
☆☆☆☆『『『『恋恋恋恋するするするする輪廻輪廻輪廻輪廻』』』』Om Shanti OmOm Shanti OmOm Shanti OmOm Shanti Om    クラッカークラッカークラッカークラッカー鳴鳴鳴鳴らしらしらしらし所所所所＆＆＆＆声援声援声援声援どころどころどころどころ((((笑笑笑笑))))    

クラッカーやダンスの場所など、他の皆さんと楽しめると楽しいかも？ってポイントを予習したい人向けにマニュアルにしまし

た。もちろん、楽しみ方は個人の自由ですので、この限りではございません。写真写真写真写真は直前直前直前直前シーンシーンシーンシーン。ピンク、イエロ－は本命

鳴らし所、ダンスどころ。ブルーは次点だけど、好きな人は鳴らすツボです。 

 初級初級初級初級；；；；OSOOSOOSOOSO 初心者向初心者向初心者向初心者向けけけけ    中級中級中級中級；；；；一度一度一度一度はははは見見見見てててて鳴鳴鳴鳴らしらしらしらし所所所所知知知知ってるってるってるってる人人人人        コアコアコアコア級級級級：：：：OSOOSOOSOOSO 中毒者中毒者中毒者中毒者のののの踏踏踏踏みみみみ込込込込んだんだんだんだツッコミツッコミツッコミツッコミ((((笑笑笑笑))))    

ちなみに下記の言葉はワタクシが勝手聴きとったりした言葉なので正確ではありませんのでご了承を。 

クラッカーやダンスが出来なくても、クスクス自然と芝居につられて笑うのも、映画の楽しみのうちです(^^)ｖ 

 場面 初級 中級 コア級 

記 (ク)クラッカー (紙)紙吹雪 (ダ)ダンス (黄)黄色い声援ｗ (拍)拍手 (手)手拍子 (掛)掛け声ｗ 

(セ)まさかのセリフ覚え (振)手振り (萌)萌えｗ  以下↓ ポイント点簡略表記。 

● オープニング ～ ビルボードまで  

0 ロゴ EROS REDChile 他   (掛)よっ！エロス！(掛)レッドチリー！ 

1 Openning 神が～   (ク) 

2 スタジオ～KARZ    

3 Rishi 登場 

 

(手) (ク) (ク) (手) (掛)Yeah! 

(セ)Lalala♪一緒に歌う？ 
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5 

オーム登場手～顔 

ファラー監督登場 

(手) (拍) (ク)オームでもファラー監督登場でも好きなところで 

 

6 音楽終わり、Haaa！ 

(手) (拍) 

音楽に合わせて 

手拍子あると 

楽しいよ 

(ク)オーム決めポーズ最後で 

7 二人コント芝居  (セ)Super Star.. Good Face 他・・ 

8 スター車で登場   (ク)ジャーヴェードファン向 

9 座ってコント コントセリフを好きに楽しむｗ 

10 カフェ前 ゴヴィンダ   (ク)ゴヴィンダファン向 

11 母絶叫  (セ)ナヒーン (振)頭抱える (ク)もあり 

12 母、オーム二人芝居 クスクス (掛)ツッコミ可 (萌)壁写真萌えｗ 

13 パップー、母   (セ)ケーケルｘｘビニッカ？ 

14 オームひとり芝居 クスクス 

15 ビルボード、シャンティ   (ク)ディーピカーファン向 

16 母 未来の嫁   (セ)サチムチ (振)母手振り 

● レッドカーペットへ 

17 レッドカーペットシーン お好きなスター登場シーンで、各クラッカーなり紙吹雪なり OK  

18 シャンティプリヤ登場 

 

(ク)盛大にここで皆様クラッカーをどうぞ！ 

(紙)紙吹雪 美しいメロディ流れる添えに、ヒラヒラも OK 

19 レッドカーペット中 クスクス 顔隠し真似るもよし、二人髪コント真似るもよし 

20 上映会  (セ)イ、キュッシュ、キ ッスンドォ～ル 

21 ダンス (ダ)シャンティのダンス。ここは自然とリズムにのらされて踊りだします！ 



 

22 音楽替わるドラム  (ク)シャンティ、籠から出る 

23 バトミントン （ク）クラッカー鳴らしどころ (掛)コン！っと舌を鳴らすもあり。 

24 ダンス (ダ)ダンスノリノリ OK、オームにつられて真似してもいい  

25 酔っ払い 授賞式 (セ)スタイル～ (セ)キシャー (セ)じゃいーーん  

26 やりなおし (セ)Take2 King of the World！(セ)バッキー 

27  

名セリフ /名芝居

を楽しむのもＯＫ 

 (ク)最後っ屁？ 

 ● 場面転換 撮影シーンに 

28 二人コント撮影シーン  (セ)パゴー？ (セ)アリババウリババ (セ)サラーム サラーム 

29 プロデューサー登場 

 

 (ク)ムケーシュ登場 (黄)キャー！ムケーッシュ！(＞▽＜) 

30 火のシーン 逃げるオーム   (セ)パゴー 

31 火シーン 助けるオーム 

 

  (ク)火を飛び越える 

32 テント クスクス  (セ)No Sorry no thank you 

33 MIND  IT 撮影シーン 

  

 (セ)凄い演技だ、凄い演技だ(棒読み) 

