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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

ZARD展 初出写真のロケ地発⾒︕︕（ネタばれ注意）
5778 選択 pine 2011-02-21 18:51:41 返信 報告

所⻑さん 皆さん こんばんは︕ロケ地探しが⼤好きなpineです。（笑）

今回は、先⽇のZARD展で初めて公開された写真のロケ地を発⾒しました︕︕
 まだ多くの⽅がご覧になられていない写真なので、どうしようか迷いましたが、所⻑さんに「早く〜︕」と⾔って頂いたのでアッ

プします。

展覧会図録から写真を載せますので、「ZARD展で⾒るまで⾒たくない︕」という⽅は、以降、ご覧にならないようにお願いしま
す。m(^-^)m

では、いきますよ︕（笑）
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Re:ZARD展 初出写真のロケ地発⾒︕︕（ネタばれ注意） ②
5779 選択 pine 2011-02-21 18:52:57 返信 報告

まずは、該当の写真です。

オレンジのジャンパーでのビデオ・スチール撮影とのこと。
 この時の映像はどこへ⾏ったのでしょうね(?-?)

 写真を出してきたのは、５⽉のライブへの前フリでしょうか︖
 

Re:ZARD展 初出写真のロケ地発⾒︕︕（ネタばれ注意） ③
5780 選択 pine 2011-02-21 18:54:10 返信 報告

すごく楽しそうな泉⽔さん♡

Re:ZARD展 初出写真のロケ地発⾒︕︕（ネタばれ注意） ④
5781 選択 pine 2011-02-21 18:55:41 返信 報告

で、ここは…

US CUSTOM HOUSE  別名 アメリカインディアン博物館
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Re:ZARD展 初出写真のロケ地発⾒︕︕（ネタばれ注意） ⑤
5782 選択 pine 2011-02-21 18:56:50 返信 報告

写真と同じように、斜めからの写真

Re:ZARD展 初出写真のロケ地発⾒︕︕（ネタばれ注意） ⑥
5783 選択 pine 2011-02-21 18:58:04 返信 報告

肝⼼の場所ですが、以前のロケ地捜査で、ドルチェさんが発⾒された⽯畳の道の前で
す︕

 （#3220）←リンクの仕⽅がわからないので、すみません(^^;)

Re:ZARD展 初出写真のロケ地発⾒︕︕（ネタばれ注意） ⑦
5784 選択 pine 2011-02-21 18:59:27 返信 報告
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この時、所⻑さんが貼ってくださったgoogle画像。左の建物です。（#3229）

Re:ZARD展 初出写真のロケ地発⾒︕︕（ネタばれ注意） ⑧
5785 選択 pine 2011-02-21 19:01:11 返信 報告

これはgoroさんが、現地で撮られた写真です。
 この奥の建物がロケ地︕︕

 goroさ〜ん︕この建物へは⾏かれましたか︖
 ZARD展で既にgoroさんは気付かれていたのでは︖

泉⽔さんは、この階段を⼀段⾶ばしで駆け下りたんですね〜(^-^)

捜査していたすぐ近くで、こんなロケも⾏われていたとは…
 goroさん またNYでのお仕事ができましたよ（笑）

以上、報告終わりです(^-^)

Re:ZARD展 初出写真のロケ地発⾒︕︕（ネタばれ注意）
5787 選択 stray 2011-02-21 20:06:15 返信 報告

pineさん、こんばんは︕

主婦が⼀番忙しい時間帯に（笑）、どうもありがとうございました︕
 ロケ地探しで他サイトの後塵を拝するわけにはいきませんからねぇ（笑）。

初出写真のロケ地発⾒︕っていうから、すっごく期待したのですが
 すでにほぼ⽬の前まで⾏った場所だったのね〜（笑）。

 所⻑賞は無理無理（笑）、分類するなら⼩ネタです（笑）。
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ＺＡＲＤ展では、#5779の写真がカラーで︖⼤きく公開されたのですか︖
goroさんが気づかないはずないですよね・・・

 永遠ジャケ写の特⼤タペストリーに気を取られていたのか（笑）。

> この時の映像はどこへ⾏ったのでしょうね(?-?) 
 > 写真を出してきたのは、５⽉のライブへの前フリでしょうか︖ 

 おそらくラストライブで⾒られるんじゃないでしょうか。
 私もその前フリだと思います。

ぐるぐるアースでは、地下通路の⼊⼝らしきものが邪魔で、
 泉⽔さんが楽しそうにはしゃいでいる階段が確認できませんね。

goroさ〜ん︕
 またまたNYへ⾏く⽤事が出来てしまいましたよ〜︕（笑）

Re:ZARD展 初出写真のロケ地発⾒︕︕（ネタばれ注意）
5790 選択 ドルチェ 2011-02-21 22:14:02 返信 報告

pineさん、ストちゃん、こんばんは︕

pineさん、新たにロケ地を発⾒したんですね(^^)
 私もロケ地探し⼤好きなので、こういうスレには⾶びつきます︕(笑)

  
> 今回は、先⽇のZARD展で初めて公開された写真のロケ地を発⾒しました︕︕ 

 ZARD展では、こんな写真も公開されたんですかぁ〜。“おっとっと〜”ってしている泉⽔さんも、可愛いですね♡
 あー、やっぱり⾏きたかったです(笑)

あの闊歩していた⽯畳のすぐ側に別のロケ地があったんですね〜(笑) うん、ばっちり︕︕
これまでただのロケ地そばの建物だったのに、ロケ地として使われていたと分かったら急に愛着がわいてきました(^^)

 pineさん、またなにかロケ地発⾒したらすぐ教えてね〜︕︕

Re:ZARD展 初出写真のロケ地発⾒︕︕（ネタばれ注意）
5791 選択 goro 2011-02-21 23:25:33 返信 報告
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pineさん strayさん ドルチェさん こんばんは

私はエルミラージの朱い⾐装に⾒とれてしまって、ノーマークだったようです(笑) 
 パンフレット︖も買ったものの、未だ開封していない状態です(笑)

本題のニューヨークのオレンジのジャンバーのシーン、特定されたようですね 凄い︕
 しかもドルチェさんが以前教えて頂いた⽜さん︖の近くですね。私もこの辺りをうろうろ歩い

た記憶がありましたが、思い切り通り過ごしてしまったようです。
 以前⾏った時の写真はこの画像が精⼀杯です(笑)

 新しい写真集が発売されたり、ＺＡＲＤ展が開催されたりで、またもやロケ地捜査の幅が広がりましたね︕
 ありがとうございます。

 

私も発⾒しました(笑)
5792 選択 goro 2011-02-21 23:27:08 返信 報告

実を⾔うと、偶然なのか、昨⽇、私も発⾒をしましたよ。それもpineさんと同じニューヨークです
(笑)

 本当はもう少し詳しく記載しようと思って、後ほどにしようと思っていましたが、pineさんに触発さ
れてしまったので、便乗して、簡単な説明ですが載せますね。

奇遇ですね〜 ようやく写真集をじっくり⾒る時間ができたので、じっくり⾒ていたら、ロケ地捜査
の⾎が疼きまして、探してしまいましたよ(笑)

