
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

【レストラン「soffio」に関する重⼤情報】

7329 選択 stray 2008-05-31 17:52:46 返信 報告

ここで皆様にお知らせです。

泉⽔さんの弟さんが横浜⻘葉区に建設中で、もうじきオープンするであろう
 レストラン「soffio」の場所をＺ研が特定しました。

横浜市⻘葉区⼤場町385-35

です。100%間違いありません。
 明⽇は⽇曜⽇ですので、お近くの⽅で興味ある⽅はどうぞ︕

 最寄り駅は、東急⽥園都市線「あざみ野」駅です。
 駅から2kmくらいあります。

Re:【レストラン「soffio」に関する重⼤情報】

7333 選択 ＬＲＴ 2008-05-31 18:06:26 返信 報告
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住所をgoogleにかけると、
閉店した洋⾵懐⽯のレストランが出てきますね。

 弟さんが買い取られたのでしょうか。

2kmとなると歩くのは⼤変そうですが、
 東急バスの停留所が近くにあるようです。

 ご参考までに。

http://www.tokyubus.co.jp/

Re:【レストラン「soffio」に関する重⼤情報】

7339 選択 stray 2008-05-31 20:31:42 返信 報告

ＬＲＴさん、こんばんは。

買い取ったかどうかまでは分かりません。賃貸しの可能性もありますので。
 閉店した洋⾵懐⽯のレストランを改装（⼀部改築の可能性も）したようです。

 東急バスの紹介、ありがとうございました。

Re:【レストラン「soffio」に関する重⼤情報】

7345 選択 ＬＲＴ 2008-05-31 20:58:19 返信 報告

strayさん、ありがとうございました。

確かに賃貸の可能性もありますね。
ファンにとっては、⾏くべき場所ができるのは⼤歓迎では、と思います。

 後はレストランの盛況を祈るのみです。

「あざみ野」と聞いて、⼀瞬、︖と思いましたが、新横浜から地下鉄で⾏けますので、遠⽅の⼈にとっては、いい場
所かもしれません。

なお、現場に⾏くバスは数系統あり、それぞれ運転間隔が２０分程度もあるようですので、路線図と時刻表を持参し
た⽅がいいかもしれません。
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Re:【レストラン「soffio」に関する重⼤情報】

7363 選択 R246 2008-05-31 23:12:02 返信 報告

strayさん、はじめまして。
 レストラン「soffio」の場所は私の⽣活圏内です。

 近いうちに視察に⾏かせていただきます。

Re:【レストラン「soffio」に関する重⼤情報】

7371 選択 atti 2008-05-31 23:26:27 返信 報告

strayさん、こんにち。

> レストラン「soffio」の場所をＺ研が特定しました。 
 > 

> 横浜市⻘葉区⼤場町385-35

先⽇、検索していた情報も書いておきますね。
 ●JPRSにて検索すると、co.jpを2008/5/7に

 (株)ソフィオで取得しています。
 「準備中の表⽰」が出るようになっていますね。

●オープニングスタッフ募集のサイト(既に⾒れないかも)
「レストランテ ソフィオ」

 ロゴも確定しています。
⽕曜定休

 9:00-23:00勤務(営業時間10:00-22:00(LO:21:00))
 座席数50席

 応募担当︓井泉(いいずみ)この連絡先の住所は、B-ing⿃居坂の住所

サラダバー常備、パスタを中⼼に、カフェ業態も展開

とあります。
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Re:【レストラン「soffio」に関する重⼤情報】

7423 選択 stray 2008-06-01 20:39:43 返信 報告

R246さん、こんばんは、はじめまして。

「soffio」が⽣活圏内っていいですね︕
 開店前に是⾮ご視察を︕ レポートお待ちしてます（笑）。

attiさん、こんばんは。

いつも情報どうもありがとうございます。
 応募担当者の「井泉(いいずみ)さん」というのが、すっ〜〜ごく気になるんですけど（笑）。

 Beingの⽅ってことですよね。坂井泉⽔命名に何らかの関係がありそうな…。

Re:【レストラン「soffio」に関する重⼤情報】

7428 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-06-01 22:05:52 返信 報告

こんばんは、attiさん、
 いつも情報ありがとうございます。

> 応募担当者の「井泉(いいずみ)さん」というのが、すっ〜〜ごく気になるんですけど（笑）。 
 > Beingの⽅ってことですよね。坂井泉⽔命名に何らかの関係がありそうな…。

