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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

「ZARD DINER 〜20th ANNIVERSARY〜」
9743 選択 goro 2012-01-21 18:37:50 返信 報告

みなさん こんばんは

遅くなりましたが、今年もよろしくお願いします。

strayさんが仰るように「ZARD DINER」の様⼦がよくわからず、気になっていたので、
 今⽇ランチに⾏ってきました。

 少しですが、感想等を記載しますね。
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「ZARD DINER 〜20th ANNIVERSARY〜」②
9744 選択 goro 2012-01-21 18:41:09 返信 報告

総じていえば、既に未公開の映像もないとのことでしたので、それを承知の上で⾒に⾏ったので
すが、私なりに楽しめました。

 そもそもミュージック・ビュッフェ・レストランに⾏ったことのない私でしたので(笑)、
 スポーツバーみたいにＴＶや⼤型スクリーンから流れる映像や⾳楽を聴きながら⾷事をすること

がとても新鮮でした。

⾷べたいものを取っている時に知らない間に始まっていましたが(笑)、のんびりぼんやり⾒なが
ら⾷事をするのは悪くないと思います。

 他の⽅々も、お話ししながら⾷事していましたよ。
 ⾷べ物は私的には美味しかったので、もっとお腹を空かせていけばと思いました(笑)

私の席は中央でしたが、柱ごとに⼤きなジャケ写のポスターというかセル画︖(セロハンフィルム加⼯されていて光が中か
らあてられている)があって、

 私の真後ろには「永遠」のジャケ写があってかなり喜んでいました(笑)

短い時間でしたが、こんな⾷事も良いですね。
 ＺＡＲＤの映像と⾳楽を流れながら、⾷事をするなんて。

また、同じような催しがあるといいなと思いました。

以下は気になった事を記載しますね。
 

「ZARD DINER 〜20th ANNIVERSARY〜」③
9745 選択 goro 2012-01-21 18:44:41 返信 報告

パンケーキとカモミールティーは普通の味でしたが(笑)、
 ⼗分に楽しめますよ。

ZARDの焼印が気になりました。欲しいです(笑)
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「ZARD DINER 〜20th ANNIVERSARY〜」④
9746 選択 goro 2012-01-21 18:47:59 返信 報告

もう１つの画像です。

フラッシュが使えず、
 なかなか上⼿く撮れません(笑)

 

「ZARD DINER 〜20th ANNIVERSARY〜」⑤
9747 選択 goro 2012-01-21 18:50:46 返信 報告

これはネックストラップです。

「ZARD DINER 〜20th ANNIVERSARY〜」⑥
9748 選択 goro 2012-01-21 18:55:54 返信 報告
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これは⾷事の敷き紙ですね。
⾊々と書いてあります。

内部の様⼦を画像で伝えられないのが残念です。
 そうそう、映像は「マイフレンド」や「ハイヒール脱ぎ捨てて」等々、

 最後に「負けないで」でした。
 ５曲位です（⾷べながらぼんやり⾒ていたのであいまいです・・・）

今後、ＺＡＲＤ特集をやって頂けたら⾏ってみたいものです。
 企画して下さった⽅々に感謝です。

急いで書いたので、まとまりがないですが、
 以上でございます。

 

Re:「ZARD DINER 〜20th ANNIVERSARY〜」⑥
9749 選択 noritama 2012-01-21 22:06:37 返信 報告

♪⾬に濡れて〜♪
 goroさん、こんばんは。 ニアミスだったのかな(^^;)

 フォローします｡

映像は､
 1)揺れる想い : ⽇本⻘年館もの (いつもの(^^))

 2)ハイヒール脱ぎ捨てて : ⼤阪グランドカフェ 
 3)マイフレンド : テレ朝 オレンジセータ(電飾舞台)､グレーTシャツ＋イギリスロケ(⾚ジャンパーで歩いている斜め後ろ

姿(スクリーンハーモニーのだと思います)と横から(バスの横で無いもの)＋レンガの建物の所の撮影､⾞(MG-B)でフロン
トスクリーンの上から顔を出してたりしている映像など)
4)Oh My Love : テレ朝 ⽩セータｰ･ジーンズホットパンツ(電飾舞台)＋スタジオQone映像