 偶然にも２つもとんとん拍⼦で⾒つけることができました。
 まずはこの写真です。泉⽔さんがレールみたいなものに座っているシーンです。

 

Re:私も発⾒しました(笑)
5793 選択 goro 2011-02-21 23:30:15 返信 報告

これは、Thompson St と Watts St の交差点付近で、ソーホーのエリアにあるようです。
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Re:私も発⾒しました(笑)
5794 選択 goro 2011-02-21 23:31:15 返信 報告

なんと以前お伝えしました泉⽔さんがピョンしている場所から⾒えるのです。
 泉⽔さんが座っているレールのようなものはなく、⼩さな公園になっているようです。

 グーグルで公園を良く⾒ると、レールのような棒のようなものが⾒えます。これは何︖
 

Re:私も発⾒しました(笑)
5795 選択 goro 2011-02-21 23:32:11 返信 報告

次にこの写真です。泉⽔さんの後姿です。この写真は今まで未公開だったものでしょうか︖

Re:私も発⾒しました(笑)
5796 選択 goro 2011-02-21 23:33:58 返信 報告
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こちらは前の写真の場所とわりと近いところにあります。こちらもソーホーなのかな︖
少し北⻄に歩いたところ、Broome St と Avenue of the Americas の交差点辺りです。

 ⾒つけるきっかけになったのは左側のパトカーです。前の写真の場所を探していたら、パトカ
ーが沢⼭停⾞している場所があったので、その辺りを探したら⾒つけたものです。

 時間が無かったので⼿短に載せてしまいましたが、どうでしょうか︖
 

Re:ZARD展 初出写真のロケ地発⾒︕︕（ネタばれ注意）
5798 選択 チョコレート 2011-02-22 08:54:56 返信 報告

pineさん、所⻑さん、ドルちゃん、goroさん、皆さん、こんにちは︕
 昨⽇、従業員室でpineさんがあたふたされていたのは、コレでしたか︕おお〜〜〜(笑)。すごい︕

ZARD展で初めて公開された写真ということで、躊躇されていたようでしたけど、Z研ですからね︕︕
 まだ⾒れていないロケ地なんて、逆にワクワクしちゃうチョコです(笑)。

 pineさんが「goroさんが気づかないわけない・・・。」と⼼配されて︖ましたが・・・・。

「エルミラージの朱い⾐装に⾒とれてしまって、ノーマークだったようです(笑) 」by goroさん

ぎゃははは︕︕チョコの読みどおりの展開でしたね〜(笑)。goroさん、ごめんなさい︕そんな気がしてました(笑)。
 でもでも、さすがだったのは、他に2箇所も新たに発⾒しちゃったことですね〜。

割と狭い範囲のなかで、ロケが⾏われていて、その量はまだまだ膨⼤なものが隠されたままなのかな︖
 ますます5⽉は期待が膨らみますね〜。

 

Re:ZARD展 初出写真のロケ地発⾒︕︕（ネタばれ注意）
5799 選択 pine 2011-02-22 09:36:38 返信 報告

所⻑さん ドルチェさん goroさん チョコさん おはようございます︕

所⻑さん 
 期待外れでしたか〜。きびし〜い（笑）

 >ＺＡＲＤ展では、#5779の写真がカラーで︖⼤きく公開されたのですか︖ 
 いえ、図録通りモノクロで、⼤きさはA１くらいだったと思います。
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A1くらいのパネルに４枚の写真があるので、１枚づつは⼩さいですね。
でも、楽しそうにはしゃいでいる泉⽔さんの表情がとってもカワイイので、パネルにかじりついて⾒て欲しいです。(^-
^)

ドルチェさん 
 "おっとっと"泉⽔さん、かわいいですね♡

 ここではしゃいで暑くなったから、#5783では、ジャンパーを脱いでTシャツになったのかなぁって…妄想です。（笑）
 別スレですが、gyaoの画像、よく気付かれましたね︕

 私も⾦曜⽇にgyaoを訪れたのですが、どっちの画像だったか全く記憶にございません。(^^;)
 ･･･デジャヴ効果ですね。（︖笑）

goroさん
 >私はエルミラージの朱い⾐装に⾒とれてしまって、ノーマークだったようです(笑)  

 そうだったんですか〜︕
 きっとgoroさんは気付いているに違いないけど、奥ゆかしい⽅なので、展覧会に⾏ってない⽅に配慮されて、これには触

れられていないのだと思っていましたよ。（笑）
 写真もありがとうございます。

 地下通路の⼊り⼝が邪魔ですね。何でこんな所に⼊り⼝作ったの︕（笑）

それはさておき、goroさんも発⾒されたのですね︕︕
 私もここも探したのですが、SOHOをうろうろするだけで、⾒つけられなかったんです。(--;)

 #5792の辺りはかなり整備されちゃいましたね。そのまま残しておいてくれたら嬉しかったのに…（笑）
 goroさん ご⾃分でもまたNYへ⾏く⽤事を増やしてしまいましたね。（笑）

チョコさん
 あたふたの元はコレです。"どうでもいいこと気にする"性格なので…（笑）

 >割と狭い範囲のなかで、ロケが⾏われていて、その量はまだまだ膨⼤なものが隠されたままなのかな︖ 
 >ますます5⽉は期待が膨らみますね〜。 

 どれだけの⽇数をかけたのか判りませんが、お着替えを何度もして、メイクも変えて、結構⼤変なロケだったんでしょう
ね。

 このロケの全容を編集なしで⾒たいです。(^-^)



Re:ZARD展 初出写真のロケ地発⾒︕︕（ネタばれ注意）
5800 選択 stray 2011-02-22 12:43:35 返信 報告

ドルちゃん、goroさん、チョコさん、pineさん、こんにちは。

pineさん、いやぁ、未知なるロケ地だと思ったもので興奮し過ぎました。
 デジャヴー（笑）ということで勘弁して下さい。

goroさんが⾒逃していたとは︕ 猿も⽊から落ちるとはこのことでしょうか（笑）。
 しかし、さすがgoroさん、ただじゃ転ばないですね（笑）。

 私も写真集購⼊後、密かに探していたのですが（笑）、⾒つけられませんでした。
 ジャンプ地点からさらに⻄でしたか。

これは別⾓度からのストビューです。ロケ当時はこの公園（#5794）がなくて、
 進⼊禁⽌の意味でのバリケードだったのかもしれませんね。

 現存しているのであればgoroさんに弾丸トラベルをお願いするところでしたが（笑）。
 

Re:ZARD展 初出写真のロケ地発⾒︕︕（ネタばれ注意）
5801 選択 stray 2011-02-22 13:00:11 返信 報告

#5794の三⾓公演です。
 特に怪しい物体は⾒当たりませんが・・・

Re:ZARD展 初出写真のロケ地発⾒︕︕（ネタばれ注意）
5802 選択 stray 2011-02-22 13:05:50 返信 報告

さらに裏に回ってみると・・・
 怪しいカップルが１組いるだけ（笑）。
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#5795は初出です。
検証は後で。たぶんgoroさんので合ってると思います。