ほんと、気になりますね。
 できたら情報サイトのアド教えてください。

 

Re:【レストラン「soffio」に関する重⼤情報】

7439 選択 スー 2008-06-02 00:49:34 返信 報告

strayさん、こんばんは。

> 横浜市⻘葉区⼤場町385-35
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この情報をもとにレストランをsoffioを⾒て来ました。

正解でしたね。あざみ野駅⻄⼝からバス2番乗り場(東急バス)あ71系・あ74系で(⼤場坂上)
バス停で下⾞です。200m

 くらいですね。バス通りを歩くと左⼿に存在していました。
 

Re:【レストラン「soffio」に関する重⼤情報】

7440 選択 スー 2008-06-02 00:51:48 返信 報告

もう⼀枚が、⼤場坂上バス停です。

Re:【レストラン「soffio」に関する重⼤情報】

7441 選択 ATSUSHI 2008-06-02 00:55:21 返信 報告

attiさまへ ヨコレスします

アネ研さま
 Soffioの⼈材募集htmlすでに消えてます。ヒルズパン⼯場から来てくれる職⼈だけでは⾜りないん

でしょうね。

所⻑さまへ 
 井泉は坂井泉⽔の中２⽂字をとって、BeingのZARD担当窓⼝の名称なのではないでしょうか。

WEZARDの告知があってから⾏ってみたいですね。

よろしくお願いします。
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Re:【レストラン「soffio」に関する重⼤情報】

7442 選択 スー 2008-06-02 00:56:31 返信 報告

バス停から、真直ぐ前に歩いて⾏くとレストラン

soffioが、左⼿に⾒えて来ます。

あと、看板と内装の準備が出来れば開店だと思います。

Re:【レストラン「soffio」に関する重⼤情報】

7443 選択 スー 2008-06-02 01:03:08 返信 報告

この⻘い所にsoffioの看板が⼊りそうです。

Re:【レストラン「soffio」に関する重⼤情報】

7444 選択 スー 2008-06-02 01:08:13 返信 報告

こちらが、駐⾞場です。

柱が有るので慣れないとぶつけそうな感じがしました。
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Re:【レストラン「soffio」に関する重⼤情報】

7445 選択 アネ研  ◆craoLd8Ou2 2008-06-02 01:43:50 返信 報告

こんばんは、
 ATSUSHIさん、スーさん情報＆スクープありがとうございます。

井泉さんてのは、HNみたいなものなんですかね。
 ついつい井泉⽔さんのことを連想してしまいます。

スーさん、⾒つけましたね、お疲れ様でした。
 綺麗な建物ですね。

 オープンしたら、ZARDファンのオフ会で予約が殺到しそうですね。
 グルメルポも期待してます。

Re:【レストラン「soffio」に関する重⼤情報】

7447 選択 stray 2008-06-02 09:08:07 返信 報告

スーさん、おはようございます。

スーさんは⾏動が早くてスキです︕♡（笑）
 住所、当たっていたようですね、お役に⽴てて嬉しいです。

 MIND GAMES の借りは返したということにして下さい（笑）。

まだ内装が終わっていないのですか…。
 求⼈募集には「５⽉下旬オープン」とあるので、

きっと5/27にオープンさせたかったのでしょうねぇ。
 私は6/15に上京する⽤事があるので、オープンしていたら寄ってきたいと思います。

ATSUSHIさん、貴重な資料どうもありがとうございます。
 「井泉さん」に関する私の⾒解は、別スレにアップしております。

 いちばん⼿っ取り早いのは、誰かがスタッフとして働くことですね（笑）。
 そうすれば、坂井泉⽔命名の由来も、井泉さんの謎もすぐに解決するはず。
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Re:【レストラン「soffio」に関する重⼤情報】

