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仏蘭西料理

春陽亭

開業20周年になりました。
テラスのそよ風
皆様、こんにちは。
春陽亭の店主、漆畑孝司です。

お陰様でこの秋、春陽亭開業２０周年を迎える事が出
来ました。
オープン以来、ご愛顧・応援いただいた全てのお客様
に、心から感謝申し上げます。ありがとうございます。
「ここでレストランをはじめよう！」そう決心したあの時、
まだここはある事業計画の頓挫で、１０年以上放置され、
クズやヤブカラシが木々をおおい、雑草が生い茂る、昼
なお暗いジャングルのような状態でした。

菓子工房

ペシュ

■｢テラスのそよ風｣は、仏蘭西料理・春陽亭及び
菓子工房・ペシュとお客様を結ぶ定期刊のニュース
レターです。
お客様にもっともっと当店を身近に感じて頂ける
よう、様々な話題を満載してお届けします。
どうぞご期待ください。

春陽亭建設前
草刈り後

「これで大丈夫かな・・・・？」不安が脳裏をよぎったのも
事実です。
なにせ、土地の測量をしようと測量士が一歩足を踏み
込んだら、藪の中の地蜂の巣を踏んでしまい、本当に蜂
の巣をつついた騒ぎになりまして、測量士は病院行き、
初日の仕事は秒殺で中止・・・・、なんて調子でしたから
ね。
このうっそうとした藪を何とかしないと、何もできないと
いう事で、まず、藪をきれいに刈り払いました。（細かな
草刈は、家族みんなでやりました。）そして、測量。色々
プランを練って、まず自宅を建設。
そこに住みながら、約２年をかけて春陽亭を作り上げま
した。
こういう環境に共感し、楽しんで下さるお客様に、もっと
喜んでいただく為にはどうしたらよいか、もっと寛いでい
ただくためにはどうしたらよいか。
２０００坪の空間をより広く感じていただきたい。自然の
樹木は切らずに生かしたい。
お客様にもっとも眺望の良い場所を提供したい。
一時のはやりすたりではなく、料理もロケーションも普
遍的な価値のあるものをお客様に提供したい。
環境負荷の少ない自然と共生できるレストランでありた
い。
・・・・そんなテーマを胸に、試行錯誤してつくりました。
少々青臭い理想でしたが、早いものであれから２０年。
２０年時がたてば、誰もが立派な大人になる訳ではな
い事は、体験的によく承知しておりますが、春陽亭はどう
でしょう？少しは気の利いた大人になれましたでしょう
か？

春陽亭現在
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（前ページより続く）

自宅建設前
草刈り後

自宅が完成、春陽亭
のプランを練っていた頃

春陽亭現在
春陽亭現在

講談社『オブラ』でご紹介いただきました。
「眺めの美味しい、美景レストラン」特集で、首都圏や関西の有名店の皆様と
静岡県では唯一、当店をご紹介いただきました。
丁度天気もよく、綺麗な写真を撮っていただけてよかったです。
取材が終わった後「ここで食べちゃいましょうか？」とスタッフの方の話がまとまり、プライベートでテラスで
お食事を楽しんでいただきました。
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ご好評いただいた『梅酒のシャーベット』
２００５年用、仕込みました。

前々から、庭の５０本の梅ノ木になる沢山の梅
の実が気になっておりました。
花以外にもお客様に楽しんでもらえないか
な・・・
そこで、とりあえず梅酒を作りました。
１年寝かせて出来あがリ、さてその梅酒をどう
しようか？ 佐藤シェフと相談して『梅酒のシャー
ベット』が生まれました。
ただ、作った梅酒の量が少なかったので、デ
ザートには足りません。
シェフおまかせコースの『お口直しのシャー
ベット』としてお客様にお召し上がり頂きました。
おかげさまでご好評いただき、私も気を良くし
て、来年用の梅酒を仕込む事にしました。

