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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

パリの⾵景映像
16394 選択 noritama 2015-03-25 02:01:16 返信 報告

こんばんは｡

パリの映像については､泉⽔さんは登場せず､､⾵景映像ばかりですが､
 『翼を広げて』『かけがえのないもの』他､PV･MVなどにいろいろと出ていて､

 旧BBS時の 
 http://zard-lab.net/pv/7881.htm

 PORTFOLIO の2008年 51番と25番と12番..スレと､
 現BBSの[2507]のgoroさんの旅レポスレなどで､

 ･ヌフ橋･ポンデザール橋(ルーブル美術館周辺)

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧HOME

https://zard-lab.net/
https://zard-lab.bbs.fc2.com/
https://fc2.com/
javascript:;
https://zard-lab.net/rule.html
https://zard-lab.net/log-8.pdf
https://zard-lab.net/log-7.pdf
https://zard-lab.net/log-6.pdf
https://zard-lab.net/log-5.pdf
https://zard-lab.net/log-4.pdf
https://zard-lab.net/log-3.pdf
https://zard-lab.net/log-2.pdf
https://zard-lab.net/log-1.pdf
https://bbsee.info/straylove/
https://zard-lab.net/snm.html
https://zard-lab.net/another.html
https://zard-lab.net/lyrics.html
https://zard-lab.net/ekimero.html
https://wezard.net/zardlive/
mailto:info@zard-lab.net
javascript://%E6%8A%95%E7%A8%BF%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%92%E9%96%8B%E3%81%8F
https://bbsee.info/newbbs/?edt=on
https://bbsee.info/newbbs/id/16394.html
https://bbsee.info/newbbs/id/16394.html?edt=on&rid=16394
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16394
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/0bd791e117caac17417e27915180616f.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id2507.html
https://bbsee.info/newbbs/manage/
https://bbsee.info/newbbs/rules/
https://bbsee.info/newbbs/slideshow/
https://bbsee.info/newbbs/album/
https://bbsee.info/newbbs/list/
https://bbsee.info/newbbs/
https://zard-lab.net/bbs.html


 
･観覧⾞(コンコルド広場)
･メリーゴーランド(モンマルトル/サクレ･クール寺院)

 http://zard-lab.net/pv/7881.htm
 ･ムーランルージュの⾵⾞(モンマルトル)(･･の話題スレは旧BBS?のようでスレが発⾒できませんでした･･･)

 などなど､既に検証とレポートされています｡

今回､ストリートビュー散策で⾒つかった場所もありますので､追補してみようと思います(^^)

Re:パリの⾵景映像
16395 選択 noritama 2015-03-25 02:06:00 返信 報告

まずは､『翼を広げて』のPV映像から､

セーヌ川に架かる､
 ヌフ橋･ポンデザール橋(ルーブル美術館)周辺は､

 『翼を広げて』『かけがえのないもの』(さらに『君とのふれあい』も含め)PV/MVにいろいろな映
像が使われていて､

 既出の物も含めストリートビューで散策してみました｡

これは既に検証され済み､[2516][2521]
 ヌフ橋上から､ポンデザール橋/ルーブル美術館⽅⾯をみた映像ですね｡

Re:パリの⾵景映像
16396 選択 noritama 2015-03-25 02:12:59 返信 報告

ヌフ橋のところには､セーヌ川遊覧船の乗り場があるようです｡

Re:パリの⾵景映像
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16397 選択 noritama 2015-03-25 02:14:38 返信 報告

こちらもヌフ橋の上｡

※訂正:ストリートビューで⾒ている⽅向が反対でしたので修正⼊れました｡

Re:パリの⾵景映像
16398 選択 noritama 2015-03-25 02:15:49 返信 報告

こちらもヌフ橋の上ですが､シャンジュ橋の⽅⾯を映しています｡

Re:パリの⾵景映像
16399 選択 noritama 2015-03-25 02:16:36 返信 報告

この街路灯映像もおそらくヌフ橋の物でしょう｡

Re:パリの⾵景映像
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16400 選択 noritama 2015-03-25 02:25:37 返信 報告