Re:私も発⾒しました(笑)
5803 選択 stray 2011-02-22 18:28:03 返信 報告

[5796]は goroさんの⾒⽴てで間違いないです。

交差点の⼿前から望遠で撮ったものでしょう。
 ⻘い⽮印２つがマンホールの位置だとすると、
 泉⽔さんは⾚丸地点あたりを歩⾏中のショットです。

ちなみに[5792]と[5795]は、写真集「負けないで」に掲載されています。
 まだ１票も⼊っていないようですが（笑）。

Re:ZARD展 初出写真のロケ地発⾒︕︕（ネタばれ注意）
5804 選択 ドルチェ 2011-02-22 21:38:49 返信 報告

みなさん、こんばんは︕

pineさんに続いて、goroさんもロケ地発⾒ですか〜︕︕
 今回発⾒された⼆つの場所、私も密かに探していました(笑) ぎゃはは、みんな⼀緒︕

 あの写真集は、本当にロケ地捜査の⾎が疼きますよね〜。特にこの⼆つの場所特定には⼒⼊れてたんですけど(笑)
 #5792の写真の奥の⽅に、通りの名前がかすかに⾒えてて 「WATIS st.」かな〜︖と、

 グルグルアースで検索したのに「Watts St」だったんですね〜、NYの通りをもっと熟知していれば・・惜しい︕(笑)
 それにしても、さすがgoroさん ⼆つとも、ばっちりですね(^^)

 pineさん発⾒の⽜さん近くのアメリカインディアン博物館
 とgoroさん発⾒の場所と、いつ⾏かれるんですか〜︖(笑)
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> ちなみに[5792]と[5795]は、写真集「負けないで」に掲載されています。まだ１票も⼊っていないようですが
（笑）。 

 「負けないで」だけ0票ですね〜。私は「きっと忘れない」より好きです(笑)
 もう少し例のハウススタジオの未公開写真を増やしてくれたらよかったのになぁ〜。

Re:ZARD展 初出写真のロケ地発⾒︕︕（ネタばれ注意）
5806 選択 goro 2011-02-23 00:56:45 返信 報告

チョコレートさん pineさん strayさん ドルチェさん こんばんは

チョコレートさん、はい︕チョコレートさんの読みどおりの展開になりました(笑)
 泉⽔さんの朱いスーツには衝撃を受けたくらいで、これをみただけでもＺＡＲＤ展に⾏って良かっ

たとしみじみと思いました。
 今回は⾳というよりも写真が多かったですものね。

 是⾮ともＺＡＲＤ展へ出張︖なさってくださいね。

pineさん 私が撮った写真も⼊⼝が邪魔で良く解らなかったですね。
 しかしながらpineさんのおかげでまた１つロケ地が発⾒できて嬉しいものですね。

 ＰＣで⾒つけた時もドキドキしますものね。
 今回私が⾒つけたシーンも、少しずつ様⼦が変わってきているようですね。

 時が経つのはしょうがないのかな〜

strayさん あぁ良かった。久しぶりに発⾒できました(笑) 
 怪しい物体はこの画像の⽮印の先です。

 レールのようなものがささっているような気がしますが・・・これは何︖
 #5803の検証、ありがとうございます。確かにマンホールの位置を記載するとより解り易いですね︕

因みに私は「あの微笑みを忘れないで」に投票しましたよ︕

ドルチェさん、#5792の⾒つけ⽅は泉⽔さんの後ろの看板の英語の⽂字を検索したら⾒事にひっかかりました。
 写真集は絵が⼤きいので⽂字が良く⾒えました。本当に何気なく検索したら偶然にも⾒つけたものです。

 私は他にもモナコ︖の nice-matinの看板がある写真の場所を探していましたが、
 モナコはまだグーグルマップが使えないようでダメなのと、
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⽇本語に約すと「楽しい朝」になってしまってお店の名前でないことがわかりガックリしてしまいまいした(笑)
ニューヨーク、また⾏けるといいな〜

 

Re:ZARD展 初出写真のロケ地発⾒︕︕（ネタばれ注意）
5820 選択 stray 2011-02-23 19:49:57 返信 報告

goroさん、こんばんは

怪しい物体は表通り側でしたか。
 たしかに”バイキンマンのしっぽ”のような物体ですね︕

 気になるようなら弾丸トラベルしてきて下さい（笑）。

> 因みに私は「あの微笑みを忘れないで」に投票しましたよ︕

コメントで「ああ〜、これはgoroさんだ︕」って、すぐに分かりました（笑）。

また ⼩ネタ（笑）
5884 選択 pine 2011-02-26 16:22:36 返信 報告

所⻑さん 皆さん こんにちは︕

写真集が届いてから、ロケ地探しの⾎が疼きますねぇ。（笑）
 この写真は初出でしょうか︖

PCが不調（︖）でロケ地マップを開くとフリーズしてしまうので、判明しているロケ地の確認ができ
なくて、既に判っているものだったら、スミマセン。

 新たな発⾒だとしても、⼩ネタですが…(^^;)

Re:また ⼩ネタ（笑）
5885 選択 pine 2011-02-26 16:23:59 返信 報告

建物の⾊やお店は変わっていますが、ここではないでしょうか︖
 所⻑さん、検証をお願いします。m(^-^)m
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Re:また ⼩ネタ（笑）
5886 選択 pine 2011-02-26 16:24:50 返信 報告

PVのこの部分は、このお店の前の消⽕栓のところ…

Re:また ⼩ネタ（笑）
5887 選択 pine 2011-02-26 16:25:38 返信 報告

なぜ、⼩ネタかと⾔うと…
 ピエロの看板の「MELROSE LIQUOR」と道を挟んでお隣さんだったのでした〜。（苦笑）

Re:また ⼩ネタ（笑）
5889 選択 stray 2011-02-26 19:00:08 返信 報告

pineさん、こんばんは。

写真集のロケ地もの写真は、⼩ネタしかないと⾔ったほうがよいかも（笑）。
 それでも⾎が騒ぐのは職業病︖（笑）
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Ｚ研のロケ地マップが⾒れないって︕ 困りますねぇ〜（笑）。
グーグルマップがＰＣのストレスになっているとすれば

 pineさんのＰＣ、相当パフォーマンス不⾜（メモリ不⾜︖）に陥ってる可能性があります。
 ↓なら⼤丈夫ですよね︖

 http://zard-lab.net/pv/movie36.html

> この写真は初出でしょうか︖ 
 いや、WHAT's In 1997年7⽉号に、まったく同じ写真が載っています。

 建物の形、窓の形、⽊の位置、#5884は#5885で間違いないですね︕
 

Re:また ⼩ネタ（笑）
5890 選択 stray 2011-02-26 19:26:07 返信 報告

#5886も、消⽕栓、⽊と建物の位置、ピッタリ⼀致しますね︕
 これは別⾓度から撮ったものです。（詞集「揺れる想い」）

それにしても、ピエロ看板があったリカーショップの前だったとは（笑）。
 近すぎっ︕（笑）

Re:また ⼩ネタ（笑）
5891 選択 goro 2011-02-26 22:43:53 返信 報告

pineさん strayさん こんばんわ

メルローズ通りのロケ地発⾒ですか︕ ⼩ネタではないですよ︕ 凄い発⾒ですね︕

しかもリカーショップのすぐ側というか反対側だったとは・・・ ピエロさんに集中しすぎて、⾒落とすなんて私はまだ
まだですね(笑)
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いつかまた再び⾏った時に歩いてみようと思っていましたが、また楽しみが増えました。
ありがとうございます︕

