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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

江ノ島捜査速報（笑）
8479 選択 stray 2011-09-10 17:45:54 返信 報告

皆さんこんにちは。

今⽇の午前中、江ノ島のロケ地捜査に⾏ってきました。
 無事といえば無事ですが、暑くて暑くて死にそうでした（笑）。

詳細は帰ってからお伝えしますが、やはりＡＬ「もう探さない」ブックレット
 のロケ地[8378]は江ノ島でした。

Re:江ノ島捜査速報
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8480 選択 stray 2011-09-10 20:55:06 返信 報告

今⽇の仕事が終わりました。飲むのが仕事なんですけど(笑)。

始発の新宿湘南ラインで⼤宮を出発。
 朝６時前だというのに、⼤宮駅はまとわりつくような湿気が。

 カニフォルニアの澄んだ空気の下で⽣きている私にはこの時点で嫌な予感（笑）。

それでも⼤船までは快適な電⾞の旅。
 ⼤船で江ノ島⾏のバスに乗り換えて、朝８時には江ノ島に着きました。

これが江ノ島かぁ、別にどうってことない島だけどなぁ（笑）。
 

Re:江ノ島捜査速報
8481 選択 stray 2011-09-10 20:59:45 返信 報告

朝早いので⼈出はまばら。
 でも暑いです。強烈な⽇差しと湿気。

神奈川⼥性センターの裏⼿に辿りついたこころで、すでに滝汗（笑）。

最初に⽬に⼊った⼩さな洞窟。これが例の洞窟なら写真撮って
 早々に帰ろうかと思いましたが、そうはいきませんでした（笑）。

Re:江ノ島捜査速報
8482 選択 stray 2011-09-10 21:01:46 返信 報告

防波堤の階段を下って海岸へ。

な、なんと、海⽔がひたひたで⽪靴では歩けましぇ〜ん︕︕（笑）
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Re:江ノ島捜査速報
8483 選択 stray 2011-09-10 21:03:12 返信 報告

しょうがないので、商店街に戻ってサンダルを購⼊（笑）。

Re:江ノ島捜査速報
8484 選択 stray 2011-09-10 21:05:57 返信 報告

靴を脱いで、サンダルに履き替えて、いざ捜査へ︕（笑）

ちなみに、私の⾜は泉⽔さんと⼀緒（ここ強調︕）で
 ギリシャ型です（ここ⾃慢）（笑）。

Re:江ノ島捜査速報
8485 選択 stray 2011-09-10 21:10:13 返信 報告

で、いきなり、バンドメンバー勢ぞろいの洞窟が⽬の前に現れます。

洞窟までの距離50mくらいありますが、⾒た瞬間、ここだと分かりました。
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Re:江ノ島捜査速報
8486 選択 stray 2011-09-10 21:14:33 返信 報告

私のカメラは広⾓28mmなので、近づくとこんな写真しか撮れませんが、
 ブックレットの写真はもっと近づいてさらに広⾓で、下から撮っているようです。[8479]

Re:江ノ島捜査速報
8487 選択 stray 2011-09-10 21:27:25 返信 報告

その先に広がる光景がこれ。

⽳が空いた岩はここしかなかったです
 ロケーションはほぼ⼀致しますが、泉⽔さんがもたれかかっている

 ⼿前の⼤きな岩は両⽅とも存在しませんでした。
 20年の歳⽉が経っているので、海へ転がっていってしまったかも知れません（笑）。

Re:江ノ島捜査速報
8489 選択 stray 2011-09-10 21:39:37 返信 報告

さらに奥に進むとこんな光景。

今⽇は波は⾼かったのですが、⼲潮時なのでこの程度で済んでます。
 私の⽴ち位置の後ろは荒波です（笑）。
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Re:江ノ島捜査速報
8490 選択 アネ研 2011-09-10 21:49:15 返信 報告

こんばんは、所⻑、みなさん

お疲れ様です。
 予想どうりだったんですね。

 おめでとうございます。
 それも、サンダルまで買っての捜査なんて、なかなか、ないですね。（笑）

 しかし、20年もたつと、あんなにデカイ岩も無くなってしまうんですね。驚きです。
 

Re:江ノ島捜査速報
8491 選択 stray 2011-09-10 21:49:48 返信 報告

前に Google Map で推定したとおりのアングルで撮ってきましたが、
 奥の⼤きな岩の形も違うし、なんとなく違うような気もします（笑）。
 20年経ってますので浸⾷が進んだと考えるべきでしょう。

この頃になると、滝のような汗がパンツを濡らして全⾝ぐっちゃぐちゃ（笑）。
 早く戻りたい⼀⼼なので、捜査にまったく気合いが⼊ってません（笑）。

Re:江ノ島捜査速報
8492 選択 stray 2011-09-10 21:58:06 返信 報告

これ以上奥に進む気⼒もなく、サンダルのまま江ノ島商店街に戻って（笑）、
 観光案内所で「⾵呂に⼊れるところないですか︖」と聞いたら

 「スパならある」という返事。

江ノ島スパで汗を流して（⼊場料2,600円︕、お⾵呂からの景⾊は絶景です︕）、
 http://www.enospa.jp/
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午後から脱⽔状態で仕事してきました（笑）。

