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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

『レストランDon』でお⾷事
20352 選択 noritama 2016-08-30 15:43:13 返信 報告

こんにちは

先⽇､幸(ゆき)さんと逗⼦駅で待ち合わせをして､『レストランDon』に初めて⾏ってきました(^^)

最近の気まぐれな天候｡｡思わしくない予報がそのままで､出かける時にはそこそこの⾬;;;･･･
 あぁ幸(ゆき)さんから聞いていたテラス席は無理かなぁ〜と思ってました｡
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Re:『レストランDon』でお⾷事
20353 選択 noritama 2016-08-30 15:44:52 返信 報告

電⾞でトコトコ揺られ､､江ノ電経由をやめて(笑)､逗⼦駅に約束の時間の３０分くらい早く到
着。

おお ⾬降っていません!! ⾵も強くなく､蒸し暑くない(^^)/
 駅近のスタバ＋⽇影茶屋のお店のテラスで､

Re:『レストランDon』でお⾷事
20354 選択 noritama 2016-08-30 15:46:23 返信 報告

スタバラテと⽇影⼤福でお茶〜(^^)旦
 としている間に､幸(ゆき)さん到着のTEL｡

Re:『レストランDon』でお⾷事
20355 選択 noritama 2016-08-30 15:48:48 返信 報告

早速駅バス停へ｡
 5⽉末の2016ライブ以来ですがお元気そうでなによりです(^^)

 バスに乗ってレストランDonのある⽴⽯秋⾕⽅⾯へ｡ラ･マレード･チャヤ/⽇影茶屋のあ
るバス路線と違うんですよねぇ｡

 http://www.keikyu-bus.co.jp/line/pdf/map/zushi.pdf
 また､葉⼭御⽤邸のあるところ付近は警備警官がちらほら(^^;ですぐわかりました｡
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Re:『レストランDon』でお⾷事
20356 選択 noritama 2016-08-30 15:50:23 返信 報告

時間が早いということで幸(ゆき)さんの提案で"⻑者ヶ崎"で下⾞して海岸通りを散歩しながら⾏
くことに｡

海だ－って(笑) 久しぶりの海です｡
 天候の具合なのでしょう､⼈は疎らな静かな海でした｡

 あちらが⼀⾊海岸･葉⼭御⽤邸⽅⾯
 

Re:『レストランDon』でお⾷事
20357 選択 noritama 2016-08-30 15:53:31 返信 報告

しばらく歩いていくと････あちらが久留和海岸､⽴⽯､秋⾕レストランDon⽅⾯
 中央チョい左⼭中に⾒える⽩い建物付近(建物のかげで⾒えてませんが(笑))が『ハートに⽕をつ

けて』ジャケ写のロケ地スタジオですね｡
 ちょうどその下の付近､レストランDonまで1km看板を過ぎ･･･しばらく⾏くと｡｡

Re:『レストランDon』でお⾷事
20358 選択 noritama 2016-08-30 15:55:54 返信 報告

あれが⽴⽯公園の松
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Re:『レストランDon』でお⾷事
20359 選択 noritama 2016-08-30 15:57:47 返信 報告

話をしながらだとバスを降りて2kmぐらいの道のりもあっという間に､レストランDonに着きま
した｡

まずは､､ジャケ写と現在との位置確認(笑)を

Re:『レストランDon』でお⾷事
20360 選択 noritama 2016-08-30 16:00:14 返信 報告

⼿すりはだいぶ前の話題で改修されていると⽿にしていたのですが､
 現状と当時との検証はあまりされていなかったように思ったのでちょっとチェック(^^

ジャケ写の泉⽔さんの⾜元の⽯垣の⽯の形に注⽬して･･⾒るとこんな位置関係のようです｡
 泉⽔さんは､現在のテラスの位置では左(⼊⼝側から)から4本⽬の⽀柱のところに⽴っていたよう

です｡

Re:『レストランDon』でお⾷事
20361 選択 noritama 2016-08-30 16:03:52 返信 報告

カメラマンは､私が撮ったポイントより少し前の⾚⽮印辺りの防波堤の末端付近から撮っていた
のでしょうか? それではちょっと近すぎる気も｡｡

 テラス奥の天井の⾓と⾜元の⽯垣の⽯の位置の合う場所が撮影ポイントですね｡
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Re:『レストランDon』でお⾷事
20362 選択 noritama 2016-08-30 16:06:06 返信 報告

砂浜からだとこちらの↓⽅の写真のようになるようです｡
 http://img-cdn.jg.jugem.jp/a31/693358/20141003_1339775.jpg

 こちらの↑⽅と私の撮ったのとの中間ぐらいなんですよね･･･防波堤が邪魔(笑)

Re:『レストランDon』でお⾷事
20363 選択 noritama 2016-08-30 16:08:56 返信 報告

他の(雑誌の)ショットの､泉⽔さんからのカメラ⽬線だと､たぶんカメラは防波堤の上辺りなん
ですけれどねぇ･･･

 砂浜から脚⽴を⽴てて防波堤が写らないようにズームで撮った?
 もしかしたら､防波堤の上に寝そべってか､防波堤の海側に折り脚⽴を伸ばして⽴掛け撮ったの

かなぁ
 そうなると現在は､当時なかったであろうチョコレート⾊の横須賀市の注意書き看板が邪魔で

すね(笑)検証には｡

Re:『レストランDon』でお⾷事
20364 選択 noritama 2016-08-30 16:11:21 返信 報告

[7387]でも少し触れられてますが､
 ジャケ写のテラスは⽯垣付近の縁を⾒るとラウンドしているようで､､気になって検索しましたら､

 検索ででて来た写真を⾒ると､やはり昔はラウンドした円形(扇形)テラスだったようで､
 改修で少し拡張したんですね｡

 http://minesguide.blog85.fc2.com/blog-entry-4.html

Re:『レストランDon』でお⾷事
20365 選択 noritama 2016-08-30 16:12:47 返信 報告
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次は砂浜へ､
先ほどの⻑者ヶ崎の砂浜と違って､

