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Soffio Birthday レポート
2302 選択 Oyaji 2010-02-07 19:10:12 返信 報告

みなさん、こんばんは。

昨⽇2⽉6⽇泉⽔さん誕⽣⽇にSoffioスペシャルランチに
 ⾏ってきました。今⽇のデｲナーまでやってるようですので、いままでレポートは控えさせていただきま

した。
 昨⽇のランチは2部制で私は最初の１１︓３０からに参加しました。12名のグループ１組とテーブル席は

ほとんどペア、窓際はお⼀⼈さま⽤で満席でした。
 BGMは私が数えただけで２０曲以上ありました。

 ZARDの曲、満開でした。
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でも⼿拍⼦するでもなく、泉⽔さんの誕⽣⽇をお祝いしながら静かに⾷事して語り合ういい雰囲気でした。ただし、12名のグルー
プを除いては（笑）。

 メニューも満⾜でした。泉⽔の簡単ヘルシーパスタさっぱりしたおいしさ、バースデーケーキもほどよい⽢み、泉⽔のスイートカ
フェ・オレも滑らかな⽢さ、おみやげはオリジナルハーブテイー、これもいい⾹り。
覚えているかぎりのセットリストは以下です。

１．負けないで
 ２．もっと近くで君の横顔⾒ていたい

 ３．今⽇はゆっくり話そう
 ４．約束のない恋

 ５．永遠
 ６．This Masquerade

 ７．愛は暗闇の中で
 ８．素直にいえなくて

 ９．眠れれない夜を抱いて
 １０．君がいない

 １１．揺れる想い
 １２．きっと忘れない

 １３．⻩昏にMy Lonely Heart
 １４．この愛に泳ぎ疲れても

 １５．こんなにそばに居るのに
 １６．あなたのせいじゃない

 １７．あなたを感じていたい
 １８．Ready Go

 １９．愛が⾒えない
 ２０.マイフレンド

 ２１．Don’t you See!
 ２２.最後にもう⼀度、「負けないで」

Re:Soffio Birthday レポート続き



2303 選択 Oyaji 2010-02-07 19:20:48 返信 報告

⽉桂冠「⽉」をベースにしたカクテル
 「今⽇はゆっくり話そう」

 ⽇本酒とカシスの⽢さがさわやかです。

Re:Soffio Birthday レポート続きその２
2304 選択 Oyaji 2010-02-07 19:28:39 返信 報告

泉⽔の簡単ヘルシーパスタです。
 ベーコンとパプリカのカラフルペペロンチーノ、

 さっぱりしてやさしい⾷感です。

Re:Soffio Birthday レポート
2305 選択 stray 2010-02-07 21:12:24 返信 報告

Oyajiさん、こんばんは︕

Soffioスペシャルランチのレポ、どうもありがとうございます︕
 東京も昨⽇・今⽇はさすがに寒かったですね〜。

２２曲ものセットリスト、「約束のない恋」「This Masquerade」「⻩昏にMy Lonely Heart」など
 マイナーな曲も⼊ってて、ZARD Freak な⼈たちを満⾜させるに⾜る選曲ですね。

 泉⽔の簡単ヘルシーパスタも美味しそうですが、ショートケーキに乗ってる
 ハート型の飾り︖（もしかしてチョコ︖）がいいですね〜、ほしい︕︕（笑）

 欲を⾔えば、直筆の「泉⽔♡」だとなお感激できるのですが（笑）。
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⼤満⾜のランチだったようで、よかったですね︕

