
Quantum Leap EX2 :
ZEGAPAIN  location guide
presented by BLUE EYES

ZEGAPAIN

ゼ
ー
ガ
ペ
イ
ン

聖
地
巡
礼
ガ
イ
ド

03 舞浜

04 新浦安
05 浦安

05
葛西臨海公園

06 千葉

07 洲崎

07 浅草

新浦安 浦安

葛西臨海公園

JR京葉線で舞浜駅の隣。新浦安駅前から東京ベイシティバス（系統19）高洲南線で
浦安南高校（東京湾）→（系統28）海園の街線で海園の街バス停から「望海の街」→
徒歩でセブンイレブン→バスで新浦安駅へ戻るルートで3時間半くらいの小旅行。

●入船西児童公園（入船4丁目4：Googleのストリートビューあり）

　ゼーガ劇中でのタコの遊具とは形は全然違うものの、タコの山（滑り台）と藤棚の

配置（A）、遊具や広さなどは劇中の公園と重なる印象。新浦安駅南口から、入船保育

園を過ぎてガソリンスタンドの手前、駐車場の奥まで徒歩10分ほど。

●エアレジデンス新浦安

　新浦安駅前のツインタワー。32階・117m。

マンション入り口の階段（C）が劇中の「舞浜

タワーレジデンス」の階段を思わせる。

●東京湾（浦安南高校前）

　＃15「リインカーネーション」で、ミズサワが「ここは、何処なの」とつぶやく

海辺に似た感じ。浦安南高校は液状化の被害が大きく11年4月に一時移転した。

　新浦安駅から、東京ベイシティバス（系統19）高洲南線で9分・IC145円/現金

150円「特養老人ホーム・浦安南高校」バス停下車5分ほど。隣の「高洲海浜公園」

バス停から歩いても8分くらいで、そちらの方がバスの本数は多い（★）。浦安南高

校の西側の通りから海のそばに出られるが、そこからスカイツリーが見える（D）。

（★）新浦安方面へのバス（潮音の街方面から出ている）に乗るには東京湾を20分前には出ておいた方が良い。

●望海の街（バスで新浦安駅から「望海の街」または高洲海浜公園から「海園の街」）

　ツインタワーのマンション。８号棟が26階・83.85m、11号棟が28階・81m。キョ

ウとリョーコの住む「舞浜タワーレジデンス」のモデルかと思われる。劇中のツイン

タワーと比べると高さは足りないが、間隔がそれらしい雰囲気。

　新浦安駅前からの遠景では、夢海の街１号棟と合わせてトリプルタワーに見える。

　裏表紙の写真はAMの浅沼さんの聖地巡礼記での境川から明海小学校越しの構図。 

●セブンイレブン浦安明海店（「海風の街」バス停すぐのイトーヨーカドー隣）　

　望海の街からバス通りをシンボルロード方面へ歩いてすぐ。震災前の店舗はぱっと

見て「いつものコンビニあった！」（B）と思ってしまった。この近くから望海の街８・

11号棟を眺めると、タワーの間隔が開いて見える。震災での液状化の瞬間を捉えた

動画はこの店の前でのもの。震災後再建された店舗は向きが変わってしまった。
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漁師町の風情の残る「元町」には潮の香り。京葉線舞浜駅（系統9 舞浜線）・新浦安駅（系
統3 浦安東団地線ほか）へのバスもあり。ゆっくり滞在して30分くらい。

●青いアーチ橋

　＃10「また、夏が来る」での『世界の終わりの一日』に登場する青いアーチ橋は

地下鉄東西線の鉄橋。東西線浦安駅から徒歩でバスの通る宮前通りを南下。境川に掛

かる新橋（フランス語ならポン・ヌフ）を渡って、境川沿いに少し歩き階段を上がっ

て川の端に丁度立てる所からアーチ橋を撮ると劇中と同じ構図（A）になる。 

　境川沿いに、ミズキがハヤセに振られた橋を探しながら（同じ欄干はさすがに見当

たらず）旧江戸川まで歩くのも良い。途中に「うしお公園」がある。

●清瀧神社

　劇中のような赤い鳥居の列はない（B）ものの、こちらはこちらで風情のある神社。

祭神は大綿津見神（海の神様）。境内には豊玉比古神（龍神様）も祀られている。

　神社裏手には富士塚もあり。2006年には扇子形の可愛いおみくじがあった。

JR京葉線で舞浜の隣。東京に行けるのかのドキドキ
も楽しめる。公園をゆったり回って3時間。

●葛西臨海水族園

　劇中の「南舞浜水族館」。一般700円。葛西臨海公園大観覧車の半券で２割引になる。

入り口にある＃15「リインカーネーション」にて、ウシオとミズキが落っこちる滝

（C）は、実際には落ちる余地はない。冬場は滝の水は流れていないので夏場がおすす

め。マグロのぼりにマグロの回遊水槽（D）にマグロカツカレーにマグロのぬいぐるみ。

●ダイヤと花の大観覧車　写真：裏表紙

　劇中では運河（旧江戸川）の向こう、東京にある観覧車。地上117m、回転輪直径 

111m、１周約17分。一般700円。水族園の半券で１割引になる。ネット上の割

引券を使えば観覧車を先に回った方が安くなる。ここから水族園まで徒歩15分くら

い。舞浜は勿論、晴れれば筑波山まで見通せるプチ空中散歩が楽しめる。
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スマホアプリ
『舞台めぐり』に