 5)あの微笑を忘れないで : ⽇本⻘年館もの 代々⽊Live映像⼊り
 6)Forever you : ⼤阪グランドカフェ ⽩T･⿊ロングスカート

 7)負けないで : ⽇本⻘年館もの (最近よくみる映像のものです｡)
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※歌詞字幕無し､”あの微笑を忘れないで”以外はLive映像割り込み無し｡
だったと思います｡

 

Re:「ZARD DINER 〜20th ANNIVERSARY〜」⑥
9750 選択 noritama 2012-01-21 22:10:14 返信 報告

時間になって⼊場した(並んでいたのは30⼈位かな)時に、フロアには、すでにお⾷事をされ
ている⽅がいらっしゃいました(20⼈位かな)。ZARD展⽰・映像も同じフロアなので、当然
ご覧になれてました。

 ZARD映像上映約30分以外の時間はEXILE､AKB(かな?)など他のアーティストのPVがずっと
上映されていました。PV上映はある意味宣伝なのですね。でもウタヒメの宣伝映像は無かっ
た(ポスターは化粧室へ⾏く通路にZARD DINERポスターと交互にいっぱい貼ってありまし

た)。直接的宣伝映像は無いって感じでした。
 結局のところ、特別あつらえのZARDパスケース(ネックストラップ)、ランチョンマット、パンケーキ(カモンミールティ

ー付)が、通常ランチ価格に⽐べれば＋200円程度の差額で付いて(時間は1.5hですが)お徳ですという事でした。

ネックストラップの右横にあるのが、パンケーキ交換⽤のピックです。

Re:「ZARD DINER 〜20th ANNIVERSARY〜」⑥
9751 選択 noritama 2012-01-21 22:12:05 返信 報告

ホテルなどの朝⾷などのビュッフェバイキングと同じスタイルですね。(昔出張で⾏った海外の
ホテルがそうでした。⻑期だったので同じメニューで飽きましたが(笑)) 

 好きなもの(あればですが･･･)を好きなだけとって⾷べたり飲んだりすればいいので、気楽で、
私もこのスタイルは好きです。でも何故かちょっと少なめにする癖がついってしまってます
(笑)。

 ディナーは時間が少し⻑いのと料⾦が⾼い分、メニューが違うのかな･･⾁類メニューとか(^^)
 

Re:「ZARD DINER 〜20th ANNIVERSARY〜」⑥
9752 選択 noritama 2012-01-21 22:14:13 返信 報告
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パンケーキとソフトクリームです(^^)

Re:「ZARD DINER 〜20th ANNIVERSARY〜」
9753 選択 PAN 2012-01-22 09:25:00 返信 報告

goroさん、noritamaさん、みなさん、こんにちは︕
 こちらこそ、今年も宜しくお願いしますね︕＾＾

渋⾕の「ZARD DINER」のレポ、どうもありがとうございます︕
 写真つきのレポで、会場の雰囲気や料理など良く伝わってきました。

 ディナーの料理もスイーツもとても美味しそうです︕＾＾
 きっとスペシャルパンケーキはほとんどの⼈が注⽂されたのでしょうね。

 何より、会場特典のネックストラップはとても羨ましいです︕（笑）

goroさんの仰るとおり、ZARDの映像と⾳楽が流れる中で⾷事をするのは最⾼ですね︕
 以前、hillsパン⼯場で⾷事中、店内BGMで「Black Velvet」（マニアックすぎ︕）が

 流れてきたことがありましたが、やはり嬉しい気分で⾷事が出来ました（笑）

詳細レポ、どうもありがとうございました︕
 

Re:「ZARD DINER 〜20th ANNIVERSARY〜」
9757 選択 Ａｋｉ 2012-01-22 17:33:58 返信 報告

 情報有難うございます。

 「⾷べ放題」ということで「⾷事⽬当て」なら良いかも…
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 グッズは「コースター」ではなく「焼印の機械」なら売れたと思いますね…
（焼印の付く「トースター」とか「ワッフルメーカー」とか…後は⾃分で熱して押すというタイプとか…）