Re:Soffio Birthday レポート
2308 選択 TT 2010-02-07 23:54:49 返信 報告

Oyajiこんばんは、初めまして。strayさんこんばんは。

Soffio⾏かれたのですね、少しばかり気になってました。
 以前Z研を時々ちらほら⾒てた私がSoffioに⼀⼈で⾏く勇気が無くてw

 丁度strayさんがSoffioに⾏くメンバー募集してまして便乗させてもらったという過去があります＾＾

あの頃のSoffioはなんかZARDの匂いをあまり感じられなかった
 印象でした。強いて⾔えばどことなくSUN&STONE的な感じ位で
 しょうか。

でも公式サイトやブログを⾒るとちゃんとレストランとして
 頑張ってるんだな〜なんて最近は思ったり。

⾷べ物のブログなどでも当初はイレギュラーな事を頼んでも
 即答でダメ、料理の撮影も即答でダメだったらしいですが

 最近はかなり融通が効くようになったようです。
 当初駄⽬だったカード払いなんかも使えるようですね。

ちゃんとお客さんの事を考えるようになり、それが⾃然と
 ZARDファンの事も考えられるようにやっとなってきてくれた

 って個⼈的にはそう思ってます。

BGMは凄いですね＾＾
 やはり⾳楽に命を掛けた⽅なのですからやはり年に何回かは

こういう⽇（FAN優先、ZARD⾊全⾯出し）を作ってほしいかな。
 だってZARDの曲は良いですし。

レポート有難うございます。いつか皆さんで⾏きたいですね。
 ああ、所⻑の触⼿を動かすにはもっとZARDしてないとダメか・・
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テラスで⾸かしげて作詞してる坂井さんの等⾝⼤超そっくり
蝋⼈形くらい設置しないと所⻑は反応しないかなw

Re:Soffio Birthday レポート
2310 選択 チョコレート 2010-02-08 12:21:06 返信 報告

Oyajiさん、所⻑さん、TTさん、皆さん、こんにちは︕
 Oyajiさん、Soffioのスペシャルランチに⾏かれたのですね〜うらやましい︕︕

 美味しそうなパスタやケーキの画像、詳しいBGMのリストを拝⾒して、まだ⾏くことができていない私ですが、ほんの少
しだけ⾏ったような気分︖になりました(笑)。

 いつもはZARD⾊をだしていないSoffioですが、この⽇は参加したZARDファンの皆さんも⼤満⾜だったのでしょうね。
 Oyajiさんも楽しまれた様⼦が伝わってきて、うれしく思いました。

 いつか私も⾏ってみたいです。
 素敵なレポートをありがとうございました︕

Re:Soffio Birthday レポート
2313 選択 名古屋（GOM） 2010-02-08 18:05:31 返信 報告

Oyajiさん、みなさん、こんにちは。お久しぶりです。
 名前が少しばかり変わりましたが、旧HN名古屋です（笑）

 確か所⻑にこの名前にするよう指⽰を受けた記憶があり変更した次第です（笑）

Oyajiさんが参加された、2⽉6⽇のSoffioスペシャルランチ・・・実は私もそこに居ました。時間も⼀緒です。
 Oyajiさん、セットリストありがとうございます。泉⽔さんの歌声がSoffioの店内に響き始めた時、曲⽬を記録しようかと

も思いましたが、他⼈任せが得意な私は、きっと誰かがアップしてくれるものと思い（笑）まったり・うっとり聞き惚れ
ていました＾＾︔

 “覚えているかぎり”ということですが、、、ここに書かれていない楽曲で私が記憶しているものがありましたので、⼤き
なお世話とも思いますが追記させていただきます。

「Black Velvet」
 「CAN'T TAKE MY EYES OFF OF YOU」
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「汗の中で CRY」

う〜〜ん、まだあったような気がします＾＾︔︔
 上品（︖）にイタリアンを⾷べながら「汗の中で CRY」を聞く、、、そんな経験をするとは思いませんでしたので（笑）

記憶に残っていました。
 ちなみに、「永遠」は英語Ver.でした。

私はグルメ専⾨の評論家ではないので料理の批評は出来ませんが、「値段が⾼いなぁ〜」と思ったのは間違いありません
（笑）これも価値観の違いで違う意⾒もあると思われますが・・・＾＾︔

