
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

東映カラオケ ロケ地

15115 選択 stray 2009-10-07 21:02:37 返信 報告

皆さんこんばんは。

くろいさんが「ONE NIGHT IN HEAVEN」のロケ地に⾏かれたので、
 東映カラオケ５作のロケ地を整理しておきます。

ウィーンは無理でも、残りは⼤坂、清⾥、静岡です。
 ロケ地捜査はワクワクしますよ〜（笑）。

 お近くの⼈はどうぞよろぴく︕（笑）

「ONE NIGHT IN HEAVEN」
 ウィーン、シェーンブルン宮殿＆グロリエッテ

「〜still〜未練」
 ⼤阪・北区、新梅イーストホテル

 （2009年8⽉閉館、館内施設は⼀部営業中）
 http://www.easthotel.co.jp/
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「⼿をつないでいて」
⼭梨県北杜市（清⾥）、ホテル・オーベルジュ

 http://www.kiyosato-auberge.com/

「23才」
 千葉・浦安、ナナトミ・スポーティング・ソサイエティ

 京都、ホテル・ホワイトキャンパス
 （両⽅とも検索でヒットせず）

「CARIBBEAN」
 静岡・下⽥、清流荘

 http://www.seiryuso.co.jp/
 静岡・⽯廊崎、ジャングルパーク（2003年9⽉閉園）

 http://www.ne.jp/asahi/midnight/cruise/jungle_park.htm
 

「〜still〜未練」

15116 選択 stray 2009-10-07 21:05:28 返信 報告

pineさん︕ ⼤坂でっせ、⼤坂︕（笑）
 残念ながら、つい先⽇閉館してしまいましたが、

 まだ館内に⼊れるようなので、お暇でしたら捜査をお願いします（笑）。

Re:「〜still〜未練」

15117 選択 stray 2009-10-07 21:06:00 返信 報告

特徴ある橋ゲタですが、この野外ロケはどこなんでしょう︖
ご存知ありませんか︖ なければ探して下さい（笑）。 
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「CARIBBEAN」

15119 選択 stray 2009-10-07 21:10:45 返信 報告

チョコさん︕ ⼦供の頃、ジャングルパークに⾏きませんでしたか︖
 今はどうなってるんでしょう、本当のジャングルになってたりして（笑）。

Re:「CARIBBEAN」

15120 選択 stray 2009-10-07 21:11:38 返信 報告

下⽥の「清流荘」は現存しています。少々お⾼いのですが、
 次の家族旅⾏にいかがですか︖（笑） 旦那様をだまくらかして（笑）。

”なりきり⽔着姿”のレポをお願いします（笑）。

ロケ地、分かったで〜︕︕笑

15123 選択 ドルチェ 2009-10-07 23:18:42 返信 報告

ストちゃん、みなさん こんばんは︕ KQMの為のスレも⽴ててくれたんですね（笑）
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#15117のロケ地、結構すぐ分かったよ〜（＾０＾）
まず、橋の⽅は 中之島の難波橋。

 中之島周辺は、⽇銀⼤阪⽀店や中之島図書館などレトロで素敵な建物が多いので⾏ってみたい場
所だったの︕

 橋ゲタの⽉桂冠の上のマークは、⼤阪市のマークかな。

Re:「〜still〜未練」

15124 選択 ドルチェ 2009-10-07 23:32:00 返信 報告

そして、#15117の下の画像は 中之島公園のバラ園でーす︕
 もしかして堂島リバーフォーラムも近いのかな︖︖

 東映カラオケ5作の中では、「〜still〜未練」出演の泉⽔さんがクールな感じで美しくて⼀
番好きです（笑）

 

Re:ロケ地、分かったで〜︕︕笑

15125 選択 stray 2009-10-07 23:32:20 返信 報告

ドルちゃん、こんばんは。

ネグレスコホテルはお⼿柄でした。頭なでなでしてあげる（笑）。

> #15117のロケ地、結構すぐ分かったよ〜（＾０＾） 
 早っ︕もう分かったの︖ ⼤坂⼈みたい（笑）。

 中之島の難波橋かぁ、⼟地勘まったくなしです（笑）。

公園シーンは、予想どおり中之島公園でした（笑）。
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pineさ〜ん、急げ〜（笑）。

