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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

ZARDカフェ 今⽇から渋⾕で
18301 選択 stray 2016-02-08 12:23:13 返信 報告

期間限定ZARDカフェ、渋⾕で本⽇オープン︕

★ZARD × café manduka
 25th Anniversary 期間限定スペシャルコラボレーションカフェ

 期間︓2016年2⽉8⽇〜2016年2⽉14⽇
 場所︓マンドゥーカ ルミネマン渋⾕店

 〒150-0041 東京都渋⾕区神南1-22-11 ルミネマン渋⾕1F
 営業時間︓11:00〜24:00
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http://www.opefac.com/manduka/
----------------------------------

久しぶりのZARDカフェです。
 期間中にドリンクやフードをオーダーすると「ZARD 25th Anniversaryコースター」が貰えるそうです。

⾏かれた⼈は是⾮レポートを︕

Re:ZARDカフェ 今⽇から渋⾕で
18303 選択 ひろき 2016-02-08 13:06:21 返信 報告

[18301]stray:
 > 期間限定ZARDカフェ、渋⾕で本⽇オープン︕ 

 > 
> ★ZARD × café manduka 

 > 25th Anniversary 期間限定スペシャルコラボレーションカフェ 
 > 期間︓2016年2⽉8⽇〜2016年2⽉14⽇ 

 > 場所︓マンドゥーカ ルミネマン渋⾕店 
 > 〒150-0041 東京都渋⾕区神南1-22-11 ルミネマン渋⾕1F 

 > 営業時間︓11:00〜24:00 
 > http://www.opefac.com/manduka/ 

 > ---------------------------------- 
 > 

> 久しぶりのZARDカフェです。 
 > 期間中にドリンクやフードをオーダーすると「ZARD 25th Anniversaryコースター」が貰えるそうです。 

> 
> ⾏かれた⼈は是⾮レポートを︕

こんにちは。ひろきです。
 東京都渋⾕ですか。懐かしいですね。

 僕は神⼾に住んでいるため、その様⼦を⾒ることしか出来ませんが、
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そのカフェ喫茶店、どうかいい形で迎えてください。
神⼾から⾒守ってます。

 

Re:ZARDカフェ 今⽇から渋⾕で
18305 選択 SW 2016-02-08 13:13:46 返信 報告

[18301]stray:
 > 期間限定ZARDカフェ、渋⾕で本⽇オープン︕ 

 > 
> ★ZARD × café manduka 

 > 25th Anniversary 期間限定スペシャルコラボレーションカフェ 
 > 期間︓2016年2⽉8⽇〜2016年2⽉14⽇ 

 > 場所︓マンドゥーカ ルミネマン渋⾕店 
 > 〒150-0041 東京都渋⾕区神南1-22-11 ルミネマン渋⾕1F 

 > 営業時間︓11:00〜24:00 
 > http://www.opefac.com/manduka/ 

 > ---------------------------------- 
 > 

> 久しぶりのZARDカフェです。 
 > 期間中にドリンクやフードをオーダーすると「ZARD 25th Anniversaryコースター」が貰えるそうです。 

 > 
> ⾏かれた⼈は是⾮レポートを︕

こんにちは。
またまたイベントだなぁと思いながらも今⽇からオープンを今⽇昼に告知、期間は1週間では地⽅住みには…

こちらで詳細なレポートをどなたかがしてくださるのを勝⼿に期待させていただきます

こういったイベントが好評になることで別の次のイベントがあるかどうかになるので、是⾮賑わって欲しいなと思いま
す。

Re:ZARDカフェ 今⽇から渋⾕で
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18340 選択 Aki 2016-02-09 21:23:57 返信 報告

 今⽇（2⽉9⽇）通りましたが、混んでましたね･･･
  外までは並んでいませんが、中で名前を書いて待っているような感じでした。

 外から⾒た限りでは何か特別な写真があるという感じもなかったと思います。

 場所としては、渋⾕のタワレコの途中になるので通りかかります。

 全国のカフェと組んで、期間限定でこのようなお店が沢⼭出来て欲しいですね･･･

Re:ZARDカフェ 今⽇から渋⾕で
18351 選択 noritama 2016-02-10 02:15:11 返信 報告

こんばんは

2/9は､CDショップZARDイベント巡りとタワレコ渋⾕までの途中にある特設"ZARDカフェ"も
⽴ち寄ってみました(^^;

