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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

⿇布⼗番 再考
9134 選択 pine 2011-11-08 13:59:57 返信 報告

所⻑さん みなさん こんにちは︕

「近いうちに」が遅くなってしまいました。(汗)
 不完全燃焼のリベンジ仮説です。（笑）

何のリベンジか･･･というと、⿇布⼗番の「巨⼤わらじ」です。（笑）（Z研-Portfolio 2009-No.66⿇布
⼗番パティオ ブラストちゃん[1669]）

 リベンジと⾔っても、PV映像だけからでは、場所の特定は難しいので、あくまでも「仮定」です。(^
^;)
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以前、「だんだん畑」さんで、道路側から⼿摺を背に撮ったものではないかと書いたのですが[1759]、あえなく却下されてしまい
ました。(><)[1754]

 それでも何とな〜くだんだん畑さんに後ろ髪をひかれ続けておりました。

その後、いつだったか忘れましたが、「ぴったんこカンカン」で宮根アナがゲストの時に、「だんだん畑」さんが⼊っているビル
からのロケがあり、

 この⼿摺が地下へ降りる階段の⼿摺であることがわかりました。（階段だということに気づいていないのは私だけだったのかも知
れませんが(^^;)）

 階段ならばっ︕他のアングルが考えられるのでは︕︖
 

Re:⿇布⼗番 再考
9135 選択 pine 2011-11-08 14:01:15 返信 報告

画像は、おそらく2007年以降に撮られたものだと思いますが、⼿摺の右隅に巨⼤わらじと似た
ような植物が置かれています。（⾚⽮印）

Re:⿇布⼗番 再考
9136 選択 pine 2011-11-08 14:04:24 返信 報告

⿇布⼗番ロケ時にも同じ場所に巨⼤わらじがあったとして、泉⽔さんは階段の上、もしくは数
段降りたところに⽴たれていて（⻘印）、

 階段の上から⽮印の⽅向に、お得意の(笑)望遠で撮影されたのではないでしょうか︖
 （緑印は巨⼤わらじ）

背景の⻩⾊がのっぺりとしていることが気になりますが、⼣暮れ空︖こんな⾊の⼣暮れ空の時
もありますね。(^^;)
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このアングルで撮って、背景に空がくるかどうかは現場に⾏かないことにはわかりませんが、映像のようになりえるか
も･･･。

Re:⿇布⼗番 再考
9137 選択 pine 2011-11-08 14:05:48 返信 報告

⼿摺も上下２段になっているようなので、ここじゃないかと思うんですが･･･。
あくまでも私⾒ですが、いかがでしょう･･･︖(^^;)

♪WBM-f 「DANDAN⼼魅かれてく」
9138 選択 pine 2011-11-08 14:06:59 返信 報告

WBM-fの「DANDAN⼼魅かれてく」も⿇布⼗番ロケですね。
 「♪DANDAN⼼魅かれてく その眩しい笑顔に」ってとこで、泉⽔さんが微笑んで振り向くシー

ン。
 歌詞と映像がぴったりで、この曲のために撮られたんじゃないかって思ってしまいます。(^-^)

Re:♪WBM-f 「DANDAN⼼魅かれてく」
9139 選択 pine 2011-11-08 14:07:37 返信 報告

左の(WBM-F)このオレンジ⾊の棒（柱）はBLEND-ⅡのPV(右)のこれと同じもののよ
うですね。

 泉⽔さんの⼿前に映っていた⿊いものは、⾃転⾞のハンドルでした。（苦笑）

場所は、後ろに映っている⾞が後ろ向き、道路の右側にも後ろ向きで⾞が⽌まっている
ことから、⼀⽅通⾏の道路︖
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更に、泉⽔さんが何かに座られていることから、パティオ脇の歩道ではないかと思います。
（下の地図で[9140]、ピンク丸から⽮印の⽅向へ歩いている）

Re:♪WBM-f 「DANDAN⼼魅かれてく」
9140 選択 pine 2011-11-08 14:09:13 返信 報告

既にお気づきの⽅もいらっしゃるかと思いますが、公衆電話のシーンは、この⼀⾓（⾚
線で囲った部分）ですね。住所が映っています（⾚線）。

 残念ながら、公衆電話は取り払われていて残っていませんね。(><)
 残っていたら、「もしもし」したかったな〜（笑）

蛇⾜ですが、緑印が「だんだん畑」、⻘印が「VAスタジオ」です。

Re:♪WBM-f 「DANDAN⼼魅かれてく」
9141 選択 pine 2011-11-08 14:10:05 返信 報告

これは⼀の橋のあたり︖

Re:♪WBM-f 「DANDAN⼼魅かれてく」
9142 選択 pine 2011-11-08 14:11:09 返信 報告

さわやか信⾦前のシーンもありますね。楽しそう♪

⿇布⼗番お散歩ロケ、ノーカットで⾒たいですね︕(^-^)
 これに限らず、全ての映像をノーカットで⾒たいわけですが･･･（苦笑）

以上、⿇布⼗番再考でしたっ（笑）
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Re:⿇布⼗番 再考
9143 選択 チョコレート 2011-11-08 15:09:17 返信 報告

pineさん、皆さん、こんにちは〜(笑)。

>不完全燃焼のリベンジ仮説です。（笑） 
 >何のリベンジか･･･というと、⿇布⼗番の「巨⼤わらじ」です。（笑） 

 >（Z研-Portfolio 2009-No.66⿇布⼗番パティオ ブラストちゃん[1669]）

おおっ︕︕不完全燃焼案件とは「巨⼤わらじ」でしたかっ︕(笑)なつかし〜〜〜い。
 すでに、2年も前の議論になるのですね(汗)。時の流れとは早いもので･･･(苦笑)。

 pineさんの「たい焼き⼤発⾒」から始まって、⽩熱しましたね︕︕

地図を⾒ながら、ぐるぐるアースでお散歩しながら、古い商店街の情報も調べながら･･･
 かなり、はまり込んでいましたねぇ。

 それで、「だんだん畑」さんにたどり着いたのですが、結局、机上捜査はそこまでで、それ以上踏み込めずに終わってし
まっていました(笑)。
でも、なんとか突き⽌めたいですよね︕「巨⼤わらじ」の謎︕︕(笑)

