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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【パリ編】
2507 選択 goro 2010-02-21 21:49:35 返信 報告

みなさん こんばんは︕
 ⼤変お待たせしました。パリ編がようやく完成しました。

 パリ編はお伝えする事が少ないですが・・・。

【パリ】
 今回のレポートはパリです。

 パリはフランスの⾸都ですね。中⼼部は地下鉄やＲＥＲ(⾼速郊外鉄道)がはりめぐらされ、移動はロンドン
と同じように⾞はあまり必要なく、電⾞で⼤丈夫だと思います。そう⾔えば、昔ｍｅｇａｍｉさんにパリジ

ェンヌってどんな⼈でしょうか︖って質問がありました。私が⾏く前に描いていた、気取っていたパリジェンヌイメージはあまり
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なく、特にモンマルトルでは下町⾵情で、「普通の飾らないイメージでした・・・」とお答えしたのが懐かしいです。場所や場⾯
によっては⾊んなパリジェンヌがいるのでしょうが、飾らないイメージであることを願っています（笑）。

【⾏き⽅】
 パリは東京からは直⾏便の⾶⾏機で約１２時間です。異国からの⽞関⼝はシャルルドゴール空港で、空港からＲＥＲ(⾼速郊外鉄

道)に乗って約３０分でパリの中⼼部に着きます。因みに私はロンドンからパリまで⾶⾏機ではなくユーロスター(電⾞)で⾏きまし
たが、約２．５時間でロンドンのセントパンクラス駅からパリの北駅に着きます。

この画像はモンマルトルの丘から撮ったエッフェル塔です。
 

旅してきました【パリ編】②
2508 選択 goro 2010-02-21 21:50:19 返信 報告

【捜査】
 私が泊まったホテルはパリ北駅から歩いて数分の所にしました。北駅はシャルルドゴール空港

への「⾼速郊外鉄道」ＲＥＲがあったり、モンマルトルまで歩いていけるし、結構便利な場所
なのです。そもそも、パリは泉⽔さんゆかりの場所が少なかったので、特に予定は考えずブラ
ブラしてようと思っていました。

 そうそう、モンマルトルはＰＶ「かけがえのないもの」で泉⽔さんは写っていませんが、メリ
ーゴーランドが回っているシーンがあります。昨年⾏った時は早朝だったため、メリーゴーランドは動いてなく、⼈もま
ばらでしたが、今回は午後にパリに到着後、すぐに⾏ったのでメリーゴーランドは動いていて、⼈も沢⼭いました。

 この画像が動いていたメリーゴーランドです(笑)。
 

旅してきました【パリ編】③
2509 選択 goro 2010-02-21 21:50:48 返信 報告

夜にはエッフェル塔に⾏きました。エレベーターは使わないで歩いて登り降りしました。偶然にも夜のエッフェル塔を登
り降りしていると１時間おきにエッフェル塔がキラキラ光るのです。後ほどドルチェさんから教えていただいたのです
が、このキラキラのエッフェル塔の光景がＰＶ「翼を広げて」のシーンにあるのです。昇り降りしていた時は全く気付か
ず、１００％観光していました（笑）。

 この画像はＰＶを撮った場所は違いますが、キラキラのイメージを載せたものです。
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旅してきました【パリ編】④
2510 選択 goro 2010-02-21 21:51:47 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[2508]、⻘印は[2509]ですがこれはエッフェル塔の位置で撮影した位置ではありませ

ん。

以上が、パリの報告でした。そしてようやく昨年に⾏ったヨーロッパの報告も完了です。出発
前からみなさんにはお世話になりました。机上で探したり、沢⼭の情報を教えて下さったり
と、決して私⼀⼈では成し遂げられないことだと思います。せめての感謝の気持ちとして、無

事に帰ってきて、みなさんに余計と思われるくらいに(笑)、⾒てきたものを伝えたかったのです。諸事情でかなり報告が
遅れてしまいましたが、次に⾏かれる⽅が迷わないように、泉⽔さんへの道を⽰しておきました。時間が経つにつれて微
妙に街並みは変化していますが、いつまでも泉⽔さんの思い出の地・ゆかりの地は残っていて欲しいと願うばかりです。

 本当にみなさんには感謝しています。ありがとうございました。

Re:旅してきました【パリ編】④
2513 選択 皐 2010-02-21 22:52:46 返信 報告

goroさんこんばんは︕
 パリ編のご報告ありがとうございます☆

 私は何もお⼿伝いできずに、ただ楽しませてもらうばかりになってしまいましたf(^⽫^;)
 本当に海外のロケ地巡りありがとうございますね︕
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 パリでは「かけがえのないもの」のメリーゴーランドを撮影成功したんですね♪
あと、エッフェル塔がキラキラ光るということは初めて知りました︕('□')

