
退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

返信を投稿する 新しい話題を投稿する

旅してきました④

10336 選択 goro 2008-10-29 23:12:43 返信 報告

みなさん こんばんは goroです。
 最終地のロンドン編です。ようやくロンドンへ来ましたって感じです。実は、当初ユーロスター(電

⾞)でパリ･北駅から昨年11⽉に開通した新線を通ってロンドン・セントパンクラス駅に⾏く予定で
したが、出発数週間前に発⽣した英仏海峡トンネルの⽕災事故の影響で、予約したチケットがほぼ強
制キャンセルの状態になってしまった事を出発前⽇に知って、急遽⾶⾏機の⼿配をしたんです。そん
なこともあって、ロンドンに着くだけでホッとしました(笑)。ロンドンは天気が良くて、絶好の散策

⽇和でした。出発前からロンドン中⼼部付近を流れるテムズ川周辺を歩こうと決めていて、みなさんのアドバイスをもとに散
策しました。前置きが⻑くなりましたが報告しますネ。

セントジェームズ教会（Le Portfolio(DVD マイフレンド) 、(写真集)等）。

実を⾔うと、今回の旅の発端は「マイフレンド」なんです。この曲が⽣まれた当時の私にとって、勇気を与えて下さった⼤切
な曲です。今でもマイフレンドを聴いていると当時の状況が思い浮かび、今の⾃分がいることに感謝してしまいます。ですか
ら、1回はその場所を訪れたかったんです。でも、この場所、セントジェームス教会付近の道は昔来たときに歩いているんです
(笑)。知らぬ間に通り過ぎていたなんて・・・。
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旅してきました④-2

10337 選択 goro 2008-10-29 23:14:14 返信 報告

この画像はセントジェームス教会を正⾯から撮ったものです。⽇中は観光バスや⼈で教会全
体を撮ることが難しそうだったので早朝に撮りました（でも、⽇中に⾏っても運よく撮れま
した。）。流⽯、ロンドンの早朝は霧で覆われていて幻想的でした。

旅してきました④-3

10338 選択 goro 2008-10-29 23:15:08 返信 報告

写真集のようにとってみました(笑)。ちなみにこの画像は⽇中に撮りました。

旅してきました④-4

10339 選択 goro 2008-10-29 23:16:04 返信 報告

ＤＶＤにでてくる両替所もあります（看板は変わってしまいましたが）。
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旅してきました④-5

10340 選択 goro 2008-10-29 23:17:52 返信 報告

この画像はセントジェームス教会付近からピカデリーサーカスの⽅へ撮ったものです。ＤＶ
Ｄではエロスの像が⼩さく写っています。

旅してきました④-6

10341 選択 goro 2008-10-29 23:19:15 返信 報告

ビクトリア駅周辺（Le Portfolio(DVD MY Baby Grand〜ぬくもりが欲しくて〜、マイフレン
ド) ）

ビクトリア駅からテムズ川の⽅へ800メートル位歩いたエリアは⽐較的安い宿や飲⾷店・庶⺠
的なスーパーがあり、私もこの周辺で寝泊りしました。テムズ川散策も地下鉄に乗るのも便利
でした。

 strayさんの画像#9507のとおり、リトルベンを撮りました。
 

旅してきました④-7

10342 選択 goro 2008-10-29 23:21:51 返信 報告

この画像は帰国してから気付き、ビックリ仰天したんです(笑)。リトルベンを撮った反対
⽅向はビクトリア駅だったのでついでにこの写真を撮ったのですが、帰国してあらためて
よく⾒ると、ＰＶでどこか似たような所があったような気がしたんです（解りましたか︖
(笑)）。なんとマイフレンドのＰＶの最初のあたりの映像だったんです。いやー、⼩さな
発⾒でしたがビックリしました。たった1枚の画像で撮った場所がずれているのでもっと
沢⼭撮っておけばよかったです。
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旅してきました④-8

10343 選択 goro 2008-10-29 23:24:16 返信 報告

エンバンクメント駅周辺（Le Portfolio(DVD[MY Baby Grand〜ぬくもりが欲しくて〜]､
ブックレット) 、(写真集)等）

エンバンクメント駅はビクトリア駅から地下鉄で5分ほどの所にあり、テムズ川の側にあ
り、⽔上バスの停留所もあります。テムズ川の側ということもあって、テムズ川周辺を散
策する⼈や隣接するハンガーフォード橋を渡って向こう岸（ウォータールー側）に⾏く⼈
または向こう岸から来る⼈で終⽇賑わっています。

 エンバンクメント駅周辺は私にとってとっても熱くさせてくれました。特にこのハンガーフォード橋が・・・(笑)。
ハンガーフォード橋は2002年に建て替えられているようです。従って、ＰＶ等の撮影をされていた1990年代の橋は
無く、当時の様⼦とは変わっていました。その中でもまだ⾯影が残っている場所を⾒つけましたので、報告します
ネ。この報告はゴチャゴチャしているので、段落を設けますね(笑)。

 

旅してきました④-9

10344 選択 goro 2008-10-29 23:25:22 返信 報告

(1)#9518の電話ボックス[DVD MY Baby Grand〜ぬくもりが欲しくて〜]について
 最初にこの画像は既に特定されている#9518の電話ボックスです。早速電話をしようと試

み、コインを⼊れたのですがつながりません。液晶表⽰をよく⾒ると「Out of orde
r」の表⽰が・・・。残念です(笑)。

旅してきました④-10

10345 選択 goro 2008-10-29 23:26:16 返信 報告

周辺はこんな感じです。
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旅してきました④-11

10346 選択 goro 2008-10-29 23:27:42 返信 報告

(2) Le Portfolio(DVD)に封⼊されているブックレットの「負けないで」の画像(検証お願い
します。)

