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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

マイフレンド ジャケ撮影地
978 選択 stray 2009-09-28 18:09:47 返信 報告

皆さんこんばんは。

最近、裏BBSでロケ地捜査が２つ展開されていたのですが、
 ほぼ判明しましたので、表で発表することにします︕（笑）

まずは「マイ フレンド」です。

Re:マイフレンド ジャケ撮影地
979 選択 stray 2009-09-28 18:10:34 返信 報告
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以前の捜査で、キングスクロス駅の近くであろうことは分かっていたのですが、
ユーロスター乗り⼊れに伴う再開発で、この界隈はすっかり変貌してしまい、

 残念ながらすでに取り壊されてしまってます。

では、検証をはじめます。
 これは３回忌特番からのキャプです。奥に⾒える建物に注⽬。

  

Re:マイフレンド ジャケ撮影地
980 選択 stray 2009-09-28 18:11:26 返信 報告

London、brick(レンガ)、building をキーワードにしてググったところ、
 Culross buildings という古いビルがヒットし、

 さらに Culross buildings でググってるうちに、
 ほぼ同じアングルで撮られた写真を発⾒しました。

 

Re:マイフレンド ジャケ撮影地
981 選択 stray 2009-09-28 18:12:30 返信 報告

写真の出典元のブログです。
 http://awopbopaloobop.blogspot.com/2008_05_01_archive.html

キングスクロス駅周辺の今昔が写真で⽐較してあって、
 奥の建物と、右側の建物は無くなっていますが、

 左側の建物はまだ残っています（2008年5⽉時点）。
 

Re:マイフレンド ジャケ撮影地
982 選択 stray 2009-09-28 18:13:31 返信 報告
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しか〜し、Google ストリートビューで⾒ると、
左側の建物もすっかり新しく化粧直しされてました。

http://maps.google.co.jp/maps?f=q&source=s_q&hl=ja&geocode=&q=Weller's+
Court&sll=51.534491,-0.12719&sspn=0.00297,0.008444&ie=UTF8&ll=51.53210
1,-0.125549&spn=0.002837,0.008444&t=h&z=17

Re:マイフレンド ジャケ撮影地
983 選択 stray 2009-09-28 18:20:39 返信 報告

セントパンクラス駅周辺の現在の姿です。

上に⾒える丸い物体は、ガスタンク跡です。
 泉⽔さんはガスタンクがお好きなのか︖（笑）

⻩⾊のピンが、ジャケ写撮影地と思われる場所。

Re:マイフレンド ジャケ撮影地
984 選択 stray 2009-09-28 18:31:24 返信 報告

解体⼯事中の写真。

Culross buildings と、２つの Stanley  buildings は、
 1800年代に建てられた、古〜いレンガ造りの建物で、

 その横に、今でもたった１つ残っている Gymnasium ビルが⾒えます。

Re:マイフレンド ジャケ撮影地
985 選択 stray 2009-09-28 18:32:33 返信 報告

もう１枚、解体前の⾵景。
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左から
スタンレービル①、スタンレービル②、Gymnasium、

 右端に写ってるのが、マイフレンドジャケのビルでしょう。

Re:マイフレンド ジャケ撮影地
986 選択 stray 2009-09-28 18:34:21 返信 報告

ということで、場所は判明しましたが、
 すでにまったく⾯影ない姿に変わり果ててしまっていたのでした。

残念〜（笑）。
 

ぬくもりが欲しくて ジャケ撮影地
987 選択 stray 2009-09-28 18:39:20 返信 報告

３回忌特番のキャプです。

左奥にセントパンクラス駅のアーチが⾒えます。

泉⽔さんが佇んでいるビルは、１階部分に⿊いネットが掛かっていて、
 ⽩い部分が出っ張っている構造をしています。

Re:ぬくもりが欲しくて ジャケ撮影地
988 選択 stray 2009-09-28 18:42:25 返信 報告

ありし⽇のスタンレービルです。

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/54a367d629152b720749e187b3eaa11b.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/978.html?edt=on&rid=986
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=986
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/fe7ee8fc1959cc7214fa21c4840dff0a.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/978.html?edt=on&rid=987
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=987
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/df6d2338b2b8fce1ec2f6dda0a630eb0.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/978.html?edt=on&rid=988
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=988
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/9908279ebbf1f9b250ba689db6a0222b.jpg


右側のビルはすでに壊されていますが、残っているのが②で、
壊されたほうが①でしょう。

「ぬくもりが欲しくて」ジャケ撮影地は、
 スタンレービル②と Gymnasium の間だと思われます。

Re:ぬくもりが欲しくて ジャケ撮影地
1027 選択 stray 2009-10-02 22:28:20 返信 報告

goroさん、こんばんは。

「ぬくもりが欲しくて」ジャケ撮影地（スタンレービル②）は、
 まだ残っているかも知れませんよ。

 

Re:ぬくもりが欲しくて ジャケ撮影地
1028 選択 stray 2009-10-02 22:34:21 返信 報告

 
Google ストリートビューで、養⽣幕がかけられたこのビルです。

 

Re:ぬくもりが欲しくて ジャケ撮影地
1029 選択 goro 2009-10-02 22:46:58 返信 報告
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strayさん こんばんは
スタンレービルは残っているかもしれませんね︕ 