 すごく綺麗な光景ですね〜︕
  

 >いつまでも泉⽔さんの思い出の地・ゆかりの地は残っていて欲しいと願うばかりです。 
 私もそう思います。これからもずっと残っていてほしいですよね^^

Re:旅してきました【パリ編】
2514 選択 xs4ped 2010-02-22 00:15:29 返信 報告

goroさん、皐ちゃん、皆さん、こんばんは。

パリ編のレポート有り難う御座います。(^_^)
 > この画像が動いていたメリーゴーランドです(笑)。 

 この画像動いて(回転)いるんですか︖
 私には⽌まって⾒えるんですけど･･･(笑)

 GIF画像にして動かして(回転)ちょ︕(笑)

キラキラのエッフェル塔、綺麗で⾒惚れてしまいますね。
 でも、泉⽔さんの綺麗さには敵いませんね。

 なったって泉⽔さんは宇宙⼀ですからね〜(笑)

> 時間が経つにつれて微妙に街並みは変化していますが、いつまでも泉⽔さんの思い出の地・ゆかりの地は残っていて欲
しいと願うばかりです。 

 そうですよね。
 皆さん、同じ想いだと思いますが、これからもずっと残っていて欲しいですね。

年越し超⼤作レポート(ヨーロッパ編)有り難う御座いました︕
 ⼤変お疲れ様でした。

 お蔭様で、沢⼭の泉⽔さん、縁の地を感じる事が出来ました。m(_ _)m

Re:旅してきました【パリ編】③
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2515 選択 stray 2010-02-22 19:05:10 返信 報告

goroさん、こんばんは︕

パリ編のアップ、どうもお疲れさまでした（笑）。
 泉⽔さんの⾜跡がない場所なので、少し寂しいレポですね（笑）。

> キラキラのエッフェル塔の光景がＰＶ「翼を広げて」のシーンにあるのです。 
 このシーンの左端ですか︖

 これはコンコルド広場にあるオベリスクです。

※追記
 オベリスクは点滅しませんね（笑）。

 エッフェル塔で合ってます、ドル姐御、失礼しやした（笑）。

コンコルド広場の観覧⾞があるかどうか⾒てきて欲しかったです（笑）。
 

Re:旅してきました【パリ編】③
2516 選択 stray 2010-02-22 19:06:42 返信 報告

goroさんは何度もパリに⾏かれているようですが、

このシーンは、ルーブル美術館周辺でしょうか︖

Re:旅してきました【パリ編】
2520 選択 goro 2010-02-22 23:30:56 返信 報告

皐さん xs4pedさん strayさん こんばんは

皐さん、最近の泉⽔さんゆかりの地を巡る旅にはかかさず、皐さん作られたＣＤを持ってドライブ中に聴いています。
 今回も元気がでましたよ〜。ありがとうございます。
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 パリには泉⽔さんが登場しないので、いつもと違って、あっさりです(笑)。
メリーゴーランドは動いていたので(当たり前なんですけど)、感動しました。

 少しニアンスが違うけど「♪いつかこの町が変わっていっても君だけは変わらないでいて欲し
い」って思うくらいに、思い出の地・ゆかりの地は残っていて欲しいな〜

xs4pedさん、メリーゴーランドは動いていましたよ︕(笑)。
 ⽇中だったので⼈が多くてちっちゃな⼦供達がはしゃいでいました。

 私も乗ってみたかったな〜(笑)。
 あまり写真は撮らなかったのですが、別の写真を載せますね。

 泉⽔さんと⽐べてはいけません(笑)。でも、その気持ち何となくわかりますね〜(笑)。
 秋に⾏ったのに今頃まで貯めておいていたなんて恥ずかしい限りです。

 でも、喜んでいただけてホッとしています。
 

Re:旅してきました【パリ編】
2521 選択 goro 2010-02-22 23:31:31 返信 報告

strayさん、パリは泉⽔さんがいませんからね〜、未公開のシーンとかあればいいですね。
 [2515]の画像、ありがとうございます。まさにこの左側のエッフェル塔のキラキラです。
 コンコルド広場はノーマークでした(笑)。エッフェル塔に⾏ったのも夜だったので夜景をみても

あまりよく解りませんでした。
 そうそう、[2516]は仰るとおりルーブル美術館周辺です。ポン・ヌフという橋から撮ったと思わ

れます。
 ここ辺りはセーヌ川の中にシテ島という島になっていて、島の東にはノートルダム⼤聖堂があります。

 実を⾔うとこの場所もノーマークでした(笑)。確かにパリのセーヌ川のどこかかな︖と思っていて気にしてはいたのです
が、エッフェル塔の階段昇り降りで腰を痛めそうになってしまい、次の⽇はおとなしく静かに過ごしていました(笑)。