 （って、それを売れば次からＢ社は商売できないですけど…（苦笑））

Re:「ZARD DINER 〜20th ANNIVERSARY〜」
9758 選択 stray 2012-01-22 21:16:39 返信 報告

goroさん、noritamaさん、こんばんは︕

ZARD DINER レポ、どうもありがとうございます︕
 ⾷べ放題というと私のところは「すたみな太郎」（笑）くらいしかありませんが、

 腹を空かせた⾼校⽣が⾏くところというイメージがあって・・・（笑）
 SSTVが⾷べ放題の店を経営する⽬的もよくわからんですね（笑）。

パンケーキ交換⽤のピックは、泉⽔さんの写真が印刷されていたら
 ギター弾きさんはこぞってお持ち返りでしょうねぇ（笑）。

おかげさまで⾏かずしてDINERの様⼦詳細がわかりました（笑）。

Re:「ZARD DINER 〜20th ANNIVERSARY〜」
9760 選択 goro 2012-01-22 21:51:31 返信 報告

noritamaさん PANさん Akiさん strayさん こんばんは

noritamaさん、フォローして頂きありがとうございます。私の簡単レポートで⽋けている所を記載して頂き、記憶がよみ
がえってきました。

 私は11時の会に⾏ってきました。⼈数はどうなんでしょうか︖１００⼈位いたのでしょうか︖ 
 中央以外の席にも座っている⽅がいましたので、空いてもいなく、混んでもいない状態でよかったと思います。

 ソフトクリーム、美味しそうでしたね(笑) 私はメインの⾷べ物は[9748]だけで、デザート系に⾛っていたのですが、
 お腹がいっぱいになり⾷べることができませんでした(笑)

 私的には、美味しい⾷事ができて良かったです。
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PANさん、私は今回は⾷事をしに⾏ったという気持ちの⽅が⼤きいですが(笑)、
やはりＺＡＲＤの映像と⾳楽が流れながら⾷べるというのも、今までにない試みで良いと思います。

 ディナーショーは堅苦しいイメージがありますが、こういうスタイルは気が楽で落ち着きます。
 hillsパン⼯場でもこんな催しがあるといいですね︕

Akiさん、そう、未公開の映像はないので、お⾷事に⾏って、ＺＡＲＤの⾳楽を聴く気持ちで⾏くと良いと思いました。
 「焼印」の着く「トースター」や「ワッフルメーカー」ですか︕

 ⾃作する⽅がでてきそうですね(笑)

strayさん、本当はもっと早くに⾏きたかったのですが、どんなものか殆ど想像つかなくて情報を待っていました。
 しかしながら、あまりなく、ついに電話して内容を聞いて、⾏ったものです(笑)

⾷べ放題といえば⾷べ放題ですが、ビュッフェでございます(笑)
 普段、私は滅多に使わない⾔葉で、⾷べ放題の⽅が親しみやすいのですが・・・

たまには、渋⾕の⼤都会で映像と⾳楽を聴きながら⾷事するのも良いものです。
私にとって新しいカルチャーを⾒つけたと思っていますよ。

 

Re:「ZARD DINER 〜20th ANNIVERSARY〜」
9764 選択 チョコレート 2012-01-23 09:12:23 返信 報告

goroさん、noritamaさん、皆さん、こんにちは︕(笑)
 なかなかZ研では、DINER情報が出てこないなぁ〜と思っていたのですが、さすが、goroさん、noritamaさん︕(笑)

 画像つきの詳細情報、ありがとうございます。

ZARDパンケーキ、良いなぁ〜(笑)。
 料理の種類はどれだけあるのかわかりませんが、goroさんとnoritamaさんの画像を⾒ると、なかなかおいしそうですね︕

 しかも、ZARDの映像と曲が流れている中で⾷事なんて、素敵だなぁ。

Z研のオフ会、こんなところでいつかできたら良いですね〜︕
 

Re:「ZARD DINER 〜20th ANNIVERSARY〜」
9773 選択 pine 2012-01-23 13:50:39 返信 報告
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goroさん noritamaさん 皆さん こんにちは︕