ZARDカフェの向かい通り歩道から⾒た景⾊です｡

Re:ZARDカフェ 今⽇から渋⾕で
18352 選択 noritama 2016-02-10 02:20:28 返信 報告

⼈通りが途切れるとこんな感じ｡
 写真は⼤きいけれど､向かいの歩道からだとちょっと⾒え難い｡

 あっ店内から⾒られてる(^^;笑

Re:ZARDカフェ 今⽇から渋⾕で
18353 選択 noritama 2016-02-10 02:24:07 返信 報告
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すぐ前の歩道からだとこんな感じ｡

Re:ZARDカフェ 今⽇から渋⾕で
18354 選択 noritama 2016-02-10 02:31:11 返信 報告

[18353]では､
 クレープ券売機のメニュー⽴看板で､泉⽔さんが⾒えませんが(^^;

 少し⾓度を変えるとドンと泉⽔さんが⾒えます｡

Re:ZARDカフェ 今⽇から渋⾕で
18355 選択 noritama 2016-02-10 02:35:02 返信 報告

ヒサシのディスプレー

Re:ZARDカフェ 今⽇から渋⾕で
18356 選択 noritama 2016-02-10 02:41:18 返信 報告
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メニュー⽴て看板と
東京カレンダーのパネル(脚から外れてて､倒れて⾵で⾶ばされそうになったのでとりあえず直し
ときました(^^;)

Re:ZARDカフェ 今⽇から渋⾕で
18357 選択 noritama 2016-02-10 02:46:09 返信 報告

外から⾒える店内その1

ちなみに､LUNCHは11:00〜16:00まででした｡

Re:ZARDカフェ 今⽇から渋⾕で
18358 選択 noritama 2016-02-10 02:47:20 返信 報告

外から⾒える店内その2
 

Re:ZARDカフェ 今⽇から渋⾕で
18361 選択 noritama 2016-02-10 03:01:59 返信 報告

外から⾒える店内その3

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/936bc6fd776ce64da2a129ebba5d27d8.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/18301.html?edt=on&rid=18357
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=18357
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/3d94d7a9d5b0826898e1203a05d83b84.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/18301.html?edt=on&rid=18358
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=18358
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/d926f01bf79efe88c67b87d5fbc16bb1.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/18301.html?edt=on&rid=18361
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=18361


中央のマイフレンドの⾚パーカーを⽻織って歩いている写真は､パネルではなくタペストリーで
した｡

 写っていませんが､､右に同じ⼤きさのサンフランシスコロケで緑ケーブルカーデッキところでの
撮影シーンのタペストリーもありました(以前のZARDギャラリー図録に載っていたものと同じ
だと思います)

さらに右は東京カレンダーのパネルが横にずらりと並んでました｡
 https://d35omnrtvqomev.cloudfront.net/photo/article/article_part/image_path_1/36088/32fd3f4f8b266893f

8c6732cf4c331.jpg

さらに右奥にプロジェクタースクリーンがあって､店内BGMも兼ねて､ZARD映像が流れてました｡
 

Re:ZARDカフェ 今⽇から渋⾕で
18362 選択 noritama 2016-02-10 03:32:03 返信 報告

ってことは､､(^^;

はい､こちらが､⽇替わりランチです｡1080円也

>今⽇（2⽉9⽇）通りましたが、混んでましたね･･･ 
 >外までは並んでいませんが、中で名前を書いて待っているような感じでした。 

 ⾏ったときはもう15︓00過ぎで､空席もあり､喫煙･禁煙席どちらでもよかったので､すぐ座れま
した｡

 お昼前後は場所柄普段でも席待ちがあるのでしょうね｡

ZARD泉⽔さんの歌声を聴きながら､
 何故でしょうまったりとした⼼地で美味しくいただきました(^^) ZARD楽曲BGMで⾷事&Cafe､やっぱりいいこれ!!

