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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

モナコ ムーラン通りの階段
16920 選択 goro 2015-06-04 08:08:18 返信 報告

みなさん こんばんは

noritamaさんのお呼ばれで、ロンドンロケ地の記憶を取り戻すべくWBMF2011のＤＶＤを最初から早送り
してみていたら、

 ⾒慣れた映像が出てきました。
 それはモナコのムーラン通りです。ムーラン通りは「世界はきっと未来の中」のジェケ写やＰＶの撮影地で

す。

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/16920.html
https://bbsee.info/newbbs/id/16920.html?edt=on&rid=16920
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=16920
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/d40176e2795b1a99dc59620ac92a54c3.jpg
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


WBMF2011のＰＶの中に泉⽔さんが階段に座っているシーンがありますが、この画像だと思います。
暗くてよくわかりませんが、「３９」の表⽰と[16923]の壁の２つの正⽅形の配管ボックスが決め⼿です。

 どうでしょうか︖
 (ＤＶＤ映像をキャプチャー出来ずにスミマセン。)

いや〜ロクブリュヌの階段に座るシーンは有名ですが、もう１つ階段に座るシーンがあったとは︕ 

私が訪れた時は2009年でWBMF2011が発売される前だったので、当時はこの映像は無く、今になってわかったものです。
 当時はストリートビューもなく⼿探り状態で探したのが懐かしいです。

ムーラン通りはジャケ写の場所を特定するために何度も撮り直しに⾏き、この画像は真夜中に撮ったものです(笑)
 確か旧ＢＢＳの⽣レポで経緯を書いたような・・・

 

モナコ ムーラン通りの階段②
16921 選択 goro 2015-06-04 08:12:14 返信 報告

⼈で「３９」が隠れてしまっています。

当時はノーマークの撮影場所なので良いアングルがありません。

モナコ ムーラン通りの階段③
16922 選択 goro 2015-06-04 08:14:07 返信 報告

別の⾓度です。

今度は⽊が・・・(笑)
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モナコ ムーラン通りの階段④
16923 選択 goro 2015-06-04 08:19:16 返信 報告

２つの正⽅形の配管ボックスも写っています。

このアングルも⽊が・・・
 ピンポイントの位置がありません。

当時はジャケ写の場所発⾒に全⼒を注いでいたので・・・

かろうじて周辺を撮った画像があったのです(笑)

唯⼀、⼀番最初の画像が近いですが、暗くてよくわかりません(笑)
 

モナコ ムーラン通りの階段⑤
16924 選択 goro 2015-06-04 08:23:18 返信 報告

場所はムーラン通りのジャケ写のお店の付近です。
 ストリートビューだとこんな感じです。

実を⾔うと[1602]に同じ画像があります。まさかこの画像が今になってロケ地であったことがわかる
とは・・・(笑)

モナコはストリートビューが出来るのに他の地域より遅かったので、
 他にもストリートビューで探すとムーラン通りは新たな発⾒があるかもしれませんね︕

久々にロケ地を⾒つけることができて昔の感覚︖が戻ってきてワクワクしました(笑)

と同時に 

ドルチェさん帰還︖記念のロケ地発⾒でした(笑)

Re:モナコ ムーラン通りの階段
16925 選択 stray 2015-06-04 08:33:21 返信 報告

goroさん、こんにちは。
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モナコの階段は「WBMf2011 DVD検証」で解明済みですよ（笑）。
[8163] [8165]

モナコはgoroさんが⾏かれた後で判明したロケ地が多々あるので、
 もう１回どうですか︖（笑）

Re:モナコ ムーラン通りの階段
16926 選択 goro 2015-06-04 08:51:23 返信 報告

strayさん おはようございます。

既に解明済みですね︕ スミマセンでした︕

しかも私が同じ画像を送っている・・・(笑)

レビューということにしておきましょうか︖
 それとも、削除しても構いません(笑)

どこかで⾒たことがあったので、気になったのですが、
 その答えは解明していたからなんですね。

モナコに⾏きたいですね︕
 

Re:モナコ ムーラン通りの階段⑤
16927 選択 ドルちゃん 2015-06-04 11:42:31 返信 報告

 
> ドルチェさん帰還︖記念のロケ地発⾒でした(笑) 

 > 
goroさん、⼀応ありがとうございます︕(笑)

 私も この泉⽔さんが座っている階段は前に解決したような︖あの⽇⾒たデ・ジャ・ヴ かな︖とすぐ思ってたら、やっぱり
解決済みでしたね(笑)
ちなみに、解決当時のスレに⾶んでみたら、またその当時は私は書き込みしてましたー(’-’*)♪ｴﾍ
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Re:モナコ ムーラン通りの階段⑤
16928 選択 チョコレート 2015-06-04 12:01:08 返信 報告

goroさん、所⻑さん、皆さんこんにちは。
 そろそろ、海外へgoroさん⾏くのかなぁ︖(笑)そうだと楽しいなぁ〜(笑)。

ドルちゃん、みーつけた︕(笑)
 そうそう、ロケ地捜査なんですけど、ドルちゃんこと前髪捜査官に聞きたいこといっぱいあっ

たけど、ずいぶん前で忘れちゃった(汗)。
 pineさん・・・他の⽅でも覚えてる⽅いらしたら、この際、ドルちゃんに聞いてみましょう

(笑)。

ちなみに、今回カレンダーの5⽉の画像ですけど・・・
 これっていつだと思う︖︖

 雰囲気は海外で、NYの頃なのかなぁ︖⿊ワンピカフェのあたりに雰囲気が似てるような気が・・・個⼈的にはするのだけ
ど。皆さんのご意⾒、お待ちしています。

 

Re:モナコ ムーラン通りの階段⑤
16929 選択 goro 2015-06-04 12:49:05 返信 報告

ドルチェさん チョコレート さん こんにちわ

ドルチェさん、 スミマセンでした（笑） 
 私の早とちりでした。 デジャブですね〜
 記憶は薄れても⼼の底に残っているようです。

 帰還︖記念だと思ったのに〜（笑）
 今回に懲りず︖にまた探してきます（笑）

チョコレートさん、 また再訪してみたいです。
 特にエルミラージがどうなったか気がかりです（笑）

 ガソリンスタンド、⼤丈夫かな〜
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Re:モナコ ムーラン通りの階段
16930 選択 stray 2015-06-04 13:10:50 返信 報告

goroさん、レスが付いて発展しそうなので、このまま残しておきます。
 どこかで⾒たことがあっても、それを探し出すのが⼤変なんですよねぇ（笑）。

> 特にエルミラージがどうなったか気がかりです（笑）

いやいや、モナコに⾏ってぇーー︕（笑）
 

Re:モナコ ムーラン通りの階段
16934 選択 pine 2015-06-04 15:11:13 返信 報告

goroさん 所⻑さん ドルチェさん チョコさん 皆さん こんにちは︕

今⽇は昼からやりたいことがあったのですが、過去のロケ地捜査に引き込まれてしまって、
 芋づる式にあっちこっちウロウロしているうちに3時になってしまいました。（汗）

 久しぶりにＺ研症候群が発症してしまって（汗） やりたかったことは…もういいや︕って感
じです。(苦笑)

 ＳＨの映像もいつどこで⾒たのか思い出せないことが多くなり、ロケ地も場所やスタジオが頭の中でごちゃごちゃに記憶
されてしまっているので、

 たまに過去スレを辿るのも新鮮でいいものです。

[16763]にくっつけた⽅がいいかもしれないですが…
 >ちなみに、今回カレンダーの5⽉の画像ですけど・・・ 

 >これっていつだと思う︖︖ 
 >雰囲気は海外で、NYの頃なのかなぁ︖⿊ワンピカフェのあたりに雰囲気が似てるような気が・・・個⼈的にはするのだ

けど。皆さんのご意⾒、お待ちしています。 
 そう︕ウロウロのきっかけはこれで、⿊ワンピカフェのスレを探しに出たものの、他のロケ地捜査のスレを読んでいるう

ちに
 これのことをすっかり忘れて、⿊ワンピのスレは探し出せぬまま戻ってきてしまいました。（⼤汗）

 私も⿊ワンピに似てると思いました。でも、ＮＹは前髪がもうちょっと⻑いかな︖と。
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で、ロスの「かけがえのないもの」の⾵船ではしゃいでいる時にも似ているような気が…。
さて、前髪捜査官のドルチェさんのご意⾒は如何に︕︖

>そうそう、ロケ地捜査なんですけど、ドルちゃんこと前髪捜査官に聞きたいこといっぱいあったけど、ずいぶん前で忘れ
ちゃった(汗)。 

 >pineさん・・・他の⽅でも覚えてる⽅いらしたら、この際、ドルちゃんに聞いてみましょう(笑)。 
 聞きたかったこと…いっぱいあったよねぇ。

 私も忘れちゃったけど、さっき過去スレ読んでいてひとつ⾒つけました。(笑)

[9805]
 >上瞼が腫れぼったいので⽼け顔に映ってますが、頬のこけ具合や髪形、眉⽑の太さなどは 

 >⼗⾥⽊のバキューン映像とよく似ているような気がします。 
 >専⾨家（ドルちゃん）が休養中なので何とも⾔えませんけども・・・（笑） 

 あの︕⿇布⼗番お散歩ロケです。（⼤汗）
 パティオの改修⼯事の時期や信⾦の変遷などから時期を絞ろうとしたけど、結局わからなかったんですよねぇ。(><)

 これは、過去スレを読みだすと⼤変な時間を費やしてしまうので、お顔の雰囲気からドルチェ捜査官のご意⾒を伺えたら
と思います。(^^)

Re:モナコ ムーラン通りの階段⑤
16936 選択 ドルちゃん 2015-06-04 16:12:17 返信 報告

ストちゃん、goroさん、チョコちゃん、pineサマ(笑)、みなさんこんにちは︕ロケ地捜し、楽しいね〜︕(笑)

チョコちゃん、pineサマ、5⽉のカレンダーは
 ぼんやりと後ろに写っている おばちゃん︖がノースリーブっぽいのを着ているので、私も海外だと思う︕

 海外でも、ニースやロンドンとは髪形も雰囲気も違いますよね。
お顔の感じから、2000年以前の結構若い頃かなぁ‥と思うな。

 NYロケは、95年くらいだったっけ︖雰囲気似てる似てる︕
 ロスは、何年くらいになるのかな︖こっちも髪形も似てるかも︕

 ⼤⽳で(笑)愛がみえないくらいの葉⼭でのロケの時︖とかも思ったけど、髪形が全然違うかな。
 あ〜、ロケ地探し熱が再燃してしまった〜︕(笑) もう仕事に復帰したくない(笑)

 こっちは、また引き続きじっくり考えてみますね(^o^)
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Pineサマの、⿇布⼗番ブラリの時の泉⽔さんは、確かにパキュンの時時の泉⽔さんと似ていますよね。前髪の⻑さも、少
しやつれた感じもそっくりだと思います︕同じ頃に3票︕(⼀⼈3票ルール、笑わない)