 泉⽔さんが⼤好きな⼈たちといっしょに、泉⽔さんの歌を聞きながら、泉⽔さん考案の料理を⾷べ、泉⽔さんの誕⽣⽇を
お祝いする・・・私はそれだけで⼗分幸せです。

＞stray所⻑
 こんにちは、お久しぶりです。

 「ショートケーキに乗ってるハート型の飾り」は残念ながらチョコではなく、ただの紙でした。しかも、裏に「これは⾷
べられません」との注意書きまででしてある気遣いの⾏き届いた紙でした（笑）・・・夢をぶち壊してスイマセン。

＞TTさん
 こんにちは、初めましてでしょうか︖＾＾︔︔

 ＞ZARDファンの事も考えられるようにやっとなってきてくれた
 仰る通りかもしれません。何せ、ZARDファンに対して、開店当初は「⼀般にお客様に迷惑がかからないように・・・」と

いう扱いでしたから（汗）

＞チョコレートさん
 こんにちは。

 Oyajiさんにアップして頂いた、この⽇の楽曲のリストを⾒ていただくと分かると思いますが、とても素⼈の作ったものと
は思えません（笑）

 まるで「こんなCD作っちゃおうかな〜、、、どう︖」というB社のニホヒが（笑）
 店内皆ZARDファンって事もあってか、この⽇は店内の写真も撮り放題＋店内ウロウロし放題（ぇ）でしたし、空はZARD

BLUEだし、まさに泉⽔さん⼀⾊に染まれた1⽇でした＾＾
 もうすでに来年のこの⽇が楽しみです（笑）その時は、チョコレートさんも是⾮♪

Re:Soffio Birthday レポート



2314 選択 stray 2010-02-08 20:31:21 返信 報告

TTさん、チョコさん、GOM（名古屋）さん、こんばんは︕

名古屋さん、お久しぶりですね〜。（GOM）がなかったら重い出せなかったかも︕（笑）
 ウイットに富んだsoffioレポ、どうもありがとうございました。

 楽しく読まさせていただきました︕

Oyajiさんとニアミスだったようですね（笑）。
 次回から、お互い、⽬印（ゼットン⼈形とか）を持って・・・（笑）

 あっ、それは⽌めておいたほうがいいですね。
 soffio開店前、最初に建設地住所を暴いたのがＺ研ですから、

 ⽬を付けられてるかもしれませんので（笑）。

私は最初に⾏ったとき、”店内撮影はご遠慮下さい︕”ときつく怒られたので、
 soffioの印象すっごく悪いのです（笑）。

 ⾃分が頼んだ料理は、出てきた瞬間に客の物なんだから、
 煮ようが焼こうが写真を撮ろうが、客の勝⼿だと思うんですけどね（笑）。

⾼いか安いかは、⼈それぞれの価値観ですけども、
 ⽇頃、注⽂して５分で出てきて１５分で⾷べ終わるランチしっか⾷べてない私としては（笑）、

 少々お⾼いランチだなぁと思いました。辺鄙な場所ですから、
 わざわざ⾏く気になるかどうかは、TTさんが書いてられるように

 soffioでなければ拝めない代物がないとね〜。

「Black Velvet」、「CAN'T TAKE MY EYES OFF OF YOU」、「汗の中で CRY」もですか︕
 素⼈の選曲じゃなさそうですが、「汗の中で CRY」はミスマッチでしょう（笑）。

 Ｂ社さん、『soffio 2010 special』みたいなアルバムを出す気なのか︖（笑）
 「永遠」の英語Ver.がフルコーラスだったら、売れると思いますよ（笑）。

> この⽇は店内の写真も撮り放題＋店内ウロウロし放題（ぇ）でしたし、 
 な〜んだ、2/6と7だけの措置でしたか（笑）。
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GOMさんも、なんだかんだ⾔いながら最⾼に楽しめたようで何よりでした（笑）。
来年はどうするんでしょうね。20周年コンサートとかぶるのか︖