 ここの浜は砂浜って⾔うより⼩砂利の浜ですね｡
 松の⽊がちょこんと⾒えるポイントは･･･と波打ち際を振り返りながら｡｡｡

カメラマンは､この辺少し遠くからズームでレストランDon前砂浜辺りにいる波打ち際の泉⽔さ
んを撮っていたのでしょうか｡

Re:『レストランDon』でお⾷事
20366 選択 noritama 2016-08-30 16:15:11 返信 報告

ズームするとこんな感じ｡

ポニテの⼥の⼦がいる付近が『レストランDon』の前辺り

Re:『レストランDon』でお⾷事
20367 選択 noritama 2016-08-30 16:18:52 返信 報告

泉⽔さんの映像はこんな感じ｡
 

Re:『レストランDon』でお⾷事
20368 選択 noritama 2016-08-30 16:19:17 返信 報告
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右下に映り込んでいるのは防波堤じゃなく､
撮影のレフ板ですね｡

Re:『レストランDon』でお⾷事
20369 選択 noritama 2016-08-30 16:21:27 返信 報告

GIFアニメにしてみました｡

Re:『レストランDon』でお⾷事
20370 選択 noritama 2016-08-30 16:23:16 返信 報告

簡単に確認を(笑)済ませていざお⾷事(^^)

さて､何故､､受付をしている幸(ゆき)さんのズボンの裾が濡れているのでしょう(^^;

Re:『レストランDon』でお⾷事
20371 選択 noritama 2016-08-30 16:24:24 返信 報告
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⽣憎の曇り天気で､､看板にある､折⾓幸(ゆき)さんが予約してましたダイヤモンド富⼠サンセットは⾒
れない状況でしたが､

 ⾬もやんで､蒸し暑くもなく､波の⾳が聴こえる静かなテラス席での⾷事が楽しめそうです｡

Re:『レストランDon』でお⾷事
20372 選択 noritama 2016-08-30 16:26:07 返信 報告

新旧のテラスの⽐較

Re:『レストランDon』でお⾷事
20373 選択 noritama 2016-08-30 16:35:12 返信 報告

テラス席に着いて､
 とりあえずビール(^^)で乾杯
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Re:『レストランDon』でお⾷事
20374 選択 noritama 2016-08-30 16:38:08 返信 報告

でも気になるのは泉⽔さん⽬線の⾵景(笑)

先ほど撮ったのはあそこの防波堤(マークのあるところ)に寄り掛かってでした｡
 

Re:『レストランDon』でお⾷事
20375 選択 noritama 2016-08-30 16:39:37 返信 報告

季節の⿂のカルパッチョと､

Re:『レストランDon』でお⾷事
20376 選択 noritama 2016-08-30 16:40:31 返信 報告

パスタ､ピザ美味しくいただきました(^^)
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Re:『レストランDon』でお⾷事
20377 選択 noritama 2016-08-30 16:47:48 返信 報告

少し経つと照明が灯りました｡

Re:『レストランDon』でお⾷事
20378 選択 noritama 2016-08-30 16:48:48 返信 報告

ビールの次はカンパリオレンジ(^^)美味しいです｡
 と思っていたらサンセット予約客へのお店からのサービス､突然の写真撮影(笑)

 もらった写真には･･･オヤジ⼆⼈がカンパリオレンジ⽚⼿に写ってました(^^;キャー

Re:『レストランDon』でお⾷事
20379 選択 noritama 2016-08-30 16:50:08 返信 報告

テラスは､ムーディーな雰囲気に
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Re:『レストランDon』でお⾷事
20380 選択 noritama 2016-08-30 16:52:53 返信 報告

⽔平線が⾒えなくなる位に暗くなると･･･

⼩さくですが横須賀⽅⾯で花⽕が｡偶然とはいえにくい演出です｡

Re:『レストランDon』でお⾷事
20381 選択 noritama 2016-08-30 16:55:17 返信 報告

そこそこ時間も過ぎ､帰り際に､､
 幸(ゆき)さんが"サプライズ"って⾔っていたことが｡

 さっきの写真撮影じゃないんだ(笑)､､なんだろうと2階のほうへ階段を上がっていくと････

Re:『レストランDon』でお⾷事
20382 選択 noritama 2016-08-30 16:57:21 返信 報告

おぉ!!! 素敵にすばらしいディスプレイが!!
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いいですね!こういうの｡すごく嬉しい(^^)/
まさにサプライズでした｡

Re:『レストランDon』でお⾷事
20383 選択 noritama 2016-08-30 17:04:11 返信 報告

名残惜しくも『レストランDon』をあとして逗⼦駅へのバスを待っていましたが､､なかなか来ない(苦笑)
 帰るなと⾔っているのでしょうか(笑) ､時刻表にあるバス3本分の時間(30分ぐらい)を待ってやっときました(^^;

 

Re:『レストランDon』でお⾷事
20384 選択 noritama 2016-08-30 17:05:25 返信 報告

チョイのみ⽬的で新逗⼦から京急で横浜へ､
 幸(ゆき)さんが「いづみ橋」というお酒がある⻄⼝の『さがみ』という居酒屋へ連れて⾏ってく

れました｡

Re:『レストランDon』でお⾷事
20385 選択 noritama 2016-08-30 17:07:31 返信 報告

美味しくいただいて今回は終了｡
 ほろ酔いでお開きとなりました｡

幸(ゆき)さん､先⽇は楽しいひとときをありがとうございました｡(^^)/
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Re:『レストランDon』でお⾷事
20386 選択 吟遊詩⼈ 2016-08-30 22:38:20 返信 報告

[20382]noritamaさん、皆さん、こんばんは

レストランDon、幸(ゆき)さんと探訪されたんですね。

改装していたのは情報として知っていたのですが、

改装後の雰囲気は、変わりましたか︖

今だにそちらの地域、お店を含めて未踏の地なんですよね (ToT)

