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旅してきました【ロンドン編】
2195 選択 goro 2010-01-31 21:26:15 返信 報告

みなさん こんばんは︕
 ⼤変お待たせしました。かなり遅くなりましたは、ロンドン編が完成しました。

 10⽉に⾏ったのに、諸事情で今頃完成とは・・・。何とか1⽉中に完成しました（笑）。

【⾏き⽅】
 ロンドンは東京からは直⾏便の⾶⾏機で約12時間、フランスのパリからは⾶⾏機で 約1時間、ロンド

ンのセントパンクラス駅から発⾞するユーロスターで2.5時間です。昔はパリへの移動は⾶⾏機がメイン
でしたが、ユーロスターの⾼速化で陸路の移動時間が短くなっていて、市内中⼼部間を移動するなら便利になっています。
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この画像は⼤英博物館です。

旅してきました【ロンドン編】②
2196 選択 goro 2010-01-31 21:26:57 返信 報告

【捜査】
 今回は私が泊まったホテルはキングスクロス駅とセントパンクラス駅徒歩数分のところでしたの

で、移動はかなり楽でした（笑）。まずはエンジェル駅についてお伝えします。エンジェル駅は
地下鉄キングスクロス・セントパンクラス駅から地下鉄ノーザンラインに乗って隣の駅です。ホ
テルから徒歩でも⾏けました。エンジェル駅はＰＶ「この涙星になれ」で駅内の⻑いエスカレー
ターを昇るシーンがあります。ドルチェさんが⾒つけて下さいましたね︕今思えばよく⾒つけた

な〜って思ってしまいます（笑）。⻑いエスカレーターのせいか、プロの⽅がスキーで滑る動画を⾒させて頂きました
が、実際エスカレーターを昇り降りすると、急で無理です（笑）。無謀です︕ 
私は朝⾷前の６時３０分頃に、散歩がてら捜査に出かけましたが、やはり朝でも⼈が沢⼭いて、なかなか上⼿く撮れませ
んでした。結局地下鉄を降りる乗客の流れの少しの切れ間から撮ることにしましたが、なかなかＰＶのようなアングルに
は撮れず、結局⻑いエスカレーターを５往復ぐらいしてから似ているようなアングルになりました（笑）

 それがこの画像です。
 

旅してきました【ロンドン編】③
2197 選択 goro 2010-01-31 21:27:30 返信 報告

この画像泉⽔さんの⽬線になって反対側をみたものです。
 う〜ん、転んだらたまらないです。以前話題になったスキーで直滑降は危険すぎます(笑)

 

旅してきました【ロンドン編】④
2198 選択 goro 2010-01-31 21:28:24 返信 報告
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実を⾔うと、このエスカレーターのシーンは２ヶ所あるのです。前の画像は、ホームに近いほ
うのエスカレーターで今回の画像は改札⼝に近いエスカレーターです。結局このエスカレータ
ーも５往復ぐらいしました（笑）。監視カメラがエスカレーターの天井にあったので、かなり
私は怪しく写っていたと思われます（笑）

 おかげ様で朝⾷前の良い運動になりました。
 

旅してきました【ロンドン編】⑤
2199 選択 goro 2010-01-31 21:28:58 返信 報告

この画像泉⽔さんの⽬線になって反対側をみたものです。
 う〜ん、こちらのエスカレーターは更にきついです（笑）。

 

旅してきました【ロンドン編】⑥
2200 選択 goro 2010-01-31 21:29:36 返信 報告

エンジェル駅にはエスカレーターの他にもう１つ撮影地があります。それはこの画像の改札⼝
です。写真集では泉⽔さんが改札⼝から⼦供を⾒ているシーンです。このシーンはエンジェル
駅がエスカレーターの撮影で使われていたので怪しい〜って思っていて、重要チェックポイン
ト︖に加えていたのですが、偶然にも当たっていました（笑）。 早朝のエンジェル駅は通勤
客で賑わっていて、改札⼝も１つかないようなので、なかなか⼈が絶えることがありませんで
した。ホテルから近いのでとりあえず朝は様⼦だけ撮って、夜に再びきたら、⼈の絶えがあり

ませんでした（笑）。

旅してきました【ロンドン編】⑦
2201 選択 goro 2010-01-31 21:30:06 返信 報告
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結局、朝にアングルを覚えて、夜に撮ったものがこの画像です(幸い、⼈がいない写真が撮れま
した。)。朝の画像は、改札⼝が１階の道路の近くにあるので、外光が⼊ってきて明るいです
が、この夜の画像だと写真集に近い雰囲気です。写真集を⾒る限りでは撮った場所が1階の明る
いところにあるとは想像できませんよね（笑）