(セ)Tiger！ (セ)Mind It！  

お好きなところで存分にオーム・スワミ体験をｗ 

34 二人待ち   (セ)二人の歌口ずさむ 

35 シャンティ登場   (ク)ディーピカーファン向 

36 深夜撮影所デート二人ダンス 

 

(紙) 紙吹雪ここで存分にヒラヒラ飛ばしてくだされ 

 (セ)歌、まいあがるかふ～ん (振)オーム手振り 他 

翌日、撮影所にて   

二人痴話げんかドラマ  

哀愁のオーム  (萌)名曲堪能 (萌)SRK ファン向、かみしめ、哀愁萌えｗ 
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事件現場 映画の映像を存分に楽しんでくだされ。勿体ないので写真はのせましぇん！ 

 



 

●それから、３０年後・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 オーム再登場バルコニー 

 

  (ク)オーム再登場でパーン！ 

 オームバイク登場  (ク)SuperStar のオームを堪能 

 スターオームの  (セ)スターオームのセリフや、キーワード、終了～、Fish！他、楽し

んでください 

 まずモブダンス/オーム登場 

 

モブ女性数人。その後、スターオーム登場  

(ク)オーム登場  (黄)声援、キャーーーー！（＞▽＜） 

(ダ)もちろん！ノリノリにダンス！！ 好きなことを存分にっ！ 

特に女性陣にも！男性陣にも！カテゴリーわけ出来ない方にも！？一番のオススメ  

 砂、指舐め、水シーン 

危険すぎて写真掲載自粛ｗ 

(ク) 盛大に！！ (黄)キャーーー！ (ク)バケツ水シーンにて 

(ク)クラッカーでも (黄)声援でもなんでも！！(ダ)ダンシング！ 

 傲慢スターオーム堪能 クスクス (セ)シャッピアンドノーズ～ 

 廃墟ロケ ムハバットマン  (セ) ウリババ－ 他、セリフ (セ)What's a fish! etc...... 

 FILMFAR 賞 次々登場するスターを堪能してください (ク)好きな俳優お好きに 

檀上等、多数・・・映画最初のダンス踊ってた リシ本人に気づきましたか？  

   (ク)リティック、Ｙチョープラ、アミターブ登場  他  

(セ)OK ～Ok~♪ 司会は K.Johar 

 映画紹介 (ク) アビシェイク、オームのラウル、アクシャイ (セ)あ～ああああ～あぁ～♪  

   (セ)stupid stupid stupid・・・他 

 受賞演説 映画、名セリフを堪能してくだされ 

 受賞パーティー お好きなスター登場でクラッカー、ダンス、声援で！！(ク)(黄)(ダ) 

 

 

 

(ク)(黄)(ダ)続々出てくるスターたちを何人わかるかな？ 

カジョールと SRK は黄金コンビ。(ク) 

オーム・シャンティ～オーム♪と踊りまくろぉ～～！(＞▽＜) 

(ク)サルマーン、サイフ・アリー、サンジェイ、４人並ぶは圧巻 

カウンターバーの上にのったら、(黄)ここ黄色い声援どころ！ 

 母、パップー再会   (セ)サッチ、ムチ 

 ビルボード前    

 ビジネスランチ  (セ)覚えてるセリフが口に出ます 

 オーディション  母 ブチキレｗ 

(ク)女装様パーン  

 後サンディー、ライトオン 

 

 (ク)サンディアップ (紙)あるとよいかも 



 サンディ特訓中  (ク)ガムパーン (萌) (ク)バーバリーSRK 

 夜月シーン他 ここまで (萌)ディーピカーや SRK ファン向け↑サービスシーンかも？↓ 

 古いスタジオ   (セ)Rock Star OK 他 

 ヒロイン？？登場？   

(ク)ビンドゥー！  

 ドリーちゃん登場～  

 ココナッツ  (ク)オームでココナッツ割るところで 

 撮影風景～控室    

 ドリー母＆オーム  

(ク)オールドウーマン  

 映画試写    

●ここから↓エンディング一気にたたみかけますで、映画を堪能してください 

 レビューショー 物語、佳境！！豪華絢爛レビューショーを堪能！ 

     

 シャンデリア一度目  (ク)ムケーシュ痛  

 ムケーシュ目覚める前   (掛)そして放置ｗｗ 

 クライマックス 対決 オーム、ムケーシュ、シャンティのクライマックス！ 

映像を堪能してください。 

    (ク)発砲 

 シャンデリア   (ク) 

     

 エンディング エンディング、レッドカーぺット。(ク) (ダ) (黄) (手) 拍） 

音楽に手拍子合わせて、キャスト・スタッフに惜しみない拍手と声援を！！最後のクラッ

カー使い切っちゃってください。 

 スタッフロール (ダ) 再度！オーム・シャンティ・オーム！！と最後まで踊れます！！(＞＜) 

 （拍）みなさま、映画堪能できましたでしょうか？映画に製作だけでなく上映、観客、他すべて、映画に何らかのでも携わ

る方々たち全てに、惜しみない大拍手をお願いします(^^)／ 

● マサラのここ大事 

 マサラ後お片づけ マサラ上映で、思いっきり騒いだ後は、その後のお片づけも、皆様でお手伝い下さいませ。 

出来るところまで、皆様のご協力、よろしくお願いします(^^)ｖ 

 

おまけ ：エンディング・・・ 気のせいでしょうか？ 右端のカメラマン・・・・ 

  


