
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

撮影地を教えて下さい︕

9504 選択 goro 2008-09-11 06:29:56 返信 報告

はじめまして 私、goroです。
 5⽉くらいにＺ研に流れ着いて以来、⽇々の皆さんの活躍ぶりを陰ながら応援しています。皆さんの情報量の多さ、探索⼒(⾏

動⼒)、それからＺＡＲＤを愛する皆さんのコミュニケーションの良さに嬉しさを感じています。そして、開設1周年、おめで
とうございます。これからも皆さんの居⼼地のよい、研究所であることを⼼から願っています。

前置きはさておき、お願いと⾔うか教えて頂きたい事があり、初めて投稿させて頂きました。それは、私は数年前からＺＡＲ
Ｄゆかりの地を訪ねています。（外国語は殆どできませんが・・・）

今回、フランス(ニース・エズ・パリ）・モナコとイギリス(ロンドン)へ旅することを
 計画しています。旅路の中で時間のある限りゆかりの地を訪ねたいと思います。場所やヒント等、何でも構いませんので教え

て下さい。

今、私が何となくわかっている︖︕のは（写真集や皆さんのＨＰ等で）、
  ニース︓どこかの広場(写真集より)

  エズ ︓村のどこか（君に逢いたくなったら・・・）
  モナコ︓港付近  (TODAY IS ANOTHER DAY等）
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  ロンドン︓セントジェームズ教会の近く（マイフレンド）
      Victoria駅付近︖（My Baby Grand)

 です。

よろしくお願いします。
 

Re:撮影地を教えて下さい︕

9505 選択 stray 2008-09-11 08:42:07 返信 報告

goroさん、はじめまして︕

Ｚ研へのエールと１周年のお祝い、どうもありがとうございます。
 ヨーロッパへＺＡＲＤゆかりの地巡りとは、羨ましいかぎりです。
 オーストラリアにしません︖（笑）

 シドニーのロケなら⾃信あるのですが、ヨーロッパは私も漠然とした情報しか持ち合わせていません。
 ただ、ロンドンに関しては、特命係⻑ラッキーさんが何か掴んだっぽいので、

 なんとか情報を引き出してみますね（笑）。
 ちなみに、⾚いヨットパーカー姿は、ロンドンのピカデリーサーカス近くで撮影されたものです。

エズとモナコは⾏ってみれば何とかなるような気がします。
 ニースのロケ地は私も興味があるので、マジメに取組んでみるつもりです。

 進展あり次第順次書き込みますので、今後ともＺ研をよろしくお願いします︕
  

 

マイフレンドの振り返りシーン

9506 選択 stray 2008-09-11 13:06:39 返信 報告

goroさん、皆さん、こんにちは。

早速、ラッキー特命係⻑からロンドン・ロケ地の情報が届きました︕
 けっけう広範囲にわたってますので、１つずつ⽚付けていきましょう。
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まずは、皐ちゃんの代表作である（笑）、マイフレンドの振り返りシーンですが、
セントジェームズ教会の前で間違いなさそうです。

 ttp://4travel.jp/traveler/manekineko/album/10048475

左側の⽩い窓枠の建物が決め⼿です。
 セントジェームズ教会の⼀部なのかどうかは不明。

リトルベン

9507 選択 stray 2008-09-11 13:40:25 返信 報告

「My Baby Grand」でお馴染みのこの時計は”リトルベン”といって、
 Victoria Station の前に⽴っています。

 （ピカデリーサーカスから南へ2kmほど）
 ttp://www.waymarking.com/waymarks/WMKXN

ここまでは goroさんもだいたい掴んでらっしゃったようでうが、
 Ｚ研の真⾻頂はここからです（笑）。

 が、まだ検証が済んでないので、しばらくお待ち願います（笑）。

Re:撮影地を教えて下さい︕

9509 選択 Today 2008-09-11 19:26:49 返信 報告

goroさん、strayさん、みなさんこんばんは〜。

goroさん、初めまして〜。Todayと申します。

⾃信はありませんがニースの「コートダジュール」に
 もしかしたら泉⽔さんは⽴ち寄ったんではないかと思うのです。

 もっと詳しく調べてみます!

画像は私物の物です。何処かで⾒た事ありませんか〜?(笑)

Re:撮影地を教えて下さい︕
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9510 選択 匿名 2008-09-11 19:32:34 返信 報告

 ヨーロッパかどうか解りませんが「サヨナラは今もこの胸に居ます」の初期の（画像が多い）ＰＶで「ＣＯＰＰＥ
ＲＦＩＥＬＤ ＳＴＲＥＥＴ」というのが出てきます。

Re:撮影地を教えて下さい︕

9511 選択 stray 2008-09-11 20:45:58 返信 報告

Todayさん、こんばんは〜。

泉⽔さんはコートダジュール（ニース）に⾏ってますよ︕
 Todayさんとお揃いのカルバンクラインの⿊リュック背負ってます︕（笑）

  