この下段の画像はエンバークメント駅側のハンガーフォード橋から対岸(ウォータールー駅
側)を撮ったもの。そしてこの上段の画像はLe Portfolio(DVD)に封⼊されているブックレッ
トの「負けないで」の歌詞の部分です。

 ハンガーフォード橋は1990年代の⾚い橋から現在の新しい銀⾊の橋になっていますが、前
の画像と⽐べると船着場や⽊の位置等でかなり似ている所があり、おそらく同⼀の場所ではないかと考えられます。
また、橋の向こうにボンヤリと写っている建物は次の画像です。

 

旅してきました④-12

10347 選択 goro 2008-10-29 23:28:40 返信 報告

この向こう側の建物はウォータールー駅付近です。

旅してきました④-13
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10348 選択 goro 2008-10-29 23:30:22 返信 報告

(3) #9523の画像[DVD MY Baby Grand〜ぬくもりが欲しくて〜]についての推測(検証
お願いしますネ。)

#9523の画像ですが、泉⽔さんの服装や橋の⾊を考えるとこれもハンガーフォード橋で撮
られたものと思われます。⼀⽅、このハンガーフォード橋は鉄道橋を挟んで２つ（今までの
画像は全てウォータールー側を撮ったもの）あります。

 

旅してきました④-14

10349 選択 goro 2008-10-29 23:31:21 返信 報告

（参考までにこの画像は反対側のエンバンクメント側を撮ったものです。後ろに⾒えるの
は#9535で同じみのチャリングクロス駅です。)

旅してきました④-15

10350 選択 goro 2008-10-29 23:33:31 返信 報告

ここでもう⼀度ブックレットの「負けないで」の画像(左)とＤＶＤの#9523の画像（右
上）を載せます。

 ⼤胆な発想かもしれませんが、この⾚い四⾓で囲った所が同⼀であるような気がしますがい
かかでしょうか︖。ＤＶＤ映像もこのシーンしかないし(他にこの場所の画像等はありませ
んでしょうか︖)、橋は建て替えられ、この場所と思われる所の現在は建物(店舗) [画像(右
下)]になっています。実際この辺り(テムズ川のウォータールー側)は再開発が進みロンドン

アイ（⼤観覧⾞）や⾼層ビル等が建ち並び、ここ10年で⼤きく変貌しているようです。
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旅してきました④-16

10351 選択 goro 2008-10-29 23:36:25 返信 報告

これは上記左画像の現在を撮ったものです(笑)。
 （画像が早朝の霧だったり、⽇中だったりで前後感が無くスミマセン。）

旅してきました④-17

10352 選択 goro 2008-10-29 23:38:51 返信 報告

(4)橋での撮影 （Le Portfolio(写真集)）

今回、ロンドンではテムズ川の川沿いをのんびり散策(お散歩)しました。また、テムズ川に架かる
有名な橋（ロンドンブリッジ・タワーブリッジ等）も沢⼭あるので⾒ておこうと思っていました。
⼀⽅、この写真集の画像は橋での撮影らしかったので、各所の橋を注意深く⾒ていたら、なんとハ
ンガーフォード橋の横の鉄道橋に似たような場所がありました。なんと、あのエンバークメントの
電話ボックスを橋から撮った反対側に位置します。フォートハンガー橋は既に建替えられていまし
たが、鉄道橋の鉄⾻の組み⽅が似ていて、ピッタリの場所を探しました。どうでしょうか︖。検証
お願いしますネ(笑)。このエンバークメント周辺は撮影地の宝庫で、ひょっとすると後ほど報告す

る地下鉄の駅も駅舎もこの辺りで撮影されたのではないかと思ってしまいます。限られた時間の中での散策だったの
でまだ⾒ていない所もあるから、ひょっとするとまた新たな発⾒があるのかもしれませんネ。

 

旅してきました④-18

10359 選択 goro 2008-10-29 23:44:49 返信 報告
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最後にフォードハンガー橋付近のおおよその撮影場所を⽰しますね。⾚丸が#10344 ⻘
丸が#10346 ⿊丸が#10349 緑丸が#10350 #10351 ⻩⾊丸が#10352 です。

旅してきました④-19

10360 選択 goro 2008-10-29 23:46:27 返信 報告

カムデン運河(#9514〜#9517、会報や雑誌等のものでしょうか︖ strayさん教えて下
さい〜(笑))

カムデン運河はロンドンの若者達に⼈気の⾼いといわれるストリートマーケット(カムデ
ンロックマーケット)の中にあります。また、地下鉄ノーザンラインのカムデンタウン駅
(エンバンクメント駅から8つ⽬の駅)を出て約7分位のところにあります。このマーケッ

トの⽇中は混み合うとのことでしたので、撮影がしやすい早朝に訪れましたが、流⽯にマーケットは閉まっていて、
少しさびれた雰囲気がありました(笑)。

 

旅してきました④-20

10361 選択 goro 2008-10-29 23:47:37 返信 報告

この画像は#9514のように撮ったものです。うーん、位置がずれてますね(笑)。流⽯
に早朝で⼈が殆どいなくて撮りやすかったです。

旅してきました④-21

10362 選択 goro 2008-10-29 23:48:33 返信 報告
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少し拡⼤するとこんな感じです。

旅してきました④-22

10363 選択 goro 2008-10-29 23:50:06 返信 報告

この画像は#9517のように撮ったものです。フェンスは当時のものとは違い交換
されたようです。また、後ろ中央の茶⾊い建物の左側に⽩い建物がたっています
が、この建物はホテル「ホリデーイン」で後から建ったように思われます。

