集で泉⽔さんが港の桟橋にいるところで
す。昨年も撮りましたが今年も撮ってみました。⼤きなボートが視界を遮り、よくわかりませ
ん(笑)。

旅してきました【モナコ編】⑥
1584 選択 goro 2009-12-12 13:11:27 返信 報告

これは写真集よりのものです。昨年より⾒やすいです。テントがないと周りの様⼦が良く⾒えます。画
像上部の建物のあたりはモナコの旧市街です。

旅してきました【モナコ編】⑦
1585 選択 goro 2009-12-12 13:12:05 返信 報告

これはもう１つの釣りの画像です。釣りの最中なので「シー」なんですね。私は今回⾒込み違いの場所を撮ってしまい、
今回の画像は残っていません(笑)。昨年にたまたま周りを撮ったものがあり、運よく写っていたものを発⾒しましたので
載せます。昨年は勿論テントがありました(笑)
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旅してきました【モナコ編】⑧
1586 選択 goro 2009-12-12 13:14:20 返信 報告

ここで、おおよその撮影のポイントを⽰します。⾚⽮印が[1580]、⻩⽮印が[1581]で、因みにプー
ルの左側は通常⼤きな通りになっていますが、この航空写真は催し物があった時に撮影されたよう
で、テント等も写っています。通常はありません。⻘⽮印が[1582]、緑⽮印が[1583]、茶⽮印が[1
584]、紫⽮印が[1585]です。

旅してきました【モナコ編】⑨
1587 選択 goro 2009-12-12 13:15:34 返信 報告

ここからはＰＶ「Today is another day」等で泉⽔さんがカフェでぼんやりくつろいでいる︖
シーンと⼦供たちとゲーム台で遊んでいるシーンについて説明します。場所はあくまでも想定
ですが、いくつか根拠となるものがあるので順をおって説明します。まずは⾚いテント状の庇
のカフェです。この⾚い庇のカフェは現在２つあり、１つは港中央付近もう１つは港中央付近
のお店から２軒ほど先の北のお店です。ただ、このモナコの港付近のカフェの庇はどれも同じ
ような形をしていて移動できるタイプなので、１０年の間に店が変わったりして移動されてし

まったかもしれません。今回は２つの⾚い庇のお店ともコーヒーを飲みながらゆっくり検証しました。
 まずは、港の中央に近いお店です。当然ながら⾚いテントは移動可能で当時の位置にはなっていませんでした。私の滞在

中には気付きませんでしたが、帰国してＰＶをよく⾒ると道路のあたりに縦の棒が写っています。これは何だろうと調べ
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てみたら道路の街灯であることが解りました。また、国旗の掲揚灯の場合もあります。私の座った位置では場所がずれて
いますが、右側の奥の建物と⼀致しています。

 しかし私はこの場所が泉⽔さんがくつろいでいるシーンではない事に帰国してから最近気付きました。理由は後ほどです
(笑)。

 

旅してきました【モナコ編】⑩
1588 選択 goro 2009-12-12 13:16:04 返信 報告

これらは北⻄向きに撮ったものです。結構広いお店です。

旅してきました【モナコ編】⑪
1589 選択 goro 2009-12-12 13:16:57 返信 報告

このお店には泉⽔さんが⼦供たちと遊んでいたと思われるゲーム台がありました。撮影の進⾏
上、カフェでお茶をし、このお店のゲーム台で⼦供たちと遊ぶシーンを撮ったのではないかと
思われます。

 さて、このゲーム台は普段は⾚いカバーがかかっているようであまり使われていないようで
す。昨年訪れた時も⾚いカバーがかかっていたのです。丁度私がお茶したのは１６時過ぎの混
んでいない頃だったので店員さんにカタゴトの英語でカバーを開けていいですか︖と尋ねたら

快くＯＫを頂きました。今思えば開ける時のドキドキ感は「⾒つめる瞳は少年のよう〜」でした(笑)。カバーをゆっくり
開けると、間違いないです。泉⽔さんが⼦供たちと遊んでいたものです。１０年以上経過してもまだ残っていたなんて信
じられないです。⼦供たちと遊んでいる泉⽔さんの姿が思い浮かび、感涙してしまいました。丁寧にレバーを動かすと問
題なく動くのですね。常にカバーがかかっていたのであまり使う事も無く置かれていたので故障しないでずっと置くこと
が出来たのですね。時が⽌まったような気がしました。
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この画像の向きはＰＶのように撮ったものです。位置は当時と違ってずれていますが、⽅向は⼀緒です。なんだか泉⽔さ
んが現れそうで感涙の連続でした(笑)。

 

旅してきました【モナコ編】⑫
1590 選択 goro 2009-12-12 13:17:40 返信 報告

泉⽔さんが遊んでいたゲーム台を触れる事ができたので、⼤満⾜と⾔いたいところです
が、帰国してからこのレポートを書いている時にある重⼤な発⾒をしてしまい、⼾惑っ
てしまいました。モナコ編のこの部分は⼤きく書き直しましたもの(笑)。このことにつ
いて今から説明します。