ちょっとまた後できます︕

[16928]チョコレート:
 > goroさん、所⻑さん、皆さんこんにちは。 

 > そろそろ、海外へgoroさん⾏くのかなぁ︖(笑)そうだと楽しいなぁ〜(笑)。 
 > 

> ドルちゃん、みーつけた︕(笑) 
 > そうそう、ロケ地捜査なんですけど、ドルちゃんこと前髪捜査官に聞きたいこといっぱいあったけど、ずいぶん前で忘

れちゃった(汗)。 
 > pineさん・・・他の⽅でも覚えてる⽅いらしたら、この際、ドルちゃんに聞いてみましょう(笑)。 

 > 
> ちなみに、今回カレンダーの5⽉の画像ですけど・・・ 

 > これっていつだと思う︖︖ 
 > 雰囲気は海外で、NYの頃なのかなぁ︖⿊ワンピカフェのあたりに雰囲気が似てるような気が・・・個⼈的にはするのだ

けど。皆さんのご意⾒、お待ちしています。 
 

Re:モナコ ムーラン通りの階段⑤
16938 選択 ドルちゃん 2015-06-04 17:00:31 返信 報告

ストちゃん、goroさん、チョコちゃん、pineサマ(笑)、みなさんこんにちは︕ロケ地捜し、楽しいね〜︕(笑)

チョコちゃん、pineサマ、5⽉のカレンダーは
 ぼんやりと後ろに写っている おばちゃん︖がノースリーブっぽいのを着ているので、私も海外だと思う︕

海外でも、ニースやロンドンとは髪形も雰囲気も違いますよね。
 お顔の感じから、2000年以前の結構若い頃かなぁ‥と思うな。

 NYロケは、95年くらいだったっけ︖雰囲気似てる似てる︕
 ロスは、何年くらいになるのかな︖こっちも髪形も似てるかも︕

 ⼤⽳で(笑)愛がみえないくらいの葉⼭でのロケの時︖とかも思ったけど、髪形が全然違うかな。
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あ〜、ロケ地探し熱が再燃してしまった〜︕(笑) もう仕事に復帰したくない(笑)
こっちは、また引き続きじっくり考えてみますね(^o^)

Pineサマの、⿇布⼗番ブラリの時の泉⽔さんは、確かにパキュンの時時の泉⽔さんと似ていますよね。前髪の⻑さも、少
しやつれた感じもそっくりだと思います︕同じ頃に3票︕(⼀⼈3票ルール、笑わない)

ちょっとまた後できます︕

[16928]チョコレート:
 > goroさん、所⻑さん、皆さんこんにちは。 

 > そろそろ、海外へgoroさん⾏くのかなぁ︖(笑)そうだと楽しいなぁ〜(笑)。 
 > 

> ドルちゃん、みーつけた︕(笑) 
 > そうそう、ロケ地捜査なんですけど、ドルちゃんこと前髪捜査官に聞きたいこといっぱいあったけど、ずいぶん前で忘

れちゃった(汗)。 
 > pineさん・・・他の⽅でも覚えてる⽅いらしたら、この際、ドルちゃんに聞いてみましょう(笑)。 

 > 
> ちなみに、今回カレンダーの5⽉の画像ですけど・・・ 

 > これっていつだと思う︖︖ 
 > 雰囲気は海外で、NYの頃なのかなぁ︖⿊ワンピカフェのあたりに雰囲気が似てるような気が・・・個⼈的にはするのだ

けど。皆さんのご意⾒、お待ちしています。 
 

Re:モナコ ムーラン通りの階段⑤
16940 選択 ドルちゃん 2015-06-04 17:09:13 返信 報告

ありゃ、２回も同じ投稿が︕
しかも、⼀票=3ptでした(笑)

⾒つけた︕︕かも(笑)
16943 選択 pine 2015-06-04 17:41:36 返信 報告

所⻑さん チョコさん ドルチェさん みなさんこんにちは︕
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ドルチェさん早速レスありがとうございます。(^^) 
昼間にドルチェさんとやり取りするのも不思議な感覚だけど、嬉しい〜。(*^^*)

>NYロケは、95年くらいだったっけ︖雰囲気似てる似てる︕ 
 ５⽉のカレンダーの場所、わかっちゃったかも︕︖ 

 多分、チョコさんが正解︕ＮＹ⿊ワンピの「Felix Bar」

泉⽔さんの後ろに写っている四⾓いものは鏡の部分だと思います。（⻘⽮印）
 ノースリーブのおばちゃんの頭の位置と、右側の写真の⼈の頭の位置がだいたい同じですし。

 正解だったら、場所まで当たってたチョコさんすごい︕︕(@o@)
 チョコさんもお顔捜査官になれちゃうよ〜。(笑) 

goroさん︕写真ありませんか〜︖

>Pineサマの、⿇布⼗番ブラリの時の泉⽔さんは、確かにパキュンの時時の泉⽔さんと似ていますよね。前髪の⻑さも、
少しやつれた感じもそっくりだと思います︕同じ頃に3票︕(⼀⼈3票ルール、笑わない) 

 ⼀票=3pt! このノリ、懐かしいわ〜。(^^) 思いっきり笑っちゃいました。(⼤笑)
 

Re:⾒つけた︕︕かも(笑)
16944 選択 stray 2015-06-04 18:56:44 返信 報告

チョコさん、ドルちゃん、pineさん、こんばんは。

予想どおり発展して来ましたね︕(笑)

う〜ん、どう考えても、この画像とは結び付かないですねぇ(笑)。

私はドルちゃんの「⼤⽳で(笑)愛がみえないくらいの葉⼭でのロケの時」に１⼈３票かなぁ(笑)。

Felix bar 関連のスレです
 [4825]

[3806]
 http://zard-lab.net/pv/12381.htm

Re:⾒つけた︕︕かも(笑)
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16945 選択 goro 2015-06-04 20:37:01 返信 報告

pineさん ドルチェさん strayさん チョコレートさん みなさん こんばんは

このノリ 懐かしいですね(笑) 舞台はムーラン通りから各国に広がりましたが(笑)、みなさん
も⾃分の思っていることをお伝えくださいね。

 私は最初からドジっていますので、これ以上のことはないでしょう(笑)。

まずは、pineさんのご依頼のニューヨーク フェリックスの店内の写真です。
2010年5⽉に訪れたもので、運よく泉⽔さんが座っていた場所から撮ったものです。

中央の⼤きな鏡が似ているかということでしょうかね〜
 

Re:⾒つけた︕︕かも(笑)
16946 選択 goro 2015-06-04 20:42:31 返信 報告

もう１つ、これは⼊り⼝付近から撮ったものです(こちらは2010年11⽉再訪です。)

写真が⽩⿊なのでよくわからないですが、メニューは英語表記なのでしょうか︖
 それと泉⽔さんは半袖なので、ニューヨーク、ニース(モナコ)、が有⼒で、他にもロサンゼル

ス、東京(葉⼭等)が⼤⽳でしょうか(笑)

ニースのネグレスコホテルやモナコのレストランの⼤⼤⽳です(笑)
 昔モナコのレストランの検証をしたような・・・

strayさん、モナコも⾏きたいです〜 
 確かに、どこかで⾒たことがあっても、それを探し出すのが⼤変ですね。

 ⾃分で検証していると楽しんだけど、時間がかかってしまいますね(笑)

Re:⾒つけた︕︕かも(笑)
16949 選択 pine 2015-06-04 22:51:18 返信 報告

所⻑さん goroさん こんばんは
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>う〜ん、どう考えても、この画像とは結び付かないですねぇ(笑)。 
結構⾃信あるんですが…。[16943]の画像の説明を端折りすぎたかもしれません。(^^;)

goroさん 写真ありがとうございます。
 >中央の⼤きな鏡が似ているかということでしょうかね 

 いえ、⻘⽮印の部分の鏡です。
 この写真のこの位置で、壁の⽅向を向いたら、カレンダーと同じようになりませんかね︖

 

Re:⾒つけた︕︕かも(笑)
16950 選択 stray 2015-06-04 23:12:45 返信 報告

pineさん、こんばんは。

> いえ、⻘⽮印の部分の鏡です。 
 > この写真のこの位置で、壁の⽅向を向いたら、カレンダーと同じようになりませんかね︖

⻘線が鏡の上端だとして、⾚⽮印の部分が説明できませんよね︖
 奥の壁の絵︖も⼤きすぎるし、照明もカレンダーのほうはシャンデリアっぽい。

 右端は、ウエイトレスが２⼈⽴っているように私には⾒えるのですが。
 （ノースリーブじゃなくて、顔も腕も⽩く塗り潰されている）

Re:⾒つけた︕︕かも(笑)
16951 選択 ドルちゃん 2015-06-05 00:03:40 返信 報告

ストちゃん、pineサマ、goroさん、チョコちゃん、ロケ地捜査ファンのみなさまこんばんは︕

> 所⻑さん  
 > 結構⾃信あるんですが…。[16943]の画像の説明を端折りすぎたかもしれません。(^^;) 

 pineサマ〜︕私も あの四⾓い鏡︖の部分がNYのバーと同じものに⾒えてきました︕もしかすると、もしかしちゃう︕︖
 バーの⿊ワンピの時の泉⽔さんの正⾯向いた写真ってありましたっけ︖ハデハデ化粧の名残のある正⾯ぽい写真はあるけ

ど、たぶんそれだと髪形の雰囲気が違いますよね〜。
 誰か決め⼿を〜(笑)
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H/K‥
ペケさんはお元気ですか︖最近の登場はないですか︖⾸⼤丈夫〜︖

それからそれから‥
 まだ仕事をしていた⼀昨年の年末に東京の兄のところに⾏ったときに、⽇銀本館と明治⽣命館を訪ねてきました︕

 もう探さないジャケの ちょっぴりダークで⼤⼈っぽい泉⽔さんが⼤好きなので、超感激しました。。
 あと⾊々⾏きたいとこはありましたが、東京にいる間に なんとインフルエンザを発症して ずっと寝込んでました(-_-)ﾁｰﾝ

 ぜひリベンジしたいです。誰か〜(笑)

> 
> goroさん 写真ありがとうございます。 

 > >中央の⼤きな鏡が似ているかということでしょうかね 
 > いえ、⻘⽮印の部分の鏡です。 

 > この写真のこの位置で、壁の⽅向を向いたら、カレンダーと同じようになりませんかね︖ 
 Pin

Re:⾒つけた︕︕かも(笑)
16952 選択 ドルちゃん 2015-06-05 00:16:17 返信 報告

明治⽣命館の内部も⾒学しましま。
 パンフ写真。

Re:⾒つけた︕︕かも(笑)
16953 選択 ドルちゃん 2015-06-05 00:18:05 返信 報告

[16952]ドルちゃん:
 > 明治⽣命館の内部も⾒学しましま。 
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> パンフ写真。

ラーメン鉢柄も健在でした(笑)

Re:⾒つけた︕︕かも(笑)
16955 選択 幸（ゆき） 2015-06-05 10:13:45 返信 報告

[16943]pineさん、stray所⻑、皆様

[16763]でも話題になったこの写真、海外で例えばNYかな︖とすぐ直感したのですが、もう候
補があがって脱帽です。

未だ検討の余地があるようですので、何となく左のと雰囲気が似てると思うのですが、いかが
でしょうか︖（と⾔っても、これらも何処かは⾃分には分かりませんが）。服装は違うもの

の、髪型やお顔つきなどが良く似てる気がして時期的に同じ頃ではないかと思います。

何かのヒントになれば幸いです。余計混乱させてしまったら、ごめんなさい。

違ったみたい（泣）
16964 選択 pine 2015-06-05 16:12:54 返信 報告

所⻑さん ドルチェさん 幸（ゆき）さん 皆さん こんにちは。

所⻑さん
 >⻘線が鏡の上端だとして、⾚⽮印の部分が説明できませんよね︖ 

 >奥の壁の絵︖も⼤きすぎるし、照明もカレンダーのほうはシャンデリアっぽい。 
 そうですね。壁の絵︖は違うものに代えたとも考えられますが、⾚⽮印の部分がないですね。