Re:東映カラオケ ロケ地

15126 選択 チョコレート 2009-10-08 09:52:42 返信 報告

所⻑さん、ドルちゃん、皆さん、こんにちは︕

> 東映カラオケ５作のロケ地を整理しておきます。 
 こちらも整理してくださり、ありがとうございます。ほとんどが国内ですね。

 なんと︕私の実家の近く、伊⾖⽅⾯もありますねぇ(笑)。
 ジャングルパーク･･･私のあいまいな記憶では、⼀度⾏ったことがあったような･･･。温室みたいな、それ程⼤きな施

設ではなかった気がします。
 ええ〜〜︖あんなところで撮影したのぉ︖︖って感じがします。⼈もあまりいない感じなので、ちょうど良かったの

かな(苦笑)。今は閉鎖されているので本当のジャングルになったかも知れません(笑)。
 あとは下⽥の清流荘︖⽔着レポは、ご遠慮した⽅が皆さんのためだと思いますので(苦笑)、普通の潜⼊捜査をいつ

か、してみたいです。

それにしても、天才ドルちゃんは、冴えてますね〜(笑)。
 ⼤阪⼈より先に、ロケ地特定しちゃったの︖さすがです･･･。

 あとは、pineさん︖PANさん︖の現場検証を待つだけですね︕楽しみ〜。なりきり写真でお願いしたいです(笑)。

Re:ロケ地、分かったで〜︕︕笑

15127 選択 pine 2009-10-08 11:43:06 返信 報告

所⻑さん ドルチェさん チョコさん こんにちは〜︕
 ついにカラオケロケ地に突⼊ですね。

 「〜still〜未練」は⼤阪だということは知っていましたが、今迄漠然と⾒てしまってい
ました。⾏かなくちゃ︕︕（笑）

イーストホテルは８⽉に閉館ですか︕もう少しあと少し…あと２ヶ⽉頑張って欲しかっ
たなァ。
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それにしてもドルチェさん、捜査が早い︕さすがですね〜（笑）
難波橋はタクシーで通ったことはあるけど、歩いたことはなく、中之島公園もこの辺りは１回しか⾏ったことがない
んです…。近くだと意外と⾏かないものですね（^^;）

 休⽇はこの辺りも⼈が少なくて、お散歩コースにはもってこいです。

地図に場所をまとめてみましたよ。⾊がいっぱいで⾒にくいですが、お許し下さい。m(^^)m
  ⻩⾊ ︓難波橋

  ピンク︓中之島公園 バラ園
  ⾚  ︓イーストホテル

  緑  ︓堂島リバーフォーラム
  ⽔⾊ ︓フェスティバルホール
  ⻘  ︓リッツカールトン⼤阪

これはアメ村

15128 選択 pine 2009-10-08 11:46:15 返信 報告

画像の場所は「アメリカ村」です。
 アメ村のシンボル画、⿊⽥征太郎さんの『PEACE ON EARTH』の前ですね。

 ⿊い⼤きな⿃の"下の部分"は、落書きや、その落書きを消すために絵を描かれ、残念ながら
当時のままは残っていないようです。

Re:これはアメ村

15129 選択 pine 2009-10-08 12:16:04 返信 報告

場所はココ。⻩⾊い丸のビルの北側の壁⾯です。
 ココは何度か通ったことはあるんだけど、今度は泉⽔さんがいた場所ということを噛みしめながら歩いてみます。

（笑）
 緑は『Grand Cafe』、⾚がパン⼯場、⽔⾊がギザヒルズ 縁の地の近くです。
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Re:ロケ地、分かったで〜︕︕笑