ここは[2525]のように､ポンデザール橋下

Re:パリの⾵景映像
16401 選択 noritama 2015-03-25 02:29:51 返信 報告

こちらは『翼を広げて』PV映像のなかで特徴的な映像の⼀つで､
 以前のスレでは､地下鉄駅の⼊⼝と話題は出てましたが場所は確定されていなかったと思います｡

場所はノートルダム寺院のすぐ近くのここです｡

映っている奥の尖がり建物は､
 ノートルダム寺院の尖がり建物と似ていますが､ノートルダム寺院ではなくて､

 地下鉄シテ(Cite)駅⼊⼝から､コンシェルジュリーの尖がり建物を映しています。
 

Re:パリの⾵景映像
16402 選択 noritama 2015-03-25 02:32:53 返信 報告

こちらは暗い映像でわかりにくいですが､
 ルーブル美術館正⾯ロータリーのところの映像です｡
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Re:パリの⾵景映像
16403 選択 noritama 2015-03-25 02:34:08 返信 報告

こちらも『翼を広げて』PV映像のなかで特徴的な映像の⼀つで､
 ヌフ橋の架かっている中洲にある公園の先から､ポンデザール橋/ルーブル美術館⽅⾯をみた映像で

す｡

⾃転⾞が置いてあるところの⽊は無くなってしまってますね｡

Re:パリの⾵景映像
16404 選択 noritama 2015-03-25 02:36:10 返信 報告

次は既に検証され済み､(左にエッフェル塔の明かり)観覧⾞のこの映像ですが､､

Re:パリの⾵景映像
16405 選択 noritama 2015-03-25 02:42:06 返信 報告

エッフェル塔と観覧⾞のあったところが⾒える､ここからの映像かと思ったのですが､
 映像をよく観ると少し違ったみたいで､もっとコンコルド広場に近い⽅のところのようです｡
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Re:パリの⾵景映像
16406 選択 noritama 2015-03-25 02:44:17 返信 報告

ちょうどいいストリートビューがないのですが､
 この辺りかと思います｡

Re:パリの⾵景映像
16407 選択 noritama 2015-03-25 02:45:13 返信 報告

こちらも同じ｡

Re:パリの⾵景映像
16408 選択 noritama 2015-03-25 02:46:16 返信 報告

こちらの街路灯は柱の縦筋が特徴的で､
 コンコルド広場の街路灯のどれかですね(笑)
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Re:パリの⾵景映像
16409 選択 noritama 2015-03-25 02:49:36 返信 報告

『翼を広げて』PV映像のなかでもう⼀つ特徴的な映像はこれで､
 ⼀番⾒つけたくて⼀番難儀しました(笑)

 

Re:パリの⾵景映像
16410 選択 noritama 2015-03-25 02:59:02 返信 報告

『翼を広げて』の調査周辺では⾒つからなくて､
 撮影スタッフが滞在しているホテルから撮ったのかと思って探していたのですがそれっぽい場所が⾒

つけられず､
 『かけがえのないもの』の映像散策で､メリーゴーランドのあるモンマルトル/サクレ･クール寺院周辺

を探している時､
 ふとホテルからでなく丘の中腹からや階段のある路地などもこういうの撮れるなと･･･

 モンマルトル丘を散策して･･後に出てきます『かけがえのないもの』の映像の物はいろいろ⾒つかっ
たんですが･･

 ⽬当てのこの場所は⾒つからず｡｡
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ムーランルージュの⾵⾞の確認をして､､
また､ふと･･もしかしてモンマルトルの丘の裏⼿の⽅まで⾏っているのかなと､､､
気まぐれにみていったところで⾒つけました｡

場所はここです｡
 ストリートビューで通り過ぎちゃうような場所ですが､､なにやら引き⽌められたような感じでした(笑)