 壁の縦型の電灯もなさそうですから、ここじゃないみたいですね。(--;)
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>（ノースリーブじゃなくて、顔も腕も⽩く塗り潰されている） 
そう⾔われるとそう⾒えてくる…(^^;)

ドルチェさん
 >pineサマ〜︕私も あの四⾓い鏡︖の部分がNYのバーと同じものに⾒えてきました︕もしかすると、もしかしちゃう︕︖

あらら、ドルチェさんもそう⾒えてきましたか…。でも、残念ながら違ったみたいです。
 改装したとか(笑)そういう事実が出てくれば、話は別ですが…。

>まだ仕事をしていた⼀昨年の年末に東京の兄のところに⾏ったときに、⽇銀本館と明治⽣命館を訪ねてきました︕ 
 東京⾏かれたんですね︕

 「もう探さない」泉⽔さんは、ちょっとダークな雰囲気でカッコいいですね︕
 建物も、当時のままなのが嬉しいです。(*^^*)

ロケ地巡りにあちこち⾏かれたかと思いきや、インフルエンザになっちゃったの〜︕(笑えない) 
 せっかくの東京なのに、タイミング悪すぎです。(><)

 是⾮、リベンジを︕︕

幸（ゆき）さん 
 >[16763]でも話題になったこの写真、海外で例えばNYかな︖とすぐ直感したのですが、もう候補があがって脱帽です。 

 幸（ゆき）さん もＮＹと思われましたか︕︖ １⼈３票(笑）なので、ＮＹは何票集まったでしょう︖(笑)
 [16955]は、東京碑⽂⾕のロンビックスタジオの前の道。'93年8⽉ですね。[6885] 

 お顔のほっそり感が似ている感じですね。

引き続き、皆さんのご意⾒をお待ちしております。(笑)
 

Re:違ったみたい（泣）
16968 選択 stray 2015-06-05 22:39:24 返信 報告

ドルちゃん、幸（ゆき）さん、pineさん、こんばんは。

泉⽔さんは半袖のポロシャツで、おそらくオフショットなので
 季節は夏と考えてよいと思います。
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碑⽂⾕・ロンビックスタジオのロケは1993年8⽉、
「愛が⾒えない」の葉⼭ロケは1994年6⽉です。（１年違い）

正⾯から撮った画像が少ないので、確実なことは⾔えませんが、
 デビューから1993年までは眉⽑が太いんです。

 眉⽑鑑定⼠のドルちゃん(笑)のほうが、私よりずっと詳しいはず。

前髪の⻑さは１ヶ⽉単位で違うので、拘らないほうがよいかも。
 

Re:違ったみたい（泣）
16969 選択 stray 2015-06-05 23:34:04 返信 報告

【参考資料】

1994年の季節違い

Re:⾒つけた︕︕かも(笑)
16970 選択 ドルちゃん 2015-06-06 00:08:00 返信 報告

[]幸（ゆき)さん、pineさま、ストちゃん、チョコちゃん、みなさんこんばんは︕

まず、pineサマ︕ストちゃん所⻑からは 違うんじゃないか〜い︖意⾒が出てますけど、私はNY
の⿊ワンピカフェに かなり気持ちが固まりつつあります(笑)

 やっぱり、カレンダーの後ろに写っている四⾓い鏡⼭みたいなのが、カフェの写真と同じものに
⾒えるんですよね〜。

 上の部分は、どこか違う壁か改装したか。。
 もっとカレンダー写真の泉⽔さんの服装とかに特徴があればわかるんですけどね。。

 で、カレンダーの写真はモノクロですよね。
 何故モノクロなのか︖その意図は︖︖(笑)と⾊々考えていたのですすが、ロケ地が簡単にバレないように泉⽔さんが着て

いるシャツの⾊を隠したいのかな、と(笑)
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となると、ちょっと珍しいシャツの⾊で、画像のものは どうですか︖ぴちっとしたTシャツで形もまあ似ているような。
NYのオバケ⽇傘のシーンですけど、⿊ワンピカフェとの位置関係が全く頭に⼊っていなくって、過去ログを⾒ていたら、
⽇傘のシーンだけポツンと離れているのかな‥︖地理は苦⼿なので誰か教えて(笑)

 というワケで、今のところ なんとなくだけど、NYの⿊ワンピカフェに⼀⼈3票で︕(笑)ウシシ
 あ、それと、NYロケは 95年︖96年︖数字も苦⼿なので詳しい年⽉を誰か教えてちょ︕

幸(ゆき)さんも、情報ありがとうございます︕
 幸(ゆき)さんが貼ってくださった写真は、93年の夏の写真なんですね。この頃の写真もカレンダーの写真も、泉⽔さんの

お顔がイキイキとしていて とても素敵ですよね(^-^)
 髪形は、ちょっとカレンダーの時より前髪が⻑いかな‥︖

 でも、この写真の泉⽔さんと似てないかな︖どうかな︖とか⾊々考えてる時間は楽しいですよね〜︕
 私は今⽇は、⾬だったし(無職だし、笑)⼀歩も外に出ないで ず〜っと過去ログを遡って⾒たり泉⽔さんの⾊んな写真を⾒

たりしてました(笑)
 引き続き、情報よろしくお願いします＼(^o^)／

Re:⾒つけた︕︕かも(笑)
16971 選択 ドルちゃん 2015-06-06 00:20:48 返信 報告

あらま︕今、ストちゃんのレス読んで気付いたんですけど、
 カレンダーのお洋服はポロシャツですか︕

 スマホは、画⾯が⼩さくって(笑) 
 ポロシャツということは、襟があるのかな︖⾔われてみれば‥(笑)

 スマホじゃ、ダメだこりゃ(笑)  
 ⽇傘シーンの話は、恥ずかしいから忘れて〜(/-＼*)ｲﾔﾝ

Re:⾒つけた︕︕かも(笑)
16972 選択 stray 2015-06-06 08:50:47 返信 報告

ドルちゃん、おっはよー︕
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ポロシャツは間違いで、Ｔシャツですね。
⾸のところのシワが襟があるように⾒えるだけでした。

> で、カレンダーの写真はモノクロですよね。 
 > 何故モノクロなのか︖その意図は︖︖(笑)と⾊々考えていたのですすが、ロケ地が簡単にバレな

いように泉⽔さんが着ているシャツの⾊を隠したいのかな、と(笑)

す、するどい︕
 オバケ⽇傘シーンはノーホー地区（NoHo）です。【緑⾊ピン】

 ロケ地マップ３８にまとめてあるから⾒てね︕
 http://zard-lab.net/pv/PV38.html

スマホで↑が⾒れないときは
 http://zard-lab.net/pv/movie38.html

NYロケは1996年8⽉末〜9⽉

1994年よりさらに眉⽑が細くなってて、標的画像に近いですね。
 ノーホー地区のレストラン、カフェを⽚っ端に探せば⾒つかるかも︕(笑)

Re:⾒つけた︕︕かも(笑)
16976 選択 チョコレート 2015-06-06 12:07:35 返信 報告

所⻑さん、ドルちゃん、pineさん、幸さん、goroさん、皆さん、こんにちは︕
 気になって気になって・・・仕事になりません(苦笑)。

ドルちゃんの推理、するどい︕︕さすが、副所⻑だわ〜。
 私も昨⽇からずっと考えているのですけれど、⼤きな⽇傘のときのTシャツ、これとカレンダーは同じシャツじゃないか

と。
⼤きな⽇傘の画像をモノクロにするとそっくりです︕

 ただ、私の⼿持ちの画像は昔のBBSの画像をモノクロにしたので、画質も悪くて・・・(汗)。
 所⻑さん、良い画質のものがあったら、モノクロに変換して⽐べてみてください。

 そでの形、⻑さ、ぴったり感もよく似ています。
 ドルちゃん、もしかしたら、正解かも︕(笑)
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Re:⾒つけた︕︕かも(笑)
16982 選択 stray 2015-06-06 13:53:07 返信 報告

チョコさん、こんにちは。

ドルちゃんが戻ってきたら、急にロケ地ものが賑わってきましたね(笑)。

オバケ⽇傘の画像は、オフィシャル本「きっと忘れない」に⼩っちゃく載っているだけなので、
 ⼤きくスキャンするとこんなに画質が悪くなってしまいます。

 しかも⽇傘のおかげで泉⽔さん全体が⽇陰になっているので
 屋内のモノクロ画像と単純には⽐べられませんので。

Re:⾒つけた︕︕かも(笑)
16983 選択 stray 2015-06-06 13:56:07 返信 報告

ドルちゃんが貼ってくれた[169702]は、テレ朝の三回忌特番のキャプですが、
 左肩が映っているシーンをモノクロにすると、こんな感じです。

 

Re:⾒つけた︕︕かも(笑)
16984 選択 stray 2015-06-06 14:07:40 返信 報告

ドルちゃんが貼ってくれたシーンをモノクロ化して、⾊合いを同じくらいに調整しまし
た。

お顔の⾊よりシャツが少し濃いのが⼀致してます。

髪の⻑さ、眉⽑の太さはほほ⼀緒、シャツの質感も似てますね。
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NoHoのレストラン、カフェを虱潰しに探しましょう︕(笑)

Re:⾒つけた︕︕かも(笑)
16985 選択 チョコレート 2015-06-06 14:26:19 返信 報告

所⻑さん、こんにちは︕
 さっそく私のわがままリクエストにこたえていただき、

 ありがとうございますヽ(*´∪｀*)ﾉ"
 さすが所⻑さん、あっという間に出てきますね〜(笑)。

そうそう、こんな感じ︕(笑) 似てますよねぇ、シャツも泉⽔さんの雰囲気も︕
 ⾯⽩くなってきました・・・(︔￣ー￣A ますます仕事になりません(苦笑)。

 続きはドルちゃん、お願いします。

Re:⾒つけた︕︕かも(笑)
16986 選択 ドルちゃん 2015-06-06 15:42:20 返信 報告

ストちゃん、チョコちゃん、みなさんこんにちは︕
 いや〜どんどん楽しくなってきましたね〜(笑)いひひ。

ね︕Tシャツの件は、なかなかするどいでしょ︕
 きっと「ここのロケ地を当ててみたまえ」というZ研への挑戦状じゃないかと(笑)

 くっそ〜︕(笑) これはなんとしても解決しないとネ(´・з-)ノ⌒☆

まだまだ⿊ワンピのカフェの線もすててないので、
 引き続き、壁の⼀部が改装された過去はないか‥

 などなど 適当に(適当かい︕)調べてみますね︕

で、チョコちゃんの依頼で、早速ストちゃんが、

オバケ⽇傘のシーンのTシャツの⽐較検証をしてくだざってもらってありがとうございます、チュッ♡
 普通のTシャツより袖の部分が短めでぴちっとしているところとか、やっぱり似ていますね〜。

 それと、写真集などで、グレーの洋服の時のモノクロ版を⾒たけど、
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グレーのは もっと薄い⾊に写っていたので、
このシャツは、たぶん実際はグレーなどより別の濃い⾊なのかなぁって思いますた。

 チョコちゃん、これ もしかしちゃうと正解かな︕ウシシ︕

ストちゃんが貼ってくれたキャプ画とカレンダーを並べたものを貼って置きますね( v^-゜)♪
 Tシャツの肩から袖の部分はクリソツです︕

ちょっと私は今から、うなぎを⾷べに⾏くので
 また後でね︕

なかなか

[16972]stray:
 > ドルちゃん、おっはよー︕ 

 > 
> ポロシャツは間違いで、Ｔシャツですね。 

 > ⾸のところのシワが襟があるように⾒えるだけでした。 
 > 

> > で、カレンダーの写真はモノクロですよね。 
 > > 何故モノクロなのか︖その意図は︖︖(笑)と⾊々考えていたのですすが、ロケ地が簡単にバレないように泉⽔さんが