 因みに写真集では改札機(⼝)の中にいるように思われますが、当時は泉⽔さんが⽴っていた場
所は改札機はなく変わりに案内板があったようです。時が経って前画像のように⾝障者⽤⼊⼝

とかが出来て案内板も左側に移設してしまったようです。
 

旅してきました【ロンドン編】⑧
2202 選択 goro 2010-01-31 21:30:42 返信 報告

ここで、おおよその撮影のポイントを⽰します。⾚丸がエンジェル駅です。
 セントパンクラス駅やキングスクロス駅からは１キロ位なので歩いても⾏けます。

 

旅してきました【ロンドン編】⑨
2203 選択 goro 2010-01-31 21:31:24 返信 報告

次の画像はカムデンロックです。地下鉄キングスクロス･セントパンクラス駅から地下鉄ノーザ
ンラインで２つ⽬、約５分で着きます。若者のマーケットってイメージが強い気がします。⽇
中は⾊んなお店があいていて、道路越しにみるのも楽しいです。結構マニアックなお店もあり
ました（笑）。

 駅から５分くらい歩くと運河に着きます。ここで泉⽔さんは運河沿いを中⼼に撮影をされたよ
うです。

 この⾵景は昨年も撮りましたが、今回は簡単にアングルを考えないで撮ったものです。
 「原画はどこからのものでしょうか︖」

 

旅してきました【ロンドン編】⑩
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2204 選択 goro 2010-01-31 21:32:20 返信 報告

これは運河沿いにかかる橋のあたりを撮ったものです。
 「これも原画はどこからのものでしょうか︖」

 

旅してきました【ロンドン編】⑪
2205 選択 goro 2010-01-31 21:32:58 返信 報告

この運河沿いにマーケットがあり、⼿摺越しに撮影された場所があります。以前からこの辺り
のマーケットは怪しいな〜って思っていたら、pineさんに詳しく教えて頂きました。この辺り
は⾷べ物屋さんもあって美味しそうな⾹りがプンプンしていました（笑）

 このマーケットで唯⼀解ったのがこの場所でした。お店も⼊れ替わっているようですし、少し
ずつ店舗の造作があるようです。

 

旅してきました【ロンドン編】⑫
2206 選択 goro 2010-01-31 21:33:36 返信 報告

この画像は泉⽔さんの⽬線︖です。もう少し右側をみているのかな︖ 

旅してきました【ロンドン編】⑬
2207 選択 goro 2010-01-31 21:34:08 返信 報告
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泉⽔さんが本屋さんで本を⾒ているシーンもあり、本屋さんを発⾒したのですが、レンガの壁
とか無かったのでこの場所ではないような気がします。

旅してきました【ロンドン編】⑭
2208 選択 goro 2010-01-31 21:34:50 返信 報告

この画像は前のマーケットの出⼝付近の道路です。ＰＶ「マイフレンド」の⼀部に⾵景として
でてきます。

旅してきました【ロンドン編】⑮
2209 選択 goro 2010-01-31 21:35:27 返信 報告

この場所もカムデン運河のマーケットの近くの道路です。ＰＶ「マイフレンド」の⼀部に⾵景
としてでてきます。信号機近くの歩道の⾯積が⼤きくなったようで道路が若⼲変化しているよ
うです。

旅してきました【ロンドン編】⑯
2210 選択 goro 2010-01-31 21:35:59 返信 報告

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/4aecfbe5d21e3f7912bf8eb29124423a.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/2195.html?edt=on&rid=2208
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=2208
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/cd3afef9b8b89558cd56638c3631868a.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/2195.html?edt=on&rid=2209
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=2209
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/db116b39f7a3ac5366079b1d9fe249a5.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/2195.html?edt=on&rid=2210
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=2210


そうそう、カムデン運河とは少し離れていますが、地下鉄カムデンロック駅付近もＰＶ「マイ
フレンド」の⼀部に⾵景としてでてきます。

 当時はこの画像に写っている道路と道路の間の歩⾏者⽤の安全地帯︖がなかったようですね。
 私はその後ろの安全地帯で撮っています。

 