WBM2011でも⿇布の映像が出ていましたし、この際、わかっている場所をプロットして、
 地図上にお散歩コースを推定して書いてみたいです(笑)。

 できることなら、その地図を持って、⿇布に散歩に出かけてみたいなぁ〜。
 泉⽔さん、ぱっと⾒た感じでも、結構⻑い距離歩いてますよね〜。

 映像もまだまだたっぷりありそう･･･。

まずは、過去レス（なが〜いですよね(汗))を読み返すことから始めなくちゃ･･･。
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Re:⿇布⼗番 再考
9152 選択 pine 2011-11-09 15:09:54 返信 報告

チョコさん こんにちは︕

>すでに、2年も前の議論になるのですね(汗)。時の流れとは早いもので･･･(苦笑)。 
 >pineさんの「たい焼き⼤発⾒」から始まって、⽩熱しましたね︕︕ 

 つい昨⽇のことのように思えますが、２年も経ってるんですよね。(^^;)
 あの時はWEZARDに邪魔されましたが（苦笑）、皆さん何度も⿇布へ⾜を運んで下さったり、かなりマニアックな議論で

したね。
 でも、楽しかった〜(^^)

>WBM2011でも⿇布の映像が出ていましたし、この際、わかっている場所をプロットして、 
 >地図上にお散歩コースを推定して書いてみたいです(笑)。 

 >できることなら、その地図を持って、⿇布に散歩に出かけてみたいなぁ〜。 
 「ブラいずみ－⿇布⼗番編」ですね︕私も欲しいです。（笑）

 でも、場所が確定している所はパティオとさわやか信⾦前だけですね。（汗）

今⽇のお昼、NHKの「ひるブラ」が、⿇布⼗番からの中継でした。
 ⼿掛かりになりそうなものは何もなかったけど、浪花屋さんのたいやき、おいしそうでした〜。(^^)

Re:⿇布⼗番 再考
9154 選択 stray 2011-11-09 17:36:17 返信 報告

pineさん、こんにちは。

pineさんの不完全燃焼案件は「⼤わらじ」でしたか（笑）。
 未解決案件はスレが⻑〜いので、読み返すだけでも疲れますね（笑）。

 このネタ、もう２年も経つんですか・・・早っ︕

２年前、どうやら私は勘違いをしていたようです。
 [9136]の構図で、泉⽔さんが道路を背にして⽴っていたとしたら

 pineさんの推理で間違いなさそうです。⼿摺のポールが２本写っているのが何よりの証拠。
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ここに階段があるとは知りませんでした（笑）。
でも「⼤わらじ」より泉⽔さんの頭のほうが⾼いので、

 泉⽔さんの位置はは階段の⼀番上（地上と同じ）でしょうね。

パティオの両脇の道路はたしかに⼀通ですが、あの辺は⼀通が多いので
 [9139]をパティオ付近と断定するには材料不⾜です。

 左上に写っている「⾚い柱︖」（[9138]の⾚い柱と同じか︖）がカギですね。

公衆電話の位置はまったく気づいてませんでした。⽼眼なのでそんな細かい字は⾒えない（笑）。
 「ブラいずみ－⿇布⼗番編」マップ・・・いいですねぇ。

 それを⽚⼿に、泉⽔さんと同じルートをブラってみたいです（笑）。

Re:⿇布⼗番 再考
9163 選択 pine 2011-11-10 09:35:08 返信 報告

所⻑さん おはようございます。

>２年前、どうやら私は勘違いをしていたようです。 
 ええっ︕︖(*ﾟДﾟ*) （笑）

>[9136]の構図で、泉⽔さんが道路を背にして⽴っていたとしたら 
 >pineさんの推理で間違いなさそうです。⼿摺のポールが２本写っているのが何よりの証拠。 

 >ここに階段があるとは知りませんでした（笑）。 
 階段があるとは思いもしませんでしたよね。宮根さんに感謝しなきゃ（笑）

 チョコさんイチ押しの「だんだん畑」さんで間違いなさそうですね︕(^-^)
 ２年間温めていた（単に忘れていただけ（汗））甲斐がありました。（笑）

>泉⽔さんの位置はは階段の⼀番上（地上と同じ）でしょうね。 
右を向いているので、ショーウィンドウの中のお花を⾒ているのかな︖(^^)

>左上に写っている「⾚い柱︖」（[9138]の⾚い柱と同じか︖）がカギですね。 
 画像では柱に⾒えますが、「幟」です。映像で⾒ると、はためいています。

 

Re:⿇布⼗番 再考
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9164 選択 noritama 2011-11-10 12:00:09 返信 報告

pineさん こんにちは

不完全燃焼案件は、やはり⿇布⼗番でしたか(^^)
 でも、"信⾦"の件かとおもいきや"巨⼤わらじ"とは思いませんでした（笑）

 1ヶ⽉位前に、広尾の中央図書館から気が向いたので(^^;)トボトボ夜の⾼級住宅地域を寂しく歩いて、、⿇布⼗番⽅⾯
へ。地図もなく何処に出るかと思ったらパティオ坂の上に出ました（笑）

 パティオ案件ポイントが全く頭に⼊ってなかったのと（笑）、夜9時過ぎだったので、VAスタジオってあの辺かなって横
⽬にパティオ内抜けて、後ろ髪ひかれながら地下鉄駅へ（笑）

 また、⾏ってみようかな。のりたまには、こしあんが⼊っているそうなので（笑）浪花家の鯛焼き⾷べに（^^)