Re:また ⼩ネタ（笑）
5900 選択 pine 2011-02-28 10:16:49 返信 報告

所⻑さん goroさん こんにちは︕

所⻑さん
 >Ｚ研のロケ地マップが⾒れないって︕ 困りますねぇ〜（笑）。 

 そうなんですよ︕捜査にも影響が出て困っていました。（笑）
 貼ってくださったリンクで⾒れました。ありがとうございます。m(^-^)m

 しかし、根本的に対処しないといけませんね。(^^;)

判明しているロケ地からすぐ近くであっても、⾒つけたら嬉しいです︕(^-^)
 この気持ちが、また次の捜査へと迎わせてしまって…この職業病は治癒不可能です。（苦笑）

goroさん
 またもや"お隣さん"でした。

 ロケ時とは建物の⾊や店舗内容が変わってしまっているので、判らなくても仕⽅ないと思います。
 >いつかまた再び⾏った時に歩いてみようと思っていましたが、また楽しみが増えました。 

 それまでに、ジョギングシーンも⾒つけたいですね︕

Re:また ⼩ネタ（笑）
5901 選択 stray 2011-02-28 12:39:49 返信 報告

pineさん、goroさん、こんにちは︕

⼩ネタであっても、⾒つける瞬間のドキドキ感は⼀緒ですよね（笑）。
 その感覚が堪らんのだと思います（笑）。

> 貼ってくださったリンクで⾒れました。ありがとうございます。m(^-^)m 
 > しかし、根本的に対処しないといけませんね。(^^;)
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地図が必要なければ、http://zard-lab.net/pv/movie**.html
で⾒れますので（笑）。（**は01〜39）

pineさん、⼀度キャッシュをクリアしてみて下さい。それで直る場合もあります。
 http://faq.blog.so-net.ne.jp/1101

> それまでに、ジョギングシーンも⾒つけたいですね︕ 
 私のほうはまったく進展なしです（笑）。

 

Re:また ⼩ネタ（笑）
5903 選択 pine 2011-02-28 13:24:50 返信 報告

所⻑さん こんにちは︕
 >⼀度キャッシュをクリアしてみて下さい。それで直る場合もあります。 

 これは結構マメにやっているので、効果ありませんでした。(><)
 このような個⼈的なことでBBSを使うのは申し訳ないので、続きは従業員室の⽅へ持って⾏きますね。

Re:また ⼩ネタ（笑）
5907 選択 ペケ 2011-02-28 19:40:59 返信 報告

所⻑、pineさん、皆さん、こんばんは。

pineさんにアドバイスしようと思って、ロケ地マップを⾒ると、ペケもフリーズして、IEをタスクマネージャーで終了さ
せるしか⽅法がなくなります（笑）。

追記

IE以外のブラウザでは無問題です。前にも画像の表⽰が変になるって事がありましたが、全てIEが悪いと⾔う事みたいで
す（笑）。

Re:また ⼩ネタ（笑）
5919 選択 goro 2011-02-28 23:01:30 返信 報告
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pineさん strayさん ペケさん こんばんは

strayさんが仰るように⾒つけそうになった瞬間はドキドキしてしまい、緊張しますよね(笑) 
 これがまた良いこごちです。 ⼤⼩かかわらず⼀緒ですね︕

 pineさんも引き続き、ロケ地探しをしましょうね︕

ロケ地マップが⾒⾟いのですか︖ 私も⾒てみます。
 みなさんの努⼒と情熱の積み重ねで項⽬が多くなりましたね︕

 

中ネタ︖（笑）
5920 選択 stray 2011-02-28 23:25:29 返信 報告

皆さん（おもにpineさんとgoroさん）こんばんは。

少しグレードアップして、当たれば中ネタくらいのネタを（笑）。

これは「君に逢いたくなったら…」のＺＡＲＤ ＢＬＥＮＤver.のＰＶです。
 http://www.youtube.com/watch?v=E3f0tADS5oo

右下の、オレンジ⾊とピンクの花ですが、どこかで⾒たことある花だと
 前々から思っていたのですが、ようやく思い出しました（笑）。

Re:中ネタ︖（笑）
5922 選択 stray 2011-02-28 23:28:48 返信 報告

サレヤ広場の花屋さんの映像に出てくる花じゃありません︖

つまり、この映像はニースのスタジオか、普通のお家で撮った映像ではないかと・・・

泉⽔さんが雑誌をパラパラめくるシーンがありますが、横⽂字の雑誌です。
 

Re:中ネタ︖（笑）
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5928 選択 pine 2011-03-01 11:25:56 返信 報告

所⻑さん 皆さん こんにちは︕

すごいですねぇ…花までチェックされているとは…今⾒ると結構印象的なんですが、全く
気付いていませんでした。（汗）

 花は「ガーベラ」ですね。１本100円程度で売っている花なので、コレだけでは「︖」
と思いますが、

 サレヤ広場で買ったものだと考えることも出来ますね。

>泉⽔さんが雑誌をパラパラめくるシーンがありますが、横⽂字の雑誌です。 
 本当︕横⽂字ですね。

 他に、テーブルにおいてある紅茶⽸。フランスのFAUCHONのものみたいですね。
 まぁ、これはどこにでも売ってますけど（^^;）

>つまり、この映像はニースのスタジオか、普通のお家で撮った映像ではないかと・・・ 
 所⻑さんのこういう勘って結構当たるので、もしかするともしかするかもしれませんね。(^-^)

 

Re:中ネタ︖（笑）
5930 選択 stray 2011-03-01 12:35:12 返信 報告

pineさん、こんにちは︕

> 花は「ガーベラ」ですね。１本100円程度で売っている花なので、コレだけでは「︖」と思い
ますが、

私、花の名前はさっぱり分からないのですが、１本100円で買えるガーベラでしたか（笑）。
 紅茶も⽇本で買えそうだし、雑誌も含めて、海外だとする根拠には乏しいですね。

> 所⻑さんのこういう勘って結構当たるので、もしかするともしかするかもしれませんね。(^-^)

でしょう（笑）。でも⺠家ならお⼿上げですけど（笑）。

あとは、泉⽔さんのお顔が1995年9⽉頃のものかどうかです。
 泉⽔さんのお顔鑑定⼠であるドルちゃんに登場願わねば︕（笑）
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Re:また ⼩ネタ（笑）
5935 選択 ドルチェ 2011-03-01 20:09:49 返信 報告

pineさん、ストちゃん、チョコちゃん、goroさん、ペケさん、みなさんこんばんは︕

pineさん、またロケ地発⾒されたんですね〜〜︕絶好調だぁ(^^)
 それも今度は、ピエロの看板のお店の前︕(笑) 近くても⼤発⾒ですよ︕どんどん分かってスゴイ︕

