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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

TOWER RECORDS CAFÉ  (渋⾕)
24941 選択 goro 2020-02-23 22:31:03 返信 報告

【店内雰囲気 ネタばれ注意】
 画像を中⼼にお伝えしますが、問題あれば削除お願いします。

みなさん こんばんは goro です。
 スレを⾃ら⽴てるのは何年振りでしょうか︖ 10年振り︖︖

 最近は⾒ているばかりで、レポート下さる⽅々もかわりつつ、⼀⽅でstrayさんをはじめ、昔からかわ
らない⽅々もいらして嬉しいかぎりです(笑)。

先々週の平⽇に渋⾕のTOWER RECORDS CAFÉに⾏ってきました。
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久々に和んだ空間でＺＡＲＤ坂井泉⽔さんを感じることができましたので、簡単ですがお伝えいたします。2⽉27⽇(⽊)までのよう
なので、お時間ありましたら是⾮とも⾏ってみて下さい。

画像は渋⾕TOWER RECORDSの正⾯です。⼤きなディスプレイでお迎え︖です。
 

TOWER RECORDS CAFÉ  (渋⾕) ②
24942 選択 goro 2020-02-23 22:32:01 返信 報告

ランチョンマット頂きました。
 持ち帰り⽤にビニール袋︖(画像右上)も⽤意されていたのが嬉しかったです。

 

TOWER RECORDS CAFÉ  (渋⾕) ③
24943 選択 goro 2020-02-23 22:32:55 返信 報告

当初はロゴ⼊りのラテを選ぶ予定でしたが、変更して「永遠」をオーダーしました︕
 「永遠」は私にとって⾊んな意味で思いれがあります(笑)

 （ロケ地捜査、みなさんと⼀緒にできて嬉しかったし、懐かしい︕）

TOWER RECORDS CAFÉ  (渋⾕) ④
24944 選択 goro 2020-02-23 22:37:45 返信 報告

メニューの表紙です︕
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TOWER RECORDS CAFÉ  (渋⾕) ⑤
24945 選択 goro 2020-02-23 22:39:16 返信 報告

「永遠」のお味は、こういったもの︖⾷べる機会が少ないので上⼿く説明できませんが、焼
き(煮)リンゴ、美味しかったです(笑)。ただ、お値段がお⾼いですね〜。まぁ私にとっては
滅多に⾷べることないので良い社会勉強︖になりました。因みに右の器はアイスクリームで
す。

TOWER RECORDS CAFÉ  (渋⾕) ⑥
24946 選択 goro 2020-02-23 22:40:30 返信 報告

横には ⼊店時に頂いた しおりがあります︕ 
 くじ引き︖みたいにひきました。

 

TOWER RECORDS CAFÉ  (渋⾕) ⑦
24947 選択 goro 2020-02-23 22:41:20 返信 報告

「永遠」を待っている間、店内を⾒ることができました。来店時に店員さんから、飾ってある数々の写真は撮影ＯＫと仰
っていたので（⼀部のアイテムでＮＧあり）、あわせてとりました。平⽇の10時開店少し経ってからきたので、お客さん
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はまばらで、のんびり⾒ることができました。

TOWER RECORDS CAFÉ  (渋⾕) ⑧
24948 選択 goro 2020-02-23 22:42:16 返信 報告

この写真の泉⽔さん、今まで⾒たことがありません。
 どこからの出典でしょうか︖

 お気に⼊りです。
 すいていたこともあり、しばしばじっと⾒とれていました(笑)。

 

TOWER RECORDS CAFÉ  (渋⾕) ⑨
24949 選択 goro 2020-02-23 22:43:10 返信 報告

この写真のみ撮ってみました。

TOWER RECORDS CAFÉ  (渋⾕) ⑩
24950 選択 goro 2020-02-23 22:44:56 返信 報告

天井から、多くの写真が展⽰されていました。
 ジャケ写が中⼼ですね︕
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「永遠」、いまでも眩しくうつります。

