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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

サブマリンドック バス
9450 選択 noritama 2011-12-23 03:42:29 返信 報告

みなさん おはようございます!

先⽇、ある検索をしていましたら、たまたま下記のHPをみかけました。
 http://www.0458152882.com/  

 サブマリンドックの2階建バス(ルートマスター)の今です。
 バスは会員制フットサルクラブのクラブハウスとして活⽤されています。

 HPをみるとバス内の写真もあります。
 "サヨナラは今もこの胸に居ます"のジャケ写などで、泉⽔さんの座っていた場所は､受付の棚になっているようです。(シートは外さ

れて保管されているのかな?･･･)
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その⽇は天気も良く、気が向いたのでネタ仕⼊れに(笑)⾏ってみました｡

(訪問後⽇､"サブマリンドック バス"で画像検索したら、何件かここの画像ヒットあって(汗)､
 なごやん1号さんの"いちごぅ⼀会"ブログでは､3年位前(2008.09.24)にすでにレポされていましたー(^^;)  

 ZARDファンの間ではすでに知られている場所だったのですね(^^) ZARDファン同⼠の情報網ってすごいなー｡ 
 なごやんさんもし⾒られていたら、訪問当時の様⼦を懐かしく思い出してくださいね(^^)

 こちらにも､http://blogs.yahoo.co.jp/odoriko1403/19891330.html ありました｡)

今回は、ゆかりの地ではなく､ゆかりの物(^^;)巡り散歩レポです｡

Re:サブマリンドック バス
9451 選択 noritama 2011-12-23 03:46:58 返信 報告

平塚に⼀時移動保管されていたのは、数年前何かの話題で知って、その時Googleマップ航空写真で
確認した覚えがあります(笑)

よく知っている場所（国道129沿い平塚から新幹線のガードをくぐった先､速度取締り機がある所
(笑)）でしたので、すぐ⾒に⾏ったのですがありませんでした。それもその筈です(笑)

そのころの様⼦は、こちらのZARDファンの⽅のブログにありました。 http://yaplog.jp/offshor
e134/daily/200707/09/ この写真も貴重ですね。すごいなー。

今もGoogle航空写真には写っています。ストリートビューでみると、バスはありませんが、当時のロードサービスのトラ
ックは写っています。

 

Re:サブマリンドック バス
9452 選択 noritama 2011-12-23 04:04:24 返信 報告

さて、場所は、クラブHP内の住所をGoogleマップで検索すると､､､ズレた場所（町名までの検索?）になってしまいます。
⼜、航空写真も古い…。

Yahoo地図で検索すると、場所と､航空写真で最近の様⼦と周辺の様⼦が判ります。
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場所が判ったら、Googleストリートビューでその場所を⾒ると､､こちらは最近の様⼦（バスが写っ
ています）が⾒られます。

 

Re:サブマリンドック バス
9453 選択 noritama 2011-12-23 04:12:04 返信 報告

相鉄 希望ヶ丘駅から歩いてみました。

希望ヶ丘商店街⽅向へ･･さらに道なりに歩いて上り･下り･上り･下り坂…ある交差点を左…新幹
線のガードをくぐって右へ次を左へ…ゴルフ練習場の横を過ぎて(本当にこっちかな(汗))坂を上
ったら右へ次を左へ下り坂･･

 

Re:サブマリンドック バス
9454 選択 noritama 2011-12-23 04:17:41 返信 報告

ありました。ストリートビューと同じ景⾊です(笑)
 約30分の道のりでした(汗)

奥のほうにあるので、やはり良く⾒えません。

平⽇の昼間でフットサルをしている⼈もなく静か･･･会員制のクラブですし、営業のお邪魔をし
てもなー･･･と⼩⼼者なので(笑)、中に⼊れませんでした。

 

Re:サブマリンドック バス
9455 選択 noritama 2011-12-23 04:19:03 返信 報告
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すぐ横は病院職員の駐⾞場､､

Re:サブマリンドック バス
9456 選択 noritama 2011-12-23 04:20:01 返信 報告

､､病院の⽅へ⾏く坂の途中から撮って⾒ました(笑)
 