旅してきました④-23

10364 選択 goro 2008-10-29 23:52:39 返信 報告

番外編①（ロンドン地下鉄[「この涙 星になれ」の画像、#9537･#9563等]

「この涙 星になれ」のＰＶはロンドン地下鉄で撮影されたとのことで、調べてみました
が、結論を申し上げると発⾒できませんでした(涙)。エンバンクメント周辺の地下鉄駅
（エンバンクメント駅・ビクトリア駅に絞って）を探しましたが、似たような場所はある
ものの、特定にはいたりませんでした。特に私は#9563のエスカレーター画像の丸い照明
器具に着⽬して探したんですが、どれも細⻑い蛍光灯なんです。また、エスカレーター横

の幾つもの四⾓い広告は液晶パネルに変わっていて、どの駅にもこんな四⾓いパネルが標準仕様のようにありまし
た。現在、ロンドン地下鉄は駅内の改修⼯事を⾏っていて、昔の状態ではない所があるようです。しかし、私は時間
の都合上、2駅ほどしか⾒ていませんので、おそらく他の駅にあるのかもしれませんネ。

 本当は夜に地下鉄⼤捜査?!をしたかったんですが、エンバンクメント駅周辺のパブ(英国⾵居酒屋)で飲んだくれてい
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て、捜査不能になってしまい(笑)、ビックベン周辺の広場でビックベンを⾒ながら酔いを我慢していた次第です
(恥)。。

 

旅してきました④-24

10365 選択 goro 2008-10-29 23:54:17 返信 報告

番外編②（アーチ状の駅舎、#9522、 MY Baby Grand〜ぬくもりが欲しくて〜）

このアーチ状の駅舎も結論を申し上げると発⾒には⾄りませんでした(涙)。#9604の画像のセ
ントパンクラス駅に⾏ってみると、確かにあるのですが、配置上特定にはならず、更にはこの駅
の周辺で再開発が始まっていました。この駅は昨年11⽉にユーロスターの新線区間（⾼速区
間）が開業したことにより⼤幅な駅の改修⼯事を⾏っています。故に駅も新しくなり、様⼦が⼤
分変わっているように思われます。そういえば、この画像の泉⽔さんの服装をみると、エンバン
クメントで撮影された時と同じです。ひょっとすると、エンバンクメント周辺の駅で撮られたか

もしれません。特にエンバンクメントの隣駅のチャリングクロス駅の駅舎は新しく、ここ10年で⼤規模な⼯事を⾏っ
たかもしれません。私的にはこのチャリングクロス駅が怪しかったです(笑)。因みにこの画像はセントパンクラス駅
のものです。

 

旅してきました④-25

10367 選択 goro 2008-10-30 00:03:25 返信 報告

みなさん、いかがでしたでしょうか︖。4週に渡り報告させて頂きました(笑)。誤字・雑事等でご迷惑をおかけしたと
思いますがご了承下さいネ。そして、あらためて、今回の旅はみなさんの事前のアドバイスのおかげで効率よく散策
することができ、感謝しています。ありがとうございます。今回の限られた時間の中でみなさんのアドバイスがなけ
れば、こんなに多くの場所を訪れることができませんでした。そのお礼も兼ねて、出来るだけ詳しく旅を報告しよう
と思っていました。今回、発⾒できなかった所はいつかこの研究所に来ていただいた誰かが発⾒でき、報告して下さ
ると嬉しいなって思います。また、あらたなアドバイスや発⾒を報告しあって、現地を散策し、報告して頂ければい
いなって願っています。私、本当にみなさんに出会えて嬉しいです。これからもよろしくお願いしますネ。

旅してきました④-26 ☆megamiさんへ☆
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10368 選択 goro 2008-10-30 00:05:45 返信 報告

追伸︓megamiさん、読んでいただけましたでしょうか︖。短い間でしたが、アドバイス等
ありがとうございました。お話できて嬉しかったです。突然の転勤で⼤変だと思いますが、
お体に気をつけて頑張って下さいネ。まずは、新しい⼟地に慣れ親しむ事ですネ。難儀なこ
ともあると思いますが、無理をしないで少しずつでも前に進み、幸せな⽣活ができることを
願っています。電気があまりない所と聞いていますが、街に出たときにネットカフェ等があ
ってＰＣ等が使えると良いですネ。ＰＣが使える状態になったら、また顔をだして下さい

ネ。みんな温かく迎えて下さると思います。頑張って下さいネ。
 それから、最近わかったんですがmegamiさんのＺＡＲＤ曲占いをしたら、曲がなんと「Today is another da

y」でした☆。。今回の旅にピッタリでとても嬉しかったです☆。。ありがとうございます。

最後に、泉⽔さんの⾔葉を借りてmegamiさんと研究所を愛するみなさんへ
 I hope the victory will smile on you. （勝利の⼥神(megami)よ微笑んで)

                                                    ☆ PH
OTO CALENDAR 2000より ☆

 

goroさんへ

10373 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-10-30 04:01:35 返信 報告

goroさん 超⼤作レポートのロンドン編 しっかり拝⾒させていただきました︕︕
 すごいですね〜︕ワクワク・ドキドキ ⼤感動です☆

 もしかしたら 転勤してしまった後かな︖と考えていたので 本当に嬉しいです。
 モナコ編だけレスができませんでしたが、全部拝⾒させていただきました♪

 １０年経つといろいろ変化してしまうのですね・・・泉⽔さんを感じる素敵な旅を 本当にありがとうございまし
た︕︕

 > I hope the victory will smile on you.  
 Thank you very much for the great language.（素敵な⾔葉をありがとうございます）