TOWER RECORDS CAFÉ  (渋⾕) ⑪
24951 選択 goro 2020-02-23 22:47:08 返信 報告

Café内が展⽰場みたいで、
 のんびり⾒ることができます。

 （平⽇10時頃だからかな︖）
 

TOWER RECORDS CAFÉ  (渋⾕) ⑫
24952 選択 goro 2020-02-23 22:48:47 返信 報告

モナコのムーラン通り、昔の捜査した時に⼀旦ホテルに戻って撮った写真を⾒たら、場所が
少し違っていて、

 出国前夜の真夜中に再び撮りに⾏ったのを思い出します(笑)。
 

TOWER RECORDS CAFÉ  (渋⾕) ⑬
24953 選択 goro 2020-02-23 22:49:32 返信 報告

右側の泉⽔さん、
 ⾒たことがないのです。

 どこかの映像かな︖
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TOWER RECORDS CAFÉ  (渋⾕) ⑭
24954 選択 goro 2020-02-23 22:50:55 返信 報告

MIND GAMES 、Ｚ研のみなさんと初めて⼀緒に捜査に⾏くことできて、前⽇からワクワク
していたのを思い出します(笑)。似た価値観、⾊んなお話しも聞けて本当に感動しました︕

TOWER RECORDS CAFÉ  (渋⾕) ⑮
24955 選択 goro 2020-02-23 22:52:50 返信 報告

最後に、タワーレコードさん、本当に素敵な企画をたてて頂き、ありがとうございました。C
aféと展⽰会の融合、ＺＡＲＤ坂井泉⽔さんにあらためて触れることができて本当に感謝して
います。是⾮とも今後も⾊々なアーティストも含め、企画頂けると嬉しいです︕

以上です。あと数⽇となりましたが、お時間ありましたら、是⾮ともＺＡＲＤ坂井泉⽔さん
を思い思いにふれてみて下さいネ。

goro

Re:TOWER RECORDS CAFÉ  (渋⾕) ⑮
24956 選択 stray 2020-02-23 23:11:04 返信 報告

goroさん、お久しぶりです、こんばんは。
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居⼼地の良さが伝わってくるレポどうもありがとうございます。
goroさんの注⽂は「永遠」で決まり︕でしょう（笑）。

 モナコのムーラン通りも、皆でロケ地巡りしたレストランDonも懐かしい思い出ですね。

[24949]はFCカレンダー2011、
 [24953]はオフィシャルドキュメントブック『永遠 〜君と僕との間に〜』です。

Re:TOWER RECORDS CAFÉ  (渋⾕) ⑮
24957 選択 goro 2020-02-23 23:54:04 返信 報告

strayさん こんばんは お久しぶりです︕

出展先のご連絡、ありがとうございます。
 FCカレンダーは持っていなかったので新鮮です︕

 オフィシャルドキュメントブック、確認したら、掲載ありました。
 まだまだ、未公開の画像・映像・⾳源等あると思いますので、

 公開していただけると良いですね︕

ニューヨークの捜査の時も、この場所、1ブロックずれていたのを気付かずＵＰして、その後ご指摘して頂き、
 再び渡⽶したのも思い出しました(笑)。

 みなさんとニューヨークのいろんな場所、捜査したのも懐かしいな〜
 嬉しいですね︕

Re:TOWER RECORDS CAFÉ  (渋⾕)
24959 選択 ひげおやじ 2020-02-26 12:41:52 返信 報告

goroさん、レポート有難う御座います。
 今⽇が最終⽇。

 ほんの３０分程度で⾏けるのでずっとＣＯＶＩＤ－１９の様⼦⾒でしたが、まだまだ拡散期の様なので電⾞・⼈込み・外
⾷を避けるため断念しました。
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所⻑さん、
２０１１年のＦＣカンダー、今も机上・窓際を賑わせています（勿論、⽇付部分は毎年その年の物に替えながら。オリジ
ナルの⽇付部分も未だに保管中）。

