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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

DAIさん ロケ地発⾒︕
8068 選択 stray 2011-08-07 11:48:25 返信 報告

皆さんこんにちは。

ロンドン滞在中のDAIさんから、早速ロケ地レポが届きました︕

早くもこの場所を発⾒してくれましたよ〜︕

階段の壊れ⽅がもっとひどくなってますが（笑）、間違いなしです。
 15年間も放っておくかね、⽇本では考えられませんね（笑）。

Re:DAIさん ロケ地発⾒︕
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8069 選択 stray 2011-08-07 11:51:43 返信 報告

エンバンクメント駅の近くにあるスフィンクス像の裏側に、
 テムズ川に降りる階段があるようです。

Re:DAIさん ロケ地発⾒︕
8070 選択 stray 2011-08-07 11:58:35 返信 報告

※訂正（8/9） スフィンクスの位置が間違っています。
  正しくは[8092]をどうぞ。

 
 ⾚い公衆電話（⾚ピン）の近く、橋を挟んで反対側（⻩⾊ピン）です。

goroさん︕
 このスフィンクスはご記憶にありますか︖

DAiさん︕
 この階段の⼀番下、川べりに泉⽔さんが佇む映像がWBMfで流れたんです。

 おそらく南側の桟橋︖（⻘ピン）から撮影されたものです。
 DVDにも収録されるはずなので、そのショットも是⾮お願いします︕（笑）

Re:DAIさん ロケ地発⾒︕
8074 選択 goro 2011-08-07 21:18:27 返信 報告

strayさん DAIさん こんばんわ
 お久しぶりです︕

DAIさんはロンドン滞在中ですか︕ 楽しんできて下さいね︕
 ロンドン北部で暴動︖が起こっているようですので、巻き込まれないように気を付けて下さい。
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早くもあの階段が発⾒できましたか︕
エンバンクメント駅周辺は電話ボックスやハンガーフォード橋を歩くシーンや、柵にたたずむシーンがあり、更には今回
の発⾒もあり、ロケ地が固まっていますね。

残念ながら、スフィンクスの周辺は歩いたと思いますが、あの頃は全くのノーマークだったので、記憶にありません
(笑)。

いや〜、また１つロケ地が⾒つかって嬉しいものです。

Re:DAIさん ロケ地発⾒︕
8078 選択 stray 2011-08-08 12:27:36 返信 報告

goroさん、こんにちは、お久しぶりです。

ノーマーク・・・そうですよね、確かに（笑）。
 スフィンクスがなぜロンドンに鎮座しているのか知りませんが（笑）

 あの階段がそのまま残っているとは感慨深いですよねぇ。
 上から5段⽬に、泉⽔さんのお尻のぬくもりが残ってるはずありませんが（笑）

 成り切りショット撮影にはもってこいのロケ地ですよね︕
 goroさん、またまた⾏きたくなったりして（笑）

Re:DAIさん ロケ地発⾒︕
8089 選択 pine 2011-08-09 09:31:01 返信 報告

所⻑さん DAIさん goroさん みなさん こんばんは︕

DAIさんは今、ロンドン滞在中ですか︕
 そして、あの階段を発⾒されたんですね︕壊れているところもそのまま残っているのがちょっ

と驚きですが、嬉しいですね。(^^)

早速、ストビュー散歩に出かけてみましたが、所⻑さん、#8070の場所、違ってません︖
 ⻩ピンの所にスフィンクスがいませんよ〜。（苦笑）

 #8069のスフィンクスの右側に⾼架橋があるので、橋の北側︖と思って北上したら、電話ボックスを少し北に⾏ったとこ
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ろに、鎮座していました。（笑）
ストビューで、上から覗き込んだら階段が⾒えるかな︖と思いましたが、無理ですね。おバカな私…(^^;)

ロンドンにスフィンクスが何故あるのか︖少し調べてみました。
 ２体のスフィンクスの間にあるものは、『クレオパトラのオベリスク（⽅尖塔）』というそうで、１９世紀はじめにエジ

プトから運ばれてきたそうです。それを２体のスフィンクスが守っているわけですね。

こちらのサイトに、遠⽬ですが、同じ⽅向からの写真がありました。
 http://cont4.mech.usp.ac.jp/~minagawa/uk/London-HP/hp16-easterthames/easternthames.htm

 階段を下りたらそのままテムズ川に⼊ってしまいますね。(^^;)

スフィンクス
8090 選択 時代錯誤 2011-08-09 10:22:31 返信 報告

＞２体のスフィンクスの間にあるものは、『クレオパトラのオベリスク（⽅尖塔）』というそうで、１９世紀はじめにエ
ジプトから運ばれてきたそうです。

エジプトから盗んで運んだものです。
 これも含めて、エジプトから返還要求がなされていますが、「⼤英帝国」主義は、無視しています。

 