これもニース

9512 選択 stray 2008-09-11 20:46:59 返信 報告

 
Todayさん、これもニースです。

どこかの広場

9513 選択 stray 2008-09-11 20:47:45 返信 報告
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goroさんが書かれている”どこかの広場”

カムデン運河

9514 選択 stray 2008-09-11 20:53:56 返信 報告

お待たせしました（笑）。
 ロンドン・ロケ地探索のつづきです。

これは、ピカデリーサーカスから北へ5kmほど⾏ったところ、
 「Camden Lock」（カムデン運河）にかかる橋のたもとです。

Re:カムデン運河

9515 選択 stray 2008-09-11 20:56:19 返信 報告

 
実写です。

パクってごめんなさい m(_ _)m

Re:カムデン運河
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9516 選択 stray 2008-09-11 21:06:09 返信 報告

カムデン運河の全体写真
 パクってごめんなさい m(_ _)m

奥にCamden Lock Bridge が⾒えます。
 ⾚丸を付けた位置から撮ったのが、次のショット。

Re:カムデン運河

9517 選択 stray 2008-09-11 21:13:31 返信 報告

カムデンロック駅前は、カムデンロック・マーケットと呼ばれる、
 パンクやアーミーファッション専⾨が並ぶ、若者の街らしい。

電話ボックス

9518 選択 stray 2008-09-11 21:20:23 返信 報告

 
検証中です、しばらくお待ち下さい（笑）。

Re:電話ボックス
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9519 選択 stray 2008-09-11 21:41:22 返信 報告

ピカデリーサーカスから東へ約2km。
 テムズ川にかかる、歩⾏者専⽤の吊り橋「ハンガーフォード橋」（Hungarford Bridge）

の下に、
 テムズ川⽔上バスの発着所（Embankment Pier）がある。

 そこの電話ボックスを、橋の上から狙ったのが上のシーン。

⽩屋根に⻘い鉄⾻、その奥に⾒える堤防の出っ張りと、
 ⽯畳の道路が決め⼿。

ニュース速報︕

9520 選択 stray 2008-09-11 21:56:11 返信 報告

ピーコ・ピーコ︕（笑）

ここでニュース速報です︕
 ラッキー特命係⻑が、ニースの広場を突き⽌めました︕

 検証が済んだらアップします。

シャルル・フェリックス広場

9521 選択 stray 2008-09-11 22:03:46 返信 報告

 
#9513は、ニース旧市街地にある「Place Charles Félix」

 （シャルル・フェリックス広場）でした。

ttp://www.oasis.halfmoon.jp/traveldia/eur02/eu-3.html

ラッキー係⻑へ︕

9522 選択 stray 2008-09-11 22:11:42 返信 報告
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⾒事な働きぶりであった、ご苦労︕（笑）

ついでに、ここも探してちょ︕（笑）

Re:ラッキー係⻑へ︕

9523 選択 stray 2008-09-11 22:12:45 返信 報告

 
これも、お願い ｺﾞﾛﾆｬﾝ（笑）。

Re:シャルル・フェリックス広場

9524 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-09-11 22:30:12 返信 報告

こんばんは、goroさん、所⻑、ラッキーさん
 goroさん、はじめまして、アネ研といいます。

> #9513は、ニース旧市街地にある「Place Charles Félix」 
 > （シャルル・フェリックス広場）でした。 

 ラッキーさん、すご〜い︕
 パチ︕パチ︕パチ︕

 わたしも、時計台で検索しようと持った⽮先、
 凄いですね、おめでとうございます。

 所⻑も凄いです。おめでとうございます。
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goroさん、気をつけて調査して来てくださいね。
レポートまってます。(笑)

Re:撮影地を教えて下さい︕

9527 選択 ドルチェ 2008-09-11 23:14:45 返信 報告

みなさん、こんばんは︕goroさん、はじめまして︕

⼀周年記念パーティが終わって腑抜け状態になってたのですが、
 早速次のロケ地探しが始まったんですね♪

goroさん、ヨーロッパへ泉⽔さんの軌跡を辿る旅に出かけられるんですね︕ワァ〜、羨ましいで
す︕

 南仏からロンドンまで…すご〜い♡
 「decimo」撮影地のジェノバやミラノは⾏かれましたか︖

 まだでしたら、モナコからだとロンドンより随分近いと思いますので、是⾮︕（笑）
 私も、数年前にミラノの「decimo」撮影場所に泉⽔さんを感じに⾏ってきました♡ 

 素敵な場所ばかりで、こういう⾵景を⾒て 泉⽔さんの感性も、⼀段と研ぎ澄まされていったんだろうな〜と⼀⼈浸
ってました（笑）

Todayさ〜ん、泉⽔さんとお揃いのカルバンクラインリュック くださ〜い︕（笑）

所⻑、ラッキー係⻑さん
 着々とロケ地が発⾒されてて、これまた スゴーイ︕

 次回⾏ける時のために、しっかりとメモさせていただきますネ♪
 続きも、アネ研さんと⼀緒に︖期待していま〜す♡

ラッキー係⻑から伝⾔

9528 選択 stray 2008-09-11 23:34:05 返信 報告

みなさんへ 続きはありません︕
 おやすみ〜（笑）

https://bbsee.info/straylove/id/9504.html?edt=on&rid=9527
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=9527
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/52569c045dc348f12dfc4c85000ad832.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/9504.html?edt=on&rid=9528
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=9528