庭の梅ノ木から、ひとつひとつ
梅の実を採取します。

フォークでひとつひとつ
梅の実に穴をあけます。

青々とした梅の実が９キロ
取れました。

よく水洗いして磨きます。
そして水気をきって・・・

仕込んだ梅酒は、地下のセラーで
ワインと一緒にお休み中です。
１年後、熟成してからシャーベットに
して、お客様にお楽しみいただきた
いと思います。
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お客様の声
毎度ありがとうございます 春陽亭に頂いた「お客様の声」の一部を 御紹介させていただきます

とてもゆったりと気分のよいひと時でした。 お料理は いつも期待を裏切りません。 細かな心配りをして下
さりながら、それを少しも感じさせない自然体のサービスには いつも感服しています。 また参ります。 どうも
楽しいひと時を過ごさせて頂きありがとうございました。

伊豆の旅行の初日で
す。今日で３回目です
が、いつも大満足です。
子連れで騒がしくてす
みませんでした。 また
来たいと思います。

庭園も素晴らしく さぞかしお手
入れが大変な事と拝察申し上げ
ます。お料理も申し分ありません。
欲を申せば、もう少し美味しいチー
ズをたとえ高価でも頂きたいもので
す。わがままを申しましてすみませ
ん。

イタリアンに比べてフ
レンチは 充実感が無
いかなと思っていました
がとっても充実していま
した。 塩加減がとても
好みでした。ごちそうさ
まです。
美味しかったです。

春陽亭からの眺めはとても素晴らしいものでした。 丘の上から一望
できる海の素晴らしかったこと！もちろん料理の方は言うまでもありません。 一品一品どれをいただいても
丁寧な味付けに満足しました。 スタッフの方のやさしい気遣いに心が暖まる思いでした。
街の喧騒から解き放たれ とてもゆったりした気分で美味しい料理を
いただくことは とても贅沢な事だと つくづく感じました。
景色・雰囲気・心遣い・そして美味しい料理、皆で春陽亭の大ファンになりました。 残念ながら熱海に出
かけることは余りありませんが、また近くに行った折には是非是非寄らしてください。
庭の落ち葉を掃いていたおじさんにも 孫がどんぐりを拾っていただき
大変に喜んでいます。本当に楽しいひと時をありがとうございました。

お昼にフルコースをいただいた『ISA・・』と申します。
お料理もデザートもいつも美味しく、毎回「感激」しています。（今回は、引っ越し祝いの食事です。）
貴店へ初めて訪問したのは１９９９年８月でした。以前から、道上に何があるのか気になっていたのですが、
ある日勇気を出して食事をしてみたら、すっかり「とりこ」になってしまいました。 今後も、心温まる応対＆心
が軽やかになる、美味しいお料理を期待し続けています！
半年先ですが、「バースデー」に予約したいと思っています。

５～６年前、ペシュで春陽亭
のことを知り、一度訪れたく思
い、昨年主人ときたら、いっぱ
いで・・・・・・
今回は、息子の卒業祝い
に！食事をさせていただきま
した。満足です！美味しい料
理と景観！熱海以西に出店
計画の折はご一報下さい。
沼津市 Ｒ．Ｋ

偶然立ち寄らせていただきました
が、思いがけず大変気持ちの良い
時間をゆっくり過ごす事が出来、今
回の旅の印象がすべて満足したも
のになりました。
すみずみまで、神経の行き届いた
大変素晴らしい、お料理、サービス
本当に満足いたしました。また今
度、お菓子の好きな娘達を連れて
来たいと思います。
ご馳走様でした。

お料理はもちろんの事、全
てに満足、感動しました。ぜ
ひ、また近いうちによらせて
いただきます。良い旅の一
番の思い出となりました。
ごちそう様、そしてありがと
う！！

お料理がどれも大変美味しく感激です。子供連れで、騒がしく＆床等食べこぼしてしまい申し訳ありません。
子供が小さいので、あまりフレンチを食べる事が出来なかったのですが、本日は大満足です。今日は、父の
還暦のお祝い、楽しい時間を
ありがとうございました。
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久しぶりにうかがい、
ゆっくり賞味させてい
ただきました。
すべてがとても美味し
くいただきました。
有難うございました。

