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ニューヨーク ロケ地捜査 ツー ︕
3236 選択 goro 2010-05-11 23:20:19 返信 報告

strayさん ドルチェさん pineさん みなさん こんばんわ

知らない内に１００レスになってしまったので(笑)、続きを作りました。
 １００レスを記念して、もう１つロケ地をお伝えします。

 それは「Falling Of the Rain」のロケ地です。泉⽔さんはいませんが、ニューヨークのマンハ
ッタンを中⼼に撮っています。

 まずはこの画像です。
 Cooper sq と4th st の交差点です。ソーホー中⼼部り北東500mくらいの所にあります。

 近くにはクーパースクエアがあります。
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Re:ニューヨーク ロケ地調査 ツー ︕
3237 選択 goro 2010-05-11 23:24:01 返信 報告

次にこの交差点で北を⾒るとうっすら⾼い建物が⾒えます。
 これはエンパイア・ステート・ビルでおそらくこの交差点から望遠で撮ったものです。

 

Re:ニューヨーク ロケ地調査 ツー ︕
3239 選択 goro 2010-05-11 23:33:28 返信 報告

この画像はブルックリン橋と亡きワールドトレードセンタービルです。
 私には「Falling Of the Rain」が悲しげに聞こえ、今となってはワールドトレードセンタービル

を追悼しているように思えます。
 場所はおそらくブルックリン橋の近くのエンパイア・フルトンフェリーパーク辺りから撮ったも

のと思われます。
 

Re:ニューヨーク ロケ地調査 ツー ︕
3240 選択 goro 2010-05-11 23:36:57 返信 報告

この場所はどこだろう︖︖

Re:ニューヨーク ロケ地調査 ツー ︕
3243 選択 GTO 2010-05-12 13:07:24 返信 報告

https://bbsee.info/newbbs/id/3236.html?edt=on&rid=3237
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=3237
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/544a4f59f691574154a60b8539ebf914.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/3236.html?edt=on&rid=3239
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=3239
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/ae3539867aaeec609a4260c6feb725f4.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/3236.html?edt=on&rid=3240
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=3240
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/d15426b9c324676610fbb01360473ed8.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/3236.html?edt=on&rid=3243
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=3243
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/38811c5285e34e2e3319ab7d9f2cfa5b.jpg


こんにちはgoroさん、

> この場所はどこだろう︖︖ 
 N. Moore St.近辺のWest St.から、NJのJersey City⽅⾯を映した映像だと思います。

 撮影当時は対岸にはあまりビルも無かったようですが、今ではコンドミニアムとウォールストリ
ートのバックオフィスで、当時の⾯影はあまり無いかも知れませんね。

Re:ニューヨーク ロケ地調査 ツー ︕
3246 選択 stray 2010-05-12 18:28:57 返信 報告

goroさん、GTOさん、こんばんは。

まさか事前調査で100レスを超すとは思いませんでしたね︕（笑）
 #3237はエンパイア・ステート・ビルでしたか。名前だけは知ってます（笑）。

NY証券取引所周辺のロケ後、泉⽔さんが「⾃由の⼥神」⾒学に⾏ってしまわれて、
 残されたスタッフが #3239や#3240を撮って時間を潰していたんじゃないか（笑）、

 と私は推理しているのですが・・・
 

Re:ニューヨーク ロケ地捜査 ツー ︕
3253 選択 goro 2010-05-12 21:49:19 返信 報告

GTOさん strayさん こんばんは

GTOさん、[3240]の場所はWest St.ですか︕合っていますね︕ 素晴らしいです。
 毎度思うのですが、10数年も経つと微妙に⾵景が変わってしますものですね。

 ワールドトレードセンターの近くですね。
 strayさん、確かにパリの時みたいに︖(←勝⼿に思い込んでいます)、⼀⼈になりたかったのかもですね︕(笑)。

 それから、スレッド名が間違っていましたので訂正しました。
 調査ではなく捜査でした(笑)。

Re:ニューヨーク ロケ地捜査 ツー ︕

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/38811c5285e34e2e3319ab7d9f2cfa5b.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/3236.html?edt=on&rid=3246
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=3246
https://bbsee.info/newbbs/id/3236.html?edt=on&rid=3253
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=3253
https://bbsee.info/newbbs/id3240.html


3393 選択 stray 2010-05-20 22:26:17 返信 報告

goroさん、こんばんは、お久しぶりです（笑）。

そろそろですね、準備万端整いましたでしょうか︖
 今さらですが、これもＮＹでした（笑）。

 場所はまったく⾒当つきませんが、余⼒があれば解明してみて下さい。

Re:ニューヨーク ロケ地捜査 ツー ︕
3395 選択 goro 2010-05-20 23:38:26 返信 報告

strayさん みなさん こんばんわ

この画像もニューヨークですか︕
 ストリート名が薄く「４」と書いてあるので、

 4th st か 4th av のどちらかと思いますが、
 今探してみてもみあたりませんね〜(笑)