Re:サブマリンドック バス
9457 選択 noritama 2011-12-23 04:23:26 返信 報告

静かな時の流れがそこにはありました｡

バスのオーナーさんが､このバスをスクラップにせず､現存させていてくれていることに感謝で
す｡ 

 ありがとうございます｡
 

Re:サブマリンドック バス
9458 選択 noritama 2011-12-23 04:31:50 返信 報告
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"湘南泉病院"経由の路線バスが、相鉄 三ツ境駅と、JR ⼾塚駅から出ています。
あっ19時以降バスが…(笑)

この後､歩いて希望が丘駅に戻り､綱島[9267]と代官⼭[9263]に向かいました(笑)
 続くｰｰ

 

Re:サブマリンドック バス
9459 選択 noritama 2011-12-23 04:40:25 返信 報告

すぐ後⽇（12/4）、このフットサルクラブの4thフェスティバルがあるというので（今度はフット
サルの⾒学(笑)出来そう!と）懲りずに⾏ってみました。

今度は､相鉄 三ツ境駅から路線バスで⾏きました(笑) 
 神奈中バス「⼾17」（神奈川中央バスHPで http://dia.kanachu.jp/bus/viewtop バス停（三ツ

境､湘南泉病院などで検索））

駅すぐ前のバス停でなく、150m位の歩いたところの始発バス停から乗りました。
 路線バスに乗って、"湘南泉病院"へ。約15分210円でした。

途中レッドブルのミニクーパーとすれ違ったので「あっイベント終わっちゃったかな」と焦りましたが･･⼤丈夫でした。
 （あのレッドブルミニはsuuさんのブログに出てたのと同じかなぁ）

 

Re:サブマリンドック バス
9460 選択 noritama 2011-12-23 04:44:09 返信 報告

出店もあって､⾳楽DJもあって、フォットサル試合観覧を皆さん楽しんでいらっしゃいました。

私は､､フットサルを「おっ、あ〜、よしいけ」と夢中で⾒てました(笑) フットサル楽しそうだなー。

そうだバス(笑)
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Re:サブマリンドック バス
9461 選択 noritama 2011-12-23 04:46:47 返信 報告

逆光だけれどなんとか1枚。
 

Re:サブマリンドック バス
9462 選択 noritama 2011-12-23 04:48:32 返信 報告

DJ⼊りで(^^;)
 

Re:サブマリンドック バス
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9463 選択 noritama 2011-12-23 04:50:26 返信 報告

隣りの駐⾞場には、参加者が帰りの準備していたり､⼦供が遊んでいたりしていたので､バスの裏側に
ちょっとだけ近づいて⾒ました(笑)

 

Re:サブマリンドック バス
9464 選択 noritama 2011-12-23 05:01:44 返信 報告

隣り上のスポーツグラウンド（時期によって開場⽇が変わるようです）からは､バスは良く⾒えませ
ん(笑)

綺麗な富⼠⼭の⼣景は､⾒ることが出来ました｡

帰りは路線バスで⼾塚駅へ。どちら駅⾏きのバスか良く確認して乗りましょう。  
 なつかしーなー⾞窓の景⾊（遠い⽬）。

 こちらは渋滞の名所?"不動坂交差点"を通りますので時間には余裕を⾒て。 少し渋滞で約40分位240
円でした。

⼾塚駅では東⼝5番乗り場です。案内図で要確認。
 タクシーなら⻄⼝からのほうが良いです（渋滞箇所を通らず､東海道線沿いの裏道で⾏くと思いますから）

この後JRで桜⽊町駅⾚レンガ倉庫⽅⾯に向かいました(笑) おしまい｡
 

Re:サブマリンドック バス
9466 選択 stray 2011-12-23 09:52:51 返信 報告

noritamaさん、こんにちは。
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湘南泉病院の駐⾞場にあるという情報は、昨年5⽉にロケ地巡りで
レストランDonでばったりsuuさんにお会いしたときに聞きました。