[8508]VAスタジオの写真は､このパティオの「ブラいずみ－⿇布⼗番編」と同じ時期かもしれませんね。

Re:⿇布⼗番 再考
9165 選択 pine 2011-11-10 14:37:54 返信 報告

noritamaさん こんにちは︕

noritamaさんの予想通り（︖）⿇布⼗番でした。（苦笑）
 >でも、"信⾦"の件かとおもいきや"巨⼤わらじ"とは思いませんでした（笑） 

 信⾦も未解決でしたね。あのグリーンのラインは如何に︕︖（笑）

>また、⾏ってみようかな。のりたまには、こしあんが⼊っているそうなので（笑）浪花家の鯛焼き⾷べに（^^) 
 いいですね︕是⾮、パティオのベンチで、なりきって⾷べて来て下さい。（笑）

私も「ちょっと浪花家まで鯛焼き買いに⾏ってくるね︕」って、⾏きたいです。（^^;）

>[8508]VAスタジオの写真は､このパティオの「ブラいずみ－⿇布⼗番編」と同じ時期かもしれませんね。 
 もし、[8508]と[8509]が同じ時に撮られたのだとすると、1993年ということになります。

 「ブラいずみ」は前回の捜査で、2001年〜2002年頃︖ということだったので、違う時期のような気がしますが･･･。

Re:⿇布⼗番 再考
9790 選択 noritama 2012-01-24 06:23:07 返信 報告

https://bbsee.info/newbbs/id/9134.html?edt=on&rid=9164
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=9164
https://bbsee.info/newbbs/id8508.html
https://bbsee.info/newbbs/id/9134.html?edt=on&rid=9165
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=9165
https://bbsee.info/newbbs/id8508.html
https://bbsee.info/newbbs/id8508.html
https://bbsee.info/newbbs/id8509.html
https://bbsee.info/newbbs/id/9134.html?edt=on&rid=9790
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=9790


おはようございます｡

何か胸騒ぎがして･･･
 ←パティオからの眺め｡ 

 ん???
 あっ!

Re:⿇布⼗番 再考
9791 選択 noritama 2012-01-24 06:28:36 返信 報告

元銀⾏(信⾦)のビル(関連スレは[1364]〜)が解体されて無くなってしまっていました･･･ 
 ゆかりの地が、またひとつ⾯影を失いました。。

 

Re:⿇布⼗番 再考
9792 選択 noritama 2012-01-24 07:39:00 返信 報告

資料です。
 2002年頃の地図をみつけました。

 上の地図(2002.04発⾏)には、合併前の港信⾦と同栄信⾦が記載されています。また、⿇布⼗番の旧三
和銀⾏店舗が、2002.01.15合併誕⽣のUFJ銀⾏になって記載されています｡

下の地図(残念ながら2002年版としか記載がありませんでした。発⾏⽉は判りません)は、合併後の東
都中央信⾦の記載になっています。

Re:⿇布⼗番 再考
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9793 選択 noritama 2012-01-24 07:57:37 返信 報告

資料その２、だんだん畑の今です(^^)

階段の囲いはガラス+⾦属枠からコンクリートに変わっていました。

Re:⿇布⼗番 再考
9794 選択 noritama 2012-01-24 07:59:56 返信 報告

階段囲いのアップです。

Re:⿇布⼗番 再考
9795 選択 noritama 2012-01-24 08:01:32 返信 報告

2階に上がる階段から撮ってみました(^^)
 

Re:⿇布⼗番 再考
9796 選択 noritama 2012-01-24 08:16:43 返信 報告
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資料その３。
[9141]はこの⾓度でしょうか(^^;)

Re:⿇布⼗番 再考
9797 選択 noritama 2012-01-24 08:32:46 返信 報告

ズームした写真を[9141]のような感じで切り抜いてみました。

⾸都⾼の⾼架脚は、耐震⼯事で⼿前の太い脚が増やされているかもしれませんね･･･
 

Re:⿇布⼗番 再考
9798 選択 noritama 2012-01-24 09:00:07 返信 報告

だんだん畑向かいの"VAスタジオ"です(^^)
 Portfolio2011-No.66か[8508]参照。

 

Re:⿇布⼗番 再考
9800 選択 stray 2012-01-24 12:34:30 返信 報告

noritamaさん、こんにちは。
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さわやか信⾦のビルが取り壊されてしまいましたか・・・
胸騒ぎがしたって、すごい霊感ですね︕（笑）

 すでに写真を沢⼭撮ってますので、無くなってもノープロブレムですが、
 泉⽔さん縁の建物が消滅する度に淋しい気持ちになりますね。

だんだん畑と⼀の橋交差点の検証は後廻しにさせてもらって、
 撮影時期に関して新たな事実を発⾒したので、おもにチョコさん向け（笑）にレスします。

撮影時期についてはチョコさんの説（2002年の春から夏）[1490]が有⼒でしたが、
 ⼤わらじ[9134]の映像は『ZARD BLEND II 』の「Stray love」PVに使われていて、

 http://www.youtube.com/watch?v=swpwjCodAyI（4'25"辺り）
 BLEND II は 2001年11⽉21⽇発売です。しかも、発売当⽇のワイドショーで

 PV映像が流されているので、後出しPVではありません。

パティオ⼗番は 2001年9⽉28⽇〜11⽉17⽇に改修⼯事が⾏われているので、
 11/18か19に撮影して、その⽇のうちに編集しない限り不可能な芸当なのです。

[id:1300]]の鉄枠がピカピカなことから、改修⼯事後の撮影だろうと考えていましたが、
 どうやら抜本的な再検討が必要なようです、どうしましょ︕（笑）

信⾦ドアの緑ライン[1366]から撮影時期を割り出す⽅法は、
 noritamaさんが2002年当時の地図を発⾒して下さいましたが
 港信⾦のドアは⾚ライン２本なので[1398]完全に⾏き詰まりです（笑）。