砂浜も⾏ってみたいですね︕（＾▽＾笑）

> おぉ!!! 素敵にすばらしいディスプレイが!! 
 > 

> いいですね!こういうの｡すごく嬉しい(^^)/ 
 > まさにサプライズでした｡

記念ボトルとコメント、ファンには嬉しい粋な計らいですね︕

お店でなく個⼈所蔵品ですか︖

常設で置かれてるのか︖ 期間限定ですか︖

涼しくなったら⾏けたらと想いつつ・・・・︖ f^_^;

Re:『レストランDon』でお⾷事
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20387 選択 stray 2016-08-31 16:10:23 返信 報告

noritamaさん、こんにちは。

意外や意外、noritamaさんは初DONでしたか︕
 ZARDファンを歓迎してくれるお店なので、⾏き易いですね。

 私はWBM2011の時に所員⼀同で⾏ったっきりですが、[7461]
 「渡り蟹のトマトクリームパスタ」が絶品でした。

 ああ、また⾷べたい（笑）。

ランチかと思いきやディナーだったのですね。
 この辺はロケ地がたくさんあるので、DONだけで帰るのはもったいないですが、

 この時期、DONのテラスでお酒を飲みながらゆったり過ごすのも⼄ですね、
 ああ、羨ましい（笑）。

２階の25周年記念ワインは空瓶のようですね（笑）。
 同銘柄（シャトーブースカッセ）をメニューに加えて、

 記念ワインの横に並べておけば儲かると思うんですけどねぇ（笑）。

⼤作レポどうもありがとうございました。

Re:『レストランDon』でお⾷事 → ありがとうございました
20388 選択 幸（ゆき） 2016-08-31 17:40:06 返信 報告

[20385]noritamaさん、こちらこそありがとうございました。
 ⼒作レポも楽しませて頂きましたよ^^。

[id:20386]]吟遊詩⼈さん
>涼しくなったら⾏けたらと想いつつ・・・・︖ f^_^;

8⽉下旬から9⽉上旬がこの付近でダイヤモンド富⼠が観られる
 ので、⾏かれるのなら、今の時期が⼀番だろうと思います。

まぁ少なくとも9⽉中は⼣陽が綺麗でしょうね。DANDAN 肌寒く
 なって浜辺に⼈気（ひとけ）がなくなると哀愁が漂ってきます
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 が、それもまた味わい深いですよ。ZARD曲には夏の終わりの海
の⽅がむしろマッチするかな。

この海辺は、いつの季節でもそっと受け⼊れてくれそうなので、
 是⾮訪れて下さいね。

[id:20387]]stray所⻑
 >「渡り蟹のトマトクリームパスタ」が絶品でした。

お薦めしたんですけど、「ペペロンチーノ」を選ばれたので
 そっちを美味しく頂きました。パプリカと厚切ベーコンは

 ⼊ってない『簡単ヘルシーパスタ』じゃなかったけど。

そうそう、名曲「愛しい⼈よ〜名もなき旅⼈よ」の歌詞
  ♪⻑い⼣陽の影 交差点に伸びる 

  ♪⻑者ヶ崎 ⼼を⾛らせていたよ
 は、ここの交差点付近に⼣陽の影になりそうな建物はなくて、

 ⾃説「⻄⽇のオレンジの陽光が建物を照らした」のではない
 かとずっと思ってるんですが、誰か調査して下さいませんか︖

 お天気が良い夏でないと分かんないのが難儀ですが。

「⻑い」も距離じゃなくて、照らしてる時間じゃないかな。
 逸る気持ちで⾛る⼼とのコントラストが絶妙な気がするんで。

Re:『レストランDon』でお⾷事 → ありがとうございました
20409 選択 noritama 2016-09-07 12:29:40 返信 報告

こんにちは｡

>そうそう、名曲「愛しい⼈よ〜名もなき旅⼈よ」の歌詞 
 >♪⻑い⼣陽の影 交差点に伸びる  

 >♪⻑者ヶ崎 ⼼を⾛らせていたよ 
 >は、ここの交差点付近に⼣陽の影になりそうな建物はなくて、 

 >⾃説「⻄⽇のオレンジの陽光が建物を照らした」のではない 
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 >かとずっと思ってるんですが、誰か調査して下さいませんか︖ 
>お天気が良い夏でないと分かんないのが難儀ですが。

この部分現地に⾏かないとピンとこない部分ですね｡
 サンセットがちょうど⻄(富⼠⼭)⽅向からですと､､

 こちらの⽅のブログの写真のようなきれいな⼣景
 http://helvetica.blog2.fc2.com/blog-entry-642.html

で､思うに影は建物ではなくて､､､ストレートに

･⻑者ヶ崎海岸で過ごした⼆⼈が､､､(>♪⻑者ヶ崎 ⼼を⾛らせていたよ)
 ･砂浜から階段を上り駐⾞場のあるところに戻ってきて､

 さらに海沿いの道路の横断歩道のあるところで信号待ちをしている時､
 背後の⼣陽が照らし出した横断歩道(交差点)に伸びた⼆⼈の影｡｡｡(>♪⻑い⼣陽の影 交差点に伸びる)

 なのかなと(^^

ここの2節を倒置的にして写実を思い出のような表現へと演出しているのでしょうか｡
 リアルな説明的な⽂章順にすると･･･(笑)

 ･♪(⼆⼈で(もしくは遊びに)⾏った)⻑者ヶ崎 ⼼を⾛らせて(躍らせて)いたよ
 ･♪(⼆⼈の)⻑い⼣陽の影 交差点に伸びる

 ですね｡これだと現実的で､､歌詞を聴いたときのふわァーとした場⾯のイメージは浮かばないです(笑)
 写実的でもあり回想的でもあるここの2節の倒置と表現は何気ないですが絶妙ですね｡