 ⾳量･⾳質も⼤きくなく⽿障りでなくちょうどよかったんですねきっと｡

残念だったのは､､⾷事が終わった頃に､
 DVD?の調⼦が思わしくなかったのか､『Good-bye My Loneliness』で痙攣のような(笑)再⽣になってしまって､､

 ⼊店正味40分ぐらいでしたが､後の予定も押していたので､頃合かと思い会計しました｡
 

Re:ZARDカフェ 今⽇から渋⾕で
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18364 選択 noritama 2016-02-10 04:14:22 返信 報告

ランチセットのドリンクが置かれて濡れる前によけてしまったので､[18362]に写っていませんが､
 こちらが今回のZARDカフェ「ZARD 25th Anniversaryコースター」です｡

Re:ZARDカフェ 今⽇から渋⾕で
18401 選択 pine 2016-02-10 14:18:16 返信 報告

noritamaさん こんにちは︕

レポありがとうございます。
 ZARD三昧の⼀⽇、羨ましいです。(^^)

泉⽔さんのパネルに囲まれて、ZARDをBGMに、映像も⾒ながら…めっちゃ幸せな空間ですね。
 でも、泉⽔さんの視線で緊張しちゃうかも（^^;）

⽇替わりランチ、美味しそうですね︕でも、メニュー看板のスイーツも捨てがたい…。って、⾏けないんですが…。(><)

ZARD⾊に染まった店内・店外。この期間はZARDファン以外は⼊れませんね。（苦笑）

Re:ZARDカフェ 今⽇から渋⾕で
18470 選択 吟遊詩⼈ 2016-02-11 21:09:53 返信 報告

皆さん、こんばんは、期間限定と⾔う事で彦パパさん、

アナログ＆カミオンさんと共に⾏ってきました。

開店と同時に⼊店、９０分の制限付きの⾷事でしたが
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ＺＡＲＤの⾳楽、映像共に楽しいひと時でした。

やはりランチタイムはかなり混みあって３０〜４０分待ち状態、早⽬に⼊って正解(^^♪

壁にパネルやＤＶＤなどスクリ－ンで流され気分を盛り上げてくれます

Re:ZARDカフェ 今⽇から渋⾕で
18471 選択 吟遊詩⼈ 2016-02-11 21:15:40 返信 報告

オ－ドブル的な⼀品が付き⽜筋と⾖のエスニックソ－ス炒め

パンが付いてこれは美味

Re:ZARDカフェ 今⽇から渋⾕で
18473 選択 吟遊詩⼈ 2016-02-11 21:19:01 返信 報告

元々エスニック料理がメインらしく⽇本⼈ならカレーでしょう︕

タイカレーはココナッツミルクの⽢さと相まって程良い⾟さでした。 まいう〜( ^)o(^ )

Re:ZARDカフェ 今⽇から渋⾕で
18477 選択 goro 2016-02-11 22:20:46 返信 報告

皆さん こんばんは
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私は本⽇⼣⽅に⾏ってきました。⽇程上今⽇しか⾏けないような気がして・・・
運よく待たずに⼊ることができましたよ。

 窓際の席からＺＡＲＤの⾳楽を聴きながら外を眺めてのんびり過ごしていました。
 私はデザートセットを頼みました。渋⾕なので若⼲⾼額︖ですがゆっくり過ごすのにはもっ

てこいです。
 明⽇のお昼以外の⽇中が空いていそうな気がします。それにしても今⽇の渋⾕は混んでいま

した。
 是⾮とも⾏ってみてくださいね︕

 

Re:ZARDカフェ 今⽇から渋⾕で
18478 選択 goro 2016-02-11 22:23:07 返信 報告

店内はこんな感じです。

⼊って右奥にはスクリーンがあり、
 ＺＡＲＤの映像が流れていました。

Re:ZARDカフェ 今⽇から渋⾕で
18479 選択 goro 2016-02-11 22:29:45 返信 報告

これは⼊って正⾯です。

パスワード︓  編集  削除
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