15130 選択 stray 2009-10-08 12:46:19 返信 報告

pineさん、こんにちは。

昨夜から⾬が降り続いてますが、まだ、⾵はぜんぜん強くないです。
 台⾵は今頃、ミキティさんのご実家の上空でしょうか（笑）。

あっという間に「〜still〜未練」の全ロケ地が判明しましたね︕（笑）
 分かりやすい地図を、どうもありがとうございます。

 この界隈は⾏ったことがないのでチンプンカンプンですが（笑）、
 イーストホテルと中之島は近そうですね、機会があれば⾏ってみようと思います。

pineさんが#15117右下のなりきりショットを、
 PANさんが#15117右上のなりきりショットを撮って、

 「〜still〜未練」のＺ研ver.を作りましょう︕︕（笑）

PANさ〜ん︕
 堀江界隈はPANさんのテリトリーなので（笑）、

 アメリカ村の壁画と『Grand Cafe』の潜⼊捜査、よろしくね︕（笑）

Re:ロケ地、分かったで〜︕︕笑

15131 選択 ドルチェ 2009-10-08 20:56:56 返信 報告

ストちゃん、チョコちゃん、pineさん、みなさん こんばんは︕
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> ネグレスコホテルはお⼿柄でした。頭なでなでしてあげる（笑）。 
わ〜い（＊＾＾＊） いまだに、頭をなでなでされるのが嬉しくてたまらないアラフォー⼥⼦です♥

 本当に、ドルちゃんここ何⽇か冴えてますけど 集中してなにかした後はよく知恵熱を出すのでちょっぴり不安で〜
す（笑）

中之島付近には興味があったんですが、詳しい位置関係は全くわからなかったから pineさんの地図での説明でばっ
ちりお勉強できます（＾０＾）

 堂島リバーフォーラムとか他の泉⽔さん縁の地も印をつけてもらってる︕ pineさん、ありがとうございま〜す♪
 #15128も「〜still〜未練」の中の映像ですか︖︖と質問しときながら、今はYouTubeでも⾒れるんですね︕（笑）

アメリカ村はさすがですね〜♪

#15117のバラ園の時の泉⽔さん、「Good-bye My Loneliness」のPVの時と雰囲気が似てますよね。特に、まゆ⽑
（笑）

 ZARDとKQとダブっていた時期が少しあったと聞いたことあるけど本当なのかな︖

チョコちゃんのジャングルパークといい、pineさんの⼤阪といい泉⽔さんゆかりの地があっていいなぁ〜。近い⽅
は、なりきり写真お願いネ︕笑

ここは︕︕

15134 選択 pine 2009-10-09 13:21:35 返信 報告

所⻑さん ドルチェさん みなさん こんにちは︕

>pineさんが#15117右下のなりきりショットを、 
 >PANさんが#15117右上のなりきりショットを撮って、 

 >「〜still〜未練」のＺ研ver.を作りましょう︕︕（笑） 
 ぎゃはは︕PANさんはともかく、私のなりきりだと「〜still〜未練」じゃなくて「〜も

う〜⾒れん」になってしまいま〜す（笑）

>#15117のバラ園の時の泉⽔さん、「Good-bye My Loneliness」のPVの時と雰囲気が似てますよね。特に、まゆ
⽑（笑） 
じっくり⾒直してみると、ホントにそうですね。

 他のはふっくらしていたり、前髪をおろしていたり、バラ園の頃がZARDとダブっていた時期かもしれませんね。
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昨⽇は地図作りに夢中になっていて、他のカラオケ映像をゆっくりと⾒ていなかったのですが、今⽇はゆっくりと⾒
てみました。