 われわれのルートからはずれるのでパスしましたけども[7407]
 病院の駐⾞場にただ放置しているのかと思ってました。

すっかりキレイになっちゃって。ん〜、こうなると逆に愛着が湧いてこないですね（笑）。
 泉⽔さんのサイン⼊り写真も捨てられてしまったのでしょうか（笑）。

ゆかりの物巡り（笑）、お疲れさまでした︕

Re:サブマリンドック バス
9468 選択 チョコレート 2011-12-23 10:59:11 返信 報告

noritamaさん、所⻑さん、こんにちは︕(笑)
 おお〜〜〜noritamaさんのレポ、続々ですねぇ〜。

 サブマリンドック、懐かしいなぁ。
 病院の駐⾞場にあるんですか︕︕びっくり。

 しかも、すでに⾯影は･･･形のみ︖(汗)ちょっとさびしい気分ですね。
 中もすっかり変わってしまったのでしょうね･･･。

サブマリンドックと⾔えば･･･以前、ドルちゃんのなりきり写真つきのレポがあったような︖あら︖私の勘違いかな︖(苦
笑)

 ドルちゃ〜ん︕ご無沙汰ですけど、お元気ですかぁー︖︕(笑)

noritamaさん、今回もゆかりの地(物)めぐりレポ、ありがとうございました︕︕
 次も楽しみにしてまーす。

泉⽔艦♪
9492 選択 まいる 2011-12-25 00:21:02 返信 報告

皆様、こんばんは。初めまして(^.^)
 懐かしいブログが載ってたので、ついカキコしてしまいました。
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デジカメに当時の写真が残っていたので、蛇⾜ながらアップさせていただきます。（お邪魔な場
合は削除していただいて構いません）

えっと…
  まずは、平塚に⼀時保管されてた時に撮ったモノです。」

 

泉⽔艦♪
9493 選択 まいる 2011-12-25 00:24:43 返信 報告

つぎは、その当時の⾞内…
 泉⽔さんの座られてたシートは、コンナ状態になってました(´︔ω︔｀)

サブマリンドックの跡地
9494 選択 まいる 2011-12-25 00:31:21 返信 報告

只今の状況。

サブマリンドックの跡地
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9495 選択 まいる 2011-12-25 00:34:35 返信 報告

⼊⼝には、こんなイラスト(1m×1m位の⼤きさ)が掲げてありました。

泉⽔さんのサイン⼊り写真は・・・
9496 選択 まいる 2011-12-25 00:47:48 返信 報告

数年前にヤフオクに出品されて、たしか30数万円位で落札されてたと思います。
 オークションはウォッチしていましたが、ワタシは⼊札はしませんでした。理由は…

 サブマリンドック営業最終⽇に伺った時に、バスはオークションに出すけど写真などを単品売りはしないと仰っていまし
たので、⼤変残念な気持ちになりました。。。

Re:泉⽔さんのサイン⼊り写真は・・・
9497 選択 stray 2011-12-25 09:11:54 返信 報告

チョコさん、まいるさん（初めまして）、こんにちは︕

ロケ地マップにも書いてますが、逗⼦海岸から⽴ち退いた後
 真鶴道路でホットドッグ屋を再開する予定だったものの

 話がうまくまとまらずにバスは売却、現在に⾄ったようです。
 このサイン⼊り写真はオークションにかけられたのですか・・・

 30万円︕ そのくらいの価値はあるかもしれませんね。

まいるさん、情報どうもありがとうございました︕
 チョコさん、ドルちゃんの成り切り写真は軽チャーにあります。

Re:泉⽔さんのサイン⼊り写真は・・・
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9499 選択 noritama 2011-12-25 17:08:50 返信 報告

まいるさん はじめまして!

わぁー、これまた貴重な写真ありがとうございます!!
 [9451]のブログをさかのぼって⾒てみると､シートにテープして（やぶれ?）ある様な写真もみられたので､､シートはだい

ぶ痛んでいたかもしれませんね。
 跡地は空いたまま。たぶん、サブマリンドックのコンセプトが良かったってことかもですね。跡地は､今後どうなるのかな

ｧ･･･
  

 
チョコレートさん こんばんは。

>中もすっかり変わってしまったのでしょうね･･･。 
 フットサルクラブのHP内"施設情報"をクリックすると⾞内の写真もあります(^^)

 >次も楽しみにしてまーす。 
えっ(笑) ど･どこに⾏こうかな(汗) ♪直感が⾏く道を決める♪
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