Re:パリの⾵景映像
16411 選択 noritama 2015-03-25 03:02:04 返信 報告

ホテルのホームページ写真で写っている建物が同じで､
 バッチリここだとわかります｡

https://plus.google.com/+H%C3%B4telCaulaincourtSquareParis/photos

Re:パリの⾵景映像
16412 選択 noritama 2015-03-25 03:16:03 返信 報告

ホテル前の階段路地のところから撮ったんですね｡

Re:パリの⾵景映像
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16413 選択 noritama 2015-03-25 03:19:54 返信 報告

次は『かけがえのないもの』の映像

これは､ポンデザール橋上から､ヌフ橋/ノートルダム寺院⽅⾯をみた映像ですね｡

Re:パリの⾵景映像
16414 選択 noritama 2015-03-25 03:26:54 返信 報告

こちらは､奥にポンデザール橋が⾒えていますので､
 場所はここで､

 映像の右端に街路樹が映り込んでいますから､右側の歩道から撮っているようです｡
 

Re:パリの⾵景映像
16415 選択 noritama 2015-03-25 03:36:41 返信 報告

ベンチは､
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Re:パリの⾵景映像
16416 選択 noritama 2015-03-25 03:38:35 返信 報告

ヌフ橋〜ポンデザール橋の間にこの4箇所あって､
 ②③④は⾚破線囲みの部分が違うので､①のベンチと推測されます｡

Re:パリの⾵景映像
16417 選択 noritama 2015-03-25 03:45:25 返信 報告

前記[16414]の映像を撮ったであろう位置と同じところにあるベンチということになります｡

Re:パリの⾵景映像
16418 選択 noritama 2015-03-25 03:47:53 返信 報告

先にこの周辺を済ませます(笑)

これはヌフ橋上で､シャンジュ橋の⽅向を撮ってます｡
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Re:パリの⾵景映像
16419 選択 noritama 2015-03-25 03:49:45 返信 報告

これはポンデザール橋上から､ヌフ橋をズームした映像ですね｡

Re:パリの⾵景映像
16420 選択 noritama 2015-03-25 03:50:40 返信 報告

これはポンデザール橋上から遊覧船を橋の網ごしに撮っているようです｡
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Re:パリの⾵景映像
16421 選択 noritama 2015-03-25 04:00:11 返信 報告

場所が変わって､モンマルトルの丘周辺｡

既に検証され済みのサクレ･クール寺院下のメリーゴーランド

Re:パリの⾵景映像
16422 選択 noritama 2015-03-25 04:03:53 返信 報告

同じく既に検証され済みのムーランルージュの⾵⾞
 モンマルトルの丘には､形が異なっていますが､⾵⾞はもう１個あって､

 ムーラン･ドゥ･ラ･ガレットって店の名前で･･系列店かな(笑)

Re:パリの⾵景映像
16423 選択 noritama 2015-03-25 04:05:41 返信 報告

以下4箇所の映像は､
 モンマルトルの丘の街並みの映像でした｡
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Re:パリの⾵景映像
16424 選択 noritama 2015-03-25 04:06:46 返信 報告

モンマルトルの丘の街並みの映像

Re:パリの⾵景映像
16425 選択 noritama 2015-03-25 04:07:15 返信 報告

モンマルトルの丘の街並みの映像
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Re:パリの⾵景映像
16426 選択 noritama 2015-03-25 04:07:54 返信 報告

モンマルトルの丘の街並みの映像

Re:パリの⾵景映像
16427 選択 noritama 2015-03-25 05:04:07 返信 報告

『君とのふれあい』の映像場所の散策は途中なのですが､､
 とりあえず何箇所か｡

こちらは､ポンデザール橋上ヌフ橋⽅⾯の映像｡
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Re:パリの⾵景映像
16428 選択 noritama 2015-03-25 05:05:20 返信 報告

地下鉄の地上駅 バスティーユ駅(Bastille)

https://www.youtube.com/watch?v=l5PxVoOwvDI

Re:パリの⾵景映像
16429 選択 noritama 2015-03-25 05:06:17 返信 報告

バスティーユ駅(Bastille)は､この場所です｡

Re:パリの⾵景映像
16430 選択 noritama 2015-03-25 05:07:08 返信 報告

ポンデザール橋上からCanal Academie⽅⾯の映像
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Re:パリの⾵景映像
16431 選択 noritama 2015-03-25 05:07:51 返信 報告