駅から少し車でくれば、
こんな景色の中で食事
ができ、
とてもうれしいです。
食事も大変美味しく、ま
た来たいです。
デザートを沢山いただき
ました。
ごちそう様。

とても美味しくいただきま
した。
すっかりファンになってし
まったので、伊豆に来た時
はまた、寄らせていただきま
す。

グラスワインが、こんなにきちんと行き届いているとは！
お料理はもちろん、全てに行き届き、とても楽しい食事を頂きました。
どうもありがとうございます。
久しぶりの夫婦の休日、最高のランチでした。
次は『Ｄｉｎｎｅｒ』に来させて頂きたいです。

私は、初めてお伺い
いたしましたが、緑
の木々を眺めつつ
、とても美味しくお料
理を頂き、素敵なひ
と時をすごさせて頂
きました。

箱根のオーミラド－さん、銀座の
シェ・イノさんに、引けを取らない
美味しさでした。
昨夜、ＸＸＸＸＸで『エサ』を食べ
させられた後だったので、「今回
の旅行は失敗だった」と、ニョウ
ボウとがっかりしてましたが、最後
に、逆転大ホームランって、感じ
でしたぁっ！

近くの別荘に来ています。子供連れなので心配しましたが、
皆様、あたたかく接して下さり、ホッといたしました。
お料理もデザートワゴンもとてもおいしかったです。
まだ子供が一人前を頼めず申し訳ありません。
デザートは全てとてもおいしかったです。
又ゆっくり、夜にでも来ます。
夜は子供は×かしら・・・・・・？

とても満足してお料理を楽
しみました。
是非又、来店させて頂きま
す。
今度は、天候の良い昼間
に海の景色を眺めたいと
思います。
ありがとうございました。

トマトスープがとても
美味しかったです。
デザートの種類の多さに
も感激しました。

９月３０日、初めて昼食
に伺いました。
大事なお客様でしたの
に、もうそれ以上に素晴
らしい御接待をして下さ
り感謝しております。
とてもおいしかったで
す。
熱海に家があり時々は
寄らせてもらいます。

とても感じよく、ゆっくり
と、楽しく、おいしく頂き
ました。
心に残る店が、又、一店
できました。

ゆったりとした時間の中で、全部
おいしくいただきました。
サービスの方もとても感じの良い
ものでした。
又来店したいと思います。
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カボチャのスープ、おいしかったです。メイン料理もデザートも、おいしかったです。
３ヶ月ごとにお料理が、かわるとの事、又、来て見ます。
・・・・・・・・ところで、お顔を見せてくださった人が、この店の店主さんだと、“テラスのそよ風”の写真を見てわ
かりました。
クリスマスケーキの私の意見を、もっと、うれしそうに、聞いてくれればよかったのにと・・・・・・ちょっと、残念に
思いました。今度、来た時には、店主さんの笑顔が見れると良いな・・・・・・
と、楽しみにしています。

この季節には、初めて伺いまし
た。
今日は、昨夜の雨も上がって、
いつものように素晴らしいロケー
ションの中での昼食でした。
はじめての友人をお誘いしまし
たが、大満足で、私もご紹介し
てよかったと思いました。
デザートの洋梨、イチヂクがとて
も美味でした。

東京から１時間半、地の利の良さ
に、シルバーになりつつある
私達でもよく、車を飛ばして参りま
す。
春陽亭の小さな看板を眼にして、
ふっと、立ち寄りました。
草花の美しさ、景色の良さ以上に、
おいしいお料理に幸せでした。
メインデッシュをおいしく心をこめて
作るシェフは、
最後のコーヒーに至るまで・・・・・・
当然ですね。ありがとう！