 Your tenderness sounds the heart.（優しさが⼼に響きます）
 こちらこそ短い間でしたが、お世話になりありがとうございました♪これからのご活躍を⼼からお祈り申し上げており
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ます。
                                 

Re:旅してきました④

10377 選択 ⼭茶花 2008-10-30 13:58:27 返信 報告

goroさん、皆さん、こんにちは。

世界への旅、お疲れ様でした。フランス(モナコ編)に続いて、旅してきましたの第2弾ですかー。
 投稿して下さった画像から、⾵景が凄く伝わってきました。

 ありがとうございます。

ロンドンも、私の中ではやっぱり、第⼀に、お料理が美味しそうなイメージアリですね。(笑)
 ロンドンも、ZARDとゆかりのある国ですよね。海外は、もう殆どの国が、ZARDと縁があるって感じです。

これは余談になりますが、頻繁に、海外での仕事が多かった坂井さんですが、海外で撮影された坂井さんの写真をず
っと⾒てきてるので、だんだん彼⼥が地元の⼈に思えてくるって感じになるんですよね。

 （説明の意味がお解りになるでしょうか︖）
 以上、今のが個⼈的な感想でした。

ロンドンでの写真は、もしかして他にもまだまだあるんでしょうか︖
 

megamiさんへ

10379 選択 goro 2008-10-31 00:00:51 返信 報告

megamiさん こんばんは
 うわぁー良かったですぅ〜。間に合いました(笑)。こちらこそ温かいメッセージをありがとうございます。「I hope

the victory will smile on you.」は#10368の画像のとおりPHOTO CALENDAR 2000 のカレンダーの帯に書かれ
ていたもので、泉⽔さんの⾔葉をお借りしました(笑)。この⾔葉は私にとってお気に⼊りです。温かいっていうか、
⾔葉って⼤切なんだなって思ってしまいます。泉⽔さんが⾔葉を⼤切にする気持ちが伝わってきます。私は外国へ旅
するけど、英語は単語を並べる程度でカタゴトにもおよばない程度です。だから何とか苦労して⼀⽣懸命相⼿に伝え
て伝わったときの嬉しさも良いけど、感謝の気持ちとか嬉しい気持ちを素直にすらすらと英語の⾔葉に出来ればもっ

https://bbsee.info/straylove/id/10336.html?edt=on&rid=10377
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=10377
https://bbsee.info/straylove/id/10336.html?edt=on&rid=10379
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=10379


とすばらしいんだなって思ってしまいます。megamiさんはお仕事で外国に⾏かれて⽣活して、⾊んな苦楽を経験す
るなんて凄いです。お体に気をつけて頑張って下さいネ。またこの研究所に戻ってくることを⼼から祈っています。
いってらっしゃいませ!

 。
 

⼭茶花さんへ

10380 選択 goro 2008-10-31 00:09:49 返信 報告

⼭茶花さん こんばんは
 読んで下さってありがとうございます。泉⽔さんの写真を⾒ると泉⽔さんはどこの場所に⾏ってもその地に溶け込ん

でいて違和感がないですネ。ジモティって感じですネ(笑)。でもニューヨークで厚化粧をした泉⽔さんは私には苦⼿
です。飾らない素顔の泉⽔さんが素敵です。

⼭茶花さんへ②

10381 選択 goro 2008-10-31 00:11:53 返信 報告

[⽂字オーバーになったようなのであらたに書きます]

話はかわりますが、イギリス(ロンドン)の料理は⼀昔前までは⾼い割には美味しくないと⾔われ
ていましたが最近はそうでもないようです。私は久々にロンドンに⾏きましたが結構美味しいお
店に出会えました。今から紹介するお店はエンバンクメント駅から歩いて5分くらいのシャーロ
ックホームズというパブです。パブは⽇本で例えるとサラリーマン⽤の居酒屋です。パブはカウ
ンターで⾷べ物や飲み物を選び、代⾦を⽀払って⾃分の席や⽴ち飲みカウンターへ持っていくシ
ステムです。⽇本でいうとチェーン店の「HUB」のお店が近いです。このお店は店の中も外も

飲み⼈?!で賑わっていました。外に出て場所を選ばずに⽴ち飲みしているのが凄いです。お酒はビールがメインのよ
うで通常１パイント(約600ml)を注⽂するのですが、私はお酒が苦⼿なのでハーフパイント(約300ml)ビールのビタ
ー(⾚茶⾊のイギリス独特のビールらしい)を選び、⼣⾷代わりにステーキ＆キドニーパイ(⽜⾁･腎臓･タマネギ等をパ
イ⽣地で包んだパイ)というイギリス名物料理を頂きました。基本的にはパイですが、⽇本にはない味で美味しかった
です(気に⼊ったのでこの店に2⽇連続で⾏ってしまいました。)。本当は⼣⾷の後に地下鉄⼤捜査?!をしたかったので
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すが、お酒に弱い私は途中のビックベンに近い駅で降りてしまい、夜のビックベンを⾒ながら悪酔いにしばらく堪え
ていました(笑)。

goroさんへ

10383 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-10-31 02:10:12 返信 報告

goroさん みなさん こんばんは︕

⼼に沁みるレスを 本当にありがとうございました☆しっかり受け⽌めて ⾏ってまいります♪

私は残念ながら拝⾒できませんが、所⻑さんが本⽇検証をして下さるのではないかと期待しております︕︕
 きっとgoroさんの ご苦労が報われると信じております。

またＺ研で お会い致しましょう。いろいろありがとうございました︕︕

私も同感です

10384 選択 ⼭茶花 2008-10-31 11:20:38 返信 報告

goroさん、こんにちは。

>泉⽔さんの写真を⾒ると泉⽔さんはどこの場所に⾏ってもその地に溶け込んでいて違和感がないですネ。 
 海外ロケについては、ゴールデンベストに付いている「Golden History」に、“ジャケットも、ニース、パリ、ロン