以上、報告おわり。
 

Re:江ノ島捜査速報
8493 選択 stray 2011-09-10 22:04:52 返信 報告

アネ研さん、こんばんは。

⾏ってきましたよ、江ノ島(笑)。
 夏の屋外捜査は⽌めましょう、死と隣り合わせです(笑)。

どうしても⾏きたいときは(笑)、潮の⼲満を調べて、⻑靴持参で⾏って下さい。
 [8481]の駐⾞場（ヨットハーバーの最奥、630円）に⽌めれば楽です。

波による浸⾷は想像以上にすごいです。
 ⽩杭＆チェーンは「落⽯注意」によるものなので、[8491]の⼭際は

 落⽯によって当時とすっかり景⾊が違っているのかも知れません。

でも、ほぼ机上捜査どおりだったので満⾜です(笑)。

Re:江ノ島捜査速報
8494 選択 noritama 2011-09-11 01:20:09 返信 報告

strayさん こんばんは︕︕

わぁ〜（喜）︕︕︕ 所⻑直々のロケ地捜査、ご苦労様です︕︕
 ⼤宮からロケ地︖何処だろう︖って思っていましたが､江ノ島とは（^^）

 使う機会が無い路線なので気づきませんでしたが、⼤宮から湘南ラインって便利なのがありましたね。朝8時着とは早︕
(笑)

>無事といえば無事ですが、暑くて暑くて死にそうでした（笑） 
 >夏の屋外捜査は⽌めましょう、死と隣り合わせです(笑)。 

 今年は8⽉中旬から猛暑でなく夏らしくない感じでしたが､
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今⽇（もう昨⽇か（^^;)は蒸し暑いうえに､快晴でしたから、、10⽉に⼊るといい感じなのですが、、、⼤変お疲れ様で
したm（_ _）m

[8479] [8487] 写真ばっちりですね︕⼀致して良かった〜（嬉︕）

>私の⽴ち位置の後ろは荒波です（笑）。 
 東映のタイトルのような感じですね（笑）波⾳がするたびにドキドキでしたか︖(^^;

>[[ID:8491]]の⼭際は落⽯によって当時とすっかり景⾊が違っているのかも知れません。 
 岩盤と違って、岩は荒波で持ってかれるでしょうね。浸⾷の変化はしかたがないですが､[8479] [8487]の場所の雰囲気が

残っていてくれて良かった（喜）︕︕
 

Re:江ノ島捜査速報（笑）
8496 選択 goro 2011-09-11 20:42:59 返信 報告

strayさん みなさん こんばんは

江ノ島ですか〜。⼟曜⽇は秋にもかかわらず、かなりあつかったので、⼤変な捜査だったようですね。
 お疲れ様です。でも、暑い⽇には海に浸りたいですね〜(笑)

 しかしながら、場所が特定できて良かったですね。２０年の浸⾷って歴史を感じますね。
 しかし、この場所、よく⾒つけましたね。どのように推理したのでしょうか︖

 江ノ島って解るだけでもすごいです。
 

Re:江ノ島捜査速報（笑）
8498 選択 stray 2011-09-11 21:17:20 返信 報告

noritamaさん、goroさん、こんばんは︕

noritamaさん
 江の島の磯場は、波が岩にぶつかって派⼿に砕け散る、

 東映映画のタイトルそっくりでした（笑）。
 背中から波を被るんじゃないかとヒヤヒヤものでしたよ。

https://bbsee.info/newbbs/id8479.html
https://bbsee.info/newbbs/id8487.html
https://bbsee.info/newbbs/id8479.html
https://bbsee.info/newbbs/id8487.html
https://bbsee.info/newbbs/id/8479.html?edt=on&rid=8496
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=8496
https://bbsee.info/newbbs/id/8479.html?edt=on&rid=8498
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=8498


goroさん
発⾒の経緯は[8362]に書いたのがすべてで、

 今回もnorotamaさんのお⼿柄です。候補地が⾒つかれば、
 ネットで徹底的に画像を探すのはお⼿のものなので（笑）。

Re:江ノ島捜査速報（笑）
8501 選択 pine 2011-09-12 10:24:12 返信 報告

所⻑さん みなさん こんにちは︕

最近、ロケ地が次々と⾒つかっているので、どこだろう︖と思っていましたが江ノ島へ⾏かれたんですね︕
 熱中症と荒波の危険と背中合わせのロケ地捜査、お疲れ様でした︕

 ４周年をお祝いしたばかりなので、無事に戻られて良かったです。(笑)

所⻑さんとnoritamaさんの事前調査は、「凄い︕」としか⾔いようがなかったですから、現場と⼀致して何よりです。(^
-^)

 それにしても、あんな⼤きな岩も流されてしまうんですね。
 ⾃然の威⼒と、20年の⽉⽇の流れを感じますね。
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