
退室

ZARD研究所旧BBS
新BBSに引っ越しました（2009/6/6）

返信を投稿する 新しい話題を投稿する

ミキティ劇場 soffioランチツアー編(=^ｰ^)ﾉ⼺☆゜・。・゜★ ♪１

10142 選択 ミキティ 2008-10-19 19:34:53 返信 報告

みなさん こんばんは（＾－＾）

 先⽇ soffio ランチツアーに⾏って来ました(0＾ー＾0）

  私なりのレポートを頑張って書きました☆’.･*.･:

 これから ミキティ劇場 『soffio ランチツアー編』をお贈りします。
   ⻑⽂になりますので、 どうぞごゆっくり ご覧下さい(=^ｰ^)ﾉ⼺☆゜・。・゜★

ミキティ劇場 soffioランチツアー編(=^ｰ^)ﾉ⼺☆゜・。・゜★ ♪２

10143 選択 ミキティ 2008-10-19 19:36:40 返信 報告

soffioランチツアー(=^ｰ^)ﾉ⼺☆

今⽇は 楽しみなsoffioランチツアー当⽇（＾－＾） 早起きして⾝⽀度☆’.･*.･
 ただ今の時間 AM５︓３０ （早っ︕） 昨夜は ⽤意後、 遠⾜に⾏くかのように
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ワクワク ドキドキ♡ですぐには寝付けず 就寝０２︓３０(*^･ｪ･)ﾉ 
 うひょ〜 眠る時間が無い︕ 

  睡眠不⾜はお肌の⼤敵なのに。。。(｡･o･)ﾉﾉ（汗）（笑〜）

 昨晩は 今⽇⾏けないかも〜（汗）（涙）というハプニングがあって出発前⽇から
 ミ○○ィ劇場がすでに出来上がっちゃいました（省略〜）（笑）（o(^-^ o ）

  （興味のある⽅は リクエストにて（笑）)

 気を取り直して 当⽇を迎えました（＾－＾）

 今⽇は清々しい快晴☆ 泉⽔さん⽇和です（＾－＾）
  

   ここまでの道のりは。。。。
   振り返ること数⽇前.｡o○

    従業員室にこんな書き込みが︕
  

 『ついに12⽇にSoffioに潜⼊捜査なんですね︕︕楽しみですねぇ〜。ランチメイトちっちゃく募集してましたが･・
   ・・・ ミキティさんがまた”劇場”繰り広げながら⼀緒に⾏ってくれたら。。。（笑）』

  みなさんに期待☆されちゃってる︕ようなので（笑）
  是⾮⾏くことができたらと思い希望しました（＾－＾）

辿りついたら奇跡ですよね（笑） 劇場デラックスが出来そうです〜（笑） と思いながら。。。

                                    第３章へ続く

 

ミキティ劇場 soffioランチツアー編(=^ｰ^)ﾉ⼺☆゜・。・゜★ ♪３

10144 選択 ミキティ 2008-10-19 19:37:34 返信 報告

カメラ持ったかな。 ♪持ったかな。。。おやつ︕︖（笑） 持ち物確認していよいよ出発です☆

 今⽇は本当に ⼼地よく澄み渡る空です。soffioツアー⽇和です（＾－＾）
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 そして駅に１５分前に到着☆ 朝に慌てないように前⽇に切符を購⼊しておきました。ほ
っ。

   ここで 第⼀関⾨︕ 電⾞の乗り間違いやハプニングは しょっちゅうなので
  出発が決まった頃から ちゃんと9時○○発 これこれに乗ってね︕と毎⽇のように声をか

けていただき（笑）
  毎⽇⼼配して下さっていました（笑）(ｐ＿・ｑ) チラッ ←ハズカシイ（笑）

  これが私の乗った電⾞☆ 乗る前に 乗ってからも これでいいのかなと
 運命の分かれ道のように（笑） 悩んでました。

  電⾞⼀本乗るだけで こんなに必死に悩むのはきっと私くらいでしょうか。。。（笑）

  もちろん 写真なども撮っているのは私だけです〜（笑）

   従業員室では チョコレートさんがリアルタイムで応援して下さっていました♪
   ありがとうございます（＾－＾） とってもこころ強かったです(=^ｰ^)ﾉ

 そしてだんだん⽬的地 第2関⾨の渋⾕へ近づいて⾏きます。。。

                                    第４章へ続く

   

 

ミキティ劇場 soffioランチツアー編(=^ｰ^)ﾉ⼺☆゜・。・゜★ ♪４

10145 選択 ミキティ 2008-10-19 19:40:26 返信 報告

電⾞に揺られ 外は良いお天気 眩しいくらいです☆’.･*.･

 いよいよ待ち合わせの渋⾕へ近づいて来ました︕
   すると 所⻑さんから お便りが☆

  『渋⾕に近づいたら１５号⾞へ移動です︕』

 ぱっと顔を上げて(^・_・^ )( ^・_・^)(^・_・^ )( ^・_・^)キョロキョロ
 ⾞両番号を⾒るとここは なんと７号⾞(*・ｪ･*)ﾉ~☆
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ただ今 連休中⽇の満員電⾞。。
 キャ〜 無理かもと思いながら、 すみませーん（汗）と声をかけながら