ドン、ニューヨーク、etc･･･、世界各国の情景にインスパイアされて撮影したヴィジュアルはインパクトがあり”と記
載の通り、ZARD＝海外って感じで印象が強いんですよね。

>>でもニューヨークで厚化粧をした泉⽔さんは私には苦⼿です。飾らない素顔の泉⽔さんが素敵です。 
これについては私も同感です。天国の坂井さんに怒られるかも知れないですが、厚化粧をした坂井さんが、まるで××
×のように⾒えて(苦笑)

#10381の画像、私のために、またまたレストランのメニューの写真まで⾒せていただきありがとうございますm(_
_)m

 >>このお店は店の中も外も飲み⼈?!で賑わっていました。外に出て場所を選ばずに⽴ち飲みしているのが凄いです。
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昼間っからビールを⽴ち飲みしたり、また飲みながら歩く⼈を、私もテレビなんかでよく⾒たことありますよ。⽇本
では殆ど有り得ない⾵習というか、やっぱり外国だなーと思いながら観てましたが。

ロンドンって、ロンドンもニューヨークと同じ、⼤都会だそうですから、ロンドンは夜景がきれいなんでしょうね
ー。

 海外に⾏ったことがない⾃分にとって、おかげで楽しいお話聞かせていただきました。まるで⾃分も海外旅⾏に連れ
て⾏ってもらった気分です(笑)。

PS.#10350の坂井さんが写ってる画像の元画、下さいませんか︖

宜しくお願いいたしますm(_ _)m
 

Re:旅してきました④-

10394 選択 stray 2008-10-31 20:14:56 返信 報告

goroさん、こんばんは。

ロンドン編は超⼤作になりましたね︕
 いろいろ新しい収穫もあったようで、こっちまで嬉しくなるレーポートを（笑）

 どうもありがとうございました。

まず、ロンドンが晴れてるなんて、やっぱり異常気象なんだと思います（笑）。
 いつも曇ってて寒くて、⾷べ物がまずいって印象しかないんですけどねぇ。

 セントジェームス教会前ですが、傾いた⾚いポストはありませんでしたか︖
 ちょうど電話ボックスの辺りにあるのでですが…。

 もしかして、ポストが電話ボックスに化けたのでしょうか︖（笑）

#10346は間違いないと思います。
 この⾚い欄⼲が#10348の⼿すりと同じとは、思いもしませんでした。

 なるほど〜、Le Port DVD のブックレットにも、#10348で泉⽔さんが
 ⽴ってる出っ張りが、ちょっぴりですが写ってますね︕

 しかし、橋がかけ替えられてしまったのでは、実証できませんが（笑）。
 PV冒頭のこのシーンは、#10346と同じ付近で撮ったものなのでしょう。
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#10352は最⼤の発⾒でしたね︕
これは⽂句の付けようがないです（笑）、お⾒事︕

（つづく）

Re:旅してきました④

10395 選択 stray 2008-10-31 20:26:10 返信 報告

「MY Baby Grand〜ぬくもりが欲しくて〜」と
 「この涙 星になれ」のPVをよ〜く⾒直してみたら、

 洋服がぜんぜん違ってますね（笑）。

「MY Baby Grand …」のほうは、⽩のインナーで、
 ⿊のミニスカートに⿊タイツ、⿊のシューズです。

 ”エンバンクメント駅から地下鉄に乗った”という私の説は
 撤回させてもらいます（笑）。⼩雪が舞う別の⽇の撮影ですね。

goroさんは、エンバンクメント駅周辺がホットスポットだったようですが、
 私はミニスカを確認できたのがホットです（笑）。

（つづく）
 

Re:旅してきました④

10397 選択 stray 2008-10-31 20:42:04 返信 報告

アーチ状の駅舎ですが、私はセントパンクラス駅で間違いないと思います。
 goroさんが書かれているように、ユーロスターの新線区間の開業により

 ⼤幅に駅が改修されてしまったんです。
 泉⽔さんのロケ当時は、⾚線から奥の部分がなかったのでしょう。

 #9522で庇のように⾒えるのが⾚線より奥の屋根部分です。
 なので、泉⽔さんが座っていた⽩いビルは取り壊されて、

 同じロケーションは探そうにも探せなかったのだと思います。
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ロンドンもずいぶん変わってしまったんですねぇ。
#10344の電話ボックスが残っていてよかったですね︕（笑）

Re:旅してきました④

10399 選択 stray 2008-10-31 21:48:22 返信 報告

ハンガーフォード橋の別ショット画像は⾒たことないです。

#9515と#9516は、ネットから無断借⽤したものです。
 #9517は「ＣＤでーた」1999年9/20号です。

 #9514は、何からスキャンしたか忘れましたが、たぶん雑誌です。
 両⽅とも会報に同じショトがありますが、会報の画像って総じて⼩さいし、

 ⾊もくすんでいるので、捜査には使えません（笑）。

４週にわたる⼤レポート、ご苦労さまでした。
 ⾒応え・読み応え抜群、毎週毎週ワクワクさせられました︕

 近いうちに、goroさんのお写真を使わせていただき、
ロンドン、ニース、モナコ、ロクブリュヌ・カップ・マルタンを

 ロケ地マップに追加する予定です。ご丁寧な報告、どうもありがとうございました︕
 私も海外ロケ地調査に⾏きたい︕（笑）

Re:旅してきました④

10403 選択 xs4ped 2008-11-01 02:00:17 返信 報告

goroさん、こんばんは。

> 最終地のロンドン編です。ようやくロンドンへ来ましたって感じです。ロンドンは天気が良くて、絶好の散策⽇和
でした。 
最終地の「ロンドン編」レポート有難う御座います︕