 
 
        ラッキー

 
 追加分はわからなかったみたいです（笑）。

ドルチェさん、こんばんは。
 貼ってくれた画像の右奥に、#9506で紹介したブログにある、

 「斜めに傾いたポスト」がかろうじて写ってますね。

> 私も、数年前にミラノの「decimo」撮影場所に泉⽔さんを感じに⾏ってきました♡  
 え〜︕そうなの︖初めて聞いた（笑）。

 じゃあ、ロケ地の写真あるんじゃない︖
 お顔に（なんなら全⾝に）モザイクかけてアップしてちょ︕（笑）

 

ありがとうございます︕

9529 選択 goro 2008-09-12 00:22:25 返信 報告

こんばんは strayさん ラッキーさん Todayさん 匿名さん アネ研さん ドルチェさん そして皆さん

沢⼭の素晴しい情報をありがとうございます︕ １⽇でこんなに沢⼭の情報が得られるなんて流⽯です。私⼀⼈で探
していたら、いつまでたってもたどりつけないです。旅の時間は限られますが、出来る限り沢⼭の場所に⾏ってそれ
ぞれの情景を肌で感じたいです。そして、皆さんに報告したいです。

strayさん︓はじめまして︕
 いつも沢⼭の素敵な出来事を私達に教えて下さり感謝しています。私は旅するのが唯⼀の趣味で数年前から旅の中に

ＺＡＲＤゆかりの地を盛り込む事を⼼がけています。今回は写真集やらブックレットやら⽬的地に関わるものをコピ
ーしたのですが、先ほどＺ研を⾒たらコピーした撮影地が次々に判明していて驚いています。ラッキーさんの探索⼒
も素晴しいですね。ラッキーさんによろしくお伝えくださいね。カムデン運河は知りませんでしたので⾏ってみたい
ですね。「電話ボックス」は是⾮とも探してみたかったんですよ。本当にありがとうございます。Ｚ研の総合⼒を感
じさせて頂きました。
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Todayさん︓はじめまして︕
⿊のＣＫのリュックは泉⽔さんが⾃転⾞に乗っている時にしょわれていたものですよね。ニースかモナコの広場のよ
うな気がしました。そういえばこの映像の前後に、地元の⼦供達とゲームをしているところもニースかモナコのよう
な気がします。探してみたいな。

匿名さん︓はじめまして︕
 「ＣＯＰＰＥＲＦＩＥＬＤ ＳＴＲＥＥＴ」のヒント、ありがとうございます。まずはヨーロッパであるかどうかを

探してみたいです。

アネ研さん︓はじめまして︕
 アネ研さんの⾏動⼒による撮影地レポートにはハラハラドキドキしています。これからも数々の武勇伝をお作り下さ

いね（無茶をしないで下さいね）。それにしても⾃⼒(皆さん)で撮影地を解明した時の瞬間ってたまらなく感動する
のだろうなって思ってしまいます。

ドルチェさん︓はじめまして︕
 本当はこの投稿を昨⽇(9/10)出そうと思ったのですが、皆さんが⼀周年記念パーティーの余韻に浸っていると察した

ので今⽇(9/11)の朝⼀に恐る恐る初投稿しました(笑)。ジェノバやミラノは残念ながら⾏ったことがありません「de
cimo」の⾵景、いつか⾃分の⽬で⾒たいです。ドルチェさんはそれぞれの⾵景を⾒て⾊んな事を考え、想ったのでし
ょうね。私も「ゆかりの地」に⾏った時は同じように考えてしまいます。そして今後の元気を少し分けて貰ったよう
な気がして何だか嬉しくなってしまいます。

返事が遅くなり、⻑⽂かつ読み⾟い⽂章になってすみません（更に⽂章書くのが遅いので・・・）。Ｚ研の皆さんの
コミュニケーションの素晴しさを感じることができて、たまらなく嬉しく思っています。本当にありがとうございま
す。今後ともよろしくお願いします。

それでは皆さん おやすみなさい。
 

Re:撮影地を教えて下さい︕

9531 選択 匿名 2008-09-12 01:48:28 返信 報告

「この涙 星になれ」のＰＶに出てくる地下鉄はロンドンのものなのでしょうか︖線によって地下鉄の型は違うので
しょうか︖
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Re:撮影地を教えて下さい︕

9532 選択 Today 2008-09-12 04:27:10 返信 報告

匿名さん始めまして〜!?