⿇布⼗番の商⼯組合に聞き取り調査を敢⾏するしか⼿がないかも。
 

Re:⿇布⼗番 再考
9801 選択 noritama 2012-01-24 12:47:19 返信 報告

strayさん こんにちは｡

ごめんなさい｡｡
 ⼀ノ橋のポイント間違えました。

 動画を⾒ていたら､､後ろに⼈が歩いている･･･
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再検討ですm(_ _)m

Re:⿇布⼗番 再考
9802 選択 チョコレート 2012-01-24 14:37:20 返信 報告

所⻑さん、noritamaさん、皆さん、こんにちは︕
 noritamaさんはZARDランチのあとは、⿇布でお散歩だったんですか︖(笑)うらやましいなぁ。

 ええっ︕︕︖(゜ロ゜)さわやか信⾦ビル、取り壊されちゃったんですか︖︕(泣)え〜〜ん、ショッ
ク︕

さらに、所⻑さん、撮影時期推定に新事実︖
 あら〜、2001年11⽉21⽇のワイドショーで⿇布⼗番の映像が流れたと︖

 すると、私の仮説では合わないですね(汗)。振り出しに戻りました(苦笑)。

⿇布⼗番の捜査はすでに2年も前に⽩熱したテーマだったので、記憶が･･･(苦笑)。
 ちょっと記事をさかのぼりながら考え直してみました。

 柵がきれいに塗りなおされていたので、パティオの改修後と考えたのですが･･･分けて考えた⽅が良いのかな(汗)。
 柵の塗りなおしだけならば、いつでもできますから･･･しかし･･･

 やはり、信⽤⾦庫のドアのラインが撮影時期を推定する上では重要ですね。

私も先ほど、家にあった古〜い道路地図(1989年版)に気づき、⿇布を確認してみました。
 取り壊されたさわやか信⾦のあった場所は”港信⾦”。同栄信⾦ではありません。

 港信⾦のドアは⾚ライン2本と判明しています。
 港信⾦は2001年10⽉9⽇に同栄信⾦と合併して、東都中央信⽤⾦庫に変わっています。

 その1年後の2002年10⽉にはさわやか信⾦に変わってしまうので、撮影時期はラインの⾊から、東都中央信⽤⾦庫だった
1年間のどこかということになりますよね︖
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しかも、2001年11⽉21⽇のワイドショーには映像が仕上がっているのであれば、撮影の時期は2001年10⽉9⽇〜11⽉2
0⽇でなければなりません。

 パティオの改修は9⽉28⽇〜11⽉17⽇ですが･･･(汗)。
 全部が⽴ち⼊り禁⽌だった期間はもしかしたら･･･もっと短期間だった可能性も考えられませんか︖

 ⼯事期間って･･･予定の期間よりも⻑くなることはなくて、短くなることの⽅が多い気がするチョコです(苦笑)。
 もし、パティオの改修が早く仕上がっていれば、ピカピカのパティオでのたい焼きは、おいしかったに違いありません

(笑)。
 まったくの推定ですけど･･･(⼤汗)。

やはり、現地の聞き込みが必要かと･･･。
 誰か、さわやか信⾦ビル前の⽼舗お蕎⻨屋さん「永坂更科 布屋太兵衛」さんに、お蕎⻨⾷べがてら聞き込みしてきてく

れないかしらん︖︖(笑)

Re:⿇布⼗番 再考
9803 選択 pine 2012-01-24 15:37:34 返信 報告

noritamaさん 所⻑さん チョコさん こんにちは︕

noritamaさん ⾬の中を「ぶらnoritama」お疲れ様でした。m(^^)m
 さわやか信⾦のビル、きれいさっぱりなくなってしまったんですね。淋し〜(><)

 その上、だんだん畑さんの階段もコンクリートになっちゃったんですね〜。(><)
 [9134]の⼤わらじの⻩⾊いバックは⼣暮れ時の空かと思っていましたが、noritamaさんが撮ってきて下さった[9757]を

⾒てると、
 撮影時に後ろのビルがない限り、空が写り込むような感じがしませんね。(^^;)

 「だんだん畑」説、危うし（⼤汗）
縁の場所が変わっていくのはやっぱり淋しいですね。

所⻑さん 撮影時期は2002年じゃないってことですか︖︕あらま(^^;)
 チョコさん、ふり出しに戻ってしまいましたね。

>その1年後の2002年10⽉にはさわやか信⾦に変わってしまうので、撮影時期はラインの⾊から、東都中央信⽤⾦庫だっ
た1年間のどこかということになりますよね︖ 

 

https://bbsee.info/newbbs/id/9134.html?edt=on&rid=9803
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=9803
https://bbsee.info/newbbs/id9134.html
https://bbsee.info/newbbs/id9757.html


>しかも、2001年11⽉21⽇のワイドショーには映像が仕上がっているのであれば、撮影の時期は2001年10⽉9⽇〜11⽉
20⽇でなければなりません。 

 信⾦情報からは、この時期が有⼒ですよね。

しかし、↓では、改修⼯事中の2001.10.27の写真が⼀番新しいものですが、パティオの中は資材だらけですね。
 http://jin3.jp/patio/patio.htm

あと気になったのが、映像に映っている⼈の服装ですが、BLEND II の通⾏⼈が半袖なんですよ。
 （WBM-fでは、⻑袖・半袖両⽅あり。）

 信⾦前で⼀緒に写真を撮ってもらっていた⼦供たちも半袖でしたが、⼦供の服装は当てにならないので気にしてなかった
んですが、

 ⼤⼈は１１⽉に半袖は着ませんよね。
 季節的にもうちょっと暑い時期なのかな〜︖と思いますです。

 