着ているシャツの⾊を隠したいのかな、と(笑) 
 > 

> す、するどい︕ 
 > オバケ⽇傘シーンはノーホー地区（NoHo）です。【緑⾊ピン】 

 > ロケ地マップ３８にまとめてあるが⾒れないときは 
 > http://z/movie38.html 

 > 
> NYロケは1996年8⽉末〜9⽉ 

 > 
> 1994年よりさらに眉⽑が細くなってて、標的画像に近いですね。 

 > ノーホー地区のレストラン、カフェを⽚っ端に探せば⾒つかるかも︕(笑) 
 > 

https://bbsee.info/newbbs/id16972.html


Re:⾒つけた︕︕かも(笑)
16987 選択 pine 2015-06-06 16:54:51 返信 報告

所⻑さん ドルチェさん チョコさん 皆さん こんにちは︕

久しぶりにワクワクするロケ地探しが気になってちょっとのぞきに来てみましたが、核⼼に近づいてきてますね︕
 お化け⽇傘の服、⾒れば⾒るほどそっくりですよ。

 [16984]で所⻑さんがお顔を並べて下さったのを⾒⽐べると、いつもよりちょっとくっきりとした感じの⼆重瞼も似てま
すね︕

>NoHoのレストラン、カフェを虱潰しに探しましょう︕(笑) 
 わっ︕めっちゃ⼤変（⼤汗）

>ちょっと私は今から、うなぎを⾷べに⾏くのでまた後でね︕ 
 なぬっ︕うなぎ︕︖いいなぁ〜。私も連れってってぇ〜(笑)

Re:⾒つけた︕︕かも(笑)
16989 選択 ドルちゃん 2015-06-06 23:17:03 返信 報告

pineサマ、みなさまこんばんは♪

pineサマ、ねー(^o^) NYのTシャツ、雰囲気がそっくりですよね〜︕ ここ⾒て、ビーが もうちょっとヒントくれないか
な︖(笑)

それと、うなぎ⾷べてきましたよん＼(^o^)／
 ちょっと前が両親の結婚記念⽇だったので、

 お祝いで連れて⾏ってきました♪
 というか、⾃分が⾷べたかったんですケド(笑)

 しかも最後お⽀払いしようとしたら、なんとまぁ︕お⾦を持ってくるのを忘れて結局親に出してもらいました(笑えない)ﾊ
ﾊﾊ‥

 

Re:⾒つけた︕︕かも(笑)
17001 選択 goro 2015-06-07 21:04:14 返信 報告
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strayさん、ドルチェさん、pineさん、幸さん、みなさん こんばんわ︕

少し気になるお店があったので連絡します。

以前noritamaさんが⾒つけて下さったニューヨークのTribeca Grill（トライベッカ・グリル）
ではないのかな〜って思っています。

（[11084]ご参照）

「Tribeca Grill」で画像を検索すると似たような雰囲気の画像があったので載せます。
 あまり参考にならないかな〜(笑)

時期的にも場所的にも英語︖表記のメニューもいいのかなって思いました。

Re:⾒つけた︕︕かも(笑)
17002 選択 goro 2015-06-07 21:57:04 返信 報告

でも、服装は⻑袖︖なんですよね〜
 お⾷事のときは髪を束ねるのはわかりますけど・・・

 このお店でのリハの時は半袖︖(笑)

Re:⾒つけた︕︕かも(笑)
17003 選択 goro 2015-06-07 22:02:36 返信 報告

訂正です︕

気になってWBMFのDVDを⾒直したら、「半袖」でした(笑)。

スミマセンでした。捜査続⾏です。

でも⻑い半袖のような気もします(笑)
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Re:⾒つけた︕︕かも(笑)
17004 選択 stray 2015-06-07 22:34:20 返信 報告

ドルちゃん、休⽇出勤のpineさん、goroさん、こんばんは。

NoHoには⾒つからないですね・・・
 20年前なので、閉店・改装されている可能性もあるので、難しい。

 オバケ⽇傘の⽬的が何だったのか、単なる移動︖
 ⾏動パターンを読まないとダメかも。

Felix bar も Tribeca Grill もインドアビューで店内が⾒られます。

goo.gl/YNuaZI
 goo.gl/4rHsUH

似てはいますが、どっちも違いますね。

Tribeca Grillはピンクの半袖ワンピです。

Re:⾒つけた︕︕かも(笑)
17005 選択 ドルちゃん 2015-06-07 23:13:39 返信 報告

goroさん、ストちゃん、みなさんこんばんは。

goroさん押しの Tribeca Grill にも四⾓い鏡みたいなのがありますね。流⾏り︖(笑)
 似ているけど、やっぱり違うんですかね〜。

それで(笑)
 私は まだ ⿊ワンピカフェのお店に拘っていて、

 動かぬ証拠を探そうと躍起になっています(笑)
 カレンダー写真は、モノクロだしヒントになるものが少なすぎるけど、少ないなりに写っているものは何でもヒントにし

てしまおうかと。
 そこで、かなり⾃⼰主張しているメニューに注⽬してみました。

 メニューは、どこでも似た感じだと思いますが、
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たかがメニュー、されどメニュー(笑)
⿊ワンピカフェのHPのトップページでパラパラと変わる写真の中にメニューが写っているものがあるんですけど、

 細い⿊枠で⾓に⾦具がついていて似ているなぁと。
 画像を貼りたかったけど保存ができないので、ごめんちゃい。

 四⾓い鏡の上の部分のことは全然考えてないけど、⼀応報告まで。
 というか、goroさん、⿊ワンピカフェのメニュー写真は撮られてないですか〜︖(笑)

 さてさて、私は ちょっくらNYまで⾏ってきま〜す＼(^-^)／

Re:⾒つけた︕︕かも(笑)
17006 選択 goro 2015-06-07 23:55:12 返信 報告

ドルチェさん strayさん みなさん こんばんわ︕

フェリックスのメニュー、ありました(笑)
 泉⽔さんが座っていた席で撮ったものです。

⾦具が似ていますね〜

メニューの内容が読めれば進展するんですが・・・

Re:⾒つけた︕︕かも(笑)
17009 選択 stray 2015-06-08 12:26:37 返信 報告

ドルちゃん、goroさん、こんにちは。

⿊縁の⾦具付きはメニューブックの定番なので、決め⼿にならないですね〜。
 

Re:⾒つけた︕︕かも(笑)
17010 選択 stray 2015-06-08 12:35:29 返信 報告
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Felix bar のメニューは、表紙に写真が掲載されています。

もっとも、ロケ当時と変わっていｋる可能性は⼤いにありますが・・・

Felix bar のHPに「20 year」の表⽰があるので、ロケ時はオープンして１年⾜らずだった
みたいです。

 http://www.felixnyc.com/

Re:⾒つけた︕︕かも(笑)
17011 選択 ドルちゃん 2015-06-08 16:28:21 返信 報告

ストちゃん、goroさん、こんばんは︕

> ⿊縁の⾦具付きはメニューブックの定番なので、決め⼿にならないですね〜。 
 ありゃ〜、やっぱり︖(笑)

 ヒントが少なすぎて解決は無理かな︖

goroさん、わざわざメニュー写真を貼っていただいたのにスミマセン︕(^-^;

あと今、写真などて場所が確定されていないところはありますか︖
 何かあったら教えて〜(^o^)

Re:⾒つけた︕︕かも(笑)
17012 選択 ペケかも。 2015-06-08 19:29:32 返信 報告

皆さん、こんばんは＆お久しぶりです。

ドル姉ちゃん、お帰りなさい。もう、ここの住⼈ではないですが（笑える）。散々、⼼配掛けて、メールも届かなくなっ
て、今度は、本当に泉⽔さんの許へ⾏ったのかと（笑えない）。兎に⾓、元気そうでよかった。それでは、また何時
か・・・。皆さん、お邪魔しました（ぺこり）。

Re:⾒つけた︕︕かも(笑)
17014 選択 ドルちゃん 2015-06-08 21:58:28 返信 報告
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ペペペペ・ペケちゃん︕︕︕
ほんっとにイキナリ⾳信不通になってごめんなさい︕(ToT)

 お姉ちゃんが悪かったから、またたまに顔出して︕(>_<)

[17012]ペケかも。:
 > 皆さん、こんばんは＆お久しぶりです。 

> 
> ドル姉ちゃん、お帰りなさい。もう、ここの住⼈ではないですが（笑える）。散々、⼼配掛けて、メールも届かなくな
って、今度は、本当に泉⽔さんの許へ⾏ったのかと（笑えない）。兎に⾓、元気そうでよかった。それでは、また何時
か・・・。皆さん、お邪魔しました（ぺこり）。

Re:⾒つけた︕︕かも(笑)
17018 選択 pine 2015-06-09 14:58:35 返信 報告

ドルチェさん 所⻑さん goroさん 皆さん こんにちは︕

> ⿊縁の⾦具付きはメニューブックの定番なので、決め⼿にならないですね〜。 
>ありゃ〜、やっぱり︖(笑) 

 >ヒントが少なすぎて解決は無理かな︖ 
 メニューが⼿掛かりになるかも︕と思いましたが、どこにでもあるメニューブックなんですね。

 泉⽔さんが⼿にしておられるメニューの表紙がヒントになりそうでしたが、２０年前のものですもん
ね。変わっていて当然です。

ところで、Felix barが「改装された事実」はないかと追っておりましたところ、逆に「改装されてい
ない事実」が判明してしまいました。（泣）

 「wayback machine」でタイムスリップしましたら、1994年のワールドカップ時の店内の様⼦の写真がありました。
写真が⼩さすぎて、拡⼤してもボケボケですが、鏡や壁の様⼦は現在と変わっていないようです。

ここで疑問が…「ん︖1994年︖」
 >Felix bar のHPに「20 year」の表⽰があるので、ロケ時はオープンして１年⾜らずだったみたいです。 

 ＨＰに騙されてしまったようです。(^^;)
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Facebookのプロフィール写真に同じ画像が使われていて、登録⽇が2012年5⽉24⽇となっているんです。
なので、オープンは1992年だと思われます。

ということで、カレンダーの場所が、Felix Barでないことだけはわかりました。(><)
 皆さん、Felix説に巻き込んじゃって、申し訳ありませんでした〜。m(__)m

 

Re:⾒つけた︕︕かも(笑)
17022 選択 ドルちゃん 2015-06-09 22:32:45 返信 報告

pineさん、みなさん、こんばんは︕

pineサマ、ご報告ありがとうございます︕︕
 でも残念な結果になってしまいましたね‥(/_;)

> ところで、Felix barが「改装された事実」はないかと追っておりましたところ、逆に「改装されていない事実」が判明
してしまいました。（泣） 

 改装されたことがないのなら、あのカレンダー写真のように写る場所は、どうみてもないですもんね。。
 解決は、やっぱり無理かな〜(´･ω･｀)ｼｮﾎﾞｰﾝ

でも︕復帰早々、久しぶりにロケ地探しに熱中して すごく楽しかったです︕︕
 また、なにか お題が出てこないかな(笑)

 

Re:⾒つけた︕︕かも(笑)
17023 選択 noritama 2015-06-09 22:55:19 返信 報告

こんばんは(^^

>解決は、やっぱり無理かな〜(´･ω･｀)ｼｮﾎﾞｰﾝ 
 有⼒候補の可能性の⼀つが消えただけで諦めるのはまだまだですよ〜(^^)

 NYロケは多地区にまたがってますし､
 ⾏きそうな(笑)その周辺の有名ホテル･レストランの現在/当時の様⼦は気になります(^^)

 また､ちょっと視点や時期をズラすだけで捜索地は広がるかもしれません(^^;
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例えばこの写真の時期のお顔はどうでしょう?
シャツの⾊はモノクロにすると濃い灰⾊なってしまうので､､ちょっと違うかな??