旅してきました【ロンドン編】⑰
2211 選択 goro 2010-01-31 21:38:12 返信 報告

ここで、おおよその撮影のポイントを⽰します。
 ⾚印が[2203]、⻩印が[2204]、⻘印が[2205]、緑印が[2207]、⿊印が[2208]、茶印が[22

09]、紫印が[2210]です。
 

旅してきました【ロンドン編】⑱
2212 選択 goro 2010-01-31 21:39:53 返信 報告

ここからはハムステッドについてお伝えします。ハムステッドはＰＶ「痛いくらい君があふれ
ているよ」や裏ジャケで撮影された場所です。カムデンロック駅から地下鉄ノーザンラインに
乗って３つ⽬の駅で約５分、キングスクロス・セントパンクラス駅からだと同じく地下鉄ノー
ザンラインに乗って５つ⽬の駅で約１０分でハムステッド駅に着きます。そこから徒歩１０分
位のところに撮影地があります。

 ハムステッドは⾼級住宅街と聞いていましたが、実際に⾏ってみると⾼級住宅街というよりも
閑静な住宅街でした（笑）。 撮影場所には迷うことなく着くことができました。この画像は道路側を撮ったものです。

 

旅してきました【ロンドン編】⑲
2213 選択 goro 2010-01-31 21:40:42 返信 報告
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この画像はストリート名があるものです。「DOWNSHIRE HILL NW3」標識と⻩⾊の「Ｈ」
標識︖(意味は何だろう︖)の位置がＰＶと実写では違っています。おそらく撮影当時は実写の
「Ｈ」の右側に「DOWNSHIRE HILL NW3」の標識があったと思われます。

旅してきました【ロンドン編】⑳
2214 選択 goro 2010-01-31 21:41:42 返信 報告

ここで、おおよその撮影のポイントを⽰します。
 ⾚印が[2212]、⻘印が[2213]です。

 

旅してきました【ロンドン編】(21)
2215 選択 goro 2010-01-31 21:46:58 返信 報告

ここからはセントパンクラス駅についてお伝えします。セントパンクラス駅は⼀昨年前にパリ
やブリュッセルと陸路で結ぶユーロスターの発着駅になりました。以前はテムズ川付近のウォ
ータールー駅が発着駅でしたが、専⽤の⾼速鉄道線が出来て、セントパンクラス駅に代わった
ようです。2012年にロンドンオリンピックが開催されるせいでしょうか︖ユーロスターの新線
開業に加え、セントパンクラス駅周辺では⼤規模な再開発が⾏われています。その再開発に伴
い、以前からstrayさんを筆頭に探し続けていた、ＰＶ「マイフレンド」に出てくる建物が取り

壊されてしまったようで、殆ど⾯影がなくなってしまいました。
 今回載せるのはかろうじて残っていた部分とまだ現存する街並みのみです。

 この画像はキングスクロス駅の⽅向へ路地を歩いているところです。既に「右側」の建物は無くなっていました。
 

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/01894d6f048493d2cacde3c579c315a3.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/2195.html?edt=on&rid=2214
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=2214
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/f3d9de86462c28781cbe5c47ef22c3e5.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id2212.html
https://bbsee.info/newbbs/id2213.html
https://bbsee.info/newbbs/id/2195.html?edt=on&rid=2215
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=2215
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/02e656adee09f8394b402d9958389b7d.jpg


旅してきました【ロンドン編】(22)
2216 選択 goro 2010-01-31 21:47:43 返信 報告

こちらは反対側のセントパンクラス駅側を撮ったものです。

旅してきました【ロンドン編】(23)
2217 選択 goro 2010-01-31 21:48:18 返信 報告

この画像はセントパンクラス駅周辺です。かろうじて残っています。
 ＰＶ「マイフレンド」の⼀部に⾵景としてでてきます。

 あまり上⼿く撮れていませんね（笑）
 

旅してきました【ロンドン編】(24)
2218 選択 goro 2010-01-31 21:49:07 返信 報告

もう１つ
 こちらもあまり上⼿く撮れていません（笑）

 

旅してきました【ロンドン編】(25)
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2219 選択 goro 2010-01-31 21:50:52 返信 報告

ここで、おおよその撮影のポイントを⽰します。
 ⾚印が[2217]、⻘印が[2218]です。

 緑印が[2215]ですが、正確な場所はわかりません。
 

旅してきました【ロンドン編】(26)
2220 選択 goro 2010-01-31 21:51:46 返信 報告

ここからはユーストン駅についてお話します。ユーストン駅は地下鉄キングスクロス・セントパ
ンクラス駅や⻑距離列⾞発着駅のセントパンクラス駅やキングスクロス駅の隣の駅で、この駅も
セントパンクラス駅やキングスクロス駅と同じく地⽅への⻑距離列⾞の発着駅です。ユーストン
駅の地下は当然地下鉄駅があり、ＰＶ「この涙星になれ」の撮影シーンがあります。