 楽しい思い出と､今後の･･･夏(の海もしくは休み(笑))の終わりにも似た微妙な⼼情表現かなと､､
 その内容が次の歌詞内容に続く･･･なのでしょう｡

また､もやもやした気分を晴らしたいという想いが､､
 ♪明⽇(あす)はきっと晴れるでしょう

 という歌詞(願い)に繋がるのかな(^^)
 

Re:Re:『レストランDon』でお⾷事 → ありがとうございました
20411 選択 幸（ゆき） 2016-09-07 17:04:37 返信 報告

https://bbsee.info/newbbs/id/20352.html?edt=on&rid=20411
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=20411
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/c55da58933dadf65138cee2fe9a4169e.jpg


[20409]noritamaさん
>背後の⼣陽が照らし出した横断歩道(交差点)に伸びた⼆⼈の影

なるほど、そういう解釈もアリなんですね。
 明るい曲調からか、少し寂しく感じてしまう。

でも、ここの（特に夏から秋の）⼣陽はスケール感があって、
 ←こんな上図の⼣陽のラインが下図の交差点にまで伸びてるような

 感じで辺り⼀⾯をオレンジ⾊に照らすのです。

AQUAさんのブログの写真↓を借⽤させて頂きました。
 この場をお借りしてお礼申し上げますm(_ _)m。

 http://aqua-izumi.jugem.jp/?cid=2

交差点への⼣陽の写真が⾒つからなかったので、取り敢えず
 イメージを膨らませるものとして、以下のビデオの最初数秒
 もご参考下さい。ちょっと雲が多い映像ですが、晴れてると
 もっとずっと⾚々と⼣陽のラインが持続するんですよ。

 https://www.youtube.com/watch?v=ZYblq8ovUZw

晴れてないと⾒えないし、今年のチャンスはあと少しって
 とこだろうと思いますが是⾮是⾮いつか⻑者ヶ崎の交差点
 付近で夏から秋の⼣陽を実際に⾒て欲しいです。きっと、
 あのスケールに感じ⽅が変わるんじゃないかぁ、「違う」
 と思ったとしても素敵な景⾊に感動︕間違い無しです。

「レストラン Don 秋⾕店」~ 「ラ・マーレ・ド・茶屋」
20456 選択 吟遊詩⼈ 2016-09-19 22:57:19 返信 報告

noritamaさん、幸（ゆき）さん、みなさん、こんばんは

> 8⽉下旬から9⽉上旬がこの付近でダイヤモンド富⼠が観られる 
 > ので、⾏かれるのなら、今の時期が⼀番だろうと思います。
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> >涼しくなったら⾏けたらと想いつつ・・・・︖ f^_^;

そんな訳で本⽇天気も⾬気味でしたが彦パパさんと⾏ってきました。

このスレッド、ロケ地マップを⼤いに活⽤し湘南新宿ラインの⾞内で作戦会議︕︕ (-。-)y
-゜゜゜

中々⾏けそうに無いのでまとめてＤＯＮ︕︕ (V)o¥o(V)

Re:「レストラン Don 秋⾕店」~ 「ラ・マーレ・ド・茶屋」
20457 選択 吟遊詩⼈ 2016-09-19 23:06:20 返信 報告

逗⼦駅に着いて⻄⼝に出てしまいあれ︖ 遠回りして東⼝

バスタ－ミナルでどれに乗るの︖状態(︔⼀_⼀) 

親切な観光ボランティアの⼈が教えてくれてバスに揺られ

３０分弱 秋⾕で降りたら⼀つ⼿前の⽴⽯停留場の⽅が近かった︕︕(>_<")

何とかお昼の時間に到着︕︕(^O^)

Re:「レストラン Don 秋⾕店」~ 「ラ・マーレ・ド・茶屋」
20458 選択 吟遊詩⼈ 2016-09-19 23:11:39 返信 報告

⼈気のレストランで既に満席状態︕でも待つ事１０分程で案内される。

やはりテラス席は無理でしたね︕

2Ｆの客席に上がる時、例のモノを発⾒︕︕

⼆⼈でお〜うう これじゃ︕︕＼(^o^)／

彦パパさんはボトルに触りまくり︕︕（笑）

Re:「レストラン Don 秋⾕店」~ 「ラ・マーレ・ド・茶屋」
20460 選択 吟遊詩⼈ 2016-09-19 23:20:54 返信 報告
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さて何を⾷べようかと迷っていてstrayさんの

「渡り蟹のトマトクリームパスタ」が絶品でした︕

のコメントを思い出し、⼆⼈で同じモノ頼むのも

芸が無いので彦パパさんは海賊ピラフなるモノを頼み

飲み物は、カンパリオレンジとイキたかったが

彦パパさんがアルコ－ルに弱いのでここはおとなしく

ソフトドリンクで・・・(^^♪

Re:「レストラン Don 秋⾕店」~ 「ラ・マーレ・ド・茶屋」
20461 選択 吟遊詩⼈ 2016-09-19 23:26:40 返信 報告

周りの⼈達ワインとか飲んでるんですけどね（笑）

無難なアイスコ－ヒ－とジンジャエ－ルで・・・

( ^^)/ロ≧☆チン!≦ロ＼(^^ )

彦パパさんは⾃⾝のブログ更新に⼤忙し︕

私はリラックスモ－ドですよ( ^^) _旦~~

Re:「レストラン Don 秋⾕店」~ 「ラ・マーレ・ド・茶屋」
20462 選択 吟遊詩⼈ 2016-09-19 23:33:04 返信 報告

程なくして料理が運ばれてきました。

折⾓なので其々シェアして味⾒をば・・・

渡り蟹のトマトクリームパスタ、本当に美味しいです。

濃厚な蟹のエキスとトマトの酸味、それにクリ－ムが

マイルドに上⼿くマッチしてソ－スだけでもご飯
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欲しい位︕ 海賊ピラフもパエリアみたいに⿂介たっぷり