Re:⾒つけた︕︕かも(笑)
17024 選択 pine 2015-06-10 12:10:31 返信 報告

ドルチェさん noritamaさん こんにちは︕

>でも︕復帰早々、久しぶりにロケ地探しに熱中して すごく楽しかったです︕︕ 
 Felix Barでなくて残念でしたが、ほんと、ロケ地探しは楽しいですね〜。ワクワクします。(^^)

>有⼒候補の可能性の⼀つが消えただけで諦めるのはまだまだですよ〜(^^) 
 >NYロケは多地区にまたがってますし､ 

 >⾏きそうな(笑)その周辺の有名ホテル･レストランの現在/当時の様⼦は気になります(^^) 
 NYロケは多地区なだけに、探すとなると気が遠くなります。(--;)

>例えばこの写真の時期のお顔はどうでしょう? 
 これも似てる感じしますよね。私もそう思いました。[16934]

 カレンダーのTシャツはぴったりした感じなので、このシャツとは違いますが、着替えたとも考えられますね。
 でも、お化け⽇傘のTシャツとお顔を⾒たら、NYから離れられなくなってしまいました〜。（汗）

Re:⾒つけた︕︕かも(笑)
17025 選択 stray 2015-06-10 12:52:08 返信 報告

ドルちゃん、pineさん、noritamaさん、こんにちは。
 ぺケかも。さん（笑）、お久しぶりです︕

> ところで、Felix barが「改装された事実」はないかと追っておりましたところ、逆に「改装されていない事実」が判明
してしまいました。（泣）

決定的な証拠が出てきましたね。

> Facebookのプロフィール写真に同じ画像が使われていて、登録⽇が2012年5⽉24⽇となっているんです。
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20thのロゴを４年間使続けてるってことですか︕（笑）

私はNoHOのカフェ、レストランを隈なく調べましたが、
 ⼀致するお店はないですねぇ・・・

 ⼀旦棚上げにします（笑）。

Tシャツで⼊れるお店なので、⾼級レストランは除外してよいでしょう。
 カフェかグリルだと思いますが、オバケ⽇傘⼤名⾏列の謎を解かないと

 ⾒つからないような気がしてます。

Re:⾒つけた︕︕かも(笑)
17028 選択 ドルちゃん 2015-06-10 14:23:21 返信 報告

ストちゃん、noritamaサマ、pineサマ、こんにちは︕

> >解決は、やっぱり無理かな〜(´･ω･｀)ｼｮﾎﾞｰﾝ 
 >  有⼒候補の可能性の⼀つが消えただけで諦めるのはまだまだですよ〜(^^) 

 > NYロケは多地区にまたがってますし､ 
 > ⾏きそうな(笑)その周辺の有名ホテル･レストランの現在/当時の様⼦は気になります(^^) 

 > また､ちょっと視点や時期をズラすだけで捜索地は広がるかもしれません(^^; 
 もう半分諦めてたんですけど、そうですね︕

 私の中では、やっぱりNYかなぁ‥と思っているんですけど、
 また気が向いたら探してみようかな(笑)

> 例えばこの写真の時期のお顔はどうでしょう? 
 > シャツの⾊はモノクロにすると濃い灰⾊なってしまうので､､ちょっと違うかな??            

これは、ロスの時のですよね。
お顔の雰囲気は似ているけど、髪型が たびんちょっと違うかな、ぁ‥と思うんですよね〜。

 この頃の髪は、段カット︖今はレイヤーって⾔うのかな(笑)が⼊っていて、⼀つ結びにしても横髪がゴムに届ききれずに
バサッと外れてしまった感じかな。

 グロリアスマインドPV、サンフランシスコのケーブルカーとかの映像の時は、この時と髪型は似てますよね。
 どちらも撮影時期が全く頭に⼊ってないけど、同じ時の撮影かな︖
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ロケ地マップがスマホだとすごく⾒にくいので、撮影時期を教えてちょ(笑)
ちなみに、カレンダー画像は1994年〜96年くらいのものじゃないかと勝⼿に睨んでます(笑)

pineサマー♡ 私も あのオバケ⽇傘Tシャツや お顔の感じから、どうしてもNYから抜けきれずにいます(苦笑)
 もうちょっとヒントがあれば︕

 でも、アレコレ考えるのは楽しいね(*^-^*)

ストちゃん、私も オバケ⽇傘の謎が解ければ何か⼿がかりも出てくるような気がするな〜。
 逆に⾔っちゃうと、⽇傘の謎が解けなければ迷宮⼊りー(笑)

それと、復帰後、過去ログをまとめ読みしてるんですけど、
 めちゃくちゃ⾊んなロケ地が解明されてるではないですか︕w(゜o゜)w わっお︕

 柿ノ⽊坂とか、すごいすごーい(*≧∀≦*)
 ノリタマサマ、パインサマ、⼤活躍ですね〜︕

 完全に、浦島太郎状態で、も〜しわけごじゃいます‥(;￣ー￣A
 またきま〜す。

Re:⾒つけた︕︕かも(笑)
17029 選択 幸（ゆき） 2015-06-10 17:06:43 返信 報告

[17028]ドルちゃん、pineさん、stray所⻑、皆様

[16983]と[16984]で所⻑がモノクロ化してくれた
 写真から[16986]でドルちゃんが改めて並べたのを⽐較

 すると、シャツの質感からオバケ⽇傘のシーンに間違いない︕
 と思いますよ。お顔つきも含めて。濃度は調整できても質感

 （＋お顔つき）はそうそう変わらないんじゃないかな。

[19650]stray所⻑
 >奥の壁の絵︖も⼤きすぎるし、照明もカレンダーのほうはシャンデリアっぽい。

ずっと同じよりは、ある程度の期間で絵は掛け変えられるの
 が⾃然な気がしませんか。あの当時は⼤きいのだったのかも。

 照明はモノクロで良く分かりませんが、外からの採光で随分
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 印象が変わると思います。なので、未だ可能性は残ってそう
なのでは。

「⽇傘の謎」がやはり鍵かも︖
 オフィシャルブック「きっと忘れない」の136⾴に"アイアン

 ビルというオフィス街で撮影をした"と書いてあるので、PV
 ロケ地マップの緑ピンから少し離れたこの付近を探すと何か
 分からないかなぁ。

 と⾔っても、Almondというレストラン＆カフェの壁鏡がちょ
 っと似てる︖程度で全然⾒当もつきませんm(_ _)m。

 

Re:⾒つけた︕︕かも(笑)
17030 選択 stray 2015-06-10 19:24:29 返信 報告

ドルちゃん、こんばんは︕

> グロリアスマインドPV、サンフランシスコのケーブルカーとかの映像の時は、この時と髪型は似てますよね。 
 > どちらも撮影時期が全く頭に⼊ってないけど、同じ時の撮影かな︖

サンフランシスコのロケは1997年4⽉なので、NYロケの約半年後です。

> ロケ地マップがスマホだとすごく⾒にくいので、撮影時期を教えてちょ(笑) 
 > ちなみに、カレンダー画像は1994年〜96年くらいのものじゃないかと勝⼿に睨んでます(笑)

たしかにスマホだとすんごく⾒にくい(笑)。
 URLの最後「PV**.html」を「movie**.html」に変更すると、地図なしになって⾒易くなりますので。

1993年までは都内のハウススタジオでチマチマ撮影していたのに、
 泉⽔さんのセルフプロデュースになってから、俄然、外に出るようになったんだよねぇ。

主なロケをまとめたので参考にして下さい。

【富⼠⼭麓】︓1994年1〜2⽉
 ・OH MY LOVE
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【テレ朝スタジオ①】︓1994年4⽉
・OH MY LOVE

【葉⼭】︓1994年6⽉
 ・愛が⾒えない

【EASE砧】︓1994年10⽉
 ・あなたを感じていたい

【逗⼦】︓1995年6⽉
 ・サヨナラは今もこの胸に居ます

【モナコ・ニース・ロクブリュヌ】︓1995年8⽉〜9⽉
 ・君に逢いたくなったら…

 ・世界はきっと未来の中
 ・TODAY IS ANOTHER DAY

 ・⼼を開いて（WBM Ver.）

【ロンドン】︓1995年9⽉
 ・マイフレンド

 ・My Baby Grand〜ぬくもりが欲しくて〜
 ・この涙 星になれ

 ・痛いくらい君があふれているよ
 ・GOOD DAY（WBM Ver.）

【テレ朝スタジオ②】︓1995年12⽉
 ・マイフレンド（スタジオシーン）ほか

【六本⽊・スタジオフォリオ】1996年3⽉
 ・⼼を開いて

【ニューヨーク】︓1996年8⽉〜9⽉
 ・Don't you see︕



【カルフォルニア】︓1997年4⽉
・永遠

 ・息もできない
 ・⾵が通り抜ける街へ

 ・グロリアスマインド
 ・かけがえのないもの（WBM Ver.）

【シドニー】︓1998年3⽉
 ・時間の翼

 ・運命のルーレット廻して

Re:⾒つけた︕︕かも(笑)
17031 選択 stray 2015-06-10 20:02:01 返信 報告

幸（ゆき）さん、こんばんは。

> シャツの質感からオバケ⽇傘のシーンに間違いない︕ 
 > と思いますよ。お顔つきも含めて。濃度は調整できても質感 

 > （＋お顔つき）はそうそう変わらないんじゃないかな。

はい、私もそう思います。

> ずっと同じよりは、ある程度の期間で絵は掛け変えられるの 
 > が⾃然な気がしませんか。あの当時は⼤きいのだったのかも。 

 > 照明はモノクロで良く分かりませんが、外からの採光で随分 
 > 印象が変わると思います。なので、未だ可能性は残ってそう 
 > なのでは。

絵や照明は容易に変えられますが、店の作り変えるのは容易じゃないので、
 Felix bar の線は完全に消してよいと思います。

 ベンチ席の上に細⻑い鏡があって、その上が壁、という店はけっこうあります、NYで流⾏ったのか︖

> オフィシャルブック「きっと忘れない」の136⾴に"アイアン 
 > ビルというオフィス街で撮影をした"と書いてあるので、PV 
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 > ロケ地マップの緑ピンから少し離れたこの付近を探すと何か 
> 分からないかなぁ。

フラットアイアンビルから⽇傘シーンの場所までは1.5kmもあるんです。
 タクシー屋根のシーンを撮ってから歩いて来たとは考えにくいです。

 ⽇傘にカーテンがぶら下がっているので、もしかしたら泉⽔さんが「NYの路上で⽣着替え」︖(笑)
 そうやって⾏動パターンを推測するのもロケ地探しの醍醐味でして・・・(笑)