 南仏滞在中にstrayさんより頂いた原画(右側画像)と実写の左側画像(⾚いボックス付近
に僅かに⾚いカバーがかかったゲーム台があります)を⽐較すると、両⽅の画像において右側の建物の窓の形が違っていま
す。更に左側画像中央の２本寄り添っている⽊とその左隣の傾いている⽊は右側画像の左奥の⽊に似ているため、明らか
にゲーム台の位置が違っているのです。という事は１０年前にはこの港中央のカフェは無く、ＰＶ撮影後にオープンした
と思われます。ということでこの港中央のカフェは１０年前には存在していないので全く違う事が解りました。

 

旅してきました【モナコ編】⑬
1591 選択 goro 2009-12-12 13:18:32 返信 報告

では、カフェの場所はどこなのでしょう︖原画と⼀致するカフェの場所はどこでしょう
か︖と考えた時にもう１つの⾚い庇のカフェ(港中央のカフェより２軒先(北))です。この画
像は正⾯からカフェを撮ったものです。画像に写る奥の建物の窓の形がピタリと⼀致しま
す。

旅してきました【モナコ編】⑭
1592 選択 goro 2009-12-12 13:19:23 返信 報告

このカフェでもお茶をしましたのでＰＶ⾵に撮ってみました。街灯もあります。撮った時はＰＶの道路付近に移る縦の棒
が何なのか全く気にしなかったので、街灯であることも当然気にせずに撮ってしまったため、位置がずれています。
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旅してきました【モナコ編】⑮
1593 選択 goro 2009-12-12 13:20:39 返信 報告

次にこの場所でもう１つ正⾯に撮った画像があります。実写の右側画像と滞在中にstray
さんより頂いた左側の原画を⽐べると、実写の中央の道路を越えた奥に２つの丸い球のつ
いた電灯があり、原画の中央奥にも丸い球のついた電灯があります。

旅してきました【モナコ編】⑯
1594 選択 goro 2009-12-12 13:21:18 返信 報告

こちらはカフェ沿いの道路を撮ったものです。⼀番奥がゲーム台のあったカフェ、それから２
軒程⼿前の右側のがもう１つの⾚い庇のカフェです。道路の右側には電灯や国旗掲揚灯が⼀定
の間隔で設置されています。

旅してきました【モナコ編】⑰
1595 選択 goro 2009-12-12 13:26:12 返信 報告

さて、泉⽔さんがお茶していたカフェはどこなのでしょうか︖ 現時点での最有⼒候補は港中央のカフェより２軒先(北)
の⾚い庇のカフェだと思います。但し、この１０年で道路沿いのカフェのレイアウトが変わったり、庇の⾊が変わったり
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して、カフェの位置を中⼼に探すのは正確な位置の特定にならないと思いますので、２つの電灯（道
路の電灯と道路側を越えた電灯）の位置と背景の建物（右奥）で⽐較するのがベストだと思いまし
た。私は撮り⽅がまずかったですが、おおよそこの位置だと思います。

 また、ゲーム台の場所は[1591] のとおり奥の建物をもとに⼤よその場所がつかめます。おそらくこ
の場所(港中央のカフェより２軒先(北))の⾚い庇のカフェ付近だと思います。

 しかしながらこのゲーム台は１０年が経過して現在の位置が南側に移動していました。このゲーム台
は他には同じものが⾒当たらなかったので、店ごと移転してしまったのでしょうか︖ 謎です︖︖
(笑)

ここで、おおよその撮影のポイントを⽰します。⾚⽮印が[1587]、⻩⽮印が[1588]、⻘⽮印が[1589]、茶⽮印が[1590
]、紫⽮印が[1591]、⽩⽮印が[1592]、⽔⾊⽮印が[1593]、⿊⽮印が[1594]、です。

 因みにこの航空写真は催し物があった時に撮影されたようで、今回の実写の２つのカフェ付近の通路は仮設のテント等も
写っています。今回⾏った時には無いものもあります。

 

旅してきました【モナコ編】⑱
1596 選択 goro 2009-12-12 13:28:29 返信 報告

ここからはＰＶ「愛がみえない」の⾞の⾛⾏シーンです。こちらは泉⽔さんが運転していませ
んが、モナコのＦ１コースを⾛⾏しているシーンがあります。ＰＶはせピア⾊でまとまってい
るので若⼲⾒⾟いところがあります。

 この画像は港付近のものです。

旅してきました【モナコ編】⑲
1597 選択 goro 2009-12-12 13:29:00 返信 報告

この画像はトンネルを出るシーンですが、トンネルを出た辺りの道路の左側は⼯事中で、半分の道路になっています
(笑)。
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旅してきました【モナコ編】⑳
1598 選択 goro 2009-12-12 13:29:30 返信 報告