Re:Soffio Birthday レポート
2317 選択 アネ研 2010-02-08 22:33:26 返信 報告

こんばんは、 Oyajiさん、所⻑、TTさん、チョコさん、GOM（名古屋）さん

Oyajiさん
 レポートありがとうございます。

 ケーキ、美味しそうですね。
 それに、泉⽔さんの好きなハートマークもいいですね。

 ただの紙だったのは残念ですが・・。

それに、興味津々だった
 >⽉桂冠「⽉」をベースにしたカクテル 

 >「今⽇はゆっくり話そう」 
 >⽇本酒とカシスの⽢さがさわやかです。 

 ⾒るからの爽やかそうで、いいな〜。

そして、ＢＧＭも何曲もかかったんですね。
 さぞかしSoffioにとって珍しくZARD⾊の濃い１⽇だったことでしょうね。（笑）

それにしても、Oyajiさんと名古屋（GOM）さんのニアミス、
 Z研関係者︖の密度が⾼いのは嬉しいですね。（笑）

Re:Soffio Birthday レポート
2318 選択 TT 2010-02-08 22:47:27 返信 報告

Oyajiさん、strayさん、チョコレートさん、GOM（名古屋）さん、こんばんは。

GOM（名古屋）さん、初めましてです＾＾
 Oyajiさんのセットリストの曲⽬もマニアックで少し驚きましたが、
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なんと「汗の中で CRY」とはこれは凄い︕︕

もう⼀つ驚いたのは店内が動き回って写真を撮ってもOKだったという事です。

以前の雰囲気では写真どころかとてもウロウロできるような雰囲気では無かったので・・・

今回は本当にファン優先でサービスしたのですね。
 ⼤きな変化だと思います。でも成り⽴ちから⾏けば本来はそれが先でしょ〜って思ったり＾＾︔︔︔

ともあれ、確実にファンを考えてくれてきているのは間違いない事なんでしょう＾＾

レポートありがとうございました。雰囲気がわかりました。

ケーキのピック
2319 選択 ひまわり 2010-02-08 23:18:55 返信 報告

皆さま、初めまして。（緊張しながら）初めて書き込みさせていただきます。
 （いつもロケ地をめぐる皆さんのご活躍や熱い語り合い、圧倒（!?）＆魅了され

 ながら楽しませていただいています︕）

strayさんがケーキに乗っている「ハート型の飾り」について触れられていますが、
 こちらのサイトで販売されているようですので、もしよろしければご参考に

 ご覧ください。（業務⽤なので⼤量購⼊が主体のようですが…）
 ttp://www.cotta.jp/cart_kp/html/00059538.php

ちなみに、私はディナータイムのSoffioに⾏ったのですが、夜は「ハート型」とは
 違い、ギフトボックス型のかわいらしいピックが乗っかっていました＾＾

 ttp://www.cotta.jp/cart_kp/html/00063443.php
 （回し者ではありませんが、こんなリンクをご紹介してもよろしいでしょうか。。

 もし不適切でしたら申し訳ありませんが削除してください。。。）

そして、OyajiさんのSoffioレポートも興味深く読ませていただきました☆
 曲名をしっかりと記録されていたとは素晴らしいですね︕ディナータイムでは

 「遠い星を数えて」「⼼を開いて」「眠り」「So Together」などが流れましたので、
 ランチタイムとは選曲が違ったようです。
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外も景⾊もＢＧＭも異なり、ランチとディナーではまた違った空気が流れて
いたのでしょうね☆

 Oyajiさん、ランチの詳細なレポートをありがとうございました︕

Re:Soffio Birthday レポート
2320 選択 oy-miyu 2010-02-09 00:08:39 返信 報告

Oyaji さん、皆さん、こんばんは。
 ひまわりさんのお名前を拝⾒して(*_*)、私もお邪魔させてもらいますね(笑)。

“Izumi's Birthday︕”。 Soffioのレポートを楽しく拝⾒させて頂いてます★

店内の雰囲気や、御様⼦が伝わってきて、観ている私達まで、
 お店へ訪れた様な、幸福感がえられますね（*＾＾*）。

当⽇Soffioへ、訪れた⽅達に、図々しく(笑)、少しご質問があるのですが、
 昨年は、お店の⼊⼝付近等に。某御⼤から泉⽔さんへ、Happy Birthday!（かしら︖）の、