 まずはこの画像です。これは地下鉄「ノーザンライン」のホームへ向かう通路です（歩いている
⽅向がホームです。）。通路が狭く、⼀⽅通⾏です。早朝に撮りにきましたが、通⾏量が多く、

上⼿く撮れませんでしたので夜に再び⾏きましたが、更に通⾏量が多くなっていました(笑)。何とか⼈の切れ間を撮った
ものです。

 

旅してきました【ロンドン編】(27)
2221 選択 goro 2010-01-31 21:52:16 返信 報告

もう１つあります。これは地下鉄が⾛⾏する映像です（泉⽔さんはいません。）。ＰＶでは昔
の旧型の⾞両ですが、今は新型︖の⾞両になっていて旧型の⾞両は⾒つかりませんでした。こ
の⾵景を⾒た時、最初はなんとなく似ているな〜って思って捜査資料と⽐べたら、アーチ上の
トンネル付近の配線が⼀致していたので、凄い発⾒だ〜って何かの運命を感じていましたが
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（笑）、strayさんに報告すると以前より判明している事がわかりました。きっと⼼の奥底に眠っていて⾃然と引き寄せら
れたのでしょう（笑）。

旅してきました【ロンドン編】(28)
2222 選択 goro 2010-01-31 21:52:54 返信 報告

こちらはこの同じホームの反対⽅向を撮ったものです。
 似ているような気がしますがどうでしょうか︖

 

旅してきました【ロンドン編】(29)
2223 選択 goro 2010-01-31 21:53:35 返信 報告

ここで、おおよその撮影のポイントを⽰します。⾚丸がユーストン駅です。

旅してきました【ロンドン編】(30)
2224 選択 goro 2010-01-31 21:54:22 返信 報告

ここからは昨年も訪れた場所ですので、あまりアングルとかは気にしないで撮っていました
（笑）。ロンドンの中⼼部なので、所⽤のついでに撮ったものです。

 まずは、ＰＶ「マイフレンド」や写真集で撮影されたセントジェームス教会付近です。
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旅してきました【ロンドン編】(31)
2225 選択 goro 2010-01-31 21:55:08 返信 報告

こちらは以前話題になった 傾いた︖⾚いポストです。今は傾いていないようです（笑）。

旅してきました【ロンドン編】(32)
2226 選択 goro 2010-01-31 21:55:36 返信 報告

ＴＶ「永遠の今」では、セントジェームス教会側の道路を髪を束ねないで歩いているシーンが
あります。私、このシーンが泉⽔さんの⾃然らしさが伺えて好きなんです(笑)。

 因みにＰＶでは道路の向こう側です。
 

旅してきました【ロンドン編】(33)
2227 選択 goro 2010-01-31 21:56:15 返信 報告

次はＰＶ「My Baby Grand 〜ぬくもりが欲しくて〜」のテムズ川周辺の電話ボックスです。
昨年はお⾦を⼊れて電話をしようと思いましたが、反応が無く、よく表⽰を⾒ると故障中のメ
ッセージがありました。今年も再び⾏き、かけようと慎重に電話ボックスを⾒たら、今回は電
気がきてないようでした。結局今回も電話をかける事はできなかったです。今思えば外国の公
衆電話は故障しているものが多かったような気がします。⽇本だけでしょうか︖常に整備が⾏
き届いているのは・・・。
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取り壊しの予定とかはないように思われます(笑)。
因みにこの画像は建てかえられてしまったハンガーフォード橋から撮ったものです。

 

旅してきました【ロンドン編】(34)
2228 選択 goro 2010-01-31 21:58:20 返信 報告

この画像は電話ボックスの付近のハンガーフォード橋を撮ったものです。
 撮影時のハンガーフォード橋は今はなく、建てかえられてしまいました。
 ＰＶ「My Baby Grand 〜ぬくもりが欲しくて〜」のシーンにもあったのではと思われます。

 