7452 選択 ⼭茶花 2008-06-02 14:03:11 返信 報告

strayさん、皆さん、こんにちは。

>>泉⽔さんの弟さんが横浜⻘葉区に建設中で、もうじきオープンするであろう 
 >>レストラン「soffio」の場所をＺ研が特定しました。

このことは、スーさんが運営されているサイトからでも知りました。

坂井さんの弟さんが設計されてそうですね。
 坂井さん＝ZARDのイメージにあった感じになっていて、素晴らしいです。

 坂井さんもきっと喜ばれているのではないかと･･･
 貴重な資料を⾒せて下さって感謝しています。

 ありがとうございました。

Re:【レストラン「soffio」に関する重⼤情報】

7454 選択 megami ◆hNMHghHcBo 2008-06-02 15:32:01 返信 報告

stray所⻑さん ＬＲＴさん Ｒ２４６さん attiさん  ATSUSHIさん スーさん アネ研さん みなさん こんに
ちは︕

 素晴らしい情報をありがとうございます☆
 ワクワクしながら 拝⾒させていただきました︕︕

所⻑さんが↓のようにおっしゃってますが、
> いちばん⼿っ取り早いのは、誰かがスタッフとして働くことですね（笑）。 

 > そうすれば、坂井泉⽔命名の由来も、井泉さんの謎もすぐに解決するはず。 
 私の実家からも通える範囲なので ぜひスタッフになりたいと思ってしまいました〜（笑）

また新情報をと〜っても楽しみにしております♪

Re:【レストラン「soffio」に関する重⼤情報】
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7464 選択 R246 2008-06-02 23:23:21 返信 報告

strayさん、こんばんは。
 スーさん megami さん、みなさんはじめまして、こんばんは。

スーさんのすばやいレポートに脱帽しました。
 私も新しい情報がありましたらご報告します。

スーさん 早っ ︕

7467 選択 M.Dark 2008-06-03 01:14:11 返信 報告

皆さん こんばんは︕ 
 ＬＲＴさん Ｒ２４６さん ATSUSHIさん はじめまして

 情報ありがとうございました。

スーさん 速攻レポート有難うございます。
 もう ⼀⼈でいけます。（笑）

 開店後 落ち着いた頃に⾏ってみたいです。
 ご苦労さまでした。

 

レストラン「soffio」に

7498 選択 ATSUSHI 2008-06-04 19:26:32 返信 報告

megamiさん はじめまして。Soffio に期待してしまいますね。

M.Darkさん はじめまして。そうですね、しばらくしてからいってみたいです。

周辺はこんな感じ

7513 選択 ＬＲＴ 2008-06-05 19:39:23 返信 報告
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Soffioのそば(約900m先)で新築マンションが売りに出ているのを⾒つけました。
どんな感じの街なのか確認できます。

http://www.d-azamino.com/top.html

Re:【レストラン「soffio」に関する重⼤情報】

7517 選択 atti 2008-06-07 10:55:56 返信 報告

スーさん、皆さん、こんにちは。

帰国したので、本⽇洗⾞のために・・・
 しかし、なぜか遠回りをしながら、確認してきました。

 いつも246へ抜ける際に利⽤する通りから少し⼊った
 ところでした。

 周りは住宅地で⼤きな家が多いところです。

バス亭は、このひとつ先の⽅が近いようです。

「⼤場中央」にて下⾞、少し戻ります。
 写真の先に⾒える横断歩道の右側建物があります。

※まだロゴや、オープン告知もありませんでしたね。
 7⽉ですかね︖

Re:【レストラン「soffio」に関する重⼤情報】

7543 選択 荒巻とぬこ(´･ω･`)y─┛~~ ◆TONUKO/TvY 2008-06-09 23:19:28 返信 報告

初めまして。
 ソフィオに関する情報を探していたところ、このHPたどり着きました。

⼤場町にできたのですね、会報で⻘葉区とまでしか情報が無かったので休みの⽇にでも探しに⾏こうかと思っていた
のですが、

 こんなに簡単にわかるとは思ってませんでした（笑）
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この⻘葉区界隈、⾃分は会報のPlace部⾨に投稿していたので⻘葉区の名前が出た時はうれしかったのですが、このH
Pで住所をみて更にびっくり。

 ⾃分が⼀⽇かけてデジカメで撮影し周ったお勧めスポットのすぐ近くだったことがわかりました。

もしかしたら他にも同じような場所を、Place部⾨に投稿されていたのかもしれないのですが、
 ⾃分が投稿した地域が採⽤されたようで嬉しく、今度の休みにでも⾷事に⾏こうかと思っています。