 ⼤きなお花があったそうですが、今年はありましたか︖。

また、特別な⽇にテーブルへ飾られた、ZARDを感じさせる装飾品︖（お花︖）等がありましたら、
 教えて頂けると、とても嬉しく思います。（細かい質問になり、本当に御免なさいね<(_ _)>。）

公に公開されたZARDの掲⽰板で、貴重な詳細なレポート、本当に感謝しています(^_-)。
 引き続き、お店へ訪れた⽅達のレポートを、とても愉しみにしていますね(-_-)゜zzz…。

Re:Soffio Birthday レポート
2321 選択 Oyaji 2010-02-09 07:55:50 返信 報告

oy-miyuさん、おはようございます。

⽞関に御⼤から花︖ 気が付きませんでしたねえ（笑）。
 ただ、そういえば、⼊⼝に⽩い花があったような記憶も︖
 テーブルの上もわたしの記憶では花などはなかったと思いますが、ほかに参加された⽅、いかがですか。
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名古屋（GOM)さん、曲の補⾜ありがとうございます。

２，３曲記憶から⾶んでるなというのはわかっていたのですが、お酒や料理、まわりに気を取られていて思い出せません
でした。⾷事の前半はBGMのボリューム抑え気味でしたし。

 それにしても、やはりZ研ゆかりの⽅がやはり、おられたのですね。どの辺ですかねー。まさか、あの12名のにぎやかな
グループだったりして。

ところで、STRAYさん、みなさんから写真撮影のことをコメントされてますが、当⽇特に許可をもらったわけではありま
せんでした。たしかに普通に⽇にパチパチとあちこちでやってたら普通のお客は「なんだ、この店は」ということになる
かもしれませんねえー。

 いっそ、２フロアあるんだから、１Ｆは普通のお客向け、２ＦはＺＡＲＤファン専⽤フロアにして、常時ＺＡＲＤＢＧＭ
流すとか、いわゆる「ＺＡＲＤカフェ」的なものにしてくれないかなと思います。なにせ、今のところそういう店はオフ
ィシャルにはSoffioしかないんだから。

Re:Soffio Birthday レポート
2323 選択 suu 2010-02-09 11:19:57 返信 報告

Oyajiさん、皆さん、おはようございます。
 Oyajiさん初めまして宜しくお願いします。

泉⽔さんのお誕⽣⽇会には、ランチに⾏かれた⽅々が多かったようですね。^^
 私はディナータイムに⾏きまして閉店まで居ました。

 店内での写真撮影は⾃分⽴ちのテーブルを撮るのはスタッフの⽅が回りの⽅が映らないようにと
許可をもらって撮影しています^^

 所⻑さんが⾔うように開店した時は絶対ダメでしたよね(笑)
 開店前にも訪れていますが(汗)

去年の夏にも訪れた時も撮影OKでした。

夜の部のセットリストです。

1・遠い星を数えて

2・Just believe in love
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3・⼼を開いて

4・Take me to your dream

5・My Baby Grand〜ぬくもりが欲しくて〜

6・永遠

7・Boy

8・君に逢いたくなったら…

9・眠り

10・新しいドア〜冬のひまわり〜

11・少⼥の頃に戻ったみたいに

12・Change my mind

13・サヨナラは今もこの胸に居ます

14・Why Don't You Leave Me Alone

15・遠い⽇のNostalgia

16・So Together

17・あなたを好きだけど

18・You and me

19・⼆⼈の夏

20・I still remember

21・来年の夏も

22・あなたに帰りたい

23・負けないで



これからも、ZARD⾊を出してくれたらと思います。
夜の部でした。^^/

それと、カラーの花束が⼊⼝を⼊った正⾯に飾って有りました。
 iPhoneからは、写真が添付出来ないのでした(笑)