 本当に写真集は、ロケ地捜査魂をコチョコチョとくすぐってくれますよね〜(笑) ホントにもぉ罪作りなこと(笑) 

Re:中ネタ︖（笑）
5940 選択 ドルチェ 2011-03-01 20:55:50 返信 報告

ストちゃん、みなさん、こんばんは。

コホン︕泉⽔さんお顔鑑定⼠のドルチェでごさいます。
 なんて図々しくも登場しちゃいましたが、最近はあんまり⾃信ないんですよね〜(汗)

 リクベスジャケもマイフレンドPVも、ことごとく外してるし(笑)

> あとは、泉⽔さんのお顔が1995年9⽉頃のものかどうかです。 
 えー結論から⾔うと、全く分かりません︕(笑)

 95年9⽉頃っていうと、⼀連のヨーロッパロケの頃だっけ︖

「君に逢いたくなったら…」微笑みver.PVは⼤好きで、このロケ地を私もずーっと探してました︕
 あの微笑み可愛すぎ♥

> サレヤ広場の花屋さんの映像に出てくる花じゃありません︖ 
 既にpine様が書かれてるけど、ガーベラですね︕ 確かにそっくり(笑) 良く気付いたなぁ〜(笑)

 でもFAUCHONの紅茶と共にどこででも⼿に⼊るし、カフェオレボウルなんかも映るし、
 それにここの場所なんですけど、これも前に話題にしたけど、

 朝⽇の特番で「Don't you see!」の曲紹介（添付画像）の時に⾐装違いでこの場所が流れたんですよ。
 確か歌の⼤辞テンでも、このお部屋のシーンが「Don't you see!」の時に流れたような・・。

「Don't you see!」なので、ロケ地がNYというのはほぼナシだと思うし、
 あっちとこっちでは(笑)それこそお顔の雰囲気が違うので、ちょくちょく⾏ける場所だと考えて、
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国内の南仏プロヴァンス⾵ハウススタジオなのかなぁと思ってました。
でもストちゃんのカンが当たってたりして〜︕そしたらそれってかなりスゴイよね(^^)

便乗して 雑ネタ(笑)
5942 選択 ドルチェ 2011-03-01 21:13:11 返信 報告

改めまして、こんばんは。⼩ネタ中ネタに便乗して、雑ネタを(笑)

今、いただきものの地元の嬉野温泉の化粧⽔を使っているんですけど･･･
 ←こんなところに 泉⽔さん、発⾒♥(笑)

これだけで、幸せを感じられる私って、やっぱりシアワセですよね〜(^^)

Re:便乗して 雑ネタ(笑)
5945 選択 ペケ 2011-03-01 21:40:32 返信 報告

姉御、こんばんは。

> これだけで、幸せを感じられる私って、やっぱりシアワセですよね〜(^^)

確かに︕（笑）。そうやって、⼩さな事に幸せを感じられる感性はステキですよ︕（笑わない）。

Re:便乗して 雑ネタ(笑)
5948 選択 ドルチェ 2011-03-01 21:52:50 返信 報告

ペケさん、こんばんは︕ 雑ネタへのコメント、サンクス(^^)

> > これだけで、幸せを感じられる私って、やっぱりシアワセですよね〜(^^) 
 > 

> 確かに︕（笑）。そうやって、⼩さな事に幸せを感じられる感性はステキですよ︕（笑わない）。 
 ですよね、ですよね〜︕ 笑わないって書いてる割には、思いっきり(笑)って⼊ってますケド︖(笑)

 ま、いいかぁ〜︕ ではNY⾏ってきまーす︕
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Re:便乗して 雑ネタ(笑)
5950 選択 stray 2011-03-01 22:01:31 返信 報告

ドルちゃん、こんばんは︕

ＮＹ中らしいので、雑ネタから⽚付けておきます（笑）。

嬉野温泉の化粧⽔、シンプルな外⾒で効きそうです（笑）。

> ←こんなところに 泉⽔さん、発⾒♥(笑)

そこに⾚線引くかなぁ（笑）、「温泉 ⽔」なんだけど（笑）。

> これだけで、幸せを感じられる私って、やっぱりシアワセですよね〜(^^) 
 それを⾔うなら

 「これだけで、幸せを感じられる私って、やっぱり病気ですかねぇ〜」でしょう（笑わない）

ペケさん
 （笑わない）←流⾏るかも（笑）

Re:中ネタ︖（笑）
5952 選択 stray 2011-03-01 22:52:41 返信 報告

鑑定⼠のドルちゃんでも分かりませんか・・・

そうそう、1995年9⽉は南仏＆ロンドンロケの頃です。
 南仏とロンドンじゃぜんぜんお顔が違うけど、

 #5920は どちらかと⾔えば南仏顔（笑）に近いと思わない︖

ドルちゃんが⾔う「微笑みver.」は、ＢＬＥＮＤ ver.のことだと思うけど
 Ｓｇ ver.にもサブリミナル的に挿⼊されてるんだよねぇ。

 その間間に、ガーベラの花も︕
 http://www.youtube.com/watch?v=K9w79lijJNg

 （0:57"あたりから）
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話は戻るけど（笑）、ＢＬＥＮＤ ver.では真っ⾚なガーベラ︖も映りますが、
サレヤ広場で泉⽔さんが、真っ⾚な花をジーっと⾒てるんだよねぇ（笑）。

でもって、ＳＨの映像では店員さんに何事か声をかけるシーンがあった
 ように記憶してます。単なるデジャヴーかも知れないけど、

 「⾚いのと、オレンジと、ピンクのを頂戴♥」って感じで（笑）。

国内のプロバンヌ⾵スタジオの可能性も無くはないけど、
 ＰＶの作りからして異国情緒を感じさせるものがあると私は思います。

問題はドルちゃんが貼ってくれた#5940です。
 いかにもハウススタジオっぽくて、たしかに⼩物は#5920と⼀致しますが、

 はたして同じスタジオなのか・・・
 泉⽔さんのお顔もぜんぜん違いますよね。

う〜ん、わからん（笑）。

Re:中ネタ︖（笑）
5953 選択 stray 2011-03-01 23:07:54 返信 報告

参考までに。

#5940の別ショットが２枚、写真集「きっと忘れない」に載っています。

ＮＹロケものとロンドンロケものの間に挿⼊されているのが、意味ありげ︖（笑）
 

当たれば⼤ネタ︖（笑）
5955 選択 stray 2011-03-01 23:20:18 返信 報告

皆さん（おもにgoroさん）こんばんは。

ロスのジョギングシーンですが、ここ、怪しくないですか︖
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Re:当たれば⼤ネタ︖（笑）
5956 選択 stray 2011-03-01 23:24:23 返信 報告

たしか、ジョギングシーンにも⻩⾊いひし形の標識が映ったような・・・

Re:中ネタ︖（笑）
5958 選択 ドルチェ 2011-03-01 23:43:05 返信 報告

ただいまNYから戻りました。

今⽇は、お⼟産買ってきたよ〜︕ NYぶら下がり信号機チェアーです(笑) 先着1名様ね︕(笑)

今⽇も、「嬉野温 泉⽔」をつけて、お肌つるるんぷるるんです(笑わない)