Re:⿇布⼗番 再考
9804 選択 noritama 2012-01-24 15:47:35 返信 報告

チョコレートさん こんにちは。

>noritamaさんはZARDランチのあとは、⿇布でお散歩だったんですか︖(笑)うらやましい
なぁ。 

 いえ･･･勢いでディナーも予約いれてしまっていまして･･･m(_ _)m その前に⿇布調査を(^
^;) 

 本当は去年12⽉初めに⾏きたかったのですが･･･過去に周辺をうろうろしていた割りに全く記憶と⼿持ち写真に記録が無か
ったので、⾒る気で⾏った今回はガッカリでした。なので･･たいやきは♪味もしなかった?♪m(_ _)m

 しばらく粗⾷です(笑)
 
strayさん､

動画再検証しましたら、2つの映像が繋がりました。
 でも､何処だろう(笑)
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Re:⿇布⼗番 再考
9805 選択 stray 2012-01-24 20:00:24 返信 報告

チョコさん、pineさん、こんばんは︕

２年も前のネタなので、思い出す（復習）のも⼤変ですね︕（笑）
 泉⽔さんが⽼けたお顔で映っているので、私も2002年だと思ったのですが

 2001〜2002年は休養されていたので、「BLEND II」のためにプロモ撮りをしたとは考えに
くいです。

 かなり前に撮影したもの

と考えれば、ケヤキの⽊と鉄枠および背景が、現在と⼀致しないのことの説明がつきます。
 チョコさんが書かれているように、鉄枠は定期的に塗装していたのでしょう。

上瞼が腫れぼったいので⽼け顔に映ってますが、頬のこけ具合や髪形、眉⽑の太さなどは
 ⼗⾥⽊のバキューン映像とよく似ているような気がします。

 専⾨家（ドルちゃん）が休養中なので何とも⾔えませんけども・・・（笑）

信⾦のラインの⾊違いの問題は残りますが（笑）、2001年11⽉説は無理がありすぎます。
 

Re:⿇布⼗番 再考
9806 選択 stray 2012-01-24 21:39:00 返信 報告

noritamaさん、こんばんは︕

まず、2002年の地図、ありがとうございます︕
 港信⾦と同栄信⾦が合併して東都中央信⾦となりましたが、

 それぞれ⿇布⼗番に⽀店があって、合併後は同栄信⾦のほうは廃⽌して
 港信⾦の店舗が使われたという推測[1398]が当たりでした。

だんだん畑の写真[9795]ですが、被写体がないので⽐較しようがないです（笑）。
 １つ気になるのは、[9134]の左下、⾚く囲った部分だけ⽩いんですよねぇ。

 フェンスの上端まで、上から⻩⾊っぽいブラインドが降ろされていたのか︖
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だとすると、巨⼤わらじは内側（階段）に置いてあったことになりますが、
pineさんの⼼配事（笑）は解決できます（笑）。

Re:⿇布⼗番 再考
9807 選択 stray 2012-01-24 21:49:44 返信 報告

[9804]の合成は、江の島のときと同じで、すごい発⾒ですね︕
 縁⽯から突き出ているオレンジ⾊のポールが何なのか︖

 これが最⼤のヒントでしょうけど、⾒つけられません（笑）。

 右カーブの⼀⽅通⾏で、泉⽔さんの後⽅にバイクが⽌まっている

ように⾒えますが、それに該当する道路は⿇布⼗番にありませんねぇ（笑）。
 何処なんでしょ、私にはまったく⾒当が付きません。

⼀の橋付近︖と書いたのは、泉⽔さんの頭の上が⾼架に⾒えたからですが
 ⾼速の⾼架がこんなに低いはずがないですよね（笑）。撤回します。

 

Re:⿇布⼗番 再考
9812 選択 noritama 2012-01-25 21:49:12 返信 報告

strayさん､pineさん こんばんは。

>あと気になったのが、映像に映っている⼈の服装ですが、BLEND II の通⾏⼈が半袖なんですよ。（WBM-fでは、⻑
袖・半袖両⽅あり。） 

 さすがpineさん⽬の付け所が違う(^^)

>１つ気になるのは、[9134]の左下、⾚く囲った部分だけ⽩いんですよねぇ。 
 その部分がメッキのような仕上げの⼿摺りというか枠なのでは･･映像を⾒るとそんな感じがします。⿊いところは葉っぱ

が写っているような。

>[9804]の合成は、江の島のときと同じで、すごい発⾒ですね︕ 
 >縁⽯から突き出ているオレンジ⾊のポールが何なのか︖ 

 何度も映像をリピートして、泉⽔さんに腕振り体操を何度もさせてました(^^;)泉⽔さんの⽬線が厳しくなっていくよう
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に⾒えたのは気のせいでしょうか(笑)
オレンジのポールは歩道に乗り上げての路駐防⽌の物と思います。

>泉⽔さんの頭の上が⾼架に⾒えたからですが 
 どうみても⾼架に⾒えますね･･

 ⾞の動きを⾒ていると、泉⽔さんの後ろを通ったバンが⾼架の⽅に⾛っていきます。奥の⽅でも⾞が左から右に⾛ってい
るような移動体が⾒えます。

 エプロン姿の⼈が(笑)いるので商店街か駅近のように思います。左の灯りの点いた建物と道路配置がヒントでしょうか･･･
よくある⾵景のようで割と難問。ロケ地範囲広くないように思うのですが･･･六本⽊⽅⾯も対象?