「この涙 星になれ」のPVはニューヨークの地下鉄です。

>線によって地下鉄の型は違うのでしょうか︖ 
 すいません。そこまではわかりません。誰か助けて〜(笑)

goroさん、Strayさん、ドルチェさん、

仕事終わりで眠さに限界なのでまた後程レスします☆

こんにちは〜♪

9533 選択 ドルチェ 2008-09-12 16:18:05 返信 報告

みなさん、こんばんは〜（＾０＾）

goroさん、ご丁寧なお返事ありがとうございます︕
 私がイタリアに⾏ったのは、まだ泉⽔さんが⽣きていらっしゃる時だったので、

 また同じ場所に⾏くことがあっても前とはちょっと違う感情を抱きそうです…（涙）
 旅⾏から帰って来られたら、是⾮また遊びにいらしてくださいネ︕

ストちゃんへ
 えー︕イタリアのこと知らなかった︖︖そういえば、Z板では この話したよ〜（笑）

 ロケ地写真はあるけど、⾏ったのが2002年で まだデジカメじゃないんです。でもロケ地は、だいたい分かります
よ︕

 あと、ロンドンにも⾏きました♪ピカデリーサーカスは⾏ったのに「マイフレンド」PVのロケ地は知らなかったので…
残念︕

 匿名さん、Todayさんへ
 「この涙 星になれ」PVの地下鉄は、⾞両の形や丸っこいホームの感じからロンドンのものと思い込んでいました

が、

https://bbsee.info/straylove/id/9504.html?edt=on&rid=9532
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Todayさんが、教えてくださったように 検索するとニューヨークが撮影場所らしいですね〜
でも、ど〜しても納得いかなくてちょっと調べてみました（仕事中に 笑）

 やっぱり、ロンドンだと思うのですが…どうでしょ︖︖参考ページですが、個⼈の⽅のページです（お借りします）
 ttp://www.we.kanagawa-it.ac.jp/~ogawa/ogawa-lab/UK1/tube/tube.htm

 PVに出てくるのと似たような エスカレーターの壁のポスターやロンドン地下鉄のマークの写真もあります。
 そして、ジャケ写の⾞両の吊り⽟（⽇本の吊り輪）はロンドン地下鉄の名物とか…。

 現在は、⾞両がほとんど新しくなって 吊り⽟もなくなっているようです。それと線によって型が違うかは︖ですが
新⾞両では中のポールの⾊がそれぞれ違うみたいですよ〜

今⽇は夜に来れるかわからないので、仕事中に投稿しましたが いつもは真⾯⽬にお仕事してますので（笑）

goroさん はじめまして〜︕

9534 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-09-12 19:48:46 返信 報告

goroさん ｓｔｒａｙ所⻑さん Ｔｏｄａｙさん 匿名さん ラッキー係⻑さん アネ研さん ドルチェ副所⻑さん 
みなさん こんばんは〜︕︕

goroさん はじめまして︕センセーショナルなご登場ですね（笑）
 せっかく⽇本以外に住んでいるのに 海外の撮影地になかなか⾏く機会がめぐって来なくて 淋しい思いをしており

ます。
 中東特派員として 私が⾏かなければいけないところに goroさんが ⾏って下さると伺っては ご挨拶せずにはい

られませんっ（笑）
 今後とも どうか宜しくお願い致します︕︕︕

 Ｚ研の皆さんの分まで どうか泉⽔さんを 思いっきり感じてきて下さ〜い︕

Todayさん カルバンクラインの⿊リュック キャ〜泉⽔さんと同じものをお持ちなのですね♪
 ⼤切にされてるのが伝わってきます︕

ラッキー係⻑さんへ いつも⼤発⾒をして下さり 感激しております☆これからもどうか宜しくお願い致しま〜す︕

ドルちゃんへ
 >私も、数年前にミラノの「decimo」撮影場所に泉⽔さんを感じに⾏ってきました♡  

 >素敵な場所ばかりで、こういう⾵景を⾒て 泉⽔さんの感性も、⼀段と研ぎ澄まされていったんだろうな〜と⼀⼈

https://bbsee.info/straylove/id/9504.html?edt=on&rid=9534
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=9534


浸ってました（笑）  
イタリアのお話を も〜っと詳しく聞きたいですっ☆

 とっても素敵なお話をありがとうございました〜︕︕私も早く⾏きたいです♪

「この涙 星になれ」も、ロンドンでしょう︕

9535 選択 stray 2008-09-12 21:25:38 返信 報告

皆さん、こんばんは。

「この涙 星になれ」ロケ地もロンドンだと思います。
 ドルチェさんの記事がすべてですが、いちおう検証中です（笑）。

 Le Port DVD に収録されているのは静⽌画ver.なので、
 まずは動画ver.をご覧下さい。

 http://www.filebank.co.jp/wblink/065dd8a4deb8ae63389a19d03b695066

#9522は、チャリングクロス駅でした。
 ハンガーフォード橋の付け根、公衆電話からすぐのところで、

 ロンドン地下鉄（Underground, 通称︓The Tube）の駅です。
 

Re:「この涙 星になれ」も、ロンドンでしょう︕

9536 選択 stray 2008-09-12 21:31:47 返信 報告

 
ニューヨーク説は、これから（静⽌画ver.）来てるんじゃないでしょうか︖

が、よ〜く⾒ると、このチラシは屋根に張り付いておらず、
 明らかに合成ですね。

Re:「この涙 星になれ」も、ロンドンでしょう︕

9537 選択 stray 2008-09-12 21:35:43 返信 報告
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動画ver.では、⾞両の横っ腹にロンドン地下鉄のマークがあるのが確認できます。