磯の⾹りがする塩味で美味しゅうございました。( ^)o(^ )

Re:「レストラン Don 秋⾕店」~ 「ラ・マーレ・ド・茶屋」
20463 選択 吟遊詩⼈ 2016-09-19 23:40:08 返信 報告

さてそれじゃ次の処へと⼀端はバス亭に向かったけど

忘れていた︕︕⽬の前の海岸を・・・

ここで帰ってしまったら後悔する事に︕

彦パパさんは⾷事の後の⼀服に(-。-)y-゜゜゜

海岸を降りてとても良い事に遭遇したらしい︖

ここでは⾔えません・・・（笑）

例の写真を収めて、この辺でしょうか︖悔いは無い︕︕

Re:「レストラン Don 秋⾕店」~ 「ラ・マーレ・ド・茶屋」
20464 選択 吟遊詩⼈ 2016-09-19 23:48:06 返信 報告

路線バスにまた揺られて次は⻑者ヶ崎はバスの中から

まぁこんな所ね、でパス︕海岸通りだからみんな同じ様に

⾒えてくる。葉⼭御⽤邸前で下⾞して⼀⾊海岸へ

初めてですよ︕葉⼭御⽤邸、皇宮警察の詰め所があって

警官の⽬が光ってる︕ 敷地横の路地を海岸に向かうと

砂浜が広がっていますね︕ここでもロケ地マップ広げて

この⾓度かなぁ︖なんて・・・何とかショットを収められました。
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Re:「レストラン Don 秋⾕店」~ 「ラ・マーレ・ド・茶屋」
20465 選択 吟遊詩⼈ 2016-09-19 23:55:30 返信 報告

ハイ、最終⽬的地「ラ・マーレ・ド・茶屋」へＧＯ

１０分⾜らずで到着ここもお洒落な外観で、⼀⼈では

⼊り⾟い(>_<") 良かった~彦パパさんと⼀緒で（笑）

とにかくお茶しようと店内へ

Re:「レストラン Don 秋⾕店」~ 「ラ・マーレ・ド・茶屋」
20466 選択 吟遊詩⼈ 2016-09-20 00:24:00 返信 報告

ケ－キはご覧の通り美しい盛り付けです。

雑談で２時間弱居たでしょうか︖

ここも居⼼地良くて（笑）店員さんがお⽔の注ぎ⾜し・・・

テ－ブルにディナ－⽤の灯りが灯されたのでそろそろ

おいとましようと・・・お会計へ

Re:「レストラン Don 秋⾕店」~ 「ラ・マーレ・ド・茶屋」
20467 選択 吟遊詩⼈ 2016-09-20 00:32:42 返信 報告

「レストラン Don 秋⾕店」＆ 「ラ・マーレ・ド・茶屋」

今⽇⼀⽇リッチなお⾷事＆お茶でしたがたまには⼤⼈の休⽇

も良いですね(ー_ー)!!

彦パパさんを引っ張りだしてしまいましたが⼤変満⾜された

様で本当に⼀⽇、お疲れさまでした。<(_ _)>
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Re:「レストラン Don 秋⾕店」~ 「ラ・マーレ・ド・茶屋」
20468 選択 彦パパ 2016-09-20 08:46:31 返信 報告

吟遊詩⼈さんにお任せしましたが少しだけ雑感などを。
 台⾵接近による⽣憎の天気のなか、晴れ⼥の泉⽔さんのおかげで傘を差したのは⽴⽯のバス停の5分くらいでした。泉⽔さ

んありがとう。
 吟遊詩⼈さんとの所縁の地訪問はざっとこんな感じでした。

 ① レストランDON秋⾕店
 ↓

 ② ⽴⽯海岸
↓
 ③ 葉⼭御⽤邸裏の海岸

 ↓
 ④ ラ・マーレ・ド茶屋

追加情報としては、
 ・ DONも茶屋もオヤジ⼀⼈ではキツイ︕

 特に茶屋は⼆⼈でも浮きまくり︖
 ・⽴⽯海岸では綺麗なおねいさんのパンチラが、、、（海⾵に感謝︕）

 ・葉⼭御⽤邸の皇宮警察官の⽬つきは鋭い。
 危うく吟遊詩⼈さんがエロリストに間違われるところでした︕

 ・神奈川県警のお巡りさんは意外に親切。
 ・茶屋の最寄りバス停名が読めない︕

 吟遊詩⼈さんはとてもここでは書けない読み⽅をしてました︕
・茶屋のケーキセットのお値段が地元のしゃぶしゃぶ⾷べ放題ランチよりも⾼い︕

 ・茶屋の店員さんに聞いた⼀番のお薦めケーキ（モンブラン）はメニューに載ってない︕
 載せたほうがイイのでは、、、。

今度⾏く時は、店員さんに泉⽔さんの画像を⾒せて「この席をお願いします︕」と⾔えるようになりたいです。
 まだまだ修⾏が⾜りません。

 吟遊詩⼈さんお疲れ様でした。そしてありがとう。
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Re:「レストラン Don 秋⾕店」~ 「ラ・マーレ・ド・茶屋」
20470 選択 陸奥亮⼦ 2016-09-20 12:33:57 返信 報告