 ということで、strayさんのヒントをもとにグーグルマップを1点に絞ってストリートビューで調べましたら、⾒事に当た
りました︕(笑)

 因みにコンコルド広場の観覧⾞はストリートビューで探しても無かったです。
 

Re:旅してきました【パリ編】
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2523 選択 チョコレート 2010-02-23 10:18:22 返信 報告

Z研の皆さん、こんにちは︕
 この頃、オリンピックの応援で表にあまり出てこず、引きこもりのチョコです(苦笑)。

 goroさん、ついに「パリ編」完成ですね︕
 パリは泉⽔さんも⾏ってるはずなのに、全然、映像として出てこないですよね(苦笑)。

 きっと、泉⽔さんは、ショッピングをしたくて、カメラクルーに動向を禁⽌したに違いありません(笑)。
 パリで放置されたクルーは仕⽅なくメリーゴーランドを眺め、エッフェル塔を眺め、パリ観光の映像集となった･･･︖(苦

笑)。
 なーんて、妄想しちゃいました(笑)。

goroさんの南欧旅⾏記も、これで完結︖
 書き終わると、またどこかに出かけたくなっていたりしません︖(笑)また次の旅⾏も︖楽しみにしています︕(笑)

 ⾜掛け2年の超⼤作、ありがとうございました〜︕

Re:旅してきました【パリ編】
2524 選択 stray 2010-02-23 12:55:40 返信 報告

goroさん、チョコさん、こんにちは。

やはりルーブルでしたか、情報ありがとうございます。
 「翼を広げて」PVのパリの映像は、私もチョコさんとまったく同じに考えていました（笑）。

 泉⽔さんがルーブルを鑑賞している間、暇をもてあましたクルーが撮った映像かと（笑）。
 コンコルド広場の観覧⾞はミレミアムを記念して建てられたものなので、

 時期は1999年末〜2000年始ではないかと。
ベストアルバム2枚で500万枚売れた、ご褒美旅⾏だったのではないかと推測してます。

観覧⾞は毎年クリスマスの時期になると再建されるそうなので、
 goroさんが⾏かれたときは有ったんじゃないかと思って聞いてみたのですが、

 goroさんがパリに⾏かれたのは10⽉でしたね（笑）。
 年始の⻄海岸弾丸トラベルとごじゃまぜになってました。
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Re:旅してきました【パリ編】
2525 選択 stray 2010-02-23 20:09:49 返信 報告

goroさん、こんばんは。

goroさんのおかげで、このシーン（PVの最後）も場所が判明しました。

ポン・ヌフ橋の１本⻄に、ポンデザール橋というのがあります。
 ルーブルの正⾯から真っ直ぐ伸びている橋です。

セーヌ川クルーズ船で⻄から東へ上る途中、
 ポンデザール橋をくぐってすぐ撮った映像のようです。

Re:旅してきました【パリ編】
2526 選択 stray 2010-02-23 20:15:46 返信 報告

 
これが Google ストリートビューの画像です。

Re:旅してきました【パリ編】
2527 選択 stray 2010-02-23 20:20:35 返信 報告

左岸に⾒える２つのビルは、

⼿前が「ラ・サマリテーヌ（La Samaritaine）」という
 1869年創業の、パリ最⼤の百貨店です。が、

 2005年6⽉に閉店してしまったそうです。

奥の、⾚と緑の旗が⽴っている建物は、
 これだけ⼤きいのに、地図に名前が書かれていません。
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 政府の機密機関でしょうか（笑）。

Re:旅してきました【パリ編】
2528 選択 stray 2010-02-23 20:30:12 返信 報告

PVには、ノートルダム寺院の尖塔も映っていますので、
 #2516も含めて、クルーズ船から撮ったものでしょう。

クルーズ船はシテ島の右側を通って、その先で折り返すようです。

この映像は、折り返してノートルダム寺院を撮ったものでしょう。

いいですね、パリ。

私にゃ似合わないけど、⾏ってみたいです（笑）。

これでロケ地マップが書けます（笑）。
 泉⽔さんの⾜跡がなくても、⼗分楽しめますね︕

Re:旅してきました【パリ編】
2531 選択 goro 2010-02-23 22:40:41 返信 報告

チョコレートさん strayさん こんばんは

チョコレートさん、そうですね、泉⽔さんはパリは撮影なしでのんびり観光をしていたのでしょうね。
 取り残されたスタッフの事を想像してしまうと笑ってしまいます。

 ようやく、今回の旅は終結してしまいましたが、また⾏って⾒たいものです。
 オリンピック、頑張って欲しいですね〜

strayさん、観覧⾞が毎年組み⽴てとは、⼤忙しですね。
 ＰＶの画像、ありがとうございます。⾊々と解明できましたね︕

 セーヌ川のクルーズ船に乗ると、「かけがえのないもの」のＰＶが⽣で⾒れそうで、乗船してみたいです。
 ストリートビューでも⼤まかな場所が解りましたね。なんだかパリの⼩旅⾏をしている気がして楽しいです。
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パリでも百貨店が閉店したりと微妙に街並みが変化しているようですね。
軽チャーにはノートルダム寺院の正⾯が映っています。