Re:⾒つけた︕︕かも(笑)
17033 選択 ドルちゃん 2015-06-11 21:49:01 返信 報告

幸（ゆき) さん、ストちゃん、みなさんこをばんは︖

> [16983]と[16984]で所⻑がモノクロ化してくれた 
 > 写真から[16986]でドルちゃんが改めて並べたのを⽐較 

 > すると、シャツの質感からオバケ⽇傘のシーンに間違いない︕ 
 > と思いますよ。お顔つきも含めて。濃度は調整できても質感 

 > （＋お顔つき）はそうそう変わらないんじゃないかな。 
 そうですよね︕

 私も、あのカレンダーのシャツは、オバケ⽇傘の時のTシャツで間違いないと思っています︕
 だから、ロケ地は やっぱりNYでしょうね︕

 ただし、ひろ〜い撮影範囲の中の ど・こ・か(笑)
 オバケ⽇傘シーンの謎は、なかなか解けないと思いますが、

 アレコレ考えるのはワクワクするので、引き続き謎解きを楽しんでみます♪
 それと、幸(ゆき)さん、私のこと「ドルちゃん」って呼んでくださっているみたいで、チョーうれPです︕︕(笑)

pineさんやgoroさん、noritamaさんや他のみなさんも、気軽にドルちゃんって呼んで欲しいな♪
 くれぐれも、ドルちゃんさんは⽌めてくださいね(笑)

ストちゃん、
 ＞⽇傘にカーテンがぶら下がっているので、もしかしたら泉⽔さんが「NYの路上で⽣着替え」︖(笑)

 ぎゃはは(笑) たけしのスーパージョッキーだったっけ︖みたいな︖(笑)
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＞そうやって⾏動パターンを推測するのもロケ地探しの醍醐味でして・・・(笑)
ですよね(笑)

あと、ロケ地の年⽉⼀覧ありがとうね︕
 パ〜ッと⾒たら、お顔の雰囲気とかから、結構順番を思い違いしてるの多かったです。ありゃ〜。

Re:⾒つけた︕︕かも(笑)
17036 選択 noritama 2015-06-13 09:42:49 返信 報告

おはようございます

>pineさんやgoroさん、noritamaさんや他のみなさんも、気軽にドルちゃんって呼んで欲し
いな♪ 

 ドルちゃん!
 キャー⾔っちゃった〜(^^;

Felix Bar は『Big-daddy』という映画に1999年ごろの様⼦が出てるんですね｡
 http://www.themoviedistrict.com/big-daddy/2/

  
この未解明のレコスタのお顔も似てますね｡

 グロリアスマインドの各シーンは同じようなお顔つき(時期)のものを編集しているのでしょうか｡
 (⽇本のミュージアム1999でのロケはいつなのか知らないのですが)

 [17030]からするとNY:1996年8⽉〜シドニー:1998年3⽉までのものということに｡
 ヘアスタイル(スタイリストもしくはヘアサロンが同じ?)お顔つきが安定している時期とも｡｡

>私も、あのカレンダーのシャツは、オバケ⽇傘の時のTシャツで間違いないと思っています︕ 
 Tシャツの肩の継ぎ⽬の感じはそうですね。この未解明のレコスタのTシャツは違います(^^;

Re:⾒つけた︕︕かも(笑)
17037 選択 noritama 2015-06-13 09:44:51 返信 報告

で､､オバケ⽇傘の時を注視して捜査していましたら････(^^)
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この写真の壁の雰囲気似ていませんか?
↓元写真

 https://nybutterfly.files.wordpress.com/2009/12/img_0343.jpg

Re:⾒つけた︕︕かも(笑)
17038 選択 noritama 2015-06-13 09:45:44 返信 報告

↓元記事
 https://nybutterfly.wordpress.com/category/restaurant/

お店の場所は､↓これで検索｡ "オバケ⽇傘"のロケ地すぐ横(^^;のところのレストランです｡
 B Bar and Grill. 40 E. 4th Street @ Bowery st.

お店のHPや画像検索などではいい雰囲気のオープンガーデンのレストランだなと思ってみていたのですが､､､(^^;気がつ
きませんでした｡

 

さすがnoritamaさん︕これかも︕(笑)
17039 選択 チョコレート 2015-06-13 11:10:12 返信 報告

noritamaさん、皆さん、こんにちは︕
 違うとわかっても、やはりNYのどこかだと思い込んでるチョコです(苦笑)。

これ︕よく似てますね〜。かなり、においます︕︕
 場所的にもロケの流れで⽴ち寄りそうだし、有⼒ですよー。

 さすがnoritamaさん・・・
 必ず探してくれると、昨夜もドルちゃんと話したところでした(笑)。

ドルちゃん︕︕pineさん︕︕休⽇出勤お願いします(笑)。
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Re:さすがnoritamaさん︕これかも︕(笑)
17040 選択 pine 2015-06-13 16:50:22 返信 報告

noritamaさん チョコさん (そして私も⾔っちゃお)ドルちゃん 皆さん こんにちは︕

チョコさんの叫び声が聞こえた気がして来ました。(*^-^*)

noritamaさんが探して下さっているだろうと思ってましたが、やっぱり〜︕︕
 きっとここですよ︕鏡も鏡の周りの感じも壁の絵︖もソックリです︕さすがnoritamaさん︕すごいすごい︕

 B Bar and Grill、私も⾒ましたが、画像検索ではこの写真は⾒つけられなかったです。(^_^;)
 でも、今、再度⾒てみたら、いくつか写っているものがありますね。

オバケ⽇傘の3連続写真は、皆で⾷事をして、楽しく帰るところ…という雰囲気なので、近いところのような気がしていま
したが、すぐ近くだったんですね。っって、所⻑さんの検証待ちですね。

 でも、きっとココ︕(^∇^)

Re:さすがnoritamaさん︕これかも︕(笑)
17042 選択 sakura 2015-06-13 18:03:21 返信 報告

noritamaさん、皆さん、こんにちは。"ドルちゃん"なんて、恐れ多くて⾔えません・・・。（⾔ってしまった（笑））

このスレは毎⽇チェックしてました︕

noritamaさん、きっと、ここですね︕
 奥に⾒えている⼈は、椅⼦に座った客のようですね。

私もpineさんと同じようにHPを⾒てみましたが、noritamaさんが添付された写真は、⾒つかりませんでした。
 写真は2009/12/17の頃のようですので、改装されちゃった︖

 

じぇったい、ココです︕︕(*≧∀≦*)
17043 選択 ドルちゃん 2015-06-13 18:36:58 返信 報告

noritamaさん、チョコちゃん、pineさん、sakuraさん(はじめまして︕)みなさま、こんにちは︕︕︕
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> で､､オバケ⽇傘の時を注視して捜査していましたら････(^^) 
> 
> この写真の壁の雰囲気似ていませんか? 

 いやいやいやいや、noritamaさん︕︕︕(*≧∀≦*)
 雰囲気似ていませんか︖どころかビンゴですよ︕︕︕ ココココ︕

 間違いないです︕鏡の部分も、その上の壁の絵の雰囲気も、緑がシャーってあるところも、ぴったんこカンカンですね︕
 ほんとに昨⽇チャットでチョコちゃんと、noritamaサマが⾒つけてくれないかなぁ‥ってお話したばがりでした(*≧∀≦

*)スゴーイ︕

あとは、ストちゃん所⻑の検証を待つのみですね︕
 待たなくても、間違いないと思いますけど(笑)ぎゃはは。

それと、noritamaさん、pineさん、sakuraさん︕
 ドルちゃんと呼んでもらえて、もうめちゃんこ うれPーです︕︕(*≧∀≦*)  調⼦に乗ってそのうち、みなさんのことを馴

れ馴れしく「ちゃん」付けで呼んでいるかもしれません(笑)

いやー、でもほんとにすごいですね‥。
 オバケ⽇傘の謎が解けるまでは、迷宮⼊りするものと思い込んでいましがだ‥

 も〜、noritamaサマに副所⻑の座を お譲りしたいっ(笑)

‥こんなに盛り上がってるとこナンですが、
 ちょっと今からお出かけしてきます(汗)

 サッと⽤事を済ませて帰ってきま〜すq(^-^q)

Re:じぇったい、ココです︕︕(*≧∀≦*)
17044 選択 pine 2015-06-13 20:47:22 返信 報告

sakuraさん ドルちゃん 皆さん こんばんは

sakuraさん 
 >私もpineさんと同じようにHPを⾒てみましたが、noritamaさんが添付された写真は、⾒

つかりませんでした。 
 皆さん 同じようなところをウロウロしてたんですね。(^^)

https://bbsee.info/newbbs/id/16920.html?edt=on&rid=17044
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=17044
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/02a4f95155ad30321d3a88b53b85f2d6.jpg


> 写真は2009/12/17の頃のようですので、改装されちゃった︖ 
こちらのガイド︖にも載っていますので、まだ残っているのではないでしょうか︖

 http://www.villagevoice.com/location/b-bar-and-grill-6481775
 店内が広そうなので、どのようなレイアウトになっているのか気になります。(^^;)

ドルちゃん
 オバケ⽇傘が怪しい︕って気付いたドルちゃんが陰の殊勲者です︕(^∇^)

 >調⼦に乗ってそのうち、みなさんのことを馴れ馴れしく「ちゃん」付けで呼んでいるかもしれません(笑) 
 じゃ、私はPちゃんで(笑)

⾒つかりましたね︕
17045 選択 stray 2015-06-13 20:51:54 返信 報告

noritamaさま(笑)、皆さま、こんばんは。

⾒つかりましたね︕
 さすがnoritamaさまです(笑)。

 B Bar and Grillは真っ先に洗って、その後何度も⾒直しましたが、
 pineさん、sakuraさんん同様、この画像は引っかかってきませんでした。

 なんでnoritamaさんだけ⾒つけられるんだろ︖(笑)

間違いないですね。
 もしかしたら、泉⽔さんが座ったテーブルかもです。

> 写真は2009/12/17の頃のようですので、改装されちゃった︖

きっとそうですね、画像検索で引っかかるのは最近のものばかり、なのでしょう。
 goroさんに⾏ってもらわないと真相は分かりませんけど(笑)。

noritamaさん、お⾒事でした︕
 チョコさんとドルちゃんの直観も冴えてましたね︕

 すばらしい︕︕︕

Re:じぇったい、ココです︕︕(*≧∀≦*)

https://bbsee.info/newbbs/id/16920.html?edt=on&rid=17045
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=17045


17046 選択 sakura 2015-06-13 21:18:17 返信 報告

こんばんは。

ドルチェさん
 初めましてだったでしょうか︕︖ そんな気がしなかったもので（笑）、馴れ馴れしくて失礼をしました︕︕

pineさん
 >皆さん 同じようなところをウロウロしてたんですね。(^^)

そのせいで、HPのレスポンスが悪かったのかも（笑）。

ドルちゃん（また、⾔ってしまった・・・（笑））
 >調⼦に乗ってそのうち、みなさんのことを馴れ馴れしく「ちゃん」付けで呼んでいるかもしれません(笑) 

”saっちゃん”はマズそうなので（笑えない）、じゃ、私はsakuraちゃんで(笑)。

Re:じぇったい、ココです︕︕(*≧∀≦*)
17048 選択 noritama 2015-06-14 07:58:38 返信 報告

おはようございます

>オバケ⽇傘が怪しい︕って気付いたドルちゃんが陰の殊勲者です︕(^∇^) 
 >チョコさんとドルちゃんの直観も冴えてましたね︕ 

うん(^^これが無ければ他のところ捜索してました｡ チョコレートさんのモノクロにしたTシャツの着⽬も後押しです｡

>ドルちゃんと呼んでもらえて、もうめちゃんこ うれPーです︕︕(*≧∀≦*)  調⼦に乗ってそのうち、みなさんのことを
馴れ馴れしく「ちゃん」付けで呼んでいるかもしれません(笑) 
ノリちゃん(noriちゃん)でもかまわないです(笑)