皆さん、こんにちは。陸奥亮⼦です。

吟遊詩⼈さん、彦パパさん、昨⽇のＺＡＲＤロケ地訪問３箇所

、「オヤジ⼆⼈旅」御苦労様でした。

昨⽇お昼頃から、彦パパさんのブログを順次、拝⾒していまし

たね。彦パパさんは、まめにブログを訪問先々で更新されてい

て、写真の投稿もされていましたね。＾－＾。

私事ですが、⼀⾊海岸は、⼩学⽣時代に両親達と海⽔浴で来て

いて、（あれが、葉⼭の御⽤邸よ!)と⺟に⾔われたのを覚えて

います。⼜、私は美術が趣味の１つですので、２００８年３⽉

に「神奈川県⽴近代美術館 葉⼭館」の企画展が有り、展⽰を

⾒た後に、館内のレストランで昼⾷を取ってから、御⽤邸⽅向

に海岸を散歩しました。⽴⽯⽅向は、ただ単に景⾊を⾒ていた

だけのような・・・、当時は、ＺＡＲＤのロケ地とは知りませ

んでしたね。残念〜〜〜。（笑）。

葉⼭館は、２００３年１０⽉の開館ですので、もしかして、

美術が趣味の泉⽔さんですので、来られている可能性がチョ

ットだけですが有れば好いな〜〜と思います。

来館されているとすれば、２００４年のＺＡＲＤ全国ツアーの

直前か、ツアー終了直後の期間しかないですけれどもね。

来られていたとしたら、葉⼭館の展⽰室やミュージアムショッ

https://bbsee.info/newbbs/id/20352.html?edt=on&rid=20470
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プ、もしかすると海⽅向に突き出た形の展望抜群のレストラン

等、同じ空間を共有していたことになるので、嬉しいで〜〜

〜す。(笑）。

Re:「レストラン Don 秋⾕店」~ 「ラ・マーレ・ド・茶屋」
20471 選択 幸（ゆき） 2016-09-20 18:15:34 返信 報告

[20467]吟遊詩⼈さん、彦パパさん、あいにくのお天気だったようですが、
 楽しんで来られた様⼦が伺えました。

 またの機会に是⾮ ♪⻑い⼣陽の影 に感動して下さい︕

ラ・マーレ・ド・チャヤのレストラン横の以下の映像にも登場する
 カフェもお勧めですね。

 外のテラス席は未制覇だけど、ここの(確か期間限定のチェリーの）
 復刻タルトが美味しいですよ。良く訪れられた頃にもあったんじゃ

 ないかなぁと想像⼒の中で世界が膨らみます。寺尾さんが買ってき
 たものだけがどうも美味しくなかったと後で知ったものの、きっと
 軟弱ゆえシュークリームはお嫌いで、硬派のタルトはお好きだった
 に違いないと思ったりして。もちろん、カフェオレで。勝⼿な想像
 だけど。

「君がいたから」
 http://www.dailymotion.com/video/x2gx1az

バス停は、茶屋へは③番から鐙摺・森⼾海岸⽅⾯、⻑者ヶ崎やDON
 は②番からです↓。⾃分は、いっきに巡る時は乗り換えも⾯倒だし、

逗⼦駅-茶屋、⻑者ヶ崎-DONは2km程度なので歩いちゃいます。
 JR逗⼦駅バス乗り場︓

 http://bus.ekitan.com/bus/noriba/2401_kkb.shtml

[20470]陸奥亮⼦さん、お久しぶりです。
 >美術が趣味の泉⽔さんですので、来られている可能性が 
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 >チョットだけですが有れば好いな〜〜と思います。

そうですね。もしかしたら訪れられたかも^^。

Re:「レストラン Don 秋⾕店」~ 「ラ・マーレ・ド・茶屋」
20473 選択 彦パパ 2016-09-20 19:39:02 返信 報告

陸奥涼⼦さんコメントありがとうございます。
 「オヤジ⼆⼈旅」はそれなりに楽しかったですよ。

 このBBSの「ロケ地Map」をフルに活⽤させていただきました。
 ホント良く出来てます。

 Stray所⻑に感謝︕ あっ、作り上げた皆さんにも感謝します︕
 今度は彼⼥（娘）と⾏きます。

Re:「レストラン Don 秋⾕店」~ 「ラ・マーレ・ド・茶屋」
20474 選択 彦パパ 2016-09-20 19:50:09 返信 報告

幸（ゆき）さん、こんばんは。
 ⽣憎の天気でしたので、♪⻑い⼣陽の影 ♪は叶いませんでしたが次の楽しみにとっておきます。

 茶屋の横のカフェって⽇陰茶屋本店︖のことでしょうか︖
 ⻑者ヶ崎-DONの2kmを歩いちゃいますか。

 吟遊詩⼈さんは茶屋から『サヨナラは今もこの胸に居ます』のあのバスがあった場所まで泳ぐ気でいましたよ（笑）。
 また渋沢でお会いしたいです。

Re:「レストラン Don 秋⾕店」~ 「ラ・マーレ・ド・茶屋」
20476 選択 陸奥亮⼦ 2016-09-20 22:31:51 返信 報告

皆さん、こんばんは。陸奥亮⼦です。

幸(ゆき)さん、レス、有難う御座います。
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> [20470]陸奥亮⼦さん、お久しぶりです。 
> >美術が趣味の泉⽔さんですので、来られている可能性が 

 > >チョットだけですが有れば好いな〜〜と思います。 
 > 

> そうですね。もしかしたら訪れられたかも^^。

８年前当時は、ＺＡＲＤのロケ地とは知らずに、葉⼭館の眼の

前の⼀⾊海岸で、暫く海岸と御⽤邸を⾒ながら散策していまし

たが、正に同じ砂浜を泉⽔さんと共有していたんだな〜〜と

勝⼿に思い込んでいます。(笑）。

彦パパさん、[20473]に、レス、有難う御座います。

彦パパさんのブログにコメントするよりも、こちらの⽅でした

ら、銀遊詩⼈さんと２⼈分のレスになるので・・・・

美味しそうな⾷事メニューと飲み物の写真も有難う御座いまし

た。＾－＾。

Re:「レストラン Don 秋⾕店」~ 「ラ・マーレ・ド・茶屋」
20478 選択 吟遊詩⼈ 2016-09-21 00:56:14 返信 報告

[20471]幸(ゆき)さん、

こんばんは、テンションが切れて疲れが・・・

「君がいたから」〜ウウッ忘れてましたね(ToT)