⿊ずくめなのではっきり分かりませんが、
 「My Baby Grand…」と同じ⾐装なのでは︖

チャリングクロス駅の前で#9522を撮影して、
 そのまま地下鉄へなのか︖

Re:「この涙 星になれ」も、ロンドンでしょう︕

9538 選択 stray 2008-09-12 21:49:21 返信 報告

 
ロンドン地下鉄のマーク

Re:「この涙 星になれ」も、ロンドンでしょう︕

9539 選択 stray 2008-09-12 21:52:01 返信 報告

 
チャリングクロス駅（ノーザン線プラットフォーム）

Re:「この涙 星になれ」も、ロンドンでしょう︕

9540 選択 stray 2008-09-12 21:55:14 返信 報告
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反対側から撮ったら、こんな感じになりそうな・・・

Re:「この涙 星になれ」も、ロンドンでしょう︕

9541 選択 stray 2008-09-12 22:07:17 返信 報告

 
ピカデリー・ライン（ロンドン北東部から斜めに市内を抜け、

 ⻄のヒースロー空港を結ぶ）の⾞両っぽいですね。

Re:「この涙 星になれ」も、ロンドンでしょう︕

9542 選択 stray 2008-09-12 22:24:30 返信 報告

 
ロンドン地下鉄路線図

⿊がノーザン・ライン
 ⻘がピカデリー・ライン

 ⻩がサークル・ライン（環状線）

Re:「この涙 星になれ」も、ロンドンでしょう︕

9543 選択 stray 2008-09-12 22:35:59 返信 報告
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これは#9540と別の⾞両︖

ん〜。これ以上分かりません。

皆さんも探してちょ︕（笑）

さすがZ研︕︕

9544 選択 皐 2008-09-12 22:50:36 返信 報告

所⻑、Z研の皆さんこんばんは︕

goroさん、初めまして☆ﾐ皐と申します︕
 ヨーロッパへお出かけになられるんですね〜☆ﾐ

 すっごく羨ましいです(●＞ω＜●)しかも泉⽔さんゆかりの地も巡るご予定との事なので、
 さらに羨ましい︕(笑)旅を楽しんで来てくださいね︕(*^∇^*)

所⻑、すっごいロケ地が判明していますね︕︕(◎’□’◎)Z研恐るべし︕(笑)
 所⻑とラッキー係⻑さんのおかげでgoroさんはきっと素敵な旅⾏になるでしょうね♪♪

く〜”☆ﾐ”がなつかしい〜

9546 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-09-12 23:00:39 返信 報告

こんばんは、所⻑、ドルチェさん、皐ちゃん

所⻑、あった⾔う間に、鉄研（てっけん）ですね。(笑)
 それも、ロンドン地下鉄だからすごいです。

シドニー以来地球が狭く感じてるのは私だけでしょうか︖

お疲れ様でした。(笑)
 

Re:「この涙 星になれ」も、ロンドンでしょう︕
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9549 選択 KOH 2008-09-13 00:09:05 返信 報告

みなさんこんばんはです︕
 私も⾒てみたんですが・・。

 これはシングルジャケット。

Re:ｇｏｒｏさん はじめまして〜︕

9550 選択 ドルチェ 2008-09-13 00:11:40 返信 報告

みなさん、こんばんは。

メガちゃん、ぜひぜひイタリアの話聞いてくださいネ︕将来住むかもしれない場所ですからね〜
（笑）ウシシ

ストちゃん、「この涙 星になれ」ロケ地の検証ありがとうぞざいま〜す（笑）
 ⾃分ではキャプチャとか出来ないので、ストちゃんがやってくれると思ってました︕ﾖｶｯﾀ〜

皐ちゃん、こんばんは〜♪
 ドルお姉さんと⼀緒に、泉⽔さんゆかりの地を巡る旅⾏に⾏きませんか〜︖（笑）案内よろしく

〜（え︖）

アネ研さん、ホントに地球は狭いと思います︕友達の友達が友達だったり、とか（笑）
 ストリートビューがあるとこだと、もっと簡単にロケ地も解明されそうですよね〜 でもゼットン君の活躍も⾒たい

し…複雑（笑）

写真は、南仏のどこかだと思うのですが「RUE GRIMALDI（GRIMALDI通り）」のように、欧州では どんなに⼩
さい路地でも通りの名前が付いてるので参考になるかもしれないですね。

 ちなみに RUE GRIMALDIで検索するとニースの住所が出てきました。エズじゃないんだ〜（＠＠）
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Re:「この涙 星になれ」も、ロンドンでしょう︕