ヴォージュ広場の噴⽔

Re:パリの⾵景映像
16432 選択 noritama 2015-03-25 05:08:56 返信 報告

キャルーゼル橋とポンデザール橋の間にある河川敷道路への出⼊り⼝

Re:パリの⾵景映像
16433 選択 noritama 2015-03-25 05:10:34 返信 報告
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2004年LIVE『もう少しあと少し』映像から

北駅(Gare du Nord)

Re:パリの⾵景映像
16434 選択 noritama 2015-03-25 05:11:23 返信 報告

サン・ラザール駅(Saint-Lazare)

Re:パリの⾵景映像
16435 選択 noritama 2015-03-25 05:13:16 返信 報告

[16434]のサン・ラザール駅(Saint-Lazare)の反対⽅向
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Re:パリの⾵景映像
16436 選択 noritama 2015-03-25 05:18:28 返信 報告

トゥルネル橋上からノートルダム寺院⽅⾯の映像

Re:パリの⾵景映像
16437 選択 noritama 2015-03-25 05:20:50 返信 報告

2004年LIVE『負けないで』映像から

遊覧船から←※訂正:映像の景⾊の移り変わるスピードから河川敷の道路を⾛る⾞から撮ったようで
す｡

 ビル・アケム橋(Pont de Bir-Hakeim)とエッフェル塔

Re:パリの⾵景映像
16438 選択 noritama 2015-03-25 05:29:25 返信 報告

その他

以前話題に出ていた､ここは､
 凱旋⾨が斜め⽅向で⾒えているので､
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シャンゼリゼ通りではなく､
この位置からフリドラン通り沿いに⾒た凱旋⾨と思います｡

シャンゼリゼ通りからみると真正⾯の向きの凱旋⾨になると思います｡

Re:パリの⾵景映像
16446 選択 noritama 2015-03-30 21:07:53 返信 報告

まとめてみました(^^)

Re:パリの⾵景映像
16877 選択 noritama 2015-06-02 08:51:27 返信 報告

ニュースで､ポンデザール橋の話題が出てました｡
 http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20150602-00000006-ann-int

 http://www.jiji.com/jc/c?g=int_30&k=2015060100749

記事によると､2008年頃から南京錠をかけることが流⾏りはじめた様で､
 PV映像では南京錠がかけてある様⼦はみられませんね｡(^^)

Re:パリの⾵景映像
16878 選択 stray 2015-06-02 12:03:28 返信 報告
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noritamaさん、こんにちは。

ポンデザール橋の南京錠、[id:16427]]に写ってますね。
 もともとは、1991年公開のフランス映画「ポンヌフの恋⼈」の

 ------------------------------------------------
 絶対に離れない︕ ずーっと貴⽅だけを愛し続けるの

愛の誓いのお守り代わりに 鍵をかけ・・

そして〜〜 keyを川に放り込む

誰も2⼈を引き裂く事は出来ないの!!
 ------------------------------------------------

というシーンをカップル達がマネるようになったんだとか。
 ポンヌフ橋の南京錠が飽和状態となり（笑）、2008年頃から
 ポンデザール橋が侵⾷され始めたんじゃないかと思われます。
 橋の袂に錠前屋が何軒も並んでたりして（笑）。

泉⽔さんが映っていれば、goroさんが弾丸トラベルして下さるんでしょうけど（笑）。
 パリ在住のZARDファン、いませんかぁ︕︕（笑）

 