もう１つあります。これはモナコの港沿いの道路です。原画はもっと後ろから撮っていることが
後にわかりました。

旅してきました【モナコ編】(21)
1599 選択 goro 2009-12-12 13:30:52 返信 報告

ここで、おおよその撮影のポイントを⽰します。⾚⽮印が[1596]、⻩⽮印が[1597]、⻘⽮印
が[1598]です。

旅してきました【モナコ編】(22)
1600 選択 goro 2009-12-12 13:31:44 返信 報告
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ここからは｢世界はきっと未来の中｣のジャケ写について説明します。これは昨年より探してい
た場所でしたが、発⾒できず、今年になってついにチームstrayさん︖(笑)によっておおよその
位置であるムーラン通りを発⾒したものです。そして今回確かめに⾏ったものです。しかし、
確かめに⾏ったものの、なかなかピッタリの位置が⾒つからず、滞在中にみなさんの意⾒を聞
きながらムーラン通りを３回程散策してしまいました(笑)。

 まずはこの場所です。アルバム「時間の翼」のＰＶよりのものです。
 この場所は後にお伝えするジャケ写の場所付近のカフェです。カフェの様⼦は若⼲変わってしまいましたが、椅⼦は当時

のものと同じように⾒えます。因みに「画像中央から左」付近がジャケ写の位置です。
 

旅してきました【モナコ編】(23)
1601 選択 goro 2009-12-12 13:33:07 返信 報告

こちらはジャケ写の位置です。周りが暗いのには何度も撮り直しに⾏ったからです(笑)。

旅してきました【モナコ編】(24)
1602 選択 goro 2009-12-12 13:34:06 返信 報告

念のために周辺の画像を載せますね。
 左上→右上→左下→右下の順で奥にいきます。

 左下の「FASHION FOR FLOORS」というお店が泉⽔さんが⾒ていたお店だと感じています。
 でも10年程経過しているので、お店の名前が変わっているかもしれませんね。
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旅してきました【モナコ編】(25)
1603 選択 goro 2009-12-12 13:34:35 返信 報告

先ほどの続きで、これも左上→右上→左下→右下の順で奥にいき、最後は三⾓の看板です。

旅してきました【モナコ編】(26)
1604 選択 goro 2009-12-12 13:35:03 返信 報告

こちらは周辺の画像です。

旅してきました【モナコ編】(27)
1605 選択 goro 2009-12-12 13:36:52 返信 報告

ここで、おおよその撮影のポイントを⽰します。⾚⽮印が[1600]、⻘⽮印が[1601]です。

以上でモナコ編は終了です。次はニース・カンヌ編です。最近、かなり時間がかかっていますが、後ほど記載しますね。
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Re:旅してきました【モナコ編】
1606 選択 ペケ 2009-12-12 19:37:08 返信 報告

goroさん、こんばんは。

モナコのレポートお疲れ様です︕ タックス・ヘイブンが世界中のお⾦持ちを集めるのでしょ
うね。F1の中継で何となく街の様⼦は分かりますが、goroさん写真でより⾝近に感じました。
⼀⼭当てたら⽼後はモナコで（笑）。

Re:旅してきました【モナコ編】
1616 選択 アネ研 2009-12-12 23:11:53 返信 報告

こんばんは、goroさん、ペケさん、みなさん
  

 goroさん、超⼤作お疲れさまでした。
 御⾃分でも⾔ってるように、

 ＞なんだか泉⽔さんが現れそうで感涙の連続でした(笑)。

泉⽔さんも遊んでたゲームを前にすると、ついウルッとする感じなんだかわかります。
 わたしも感激しそうです。

 でも、１０年たってしまうと、お店も変わってしまうんですね。検証も難を極めますね。（汗）

しかし、このレポート読んでる最中「Today is another day」が聴こえてきたのは私だけでしょうか︖（笑）

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/f18a6d1cde4b205199de8729a6637b42.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/1579.html?edt=on&rid=1606
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=1606
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/495dabfd0ca768a3c3abd672079f48b6.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/1579.html?edt=on&rid=1616
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=1616


Re:旅してきました【モナコ編】
1620 選択 stray 2009-12-12 23:34:00 返信 報告

goroさん、こんばんは︕

体調がすぐれない中、超⼤作ありがとうございます︕
 goroさんの写真はとってもキレイなので、TODAY IS …の世界に引き込まれそうです。

なんといっても、泉⽔さんが⼦供たちと⼀緒に遊んだサッカーゲームが
 当時のまま残っていたことに感激しました︕

 モナコを訪れたZARDファンも多いと思いますが、
 このゲームを直に⾒たのはgoroさんだけだと思いますよ〜（笑）

 うらやましいなぁ。

なんかまだ、謎が残っているみたいなので（笑）、
 私なりに検証して、改めてレスすることにしますので。

Re:旅してきました【モナコ編】
1622 選択 ドルチェ 2009-12-12 23:45:22 返信 報告

goroさん、みなさん こんばんは︕

こっちでもモナコ詳細レポ、お疲れさまでした︕ 
 モナコは、「Today is another day」PVを⾒て以来、ずーっと憧れの地だったのですが、

 goroさんの詳しいレポで⾏ったつもりになって、もう充分満⾜してしまいました（笑） 実際⾏くと、お⾦もかかりそう
だし（ぼそっ）

それにしても、泉⽔さんが⼦供たちと楽しそうに遊んでいたあのゲーム台は、やっぱり感動しますね（︔︔） ⾒たら絶
対、泣いちゃう︕

次回の、ニース・カンヌ編も楽しみに待ってまーす︕ ん

Re:旅してきました【モナコ編】
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1624 選択 suu 2009-12-12 23:53:57 返信 報告