9551 選択 KOH 2008-09-13 00:12:37 返信 報告

んで、ル・ポルトフォリオにこんな写真が・・。

Re:「この涙 星になれ」も、ロンドンでしょう︕

9552 選択 KOH 2008-09-13 00:15:56 返信 報告

撮影地がロンドン。
 ポイントはサングラスと腕時計かリストバンド。

 どうっすかぁ〜︖

KOHさん、こんばんは〜

9553 選択 ドルチェ 2008-09-13 00:21:14 返信 報告

そうです、このジャケットです︕上から下がった棒に球体がついたものがありますよね。それがロンドン地下鉄名物
の、吊り輪ならぬ吊り⽟、と聞いたことがあります。

 あと＃９５５１の画像の右上に、⼩〜さく⾒えるのは ロンドン地下鉄のマークじゃないかと思いま〜す。

Re:KOHさん、こんばんは〜
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9558 選択 ドルチェ 2008-09-13 00:42:11 返信 報告

あ〜、＃９５５１と＃９５５２は撮影地 ロンドンって書いてあったんですね。ゴメンなさ〜い︕
 この時と「この涙 星になれ」PVは同じ時だと思います︕

ありがとうございます︕２

9560 選択 goro 2008-09-13 01:18:50 返信 報告

Ｚ研の皆さん こんばんわ︕

今⽇も皆さんのコミュニケーションの素晴しさを感じさせて頂きました。居⼼地の良いＺ研ですね︕。⽂章を書くの
が遅くかつ下⼿で上⼿く伝える事が出来ませんが、真夜中の送信をさせて頂きますね。感謝です︕。

Todayさん 夜更けまでお仕事、お疲れ様です。良く眠れましたか︖。カルバンクラインのリュック、あらためて⾒
ると、素晴しい宝物のように感じとれます。泉⽔さんとお揃いですね。これからも⼤切になさって下さいね︕。

ドルチェさん ありがとうございます。時間が限られていますが、無茶をしないで頑張ります。無事に旅から戻って
きたら感謝の気持ちをこめて皆さんに伝えたいです。でも、プレッシャーにかなり弱い私なので･･･(笑)。それから
「RUE GRIMALDI」のヒント、気になりましたのでグーグルで「RUE GRIMALDI,nice」って検索したら、#952
1の「シャルル・フェリックス広場」の近くでした。ここにあるといいな︕。

megamiさん はじめまして︕。こちらこそよろしくお願いします。中東からの特派員って凄いです。グローバルな
研究所ってあらためて感じてしまいました。中東にいても⽇本にいても泉⽔さんを敬う気持ちは同じですもの︕。こ
れからも特派員として頑張って下さいね︕。

strayさん こんばんは︕新しい情報やヒントが盛り沢⼭ですね。ビックリ感謝です。「この涙 星になれ」のロケ地
もロンドンだったのですね。どこの駅なのかな︖。地下鉄って奥が深いです･･･(寒)。それにしてもstrayさんの情報
⼒や探究⼼には脱帽です。#9522の画像はチャリングクロス駅だったのですね。⾏ってみたいです。

皐さん はじめまして︕。こちらこそよろしくお願いします。ヨーロッパのロケ地が短時間で判明していくなんって
本当に恐るべしのＺ研です。皐さんの仰るとおり素敵な旅になりそうで感謝です。楽しんできます。ありがとうござ
います。

 皐ギャラリー、癒されます。素晴しい編集技術ですね。私は最近殆ど仕事以外でＰＣを使わないので画像の編集は全
くダメです。サイズ⼩さくするのも⼀苦労です(笑)。これからも癒される作品を作って下さいね。
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アネ研さん こんばんわ、仰るとおりですね。地球っていつからこんなに狭くなったのかな︖。でも⾊んな情報が間
近で⼊⼿できるなんて10年前には考えられなかったです。良い⽅向に進みたいです。

KOHさん こんばんわ、つり⽟につかまっている泉⽔さんの画像、微笑ましいです。ロンドン地下鉄で間違いないよ
うですね。 

Re:撮影地を教えて下さい︕

9561 選択 匿名 2008-09-13 01:25:52 返信 報告

 皆様こんばんは
  「この涙 星になれ」を調べて頂き、本当にありがとうございました。

  私⾃⾝、ロンドンかＮＹかどちらか疑⼼暗⻤だったもので…
  ＰＶの僅かな部分からでもこれだけ検証が出来るのは改めて凄いと想いました。

Re:撮影地を教えて下さい︕

9563 選択 xs4ped 2008-09-13 03:04:57 返信 報告

goroさん、皆さん、こんばんは。

goroさん、はじめまして。
 良く夜間徘徊しているxs4pedと申します。(笑)

 > 私は数年前からＺＡＲＤゆかりの地を訪ねています。（外国語は殆どできません
が・・・） 
> 今回、フランス(ニース・エズ・パリ）・モナコとイギリス(ロンドン)へ旅することを 