 

Re:旅してきました【パリ編】
2572 選択 ドルチェ 2010-02-27 01:40:47 返信 報告

goroさん、みなさん こんばんは。

goroさん、パリ編の詳細レポお疲れサマでした︕ やっぱりパリは素敵ですね。憧れちゃう。
 「かけがえのないもの」PVに出てくるメリーゴーランドは、ばっちりですネ。じぃ〜っと⾒たら、実は泉⽔さんもどこか

に乗ってたりして（笑）
 キラキラエッフェル塔もすごく綺麗ですよね。なんか幻想的。

 そして、「翼を広げて」PVでキラキラエッフェルと⼀緒に映っている観覧⾞は、コンコルド広場にあるものなんですね︕
 パリの観覧⾞って、超⾼速で回転するらしいですよ（笑）

本当に、いつまでも泉⽔さんの思い出の地・ゆかりの地は残っていて欲しいですよね。
 古い建物や街並みを⼤事にするヨーロッパなら⼤丈夫かな、と思っていましたが、

 ロンドンのように再開発などでガラリと変わっちゃうこともありますからね（泣）
 またこれからも泉⽔さんの縁の地巡りのことたくさん教えてくださいね。ありがとうございました︕

コンコルド広場
2573 選択 ドルチェ 2010-02-27 02:00:32 返信 報告

コンコルド広場で思い出したのですが、ストちゃん所⻑が前に配信してくれた「こんなにそばに居る
のに」の

 レコーディング⾵景じゃない⽅のNO.の映像でもパリの街が映りますよ︕
 でもこっちも、パリの⾵景の中に泉⽔さんはチラリともしませんので（笑）

 映像には画像のコンコルド広場にある噴⽔と凱旋⾨が映ってます。
 ちなみに、コンコルド広場の噴⽔はオベリスクを挟んで⼆つあって、背景から写真の⽅の噴⽔は映像

に映っている噴⽔の反対側のものかな。
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泉⽔さんにパリの街は、すごーく似合うと思うんですけど、なんで泉⽔さんが映ったものはないんでしょ︖ ビーさん、
何故︖（笑）

Re:コンコルド広場
2583 選択 goro 2010-02-27 22:52:10 返信 報告

ドルチェさん こんばんは
 パリには泉⽔さんが映ったものがないですが、探すと⾊々と関連の映像がありますね。

 「こんなにそばに居るのに」のＰＶもパリだったんですね。
 夜景で、⾒⾟いですがコンコルド広場ですね。

 ＰＶ(No)の最初の⽅には凱旋⾨が映っていますが、シャンゼリゼ⼤通りかもしれません。
 何故かと⾔うとコンコルド広場と凱旋⾨がシャンゼリゼ⼤通りにあるからです(笑)。

 コンコルド広場と凱旋⾨の距離は１．５キロ位です。

そうそう、ヨーロッパは古い建物が多くて残っていていつまでも残っていそうですが、
 時の流れにはかなわないこともあるのだな〜って思ってしまいます。

 私はロンドンのセントパンクラス駅周辺の街並みが残っていれば感無量だったんですね・・・。
 いつまでも泉⽔さんのゆかりの地は残っていて欲しいと願うばかりです。

 

Re:コンコルド広場
2594 選択 ドルチェ 2010-02-28 20:48:42 返信 報告

goroさん、こんばんは︕

> ＰＶ(No)の最初の⽅には凱旋⾨が映っていますが、シャンゼリゼ⼤通りかもしれません。 
 これはまさしく、シャンゼリゼ通りですね︕

 ビー社に眠っている映像の中に、泉⽔さんのパリ映像があれば出し惜しみしないで放出して欲しいですよね〜

Re:コンコルド広場
2608 選択 goro 2010-03-01 22:42:36 返信 報告
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ドルチェさん こんばんは
お〜︕ やはりシャンゼリゼ通りですか︕

 泉⽔さんのパリ映像ないですかね〜
 今年のフィルムコンサートで未公開であったりして︕

 そんな事ないか〜(笑)
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