 なんと︕「⾏ったことある〜︕︕」場所発⾒︕︕w(^o^)w
 「⼿をつないでいて」のこのシーン。「あ〜っ︕」１⼈で興奮しております。（笑）

国⽴天⽂台野辺⼭－野辺⼭宇宙電波観測所
  ttp://www.nro.nao.ac.jp/index.html
 知っていたらなりきり撮影して来たのに…（笑）

 ⽇付を⾒ると、'94.8.8 「こんなにそばに居るのに」が発売された⽇。私はここにいたんだ…しみじみ

Re:ここは︕︕

15135 選択 stray 2009-10-09 17:15:50 返信 報告

チョコさん、ドルちゃん、pineさん、こんにちは︕

チョコさんは、やっぱり⼦供の頃に⾏ってましたか〜。
 温室もあるみたいですが、ジャングルパークなので、ウリは⼤⾃然だったのでしょう。

 ⼦供はあんまり興味ないかも知れませんね（笑）。
 写真は残ってないですか︖（笑）

ドルちゃん、知恵熱出して、休んでないといいけど（笑）。
 ZARDとKQがダブっていた時期が、たしかにありました。

 KQは2年契約で、1991年3⽉までだったので、デビュー準備期間はもとより、
 デビュー後も営業活動していたそうですよ。

pineさん、またまた発⾒ですね︕︕
 国⽴天⽂台野辺⼭ですか〜、清⾥から近いのかな︖ さっぱり地理がわかりません（笑）。

 それにしてもお若い写真ですね〜、15年前ですか〜、ピチピチしてますね（笑）。
 泉⽔さんのお顔しか⾒ないクセがついてるので、こ〜んな⼤きな

 電波望遠鏡が映ってることに、今まで気がつきませんでした（笑）。

天⽂ファンのドルちゃん︕
 清⾥の「ホテル・オーベルジュ」潜⼊、よろぴくね︕（笑）
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Re:ここは︕︕

15139 選択 ドルチェ 2009-10-09 23:02:05 返信 報告

pineさん、ストちゃん、みなさん こんばんは（＾０＾）

知恵熱は⼤丈夫だったけど、寒いので⾵邪引かないように暖房つけてま〜す（笑） 
 みなさんの所も今⽇は寒くないですか︖︖

> ぎゃはは︕PANさんはともかく、私のなりきりだと「〜still〜未練」じゃなくて「〜もう〜⾒
れん」になってしまいま〜す（笑） 

 「〜もう〜⾒れん」・・ひー、これ可笑し過ぎるんですけど〜︕︕（≧∇≦）
 それと、なになに〜「⼿をつないでいて」のロケ地にpineさん⾏ったことあったんですか︕︖ 

ほんとだ⼀緒の場所ですね、⼤発⾒︕
 訪ねた⽇付も、これはもう運命としか⾔えませんね（笑）…ところでpineさんは、どっちですか︕︖笑

ストちゃん、
 やっぱりZARDとKQとダブってた時期があったんですね〜。っていうかデビュー後もKQ活動してたのね︕（笑）

 >天⽂ファンのドルちゃん︕ 
 そうそう、夏休みに地元にある宇宙科学館に⾏ったよ︕ そこにプラネタリウムもあって楽しかったヨ♪ ほとんど寝

てたけど（笑）
 「ホテル・オーベルジュ」は⾃然たっぷりで好きな感じなので、いつか⾏ってみたいです︕ いつか・・ネ。

でね、私もさっき他のカラオケ映像を⾒ていたら ちょっとした発⾒をしちゃいました︕
 「CARIBBEAN」の作曲者の和泉⼀弥さんって「好きなように踊りたいの」を作曲した⽅ですよね︖

 関係ないけど、歌詞にも「Hold me」なんて⼊ってるし・・なんか楽しい〜♥

Re:ここは︕︕

15152 選択 stray 2009-10-11 14:17:00 返信 報告

ドルちゃん、こんにちは。

もしかして熱出て寝てる︖（笑）
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プラネタリウムは、定番番組だと眠くなるよね〜（笑）、
真っ暗で、背もたれを倒すから、すぐ眠れる（笑）。

> 「CARIBBEAN」の作曲者の和泉⼀弥さんって「好きなように踊りたいの」を作曲した⽅ですよね︖

おう︕気づきませんでした、泉⽔さん以外興味ないので（笑）。
 和泉⼀弥って、ほとんど歌謡曲ですよね。Ｎ「好きなように踊りたいの」はZARD曲として違和感ないんだけど、