 列⾞サスペンス並み時計を気にしながら ⾞内を移動し始めました(*^･ｪ･)ﾉ  急げー（笑）
  あと３分くらいしかないんですが。。。（汗）

  
  やっと１０号⾞までた辿りついたときに ⽬の前に⾒えたものは。。。

 ⾒えたものは︕︕︕︕

☆’.･*.･:★’.･*.･:☆’.･*.･:★ ☆’.･*.･:★’.･*.･:☆

           続きはCMの後で︕（笑）

☆’.･*.･:★’.･*.･:☆’.･*.･:★ ☆’.･*.･:★’.･*.･:☆

           
  ♪イメージBGM♪ ⼟曜ワイド劇場のCMに⼊る前の⾳楽（笑）

Re:ミキティ劇場 soffioランチツアー編(=^ｰ^)ﾉ⼺☆゜・。・゜★ ♪♪４

10146 選択 ミキティ 2008-10-19 19:42:36 返信 報告

 
３・２・１（＾－＾）

http://jp.youtube.com/watch?v=L5YH1TzdJtE

   Z研 CMプロデューサー ☆stray所⻑さん
                ☆チョコレートさん

                                     （＾－＾）（笑）
                  

             ありがと〜(^ｰ^)ﾉ~~(^ｰ^)ﾉ~~

Re:ミキティ劇場 soffioランチツアー編(=^ｰ^)ﾉ⼺☆゜・。・゜★ ♪♪♪４

10147 選択 ミキティ 2008-10-19 19:43:55 返信 報告
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 ⽬の前に⾒えたものは,接続部分（運転席などがある）だったのでその先に進めなかったのですぅ。。。（汗〜）
 きっと移動は 次の乗換えをスムーズにする為と思いましたが 汗でした。

 列⾞がフォームに付く頃 私は幻ではなく ホームにいらっしゃる所⻑さんのお姿を発⾒しました。
  お⾒かけしただけでもほっとしました〜。

   到着後 所⻑さんがいらっしゃる１５号⾞付近まで ダッシュ（笑）
   所⻑さんは笑っていらっしゃいました〜（笑）

  所⻑さん 出迎えて下さってありがとうございます☆
   所⻑さんが いらっしゃらなかったら私は乗り換え移動無理でした.｡o○

  次の乗換え時間が短く 早歩きで私鉄乗り場へ向かいました。
   

                 第５章へ続く(^ｰ^)ﾉ~~
  

ミキティ劇場 soffioランチツアー編(=^ｰ^)ﾉ⼺☆゜・。・゜★ ♪５

10148 選択 ミキティ 2008-10-19 19:44:54 返信 報告

渋⾕駅から 私鉄乗り場へ。
  時間は１１分あっても 早⾜で時間はぎりぎりで 移動距離も⻑かったです。

  
  所⻑さんは 私のいつものハプニングを予測して下さっていて︕︖（笑）

 ちゃんと切符を２⼈分 ⽤意して下さっていました（＾－＾）
  さすが所⻑さん(=^ｰ^)ﾉ⼺☆゜・。・゜★

  
  無事に乗り換えてあざみ野まで向かいます。

 おおよそ２０分位です。

 そして無事にあざみ野駅に降り⽴ちました☆
   こちらで 出席メンバーさんと待ち合わせです。
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  駅をパチリとしていたところ カーディガンさんがいらしゃいました（＾－＾）
  『あっ ミキティさん︕』変わらずに穏やかな表情（＾－＾）でした。

   初対⾯のTTさん Todayさんを ネームを下げながら必死に探しあるきました。
   別スレのコメントと共に重ねて お詫び申し上げます<m(__)m>

    気持ちはみなさんと⼀緒にバスに乗りました。

  あざみ野駅から８分位で到着です。
     住宅街をなかをバスは⾛って⾏きます。 ⾼級な住宅街です。

  到着して バスを降り 歩いてすぐの場所でした。
   外観内装は⽩ ブルーを基調とした建物です☆

   念願のsoffioへ到着です（＾－＾）
  

                             第６章へ続く(^ｰ^)ﾉ~~(^ｰ^)ﾉ~~
   

ミキティ劇場 soffioランチツアー編(=^ｰ^)ﾉ⼺☆゜・。・゜★ ♪６

10149 選択 ミキティ 2008-10-19 19:46:17 返信 報告

   店内へ⼊って⾏きます。
    係りの⽅はみなさん お若く 笑顔で対応してくださいました（＾－＾）

     
    ランチの内容で みなさん書かれていることは省略します。

      
  ランチは A・B・Cコースがあって A １，２００円 B ２，２００円（デザート付）・・・

です
  メニューは所⻑さんが書かれている通りで

 ①サラダ（サラダバー）
  ②かぼちゃの冷製スープandブレッド
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 ③パスタ
 ④デザート

  ⑤コーヒーor紅茶 です。

 所⻑さんが召し上がったのは ぺペロンチーノです(^o^)⼃
   私が頼んだのは カルボナーラで正解です︕

  本当は所⻑さん カルボナーラが良かったんですよね(｡･o･)ﾉﾉ
   みんなで違うものにしたらよいねと 気を遣って変えて下さってすみませんでした☆

 こちらが私が頼んだ濃厚なお味のカルボナーラです（＾－＾）
 ⽩いお⽫が⼤きく 横から⾒ると 帽⼦が逆さになってパスタがすっぽり⼊っているような

 イメージです♪  お上品な量です☆’.･ 

サラダバーは ミニトマト ブロッコリー サツマイモ レタス パプリカ・・・
  国内産地が明記されていて 安⼼します♪

 カーディガンさんは 私からみてもサラダはてんこ盛りでした（＾－＾）（笑）

TTさんのご無事の登場で初めてお会い出来て 良かったです♪
 こんなお天気の良い⽇は お⾞でいらっしゃるのは最⾼だったと思います。

  渋滞がなかったらもっとゆっくりお過ごしになれたことと思うので また是⾮(^_-)-

                                                        第７章へ続く

  

 

 