> 話は戻るけど（笑）、ＢＬＥＮＤ ver.では真っ⾚なガーベラ︖も映りますが、 
 > サレヤ広場で泉⽔さんが、真っ⾚な花をジーっと⾒てるんだよねぇ（笑）。 
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ホントだ、ジィィーッと⾒てる(笑) もしかしたらもしかして、ここで買ったガーベラがあのガーベラなのかなぁ〜(笑)

> 問題はドルちゃんが貼ってくれた#5940です。 
 でしょ︖ これがなかったら私も最初、陽射しの感じなどからロケ地は南仏かと思ってたけど。わかんにゃい。

> いかにもハウススタジオっぽくて、たしかに⼩物は#5920と⼀致しますが、 
 > はたして同じスタジオなのか・・・ 

 良くみたら、BLENDの⽅はあのお部屋と⼩物が映像では繋がってませんね。もしやカットインさせただけ︖
 「Don't you see!」の⽅は、泉⽔さんからズズーッと⼩物まで映像が繋がって流れますよね。

でもどちらにもゴッホっぽいヒマワリも映るし・・。分かんにゃい︕

> #5940の別ショットが２枚、写真集「きっと忘れない」に載っています。 
 > ＮＹロケものとロンドンロケものの間に挿⼊されているのが、意味ありげ︖（笑） 

 意味ありげだとしたら、どっち〜︕︖(笑)

当たれば間違いなく、⼤ネタ︕︕
5960 選択 ドルチェ 2011-03-01 23:53:46 返信 報告

ストちゃん︕こんばんは。

ここ、ここーー︕︕ 超怪しいと思います︕というかジョギングシーンは絶対ここだと思う(笑)
 これ、ポエトリーセレクションの「負けないで」の中の写真でしょ︕

 ちなみに、「Del Mar Bl」から、その⼆枚の場所は分かりましたよ(^^) 
 でも近くをぐるぐるアースしてみたけど、ジョギングシーンに映ってる建物とかはまだ⾒つけられず。

 実際は、どうなんでしょうかね〜。
 

Re:当たれば間違いなく、⼤ネタ︕︕
5962 選択 goro 2011-03-02 01:13:51 返信 報告

strayさん みなさん こんばんわ

サレヤ広場のお花も凄い発⾒ですけど、
 ロスのこの場所、わ〜怪しすぎます(笑) そそるな〜
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調べて⾒たいですけど、眠ります(笑)

Re:中ネタ︖（笑）
5963 選択 チョコレート 2011-03-02 10:20:56 返信 報告

所⻑さん、「嬉野温 泉⽔」をつけてお肌つるるんぷるるんドルちゃん(笑わない)、goroさん、pineさん、ペケさん、皆
さん、こんにちは〜︕

なんだか、ロケ地捜査が盛り上がりをみせていますね〜(笑)。
 ジョギングのシーンは気になります︕︕⾒つけたいなぁ〜。

 しかし、あの写真集の「Del Mar Bl」の位置、わかりません(汗)。
 朝からぐるぐるしていたのですが、発⾒できず･･･(⼤汗)。

 ビーチから離れた場所のことかしら︖ちがう︖︖

⾒当違いの場所を⾒ているかもしれないのですが、私が⾒ている「Del Mar Bl」は結構な⼤通りで、この通り沿いの街路
樹の植えられ⽅から考えると、ジョギングの通りはそこに合流する細い通りなのかな︖

 合流している通りは⼭ほどあるので、探すのは⼤変ですねぇ。
 最近、絶好調のpineさんに探してもらおう︕︕(笑)

ガーベラの⽅は･･･どうなんでしょ︖
 国内のハウススタジオだと思っていたのですが、背景に映る棚の横のコンセント︖︖が⽇本っぽくないですよねぇ(笑)。

 もしかすると、もしかするかもしれませんね。
 所⻑さんのこういうときの勘は⼗津川警部バリなので(笑)。

写真集はZ研の住⺠にはたまらない資料ですな･･･(笑)。うふふ。

Re:便乗して 雑ネタ(笑)
5964 選択 pine 2011-03-02 10:37:35 返信 報告

ドルチェさん こんにちは︕

⼀晩で気になることが増えて、何から書こうか迷ってしまいますが、まずは、ドルチェさんの雑ネタ（笑）から。(^-^)
 >これだけで、幸せを感じられる私って、やっぱりシアワセですよね〜(^^) 
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気持ちわかるぅ（笑）
前に家の近くで「IZUMI21」っていうマンションを⾒つけて、「ここに住みた〜い」って思いましたもん。（笑）ちょっ
と意味が違う︖

これ、「嬉野温"泉⽔"」つるるん ぷるるん だから、素肌美⼈になりそうですね。(^-^)
   嬉野温泉化粧⽔で綺麗になったらうれし〜の〜（笑わない でも、逃げろε=ε=ε=ε=┏( ・＿・）┛ ）

Re:中ネタ︖（笑）
5965 選択 pine 2011-03-02 10:41:33 返信 報告

所⻑さん ドルチェさん ペケさん goroさん チョコさん 皆さん 再びこんにちは︕

え〜 先程は失礼いたしました。m(_ _)m

>でもって、ＳＨの映像では店員さんに何事か声をかけるシーンがあった 
 >ように記憶してます。単なるデジャヴーかも知れないけど、 

 私も⾒た記憶がありま〜す︕
 添付のシーンは、⾚いガーベラを挟んで、店員さんとの会話が終わる直前の様⼦が映ってます

ね。
 ここで買ったのかなぁ︖

>良くみたら、BLENDの⽅はあのお部屋と⼩物が映像では繋がってませんね。もしやカットインさせただけ︖ 
 >「Don't you see!」の⽅は、泉⽔さんからズズーッと⼩物まで映像が繋がって流れますよね。 

 >でもどちらにもゴッホっぽいヒマワリも映るし・・。分かんにゃい︕ 
 同じ場所かと思いきや別々かも︕ですか︕︖

 別だとしたら、よく似た雰囲気の場所を上⼿くつなぎ合わせたなぁって感⼼してしまいます。
 分かんにゃいですね︕

で、で、ジョギングシーン︕︕この場所怪し〜︕
 ここだったら、所⻑賞ですよ〜（笑）

 あとでぐるぐるお散歩してきま〜す。(^-^)

Re:当たれば間違いなく、⼤ネタ︕︕
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5966 選択 stray 2011-03-02 12:13:40 返信 報告

ロケ地探し中毒症の皆さん（笑わない）、こんにちは︕

チョコさん、「Del Mar Bl」はパサデナ（ロスから北東へ15km）です。
 Google Mapで「34.140372,-118.141367」で検索してみて下さい。

