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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

⾵船のロケ地判明︕︕

15613 選択 goro 2009-12-31 18:13:02 返信 報告

みなさん こんばんは
 今⽇は⼤晦⽇、年末の⼤掃除も何となく︖ほぼ終わりました。strayさんは、毎年恒例の温泉宿に泊

まっているのかな︖(笑)

本当に今年もみなさんに⼤変お世話になり、感謝しております。私は旅が好きなので、最近は泉⽔
さんゆかりの地を巡ることが多くなっています。決して⼀⼈では解決できないことをこうしてみな
さんに教えて頂き、⾒て感動し、無事に帰ってきて、みなさんと感動を分かち合うことできて嬉し

く思っています。
 今年もどうもありがとうございました。来年もよろしくお願いします。

私は来週末のロサンゼルス出発(予定)に向け、⾊々と準備をしています。今回は泉⽔さんゆかりの地がメインではないです
が、旅の途中に巡れるところは巡りたいと思っています。

 （まだ予定なので、あえて裏ＢＢＳに記載しています。）

そんな中、今⽇何となく、ロサンゼルスのダウンタウンを調べていたら、先ほど２つロケ地を⾒つけました。１つは写真集の
ホープストリートで横断歩道を歩くシーン等、もう１つは泉⽔さんが⾵船を持って道路の真ん中で微笑んでいるシーンです。
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 両⽅とも（特に後者は）、ロサンゼルスのダウンタウンじゃないかな︖と思っていたら、芋づる式︖に発⾒できました(笑)。
以前も探してはいたのですが、⾒つからなかったので嬉しいですすね。

この画像はグランドアベニューストリートです。写真集ではホープストリートと書いてありますが、実際はホープストリート
は１ブロック⻄側にあり、このロケ地の辺りのホープストリートは途切れています。だからホープストリートの⼀部がグラン
ドアベニューに合流したと考えれば写真集の記載も納得です。だから今まで探しても⾒つからなかったのですね。写真集のデ
ータ画像はありません(笑)。因みに今は横断歩道はありません。

 そうそう、画像の左側にお店があるのですが、このお店は泉⽔さんが歩道で椅⼦に座っていて、その後ろに「GRAND AVE BA
R」と記載されているお店です。正確には「GRAND AVE SPORTS BAR」で、スポーツバーです。1.5キロ程南にステープル
センターというＭＬＢ(バスケット)のＬＡレイカーズとＬＡクリッパーズの本拠地があるからこのお店があるのですね。

 

⾵船のロケ地判明︕︕②

15614 選択 goro 2009-12-31 18:14:16 返信 報告

次に⾵船を持ち、微笑んでいるシーンです。この画像はＴＶ「永遠の今」からのもので
す。

 前からこの場所はどこだろう︖ 急坂だから、シアトルやサンフランシスコかな︖と思っ
ていましたが、ロサンゼルスのダウンタウンにも急坂があったことを覚えていたので外し
ていませんでした。

 場所はなんと先ほどの横断歩道から坂を登った北へ２００ｍ程のところです。画像が⾒⾟
くて正確な場所はわかりませんが、だいたいこの場所です。グーグルではなかなか急坂のように⾒えないのですね。
何故だろう︖もっと鮮明な画像があれば・・・。

 strayさん、もしもっと鮮明な画像がありましたら載せて下さいね(笑)。もちろん年明けの落ち着いた頃でかまいませ
ん(笑)。

 

Re:⾵船のロケ地判明︕︕

15615 選択 ドルチェ 2009-12-31 22:14:44 返信 報告

goroさん、こんばんは︕

https://bbsee.info/straylove/id/15613.html?edt=on&rid=15614
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=15614
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/8f57f8197501fe0c3d8913e717632812.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/15613.html?edt=on&rid=15615
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=15615


あと2時間ほどで、2009年も幕を閉じますね〜。本当に⼀年、アッと⾔う間でした︕
goroさんのお陰で、海外の泉⽔さん縁の地をたくさん感じることができて、とっても嬉し
かったです。どうもありがとね。