 画像を添付しました、ケーキの飾りもランチと違いますね。

Re:Soffio Birthday レポート
2325 選択 stray 2010-02-09 17:19:38 返信 報告

ひまわりさん、こんにちは、ようこそZ研へ︕

Z板でお名前は存知あげておりますが、（たぶん）はじめまして︕ 
 ここは管理⼈⾃ら⾔いたい放題のサイトですので（笑）、

 これからもどうぞお気楽にご参加くださいね。

ハートマーク型の飾り、ご紹介ありがとうございます。
 まさかネットで探せるとは︕思ってもみませんでした（笑）。

 （ぜんぜん不適切じゃありませんのでご安⼼を）
 OyajiさんとGOMさんが、記念品として⼤事に取ってて、

 ショックを受けてないとよいのですが（笑）。
 来年は是⾮、「泉⽔♡」のケーキ飾りを期待しましょう︕（笑）

 
 oy-miyuさん、こんにちは。

フラワーギフト2010 、⾒事採⽤おめでとうございます︕
 あのリースは oy-miyuさんですよね︖

私は応募してないのですが、知ってる⼈の作品が出てきてドキドキしちゃいました（笑）。
 N御⼤から泉⽔さんへの⼤きなお花・・・去年そういう話があったのを思い出しましたが、
 たしか写真はなかったような︖ suuさんの iPhoneに期待しましょう︕（笑）

 
 suuさん、こんにちは。
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ディナータイムのセットリスト、ありがとうございます。
ランチとぜんぜん違いますね︕（笑）

 「遠い星を数えて」で始まるところが憎いなぁ。
 ディナーなので Ballad系主体の選曲になってますが、

 これを聴かせられたら思わず泣けてくるんじゃないでしょうか。
 14〜16、17〜19、20〜22は、⻩⾦期アルバムの名曲・傑作を

 曲順を変えずに並べたところにファンサービスを感じますし、
 B社さんが何か狙ってるような気がしてなりませんねぇ（笑）。
 NEWアルバム 「ZARD Lunch」「ZARD Dinner」 各２枚組︕︕（笑）

> カラーの花束が⼊⼝を⼊った正⾯に飾って有りました。 
 それがN御⼤からのものかもしれませんね。

 PC経由で、是⾮写真もお願いしますね。

 
 Oyajiさん

 soffioの２Ｆは、たしか従業員控え室で、お店が混むと急遽個室として利⽤する、
 ⼩さな部屋だったような・・・ほかにも隠し部屋がありそうですけども（笑）。

> たしかに普通に⽇にパチパチとあちこちでやってたら普通のお客は「なんだ、この店は」ということになるかもしれま
せんねえー。 

 ほかのお客さんをカメラに収めてしまうのはマナー違反ですけど、
 そのくらいの常識は皆さん持っているのに、「そんな常識もないだろう」と

 決めかかっての「撮影禁⽌」に思えるんですよね。私はそれが気に喰わない（笑）。

Re:Soffio Birthday レポート
2328 選択 suu 2010-02-10 00:26:49 返信 報告

皆さん、こんばんは。

スペシャルバースデーディナーコースです。

オリジナルカクテル「今⽇はゆっくり話そう」
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1・季節野菜のバーニャカウダー