 > 計画しています。旅路の中で時間のある限りゆかりの地を訪ねたいと思います。場所やヒント等、何でも構いませ
んので教えて下さい。 

 いやぁ〜
 ＺＡＲＤゆかりの地巡りですか。

 羨ましい限りです︕
 是⾮、堪能して来て下さいね。

 旅⾏から戻られたら、是⾮、レポートお願いします︕
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 お待ちしております。
楽しんで来て下さいね。(^_^)

PS.
 「この涙 星になれ」のPVについてですが、私もロンドンだと思います。

 地下鉄の駅名までは分かりませんが・・・
 撮影時期から年数も経過しているので、改装等も⾏っているかも知れませんね。

 以前、どこかのサイトでも⾒た様な記憶が有るような無いような︖
 「My Baby Grand」の撮影はまず間違いなくロンドンでしょう︕
 ピンポインと場所はstrayさんが記載されている所で合っているでしょう。(他箇所を含め全部は分かりませんが)

此れからも宜しくお願いします︕

副所⻑︕ お⼿柄でした。

9565 選択 stray 2008-09-13 10:04:06 返信 報告

皆さん、こんにちは。

今回はドルチェさんの知識が物を⾔いましたね。
 さすが副所⻑︕ 海外ものと、古いことにはお詳しい（笑）。

 ニューヨークの地下鉄は、落書き防⽌のためにオールステンレスになってて、
 ⾞内の天井もたしか銀⾊だったはず。

 ニューヨーク説の出所に興味が湧いてきたところです（笑）。

#9550は「シャルル・フェリックス広場」の近くでしたか︕
 細い路地っぽいので、探すのがたいへんかも知れませんが、

 goroさん、がんばって⾒つけて来て下さいね︕

> シドニー以来地球が狭く感じてるのは私だけでしょうか︖

いやいや、みんなそう思ってるはずです（笑）。
 ロンドンにストリートビュー機能が付いたら、改めて探しましょう︕

> 将来住むかもしれない場所ですからね〜（笑）ウシシ
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ん︖ ドルチェさん、イタリア⼈とご結婚の予定でもおありで︖（笑）

stray所⻑さんへ

9567 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-09-13 14:33:26 返信 報告

stray所⻑さん ドルチェ副所⻑さんへ
 > さすが副所⻑︕ 海外ものと、古いことにはお詳しい（笑）。 

 副所⻑さん さすがです︕︕素晴らし〜♪♪ 
 > 将来住むかもしれない場所ですからね〜（笑）ウシシ 

 > ん︖ ドルチェさん、イタリア⼈とご結婚の予定でもおありで︖（笑） 
 ｓｔｒａｙ所⻑さ〜ん 違うんです（笑）

 私が⽼後はイタリアで住もうと計画しているので、ずっと今のままなら イタリアで⼀緒に⽼後を過ごさない︖って 
お誘いしてるんです（笑）

 ↑ドルちゃ〜ん お話しちゃいましたケド 許して〜︕︕

goroさんへ
 レスありがとうございました〜︕︕中東特派員 これからも頑張りま〜す♪

Re:撮影地を教えて下さい︕

9570 選択 匿名 2008-09-13 23:49:20 返信 報告

Z研の皆さん、こんばんは︕

xs4pedさん こちらこそ、はじめまして。私は仕事の関係で投稿できるメイン時間帯が夜です。昨⽇は週末前なので
久々に夜更ししちゃいました(笑)。地下鉄の画像、⼤変、参考になります。xs4pedさんの仰るとおり撮影時期から時
間が経っているので、当時のままの状態であればいいのですが・・・。難問ですね。。でも深そうなエスカレーター
のようだから複数の地下鉄が交差する駅に絞ればいいのかな︖。

 皆さんのおかげで素敵な旅が出来そうです。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。
 

Re:撮影地を教えて下さい︕
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9571 選択 goro 2008-09-13 23:55:16 返信 報告

#9570の投稿はgoroです。
 (匿名さんで返信してしまいました(涙))

 スミマセンでした︕

Re:撮影地を教えて下さい︕

9574 選択 Today 2008-09-14 16:32:35 返信 報告

strayさん、goroさん、匿名さん、ドルチェさん、
 皐さん、アネ研さん、KOHさん、xs4pedさん、megamiさん、こんにちは〜。

まず「この涙 星になれ」PVの件は細かく調べないで間違えた情報を載せてしまい申し訳ありませんでした。

>strayさん

コートダジュールはやはり⾏ってるんですね!ふうっ〜助かりました。
 ⿊リュック当たりです。#9113の画像にもバッチリ写ってますね。お揃い〜(笑)

>ドルチェさん

「この涙 星になれ」を詳しく調べてれて有難うございます。
 お礼に・・・このCKの⿊リュックを・・・やっぱりあげられませ〜ん(笑)

>goroさん

地元の⼦供達とゲームをしているところはコンサートでその部分が流れた時に胸キュンしました(笑)
 お気遣い有難うございます。今⽇やっとゆっくり寝れました(笑)そうですね!このリュック宝物なので⼤切にします。