ミキティ劇場 soffioランチツアー編(=^ｰ^)ﾉ⼺☆゜・。・゜★ ♪７

10150 選択 ミキティ 2008-10-19 19:47:04 返信 報告

 みんなで ゆったりと過ごしていると次に デザートが出てきました。
  Ｂコースのデザートは シャーベットと ティラミス or バナナのタルトを選べます
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  所⻑さんと私はティラミスを頂き みなさんはコーヒー 
 私は ミキティ→ miki-tea なので もちろん 紅茶です（＾－＾）

  こちらが頼んだ紅茶です（＾－＾）
                              第８章へ続く

ミキティ劇場 soffioランチツアー編(=^ｰ^)ﾉ⼺☆゜・。・゜★ ♪８

10151 選択 ミキティ 2008-10-19 19:47:58 返信 報告

楽しい 素敵なひと時はあっという間に過ぎ お店を出る時間です。
  

  お⼿洗いも ⽩とブルーを基調とした綺麗な作りでした。
  出⼝付近に ２階への⽩い階段があったのですが、従業員さん専⽤の

 看板がありました。 ⾒上げた感じでは ２階にも広々とした部屋 空間があるように
 思えました。

 外から パチリしていただきました（笑）
                                 第９章へ続く(^ｰ^)ﾉ~~

(^ｰ^)ﾉ~~

ミキティ劇場 soffioランチツアー編(=^ｰ^)ﾉ⼺☆゜・。・゜★ ♪９

10152 選択 ミキティ 2008-10-19 19:48:46 返信 報告

帰りは あざみ野駅まで お⾞でいらしたＴＴさんが送って下さいました。
  こちらは ⾞からみた駅近くの街の⾵景です。

 ＴＴさん 駅までのせて頂いてありがとうございました（＾－＾）
   所⻑さんと ＴＴさんとの電話トーク 忘れません(^o^)⼃

 私達 ちゃんとsoffioに溶け込んでいましたか（笑）
 

https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/20bcff97cc5fb24cbe58ebb037401bd9.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/10142.html?edt=on&rid=10151
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=10151
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/6375f34725de10852675ac6ee7dc9e40.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/10142.html?edt=on&rid=10152
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=10152
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/50698c07f91c611904a467b4892806a2.jpg


 なんだかハズカシイです〜(ｐ＿・ｑ) 
  対⾯の席でしたので 失礼がなかったか⼼配しております。

 >雰囲気も落ち着いた中で素敵な時間を過ごせたかなって思ってます＾＾
    私が⽬の前でおじゃまですみませんでした〜

  カーディガンさんは ワインをかっこよく召し上がって（＾－＾）でしたね。
    サラダだけで お腹がいっぱいになってしまうのではと思いましたが、

   その⼼配もいらなかったですね（笑）

  そしてあざみ野駅で解散し、私と所⻑さんは渋⾕でありがとうございました
  をして 所⻑さんをお⾒送りしました。 お姿が⾒えなくなるまで⼿を振っていました

  
   企画を⽴てて下さり ⼼配でお出迎えまでして下さった所⻑さん 本当にありがとうございます（＾－＾）

  ご⼀緒してくださった カーディガンさん ＴＴさん 今度は是⾮ごいっしょのひとときを過ごしたいＴｏｄａｙ
さん♪

  ありがとうございました（＾－＾）
  

 応援 ⼼配してくださった従業員室のみなさんへ
  所⻑さん♪ 部⻑さん♪ チョコレートさん♪pineさん♪

  たくさん⽀えていただいて こころから ありがとうございました（＾－＾）☆’.･*.･

ミキティ劇場 soffioランチツアー編(=^ｰ^)ﾉ⼺☆゜・。・゜★ ♪最終章︖︕

10153 選択 ミキティ 2008-10-19 19:51:54 返信 報告

 お疲れ様を声を掛けてくださったxs4pedさん ありがとうございます（＾－＾）
  

  レポートをとっても楽しみにして下さっていたドルチェさん（＾－＾） ありがとうござ
います♪

 soffioにて 良かったですね 今度は是⾮︕のお便りをカーディガンさん経由で下さった
  ＰＡＮさん ありがとうございました。
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  みなさま（＾－＾）是⾮soffioへお出掛けして 味わい深い⼀⽇をお過ごしくださいね（＾－＾）

  ♪乱筆 ⻑⽂を読んで下さったみなさま ありがとうございました(=^ｰ^)ﾉ⼺☆゜・。・゜★

  ☆’.･*.･:★’.･*.･:☆’.･*.･:★ ☆’.･*.･:★’.･*.

このレポートは 従業員室メンバーの 所⻑さん♪ 部⻑さん♪
  チョコレートさん♪ pineさん♪の⼤きな⽀えによって出来上がりました（＾－＾）

  みんなで作ったとレポートだと思っています。 
   こころから ありがとうございました(=^ｰ^)ﾉ⼺☆゜・。・゜★

  ☆’.･*.･:★’.･*.･:☆’.･*.･:★ .☆’.･*.･:★’.･*.･:☆’.･*.･:★

 引き続き 所⻑さんの劇場舞台裏（笑）
  ストちゃん劇場を お楽しみくださーい（＾－＾）

    
   ☆’.･*.･:★’.･*.･:☆’.･*.･:★ .｡o○

 