ところで、今年も最後の最後にロケ地を発⾒されたんですね︕ 
 ⾵船のロケ地場所は、ロサンゼルスですか〜〜︕︕

 急な坂だから、私もサンフランシスコのどこかかなぁと思っていました。この満⾯笑顔の
泉⽔さんの写真は⼈気があるので、みんな喜ぶでしょうね︕︕

もう⼀つの、横断歩道を歩くシーンの場所は分かってました︕ すでに判明していると思っていたけど、まだだった
んですね〜。

 goroさんも書かれている泉⽔さんが歩道で椅⼦に座っている添付画像の「GRAND AVE BAR」からその場所に辿り着
きましたヨ。

 http://www.yelp.com/biz/grand-avenue-sports-bar-los-angeles

Re:⾵船のロケ地判明︕︕

15616 選択 ドルチェ 2009-12-31 22:32:57 返信 報告

あの横断歩道を泉⽔さんが闊歩する写真について、
 いつだったか覚えてないけど、ジョンレノン⼤好きな泉⽔さんが、ビートルズの

「アビーロード」ジャケットを
 リスペクトして撮った写真でしょうか︖︖みたいなスレを⽴てたことがあって、

 その時にロケ地のロサンゼルスの話題もしたのですが、完璧にスルーだったので、
 みなさん周知のことと思っていました（笑）

ちなみに添付画像は、その時の写真です。
 アビーロードジャケに合わせて泉⽔さんの⽅を反転させてます（ゴメンなさーい）

 三回忌特番の最後の⽅にもサブリミナル的にこの時の動いている泉⽔さんが⼀瞬映りますヨ︕ もうちょっと⻑く⾒
せてくれたらいいのにー︕

Re:⾵船のロケ地判明︕︕
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15617 選択 goro 2010-01-01 00:15:39 返信 報告

ドルチェさん みなさん こんばんは

明けましておめでとうございます。
 今年もよろしくお願いします。

 ２０１０年になりましたね〜 今年は更に良いことがあるといいな〜(笑)
 おかげさまで、私は昨年も⾊んな場所を訪れることが出来て嬉しかったです。

 今年も⾊々と教えて下さいね︕

ドルチェさん、画像をありがとうございます。スキャナが無くて貼り付けられませんでしたのでより解りやすくなり
ましたよ(笑)。

 ドルチェさんは横断歩道を歩くシーンの場所は分かっていたのですね︕流⽯です。
 そうです、その近くには[15615]の椅⼦に座っている泉⽔さんの場所ですね。

 思い出しました︕ [15616]のお話、ありましたね︕。確かに歩き⽅が似ていますね。

⾵船のロケ地、ひょんなことから発⾒できました(笑)。この写真、笑顔が素敵です。
 いつか判明したいな〜って思っていたので2009年の最後の⽇に⾒つけて良かったです。

 もっと鮮明な写真があればいいのにな〜っと思ってしまいます(笑)。
 

あけましておめでとうございます☆ミ

15618 選択 皐 2010-01-01 21:37:10 返信 報告

ドルチェさん、goroさん、あけましておめでとうございます☆ﾐ
 2009年はあっという間でしたね〜(^-^)

 ドルチェさんもおっしゃっていますが、ホントgoroさんのおかげで
 "海外の泉⽔さんゆかりの地"を感じるコトができました(*^∇^*)

  
 ⾵船のロケ地…、わたしも⼤量の⾵船を⼿に持って、ど真ん中で…(´∀`*)☆

 ーって⾞に轢かれちゃうッ︕︕(笑)
 「このアホ⼀般⼈が〜︕(怒)」って外⼈のオジサマに怒られる…(笑)

 あれっ!?じゃあgoroさんはどうやって撮影されたんですか???
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 コレ⾞道ですよね(◎'□'◎)︖
今年もgoroさんや皆さまの⼒をお借りして、Z研にとって良い年となりますように♡

 私も何か貢献できるよう頑張らなくちゃなぁ(笑)

Re:あけましておめでとうございます☆ミ

15619 選択 goro 2010-01-02 10:04:08 返信 報告

皐さん あけましておめでとうございます︕

2010年になりました。今年は昨年よりももっと良い年になるようにと願うばかりです。
 と⾔う前に世界平和と健康第⼀です。。

皐さんが企画された泉⽔さんのＣＤ、旅やロケ地捜査のお供にさせて頂いております。
 私の感覚と違った曲が選ばれていて、⾒たことない⾵景を⾒るような新鮮さを感じます。