> ラ・マレー・ド・チャヤのレストラン横のカフェもお勧めですね。 
 >

すぐ横のラ・マーレ・ド・茶屋葉⼭本店ですよね︖

勉強不⾜で、3軒はしごは、軍資⾦が・・・(>_<)
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Re:「レストラン Don 秋⾕店」~ 「ラ・マーレ・ド・茶屋」
20479 選択 吟遊詩⼈ 2016-09-21 01:09:53 返信 報告

彦パパさん、お疲れさまでした。

映像がごっちゃになってました。

花瓶︖の席はラ・マーレ・ド・茶屋葉⼭本店

室内の様ですね。

今度は、最愛の娘さんとデートにお使い下さい。（笑）

Re:「レストラン Don 秋⾕店」~ 「ラ・マーレ・ド・茶屋」
20480 選択 吟遊詩⼈ 2016-09-21 01:16:04 返信 報告

陸奥さん、葉⼭、何気なく⾏かれてたのですね。

私は、初めて尽くしで・・・・f^_^;

もう少し秋⼝になったらこちらの本店の⽅がクラッシクな

雰囲気でこのオープンテラスの席も良さそうですね。
 

Re:「レストラン Don 秋⾕店」~ 「ラ・マーレ・ド・茶屋」
20492 選択 stray 2016-09-23 14:55:17 返信 報告

吟遊詩⼈さん、彦パパさん、こんにちは。

オヤジ２⼈のロケ地巡り（笑）、お疲れさまでした。
 スマホ対応の新・ロケ地マップが役に⽴ったようで何よりです。

 近隣のロケ地がわかるように、⾸都圏版、神奈川版といった
 地域毎のマップも必要ですね。⾄急作りますので少しお待ちを。
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> すぐ横のラ・マーレ・ド・茶屋葉⼭本店ですよね︖ 
「パティスリー ラ・マーレ・ド・チャヤ葉⼭本店」です。

 ここもZARDファンに優しいお店ですので、今度是⾮に。
 ケーキも「ラ・マーレ・ド・茶屋」よりリーズナブルな値段です（笑）。

 

Re:「レストラン Don 秋⾕店」~ 「ラ・マーレ・ド・茶屋」
20496 選択 彦パパ 2016-09-24 07:30:30 返信 報告

Stray所⻑お久しぶりです。
 ほんとロケ地Mapは便利で助かります。

 ⾸都圏版、神奈川版は楽しみですね︕
 よろしくお願いします。

 「パティスリー ラ・マーレ・ド・チャヤ葉⼭本店（← ⻑っ︕）」は次の候補です。
 って、皆さんが苦労して探し出した場所を楽しむだけで恐縮です。

Re:「レストラン Don 秋⾕店」~ 「ラ・マーレ・ド・茶屋」
20499 選択 吟遊詩⼈ 2016-09-24 23:55:22 返信 報告

[20492]strayさん、こんばんは

改めてchayaグループのHPを確認しました。

我々が、⾏ったのは正式名“レストラン ラ・マーレ ”

そして“パティスリー ラ・マーレ・ド・チャヤ” 帰り際に

⾒慣れた建物と思いつつ⼼に引っ掛かってたんですよね (ToT)

今となっては、あそこまで⾏って、後悔の念が・・・(>_<)

機会があったらリベンジします。

http://www.chaya.co.jp/
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> スマホ対応の新・ロケ地マップが役に⽴ったようで何よりです。 
> 近隣のロケ地がわかるように、⾸都圏版、神奈川版といった 

 > 地域毎のマップも必要ですね。⾄急作りますので少しお待ちを。

今回頼みの綱、頼り切りのロケ地マップでした。f^_^;

更なるバージョンアップ期待してます。（笑）

Re:「レストラン Don 秋⾕店」~ 「ラ・マーレ・ド・茶屋」
20505 選択 noritama 2016-09-28 07:17:46 返信 報告

おはようございます

“レストラン ラ・マーレ ”
 >⼊り⾟い(>_<") 良かった~彦パパさんと⼀緒で（笑） 

 ですね(笑) 以前は､⽞関のオープンテラスもなかったので､⼀⼈⾏動の私には敷居が⾼く感じて
て､⼊ったことがありません(^^;

"ラ・マーレ・ド・チャヤ葉⼭本店"
 >「君がいたから」〜ウウッ忘れてましたね(ToT) 

 >> ラ・マレー・ド・チャヤのレストラン横のカフェもお勧めですね。 
>すぐ横のラ・マーレ・ド・茶屋葉⼭本店ですよね︖

>⾒慣れた建物と思いつつ⼼に引っ掛かってたんですよね (ToT) 
 >今となっては、あそこまで⾏って、後悔の念が・・・(>_<) 

 >機会があったらリベンジします。

そう､"ラ・マーレ・ド・チャヤ葉⼭本店"は､､知っていれば意識して⽴ち寄ったと思いますが､､
 私も以前⾏ったときには､､知らず･⽴ち寄らずじまいでした(笑)

次回はジープの砂浜とともに満喫してくださいね(^^)
 [10679]

>・茶屋の最寄りバス停名が読めない︕ 
 >吟遊詩⼈さんはとてもここでは書けない読み⽅をしてました︕ 
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(^^;;ニャはは､『鐙摺』"あぶずり"ですね｡

Re:「レストラン Don 秋⾕店」~ 「ラ・マーレ・ド・茶屋」
20507 選択 吟遊詩⼈ 2016-09-28 14:55:31 返信 報告

[20505]noritamaさん、こんにちは。

後追いの吟遊詩⼈ですが・・・(^-^;

"ラ・マーレ・ド・チャヤ葉⼭本店"直ぐに⾏けないので

家族の誕⽣⽇にケーキ、都内唯⼀“⽇影茶屋荻窪ルミネ店”で

買ってシマッッタ︕秋を感じさせるイチジクタルト、

モンブランは、美味しゅうごさいました(^O^)/

これで葉⼭本店まで⾏かなくても・・・

やはり、泉⽔さんの空気感までは、味わえませんが・・・f^_^;