ストちゃん劇場 ♪１

10154 選択 stray 2008-10-19 20:03:30 返信 報告

渋⾕駅での待ち合わせは、私にとっても、かなりスリリングだったんです（笑）。

私はミキティさんが乗る○○線を使ったことがないので、
 どのホームに着くのか下⾒しようと思い、早⽬に渋⾕に着きました。

 まず東急⽥園都市線の乗り場をチェック。ここで閃きがあって、2⼈分の切符を買っておきました（笑）。

時計を⾒ながらＪＲの乗り場に移動。改札まで私の⾜で3分かかりました。
 ○○線は、改札を⼊ってすぐ、⼭の⼿線と同じ１，２番線と書いてあるので、
 ”これなら楽勝だな”と思いながら階段を登ってホームへ。

 駅員さんに「○○線はホームのどのへんに着くの︖」と聞いたら、
 階段を登って”ず〜〜〜〜っと先です”というではありませんか︕︕（笑）

 焦って階段を登ると、動く歩道が延々とつづく渡り廊下が。
 な、ながい・・・（笑）

https://bbsee.info/straylove/id/10142.html?edt=on&rid=10154
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=10154


                 第2章へつづく（笑）

ストちゃん劇場 ♪２

10156 選択 stray 2008-10-19 20:06:16 返信 報告

渋⾕駅の様⼦です。
 ○○線は、⼭の⼿線乗り場のず〜っと先にあったのです（笑）。

⻘印が東急⽥園都市線のり場

⼭の⼿線ホームは「渋⾕」と⼤きく書いてある辺り。
 ここまで私の⾜で3分かかります。

⾚印が○○線の最後尾（15号⾞）が⽌まるところ。
 私はここで待ってました。

 ⻩印が○○線の⼀番前（1号⾞）が⽌まるところです。
 ミキティさんが⻩印で降りたら間に合わない︕と判断して、

 「⼀番後ろの⾞両に移動せよ︕」とミキティさんにメールしました。
 到着5分くらい前だったでしょうか。

「了解です」と返事が来たので、私が居るところで降りてくると思いきや、
 全員降りてもミキティさんの姿は⾒えず（笑）。

 ”げぇ〜、もしかして⼀番前に移動した︕︖”と慌ててホームの先を⾒渡すと・・・

                 第３章へつづく
 

ストちゃん劇場 ♪３

10157 選択 stray 2008-10-19 20:07:46 返信 報告

いました、いました︕
 ⿊い服の⼥性が１⼈、必死でホームを⾛ってました（笑）。

https://bbsee.info/straylove/id/10142.html?edt=on&rid=10156
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=10156
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/f376b8ae6217d18ca5ebcc8b402b63a1.jpg
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ミキティさんのお顔を確認して、⼿を振りましたが、
ミキティさんは電⾞の中から私の姿を発⾒していたのですね。

 逆⽅向に⾛らなくてよかったぁ（笑）。

挨拶もそこそこに急いで階段を駆け上がり、
 動く歩道を駆け⾜で進み、ハチ公⼝から出て、

 ミキティさんに「あれがハチ公」と⼀応説明してあげて（笑）、
 東急⽥園都市線乗り場へ。電⾞が来る2分前に滑り込みセーフ︕

 事前に切符を買っておいて正解でした（笑）。

すがすがしい天気でしたが、電⾞の中で私だけ額の汗を拭ってました（笑）。
 私でも、下⾒してなかったら11分での乗り換えは無理でしたね。

 ミキティさんとハチ公前で待ち合わせなんぞしたものなら、
 カーディガンさんが⼀⼈、あざみ野で「ポツ〜ん」状態だったでしょう（笑）。

        以上、ストちゃん劇場でした。
 

Re:ミキティ劇場 soffioランチツアー編(=^ｰ^)ﾉ⼺☆゜・。・゜★ ♪１

10160 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-10-19 21:02:19 返信 報告

こんばんは、ミキティさん、所⻑、チョコレートさん、pineさん、部⻑
 ミキティさんほんわかドキドキsoffioランチツアーレポートありがとうございます。

⾔っちゃなんだけど、楽しく読ませていただきました。
 なにより、ウェイターの⽬を盗んでの料理の撮影、メールチェックの振りをしてでしょ、さすがです。Ｚ研諜報部員

になれますね。しかし、パスタ、すくなっ︕︕

途中のＣＭもべたですが、可笑しー︕︕

しかし、グループにミキティさんがいて、ムサイ集団（ＴＴさんはごめんなさい）じゃなくてほんとsoffioに溶け込め
たんだと思います。

 次回はどこでも是⾮、ご⼀緒させてくださいね。

第2弾、裏レポートも期待ＷＡＫＵＷＡＫＵです。
 

https://bbsee.info/straylove/id/10142.html?edt=on&rid=10160
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=10160


 
お疲れさまでした︕

10162 選択 シヴァ 2008-10-19 21:13:39 返信 報告

ミキティさん、▽･ｪ･▽ﾉ""ｺﾝﾊﾞﾝﾜﾝ♪

レポート、お疲れ様でした︕
 これだけ⻑いと打ち込むのも時間かかるのかな〜って思ったんですけど、

 １７分で打てるなんて早いですね〜︕(ﾉﾟοﾟ)ﾉ ｵｵｵｵｫｫｫｫｫｫ-

電⾞の写真を撮ってる時は恥ずかしかったでしょ︖
 でも⽬⽴ってたでしょ︖(*＾◇^)/ﾟ・:*【祝】*:・ﾟ＼(^◇^*)