 １曲だけの提供っていうのは、著名アイドルが唄う予定だった曲が没になって、
 御⼤が拾ってきたのかもしれないね（笑）。

梅新イーストホテル

15187 選択 KOH 2009-10-13 00:50:45 返信 報告

所⻑、みなさんこんばんはです︕
 昨⽇出かけたついでに寄ってみました︕︕

Re:梅新イーストホテル

15188 選択 KOH 2009-10-13 00:53:32 返信 報告

⾞で出かけていたので近くのコインパーキングに⽌めて
 ⼊り⼝に向かいました。
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Re:梅新イーストホテル

15189 選択 KOH 2009-10-13 00:56:21 返信 報告

⼊り⼝をよく⾒るとお知らせが・・。
 ん︖︕閉まってるっ︕︕

Re:梅新イーストホテル

15190 選択 KOH 2009-10-13 01:04:44 返信 報告

どこを探しても⼊れませんでしたので
 これが精⼀杯(笑)なんとなくわかりますかぁ〜︖

で、⼀部の店舗というのは地下1階のレストランのようで
 そこはホテルのエントランスに⼊らなくても横に地下へ

 通じる階段がありそこから⼊るようです。

当分は⼊れなさそうですね〜。
 このビルをそのまま利⽤するオーナーさんがいたらいいんですがね〜︕︕

Re:梅新イーストホテル

15221 選択 pine 2009-10-14 11:09:17 返信 報告

 
所⻑さん ドルチェさん KOHさん こんにちは︕
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遅くなりましたが、レスさせてもらいま〜すm(^^)m

所⻑さん
 >国⽴天⽂台野辺⼭ですか〜、清⾥から近いのかな︖ さっぱり地理がわかりません（笑）。 

 >それにしてもお若い写真ですね〜、15年前ですか〜、ピチピチしてますね（笑）。 
 野辺⼭と清⾥はJRでひと駅、お隣さんです。

 私にも若い頃があったのですよ〜（笑）⽉⽇の流れは早いものですね…

ドルチェさん
 >ところでpineさんは、どっちですか︕︖笑 

 チャレンジャーですね〜 知りたいですか〜︖（笑）うふふ(^^)
 ハデな⽅が私です。今はこんな服着れないよ、膝も出せないし…（^^;）

 >「CARIBBEAN」の作曲者の和泉⼀弥さんって「好きなように踊りたいの」を作曲した⽅ですよね︖ 
 和泉⼀弥さんという名前で、和泉元彌さんの顔が浮かぶのは私だけ︖（笑）

プラネタリウムに⾏かれたんですね。私も⾏きたいんですが、破壊星⼈が暗闇が苦⼿なので⾏けないんですぅ。(><)
 ⾏っても寝てるだけかもしれないけどネ。（苦笑）

KOHさん
 早速、梅新イーストホテル⾏かれたんですね︕

 ホントに閉まっちゃったんですね。近くだったのに残念です。
 #15190の階段の上は、籐の椅⼦があって、泉⽔さんが佇まれていた場所ですよね。

⼊れなくてもしっかり撮って来られて、スバラシイです。(^^)
 ありがとうございました。m(^^)m

Re:梅新イーストホテル

15225 選択 stray 2009-10-14 12:43:09 返信 報告

KOHさん、pineさん、こんにちは。

⼼はすっかり南仏に⾏ってるので、KOHさんの記事に気づかなかった（笑）。
 梅新イースト、⼊れるのは地下のレストランだけでしたか・・・
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でも、籐の椅⼦が置かれていた場所がバッチリ撮れてますね︕
潜⼊レポ（笑）、どうもありがとうございました。

このシーンは、（たぶん）レストランのガラス窓だと思いますので、
 pineさん、まだ間に合いますよ（笑）。

野辺⼭と清⾥は、お隣りでしたか・・・
 あの頃、清⾥が⼤ブームになりましたもんね（笑）。

 私の同級⽣に、清⾥でペンションを経営しているのが居ますので、
 ＫＱロケ地巡りツアーは私にお任せ下さい（笑）。
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