 間もなく出発でございます。
 できるだけ多くの場所に訪れてみたいものですね。

 

goroさん、⾏ってらっしゃい︕︕︕
3400 選択 チョコレート 2010-05-21 07:35:12 返信 報告

goroさん、皆さん、おはようございます。

> 間もなく出発でございます。 
 いよいよ出発ですか︕︖
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今回もかなり弾丸ツアーらしいので(笑)、体調を崩されませんように･･･。
旅⾏前にかなりＮＹロケ地が解明されたようなので、盛りだくさんになりそうですね︕

 また⽣レポ、来るかなぁ〜〜〜︖(笑)
 残念ながら、ＮＹロケ地捜査にはほとんど参加できませんでしたが、すっごく興味あるので、捜査報告が楽しみです。

 なるべく、週末は⾃宅待機、ＰＣ前待機ってことにしたいと思います(笑)。
 goroさん、素敵な旅になりますよう、⼼よりお祈りします︕︕

 

Re:goroさん、⾏ってらっしゃい︕︕︕
3415 選択 goro 2010-05-22 13:56:12 返信 報告

チョコレートさん みなさん こんばんわ
 今は⼟曜の午前1時頃です。

 ⾦曜⽇の16時過ぎにＮＹに到着しました。

所要をこなしていたら、モーテルに帰ってきたのが、
 深夜になってしまいまいした(笑)。

 6時間後には出発の予定です。
 今回のように無線ＬＡＮがつながれば、

 前回のようにしますね。
 それでは 今から眠ります(笑)。

goroさーん︕
3416 選択 ドルチェ 2010-05-22 14:11:51 返信 報告

goroさん、みなさん こんにちは︕

もうgoroさんは、無事にNYに到着されたんですね〜〜︕
 本当に、出発前にたくさんのロケ地が解明されてgoroさんは⼤忙しになりそうですが（笑）

 無理をされない程度に楽しんで泉⽔さんの軌跡を辿ってきてくださいネ︕
 チョコちゃん同様、なるべく週末は⾃宅PC前待機ってことにしたいと思ってるので（笑）

 今回も無線LANが繋がれば⽣レポお願いしま〜す（＾０＾）
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Re:goroさーん︕
3417 選択 GTO 2010-05-22 16:19:28 返信 報告

こんばんはgoroさん、こんにちは皆様。

#3393はE 4th St.とBoweryですね。
 #3239のエンパイア・フルトンフェリーステートパークのManhattan Bridge側は⼊れます

が、写真のBrooklyn Bridge側は、残念ながら現在⼯事中で⼊れません。

来週は暑くなりますが、無理をなさらないで楽しんでください︕
 ロケ地捜査報告を楽しみにしています。

ＮＹのgoroさ〜ん︕
3419 選択 チョコレート 2010-05-22 16:21:52 返信 報告

goroさん、ドルちゃん、ＧＴＯさん、皆さん、こんにちは︕
 すでにＮＹ⼊りですね〜わくわくするなぁ(笑)。

 現場検証が始まるのは夜になってからですね︕楽しみです。
 ⽣レポあるかなぁ〜︖︖

 また、⽇本時間の夜(笑)、ここに来てみまーす(笑)。えへへ。

ドルちゃ〜ん、お久しぶり︕今⽇はお休みですか︖
 ＮＹ捜査、楽しみですね︕︕

NY
3420 選択 ドルチェ 2010-05-22 16:27:42 返信 報告

みなさん、こんにちは︕

GTOさんが早速、#3393の場所を⾒つけてくださったみたいですね。ブラボー︕

チョコちゃん、いまドルちゃんもPCの前にいますよ︕ 
 goroさんの今⽇の報告を楽しみにして、私もまた夜に出直しますネ♪ また⼀緒にみんなでワクワクしようね︕
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goroさんの⽣レポート
3424 選択 チョコレート 2010-05-23 19:09:50 返信 報告

皆さんこんばんは。チョコレートです。
 お待ちかねのgoroさんの⽣レポートは軽チャーに有りますよ〜。

Re:goroさーん︕
3427 選択 stray 2010-05-23 22:38:40 返信 報告

GTOさん、チョコさん、ドルちゃん、こんばんは。

昨⽇から東京に⾏ってまして、今帰ってきました。
 昨夜はアネ研さんと２⼈でミニオフ会でした（笑）。

goroさんの弾丸トラベル、なにかトラブルでしょうかねぇ・・・
 ちょっと⼼配ですね〜。

> #3393はE 4th St.とBoweryですね。 
 ソーホーのロケ地から⼤分離れてますね。
 この辺に撮影拠点[3201]があったのかもしれません。

Re:goroさーん︕
3437 選択 goro 2010-05-24 12:20:41 返信 報告

ドルチェさん ＧＴＯさん strayさん チョコレートさんみなさん こんばんわ

ドルチェさん、ＧＴＯさん 簡易ですがレポートは軽チャーで⾏っています。
 もっと早くお伝えすればと思っています・・・、スミマセン。

 ドルチェさんは楽しみにしていたようなのに・・・。
 今回は予期せぬトラブルが多々発⽣しましたが(笑)、何とか無事にいます。

 トリニティ教会のステンドグラスも撮りました︕
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