 交差点の北から南⽅向を撮影したのが #5955、#5956です。
 雰囲気は似てますが、道路沿いの建物が⼀致しませんでした（泣）。

ただ近くに「ヒルトンホテル」と「ホテルシェラトン」があるので、
 その周辺も含めて少し範囲を広げて捜索する価値はあるかと。

しかし、なぜパサデナの写真が、ポエトリーセレクション「負けないで」
 に載っているのか︖（ドルちゃん⼤当たり︕です）

スタッフがこの場所に居たってことですから、泉⽔さんもここに居た︖
 パサデナに何の⽤事があったんでしょうねぇ、謎だぁ。

pineさんもSHで店員さんとの会話を⾒た記憶がありますか︕（笑）
 ガーベラが映るシーンも、サレヤ広場でアップで撮影した映像を

 カットインさせただけって可能性もありますね、それじゃ困るんだけど（笑）。

Re:当たれば間違いなく、⼤ネタ︕︕
5969 選択 チョコレート 2011-03-02 17:33:16 返信 報告

 
所⻑さん、ロケ地探し中毒症の皆さん（笑わない）、こんにちは︕ぎゃははは。笑っちゃった。

所⻑さん、「Del Mar Bl」の場所を教えてくださってありがとうございました︕
私がうろついていた付近と同じでした(苦笑)。

 ずいぶんうろついて･･･もしホントだったら不審者扱いされそうな感じでしたけど、あまりにロスから離れていて、「どう
してこんなところに︖︖」と思って、不安になっていたところでした(笑)。

> ただ近くに「ヒルトンホテル」と「ホテルシェラトン」があるので、 
 > その周辺も含めて少し範囲を広げて捜索する価値はあるかと。 

https://bbsee.info/newbbs/id/5778.html?edt=on&rid=5966
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=5966
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/95c8f422f9c3308d391cbcefae21d5ad.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/5778.html?edt=on&rid=5969
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=5969


 なるほど････。でも、所⻑さんが書いていらした、泉⽔さんだったら泊まりたいというホテル「ロウズホテル」︖の⽅が
絶対、泉⽔さん好みですよねぇ(笑)。

 ロスに来て、わざわざここに泊まる意味がわかりません(苦笑)。何があってここへわざわざ･･･︖︖なぞだぁ〜。

Re:中ネタ︖（笑）
5972 選択 stray 2011-03-02 19:41:48 返信 報告

ドルちゃんのＮＹ⼟産に突っ込み⼊れるの忘れてました︕（笑）

これって、ＮＹの本物の歩⾏者⽤信号だよね︕
 重くて、超座り⼼地悪そうだけど（笑）、欲しいなぁ。

 市販品︖

> でもどちらにもゴッホっぽいヒマワリも映るし・・。分かんにゃい︕ 
 ゴッホっぽいヒマワリこそカットイン映像っぽいよね（笑）。

> 意味ありげだとしたら、どっち〜︕︖(笑) 
 分かんにゃい︕（笑）

 

Re:当たれば間違いなく、⼤ネタ︕︕
5974 選択 stray 2011-03-02 19:47:37 返信 報告

チョコさん、こんばんは︕

ストビューは、マウスクリックで進むの疲れますよねぇ。
 範囲を指定してやると、勝⼿に徘徊してくれる機能を付けてほしいです（笑）。

> なるほど････。でも、所⻑さんが書いていらした、泉⽔さんだったら泊まりたいというホテル「ロウズホテル」︖の⽅
が絶対、泉⽔さん好みですよねぇ(笑)。 

 それよりも、あの格好で違和感ない場所を考えるべきなのかも。
 ベニスビーチならぜんぜん違和感ありませんが、ロウズサンタモニカビーチホテルで

 （⻑いのでロウズホテルでいいです（笑））
 あの格好で出⼊りするのは勇気がいるかと（笑）。
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> ロスに来て、わざわざここに泊まる意味がわかりません(苦笑)。何があってここへわざわざ･･･︖︖なぞだぁ〜。 
さっぱり分かんにゃいですね（笑）。

Re:当たれば間違いなく、⼤ネタ︕︕
5977 選択 goro 2011-03-02 22:22:45 返信 報告

strayさん pineさん チョコレートさん ドルチェさん こんばんは

パサデナの辺りを散策︖しましたが、⾒当たりませんね〜(笑)
 パサデナは15年前の地球の歩き⽅によると古くからの⾼級住宅街で⽇本⼈なども多く住んでいるようです。また⼤学や美

術館も多いアカデミックな街とのことです。
 私の記憶によれば、⾞でダウンタウンからエルミラージに⾏く時にカーナビで検索すると、よくパサデナフリーウェイが

引っかかりこの道路を使うこともあります。
 パサデナからだったらエルミラージまで1時間ちょっとで着きそうな距離ですが、ロサンゼルスは広いから解りませんね

〜。

ニューヨークの信号機チェアーって、売っているんですか︖(笑)
 ぶら下がり健康器︖みたいなのがあるといいですね〜(笑)

 嬉野温泉の泉⽔さんもプチ発⾒ですね︕

Re:当たれば間違いなく、⼤ネタ︕︕
5978 選択 stray 2011-03-02 22:41:06 返信 報告

goroさん、こんばんは。

⾼級住宅街というのは、このキャプチャでも分かりますよね。
 こんな⾨やシャッター︖は庶⺠に縁がありませんから（笑）。
 なのでパサデナの線も捨てきれないかと・・・

ストビューでパサデナ散策するときのお伴を、別スレに挙げておきます︕

なるほど〜、パサデナを拠点にしてエルミラージにロケハンを敢⾏ですか。
 それもあり得なくないですね。
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Re:当たれば間違いなく、⼤ネタ︕︕
5992 選択 ドルチェ 2011-03-02 23:42:53 返信 報告

ストちゃん、goro:さん、チョコちゃん、pine様、ペケさん、みなさんこんばんは︕

> 「嬉野温 泉⽔」をつけてお肌つるるんぷるるんドルちゃん(笑わない) 
 > 嬉野温泉化粧⽔で綺麗になったらうれし〜の〜（笑わない でも、逃げろε=ε=ε=ε=┏( ・＿・）┛ ） 

 (≧∇≦)ノ＿⼺ ぎゃははは︕ひぃー。(笑わない) みんな⾯⽩くて⼤好きです︕もう結婚したい︕

pine様は逃げちゃダメですよん︕これからジョギングシーンを隈なく探してもらわないといけませんからねぇ〜(笑)
 「IZUMI21」、私も住みたい︕ やっぱり私たちにとって、IZUMIは特別なので反応しちゃうよね(^^)

 それと、あのお部屋の映像ね、⼩物が同じだったから同じ場所だと思って疑いもしてなかったけど、この調⼦だと分かん
にゃいですよね︕

 なんでもアリなBeingだから、⼩物もガーベラもヒマワリもカットイン映像だったりして(笑)

ジョギングシーンは、ホテル周辺もぐるぐるしたけど⾒つけきれませんでした〜。今回は難しいなぁ。
 パサデナを拠点にしてエルミラージか〜︕エルミラージは、パサデナの右側になりますか︖位置関係が・・(汗)

NYのぶら下がり信号機は、英語のサイトだったから良く分からなかったけど本物で売り物みたいでしたよ︕
 あれで、チカチカが「Don't you see!」ってなってたら、ZARDファンが殺到しちゃうよね(笑) 

そう⾔えばなんか、分かんにゃい︕まで流⾏らせていただいてありがとうございます(笑)
 これで今年のZ研流⾏語⼤賞は、ペケさんと私の⼀騎打ちですね︕まだ3⽉だけど(笑) おやすみ〜。