 今回(ロンドン)は天気にも恵まれ、収穫も割と多く泉⽔さんを、沢⼭感じられたようで良かったですね。(^_^)
 もう１０年以上経っているので、再開発等で変貌している所も有るのは仕⽅ないですね。
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でも、限られた時間の中で、かなり満⾜出来た旅だったのではないでしょうか︖
⼜、⾊々と画像も貼って頂き、旅の雰囲気を感じられ良かったです。(^_^)

 お疲れ様でした。
 そして、有難う御座いました︕

 

⼭茶花さんへ

10406 選択 goro 2008-11-01 11:41:55 返信 報告

⼭茶花さん こんにちは
  

こちらこそ、私がロンドンで感じたことを楽しんで頂いて嬉しいです。ロンドン
はやっぱり外国です（←あたりまえですね）。⾵習も違うし、⾷材も違うし、飲
み⽅も違うし、⾊んなことが新鮮に感じ取れますよ(笑)。ただ、良いことばかりだ

けでなく怖いところも悪いところも悲しいところもあります。特に私は英語⼒がカタゴト未満なので(笑)、危険な所
も当然あるから常に周りの状況を感じ取らないとなりません。。幸い⼤きなトラブルに巻き込まれなくてホッとして
います。ロンドン中⼼部って今思うと⾼い建物はあまりなかったような気がします。ですから夜景は下を⾒下ろすこ
とがあまり無いような気がします。私は今回のロンドンの夜はお酒を飲んで悪酔いしながらビックベンを⾒上げたり
夜のテムズ川の側で酔いを覚ましていましたので夜景が綺麗とかの余裕が無かったです(夜に出歩きましたが、勿論、
⼤勢の⼈だかりの中にいるようにして、危険にならないように近くにいさせて頂きました(笑))。

 #10350の拡⼤画像おくりますね。このＤＶＤのブックレットは殆ど全部のページがぼやけて写っていますので、泉
⽔さんもぼやけています。また、⾒開きなので真ん中に折り⽬が⼊っています。

 

strayさんへ①

10407 選択 goro 2008-11-01 11:54:15 返信 報告

strayさん こんにちは

いつもは夜遅くに書かせて頂きますが、珍しく「こんにちは」です。多⼤なご講評をありがとうございました。褒め
られる場⾯もあり光栄です︕︕。ロンドンは⼤収穫でした。。⾊んな発⾒やあらたたな推測や良い意味での苦労があ
り、本当に捜査しているような感じで楽しかったです。アネ研さんの捜査中の気持ちが伝わってきそうです(笑︓そう
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いえば、アネ研さん、megamiさんに⾒て頂けました(笑)。ギリギリ間に合ってホッとし
ています。)。ロンドンも決まった場所の撮影は⼈が少ない早朝(⽇の出頃)に⾏い、⽇中
はブラブラ散歩していたので、思い切り撮影ができました。

 ⾚いポストの件は、そう⾔えば以前話題になりましたね。全く気に留めていませんでした
(涙)。今思い出しました(笑)。いつ頃でしたでしょうか︖︖ 。早速ＤＶＤと今回撮った
写真を⾒直しましたら・・・ありました(笑)。この画像は早朝に撮ったものですが、まだ

朝のお掃除中だったのでゴミ箱等があり載せなかったんです。電話ボックスの奥にわずかですがポストが⾒えます
(笑)。

strayさんへ②

10408 選択 goro 2008-11-01 11:55:32 返信 報告

前の画像だとよく解りませんので、⽇中にセントジェームス教会の反対側付近から両替所
付近を撮ったものもありましたので載せますね。うーん、確かに傾いていますね。電話ボ
ックスには化けていませんでした。ちゃんとありました(笑)

strayさんへ③

10409 選択 goro 2008-11-01 11:56:35 返信 報告

これは少し拡⼤した画像です。

strayさんへ④
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10410 選択 goro 2008-11-01 11:57:47 返信 報告

もっと拡⼤するとこんな感じです。正⾯じゃなくてスミマセン(全く気に留めてなかったので・・・
涙)。

strayさんへ⑤

10411 選択 goro 2008-11-01 11:59:58 返信 報告

私も「MY Baby Grand」と「この涙 星になれ」のPVをよく⾒直してみました。本当だ︕︕確かにMY Baby Grand
はミニスカですね(笑)。。珍しいというかこんな泉⽔さんも素晴しいと思ってしまいました。因みにこのシーン橋を
降りた所にある電話ボックスのシーンはスカートではなくズボンですね。何度も着替えていたんですね。

 セントパンクラスの件は仰るとおり納得です(笑)。10年程が経過して⾊々と街が変わってしまったんですね。
 今回、使⽤した画像は勿論、今後のＺＡＲＤ研究所の発展とみなさんとの情報共有と居⼼地の良いＺＡＲＤ研究所の

ために有効活⽤して下さればと思います。⼩さい画像もあると思いますので、ご要望があれば⼤きく載せますね。た
だ撮影技術がイマイチなのでご了承下さいね。

 今ふりかえると、ニースの頃が本当に懐かしく感じ、私なりに⼤きな旅をしてきたんだなって感じてしまいます。本
当にstrayさんをはじめ、みなさんの温かいアドバイスがなければこんなに素晴しいＺＡＲＤゆかりの地巡りにはなり
ませんでした。何度も⾔いますが感謝です︕︕。