 養⽣幕を⾒る限り、取り壊しではなく、リニューアルかもしれませんね。
 １つ疑問に思ったのですが、[987]は[988]の裏側(裏⼝)ですよね︖

 映像が左右反転しているのかな︖って考えてもみたりして(笑)
 いずれにせよ残っているといいですね〜︕

 教えていただき、ありがとうございます。
 僅かながらも残っていたら嬉しいですね︕
 

Re:ぬくもりが欲しくて ジャケ撮影地
1030 選択 stray 2009-10-02 22:59:32 返信 報告

goroさん こんばんは

> １つ疑問に思ったのですが、[987]は[988]の裏側(裏⼝)ですよね︖ 
 どっちが表かわかりませんが（笑）、そうです。

 #1027の左側にレンガの建物（Gymnasium）が写っているので
 まさしく#987の全体像ってことになります。

おそらく、スタンレービルもセントパンクラス駅側が半分以上
 ちょん切られたのだと思います。

せめてここだけでも残っているといいですね︕ 期待しましょう︕（笑）

Re:ぬくもりが欲しくて ジャケ撮影地
10382 選択 Lovegone 2012-03-16 20:53:17 返信 報告

皆さん、はじめまして︕

Lovegoneと申します。

いつもサイト楽しく⾒ています︕
 よろしくお願いいたします︕
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ひとつ、質問させてください。
 
> 「ぬくもりが欲しくて」ジャケ撮影地（スタンレービル②）は、 

 > まだ残っているかも知れませんよ。

上のスタンレービルはまだ残っているのでしょうか︖
 どなたかご存知の⽅はいませんか︖

以上なんですが、よろしくお願いいたします。
 

Re:ぬくもりが欲しくて ジャケ撮影地
10383 選択 stray 2012-03-16 23:15:09 返信 報告

Lovegoneさん、はじめまして︕こんばんは。

ようこそＺ研へ、こちらこそよろしくどうぞ。
 HNからして Love is gone がお好きなのでしょうか、私も⼤好きです︕（笑）

このスレの後、goroさんが現場に⾏かれたのですが、スタンレービルに関する報告[2216]はないようです。
 DAIさんが昨年ロンドンに⾏かれましたので、お２⼈に聞いてみるしかないですね。

goroさん︕ DAIさ〜ん︕（笑）
 

Re:ぬくもりが欲しくて ジャケ撮影地
10403 選択 DAI 2012-03-17 23:55:47 返信 報告

Lovegoneさん、はじめまして︕
 所⻑さん、皆さん、お久しぶりです

そういえば、スタンレービルの報告はしていなかったですね（汗）
 少なくとも、私が訪れた時には残っていましたよ

 柵越しにしか確認できていませんが、去年夏に撮影した写真です

Re:ぬくもりが欲しくて ジャケ撮影地
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10404 選択 Lovegone 2012-03-18 11:44:55 返信 報告

strayさん、DAIさん、はじめまして︕

どうぞよろしくお願いいたします︕

>strayさん 
Love is gone⼤好きです。

 MyBabyGrandより好きです︕

>DAIさん 
 レポート読ませていただいて、まだビルが残っているのを知ることが出来てすごく嬉しいです︕

 ⼤分⽼朽化してるみたいですが、いつか実物を⾃分も⾒てみたいです︕

Re:ぬくもりが欲しくて ジャケ撮影地
10406 選択 stray 2012-03-18 19:17:00 返信 報告

DAIさん、こんばんは、お久しぶりです。

早速に情報どうもありがとうございます。
 まだ⼯事中なのですか︕（笑）

 スタンレービル、取り壊してる最中って感じもしますね。
 なくなってしまったら悲しいなぁ・・・

 

Re:ぬくもりが欲しくて ジャケ撮影地
10407 選択 goro 2012-03-18 19:25:46 返信 報告

Lovegoneさん strayさん DAIさん こんばんわ

お久しぶりです。
 おぉ︕ 懐かしいですね(笑)

私が2009年10⽉に⾏った時は添付画像のとおり、
 建物全体がシートで覆い隠されていて、よくわかりませんでした。
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DAIさんの直近情報では、まだかろうじて残っているようですね。

今回、久々に昔撮った画像を調べたり、旧ＢＢＳを読み直したりして懐かしさを感じていました。

いつまでも残っているといいですね。
 今年の７⽉頃にはロンドンオリンピックが開催され、

 セントパンクラス駅周辺の再開発も完成すると思いますので、
 完成後の周辺を歩いてみたいものです。

Re:ぬくもりが欲しくて ジャケ撮影地
10408 選択 stray 2012-03-18 21:25:03 返信 報告

goroさん（も）お久しぶりですね、こんばんは。

goroさんが⾏かれたのが2年前、DAIさんは半年前ですから、1年半ず〜っとこの状態︖
 ⽇本じゃ考えられないですね（笑）。

取り壊すつもりなら、とっくに壊しているはずなので、Gymnasium ビル同様
 化粧直しして保存するつもりかも知れませんね。由緒ある歴史的建造物という理由じゃなくて

 ⽇本の⼤物シンガーがＣＤジャケ写を撮影した場所として残してほしいものです（笑）。
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