2・ベーコンとパプリカのカラフルぺペロンチーノ

 「泉⽔の簡単ヘルシーパスタ」より

3・鱈と⿂介のトマトベースのアクアパッツァ

4・仔⽜フィレ⾁のロースト

5・バースデーケーキ

6・泉⽔のスイートカフェ・オレ

 「坂井泉⽔が好んで飲んでいた⽢めのカフェ・オレ」

まとめて⼀枚の画像ですいません(笑)
 流⽯に⽬の前の花束の写真は撮ってません。

Re:Soffio Birthday レポート
2329 選択 Oyaji 2010-02-10 07:36:52 返信 報告

suuさん、おはようございます。
 こちらこそ、はじめましてよろしくお願いします。

デイナーの写真、いいですねー。⻘いライトとポカリ︖iPHONeが⽬を引きます。曲⽬も含めて夜のゆったりした雰囲気が
伝わります。レポありがとうございます。

 今度はデイナー⾏ってみようかな。ちょっと⾼いけど。

ところで、写真といえば当⽇⾷事中、プロのカメラマンらしい⼈がウロウロしながら撮影してました。わたしはできるだ
け撮られないように⽬をあわさずに居ましたが（笑）。

 デイナーのときはどうでしたか。おそらくは、soffioかWEZARDのご⽤命カメラマンではないかと思っているのですが。

strayさん

Soffioの建物案内ありがとうございます。詳しいですねえ。
 さすが、研究所⻑（笑）。

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/fd69dbe29f156a7ef876a40a94f65599.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/2302.html?edt=on&rid=2329
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=2329


Re:Soffio Birthday レポート
2343 選択 ひまわり 2010-02-10 23:28:30 返信 報告

みなさま、こんばんは。再びお邪魔します。
 （ＣＭの話で盛り上がっているところ、スレッド上げてしまってごめんなさい。。）

★strayさん
 温かく（︖）迎えていただきありがとうございます＾＾

 ケーキのピック、持ち帰りたいな〜と思っていたのですが、お⽫の隅に置いていたら
 お⽫と⼀緒に回収されてしまいました。。。（他のみなさんは持ち帰られたのでしょうか︖）

 そうですね、来年は泉⽔さんのメッセージつきの飾りが乗っていたらうれしいですね（笑）

★oy-miyuさん
 こちらでお会いできてうれしいです♪（笑）

 Soffioへ届られた「⼤きなお花」、他の⽅も書かれていますが、⼊⼝から⼊って突き当りのところに
 ⽩いカラーの花束が２つほどと、そのほかにもかわいらしい花束やフラワーアレンジメントが

 置かれていた気がします。どなたから贈られたものかは…ゴメンなさい、チェックしてませんm(__)m
 また、案内された席にはいつものように⼩さなブルーの花瓶に⼊ったお花の他、お料理名が

 記載された⼩さなメニュー表、コースに「お⼟産」としてついてくるオリジナルティーが置かれていましたよ☆

★Oyajiさん
 直接お話させていただくのは初めましてですね。

 ランチタイムにプロのカメラマンさんがいらしたようだとのことですが、ディナータイムでは
 そのような⽅はいなかったような…気がします。外の陽が差し込んで明るい昼間の⽅が、

 撮影にはベストだったのかもしれませんね＾＾
 

細かなご質問に答えて頂き感謝しています♪＋α
2360 選択 oy-miyu 2010-02-11 22:04:48 返信 報告

皆さん、こんばんは。再びですが、お邪魔いたしますねm(_ _)m。
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stray さん、Oyaji さん、 suu さん、ひまわり さん。
細かなご質問に答えて頂き、感謝しています。ありがとうございました(^^)。

今年も、お店の⼊⼝付近等に、⽩いカラーの花束や、いくつかのブーケ。
 フラワーアレンジメント等が、飾られたという確認が出来て、嬉しかったです☆。

“Izumi's Birthday︕”、温かな雰囲気の伝わる、詳細なレポート愉しませて頂きました（*＾＾
*）。

◆ stray さん
 > フラワーギフト2010 、⾒事採⽤おめでとうございます︕ あのリースは oy-miyuさんですよね︖ 

 > 私は応募してないのですが、知ってる⼈の作品が出てきてドキドキしちゃいました（笑）。

stray さんにも、“ドキドキ”して頂いて(笑)、本当に恐縮してしまいました<(_ _)>。
 とても貴重な、“素晴らしい想い出”となるでしょう♪。

 （願いが叶うかもしれませんから、次回は贈られて下さいね^^）

別スレですが、Ｚ研所員さんからも、ご採⽤されたとのこと。。。
 ★ KOH さん、本当にオメデトウございます。 ☆

もしかしたら、ご存じの⽅で、「FLOWER GIFT」＆「SMILE GIFT」へ。
 ご採⽤された⽅達がいるかも︖しれませんね〜(^^)/。

 （Soffioとは、無関係の個⼈的な話題で、⼤変失礼しました<(_ _)>。）
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