旅してきました【ロンドン編】(35)
2229 選択 goro 2010-01-31 22:00:45 返信 報告

ここで、おおよその撮影のポイントを⽰します。
 ⾚印が[2224]、⻘印が[2225]、茶印が[2226]、緑印が[2227]です。

 ⻩印が[2228]ですが、正確な場所はわかりません。

以上でロンドン編は終わりです。本当は昨年に報告したかったのですが、諸事情で⼤幅に
遅れてしまいました。1⽉中には何とか報告したいと思っていましたが、なんとかできまし

た。
 次はヨーロッパ編最後のパリ編です。報告事項は少ないですが、しばらくお待ちくださいね。

 

Re:旅してきました【ロンドン編】
2231 選択 ペケ 2010-01-31 23:50:58 返信 報告

goroさん、こんばんは。

今回も⼤量の写真とレポートお疲れ様です︕ 今までのモノも全部合わせると、海外旅⾏記の本にでもなりそうですね
〜。
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Re:旅してきました【ロンドン編】
2232 選択 ドルチェ 2010-02-01 00:51:26 返信 報告

goroさん、ペケさん（お久しぶりです︕） こんばんは︕  
 goroさん、ロンドンの超⼤作レポお疲れサマです〜〜︕︕ でも頭痛いのもう⼤丈夫ですか︖︖ムリしないでね。 

 いやー、相変わらずgoroさんのレポは詳しくて素晴らしいですネ︕
 1⽉中の完成も、おめでとうございます。ちょっと懐かしいですね（笑）

 こうやってレポを⾒ると、PVなどでロンドンをロケ地に使っているものがすごーく多いんですね。絵になるもんね︕

ロンドンチューブのエスカレーター探しを、みんなであーだこーだ⾔ってやったのも楽しかったなぁ〜。 今も当時とほ
ぼ変わってないようで感動モノです︕

 それにしても、このエレベーターホントに超ロングですね。それを何往復も私たちの為に、ありがとうございました
（笑） 

 去年⾏かれた場所と今年初めての場所が、ごちゃごちゃになってしまったのですが、pineさん発⾒のカムデンマーケット
は初めてなんですね。

 泉⽔さん⽬線の写真も、すごく嬉しいです︕ 泉⽔さんが⾒たものと同じ景⾊を⾒れるなんて、やっぱり感激しちゃいま
す（︔︔）感涙。

たくさんのPVその他のロケ地レポを書いてくださってますが、この中でも⼀番感動したのが、
 やっぱり「マイフレンド」PVでの伝説の振り返りシーンのアノ場所︕（去年もレポされた場所でゴメンネ︕笑）

 マイフレンドジャケ写の場所がもうちょっとでも⾯影が残っていれば、こちらもかなり感動したと思うんですけど・・
（泣）

 それに、ロンドンの中でこの場所だけ私も訪れたことがあるので、なんだかとっても感慨深くって。
 でも、その当時はロケ地に使われた場所だとは、全〜く知りませんでしたけど、すごく近い所を歩いてました。

マイフレンド振り返りシーン、ニアミス・・
2233 選択 ドルチェ 2010-02-01 01:07:13 返信 報告

マイフレンドPVで映るセントジェームス教会のすぐ側にある紅茶専⾨店で何も知らずにお茶したのですが・・
 その時撮った写真を⾒返してみると、セントジェームス教会がちっちゃく写ってました︕（笑） 嬉しい〜〜︕（笑）
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ロンドン名物のダブルデッカーも、真っ⾚な⾞体で可愛いですよね♥ 
「グロリアスマインド」PVで泉⽔さんが⾶び乗ったケーブルカーと同じように、このバスも⾶び乗り
降りOKだったんですが、

 現在は、写真のタイプのバスは危険だということで⼀部の路線でしか運⾏していないそうです。これ
が可愛いのにな〜ﾁｪッ

 なんか⾊々と思い出していると話は⾶んじゃうし、⽌まらなくなってきました︕（笑） 明⽇からま
たお仕事なのにヤバイですぅ。

ロンドンバス繋がりで・・（笑）
2234 選択 ドルチェ 2010-02-01 01:14:47 返信 報告

ロンドンバスと⾔うと「サヨナラは今もこの胸に居ます」ジャケ写ですよね〜（笑）

ロケ地となった、サブマリンドッグです︕ でも、今はもうこの場所にないんですよね。寂しい〜
 10年くらい前に⾏ったんですけど、ちゃんとプチなりきり写真も撮りました♥ 泉⽔さんのサインもあ