ゼーガ追加！



　ゼーガペインの舞台のモデルとなった土地を訪ねて歩く、いわゆる“聖

地巡礼”。虚構と現実の狭間の物語の光景が、目の前にある風景と重な

り揺らぐ。もうひとつのゼーガの物語を体感するかのような不思議な旅

に、2006 年の放映当時から幾度となく赴きました。

　そして 2011 年 3 月 11 日、東日本大震災。

　ゼーガ劇中の“舞浜市”のモデルである千葉県浦安市も震度 5 強の

地震で市内の多くが液状化現象による被害を受けました。

　何度も通い、馴染んだ風景の変わりように目を見張りました。

　ありふれた日常がどんなに尊いものか、ゼーガが教えてくれたはずな

のに。現実に見知った日常が脆くも崩れた様に本気で心を痛めました。

あの埋立地が元に戻るのは大変だけれど、日常が戻ったらあの街とあの

海に会いに行きたい。そう思いました。

　4 月 15 日には TDL も再開し、浦安は少しずつ日常を取り戻してい

ます。まず浦安へ行くことが、いつか東北を訪れる足がかりになってほ

しい。そんなことも考えています。被災地見物などではなく、その土地

を元気にするために行く。そしてそこで自分が得られるものもきっとあ

るだろうと。この未曾有の震災では長期的な支援が必要になります。“ま

ず自分が動くこと”から、見えてくるものもあろうかと思います。

　この「ゼーガペイン聖地巡礼ガイド」は、既に blog（むいむい星人

の寝言）/Google マップにてご紹介したものを冊子にまとめなおした

ものです。こちらを手に、浦安などゼーガの舞台へと是非足を運んでみ

てください。あなたの目にしか映らない風景がそこにあるはずです。

　2015 年夏、iOS/Android 用アプリ『舞台めぐり』にゼーガペインのマップ

が追加されました。こちらも楽しめますので、是非どうぞ！

【注】バス路線などのデータは調査当時のものです。2015 年 8 月現在で確認し

てはおりますが、常に最新の情報をご確認ください。
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浅草

洲崎
最終回の灯台のモデルは千葉県館山市の洲崎灯台。館山駅までは JR「南房総フリー乗
車券」や JR 関東バス「なのはな号」にて。劇中の「現実」そのままの唯一の風景。

●洲崎灯台　写真：表紙下・裏表紙

　館山駅からバス「フラワーパーク・安房白浜行・西岬循環（ＪＲバス関東）」で「洲

の崎灯台前」下車（大人 480 円）、徒歩 5 分。カーブの多い岬の道（房総フラワーライン・

県道 257 号）を車や自転車が通るので、歩行者は充分に注意すること。灯台内には

入れないが、周囲は展望台もあり見晴らしが素晴らしい。近くには洲崎帝釈天も。

●水泳部分室のある入り江

　灯台からバス通りを館山駅に戻る方へ下ると見える「TIME OUT Cafe」（A・館山

市洲崎 137-1・TEL:0470-29-0090）のすぐ隣の道を下りると漁港に出る。漁港

の堤防の先端からの風景が、最終回でアルティールと釣竿が映るカット？　漁港から

左手（西）に進むと入り江（B）に出られる。ただ打ち上げられた海草とごみで凄い有様。

劇中での白い砂浜のイメージは欠片もない。女子は特に覚悟していくこと。

A B

ドラマ CD ep3 "OUR LAST DAYS" の舞台。新東京タワー→台東区民プール→観音様の
順で電車・バス・徒歩でせかせかと 1 時間半ほど。もっとゆったり回るのをおすすめ。