楽しかったんだな〜って⾔うのは伝わってますよ〜︕
 今⽇はよく眠ってくださいね︕

 (￣0 ￣お(￣〇￣や(￣ε￣す(￣￢￣みぃってちょっと早いですね・・ ((^┰^))ゞ ﾃﾍﾍ
 

Re:ミキティ劇場 soffioランチツアー編(=^ｰ^)ﾉ⼺☆゜・。・゜★ ♪１

10164 選択 澄 2008-10-19 22:24:08 返信 報告

ミキティ様、はじめまして、こんばんは。

soffioランチツアーから⼀週間が経つのですね。
 前⽇ドキドキで眠れなかったなんて、ものすご〜く楽しみだったのが伝わってきました。（笑）

 ⼤都会での待ち合わせは⼤変ですよね、電⾞の前の⾞両に乗るか後ろに乗るかによって
 出⼝や乗換えが全然違ってきますからね。（笑）

パスタのお⽫もそうですが、後ろに写っている器やティーカップ、すごい逆三⾓形ですね〜
 ティーカップ、そ〜と置かないとバランスくずして倒してしまいそう（笑）

 ハプニングもあったようですが、ミキティさんが素敵な時間を過ごせたことがレポートから伝わって、楽しく拝⾒さ
せていただきました。

お疲れさまです☆ﾐ

https://bbsee.info/straylove/id/10142.html?edt=on&rid=10162
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10165 選択 皐 2008-10-19 22:49:54 返信 報告

ミキティさん、所⻑︕
 楽しくて⾯⽩い(笑)劇場(ツアーレポート)お疲れまです︕とっても楽しく拝⾒しました(o^∇^o)

ミキティ劇場&ストちゃん劇場、⼆⼈の視点で書かれているのを読んでると、
 以前ミステリー⼩説でそんな感じのを読んだ事あるので、それを思い出してしまいました(笑)

ミキティ劇場ではミキティさんのアタフタぶりが⼿に取るように分かりますね(笑)
 私も“あれ︕ココどこ!?”とか“ヤバイっ︕あっちだった︕”っていうのは しょっちゅうあるので…(笑)

 語り⼝調がミキティさんらしいキュートでお茶⽬だったので、
 読んでいてほんわか気分になりますね☆ﾐ

soffioも満喫できたようで、良かったですね(o^∇^o)☆ﾐ デザートのシャーベット⾷べたかったなぁ・・・
 誰か⼩包で送ってくれない︖あ、溶っけ溶けになっちゃうか(笑)

P.S.中間のCMもGOODでした︕(笑)

ブルーライトヨコハマツアー１

10169 選択 カーディガン 2008-10-19 23:41:48 返信 報告

ミキティさん、みなさん、こんばんは。

ミキティさん、レポートお疲れさまです。
 あれから少し時間が経ったので、寒くて疲れて眠りについて、

 ｵ(･ｪ･)ﾔ(･ｪ-)ｽ(-ｪ･)ﾐ(-ｪ-)｡o○Zzz…
 かな、と思っておりましたが、忘れないでレポートしてくれてありがとうございます。

さて、ミキティさんにとって、少し勇気のいる⼩旅⾏だったのでしょうか。普段乗らない電
⾞だと、本当に⽬的地につけるか⼼配ですよね。どなたか添乗員さんがいたほうがよかったようですね。渋⾕からは
所⻑が待ち合わせしていたんですね。私も渋⾕でもよかったのですが、渋⾕駅では私もいろいろと散策していたし、
渋⾕から乗らない⼈もいるかもしれませんので、あざみ野駅でよかったです。打ち合わせがあまりスムーズにはいか
なかったかもしれませんね。

https://bbsee.info/straylove/id/10142.html?edt=on&rid=10165
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私があざみ野駅に着いたときは誰もいないので、学⽣みたいに遅れてくるのか︖と不安になりました。周りをみても
誰もいないようなので、⼿筈を整えることとしました。

 10分くらい探しまわっていたらミキティさん発⾒︕︕所⻑は少し遠くに。
 まぁ、なんとか３⼈いれば、レポートしても、さまになるでしょう、と安⼼(^^♪しました。

 ほかの２⼈は所⻑におまかせ。そりゃそうです。所⻑の都合に合わせておりますので、私は誰が出席するかは知りま
せんでしたので。もちろん、ちゃんと、連絡をとれるようにしているのかと思いましたが、これはネットでのことで
すので、お互いの信頼関係が⼤事でしたね。今後は気をつけないといけないようです。Todayさん、今度はお会いで
きますように。

ブルーライトヨコハマツアー２

10170 選択 カーディガン 2008-10-19 23:43:15 返信 報告

Soffioでのことは、ほかの⽅々のご紹介のとおり。私の以前のレポートのとおりです。横浜
は広いので、横浜といっても、みなとみらいのような横浜らしいところもあるのですが、S
offioのあるところは丘陵地帯も多く、想像していたのと雰囲気がだいぶ違いました。事前
情報はありましたが、⾏ってみないとよくわからないですね。典型的な多摩ニュータウンら
しいところですね。造成中のところも多いので、今後、Soffioがこの地域に溶け込んでくれ
るといいです。

ランチでは、みんなでＢランチを頼みましたが、量が少ないですね。パンをもう少し⾷べておけばよかったようで
す。今度⾏ったときはおかわりしないと⾜りないようです。

 昼間からワインなど飲みましたが、普段は昼間からはもちろん飲みません。また来るのも⼤変なので、味⾒です(^_
-)-☆

ミキティさんとお別れのお時間となり、もちろん、所⻑とＴＴさんもですが、２時間くらいではちょっともの⾜りな
いものでした。私はSoffioだけが⽬的ではなかったので、次の⽇もいたわけですが、所⻑以外のほかのみなさんはSof
fioのために来たようなものでした。みなさんお疲れさまでした。