追伸︓そう、先ほどＤＶＤを⾒ていたら新たな発⾒?!をしました。⼩さな発⾒ですが後ほどお伝えします。
 

xs4pedさんへ

10412 選択 goro 2008-11-01 12:02:03 返信 報告
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xs4pedさん こんにちは
私の旅の雰囲気を感じられたとのことで嬉しいです。ロンドンはxs4pedさんをはじめ、みなさんのアドバイスを受け
て効率よく散策できて、沢⼭の場所を⾒ることができました。やはり10年ほど経過しているので、当時のままという
わけにはいきませんでしたが、何とか⾯影がある場所や⽬印があって、その場所を⾒つけた時の感動は素晴らしく、
早くみなさんに報告しなくちゃって思っていました。xs4pedさんに頂いたロンドン地下鉄のポイント、発⾒に⾄らな
くて残念です。探索時間が短かったことと、駅内の⼯事が⾏われたことと私の悪酔い(これが⼀番の原因か･･･)で多く
の駅を⾒ることが出来ませんでした(涙)。そういえば地下鉄⾞両も私が乗った電⾞全てが新しいタイプでしたので泉
⽔さんが写っている昔の「つり⽟」の電⾞は無かったです。

 モンサンミッシェルとベルサイユ、もうしばらくお待ちくださいね。
 

Re:旅してきました④

10413 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-11-01 12:37:06 返信 報告

こんにちは、goroさん、ロンドン編レポートありがとうございます。
 ⽇本ほど変わらないと⾔われる⻄洋ですが、ほんと10年もたつと変わってしまうんですね。

 しかし、謙遜してるんでしょうが、goroさんの英語圏への捜査の精神は⾒習いたい気持ちです。

>アネ研さんの捜査中の気持ちが伝わってきそうです。 
 そうですね。私は、ここに泉⽔さんが着てたんだと思うと地⾯に、寝ころびたい気分でした。(笑)

 >(笑︓そういえば、アネ研さん、megamiさんに⾒て頂けました(笑)。ギリギリ間に合ってホッとしています。)。 
 megamiさんも、ロンドン編をぜひとも転勤前に読みたい気持ちと、goroさんにはしっかり書いてほしい気持ちが交

差していたようで、私もハラハラしていましたが、間に合って本当によかったです。所員として私からも感謝しま
す。ありがとうございました。

 またのレポート期待させていただきます。

goroさんへ

10415 選択 stray 2008-11-01 22:30:06 返信 報告

goroさん、こんばんは。
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またまたご丁寧な回答どうもありがとうございます。
わかりづらいですが、電話ボックスのシーンもミニスカートだと思います。

ポストは⼤して傾いてませんね︕
 goroさんがＺ研初投稿の際、#9506で紹介したブログの写真では

 ピシャの斜塔と同じくらい傾いてるんですけどねぇ（笑）。
 地盤沈下かなにかで、直しちゃったのかも︕（笑）

ロケ地マップでの写真使⽤を快諾していただき、ありがとうございます。

> 追伸︓そう、先ほどＤＶＤを⾒ていたら新たな発⾒?!をしました。⼩さな発⾒ですが後ほどお伝えします。 
 なんでしょう︖すっごく気になるんですけど（笑）。

 

アネ研さん へ

10417 選択 goro 2008-11-02 21:01:34 返信 報告

有難いお⾔葉ありがとうございます。私はアネ研さんの不屈の精神を⾒習いたく思っています。今後も⾊々とアドバ
イスをお願いしますネ。寝転びたい気分、捜査完了の喜びと余裕さが伺えます(笑)。私は⾒つけただけでアタフタし
ちゃって・・・。しばらく呆然としています(笑)（やがて実感に感動するんですが・・・）。今回、megamiさんの
突然の転勤と⾔うことで、新天地への向かうmegamiさんへのエールも込めて何とか⽔曜夜に間に合いわせました
（スピードは上げましたが、質は全く落としていませんのでご安⼼下さいね(笑)）。megamiさんが読んで頂けたこ
とと、ｓtrayさんの⾦曜⽇の出発メールのことに本当に間に合って良かったとホッとしています。また、落ち着いた
ら戻ってこられることを⼼から祈念しています。

strayさん へ

10418 選択 goro 2008-11-02 21:03:38 返信 報告

やってもうた(笑)。確かに電話ボックスの服装もミニスカです。。私はまだまだですネ(笑)。ＤＶＤでのポストは確
かに傾いていますね、今回の画像を⾒る限り、あまり傾いていないというか、横の電柱とほぼ平⾏ですね。撮る位置
がまずかったのかな︖。

 ⼩さな発⾒とは何となくＤＶＤを⾒ていたら「愛が⾒えない」の⾞⾛⾏シーンはモナコのような気がしました。た
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だ、モナコでの泉⽔さんの運転シーンはモナコでは確認は出来ず、なんと⾞のナンバープレートが⽇本だったり、外
国のものになったりしています。泉⽔さんの⾞⾛⾏シーンは⽇本で、⾵景はモナコなのかな︖。今、モナコで撮った
画像を⾒⽐べています。当然ながらそのＤＶＤの場所にスポットを当てていないので、⾒⾟いものになってしまいま
すが、もうしばらくお待ちくださいネ。