“パティスリー ラ・マーレ・ド・チャヤ葉⼭本店”
20529 選択 吟遊詩⼈ 2016-10-10 00:33:39 返信 報告

[20505]noritamaさん、皆さん、こんばんは

> >⾒慣れた建物と思いつつ⼼に引っ掛かってたんですよね (ToT) 
 > >今となっては、あそこまで⾏って、後悔の念が・・・(>_<) 

 > >機会があったらリベンジします。 
 > そう､"ラ・マーレ・ド・チャヤ葉⼭本店"は､､知っていれば意識して⽴ち寄ったと思いますが､､ 

 > 私も以前⾏ったときには､､知らず･⽴ち寄らずじまいでした(笑) 
 > 次回はジープの砂浜とともに満喫してくださいね(^^)

前回⾏けなくて、悔しいv(>ｗ<)v想いは溜めておくとストレス!!

そこで前回、仕事の都合で⾏けなかったアナログさんとチャレンジ!
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今回も前回同様同じコースです︕・・・あんたも好きね〜って(笑) 

学習したので⽴派にツアーコンダクターを勤められました(ヘ。ヘ)

“レストラン ラ・マーレ・チャヤ ”は幸い、満席で⼊れなかったので

迷わずこちらへ

Re:“パティスリー ラ・マーレ・ド・チャヤ葉⼭本店”
20530 選択 吟遊詩⼈ 2016-10-10 00:37:27 返信 報告

> 次回はジープの砂浜とともに満喫してくださいね(^^)

しっかりと例の砂浜確認しましたよ︕

以外と狭いですが・・・・f^_^;

Re:“パティスリー ラ・マーレ・ド・チャヤ葉⼭本店”
20531 選択 吟遊詩⼈ 2016-10-10 00:52:31 返信 報告

例の外の席は、⾬の影響で、15時頃⾏った時は閉鎖状態

“レストラン ラ・マーレ ”の満席でこちらへお客さん集中︕

中は、満席でした。“20分以上待ちますよって”店員さん、

“外でもよければ今すぐにご⽤意出来ます”の⼀⾔、

空かさず幸（ゆき）さんの“外のテラス席は未制覇だけど・・・”

の⾔葉が脳裡に浮かびチャンス︕︕(^O^)
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Re:“パティスリー ラ・マーレ・ド・チャヤ葉⼭本店”
20532 選択 吟遊詩⼈ 2016-10-10 00:59:52 返信 報告

店員さんも何かを察したのか︖席作りに取り掛かってくれます。

うぅ〜夢にまでみた泉⽔さんと同じ空気感を味わえます。（笑）

まぁ当時と若⼲変わっていますが、同じく葉⼭の空気を吸える

のは⽇頃の⾏い︖が良いからだね︕な〜んて⼆⼈で納得︕（笑）

Re:“パティスリー ラ・マーレ・ド・チャヤ葉⼭本店”
20533 選択 吟遊詩⼈ 2016-10-10 01:24:29 返信 報告

アナログさんは、イチゴのケーキとブレンド

私は秋の味覚、栗のケーキとこだわりのカフェオレ（笑）

お値段は、⼿頃ですが、かわいいサイズですね（苦笑）

ブレンドは、カフェオレより100円安いのにもう⼀杯

お代わりが出来るんです。きゃあ〜ズルイ︕︕ しっ〜ぱい(>_<)

⻑居する⽅はブレンド︕お奨めです（笑）

アナログさんがスマフォから♪Good-bye My Loneliness♪を

流して気分は、ZARD CAFE︕︕

オイオイ︕ちょっとやり過ぎじゃない︖って周りから聞こえてきそう（笑）

その後⼆⼈は、⼤⼈の休⽇を満喫したとさぁ・・・（爆笑）

お会計の時、店内の泉⽔シートもしっかりと確認しましたよ。
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以上追加報告でした。m(__)m

Re:“パティスリー ラ・マーレ・ド・チャヤ葉⼭本店”
20534 選択 彦パパ 2016-10-10 08:34:13 返信 報告

ツアコンご苦労様でした（笑）。
 あの天気でも満席状態なんて⼈気があるんですね。

 それにしてもアナログさんとイチゴのケーキって、、、。
 「お前が⾔うな︕」

 って⾔われそうですが。
 画像を⾒ると、本店とレストランではケーキの種類もカップも完全に違うようですね。

 詳しいことは渋沢で聞かせてください︕

Re:“パティスリー ラ・マーレ・ド・チャヤ葉⼭本店”
20537 選択 吟遊詩⼈ 2016-10-10 10:54:51 返信 報告

[20534]彦パパさん、こんにちは。

> ツアコンご苦労様でした（笑）。

前回の経験が役⽴ちましたよ。

レストラン Don での⾷事も迷わず・・・(ﾟ∀ﾟ)ｱﾋｬ

渡り蟹のトマトクリームパスタ＆海賊ピラフ（笑）

> あの天気でも満席状態なんて⼈気があるんですね。 
 > それにしてもアナログさんとイチゴのケーキって、、、。 

 > 「お前が⾔うな︕」 
 > って⾔われそうですが。 

 > 画像を⾒ると、本店とレストランではケーキの種類もカップも完全に違うようですね。

天気に関して、あの⽇と同じ状態でした。
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偶然にしても、♪不思議ね・・・(^O^)

やはり泉⽔さんのご加護は存在します。（笑）

ここで書き込みをしないアナログさんをフォロー〜

イチゴのケーキって男にとっては幼少の頃から

ケーキの代名詞で、必然的に選んでしまうDNAが

組み込まれてますので別段不思議ではありません（笑）

“パティスリー ラ・マーレ・ド・チャヤ葉⼭本店” の⽅が

より庶⺠には優しいです。ケーキも500円以下、飲み物と

合わせても1000円前後でしたよ。
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