ZARD DINER ⾏って来られたんですね︕レポありがとうございます︕
 ビュッフェだと、好きなものを好きなだけ⾷べれるからいいですね。ついつい⾷べ過ぎてしまいますけど･･･(^^;)

 noritamaさんのお写真でお料理も美味しそうですし、goroさんもスイーツでお腹いっぱいということですから、
 スイーツ系も充実している様⼦。

 ZARDの映像＆⾳楽＋美味しいお⾷事＝幸福♡ ですね︕

私も焼印の機械 欲しいです。アルミ箔切って作っちゃおうっかな（笑）

Re:「ZARD DINER 〜20th ANNIVERSARY〜」
9783 選択 goro 2012-01-23 22:19:27 返信 報告

チョコレートさん pineさん みなさん こんばんは

チョコレートさん、DINER情報をあまり得ることができなかったので、⼼して⾏ってきましたよ(笑)
 想像していたよりも、気軽にのんびり過ごせたのが良かったです。

 パンケーキ、本当は出来たての暖かいのが良かったのですが、⼤量に作るから、どうしても冷やしてしまうようですね。
 でも、総じて⾏ってよかったと思っています。

 そうですね、こんな所でＯＦＦ会ができるといいですね︕

pineさん、ビュッフェは好きなだけ⾷べられて嬉しいですが、最近私は腹⼋分⽬にしています(笑)
 昔は結構⾷べたんですけどね〜。

 デザートは、ティラミスとかチョコケーキとかイチゴのケーキとかシュークリームとか⾊々ありましたので、こっちの⽅
に⽬が⾏ってしまいました(笑)

 何はともあれＺＡＲＤの映像と⾳楽が流れながら⾷事をするのは⾄福のひと時です。
 是⾮とも、オリジナル焼印を作って下さいね︕

今度はギャラリーですね︕ 平⽇空いている時にでも⾏ってみたいものです。
 

Re:「ZARD DINER 〜20th ANNIVERSARY〜」
9785 選択 Ａｋｉ 2012-01-23 22:30:49 返信 報告
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> 「焼印」の着く「トースター」や「ワッフルメーカー」ですか︕ 
> ⾃作する⽅がでてきそうですね(笑)

 プライベート⽬的で創るとなると幾ら位かかるものなのでしょうかね︖
  スキャナーで画像取り込んで…みたいな感じでしょうか︖

  ⾃分で熱して「焼印」をつけるタイプが⼀番安いのかな︖

 誰か作ってみたら是⾮紹介して欲しいです…
 （本家が作ってくれないなら（仮に売ったとしても10万とか思いっきり⾼かったら…（汗））「プライベート⽬的」で⾃

⼒で創るしかないですよね…）

Re:「ZARD DINER 〜20th ANNIVERSARY〜」
9787 選択 noritama 2012-01-24 04:49:01 返信 報告

こんばんは

パネル展⽰はだいたいこんな感じでした(^^)
 

Re:「ZARD DINER 〜20th ANNIVERSARY〜」
9788 選択 noritama 2012-01-24 05:39:52 返信 報告

PANさん､pineさん
 関⻄⽅⾯でもこういう機会があるといいですね。

 ⾷の⼤阪、美味しいところありそうですね。

チョコレートさん
 東海⽅⾯の機会は･･･オフ会?(^^;)

goroさん
 私の回は30⼈位でした(客⼊りがなんか⼼配でした)。席がばらけてスカスカでしたが、落ち着いて⾷
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べてました(笑)

♪窓の外は雪に変わった♪@渋⾕ディナーでした。

しばらく粗⾷です(笑)

Re:「ZARD DINER 〜20th ANNIVERSARY〜」
9789 選択 noritama 2012-01-24 05:55:36 返信 報告

焼印にご執⼼?のAkiさん､pineさんへ
 ←焼印された板もありました(^^)

strayさん
 >パンケーキ交換⽤のピックは、泉⽔さんの写真が印刷されていたら 

 >ギター弾きさんはこぞってお持ち返りでしょうねぇ（笑）。 
 それこそ⾳楽系ならではのZARD Goods企画品ですね。⾊違いで(笑)

 ピックって数⼗円〜数百円位でしょうか? 
 

Re:「ZARD DINER 〜20th ANNIVERSARY〜」
9808 選択 goro 2012-01-24 22:23:04 返信 報告

noritamaさん みなさん こんばんは

[9787]の⾒取図、かなり詳しいですね︕
 記憶がよみがえってきましたよ(笑)

noritamaさんは13時以降の回（夜の回︖）だったようですね。
 昼⾷の時間が過ぎてしまったようなので、まばらな⼈数になっていたようですね。

写真をもう⼀度⾒直しましたら、写りが悪いですが、
 焼印の写真がありました。

 ⾃作して下さる⽅いますか〜(笑)
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