goroさん、皆さん、こんばんは。

モナコの旅お疲れ様です、
 「Today is another day」の⾳楽が⾃然と頭の中を

 グルグルして来ました。モナコの街並みは何となく
 テレビで⾒ているだけで分かっていましたが

 流⽯にZARDファンだと⾒る視点が違ってきますよね。
 壮⼤なスペクタクルなお写真を拝⾒出来てありがたいです。

Re:旅してきました【モナコ編】
1627 選択 goro 2009-12-13 10:10:54 返信 報告

ペケさん アネ研さん strayさん ドルチェさん suuさん こんにちは

ペケさん、またもや額縁を作ってくださってありがとうございます。写真もひきたちますね〜。
 モナコは本当に優雅な国です。港を歩いていて、豪華なボートでくつろいでいる⼈達は優雅だな〜て思ってしました。

 ⼀⼭当てて、のんびり過ごしたいものですね(笑)。

アネ研さん、モナコは「Today is another day」が似合いますね〜。⾏く前からも⾏った後も変わりません。
 ブラブラ歩いていると⾃然と⼝ずさんじゃいますもの(笑)。

 泉⽔さんゆかりの地を巡る者として、当時の⾯影が残っていることは感激ですが、ゲーム台とかの物が未だ残っているの
には、この上ない感動です。

 ⽇本もまだ残っているものがあると思いますので、少しずつでも探していきたいものですね。

strayさん、モナコの港は⼀件落着︖と思っていましたが、ひょんな事から根底を覆すことになってしまいました(笑)、危
うく誤って違う⾒解をお伝えするところでした。謎がまだありますね。

 しかしながら、モナコの港はのんびりできてカフェでぼっ〜としているだけで幸せです。まさに「Today is another da
y」の世界に⼊り込んでいたようです(笑)。

 是⾮とも検証して頂き教えて下さいね。
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ドルチェさん、ドルチェさんご依頼(笑)の、カフェのお店は、帰国してから難航してしまいました(笑)。
しかしながら、ゲーム台に触れることができたし、こうしてみなさんにお伝えすることができたのが嬉しかったです。

 昔のものがまだ残っているのは感激でした。「Today is another day」の撮影地は泉⽔さんが選んだのかな︖ 私にはピ
ッタリの場所でした。

suuさん、確かに泉⽔さんを訪れた地を辿る者としては、視点が少し変わっています。普通の⽅々ならＦ１のコースやカジ
ノや宮殿や港ですね。同じ場所もあるのですが、泉⽔さんの訪れた場所を撮ると素晴らしい情景が撮れるのですね。

 最近すごく感じているのですが、泉⽔さんのＰＶや写真集の写っている場所は構図が良いので、決して私のカメラの腕が
上がったとかではなく(笑)、⾃然に素晴らしい情景が⼊り込んでくるのです(笑)。泉⽔さんもチェックしていると思います
ので、当時の撮影スタッフの⽅々も含めて⾊々こだわっているのだなと思っています。

 

Re:旅してきました【モナコ編】
1629 選択 MOR 2009-12-13 18:22:57 返信 報告

皆さん、こんばんは。

写真、素敵ですね。
 ⾒ているだけでも⾊々と想像が膨らみます。

  
 goroさん、レポート楽しませて頂きました。

  
 

Re:旅してきました【モナコ編】
1631 選択 stray 2009-12-13 19:15:12 返信 報告

goroさん、こんばんは。

[1580]は、このシーンですよね︖
 この元映像には、⼿前に何やら盛り上がってる部分がありますね。

 桟橋から上がってくる階段の⼿摺︖
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Re:旅してきました【モナコ編】
1632 選択 stray 2009-12-13 19:15:59 返信 報告

 
こういうアングルもあり得るんじゃないかと思いますが、

 いずれにせよ、この道路の縁⽯には違いありませんね（笑）。
 

Re:旅してきました【モナコ編】
1633 選択 ミキティ 2009-12-13 19:17:14 返信 報告

goroさん♪ こんばんは（＾－＾）

コタツから地上に出て来ました(*^ｰ^)ﾉ
 goroさんのモナコレポートをワクワクしながら読みました☆:*:

 『Today is another day』わたしも聞こえてきましたよぉ☆ goroさん♪アネ研さん（＾－＾）
 お写真がとっても綺麗で引きこまれます☆:*:

 泉⽔さんのゆかりの地を巡ることや 楽しんだゲーム台に出会えて感激ですね(*^ｰ^*)
 goroさんの感動なさったお気持ちがとても伝わってきました☆:*:

 これからもお⾝体を⼤事に 暖かくお過ごしくださいね(*^ｰ^)ﾉ
 goroさんのペースで 次のレポートを楽しみにしていま〜す(*^ｰ^*)

Re:旅してきました【モナコ編】
1634 選択 stray 2009-12-13 19:25:50 返信 報告

問題の（笑）、サッカーゲームがあった位置ですが、
 goroさんの推測で合ってると思います。
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ＰＶ撮影当時は、現在より50mほど北寄りのところにあった
のは間違いないようですが、いくつか疑問も残りました。

goroさんの[1589]では、ゲーム機の奥（南側）にお店が⼀軒もありませんが、
 このキャプ画では、奥に１軒、⻘い屋根のお店が⾒えます。

Re:旅してきました【モナコ編】
1635 選択 stray 2009-12-13 19:37:05 返信 報告

[1595]のgoogle地図で⾒ると、プールの南側まで
 ⽊の右側にずらっ〜とお店が並んでますよね。

 簡単に撤去できるような代物なのですか︖（笑）

簡単に移動できるものなら（⽇本の海の家のようなもの）、
 当時と位置が違っていても、なんら驚くようなことじゃないのかも（笑）。

左上でビデオカメラを廻している、美脚パツキンお姉さんが
 YouTubeに映像アップしてくれてると嬉しいんですけどね〜（笑）。

Re:旅してきました【モナコ編】
1636 選択 stray 2009-12-13 19:51:00 返信 報告

Google地図を最拡⼤して⾒てください。

この⼩さい四⾓い物体が、ゲーム機では︖

goroさんに聞いてもわからないでしょうけど（笑）、
夜はお店の中にしまうんですよね︖ 使わないでカヴァーかけておくだけなら、

 邪魔でしょうがないと思うのですが・・・
 私が店主なら捨てますね（笑）。

特定のお店の所有物じゃなくて、公共物の可能性もありそうな。
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Re:旅してきました【モナコ編】
1638 選択 goro 2009-12-13 20:53:20 返信 報告

MORさん strayさん ミキティさん みなさん こんばんは

MORさん、再び話題が多くなって賑やかになってきましたね。strayさんも仰るとおり話題がない時は静かです。私的には
嵐︖の前の静けさなので(笑)、ゆっくりされると良いです。

 ただ、のんびりしすぎているといつの間にか話題が出て、進んでしまってついていけなくなってしまうこともありますの
で(笑)、気をつけて︖下さいね。

 モナコは優雅で治安が良いのでのんびりしているだけでも満⾜できます。⾵景を撮って、報告して、少しでも皆さんに喜
んで頂けると、⾏った甲斐がありました。

ミキティさん、モナコは『Today is another day』にピッタリですね。ＰＶの中で泉⽔さんの開放感ある振る舞いに、私
も誘われてしまって、同じように港の辺りを歩いていました(笑)。

 モナコは未だ謎が残る部分もありますが(笑)、こうして泉⽔さんが楽しそうに振舞っている所を辿るだけでも感激です。
やはり泉⽔さんはお仕事をしながらも、素晴らしい情景になる場所を旅していられるなって最近は感じてしまいます。泉
⽔さん訪れる場所にハズレなし︖って感じです(笑)。泉⽔さんを⾒習って、国内も国外も⾊んな素晴らしい場所を旅した
いと思っています。

 ミキティさんもこたつから抜け出して、⾊々と旅をされているようなので、是⾮とも教えて下さいね。ありがとうござい
ます。

strayさん、#1631の件、了解でございます。私がしくじりました(笑)。今、画像を探しています。後ほどお伝えいたしま
す。

 

Re:旅してきました【モナコ編】
1639 選択 goro 2009-12-13 22:05:48 返信 報告

strayさん みなさん こんばんは
 先ほどの続きです(笑)。[1580]と原画の[1631]の位置を訂正します。この画像は[1585]の釣りの画像で⾒込み違いの場

所を撮ってしまったものです。画像中央の少し左の⽩い⼤きなワゴン辺りが泉⽔さんの歩いていたものと考えられます。
撮影⽅向はstrayさんの記載どおり、[1632]です。いや〜、この付近の捜査は⾒込み違いの場所を撮ってばかりです。よ
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く考えてみたら⼿前の盛り上がりが桟橋への階段と考えるべきですね︕ 流⽯strayさんで
す。

 

Re:旅してきました【モナコ編】
1640 選択 goro 2009-12-13 22:06:37 返信 報告

カフェ等のお店ですが、私の推測ですが、⽇本の海の家とまでは⾏きませんが、２・３⽇あれ
ば簡単に撤去ができると思います。もともとは紫っぽい⾊の広い道路の上にカフェ等が建って
いるようです。グーグルマップでは何かのイベントの時に航空写真を撮ったようなので沢⼭の
お店が建っているようです。また[1582]においても当時は右側に屋台のような建物があります
が、今は何もありませんでした。イベントによって様々な建物が建つようです。