店主のひとり言は、ホッ
とできるコラムで良かっ
たのでこれから、その何
気ない感じを、いつまで
も続けて下さい。

９月２９日 東京より

伊豆山の自然の中に、こんな素敵なお店があるとは思いませんでした。とてもゆったりとした時を過ごせまし
た。接待がとても丁寧で、料理もとてもおいしく、最後のデザートの質と量に感激しました。
たった一つ要望したいことは、肉料理なのにナイフが切れず食べるのに苦労した事です。
肉自体はとてもやわらかく、良い材料を使っているので、ナイフの問題だと思います。
ぜひまた伺いたいと思います。ありがとうございました。

渋滞と、ナビが間違えたり
して、あきらめかけていま
したが、来てみてよかっ
た。料理は本物だと感じ
ました。食材がしっかりし
ています。
曇っていて、少し残念で
した。

昨日は、ご馳走様でした。父、母
もとても喜んでいました。おてん
ばの娘が少々、ご迷惑をかけた
ようで申し訳ございませんでし
た。
妻も非常に感激しておりました。
次回は花の多い時期に伺えるの
を楽しみにしております。
素敵なレストランで心からリフレッ
シュして東京に戻ってまいりまし
た。

大変美味しく頂きました。
幸い天気が良く、海が美し
くてとても楽しい思い出に
なりました。
※ デザートに生クリームを
添えもらえたりすると、素晴
らしいなあと、思うのです
が。

友人の紹介でこの店を知りました。場所が少しわかりにくくて、来るのに心配しましたが、
とても雰囲気のある店構えで、くつろいで食事をすることが出来ました。
お料理もおいしく、デザートもどれも魅力的で迷ってしまうほどです。
また機会があれば伺いたいと思っています。
ＰＳ、コーヒーをこぼしてしまい、テーブルクロスを汚してしまいました。
申し訳ありません。

窓からの景色、木々、色とりどりの花、そして、おいしいお料理・・・・・・、大満足しました。
タルト屋さんで、レストランの事を知りました。いつか来たいなと思っていたので、今回、湯河原旅行と共に、
「直前のＴＥＬで大丈夫かしら・・・・」と思いつつ電話をして、本当に良かったです。入れてラッキーでした。
次回は是非両親を連れて来たいと思います。サービスされるタイミングも、動き（音？）も、とてもスムースに
していただき、心穏やかにお食事できました。
本当においしかったです。
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鮑の量も、味も良かったとのことです。（女性2人）
私はヒレステーキを食べましたが、久しぶりにヒレらしいヒレを食べさせていただきました。（男性１人）
前菜は少し量が年寄りには多いと思います。（サーモンは美味しかったです。）
一度は寄ってみようと、何回かチャレンジしましたが、いつも予約無しでしたので、満席で席につけませんで
した。
本日は満足致しました。

良い雰囲気で、空と海を眺め
ながらゆったりと過させて頂き
ました。
心のこもった一皿一皿は大変
美味しく頂戴いたしました。
味付にリズムがあり、またデ
ザートの豊富な事に皆様の工
夫が感じられました。ありがと
うございました。

５年前に一度来たことがあるのですが、その
時から、春陽亭の大ファンになりました。美し
い自然に、美味しい繊細な料理。
ゆっくり時が流れ、身も心もおだやかになりま
す。
また春陽亭に来る事を励みとして、毎日を頑
張ろうと思います。
今日は妻の誕生祝いと、普段のストレス解消
のため参りました。
また参ります。ご馳走様でした。