Re:TOWER RECORDS CAFÉ  (渋⾕)
24960 選択 goro 2020-02-26 23:29:07 返信 報告

ひげおやじさん こんばんわ

明⽇2⽉２７⽇⽊曜⽇まで開催のようです。
 確かに、このご時世、⾏きたくても⾏けないこともありますね。

Re:TOWER RECORDS CAFÉ  (渋⾕)
24972 選択 ひげおやじ 2020-03-02 10:16:56 返信 報告

> 明⽇2⽉２７⽇⽊曜⽇まで開催のようです。 
 そうでしたね。体内時計が１⽇狂っていた、と⾔うよりはアルツハイマー︖

TOWER RECORDS CAFÉ  (渋⾕)-2①
25000 選択 goro 2020-03-08 13:09:47 返信 報告

みなさん こんにちは goro です。

再び渋⾕のTOWER RECORDS CAFÉに⾏ってきました。
2⽉19⽇(⽔)より、ランチョンマットのデザインが変わるとのことでしたので。

 少しですが、お伝えします。

平⽇の12時頃でしたので、席は結構うまっていました。
 スクリーンの⾒えない席になってしまったのが残念でしたが、⾳だけ聞いて楽しんでいました。

 映像は前回⾏った時のとは違って、WBM2016の映像が流れていました。
 

TOWER RECORDS CAFÉ  (渋⾕)-2②

https://bbsee.info/newbbs/id/24941.html?edt=on&rid=24960
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=24960
https://bbsee.info/newbbs/id/24941.html?edt=on&rid=24972
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=24972
https://bbsee.info/newbbs/id/24941.html?edt=on&rid=25000
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=25000
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/70f44538106c52ad2a01ffba924792e2.jpg


25001 選択 goro 2020-03-08 13:10:29 返信 報告

ランチョンマット、第２弾です。

TOWER RECORDS CAFÉ  (渋⾕)-2③
25002 選択 goro 2020-03-08 13:12:45 返信 報告

今回頼んだものは、まずは、「愛が⾒えない」です。
 お味は上品なドーナツって感じで美味しかったです。
 もう少し量あると良いですね。3時の軽⾷って感じです。

 値段がお⾼いので、今回も社会勉強させて頂きました。
 

TOWER RECORDS CAFÉ  (渋⾕)-2④
25003 選択 goro 2020-03-08 13:13:34 返信 報告

⾷べるのが、⾊んな意味でもったいない(笑)。

TOWER RECORDS CAFÉ  (渋⾕)-2⑤
25004 選択 goro 2020-03-08 13:15:22 返信 報告
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今回は、ZARD ロゴラテも頼みました。
本来の⾏く⽬的はこのラテを飲みたかたのと写真におさめたかったのですが、

 結果２回来て、⾷事もすることになりました。
 でも、思っていたよりもすいていて、のんびりすごせたました。

ZARDのロゴ、気になっていたので、飲めて良かったです。
 とても温かいラテで、体の芯まで温まり、美味しくいただきました。

 

TOWER RECORDS CAFÉ  (渋⾕)-2⑥
25005 選択 goro 2020-03-08 13:16:25 返信 報告

今回は２つ頼みましたので、しおりは２枚頂けるようでした。
 １枚と思っていたので、少しラッキーでした(笑)。

 今回もくじ引きみたいにひいて、異なる２枚になりました。
 

TOWER RECORDS CAFÉ  (渋⾕)-2⑦
25006 選択 goro 2020-03-08 13:18:00 返信 報告

お昼時だったので、来客も多く、
 前回のように思いきり写真を撮ることができませんでしたが、⾃分なりに楽しめました。

 是⾮とも、今後も継続して⾏っていただきたいものです。

以上でございます。 
 今回久々にスレだてさせて頂きました。

 また、何かあればお伝えいたします。
 ありがとうございました。
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