Re:⿇布⼗番 再考
9815 選択 pine 2012-01-26 11:50:32 返信 報告

所⻑さん noritamaさん 皆さん こんにちは︕

>上瞼が腫れぼったいので⽼け顔に映ってますが、頬のこけ具合や髪形、眉⽑の太さなどは 
 >⼗⾥⽊のバキューン映像とよく似ているような気がします。 

 よく似てますね〜。
 あと、ファッションに関して詳しくはないのですが、⿇布⼗番のGジャンの肩の落ち具合（袖付け位置）から⾒ると、

 90年代かな︖と思います。

noritamaさん [9804]はすごい発⾒ですね︕
 どうしたらそういう⾵に⾒れるのでしょうか︖ 全く別の場所と思っていましたから。(^^;)

 でもこの発⾒から、ここでは︕︖という場所を⾒つけました︕
 ただ、オレンジ⾊のポールはないので、︖がいっぱい付きますが。

所⻑さん 検証をお願いします。m(^^)m

Re:⿇布⼗番 再考
9816 選択 pine 2012-01-26 11:51:55 返信 報告
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まず場所ですが、⾚丸の場所から⽮印⽅向の撮影ではないでしょうか︖
⼀⽅通⾏で、ゆるい右カーブが⼀致します。

Re:⿇布⼗番 再考
9817 選択 pine 2012-01-26 11:52:54 返信 報告

映像の左の灯りがついた建物と歩道は、こういう位置関係かと･･･。

Re:⿇布⼗番 再考
9818 選択 pine 2012-01-26 11:54:24 返信 報告

灯りがついた建物は改修されているようですが、道路の⾓に対して斜め向きの扉と、庇つきの窓が似
ているように思います。

 (映像では、左側の⻩⾊い⽮印の始点が扉で、⼈が出て来ます。）

Re:⿇布⼗番 再考
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9819 選択 pine 2012-01-26 11:56:36 返信 報告

⾼架のようなものは、お店の庇かな︖

さわやか信⾦のすぐ近くですし、ここかな︖･･･と思うんですが、いかがでしょうか︖
 

Re:⿇布⼗番 再考
9820 選択 stray 2012-01-26 12:49:00 返信 報告

pineさん、こんにちは︕

私も撮影範囲はそんなに広くないと睨んでました。
 なるほど、さわやか信⾦の⾓は候補の１つですね︕

⻩⾊⽮印のお店は「モンタボウ」というパン屋さんで、
 1997年創業って書いてありますが、全国各地に⽀店があるようなので

 ⿇布⼗番店が1977年という意味ではなさそうです。

映像では外壁の⾊も違うし、別々のお店のような印象を受けますね。
 現場に⾏って同アングルで写真を撮ってこないことには何とも・・・（笑）

オレンジ⾊のポールは灰⽫スタンドじゃないでしょうか。
 ⾏列ができるラーメン屋さんなどには、こういった簡易灰⽫があるところもあります。

 受動喫煙という概念がなかった時代の撮影ならあり得るかも。
 

なるほど︕(笑)
9821 選択 チョコレート 2012-01-26 12:52:44 返信 報告
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所⻑さん、pineさん、noritamaさん、皆さん、こんにちは︕(笑)
私もぐるぐるアースで、ずっと⿇布⼗番をさまよってました〜(苦笑)。

そして、pineさん、すごい︕︕
 私もね、さわやか信⾦のあたりをうろうろしながら、怪しいと思っていたんですよ〜(笑)。

 でも、お店は改装されているみたいだし、⾼架︖らしきものもそのあたりに探せず･･･
 でもでも、永坂更科の庇ですか︕︕︕︕(驚)

 ⽬の付け所が････やはりpine捜査官は違いますねぇ。
 私は個⼈的にとても納得しました︕(笑)。

 pineさんの仮説に1票︕

これは、現場に⾏って、検証するしかないですね︕︕

それから･･･撮影時期、やはり、2001年では無理がありますね。
 10⽉、11⽉の気温も調べましたが(苦笑)、⼤⼈が半分以上半袖となるには、気温が低すぎました。

 なので･･･noritamaさんの説、VAスタジオで撮影があったころ（それっていつ︖︖笑)なのかな････。

ああ〜〜〜前髪、眉⽑捜査官︖ドルちゃん︕︕
 早く戻ってきて︕︕(笑)

Re:なるほど︕(笑)
9823 選択 pine 2012-01-26 14:40:48 返信 報告

所⻑さん チョコさん みなさん こんにちは︕

⾓っこのお店はモンタボーでしたか。以前、部⻑さんかチョコさんが、モンタボーの何かが美
味しいと仰っていたような気が･･･。

 モンタボー、2009年夏にリニューアルしていますね。
画像は、リニューアル前のモンタボーです。

 しかし、リニューアル前もよく似た感じなので、それ以前にもリニューアルしているのかどう
か︖

 画像を探していますが、⾒つかりません。
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>オレンジ⾊のポールは灰⽫スタンドじゃないでしょうか。 
なるほど〜、ありえますね︕それなら、なくなっている可能性が⾼いですね。

私は、[9871]の下の画像で、右に曲がったところに消⽕栓のオレンジ⾊のポールがあるので、
 移動したのかな︖と思いましたが、そもそも消⽕栓の位置って変わることがあるのでしょうか︖
 [9871]の上で、おばちゃんのすぐ左側に消⽕栓らしきものが。

 [9871]の下では、横断歩道のすぐ左側に消⽕栓がありますが、上よりも少し右側に寄っているんです。
 この場所と確定したわけではないので、何とも⾔えませんが。（^^;）

>私もね、さわやか信⾦のあたりをうろうろしながら、怪しいと思っていたんですよ〜(笑)。 
 でしょ（笑）

 >pineさんの仮説に1票︕ 
 ありがとう︕(^^) 仮説⼥王復活︖

VAスタジオでの撮影は、いつごろなんでしょうね︖

Re:なるほど︕(笑)
9825 選択 noritama 2012-01-26 15:03:30 返信 報告

よっ待ってました。pine神様!
 すごいなぁ。信⾦のこんな近くとは(笑) ⾼架でなく庇だったとは(^^)