Re:DAIさん ロケ地発⾒︕
8091 選択 stray 2011-08-09 12:01:45 返信 報告

pineさん、こんにちは︕

あらま、スフィンクスの位置、間違ってましたか。
 DAIさん、goroさん、ごめんちゃい（笑）。

ストビューで⾒ると、オベリスクの両側にスフィンクスが鎮座してますね︕

> ロンドンにスフィンクスが何故あるのか︖少し調べてみました。 
 > ２体のスフィンクスの間にあるものは、『クレオパトラのオベリスク（⽅尖塔）』というそうで、１９世紀はじめにエ

ジプトから運ばれてきたそうです。それを２体のスフィンクスが守っているわけですね。
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なるほど、オベリスクはパリのコンコルド広場や、NYにもありますが
ロンドンにも有ったんですねぇ、知りませんでした。

 ↓のサイトに「世界のオベリスク」詳細が書かれています。
 http://highskyblue.web.fc2.com/obelisk_j.htm#alllist
 http://highskyblue.web.fc2.com/london_j.htm

時代錯誤さんが書かれているのはエジプト政府の主張かと思いますが、
 絵画や⾻董品と違って簡単に盗める代物じゃないので、

 ”あげると⾔った・⾔わない”の⽔掛け論になってしまうのでしょう。
 

Re:DAIさん ロケ地発⾒︕
8092 選択 stray 2011-08-09 12:04:56 返信 報告

ということで、[8070]は間違っていますので、訂正します。

⻩⾊ピン︓スフィンクス
 ⾚ピン︓⾚い公衆電話

Re:DAIさん ロケ地発⾒︕
8093 選択 stray 2011-08-09 12:10:09 返信 報告

でへへ、私のところはもうDVDが届いちゃったので（笑）、
 WBMf2011「My Baby Grand 〜ぬくもりが欲しくて〜 」で流れた

 シーンを早速キャプしてみました︕

「川べりに佇んでいる」というのは私の記憶違いで、
 [8068]と同じ段に座っている映像でした。
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この映像および[8068]は、どこから撮影したのでしょ︖（笑）
映像のほうは、エンバンクメント⽔上駅から望遠で撮ったとして、

 [8068]はカメラマンどこに居たの︖（笑）

Re:DAIさん ロケ地発⾒︕
8099 選択 goro 2011-08-09 21:21:35 返信 報告

strayさん pineさん こんばんわ

場所が若⼲ずれていたようですね(笑)
 泉⽔さんの電話ボックスから少し北にあるようですね。

 確かに、船に乗って撮影したんですかね︖

あの階段に是⾮とも座ってみたいですね。
 まさに 〜ぬくもりが欲しくて〜 ですね︕

Re:DAIさん ロケ地発⾒︕
8173 選択 DAI 2011-08-14 01:37:45 返信 報告

皆さん、こんばんは︕

> [8068]はカメラマンどこに居たの︖（笑） 
 今⽇Embankment付近に⽴ち寄ったので、調べてきました

 すると意外にも答えは単純で、添付画像の⾚丸地点で撮影したのだと思われます

Re:DAIさん ロケ地発⾒︕
8174 選択 DAI 2011-08-14 01:42:23 返信 報告

⾚丸地点からズーム撮影（画質が酷くてスイマセン）した画像との⽐較です。
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goroさん
> あの階段に是⾮とも座ってみたいですね。 

 > まさに 〜ぬくもりが欲しくて〜 ですね︕ 
 テムズ川は潮の満ち引きの差が激しく、この画像を⾒ても分かるように、泉⽔さんが座っていた

段は満潮になると⽔没します（笑）
 引いた後もしばらくはベトベトしてるので、タイミングを間違えると替えのズボンが必要になっ

てしまいます（笑）
 なりきり撮影をする際は、気を付けてくださいね︕（笑）

Re:DAIさん ロケ地発⾒︕
8176 選択 goro 2011-08-14 19:41:45 返信 報告

DAIさん strayさん みなさん こんばんは

元気にロンドンを過ごしているようで何よりです。
 暴動の関係で難儀されていると思いますが、⾝の安全を第⼀に、無理をしないで楽しんできて

下さいね。
 昔、過ごされた異国の街を再訪するなんて素敵ですね〜

テムズ川って潮の満ち引きがあるのですか︕ 河⼝でもないのに、不思議です。
確かにあんなに満ちてきたら、ずぶ濡れになりますね︕

[8145]のようにstrayさんが、先⽇発売したＤＶＤでエンジェル駅とユーストン駅の未公開の映像をお伝えしています。
 確か、ユーストン駅では泉⽔さんがベンチに座っているところもおありますね。

この画像は前回ユーストン駅に⾏った時に何気なく、通路を撮りました。⾓度が悪いので、あっているかもわかりません
が・・・。
ユーストン駅は⽇中は⼈が多くて、誘導警備員もいて、撮るのが⼤変だったことを覚えています(笑)。

暴動に巻き込まれないように、気を付けて楽しんできてくださいね︕
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