●台東リバーサイドスポーツセンター（入口右手の屋外プール）

　浅草駅・浅草松屋前から、台東区循環バス「北めぐりん」で３分 100 円、「リバー

サイドスポーツセンター前」下車すぐ (C)。徒歩でも 15 分くらい。

●浅草寺（浅草駅すぐ）　写真：裏表紙

　拍手を打ってはいけない。雷門から境内まで続く仲見世の、「揚げまんじゅう、人

形焼、せんべい、あんこ玉、雷おこし」。おすすめは揚げまんじゅう。

●東京スカイツリー（東武伊勢崎線 とうきょうスカイツリー駅前 )　写真 D：2014/8/31

　12 年 5 月開業。高さは 634m。2022 年に工事をしているかどうかは不明。  
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おすすめは、旧江戸川の土手で夕暮れ → 夜の舞浜リゾートラインを1周 → 舞浜駅と
巡る「舞浜から出られねぇツアー」。舞浜駅起点で所要時間は1時間半くらい。

●舞浜駅（JR京葉線）　写真：表紙上

　劇中では「南舞浜駅」。東京方面ホーム８号車前は通称「生徒会長のベンチ」。＃20

でシマが座っていたのは左から２つめの席。＃6ではリョーコもここに。ベンチの

すぐ前の階段も＃6、20で登場する。椅子の色は2006年にはベージュだったが

2009年にはゼーガ劇中と同じ赤に変更された。

●旧江戸川の土手と世界の端　写真：裏表紙

　舞浜駅南口からペデストリアンデッキの下へ降りて、バスの通る道をまっすぐ東京

方面へ。京葉線の鉄橋のたもとには信号のある丁字路（A）。リアル舞浜には世界の端

が。河口付近だからあって当然なんだけど防潮壁が。 

　世界の端にぶつかった後、舞浜大橋の下をくぐった北側に土手に出られるスロープ

（B）がある。実在の土手は橋の上流側になるので、撮った写真を左右反転すれば劇中

の土手（橋の下流側）と同じ構図になる。このあたりの川幅は500mくらい。

　夕暮れ時を狙っていくととても綺麗。EDに歌われる「風の街」を実感できる。

●舞浜大橋（R357・首都高湾岸線・JR京葉線）

　DVD最終巻のフルコーラスED（ドラマCD ep3映像）

でキョウとリョーコはトラス鉄橋（鉄道橋）を渡っている。

この鉄道橋を真横から見られるのが舞浜大橋。

　橋に登るスロープ（C）は旧江戸川から丁字路（A）へ

戻り、京葉線の橋のすぐ北側へ入ると見える細い道を舞浜

駅方面に100mほど戻った所。自転車が時々走っているので歩行者は注意。

　花澤香菜『Silent Snow』PVのロケ地でもある。

　

●舞浜リゾートライン

　環状線のモノレール。跨座式。１周5km、12分強。大人260円。Suica/PASMO可。

　劇中の舞浜市のモノレール軌道も環状線のようなので設定上のモデルは多分これ。

　実際には市街地を含めてのデザインは千葉都市モノレール（懸垂式）がモデル。

　夜に乗るとベイサイド・ステーションを出た後は闇に浮かぶ光の軌跡の中を走るの

で＃6の気分を満喫できる。東京の方へ走り始めたはずの列車が元の駅に戻ってきて

「ありえねぇ」とつぶやけば、あなたも立派なセレブラント。
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千葉 JR千葉駅前は＃10「また、夏が来る」での『世界の終わりの一日』ロケ地。モノレー
ルに一駅だけ乗り後は歩いて30分～50分。

●千葉駅バス乗り場（A）

●モノレール千葉駅（B）　略図①・千葉駅

　改札はデザインが変わっている。

●みゆき通り②

　モノレール栄町駅を下車してすぐ。劇中で

の「もずく通り」。劇中と同じ構図（C）で写真を撮るには車道に出る必要があるので

後方に厳重注意。現在では通りの名前の看板や照明がなくなっている模様。

●モノレール軌道

　栄町駅からモノレール軌道に沿って歩き、葭川に架かる富栄橋③から栄町駅を振り

返ると＃05「デジャビュ」で、ハヤセに謝るキョウの話の合間に映るなどのおなじ

みの構図（写真：表紙中）になる。

●栄橋横断橋　写真：裏表紙

　栄橋横断橋はモノレールのアーチ橋。富栄橋③から東横

イン千葉駅前（★）を通過して、千葉駅前大通りへ出て、

富士見東電前交差点④への横断歩道の途中から栄橋横断橋

を見ると劇中と同じ構図。車には厳重注意。

●富士見東電前④

　ここから栄町駅の方を見ると、モノレールの軌道越しに

ガラス張りのビルが見える（D）。リョーコ達が乗ったモノ

レールを映す場面でこの構図が登場している。 

●NTT千葉（E）、地下道入り口（F）

　リョーコがNTT千葉の鉄塔⑤の廃墟を見たのは地下道の

入口前⑥。（E）のテルモの看板は既にない。劇中には地下道

への階段から入り口（F）を見上げるカットもあり。劇中には登場しないが地下道そ

のものも面白い空間。交差点の向かい側、千葉駅前の交番も愉快。
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