 確かに"DAN DAN･･"の映像全体を⾒ると信⾦前を⾏ったり来たりしてますね。
 奥のほうに⾒えた移動物体の⽅向も⼀⽅通⾏⽅向とあってますね。

場所は、座った⽬線で居酒屋"あべちゃん本店"(美味しいです。是⾮焼き物､もつ煮込みを(^^)､別館はパティオからみえ
る所で、パティオが⾒える窓際席はなかなか座れないかもですが(^^;)話がそれました･･(笑))を正⾯に⾒る、スターバッ
クスの前辺りですね。

http://www.mapple.net/photos/I01300299704.htm
 の写真で、スターバックス前街燈付近の同じ所に、同じ型っぽいバイク[9804]が置いてあるような･･･

 

Re:なるほど︕(笑)
9826 選択 noritama 2012-01-26 15:51:12 返信 報告
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pineさん こんにちは(^^)

[9818]は、この⾚い⽮印のような気がしません?
 そうすると､より近い位置関係のような感じがします。

 この⾓のビルは不動産賃貸情報だと1985.01築のようです。
   

 

Re:なるほど︕(笑)
9828 選択 stray 2012-01-26 21:03:05 返信 報告

チョコさん、pineさん、noritamaさん、こんばんは︕

眉⽑捜査官（笑）、どうしたんでしょうね、
 これだけ振ってるのに姿を⾒せないところをみると重症なのかも。

私もnoritamaさんの説に賛成です。
 庇の⾼さ、庇と庇の間隔を考えると、⾚線の構図なら合います。

ただ・・・⾼架に⾒えたところがそば屋の庇というのはどうでしょう。
 現場に⾏って写真を撮ってこない限り分かりませんが、そこまで被るかなぁ︖

で、誰が写真撮ってくるのでしょう（笑）。

> VAスタジオでの撮影は、いつごろなんでしょうね︖

前髪の⻑さが違うと却下されましたが（笑）、髪形は1993年です。[8508]
 

Re:なるほど︕(笑)
9831 選択 pine 2012-01-27 12:36:14 返信 報告

noritamaさん 所⻑さん みなさん こんにちは︕
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私もnoritamaさん説に賛成です。（笑）
庇の⾼さ・間隔から考えるとこっちですね。(^^)

 ただ引っかかるのが、⻘丸の⼈がお店から出てきてるように⾒えるのですが、道を歩いているのがそう⾒えるだけかな︖
（^^;）

>> VAスタジオでの撮影は、いつごろなんでしょうね︖ 
>前髪の⻑さが違うと却下されましたが（笑）、髪形は1993年です。[8508] 

 そうでした、そうでした。私が前髪が違うって⾔ったんでしたね。（汗）

そこで、考えてみたのですが、お顔の雰囲気が似ている⼗⾥⽊と同じ頃で、前髪が短い時期･･･。
 「きっと忘れない(93年11⽉発売)」と「あなたを感じていたい(94年10⽉撮影)」の頃が短いですね。

 仮説１（笑）．⿇布⼗番の[8509]が1993年9⽉なので、その直後に前髪を切って、⼗番お散歩撮影や「きっと忘れない」
の撮影をした︖

 （９⽉なら半袖着ますね（笑））
 仮説２（笑）．「あなたを感じていたい」撮影直前、94年の夏︖

 ドルチェさんだったら、ちょちょいってわかりそうなんだけど･･･。

話が逸れますが、私の思考回路もあちこち逸れて、⼗⾥⽊の撮影はいつだろうと･･･（苦笑）
 93/94年の天気を⾒ると、静岡で雪が降っている⽇はありませんでしたが、1994年2⽉1⽇と12⽇に甲府で雪。

 12⽇は横浜や東京でも雪が降っているので、もしかしたらこのあたりかな〜︖(^^)
 http://weather.goo.ne.jp/past/1994/02/662/index.html

Re:なるほど︕(笑)
9835 選択 noritama 2012-01-27 21:38:21 返信 報告

pineさん こんばんは｡

>93/94年の天気を⾒ると、静岡で雪が降っている⽇はありませんでしたが、 
 静岡県は､⻄部/中部/東部､⼭沿い/海沿いで若⼲気候が異なりますので(^^) ご覧になられたのは県庁所在地の静岡市(中

部)のものでしょう。
 御殿場周辺は降雪がみられる地域と思います。お近くのチョコレートさんが詳しいかと(^^) 私は雪の降らない所の出⾝で

す(^^;

https://bbsee.info/newbbs/id8509.html
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⿇布⼗番の道路舗装についての記述がありました。
http://jin3.jp/juban/history.htm

 http://jin3.jp/juban/album2.htm
 映像では､道路がまだアスファルトのままですね･･･

(追記）こちらの⽅のブログの写真に、近い⾓度で撮られたものがありました。
 http://wine-montrachet.blog.so-net.ne.jp/2011-11-12

写真左端にはすでに⽩い囲いが⾒えるので､､、信⾦ビルが取り壊されたのはいつ頃かな。
 ⼯事表記は写真で撮ったけれど･･･仮囲い許可期間が平成23.10.28〜24.01.27。他の表記は、今⾏っている〜今後の⼯事

の事のようで、いまいち判りませんでした(笑)

Re:なるほど︕(笑)
9857 選択 noritama 2012-01-30 07:30:57 返信 報告

おはようございます｡

>ただ・・・⾼架に⾒えたところがそば屋の庇というのはどうでしょう。 
 >現場に⾏って写真を撮ってこない限り分かりませんが、そこまで被るかなぁ︖ 

 >で、誰が写真撮ってくるのでしょう（笑）。 
 pineさんのお話以降、庇にしか⾒えなくなってしまったので･･･(笑)

 お台場に⾏く⽤事ついでに、何故か(^^;)六本⽊駅から⿃居坂経由で([9849]を⾒る事が出来
たので正解でした)⿇布⼗番へ。写真撮ってみました。

 ⼈と⾞通りが多くて･･･スターバックス前でもあって､なんとなく⾒られているようで落ち着かなくてうまく撮れない(⾔い
訳､笑)