 この画像は泉⽔さんと⼦供たちが記念撮影をしているシーンを撮ろうとしたものですが、今年
はイベントのために仮設の橋ができていて、全くどこを撮っていいか解りませんでした(笑)。こんなこともあり、どうや
らモナコの港周辺のお店は設置・撤去・移動に慣れているかもしれませんね(笑)。

 

Re:旅してきました【モナコ編】
1641 選択 goro 2009-12-13 22:14:12 返信 報告

この画像は[1639]を拡⼤したものです。
 縁⽯もみえます。

Re:旅してきました【モナコ編】
1644 選択 MOR 2009-12-14 01:45:32 返信 報告
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goro、皆さん、おはようございます。

>私的には嵐︖の前の静けさなので(笑)、ゆっくりされると良いです。 
 本当に嵐の前でしたね。

 でも、今回の嵐はゆっくりと楽しめる嵐なので良いですね。
 

 

Re:旅してきました【モナコ編】
1647 選択 saki 2009-12-14 12:20:12 返信 報告

 
 
goroさん、みなさん、こんにちは〜(^^)/

研究所の週末は何時もお休み状態で、書き込みも殆ど無いのでゆっくりしてたら・・・・
 goroさんのレポートを初め各集会所に沢⼭のスレが⽴っていてビックリしてます (@o@;)
 所⻑⾃ら休⽇返上でレポート出してるし・・・

 所⻑ッ︕ みなさんに休⽇勤務⼿当出さなくちゃいけないんじゃ ・・だいじょうぶ︖︕

goroさんのレポート、今回はより正確にされてて⽅向⾳痴のsakiにもよく解りますよ〜(^^)/
 やっぱり、サッカーゲーム機が⼀番キュ〜ンときますね・・それと、「シィ〜︕︕」の場所・・堪りませんね

今回は⼀攫千⾦とは⾏かなかったようですけど、収穫があって良かったですね〜 o(^o^)o
 sakiも、先週のロト６当たっちゃったよ〜(^^)/    4等賞だけど・・・(^^;)  後2個数字が当たってればねぇ〜

Re:旅してきました【モナコ編】
1649 選択 pine 2009-12-14 15:43:44 返信 報告

goroさん みなさん こんにちは︕

超⼤作レポ第２弾 ありがとうございます︕
 ⻘い空がとてもきれいで印象的です。
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１０年経っているので、変わってしまっているところもあるようですが、
泉⽔さんがいらっしゃった場所・遊んでいたゲーム台…どれを⾒ても、ホントに泉⽔さんがそこにいるような気がしてきま
す。

 「世界はきっと未来の中」のジャケ写も、何度も通われた苦労が報われましたね。
 リアルタイムレポで盛り上がったことを思い出しました。(^-^)

ニース・カンヌ編も楽しみに待ってま〜す︕

Re:旅してきました【モナコ編】
1652 選択 stray 2009-12-14 20:20:35 返信 報告

goroさん、こんばんは。

goroさんの捜査センスの良さは、エルミラージの泉⽔坂で⽴証済みですが、
 なぜか、モナコ港中央部分だけは勘が鈍ってますね（笑）。

> ２・３⽇あれば簡単に撤去ができると思います。

やっぱり︕ だとすれば、⽴地の良い悪いもあるので、
 お祭りの的屋さんの位置決めと、似たようなルールがあるのかも（笑）。

goroさんが何でこのシーンを撮らなかったのか不思議だったのですが、
 [1640]で謎が解けました（笑）。

 ゲームで遊んだ後の記念撮影だと思われるので、ゲーム機が置いてある場所のはずですからね（笑）。

ロケ地捜査は運の良さも味⽅につけないとダメですね（笑）。

Re:旅してきました【モナコ編】
1656 選択 goro 2009-12-14 22:13:02 返信 報告

MORさん、sakiさん、pineさん strayさん みなさん こんばんは

MORさん、sakiさんも仰るとおり今週末は⾊んな話題がでてきました。
 油断しているとついていけなくなってしまうのでご注意を(笑)。
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私はよくついていけなくなり、的違いの発⾔をしてしまうようです(笑)。

sakiさん、sakiさんには滞在中に間違ったクイズを出してしまいましたね(笑)。⼀応昨年の画像([158
5])があったのでこちらが正解でございます。

 今回は迷わなかったようでよかったです。正確に伝えることは難しいな〜っていつも思っていますよ
(笑)。私もゲーム台が感動でした。いつまでも残っているといいなって思っています。

 ロト６、私も夢⾒て少し買っているけど全然当たらないというかかすりもしませんね〜(笑)。
 当たった時のことは何度も考えているのですが・・・。

pineさん、モナコは本当に良い天気でイベントのテント等にも邪魔されずにゆっくり⾒る事ができました。
 失敗だらけで、何度も撮りにいったり、⾒当違いな場所を撮ってしまったけど(笑)、楽しかったです。