ブルーライトヨコハマツアー３

10171 選択 カーディガン 2008-10-19 23:55:00 返信 報告
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横浜みなとみらいの夜景はこのとおりです。なかなか綺麗な夜景でしょ。
海側のお部屋は少し⾼いですが、せっかく来たからには、海側にしないと。インターコンチ
も⾒えますね。ぱしふぃっくびいなすも⾒えます。このあたり、繁華街からは少し離れてい
ます。でも、旅⾏客としては⼀度は泊まってみるのもいいかもしれません。

Re:ミキティ劇場 soffioランチツアー編(=^ｰ^)ﾉ⼺☆゜・。・゜★ ♪１

10173 選択 xs4ped 2008-10-20 01:20:04 返信 報告

ミキティさん、strayさん、カーディガンさん、皆さん、こんばんは。

ミキティさん、ほんわかミキティ劇場「soffioランチツアー編」有難う御座います。
 > ミ○○ィ劇場がすでに出来上がっちゃいました（省略〜）（笑）（o(^-^ o ） 

 > （興味のある⽅は リクエストにて（笑）) 
 番外編も宜しく︕(笑)

 > こちらが私が頼んだ濃厚なお味のカルボナーラです（＾－＾） 
 > ⽩いお⽫が⼤きく 横から⾒ると 帽⼦が逆さになってパスタがすっぽり⼊っているような 

 > イメージです♪  お上品な量です☆’.･  
 ほんとお上品な量ですね。(笑)

 これじゃあ腹７分位で終わりそうですね。(笑)
 ⼤盛りとかは無いんでしょうか︖(笑)

strayさん、ストちゃん劇場(⼦守り編)ご苦労様でした。(笑)

カーディガンさんは１泊したんですね。
 > 横浜みなとみらいの夜景はこのとおりです。なかなか綺麗な夜景でしょ。 

 横浜みなとみらいの夜景は本当感動しますよね。
 ナイト(ディナー)クルージングで海から⾒た夜景は超感動しましたね。

 ⼜、何時か機会が有ればナイト(ディナー)クルージングを体験してみたいです︕

Re:ミキティ劇場 soffioランチツアー編(=^ｰ^)ﾉ⼺☆゜・。・゜★ ♪１

https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/a6a71cb59c7579f7039912b62d92e2f1.jpg
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10175 選択 saki 2008-10-20 10:36:36 返信 報告

ミキティさん、strayさん、みなさん、おはようございます(^^)/

ミキティさん劇場 & strayさん劇場楽しく拝⾒させて頂きました。
 ⽬の前にお⼆⼈のお姿が⾒えるような、臨場感あふれるレポートにワクワク、ドキドキでし

た〜（笑）
 実は、私もミキティさん同様、いや〜それ以上に⽅向⾳痴で直ぐ迷⼦になっちゃうんです…

(>_<)
 ⽥舎から出た事ないし、電⾞の乗り換えなんて、⼀⼈でした事がありませ〜ん。

 だって、こっちは、⿅児島本線1本なんですもん(^^;)
 上りか下りしかないのに、間違って逆⽅向に⾏っちゃう間抜けな奴は何処のどいつだ〜い︕   あたしだよ︕︕︕

(T_T)

携帯で⽅向を聞いても、東に向かえって⾔われて、東︖ アッ右へ⾏けばいいんだ︕って思って右の⽅へ⾏っちゃっ
た事もありました。

 ⾃分が今どっちを向いているのかさえ解らないんです。
 それに、BBSの書き込みでもおなじみのように、早とちり、勘違い、の天才なので、⼀⼈で、何処かへ⾏くなんて私

にとって無謀な事なんですよ〜。
 そんな私ですから、ミキティさんのドキドキ感、strayさんを⾒つけた時の喜びが痛い程理解出来ま〜す（笑）

※画像は、カーディガンさんが、泉⽔さんと⼀緒に⾒て来られたブルーライトヨコハマです（羨まし〜）。

ミキティ劇場 soffioランチツアー編(=^ｰ^)ﾉ⼺☆゜・。・゜レスのお礼 ＃１

10177 選択 ミキティ 2008-10-20 13:32:24 返信 報告

 みなさん こんにちは（＾－＾）

 みなさん早速読んで下さって嬉しいです。
   レスをいただいてありがとうございます(0＾ー＾0）

♪アネ研さんへ♪
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 お久しぶりでーす（＾－＾）
 レポートを楽しんでいただけて嬉しいです♪

  
  > なにより、ウェイターの⽬を盗んでの料理の撮影、メールチェックの振りをしてでしょ、さすがです。Ｚ研諜報

部員になれますね。しかし、パスタ、すくなっ︕︕
   

  よくお解りでしたね(0＾ー＾0）  (^・_・^ )( ^・_・^)(^・_・^ )( ^・_・^)キョロキョロ
 ほんとはアネ研さんも 同じ空間にいらしたのでは（笑）

   
  デザートも実はパチリしたのですが、慌ててしまって保存になっていませんでした（汗）

   
  CMには 私も笑っちゃいました（笑）

 CMの後で。。。と下書きしていたら チョコレートさんと所⻑さんが 本当にCMを⼊れる
 発案をして下さって（笑） 可笑しーでしょ〜(^o^)⼃

 ５⽉のライブオフ会では、アネ研さんが、 私の前のお席だったので、楽しかった⽇を
 思い出していました☆

 また 是⾮ご⼀緒出来たら嬉しいです(=^ｰ^)ﾉ⼺☆゜・。・゜

♪シヴァさんへ♪

シヴァさん こんにちニャン♪.....(((((ヾ( o=^・ェ・)o ┏━┓←ｺﾀﾂ

 レポートを読んで下さってありがとうございまーす（＾－＾）
  綺麗なお写真をありがとうございます♪  コスモスですね︕

 秋晴れの中 この道をお散歩したいです(*^ｰ^*)