このシーンは、もう少し遠くからズームで、⼀歩⾞道に出て(後ろから⾞が来るので危ないです(汗))撮ると、もっと似た感
じになりそうです。

 

Re:なるほど︕(笑)
9858 選択 noritama 2012-01-30 07:42:00 返信 報告
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こちらもいまいちな写真で(^^;)もう少し歩道の商店寄りの位置から撮ると､
庇と明かりのついた商店の感じが似るでしょうか｡

 ここで･･映像に映っている明かりのついた商店が、位置的に、⾓のモンタボーではないように思う
のですがどうでしょう︖

 それならば、pineさんが⾔っておられた､
 >⼈がお店から出てきてるように⾒えるのですが、 

 の説明がつきます。
 

Re:なるほど︕(笑)
9859 選択 noritama 2012-01-30 07:49:34 返信 報告

撮影ポイントはここから(笑)ズームしました。

⼈通りの多い所での､､アネ研さんの気持ちが判ったような気がします｡(^^;)

Re:なるほど︕(笑)
9861 選択 チョコレート 2012-01-30 08:50:16 返信 報告

noritamaさん、所⻑さん、pineさん、ロケ地捜査ファンの皆さん、こんにちは︕(笑)
 noritamaさん･･･やはり⾏ってくれたのですね〜。⾏ってくれると思ってましたよ︕︕(笑)ぎゃははは︕

 しかも、⼈通りの多い中で、写真を撮ってきてくださって、感謝します︕
 似てますね〜〜雰囲気。

 なるほど、モンタボーじゃなくて、そのお隣のQ.T.なんとかってお店のようですね(笑)。
 このお店の情報がもう少し詳しくわかると、撮影時期の⼿がかりになるかもですね︕

 うふふ、なんだかますます楽しくなってきました(笑)。

たい焼きもおいしそう︕良いなぁ〜。私もお散歩、⾏きたいなぁ(笑)。
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Re:なるほど︕(笑)
9862 選択 pine 2012-01-30 11:47:29 返信 報告

noritamaさん チョコさん こんにちは!

>御殿場周辺は降雪がみられる地域と思います。 
 そうですよね、富⼠⼭麓ですもんね。(⼤汗) 

 何故だか、「予想外の雪だった」と勝⼿に思い込んでいて、あまり雪が降らない所なのかな〜︖と。
 東京や横浜で降った⽇なら、間違いなく降っているだろうと思った次第です。（⼤汗）

 思い込みはいけませんね。反省m(__)m

>⿇布⼗番の道路舗装についての記述がありました。 
 第２ブロックの、⼩林玩具店から⼗番温泉は１９９５年とありますが、第１ブロック・第３ブロックの具体的な場所が書

かれて
 いないので、いつモンタボー辺りが舗装されたのかはわからないのが残念ですね。(><)

 ただ、１９９６年に舗装化が完成しているので、それ以前ということは間違いないようですね。

で、noritamaさん︕⿇布⼗番へも⾏ってくださったのですね〜︕嬉し〜い︕︕(^^)
 ⼈が多いと気になりますよね。そんな中で撮影してくださってありがとうございます。m(^^)m

 雰囲気、似てますね〜。やはり、現場検証は⼤切ですね。
 モンタボーのお隣の店、というのも納得です。

このスターバックスですが、泉⽔さんがフライデーされた記事に載っていた、浪花屋さんの後に⼊ったスタバはココなの
でしょうか︖

 話が逸れてすみませ〜ん(^^;)
 

Re:なるほど︕(笑)
9865 選択 stray 2012-01-30 12:41:02 返信 報告

pineさん、noritamaさん、チョコさん、こんにちは。

すぐ近くの富⼠サファリパークは冬でも営業していて、
 あまり雪が降らないそうです。
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http://www.fujisafari.co.jp/faq/weather.html

私は pineさんの推理（1994年2⽉）で合ってるんじゃないかと思います。

noritamaさん、現場検証ご苦労さまでした（笑）。
 実際の映像は、[9857]よりもうちょっと⾞道寄りで撮ってますので

 そば屋さんの庇ではなさそうですね・・・
 でも、道路の曲がり具合はバッチリ合ってると思います。

①その奥に⾒える⽊が昔からあったのか、舗装⼯事の際に植えられたものなのか。
 ②そば屋さんの隣と、その隣のビルが昔のままなのか。

 等々、疑問が尽きないので、このへんでギブアップしましょうか（笑）。

現在の道路は”うろこ状”の特徴ある舗装なので、やはり”かなり前”が正解だと思われます。

pineさん、浪花屋さんの後に⼊ったスタバはココです。
 お店が舗道から少し凹んでいるので、案外⽬⽴たないんです。

 ここの２Fの窓際から「道⾏く⼈をただ眺めていた」のでしょうか（笑）。

Re:⿇布⼗番 再考
14830 選択 ⾶べない豚 2014-05-29 05:35:26 返信 報告

> ⻩⾊⽮印のお店は「モンタボウ」というパン屋さんで、 
 > 1997年創業って書いてありますが、全国各地に⽀店があるようなので 

 > ⿇布⼗番店が1977年という意味ではなさそうです。

モンタボーはハムのローマイヤの⼦会社（今は独⽴）で、⿇布⼗番が本店でした。

Re:⿇布⼗番 再考
14839 選択 pine 2014-05-29 12:51:04 返信 報告

⾶べない豚さん はじめまして こんにちは︕

https://bbsee.info/newbbs/id9857.html
https://bbsee.info/newbbs/id/9134.html?edt=on&rid=14830
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14830
https://bbsee.info/newbbs/id/9134.html?edt=on&rid=14839
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=14839


> モンタボーはハムのローマイヤの⼦会社（今は独⽴）で、⿇布⼗番が本店でした。 
ということは、１９７７年に⿇布⼗番で創業されたということですね。

 ローマイヤの⼦会社だったとは知りませんでした。
 情報、ありがとうございました。m(^^)m
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