>も〜、noritamaサマに副所⻑の座を お譲りしたいっ(笑) 
 いえいえ(^^;笑  副所⻑はドルちゃんでなければね(^^)

>>私もpineさんと同じようにHPを⾒てみましたが、noritamaさんが添付された写真は、⾒つかりませんでした。 
>皆さん 同じようなところをウロウロしてたんですね。(^^) 

 >B Bar and Grillは真っ先に洗って、その後何度も⾒直しましたが、 
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>pineさん、sakuraさんん同様、この画像は引っかかってきませんでした。 
>なんでnoritamaさんだけ⾒つけられるんだろ︖(笑) 
B Bar and Grill のHPのギャラリーページがなかなか開かないんですよね･･

 検索は､､"NY RESTRANT 19**" "NY RESTRANT SOHO(もしくはNOHO)" "NY HOTEL RESTRANT"などいろいろ画像
検索しましたが､

 有⼒な物は出て来ず･･･
 諦めかけた頃に､､

 [17025]のstrayさんの
>Tシャツで⼊れるお店なので、⾼級レストランは除外してよいでしょう。 

 >カフェかグリルだと思いますが、 
 のコメントを思い出して､

 昨⽇の朝､ちょっと格を下げ(笑)検索してみようと思い･･･
 "NY CAFE GRILL NOHO" で画像検索して[17037]が出てきました｡(^^)

Re:じぇったい、ココです︕︕(*≧∀≦*)
17049 選択 goro 2015-06-14 09:18:51 返信 報告

noritamaさん、strayさん ドルちゃん チョコレートさん、pineさん、sakuraさん みなさん

おはようございます。

少し︖間をおいていたら、解明していたとは︕
 素晴らしいですね︕ よく⾒つけましたね。

 いつかこの⽬で確かめてみたいものです。

あと、私の勘違いで(笑)、モナコから始まりましたが、
⾊んなつながりで１つのロケ地が判明するなんて、流⽯Ｚ研︕懐が深い︕と思いました(笑)

まさにこの発⾒こそ ドルちゃん帰還記念のロケ地発⾒ですね︕

余談ですが、私はアメリカの過去のロケ地でカフェ関連を調べていたのですが、
以前判明したロサンゼルスの「GRAND AVE SPORTS BAR」は閉店になっていて、

 別のお店になっていました(涙) （関連資料︓旧BBS15615 portfolio 2009年 71 ）

https://bbsee.info/newbbs/id17025.html
https://bbsee.info/newbbs/id17037.html
https://bbsee.info/newbbs/id/16920.html?edt=on&rid=17049
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=17049


 
Re:じぇったい、ココです︕︕(*≧∀≦*)
17054 選択 ドルちゃん 2015-06-15 02:32:17 返信 報告

ストちゃん、pineちゃん(pちゃんだと⿃さんっぽいので･･笑)sakuraちゃん、noriちゃん、goroちゃん(笑) みなさまこ
んばんは︕

 ロケ地発⾒の興奮の余韻にいまだに浸りきっているドルちゃんです。

noriちゃんが⾒つけてくださったお店のHPのギャラリーページを⾒たくてスマホでずっとアクセスしてたんですけど、な
かなか⾒れないですね〜。

 Beingはじめ、全世界のＺ研ファンの⽅がこぞってアクセスしているのでしょうか(笑) はやく⾒たいー。

ストちゃん、pineちゃん、noriちゃん︕
 > オバケ⽇傘が怪しい︕って気付いたドルちゃんが陰の殊勲者です︕(^∇^) 

 あらま、ありがとうございますー︕チュッ♡←いらない︖(笑)
 でも、最初カレンダー写真を⾒て海外かな〜っては思ったけど、すぐには私はＮＹは出てこなかったんです。

 チョコちゃんがＮＹの⿊ワンピカフェの頃に似ているというのを⾒て、
 その時の正⾯からの写真を探しているうちに、オバケ⽇傘の写真を⾒つけたので、⼀番最初のきっかけはチョコちゃんで

した︕(*^_^*)
 こんなに短期間でみんなで協⼒しあって、ロケ地を解明できるなんて、やっぱりＺ研ってスゴイ︕

sakuraちゃん
 > 初めましてだったでしょうか︕︖ そんな気がしなかったもので（笑）、馴れ馴れしくて失礼をしました︕︕ 

 いえいえ(^o^) 
 出たり⼊ったり︖が激しいので、私の⽅こそ思い違いだったらごめんなさいです〜(*^_^*)

 今度⻑期休みしたら、すっかり忘れて また初めましてって⾔っちゃったりして︕(笑えない) 
 こんなちょっと変な⼈ですけど、これからもよろしくね♪(';')

goroちゃん
 > あと、私の勘違いで(笑)、モナコから始まりましたが、 

 ⾊んなつながりで１つのロケ地が判明するなんて、流⽯Ｚ研︕懐が深い︕と思いました(笑)
 本当にすごいですよね〜〜〜︕︕goroちゃんの勘違いスレ、万歳︕(笑)

 

https://bbsee.info/newbbs/id/16920.html?edt=on&rid=17054
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> まさにこの発⾒こそ ドルちゃん帰還記念のロケ地発⾒ですね︕ 
ほんとにもう︕ありがとうございます…(Ｔ0Ｔ)

またみんなで協⼒していろいろ解明していきたいですね︕
 私が今⼀番興味あるのは、ＡＬ『HOLD ME』関係かな。
 過去ログを読むと、前に⼀度だけイベントで、

 「あの微笑みを忘れないで」の泉⽔さんノリノリver.が流されたようですけど、
 その時の⾐装が「眠れない夜を抱いて」PVにチラッと挿⼊されているものだったそうで。

 ちゃんと泉⽔さんの⼝が あの微笑みを忘れないでの歌詞と合っていたのかがすごく気になります。
 あ、でも『HOLD ME』じゃないけど「In My Arms Tonight」のPVにちょこちょこ映るカメラ⽬線の泉⽔さんも気になる

〜。
 あれ〜⾊々⾒てたらこんな時間にっ︕

 また来ます♡

Re:じぇったい、ココです︕︕(*≧∀≦*)
17055 選択 陸奥亮⼦ 2015-06-15 09:09:15 返信 報告

皆さん、こんにちは。陸奥亮⼦です。

ロケ地探索で、皆さん、⼤いに盛り上がられ、⼜、解明も

進まれて居ますね。＾－＾。

ドルチェ副所⻑さんとは、以前に２〜３回程、お話させて戴い

た事が在りますので、それ以来ですね。お久し振りです。

> 過去ログを読むと、前に⼀度だけイベントで、 
 > 「あの微笑みを忘れないで」の泉⽔さんノリノリver.が流されたようですけど、 

> その時の⾐装が「眠れない夜を抱いて」PVにチラッと挿⼊されているものだったそうで。 
 > ちゃんと泉⽔さんの⼝が あの微笑みを忘れないでの歌詞と合っていたのかがすごく気になります。

私も、２０１２年に、品川で、「あの微笑を忘れないで」の

ノリノリの泉⽔さんを１回だけ⾒ましたが、もう、３年前なの

https://bbsee.info/newbbs/id/16920.html?edt=on&rid=17055
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=17055


で、記憶が〜〜〜〜あまり、在りません︕︕。（笑）。

「眠れない夜を抱いて」のＰＶにチラッと挿⼊されているそう

でとドルチェさんが、書かれていますので、「どの箇所」なの

か、何⽅か、「写真」か「映像」の⼀部で良いので、投稿して

戴けないでしょうか︖ 宜しくお願い致します。

Re:じぇったい、ココです︕︕(*≧∀≦*)
17057 選択 チョコレート 2015-06-15 10:38:52 返信 報告

所⻑さん、pineさん、ドルちゃん、sakuraさん、noritamaさん、goroさん、陸奥良⼦さん、皆さん、こんにちは。チョ
コです。

noritamaさまさまのおかげで無事に解明されて本当に良かったです︕
 前髪︖お顔︖捜査官のドルちゃんがお留守の間、聞きたくても聞けなかった謎はいくつかあったと思いますが、

 場違いと思いつつ、⼿始めに今回のカレンダーを出してみたら、この通り︕(笑)
 さすが、副所⻑ですよね〜。(*^ーﾟ)b⽬の付け所が違う。

 モノクロ写真の意図を読んだり、⾏動を読んだり、いろ〜んな意⾒を考慮して、勘違いや場違いも全部ひっくるめて結果
が出るんですから・・・

 ⾯⽩すぎますよねぇ、Z研(笑)。(･´⾋｀･●)
 これだから、やめられない・・・(苦笑)。

また次のお題︖も頑張りましょう︕

Re:じぇったい、ココです︕︕(*≧∀≦*)
17058 選択 stray 2015-06-15 10:46:08 返信 報告

陸奥亮⼦さん、こんにちは。

SH2012「あの微笑を忘れないで」の映像は、Z研にとって”最後の謎”であり（笑）、
 これまで何度も話題にしてきましたので、以下のスレを参照下さい。
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SH2012 映像検証関連 [9946] [9968] [10097]

「眠れない夜を抱いて」PV関連 [6823] [6538]

Re:じぇったい、ココです︕︕(*≧∀≦*)
17059 選択 ドルちゃん 2015-06-15 11:25:12 返信 報告

ストちゃん、陸奥亮⼦さん、チョコちゃん、こんにちは︕

陸奥亮⼦さんへお返事をしようと、過去ログを探しに⾏っている間に、
 ストちゃん所⻑がサッとレスをしてくださってました︕

 さすがストちゃん、ありがとね(^-^)
 今、改めて関連過去ログを読んだのですが、⾊々と興味深かったです。

 陸奥亮⼦さんも、⾒られたんですね。いいな。
 過去ログを読んで、当時の映像のことを どうか思い出してください(笑) そして何かヒントを〜(笑)

チョコちゃん、
 ねー︕これだからZ研やめられないよね〜(^o^)

 ‥なんて⻑期⽋席してたくせに、ゴメンね(笑)
 また、みんなで協⼒しあって楽しく お題を解決していきたいね♪

せっかく過去ログからチラっと映る映像の写真を引っ張ってきたので、貼っておきますね(笑)

> SH2012「あの微笑を忘れないで」の映像は、Z研にとって”最後の謎”であり（笑）、 
 > これまで何度も話題にしてきましたので、以下のスレを参照下さい。 

 > 
> SH2012 映像検証関連 [9946] [9968] [10097] 

 > 
> 「眠れない夜を抱いて」PV関連 [6823] [6538]

Re:じぇったい、ココです︕︕(*≧∀≦*)
17060 選択 stray 2015-06-15 11:29:15 返信 報告
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ドルちゃん、こんにちは。

復帰早々お顔捜査官の⾯⽬躍如、素晴らしい働きっぷりでした（笑）。
 このスレ、最初から話が逸れてるので、これ以上話を逸らさないように（笑）。

オバケ⽇傘の泉⽔さんはスッピンか、限りなくスッピンに近いですよね︖
 NoHoでは３種類の⾐装でロケしているのですが、へそ出し⾐装ロケの後
 ランチタイムとなったものの、この⾐装・メイクのままじゃお店に⼊れないので、