>電⾞の写真を撮ってる時は恥ずかしかったでしょ︖ 
 >でも⽬⽴ってたでしょ︖(*＾◇^)/ﾟ・:*【祝】*:・ﾟ＼(^◇^*)

 ほんと恥ずかしかったですよぉ〜（恥）



⾞内の⼈に⼤注⽬されてましたもの。。。（笑）
 レポートの為ならと 頑張っちゃいました〜☆

>１７分で打てるなんて早いですね〜︕(ﾉﾟοﾟ)ﾉ ｵｵｵｵｫｫｫｫｫｫ-

 なんてったってUPまで⼀週間かかっちゃいましたので この時間では
 無理でーす（笑）

  地道にPCメモ帳に、執筆しておりました（笑）☆ 
 いつの⽇か シヴァさんと⼀緒に綺麗なところ巡りをしたいです(=^ｰ^)ﾉ⼺☆゜・。・゜★

 ♪澄さんへ♪

澄さん はじめまして（＾－＾）

 レスを下さってありがとうございます(*^ｰ^*)
  

  楽しかった様⼦が伝わって嬉しいです☆

 私には⼤都会で 参加は⼀⼤事でした（笑）
  

 >パスタのお⽫もそうですが、後ろに写っている器やティーカップ、すごい逆三⾓形ですね〜 
 >ティーカップ、そ〜と置かないとバランスくずして倒してしまいそう（笑）

 この⽇ばかりは︕︖（笑） お上品に過ごしていました(^ｰ^)ﾉ~~
  お上品に、soffioに溶け込まないとですものね(0＾ー＾0）

これからもたくさんお話してくださいね どうぞ宜しくお願いします♪

♪皐ちゃんへ♪

皐ちゃん こんにちは（＾－＾）
 とっても楽しんでいただけて嬉しいです♡

>語り⼝調がミキティさんらしいキュートでお茶⽬だったので、 
 >読んでいてほんわか気分になりますね☆ﾐ



 ツアーより ⾃分の⼀⽇がメインになっちゃったような気がしますが（笑）
私らしいレポートを書く事が出来たと思います（＾－＾）

> デザートのシャーベット⾷べたかったなぁ・・・ 
 >誰か⼩包で送ってくれない︖あ、溶っけ溶けになっちゃうか(笑)

 皐ちゃんの為なら クールに冷やしていっぱい抱えてお届けにいきまーす(^ｰ^)ﾉ~~
  今度は 是⾮ご⼀緒したいですね☆

 CMに（＾－＾） GOODでしたか(^o^)⼃
  良かったです︕ 所⻑さんチョコレートさん（＾－＾）  嬉しいですね〜♪

ミキティ劇場 soffioランチツアー編(=^ｰ^)ﾉ⼺☆゜レスのお礼 ♪＃２

10178 選択 ミキティ 2008-10-20 13:33:41 返信 報告

♪カーディガンさんへ♪

 カーディガンさん 先⽇はご⼀緒させていただいてあがとうございました（＾－＾）
   カーディガンさんは ブルーライト横浜ツアーも満喫されたのですね。

  ランチ後に、 お供させていただだいたら 素敵な夜景まで満喫出来たかもだった
 のですね@(´･ｪ･`)@ ｼｮﾎﾞｰﾝ 残念〜

 ⾵景も夜景も綺麗で素敵ですね（＾－＾）

また 機会がありましたら是⾮ 宜しくお願いします(^ｰ^)ﾉ~~

♪xs4pedさんへ♪

劇場番外編も リクエストして下さってありがとうございます（＾－＾）
  裏カフェにまだ デビューしていませんが、デビュー間近︖︕（笑）

  そのときは是⾮ 楽しんで下さいね♪

>パスタはお上品な量です☆’.

>ほんとお上品な量ですね。(笑) 
 >これじゃあ腹７分位で終わりそうですね。(笑) 

https://bbsee.info/straylove/id/10142.html?edt=on&rid=10178
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>⼤盛りとかは無いんでしょうか︖(笑)

 ⼤盛り欲しいですよね〜(^ｰ^)ﾉ~~ 私⾷べきると思います（笑）

♪sakiさんへ♪

sakiさん（＾－＾） 劇場を楽しく読んで頂けて嬉しいです。

 また素敵なヨコハマの夜景と泉⽔さん☆ 綺麗すぎてうっとり♡です。

先週はいろいろと忙しくゆっくりBBSへ遊びにこれなかったので

そうそう ミキティ家に ジャ〜ン コタツ登場
 ｻﾑｲﾆｬ♪.....(((((ヾ( o=^・ェ・)o ┏━┓←ｺﾀﾂ 登場

  ゆっくりコタツに⼊りながら たくさんBBSへ遊びに来ますので
 saki さん みなさんの作品や話題を楽しみにしています（＾－＾）

 sakiさ〜ん(*＾ー＾)／ 私と⼀緒ですね(*^･ｪ･)ﾉ

 私もありましたよぉ（笑）
   出⾝地域は 上り 下りの⼀時間に⼀本路線 しかも２両♪

 それなのに間違っちゃって ⼀時間後に(｡･o･)ﾉﾉ戻ってきた事がありました〜（笑）
  今回のお出掛けのドキドキ♡感が伝わって頂けて（＾－＾）です。

   今度⼀緒にドキドキしながらお出掛けしたいですね(^o^)⼃

  これからもお話や作品を楽しみにしています♪
 

Re:ミキティ劇場 soffioランチツアー編(=^ｰ^)ﾉ⼺☆゜・。・゜★ ♪１

10179 選択 Today 2008-10-20 18:32:35 返信 報告

みなさん、こんばんは。

>ミキティさん 
 レポートお疲れ様です。楽しく勝⼿に「24」っぽく妄想しながらドキドキで拝⾒しました(笑)

https://bbsee.info/straylove/id/10142.html?edt=on&rid=10179
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私も紅茶を頼んでミルクたっぷり⼊れて頂きました!
次回お会いする時はきっと今回よりもお会いできた喜びが倍になりますね(笑)