今日は妻の誕生祝という事で、春陽亭さんに参りました。
以前偶然通りかかった際に食事をする事が出来（その時はまだ大学生でしたので、シンプルコースを
頂きました。）、それ以来、すっかり春陽亭さんの大ファンになっておりました。
「何か機会があったらまた行きたい」と、ずっと思っておりましたが、今日実現する事が出来ました。
奮発して「春の特別コース」を頂いたのですが、妻と２人で大感激の美味しさでした。姿を見ることが出
来ないシェフには、きれいにソースまで頂いたお皿で、私どもの感激振りと感謝を伝えたつもりです
が、この場を借りてもう一度お礼を申し上げたいです。
本当にご馳走様でした。
今日は時計も携帯電話も車に置き去ったので、日常の一切を忘れストレス解消することが出来まし
た。また、まだまだ若輩の我々にも最高のサービスを提供してくださったホールの皆様にもお礼申し上
げます。最高のひと時をありがとうございました。
実は私は大学生のときに、とあるフレンチレストランでアルバイトをしていた時期がありました。私なりに
誇りを持ち精一杯お客様にサービスする事を心がけておりました。そんな折、偶然この春陽亭さんに
立ち寄って食事をしたのですが、そのときサービスしていただいたのが漆畑さんでした。とても落ち着
いていて、テーブルに来て欲しい時にテーブルに来てくれる。そんな気の利いたサービスを受け
「やっぱりプロの方はちがうな～。自分もそんなサービスが出来るようになりたい」
と強く感銘を受けました。密かに漆畑さんを尊敬しておりました。
今でも本業の空いている時間にそのレストランを手伝っております。
今日お店を出るときに、「漆畑さんと写真が撮りたい」と申し出た時、快諾していただけた事がとても嬉
しかったです。（早く現像されないかな～。別に変な趣味はありませんのでご安心を）ありがとうござい
ました。
「１年に一度くらい春陽亭に来れるように頑張ろうね」と、妻と決意を新たにした次第です。一年に一
度の贅沢な時間。
そのために一年間頑張り、その日で１年のストレスを解消していく。
そんな活力の源になればと思っています。
そんな感謝の気持ちがどうしても伝えたくてメールいたしました。
ご馳走様でした。
Ｅ・Ｋ
春陽亭の皆様へ
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９月初旬より発売
カボチャのタルト￥１９４３
２種類のカボチャのクリームが
ドッキング。
クリーミーでカボチャの風味が
いっぱい詰まったタルトです
直径18㎝

10月初旬より発売
クリのタルト￥２１００
イメージに合う栗を探す事３年。
その栗をラム酒のシロップにたっ
ぷりつけてから、ソースとともに
沢山混ぜて焼き上げました。
・直径18㎝
まだちょっと先ですが、毎年ご好評頂い
ております
クリスマス限定イチゴのタルト。
今年も作りますので、ぜひ、お楽しみ
に！

店

主

ご

挨

当店の商品がニッセンで販売されます。（チ-ズケーキ、10月頒布用）
http://www.nissen.co.jp/c_item/food/f_food_top.htm
ペシュ（静岡）
スティックチーズ
クリームチーズに卵黄と砂糖のみを練り
込んで、グラハムクラッカーの上にのせ
て焼き上げた、独特のコクがあるス
ティックタイプのチーズケーキ。召し上が
りやすい“プレーン”、ほろ苦さが楽しい
“コーヒー”、潰したパナナを入れて焼き
上げた“パナナ”の3種をセットで。

拶

●
皆様方におかれましては、
益々ご清栄のこととお喜び
申し上げます。
皆様のお陰で、無事
開業２０周年を迎える事
が出来ました。
あらためて厚くお礼申し上げます。

『テラスのそよ風』第9号はいかが
でしたでしょうか？

編
集
店主
漆畑孝司

実は 開業前 色々計画している時、兄と
「１００年くらい続く、店を作りたいね・・…」
などと無邪気な事を 言っておりまし
た。・・・・・という事はそうなんです、目標ま
で後８０年ございます。
これからもぜひ、末永いお付き合いをよろ
しくお願い申し上げます。

次回はより皆様に春陽亭とペシュの内部
を知っていただけるように内容を盛り
込んでいきたいと思っています。
楽しんでいただけるニュースレターを
お届けしたいと思います。

後
どうぞ、お楽しみに！

記
静岡県熱海市伊豆山大黒崎２７０－２
春陽亭
TEL.0557-80-0288
Fax.0557-80-0305
PECHE熱海店 TEL.0557-81-3607
PECHE湯河原店 TEL.0465-63-4161
ロビンソン百貨店小田原1階食品館
TEL.0465-49-8544