 急遽、路上で⽣着替え・メイク落としして、B Barに⼊ったのではないかと。

泉⽔さんが⽇傘の中でケラケラ笑いこけてるのは、路上⽣着替え（おそらく初めての経験）が
 あまりにもおかしいシチュエーションだったからじゃないでしょうか。

Re:じぇったい、ココです︕︕(*≧∀≦*)
17061 選択 stray 2015-06-15 12:14:08 返信 報告

noritamaさん、こんにちは。

>  B Bar and Grill のHPのギャラリーページがなかなか開かないんですよね･･

なかなか開かないんじゃなくて、いつまで経っても開かないです（笑）。

開設当時（2002年）のHPに、お店のレイアウトがありました。
 ⻩⾊丸の当たりですかね︖

> 諦めかけた頃に､､ 
 > [17025]のstrayさんの 

 > >Tシャツで⼊れるお店なので、⾼級レストランは除外してよいでしょう。 
 > >カフェかグリルだと思いますが、 

 >  のコメントを思い出して､ 
> 昨⽇の朝､ちょっと格を下げ(笑)検索してみようと思い･･･ 

 > "NY CAFE GRILL NOHO" で画像検索して[17037]が出てきました｡(^^)

⾃分で「カフェかグリルだと思う」と書いておきながら、「Grill」で検索かけてませんでした（笑）。
 Tribecca Grill といい、Grill好きなんですね（笑）。
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Re:じぇったい、ココです︕︕(*≧∀≦*)
17062 選択 stray 2015-06-15 12:18:16 返信 報告

noritamaさんが⾒つけてくれた[17037]（2009年）と、pineさんが⾒つけてくれた[17044]
（時期不明）を

 HPの画像（2002年〜2006年）を⽐べてみると、配置が微妙に違ってます。

今も残っているかどうかは、goroさんに⾏ってもらわないと分からないですね（笑）。

Re:じぇったい、ココです︕︕(*≧∀≦*)
17063 選択 stray 2015-06-15 12:33:20 返信 報告

メニューボードも同じでした。

が、⽂字数が合わないので、場所を特定されないよう、
 ご丁寧に左右１⽂字ずつ消したのかも（笑）。

Re:じぇったい、ココです︕︕(*≧∀≦*)
17064 選択 陸奥亮⼦ 2015-06-15 13:34:37 返信 報告

皆さん、こんにちは。陸奥亮⼦です。

ＳＴＲＡＹさん、ドルチェさん、早即のレス、有難う御座いま

す。ＳＴＲＡＹさんは、いつも乍、素早い対応ですね。

＾－＾。⼜、ドルチェさんも、写真の掲載、重ねて、お礼申し

上げます。

> 陸奥亮⼦さんへお返事をしようと、過去ログを探しに⾏っている間に、 
 > ストちゃん所⻑がサッとレスをしてくださってました︕ 
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> さすがストちゃん、ありがとね(^-^) 
> 今、改めて関連過去ログを読んだのですが、⾊々と興味深かったです。 

 > 陸奥亮⼦さんも、⾒られたんですね。いいな。 
 > 過去ログを読んで、当時の映像のことを どうか思い出してください(笑) そして何かヒントを〜(笑) 

  
私は、２０１３年２⽉初旬から、このＺＡＲＤ研究所さんに、

投稿を始めましたので、過去ログは、ロム專の時に、チラチラ

という程度しか⾒ていませんでした。ＳＴＲＡＹさんに、掲載

して頂いたスレと、その付近のスレも拝⾒しました。

泉⽔さんは、違和感無く、「あの微笑を忘れないで」の歌詞を

歌われていた様に思います。近頃は、記憶が曖昧な事も多いの

で、ヒントを出せなくて、すみませんです。

この話題は、本筋を外れています様なので、これ以上は、投稿

しません。有難う御座いました。

Re:じぇったい、ココです︕︕(*≧∀≦*)
17065 選択 noritama 2015-06-15 13:53:26 返信 報告

strayさん こんにちは

>なかなか開かないんじゃなくて、いつまで経っても開かないです（笑）。 
 ダメでしたか･･｡(^^;苦笑

 >開設当時（2002年）のHPに、お店のレイアウトがありました。 
 >⻩⾊丸の当たりですかね︖ 

おぉ､いい写真が出てきましたね!

写真合成してみました(^^)
 泉⽔さんが座っていると推測される席は､
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BARカウンター(レイアウト図バーカウンターの上の⽅)隅の席附近(といっても席かどうか判りませんが(笑))で､
カメラマンはレイアウト図の"BAR"の⽂字のところから撮っていて､

 泉⽔さんはバーカウンターに対して90°横向きに､右ひじをバーカウンターにのせているのではないかと｡
 左下の⽩いポール⾒たいのがBARカウンターの端のようです｡

 

Re:じぇったい、ココです︕︕(*≧∀≦*)
17066 選択 noritama 2015-06-15 13:54:31 返信 報告

ついでに､GIFアニメにしてみました(^^)

壁の⼤きい額は⽂字が書いてある鏡のようなもののようですね｡
 今では､､カレンダーの写真の⼤きい額の⽅にも､照明のぼんぼり(笑)が写っているように⾒えて

きました(^^;

Re:じぇったい、ココです︕︕(*≧∀≦*)
17067 選択 ドルちゃん 2015-06-15 16:01:50 返信 報告

ストちゃん、陸奥亮⼦さん、noriさん、みなさんこんにちは︕

ストちゃん、
 > このスレ、最初から話が逸れてるので、これ以上話を逸らさないように（笑）。 

 いつもの脱線のクセが‥すみません︕(>_<)
 それにしても、気になりますよね(笑) 

 陸奥亮⼦さんまで引きずり込んでしまってすみませんでした︕
 また あの映像が公開されたらいいですよね〜(^o^)

noritamaさんの貼ってくださったアニメは、ばっちりマッチしてますね︕ああやって席の確定までしていくんですね〜。
 ストちゃんが貼ってくれたメニューも、今度こそ本物みたいだし(笑)

あとは、goroさんに現地確認をしてもらうだけですね(笑)
 楽しいな〜(*^-^*)
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Re:じぇったい、ココです︕︕(*≧∀≦*)
17068 選択 noritama 2015-06-15 20:40:08 返信 報告

こんばんは

訂正です｡(^^;
 レイアウト図のこの部分(ピンク破線囲み部分)はバーカウンターじゃなくて(笑) 

 写真のようにコの字のシート席ですね･･
 で(^^; 泉⽔さんはコの字のシートの⻘⽮印席に座っていたのかも｡

 テーブルを挟んで対⾯にカメラマンが座って撮影(ピンク⽮印)って感じだと思います｡

元写真↓
 http://journeypod.com/wp-content/uploads/2012/06/nyc_bbar.jpg

 http://journeypod.com/b-bar-and-grill/

Re:じぇったい、ココです︕︕(*≧∀≦*)
17069 選択 stray 2015-06-15 21:47:01 返信 報告

noritamaさん、こんばんは。

[17068]下の写真は、別の場所だと思います。
 この２枚の写真は、それぞれ⾚⽮印、⻩⾊⽮印の⽅向だと思いますが、違いますか︖

noritamaさんがピンク破線で囲った部分の⽩丸は「Booths」とあるので、「仕切り席」でしょう。
 仕切りとなるガラス⼾とカーテンが、pineさんが貼ってくれた[17044]で確認できます。

よって①と[17044]はほぼ同じ⽅向を撮影したものですが、
 撮影時期が違うので、テーブル等の配置が違っていると考えればよいかと。

 

Re:じぇったい、ココです︕︕(*≧∀≦*)
17071 選択 sakura 2015-06-15 23:52:01 返信 報告

strayさん、こんばんは。
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> メニューボードも同じでした。

さすが、よく⾒つけられましたね︕
  

カレンダーの写真を⾒て、何て書いてあるのか解読を試みたのですが、わからずじまいでした。

> が、⽂字数が合わないので、場所を特定されないよう、 
 > ご丁寧に左右１⽂字ずつ消したのかも（笑）。

⽂字の上の余⽩が妙に広いので、店名部分を丸々消してしまったようにも⾒えますね︕
 

Re:じぇったい、ココです︕︕(*≧∀≦*)
17075 選択 pine 2015-06-16 15:07:30 返信 報告

noritamaさん 所⻑さん こんにちは︕

レイアウト図が出てきたんですね︕

>[17068]下の写真は、別の場所だと思います。 
 引きの写真ですが、右側に⽊が写っているので、noritamaさんに⼀票。(笑)

↓つづく

Re:じぇったい、ココです︕︕(*≧∀≦*)
17076 選択 pine 2015-06-16 15:17:28 返信 報告

>この２枚の写真は、それぞれ⾚⽮印、⻩⾊⽮印の⽅向だと思いますが、違いますか︖ 
 ⽅向⾳痴なので私が勘違いしているのかもしれませんが、問題の鏡がある壁⾯は、⻘線の部

分ですよね︖
 だとすると、⾚⽮印は⽮印の向きが反対なのでは︖

右側の写真は、屋外のガーデンから撮影したものだと思いますが、奥にバーカウンターがあ
ります。
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ガーデンと室内の間の窓枠が[17044]の窓枠と同じなので、⻘線部分が鏡の壁⾯だと思うのですが…。
間違ってるかな︖(^^;)

Re:じぇったい、ココです︕︕(*≧∀≦*)
17077 選択 stray 2015-06-16 16:31:47 返信 報告

pineさん、こんにちは。

> ガーデンと室内の間の窓枠が[17044]の窓枠と同じなので、⻘線部分が鏡の壁⾯だと思うの
ですが…。 

 > 間違ってるかな︖(^^;)

ああ〜、なるほど、ようやく理解できました。
 [17069]の①と②は同じ⽅向（テラス側）を撮ったもので、夜と昼の違いだったのですね（笑）。

②とこの画像に写っている植物（⽊）は、葉っぱの形からしてロケ時と同じもののようです。
 ということは、かなりテラス席に近いほうのテーブルとなります。

 ⻩⾊丸に泉⽔さんが座ると、少し左向きになるので、真正⾯から撮ればカレンダー写真になりますね。

pineさん、noritamaさん︕
 これで解決でよろしいでしょうか︖（笑）

Re:じぇったい、ココです︕︕(*≧∀≦*)
17078 選択 pine 2015-06-17 11:52:52 返信 報告

所⻑さん こんにちは︕

>②とこの画像に写っている植物（⽊）は、葉っぱの形からしてロケ時と同じもののようで
す。 

 >ということは、かなりテラス席に近いほうのテーブルとなります。 
 おそらく、⽊は撮影時期によって場所が違っていると思いますが、テーブルはココでいいと思

います。
 （もしかしたら、もうひとつBAR寄りかな︖という気持ちもありますが…）
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noritamaさんの真似をしてみました。(笑)
⻩⾊丸に泉⽔さんが座って、⻘丸にカメラマン。

 合わせた店内の写真は⾓度が深いですが、⻘丸から撮ればカレンダーのようになると思います︕

noritamaさんのご意⾒はいかがでしょうね︖

Re:じぇったい、ココです︕︕(*≧∀≦*)
17082 選択 noritama 2015-06-18 10:32:16 返信 報告

こんにちは

なるほど｡
 カレンダー写真の斜め具合に惑わされてしまいましたが､

 背景のお客さんとベンチシート席具合､
 泉⽔さんを順光できれいに撮影したとなると､

 外(ガーデン席)に近いその席辺りで､こちらの⾓度ですね｡
 

Re:じぇったい、ココです︕︕(*≧∀≦*)
17084 選択 noritama 2015-06-18 10:33:40 返信 報告

再び､GIFアニメにしてみました｡
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