りましたよ︕
 

ロンドンバス、アゲイン︕
2235 選択 ドルチェ 2010-02-01 01:19:53 返信 報告

もう⼀つ、ロンドンバス写真を（笑）

ZARD BEST 〜Request Memorial〜の時の宣伝ロンドンバスです。
 東京に住むZARD友から送ってもらいました♥ 都会はいいなぁ〜（笑）
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Re:ロンドンバス、アゲイン︕
2236 選択 ドルチェ 2010-02-01 01:29:30 返信 報告

そういえば、ZARD BEST 〜Request Memorial〜に⼊っているハガキで、
 このロンドンバスのオルゴールが抽選で当たる︕とかありましたよね。

 オルゴールバス、⾒てみたいなぁ（笑）
  

 goroさんのレポのお陰で、⾊々と懐かしいことを思い出せました。パリ編も、気負わず気楽に
アップしてくださいネ︕ 

今週末は、⾊々なレポや話題があって本当に楽しかったです︕ 思いっ切りリフレッシュできたので明⽇からのお仕事頑
張りまーす（笑）

Re:旅してきました【ロンドン編】
2237 選択 MOR 2010-02-01 04:26:49 返信 報告

⾒ているだけで⾊々と思い出しますね。
 あのシーンや、あんなポーズや・・・。

楽しめました、ありがとう。

Re:旅してきました【ロンドン編】
2242 選択 saki 2010-02-01 13:51:50 返信 報告
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goroさん、みなさんこんにちは〜(^^)/

ロンドン編⾒せて頂きました・・・
 なぁ〜んか、懐かしく感じるのは気のせい・・︖︖︖

 前回の時は、加⼯画を作って、所⻑さんに強烈なダメ出しを貰っちゃったんですよね〜(^_
^;)

goroさんが撮って来られる写真は、どの場所もそこに泉⽔さんの幻が⾒えるようです・・・
 ←こんな⾵に・・・ ぎゃははは︕︕︕  まぁ〜た叱られるかな・・(^_^;)

別スレの「ハートに・・・」のロケ地捜査も、Z研の凄さ、みなさんの⾏動⼒に感激しています。
 この情熱があれば、Z研に解明できない謎なんか存在しないように思えますねぇ〜(^_^)v    凄い︕︕ 凄い︕︕

Re:旅してきました【ロンドン編】
2263 選択 goro 2010-02-02 23:03:36 返信 報告

ペケさん ドルチェさん ＭＯＲさん sakiさん みなさん こんばんは

ペケさん、確かにこれだけ集まると本にでもなりそうですね。
 泉⽔さんを巡る場所が沢⼭あるからですね。

 海外に限らず⽇本にも⾝近なところにもあって嬉しいものです。
 もう少しゆっくりしたら⾏って⾒たいものです。

ドルチェさん、ようやくできました・・・。ロンドンはドルチェさんやpineさんやstrayさんや他のみなさんに教えて頂い
たり、事前に予測していた場所もあったので、まわる場所が多かったので、報告事項も多く、⻑くなってしまいました。

 体調は随分よくなりましたよ。⾵邪と花粉症が同時に来たみたいで、ゆっくり休んでいたからおそらく⼤丈夫です。
 ２階建てバスって昔上野と浅草で⾛っていたような・・・。ロンドンでは昔は⾶び降りＯＫだったんですか︕知らなかっ

たです。実は私は⼀度も乗ったことはありません。サブマリンドッグのバスは⾒たことがあったけど、当時は泉⽔さんが
撮影で使われていたなんて思っていなかったから素通りでした・・・。

 ＺＡＲＤのラッピングバスも⾛っていたようですね。ＺＡＲＤ展でこのバスのオルゴールがあったような・・・。
 ドルチェさんも昔は知らない間に泉⽔さんの⾜跡をたどっていたようですね。まさか後に解るなんてこれも何かの巡り会

わせですね︕
 次はようやく︖パリです。報告事項はあまりありませんが、早めにお伝えしたいです。
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ＭＯＲさん、泉⽔さんのポーズは絵になるものばかりですね。
なりきりとまでは⾏きませんが、

 現地に⾏って同じ場所に⽴ったりしてボーっとするのが楽しみです。

sakiさん、懐かしく感じるのは時が経ってしまったからですね。レポートが遅くなってしまいました。
今回の作品はよくみると泉⽔さんが半透明︖になってるようですね。

 ⼀瞬原画かと思ってしまいました。。ありがとうございます。
 確かにそれぞれの場所を撮っていると泉⽔さんがひょっこり現れそうです︕
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