Re:【レストラン「soffio」に関する重⼤情報】

7544 選択 stray 2008-06-10 08:27:38 返信 報告

荒巻とぬこさん、はじめまして、strayです。

soffioは閑静な住宅街にできるようです。
 ⼤場町を選定した理由は、次回の会報で明かされると思われますが、

 荒巻さんの投稿が採⽤されたとしたらすごいことですね︕

> こんなに簡単にわかるとは思ってませんでした（笑） 
 うさぎさんのサイトに建設中の写真とともに「⻘葉区⼤場町」という情報がありました。

 その写真をいろんな⾓度から分析して、Google地図と照合して住所を特定したものです。

> 今度の休みにでも⾷事に⾏こうかと思っています。 
 当初の予定（5⽉下旬）を過ぎてますが、まだオープンしていないようなので、

 わざわざ遠⽅から⾏かれるのであれば、オープン後にどうぞ（笑）。

Re:【レストラン「soffio」に関する重⼤情報】

7546 選択 ひげおやじ 2008-06-10 15:47:50 返信 報告

私も少し前に⾞で近くを通ったので寄ってみましたが、たまたま出て来たシェフに聞いたところ、"soffio"は間違いな
い事実で、「まだオープン⽇は未定。恐らく７⽉に⼊るでしょう。」とのことでした。

 地下駐⾞場はかなり広いのですが、客⽤と分かるラインが引いてあったのは右側の５〜６台分だけで、左奥の広いス
ペースは⽤途不明でした。
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⽴地条件的に⾒て（駅から遠い。極く普通のクラスの住宅街。）、顧客のターゲットをどう
するか、価格帯をどうするか等、かなり難しい感じですね。

Re:【レストラン「soffio」に関する重⼤情報】

7547 選択 荒巻とぬこ(´･ω･`)y─┛~~ ◆TONUKO/TvY 2008-06-10 17:07:26 返信 報告

strayさんはじめまして︕＆返信ありがとうございます︕
 まだ開店していないということなのですね。

実は⾃分は⻘葉区に住んでいるのですが、⾃分の⾞通勤ルート（⻘葉区⇔都内）の中の⼀つで、近くのみすずが丘や
あざみ野南はR246の抜け道としてよく利⽤していました。

毎朝通勤しながら「良い景⾊だな〜」と思っていたので、ここに出来たらいいなと思って投稿しました。

通勤路の近くですから、これからは時間があるときはちょくちょく様⼦⾒していこうかと思います。
 

Re:【レストラン「soffio」に関する重⼤情報】

7549 選択 stray 2008-06-10 19:14:35 返信 報告

ひげおやじさん、荒巻とぬこさん、こんばんは。

オープンは7⽉にズレ込みそうですか…、情報ありがとうございます。
 閑静な住宅街なので、ZARDファンのリピーター頼みの経営を強いられそうですね。

 泉⽔さんの⾝の回り品を展⽰するコーナーを作って、週代わりで⼊れ替えるとか、
 モニタを設置して未公開映像を流すとか、何度も通いたくなるような⼯夫が必要でしょう。

 って、私の希望にすぎないんですけどね（笑）。

お近くにお住まいの⽅の情報、⼤歓迎です︕
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Re:【レストラン「soffio」に関する重⼤情報】

7556 選択 アネ研 ◆craoLd8Ou2 2008-06-10 22:45:11 返信 報告

こんばんは、ひげおやじさん、
 はじめまして、アネ研と⾔います。

シェフにインタビュー︖までされてすばらしいですね。

> ⽴地条件的に⾒て（駅から遠い。極く普通のクラスの住宅街。）、顧客のターゲットをどうするか、価格帯をどう
するか等、かなり難しい感じですね。 

 おいしければ予約のつくのでしょうが、ＺＡＲＤファンのみでは厳しいでしょうね。
 「さおだけ屋はなぜつぶれないのか︖ ⼭⽥真哉著」によると、住宅街のフランス料理レストランが潰れない理由

は、料理教室も併⽤してるとの事です。
 あざみ野ーゼ（そんなことばあるのかな︖）によって平⽇はにぎあうのかもしれませんね。

ＰＳ．ひげおやじさんは、もしやＺ板で「慶応病院も建て替え」のスレ⽴てた⽅ではないでしょうか︖
 レスはしませんでしたが情報ありがとうございます。

 ここでは、少々⾟い事実でも、歓迎しますので宜しくお願いします。

Re:【レストラン「soffio」に関する重⼤情報】

7568 選択 ⼭茶花 2008-06-11 21:03:40 返信 報告

strayさん、みなさん、こんばんは。
  

坂井さんの弟さんが設⽴されたレストラン、「soffio」とは、追悼作品『Soffio di vento Best of IZUMI SAKAI Sel
ection』から取った名前のような感じを受けました。感じというか･･･ひょっとして、そこから名前を取られたんでし
ょうか。