Re:パリの⾵景映像
17457 選択 noritama 2015-08-13 09:17:17 返信 報告

おはようございます｡

先⽉もポンデザール橋の話題が少し出てました。捜索したところやロケ地や映像の場所附近の話題は興味がそそられます
(笑)

 http://www.afpbb.com/articles/-/3054967?pid=

Re:パリの⾵景映像 -追加-
17458 選択 noritama 2015-08-13 09:19:20 返信 報告
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さて､活動中期〜後期のPV映像などには､何故かフランス-パリの映像が多くあります｡
イギリス､南仏地域､アメリカ､オーストラリア､イタリア(写真集はあれど映像は･･･)ときて､やはりフランス-パリも･･って
感じだったのでしょうか｡｡

 が･･･泉⽔さんはそこ(現地)には映っていません(^^;)
 『2004年LIVEツアー』ステージ上スクリーン映像（2004.03〜07頃）

 『かけがえのないもの』PV(2004.06頃)
 『君とのふれあい』PV(2005.09頃)

 『翼を広げて』PV(･･･こちらは亡くなられた後のものですが･･)

↑の探しきれていないものはとりあえず置いといて(苦笑)
 『星のかがやきよ』PV(2005.04頃)にも少しあります｡

 2004〜2005年はパリ押しだったのかも(^^)
 

数ヶ⽉前からストビューが旧バージョンに戻せなくなってしまったので、
 以前のようなストビュー/地図の上下分割表⽰が出来なくなって、

 位置が判り難いです(苦笑)がご了承ください。

Re:パリの⾵景映像 -追加-
17459 選択 noritama 2015-08-13 09:29:14 返信 報告

ネットで⾒かけた映像なので画像が悪いですが､､

歩いている男性の後姿のこちらは､

Re:パリの⾵景映像 -追加-
17460 選択 noritama 2015-08-13 09:32:29 返信 報告

モンマルトル丘の路地の景⾊｡
 右の歩道辺りから中央奥の建物を映しているようです｡
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Re:パリの⾵景映像 -追加-
17461 選択 noritama 2015-08-13 09:34:53 返信 報告

こちらは､
 左にバス(バスが通っている道)､奥に階段とわかりやすそうですが､､

 特定できていません(^^;

Re:パリの⾵景映像 -追加-
17462 選択 noritama 2015-08-13 09:35:49 返信 報告

こちらは､
 [16412]の階段を下にみている映像｡

Re:パリの⾵景映像 -追加-
17463 選択 noritama 2015-08-13 09:38:07 返信 報告
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ここは､
[16417]の歩道にてヌフ橋⽅⾯を映している景⾊｡

Re:パリの⾵景映像 -追加-
17464 選択 noritama 2015-08-13 09:46:04 返信 報告

ここの左の歩道辺りから撮っているようです

Re:パリの⾵景映像 -追加-
17465 選択 noritama 2015-08-13 09:48:53 返信 報告

こちらは､
 サクレ･クール寺院からの展望の景⾊｡

Re:パリの⾵景映像 -追加-
17466 選択 noritama 2015-08-13 09:59:18 返信 報告

⼿前のカップルではなく(^^;
 中央奥の街並み景⾊に注⽬すると･･･
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Re:パリの⾵景映像 -追加-
17467 選択 noritama 2015-08-13 10:04:43 返信 報告

こんな感じです｡

Re:パリの⾵景映像 -追加-
17468 選択 noritama 2015-08-13 10:08:39 返信 報告

こちらは､
 [16412]の場所

Re:パリの⾵景映像 -追加-
17469 選択 noritama 2015-08-13 10:18:20 返信 報告

WBM LIVE DVDの
 『君がいない』の時のステージスクリーンにもパリの⾵景は出ていて､ 
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Re:パリの⾵景映像 -追加-
17470 選択 noritama 2015-08-13 10:26:59 返信 報告

メトロのこの⼆つのマークは､､何箇所も似た物があるみたいで特定できてません(笑)
 https://goo.gl/eDt7uq

Re:パリの⾵景映像 -追加-
17471 選択 noritama 2015-08-13 10:29:36 返信 報告

こちらの場所は､､

Re:パリの⾵景映像 -追加-
17472 選択 noritama 2015-08-13 11:27:23 返信 報告

[16428]の地下鉄の地上駅 バスティーユ駅(Bastille)映像の反対側(東側)の場所のようで、
 [16429]地図でみると⻘⾊丸囲みの場所です｡
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Re:パリの⾵景映像 -追加-
17473 選択 noritama 2015-08-13 11:29:20 返信 報告