 そう、リアルタイムでお話しながらさがしたのも、貴重な経験で楽しかったですし、本当に報われたな〜って思っていま
す。

 ニース・カンヌ編も作成に取り掛かりました。モナコ編よりボリュームが少ないですが、もうしばらくお待ち下さいね。

strayさん、モナコはテントがなくて油断しすぎたようです(笑)。
 のんびりしていましたからね〜。カフェは年代わりで位置がかわるのかな︖と思って昨年の画像を⾒たら、同じでした

(笑)。
 [1640]は、仮設の橋に落胆して、付け加え忘れました(笑)。

 この2つの画像は昨年のものです。
 確かにロケ地捜査は運の良さやタイミングも⼤事ですね︕

 

Re:旅してきました【モナコ編】
1660 選択 MOR 2009-12-15 04:02:54 返信 報告

goroさん
>油断しているとついていけなくなってしまうのでご注意を(笑)。 

 >私はよくついていけなくなり、的違いの発⾔をしてしまうようです(笑)。 
 この状態は私の専売特許と⾔うことで、お譲り下さい。

さすがに全部は⾒れないし、ペースの速い時は皆さんに付いていけません。
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知識も乏しいと⾔う問題も抱えてますし・・・。
 

 
 

Re:旅してきました【モナコ編】
1663 選択 goro 2009-12-15 22:15:55 返信 報告

MORさん こんばんは

あっはっは︕(笑) そうですね、私も知識は乏しいですが、
 的違いのことを⾔っても、軽く流して下さるし(笑)

 みなさん、フォローして下さるので、安⼼です(笑)。
 

Re:旅してきました【モナコ編】
1806 選択 goro 2009-12-27 23:48:30 返信 報告

みなさん こんばんは

追加事項が２つありますので記載しますね。
 まずは、[1589]のゲーム台は、DAIさんのご指摘のとおり、この画像を⾒ると奥の⽅にもう１つ

あります。
 と⾔うことは、私が撮ったゲーム台は泉⽔さんが直に使っていたものではないかもしれません。

 泉⽔さんは同型のゲーム台を使っていた可能性もあると⾔うことです。
 今回訪れた時は同じ型のゲーム台は無かったのですが、ひょっとすると⾒落としていたのかもしれません。

 しかしながら、今となっては私は雰囲気が味わえただけでも満⾜しています(笑)
 

Re:旅してきました【モナコ編】
1807 選択 goro 2009-12-27 23:49:00 返信 報告

もう１つは[1593]の泉⽔さんがカフェでのんびりお茶していた場所です。
 もう⼀度写真を⾒直してみると、興味深いものがありましたのでお伝えします。
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この画像の通り、原画(この前とは別のもの)と実写がありますが、奥の丸い球のついた
街灯に着⽬すると、左側には２つの丸い球が、右側にも２つの丸い球があります。

 右側は微妙に写っているような気がしますが・・・。
 更には右側の電柱の四⾓い⼟台もあります。

 と⾔うことはやっぱりこの位置[1593]の港中央のカフェより２軒先(北))のカフェが撮
影場所だったのではないかと思われます。当時のカフェやゲーム台の位置の様⼦は以前お伝えしましたが、少なくてもこ
の位置のあたり(実写の画像ではもう少し左側)から撮ったものかなと思います。

 どうでしょうか︖
 

Re:旅してきました【モナコ編】
1821 選択 stray 2009-12-28 17:08:18 返信 報告

goroさん、こんばんは。

ホントだ︕ ゲームが２機ありますね︕（笑）
 別のお店の所有物とは考えにくいですね、よほど⾯⽩いゲームなら別ですが（笑）。

 やはり、公共の設置物なんじゃありません︖（⼦供⽤）
 泉⽔さんが遊んだほうを特定するのは不可能でしょう（笑）。

#1807は、⽴⽊が２つとも写っていないのが気になりますね。
 切ってしまったとは考えにくい・・・

 電柱の四⾓い⼟台は、１つ１つ⼤きさが違うのでしょうか︖
 ん〜、もう１回現地に⾏かないとダメかも（笑）。

Re:旅してきました【モナコ編】
1825 選択 goro 2009-12-28 20:14:50 返信 報告

strayさん みなさん こんばんは

このゲーム機は当時は何台かあったかもしれませんね。
 確かに泉⽔さんが遊んでいたものを特定をするのは不可能ですね。

 時を超えて雰囲気だけでも味わえて、皆さんに報告できただけでもよしとします(笑)。
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[1807]の⽴⽊はおそらく[1591]のように⼤きな植⽊鉢で植えられていて移動が可能だったと
思います。