 よく知らないので。。

"Soffio"ベストアルバムのタイトルをみて、“そう⾔えば、弟さんのレストランの名前もSoffio･･･”と、後から気付い
たんですよ。
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後から考えるとSoffioとはいい⾔葉ですね。
あのアルバムのタイトルを付けた制作者側は、ZARDをイメージに思い浮かべて名付けたんでしょうね。

レストランのデザインもステキです。
 It is very good

 ナイスデザインです︕
 

Re:【レストラン「soffio」に関する重⼤情報】

7569 選択 stray 2008-06-12 07:36:40 返信 報告

⼭茶花さん、おはようございます。

レストラン「soffio」は、追悼作品『Soffio di vento Best of IZUMI SAKAI Selection』
 から取った名前です。イタリア語で”そよぐ”という意味。

 店舗デザインやメニュー・場所等は会報で公募したのです。
 

strayさんへ

7571 選択 ⼭茶花 2008-06-12 21:06:51 返信 報告

こんばんは。

> レストラン「soffio」は、追悼作品『Soffio di vento Best of IZUMI SAKAI Selection』 
 > から取った名前です。イタリア語で”そよぐ”という意味。 

 やっぱりそうだったんですね。
イタリア語で“そよ⾵”と⾔うのは、リリースされたときに初めて知りましたので。

> 店舗デザインやメニュー・場所等は会報で公募したのです。 
 なるほど。そうだったんですか。

 

Re:【レストラン「soffio」に関する重⼤情報】

7987 選択 987-Yuko 2008-07-07 08:17:29 返信 報告
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昨⽇７⽉６⽇（⽇）、たまたま午前と午後にお店の周囲の花壇を⾒る機会があったのですが、１週間前よりも植え込
みが綺麗になっていて、準備が進んでいるような印象がしました。駐⾞場の床も洗ったようなので、早く開店するこ
とを期待しています。

Re:【レストラン「soffio」に関する重⼤情報】

7992 選択 stray 2008-07-07 16:15:31 返信 報告

987-Yukoさん、はじめまして︕

soffio情報ありがとうございます。
植え込みと駐⾞場だとすると、いよいよ開店間近っぽいですね︕

 別スレでも話題になっていますが、ここまで遅れた原因が︖︖で、
 ＨＰは相変わらず「準備中」のままなので、少々イライラしてきたところです（笑）。

 http://www.soffio.co.jp/

なにか動きがあったら、また是⾮情報をお寄せ下さいネ︕

Re:【レストラン「soffio」に関する重⼤情報】

8631 選択 purin 2008-08-05 13:56:45 返信 報告

私の家からは遠いのですが、今⽇たまたま近くに⾏ったので、⾒てきました。
 ⾞で横を通っただけなので、じっくりとは⾒れませんでしたが・・・

まだオープンはしていない様⼦でした。
求⼈に「⽕曜⽇定休」って書いてあったので、

 今⽇⾏っても誰も居ないと思ってましたが（朝９時くらいです）
 業者さんの⾞とかが⽌まってたりしてました。

 ⼊り⼝（︖）に何⼈か⼈が居たようにも⾒えました。
 ⻘い看板には「soffio」って書かれていた気がします。

いつオープンするのか楽しみです。

ファンクラブに⼊ってらっしゃるかた、何か情報とかありますか︖︖
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Re:【レストラン「soffio」に関する重⼤情報】

8653 選択 stray 2008-08-05 22:39:01 返信 報告

purinさん、こんばんは。

soffio情報ありがとうございます︕
⻘いsoffioの看板（ちなみに泉⽔さんの⼿書きです）がかかったとしたら、開店間近のようにも思えます。

 今⽉は会報発⾏⽉ですので、会報の中で開店⽇を明かすつもりかもしれません。
 ８⽉はとくに記念⽇的な⽇はないのですが・・・

 情報が⼊り次第、お知らせしますネ︕
 

Re:【レストラン「soffio」に関する重⼤情報】

8658 選択 atti 2008-08-05 23:36:47 返信 報告

purinさん、皆さん、こんにちは。

> まだオープンはしていない様⼦でした。 
 > 求⼈に「⽕曜⽇定休」って書いてあったので、

昨⽇、⾃ブログにて記事したところですが、
 再度、求⼈募集(7/14-7/22)をしていたようです。

 「レストランテ ソフィオ 求⼈」にて検索するとヒットします。

会報に詳細が掲載され、いよいよオープンになるのかなと。
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