 

goroさんへ

10421 選択 stray 2008-11-03 10:54:58 返信 報告

goroさん、こんにちは。

「愛が⾒えない」のPVですが、泉⽔さんがジープを運転するシーンは、
 葉⼭の砂浜で撮影されたものです。

 泉⽔さんの⼿の後ろに写ってる⽩い建物が「ラ・マーレ・ド・茶屋」
 http://www.chaya.co.jp/shop/lamaree/home.html

外国の⾵景はモナコですよ（笑）。

strayさん へ （モナコ「愛が⾒えない」のおおよその撮影場所①）

10422 選択 goro 2008-11-03 12:32:07 返信 報告

strayさん みなさん こんにちは

泉⽔さんがジープを運転するシーンは葉⼭だったんですね。「ラ・マーレ・ド・茶屋」、
記憶がよみがえります(笑)。そういえば昨⽇の記載で、ナンバープレートが外国のものに
なっていると記載しましたが、⼤きな間違いでした。よく⾒たらありませんでした。⽇本
の⾞の正⾯の⻑⽅形のバンパー?!をナンバープレートと⾒間違えてしまったようです。ス
ミマセン。泉⽔さんがいない映像ですけど、私がブラブラ歩いてたまたまＤＶＤと似通っ

たところを以下に記載しますね。因みに原画はyutubeからいただいたもので、かなり⾒⾟いです(mpg2jpgがメモリ
オーバーとかで上⼿くいかなかったので・・・)。ご参考までに。

この画像はモナコの宮殿から撮ったものです。
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モナコ「愛が⾒えない」のおおよその撮影場所②

10424 選択 goro 2008-11-03 12:36:15 返信 報告

この画像は泉⽔さんが⼦供達と記念撮影?!をしている場所なんですが、原画はこの下の道を
反対側(モナコの宮殿の⽅)に⾛⾏していると思われます。

モナコ「愛が⾒えない」のおおよその撮影場所③

10425 選択 goro 2008-11-03 12:39:10 返信 報告

この画像は前の画像より(モナコの宮殿の⽅へ)進んだものです。#10079の建物が⾒えま
す。

モナコ「愛が⾒えない」のおおよその撮影場所④

10426 選択 goro 2008-11-03 12:41:46 返信 報告

この画像はグランカジノの辺りからモンテカルロ駅や港へ向かう途中の道であると記憶し
ています(笑)。道路がよく撮れていなくて⾒⾟いですね。
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モナコ「愛が⾒えない」のおおよその撮影場所⑤

10427 選択 goro 2008-11-03 12:43:05 返信 報告

この画像はモンテカルロ駅へ向かう道で港付近の道です（またもやテントで⾒⾟いです
が）。

モナコ「愛が⾒えない」のおおよその撮影場所⑥

10428 選択 goro 2008-11-03 12:49:16 返信 報告

最後に、おおよその撮影場所と⽅向を⽰しますね。今回は「丸印＋線」が私が撮った場所と⽅
向、「四⾓印＋線」がＤＶＤ映像の撮った場所と⽅向（かなりおおよそですが）です。

⻘が#10422 ⾚が#10424 緑が#10425 ⻩⾊が#10426 ⿊が#10427 です。今回は
おのおのの場所に焦点をあわせて撮影していないので、⾒⾟いですが、ＤＶＤを⾒て頂けれ
ば、何とかおおよその場所を⾒つけることができます（スミマセン、お⼿数をお掛けしますが
検証お願いします)。

 

goroさんへ

10429 選択 ⼭茶花 2008-11-04 14:06:16 返信 報告

goroさん、こんにちは。

返事が遅くなりまして申し訳ありませんでした。

>>ただ、良いことばかりだけでなく怖いところも悪いところも悲しいところもあります。 
 仰るとおり、特に、外国の夜の外出は怖い、恐ろしいイメージがあります。

 >>特に私は英語⼒がカタゴト未満なので(笑)、危険な所も当然あるから常に周りの状況を感じ取らないとなりません
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そうですね。私も英語は全然ちんぷんかんぷんです(恥)例え旅⾏に来たとしても、誰かに通訳して助けてもらわない
と(笑)。

>>私は今回のロンドンの夜はお酒を飲んで悪酔いしながらビックベンを⾒上げたり夜のテムズ川の側で酔いを覚まし
ていましたので夜景が綺麗とかの余裕が無かったです(夜に出歩きましたが、勿論、⼤勢の⼈だかりの中にいるように
して、危険にならないように近くにいさせて頂きました(笑))。 

 泥酔しながら夜道を出歩いてたなんて、其れは其れとして、かえって恐ろしいように思いますが・・・しかも、トラ
ブルに巻き込まれなかったなんて、余程運が良かったんですね(笑)ロンドンの夜景を⾒る余裕がなかったなんて勿体
なかったですね(笑)。

> #10350の拡⼤画像おくりますね 
 #10350の元画をUPして下さってありがとうございます。

Re:モナコ「愛が⾒えない」のおおよその撮影場所

10430 選択 stray 2008-11-04 20:03:40 返信 報告

goroさん、こんばんは。

ご丁寧にありがとうございます。
 検証するまでもなくモナコですが（笑）、goroさんの写真のおかげで

 100%間違いなし︕となりました。
 #10422は、よく写真に収めてられましたね︕

 PVの冒頭シーンで映るので、脳裏に焼き付いているんでしょうね（笑）。

また何か発⾒がありましたら、書き込んでくださいね。
 （レスは御無⽤に）

パスワード︓  編集  削除

https://bbsee.info/straylove/id/10336.html?edt=on&rid=10430
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=10430


Powered by bbsee.info. Copyright © 2005-2022
HTML generated at 2022-09-22 21:20:26 (0.030 sec).

https://bbsee.info/