>カーディガンさん 
 横浜レポートお疲れ様です。画像もじっくりと拝⾒しました。

 そうですね。今度は必ずお会いしましょう♪

soffioランチツアー＆ブルーライトヨコハマツアー

10181 選択 カーディガン 2008-10-20 19:49:45 返信 報告

xs4pedさん、こんばんは︕

函館、神⼾、⻑崎の３⼤夜景は⾒ましたが、横浜の夜景も素晴らしいですね。横浜の⼈気スポットで、とても美しい
光景で⻑い間眺めていました。びいなすくるーずも素敵でしょうね(^_-)-☆

sakiさん、こんばんは︕

素敵な画像をありがとうございます。
 泉⽔さんがとても溶け込んでいますね。

 sakiさんは、⽥舎にお住まいなんですか︖謙遜ですねぇ。でも、星がとてもきれいで、またロマンチックなところな
んでしょうね(^_-)-☆

 この横浜の夜景は今まで⾒た夜景の中でもとてもいいところですね。今は東京のレインポーブリッジのほうが有名で
すが、その前は、横浜ベイブリッジのほうが有名でしたね。遠くに横浜ベイブリッジも⾒えてとても綺麗でした。sak
iさんもいつか来れるといいですね。

ミキティさん、こんばんは︕

ミキティさんは⽇帰りでしたね。せっかく来たので、ショッピングなど、楽しんだのでしょうか。今度は、びいなす
クルーズなんていいかもしれないですね(^^♪

 その時には、今回のような素敵な夜景が楽しめることと思います(^_-)-☆
 ブルーライトヨコハマツアーはとてもよかったですよ(^^)/~~~

Todayさん、こんばんは︕

https://bbsee.info/straylove/id/10142.html?edt=on&rid=10181
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今度はぜひよろしくお願いします。
今度はどこでしょう、楽しみです(^_-)-☆

Re:ミキティ劇場 soffioランチツアー編(=^ｰ^)ﾉ⼺☆゜・。・゜★ ♪１

10183 選択 ドルチェ 2008-10-20 20:39:56 返信 報告

ミキティちゃん、みなさん こんばんは（＾０＾）／

ほんわか＆どたばたのミキティ劇場、楽しかったですよ〜♪そして、癒された〜♪
 soffioランチの写真も、レポのために冒険してくれてありがとうネ（笑） 噂には聞いてたけど、ホントに量が少ない

ねっ︕
 途中のCMも⾯⽩い〜♪チョコのCMなだけに、チョコさん協⼒なんですね。ウフフ。

ストちゃん所⻑が、途中までお迎えにきてくれて 良かったですね︕︕確かストちゃんは、世話が焼ける⼥の⼦は好
きなハズなので これからもどんどん…（笑）

 soffioのお外でパチリ写真に、ミキティちゃんの後ろ姿が〜♡ 次回はコッチ向いてネ（笑）

ミキティ劇場 soffioランチツアー編(=^ｰ^)ﾉ⼺☆゜・。・・゜レスのお礼 ＃3

10189 選択 ミキティ 2008-10-21 01:22:50 返信 報告

みなさん おはようございます（＾－＾）

 温かいレスをいただきありがとうございます☆’.･

♪Todayさんへ♪

 Todayさん（＾－＾） レポートを読んで下さってありがとうございます。
  レスを下さったこと とても嬉しいです☆ ありがとうございます(*＾ー＾)／

 それはそれはドキドキな⼀⽇でした〜♪
  

  Todayさんも紅茶を召し上がったのですね(*^ｰ^*)
   今度 是⾮ご⼀緒に tea timeをゆったりと過ごしたいですね（＾－＾）
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>次回お会いする時はきっと今回よりもお会いできた喜びが倍になりますね(笑)

 倍の倍の倍（笑） もっともっと︕嬉しいです〜（＾－＾）
  私は涙ながしながら 駆け寄って⾏くことでしょう☆’.･*（＾－＾）

  素敵なお楽しみな⽇を夢みています(=^ｰ^)ﾉ⼺☆゜・。・゜★
  これからも宜しくお願いします♪

 ♪ドルチェさんへ♪

 ドルチェさ〜ん（＾－＾） 楽しんで頂けて嬉しいです(0＾ー＾0） 
 ワクワク☆ ドタバタ♪ ドキドキ♡な⼀⽇でした〜（笑）

  前夜祭もです（笑）
  ランチ写真 こっそ〜りパチリです♪ ほんとに量がお上品で、

 これは お上品に⾷べないと。。。（笑）と思いました〜(=^ｰ^)ﾉ⼺☆゜・。・゜★

 所⻑さんのお迎えがなかったら、まだ ハチ公までたどり着けて居なかったと思います。。（笑）
  もっとお世話かけてもいいんでしょうか〜(｡･o･)ﾉﾉ 所⻑さん 逃げないでぇ〜（笑）

   
  外でのパチリ☆ 来た記念に撮っていただきました（＾－＾）

  正⾯もありますが、美容に励んで 取り直して（笑）
 いつの⽇か振り向けたら（笑）いいなぁ。。。(0＾ー＾0）

またいろいろなお話しましょうね(^o^)⼃ ありがとうございました(=^ｰ^)ﾉ⼺☆゜・。・゜★
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