ストビューでみるとこんな感じです｡

奥の建物､柵･街路灯は同じかと思うのですが､､

Re:パリの⾵景映像 -追加-
17474 選択 noritama 2015-08-13 11:38:43 返信 報告

広告塔の太さ(位置も?)も変わり､
 たぶん左⾚⽮印附近にあったであろうポストも無くなっています(^^;

Re:パリの⾵景映像 -追加-
17475 選択 noritama 2015-08-13 11:57:27 返信 報告

ストビューではここの場所は2008年まで戻れるみたいなので戻ってみると､､
 ポストがあったと推測される場所は⼯事をしています(^^;

Re:パリの⾵景映像 -追加-
17476 選択 noritama 2015-08-13 12:09:47 返信 報告
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[17473]の場所で､ふり返ってみると奥の⽅に⻩⾊いポストらしき物があります｡
移動したのかもしれませんね(^^;

Re:パリの⾵景映像 -追加-
17477 選択 noritama 2015-08-13 12:21:07 返信 報告

そのポストのあるところは地下鉄の出⼊⼝で､
 [17470]の丸い⽅と同じマークが掲げられています｡

リーズナブルに考えて､､[17470]の丸い⽅のメトロマークは､この地下鉄出⼊⼝のメトロマー
クかもしれません(笑)

Re:パリの⾵景映像 -追加-
17478 選択 noritama 2015-08-13 12:34:32 返信 報告

こちらはレストランでしょうか??
 外階段っぽいものがあってパリ市街では珍しそうなつくりですが､

 特定できていません｡

Re:パリの⾵景映像 -追加-
17479 選択 noritama 2015-08-13 12:38:34 返信 報告

この⾞は郵便局の集配⾞｡
 ⾞種はRenault Express(ルノー･エクスプレス)です

 https://goo.gl/P4Y2Iu
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Re:パリの⾵景映像 -追加-
17480 選択 noritama 2015-08-13 12:41:37 返信 報告

緑のバスが通り過ぎる時にチラリと映っているこの建物ですが､まだ探していません(笑)

Re:パリの⾵景映像 -追加-
17481 選択 noritama 2015-08-13 12:51:51 返信 報告

カフェ･レストランの類は､数が半端なく多いのと経年でリニューされているかもしれないので(笑)
 探す場所のきっかけや店名がないとどこともつかめませんね･･･(^^;

Re:パリの⾵景映像 -追加-
17482 選択 noritama 2015-08-13 13:08:56 返信 報告
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こちらは､店名が読めたので｡
Restaurant Les Délices d'Aphrodite

Re:パリの⾵景映像 -追加-
17483 選択 noritama 2015-08-13 13:15:08 返信 報告

場所はヌフ橋より南南東の⽅向
 https://goo.gl/xHV4ag

Re:パリの⾵景映像 -追加-
17484 選択 noritama 2015-08-13 13:21:23 返信 報告

これは歩道にある売店のようなものだと思いますが､
 メトロの看板と同じく似たものが多いようなので特定できていません｡

 [17477]の右奥に写っているような新めの物に変わっていたら探しようもありませんね(苦
笑)

Re:パリの⾵景映像 -追加-
17485 選択 noritama 2015-08-13 13:23:00 返信 報告

エッフェル塔ですが(^^;
 どこから⾒ているか･･･
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Re:パリの⾵景映像 -追加-
17486 選択 noritama 2015-08-13 13:31:43 返信 報告

看板は変わっていますが､
 セーヌ川のイエナ橋附近の河川敷のレストラン⼊⼝附近からの眺望のようです｡

Re:パリの⾵景映像 -追加-
17487 選択 noritama 2015-08-13 13:46:14 返信 報告

[17486]は⾚⽮印附近からの眺めです｡
 看板(案内板のようです)には同じ⽂字が書かれています｡
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