[15614]⾵船のロケ地の画像はグーグルの画像ですので、私が撮ったものではありません(笑)。
 アメリカの⾞道は中央にオレンジ線とオレンジ線で囲まれたレーンは左折(⼩さい道幅への)やＵターン⽤のレーンで

すので、普通の直進⽤の⾞道ではなく、道路の真ん中といえども⾞はあまり進⼊しません。国⼟が広いアメリカだか
ら道路も広いです。

 確かに⼀般の⽅が道路の真ん中で⼤量の⾵船を持っていたら・・・(笑)。
 ユーモアあるアメリカの⽅々ならきさく︖に ちっちゃな気球が無事に着地したよ〜なんて微笑んでくれるかも(笑)

 やってみたいけど、勇気が要りますね〜(笑)

この画像は「⾵が通り抜ける街へ」からのものです。撮影地は同じくロサンゼルスのメルローズ通りなので、同じ⾵
船を使ったのかな︖と思ってしまいます。

 

Re:⾵船のロケ地判明︕︕

15620 選択 stray 2010-01-02 21:21:19 返信 報告

goroさん、ドルちゃん、皐ちゃん、こんばんは。

おう︕ 正⽉早々、新たなロケ地発⾒ですか︕ すんばらしい（笑）。
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goroさんは Le Port 写真集中⼼にロケ地捜査されてますが、
私はPV中⼼の捜査なので、#15614Mも#15614もノーマークでした（笑）。

ロスのダウンタウンでしたか・・・
 これは2009カレンダーの１枚ですが、これ以外には皐ちゃんが加⼯画に使った

 ⼩っこい画像しか公開されていないはずです。
 実写ではかなりの急坂ですが、ストリートビューでは平坦に⾒えますね、ふしぎね〜（笑）。

この坂を下ったところに、「GRAND AVE BAR」と、「アビーロード」ジャケ⾵の横断歩道があ
るってこと︖

Re:⾵船のロケ地判明︕︕

15621 選択 stray 2010-01-02 21:32:04 返信 報告

しかし、よほど交通量の少ない道路なのか、
 それとも、交通⽌めにして撮影したのか・・・

#15615、#15616と、⾐装が違いますよね。
 別の⽇の撮影なのか、キャー、もしかして路上で⽣着替え︖（笑）

Re:⾵船のロケ地判明︕︕

15622 選択 goro 2010-01-03 08:48:41 返信 報告

strayさん ドルチェさん 皐さん おはようございます。

⼤きな画像をありがとうございます。昨年のカレンダーでしたか︕
 この辺りは昔、[15616]（「アビーロード」ジャケ⾵横断歩道）を探していたので雰囲気だけはおおよそつかんでい

ますが、
 確かオフィス街でそんなに⼈通りはなかったような気がします。

確かに服装が違いますね。ジーパン姿なのでリハでしょうか︖︖
 急坂に⾒えるのはまた望遠レンズを使ったからでしょうか(笑)
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Re:⾵船のロケ地判明︕︕

15623 選択 stray 2010-01-03 23:16:01 返信 報告

goroさん、こんばんは。

ドルちゃんが書いてた、サブリミナル的な映像がこれです。
 椅⼦が置いてあるバーの建物とは違うような・・・

⾵船ですが、「⾵が…」の⾵船とは数も⾊もぜんぜん違います（笑）。

Ｂ社のロケ隊は望遠が⼤好きなので（笑）、おそらく望遠かと（笑）。
 

Re:⾵船のロケ地判明︕︕

15625 選択 goro 2010-01-04 23:07:17 返信 報告

strayさん ドルチェさん こんばんは

[15623]の画像、これがドルチェさんが仰ってた画像ですか︕
 グーグルで「GRAND AVE BAR」の上のほうを⾒たものがこの画像です。

 似ているような気がしますけど、どんな⾵に撮ったのでしょうか︖
 BARの向こう側の歩道あたりから撮ったのかな︖

⾵船、残念っ︕(笑)
 

Re:⾵船のロケ地判明︕︕

15627 選択 goro 2010-01-09 17:38:32 返信 報告

みなさん こんばんわ

泉⽔さんの⾵船のロケ地、撮りました(笑)
 軽チャーに少しですが、様⼦を記載しています。
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