>megamiさん

私は男ですがこのCK⿊リュックを背負ってますがキモく⾒られてないはず・・・たぶん(笑)

>KOHさん 
 最初から写真集を読めばヒントがあったんですね・・。
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Todayさんへ☆

9575 選択 ドルチェ 2008-09-14 17:06:11 返信 報告

Todayさん、みなさん こんにちは︕

Todayさ〜ん、こちらこそせっかくの情報を…ゴメンなさい。
 私も普通なら、ネットで調べたものは そのまま信じる⽅なのですが たまたまロンドンの地下鉄は実際乗って吊り

⽟のことを聞いていたので…。
 ロス建物発⾒のときは超感動︕しましたので、またご協⼒お願いしますネ♡

 

goroさんへ（訂正）

9604 選択 stray 2008-09-16 13:00:32 返信 報告

goroさん、みなさん、こんにちは︕

goroさん、まだ出発されてませんよね︖（笑）
 #9535で訂正があります。

「#9522は、チャリングクロス駅でした。」と書いたのですが、
 「セント・パンクラス駅」の間違いでした。

ロンドンの駅舎は、⽇本と違って”かまぼこ型”の屋根がかかってるのが多く、
 どこも似たような形をしているので間違えちゃいました。

セント・パンクラス駅は、ハリー・ポッターで有名なゴシック建築が有名ですが、
 新しいほうの駅舎がこれです。すぐ近くに「キングス・クロス駅」があって、

地下鉄は２つの駅に跨ってるので「Kings Cross St.Pancras駅」と呼ぶようです。
 セント・パンクラス駅から地下鉄で「Embankment駅」に移動した、

 と考えたほうがよいかも知れません。

新たな発⾒︕

9605 選択 stray 2008-09-16 13:03:30 返信 報告
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もう⼀つ、ドルチェ副所⻑がまたまた⼤発⾒しました︕

CKのリュックを背負って⾃転⾞に乗り⼿を振るシーンは、
 カンヌ映画祭の舞台となる「パレ・デュ・フェスティバル・エ・デ・コングレ」前の広場

でした。

詳しい検証は後ほど。

⾃転⾞シーン スローver.

9609 選択 stray 2008-09-16 20:36:17 返信 報告

皆さんこんばんは。

まずは⾃転⾞シーンのスローver.をよ〜く⾒て下さい。
 とくに階段の部分

 http://www.filebank.co.jp/wblink/bfb62c2c91e8329566e3b0a1f1be5650

パレ・デュ・フェスティバル・エ・デ・コングレ

9614 選択 stray 2008-09-16 22:33:00 返信 報告

カンヌ映画祭の会場です。
 ここにレッドカーペットが敷かれます。

 

Re:パレ・デュ・フェスティバル・エ・デ・コングレ

9615 選択 stray 2008-09-16 22:46:27 返信 報告

#9614と同じ階段がもう１ヶ所あって、
 この画像はそこで撮ったものでしょう。
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⼿前にある⼤きな物体の正体は、次の画像で分かります。

Re:パレ・デュ・フェスティバル・エ・デ・コングレ

9616 選択 stray 2008-09-16 22:49:16 返信 報告

 
広告塔でした。

右に写っているカジノは、コングレの建物の⼀部です。

Re:パレ・デュ・フェスティバル・エ・デ・コングレ

9617 選択 stray 2008-09-16 22:51:30 返信 報告

#9615と#9616の位置関係は、こんな感じ。

左端から「へ」の字に曲がって、カンヌ映画祭で使われる階段につづきます。

Re:パレ・デュ・フェスティバル・エ・デ・コングレ
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9620 選択 stray 2008-09-16 23:07:53 返信 報告

 
はじめの⾃転⾞シーンは海が⾒えますので、

 カジノの裏側（ヨットハーバーになっている）で撮ったものでしょう。

goroさん、是⾮現場検証してきて下さい。楽しいですよ（笑）。

Re:パレ・デュ・フェスティバル・エ・デ・コングレ

9621 選択 goro 2008-09-17 00:44:17 返信 報告

strayさん ドルチェさん みなさん こんばんは︕

strayさん ドルチェさん goroはまだ⾏ってませんよ(笑)。セントパンクラスの情報、ありがとうございます。奥が
深いですね。カムデンロックに近いので時間がある限り訪れたいと思います。しかし、これで、地下鉄シーン探索範
囲は幅広くなってしまったようです。チャリングクロス駅やEmbankment駅だと思っていたのですが・・・(滞在時
間が短いのでとてもきびしいです･･･)。

⾃転⾞シーンはカンヌでしたか︕︕。てっきりモナコかと思っていました。strayさんの仰るとおり、最初の⾃転⾞シ
ーンはコングレ近くのヨットハーバー付近で撮影されたかもしれませんね。カンヌに⾏ってみたくなりました。出来
る限り⾏きたいと思います。カンヌ映画祭の会場も⾒たいな。素敵なドルチェさんの情報に感謝です︕。
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