 もともとコンクリートの地⾯の上にカフェが建っていますので・・・。
 電柱の四⾓い⼟台はこの画像のとおり、等間隔で同じ⼤きさだと思います。

 また⾏きたいな〜(笑)。
 

１台いかが︖（笑）
1957 選択 stray 2010-01-06 17:02:43 返信 報告

goroさん、皆さんこんにちは。

泉⽔さんが⼦供たちと遊んだテーブルサッカーを⾒つけました︕
 欧⽶ではポピュラーな遊具で、アメリカではFoosball（フーズボール）、

 フランス欧州ではBabyFoot（バビィフット）と呼ばれ親しまれているそうです。
 http://www.babyfoot-japan.com/products.html

 http://www.bonzini.com/fr/babyfoot/Produits/Les-Produits/

けっこう⾼いですが（30-40万円）、ご隠居部⻑をはじめサッカー好きの⼈は、
 泉⽔さん愛⽤︖の品として１台いかがでしょうか（笑）。

goroさ〜ん︕
 モナコのテーブルサッカーは、コイン投⼊⼝が付いてましたか︖

 付いていれば、業務⽤としてお店で購⼊したものでしょう。

Re:１台いかが︖（笑）
1966 選択 goro 2010-01-06 23:41:50 返信 報告

strayさん みなさん こんばんは

キャ〜︕ まだ欧⽶では売られているとは︕
 結構ポピュラーなんですかね〜

 よくこのＨＰを⾒つけましたね(笑)。
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ひょっとすると⽇本のどこかのカフェとかにあるかもしれませんね
でも40万もするとは⾼価ですね︕

 この画像は反対側のもので、コイン投⼊⼝があります。

当時はユーロではなくてフランだったので、
 投⼊⼝を交換したのかな︖︖とも思ってしまいました。

 

Re:旅してきました【モナコ編】
13336 選択 tripper 2013-05-12 13:59:39 返信 報告

みなさん こんにちは。

goroさん、ロクブルニュ編では返信ありがとうございました。

モナコには、今回3時間だけ⾏きました。で、そこでも撮影に
 トライしましたが、こんな状態でした。

右側にチラっと⾒えるのは、F1モナコグランプリ⽤の特設スタンドです。

Re:旅してきました【モナコ編】
13337 選択 tripper 2013-05-12 14:06:21 返信 報告

で、この写真は[1584]と⼀緒で、写真集にできるだけ近い
 アングルで撮ったものです。すぐ近くまでスタンドが迫っています。

Re:旅してきました【モナコ編】
13338 選択 tripper 2013-05-12 14:11:59 返信 報告

すみません。[13337]の写真が寝てしまいましたね。
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近いアングルで、こんな写真も撮っていましたので
⼀緒に出してみます。

Re:旅してきました【モナコ編】
13339 選択 goro 2013-05-12 19:42:13 返信 報告

tripperさん こんばんは

モナコにも⾏かれたようですね。
 この時期はＦ１の準備なんですね。

 駐⾞場のあたりが、スタンドになるのですね。

晴天に恵まれ、南仏の街を歩くのは趣があって良いものですね。
 港の様⼦はあまり変わっていないようなので安⼼しました。

数年前⾏った時に「Today is another day」を聴きながら歩いて微笑んでいたことを
 思い出して懐かしさを感じました。

ありがとうございました。
 

Re:旅してきました【モナコ編】
13806 選択 幸（ゆき） 2013-06-30 19:22:44 返信 報告

goroさん、今頃になってm(_ _)mですが、
 はじめまして。

ロケ地マップで、ニースやモナコに⾏かれた⽅が
 おられることは存じてましたが、このレポートは
 わりと最近知りました。失礼致しました。
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実は、昨年夏にチャンス↓がありました。
[12074]思わずレポートしちゃいます

収穫はあの釣り⼈と同⼀⼈物が未だモナコに居る
 可能性⼤（笑）というだけでしたが。

事前に知っていれば、ムーラン通りとか探すこと
 が出来たかも知れず、残念です。まぁ、随分と時
 が経ってることで、⼤ボケとしてお許し下さい。

実は今⽇ちょっと時間があって、⻑者ヶ崎⽅⾯に
 ⾏って来ました。ここの海岸線が何となくニース
 と似てると前から感じています。

 写真は左が⻑者ヶ崎から少し南の秋⾕海岸付近、
 右がニースの海岸です。特にこっち↑の海の⾊が

 碧、⻘、藍と変化に富んで良いなぁと思いました。
 ・⻘︓ 三原⾊の⼀つで、薄い藍⾊。ブルー。

 ・碧︓みどり、あおみどり、深く美しい⻘⾊。碧⽟はサファイアのこと。
 ・藍︓紺と⻘との中間⾊で、濃い⻘⾊のこと。インディゴ（藍染めの草の名）ブルー。

Re:旅してきました【モナコ編】
13809 選択 goro 2013-07-01 22:39:50 返信 報告

幸さん こんばんは

⽇本にもニースやモナコのような素晴らしい海岸がありますね。
 葉⼭の近くにもおっしゃられるように素晴らしい海岸があって、

泉⽔さんのロケ地にもなりましたね。
 以前、葉⼭付近をロケ地巡りしていて、⽇本も外国に負けない海岸があるのだと実感しました。

 泉⽔さんのロケ地は絶景が多いので、ついつい⾜を運んでしまいます(笑)。
 泉⽔さんのロケ地に絶景あり︕って感じです。

 

https://bbsee.info/newbbs/id12074.html
https://bbsee.info/newbbs/id/1579.html?edt=on&rid=13809
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=13809
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