Re:当たれば間違いなく、⼤ネタ︕︕
5995 選択 ペケ 2011-03-03 18:47:08 返信 報告

姉御、皆さん、こんばんは。

> 「IZUMI21」、私も住みたい︕ やっぱり私たちにとって、IZUMIは特別なので反応しちゃうよね(^^)

姉御がもっと住みたくなる家を、所⻑が発⾒されていますよ〜しかもpineさんの近所、引っ越しますか︖（笑）。

http://ww36.com/r6Fl118hn
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> そう⾔えばなんか、分かんにゃい︕まで流⾏らせていただいてありがとうございます(笑) 
> これで今年のZ研流⾏語⼤賞は、ペケさんと私の⼀騎打ちですね︕まだ3⽉だけど(笑) おやすみ〜。

流⾏語⼤賞もお笑い⼤賞も姉御のものでしょう︕ ってZ研にそんな賞ありました︖（笑えない）。

Re:当たれば間違いなく、⼤ネタ︕︕
6002 選択 ドルチェ 2011-03-04 00:27:29 返信 報告

ペケさん、わんばんこ。

> 姉御がもっと住みたくなる家を、所⻑が発⾒されていますよ〜しかもpineさんの近所、引っ越しますか︖（笑）。 
 ⾒てきたけど、⾼⽯市取⽯６丁⽬ってなぁに︖ドルチェというアパート︖教えてちょ︕

> 流⾏語⼤賞もお笑い⼤賞も姉御のものでしょう︕ ってZ研にそんな賞ありました︖（笑えない）。 
 お笑い⼤賞は、主婦の⽅々にお譲りしまーす(笑)

Re:当たれば間違いなく、⼤ネタ︕︕
6003 選択 pine 2011-03-04 11:00:50 返信 報告

ペケさん ドルチェさん こんにちは︕

ペケさん 
 その節はお世話になりました。m(^^)m

 以前、曖昧な書き⽅をしてしまったので、誤解されてしまったようですが、あの場所、そんなにご近所さんではないんで
すョ。

 ⼤阪府レベルだとご近所さんです。（笑）
 バリバリのペーパードライバーなので、どこへでも⾃転⾞で⾏きますが、チョット頑張った⾃転⾞圏ですね。(^-^)

ドルチェさん 
 >お笑い⼤賞は、主婦の⽅々にお譲りしまーす(笑) 

 あら︕譲ってくれるのぉ〜︖（笑）
 じゃあ、チョコさんと⼀騎打ち︕︖分かんにゃい︕（笑わない）
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Re:当たれば間違いなく、⼤ネタ︕︕
6004 選択 チョコレート 2011-03-04 12:11:31 返信 報告

ドルちゃん、ペケさん、pineさん、皆さん、こんにちは︕

> >お笑い⼤賞は、主婦の⽅々にお譲りしまーす(笑) 
 > あら︕譲ってくれるのぉ〜︖（笑） 

 > じゃあ、チョコさんと⼀騎打ち︕︖分かんにゃい︕（笑わない）

ぎゃははは︕主婦の⽅々って･･･私じゃないですねぇ(苦笑)。pineさん、⼈違いですよ︕
 pineさんと･･･sakiさん︕︕(笑わない)納得︖。

ところで、ドルちゃんご質問の⾼⽯市取⽯６丁⽬ですが･･･
 以前、泉⽔さんの芸名由来についての考察のときに出てきた看板のことかな︖(#4464)

 私もこの看板を⾒て、ちょっとだけ憧れました〜。

Re:当たれば間違いなく、⼤ネタ︕︕
6012 選択 ペケ 2011-03-04 18:45:58 返信 報告

姉御、pineさん、チョコさん、皆さん、こんばんは。

姉御、要らん事⾔いのペケが、坂井泉⽔さんの名前の由来を、堺和泉とした（ギャグ的）事が元でして、その周辺で所⻑
がドルチェって建物を発⾒されたので・・・（笑って）。

pineさん、もっと早く答えが出せれば良かったのですが（笑わない）。早とちりなもので、勝⼿にご近所にしてしまった
ようで（ここは笑う）申し訳ないです（ぺこり）。

チョコさん、写真⼊のご説明ありがとうございます（笑わない）。
 

Re:当たれば間違いなく、⼤ネタ︕︕
6013 選択 stray 2011-03-04 19:05:51 返信 報告

ドルちゃん、pineさん、チョコさん、ペケさん、こんばんは。
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どのスレだったか、探すの⾯倒くさいので忘れたことにしますが（笑）、
⼤阪でドルちゃんが、アパートを２軒経営しているのを発⾒したんでしたっけ︖（笑）

⾚ピンは、チョコさんが貼ってくれた看板がある場所です。

Re:当たれば間違いなく、⼤ネタ︕︕
6016 選択 ドルチェ 2011-03-04 19:28:51 返信 報告

ストちゃん、pineさん、チョコちゃん、ペケさん、みなさんこんばんは︕

pineさん︕
 お笑い⼤賞は、pineさんとチョコちゃんとsakiちゃん(元気してるかな〜︖)で争ってください︕(^^) 

 私もホントは仲間に⼊りたいけど、超マジメで⾯⽩みがない⼈間なのでムリだもんなぁ(真顔)

チョコちゃ〜ん。
 ⾼⽯市取⽯６丁⽬のこと教えてくれてありがと︕︕

 これ、スゴイね〜〜︕︕ ここ是⾮とも住みたいです︕ 
 ちゃっかりドルちゃん経営のアパートがあるんですね(笑) 

 な〜んか、いつも泉⽔さんのそばにはドルチェがいるような・・我ながらいいHNをつけたなぁ(^^)

ペケさん︕
 チョコちゃんが先に教えてくれたので、ばっちり分かりました︕ありがとねん♪ｆ

最初ぐるぐるストビューしなかったので︖︖だったけど、今⾒てきたらちゃんと「堺和泉」看板も分かりました〜(^^)

ちょっと今⽇は、夜のお誘い♥があるのでお出かけしてきまーす︕ ちゃおちゃお♪

Re:当たれば間違いなく、⼤ネタ︕︕
6021 選択 ペケ 2011-03-04 21:42:43 返信 報告

姉御、再びこんばんは。
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> ちょっと今⽇は、夜のお誘い♥があるのでお出かけしてきまーす︕ ちゃおちゃお♪

姉御には、⼀⾜先に春が来たようで安⼼しました（喜）。最近のテンションの⾼さの謎が解けましたね（笑わない）。
 

Re:当たれば間違いなく、⼤ネタ︕︕
6023 選択 stray 2011-03-04 21:46:25 返信 報告

ぎゃはは︕（笑）

冬眠するはずだった⼈が、やけにテンション⾼いと思ったら・・・（笑）

私のところは昨⽇から真冬に戻って、⼤雪ですっごいことになってるんですけど（笑）。
 

秋川雅史
8341 選択 ⽥中恵⼦ 2011-08-25 21:25:54 返信 報告

こんにちは２４時間テレビ出られたのにたかったです恵⼦より
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