ドイツを中心とした世界中のボードゲームを見て、遊んで、買えるカフェ

◎ボードゲームとは？ボードゲームで遊んでみたい

まずは御来店ください。店内700種類のゲームの中から、
スタッフが経験
に合わせてゲーム選びをお手伝いします。ルール説明も手伝わせていた
だきますので、未経験の方も、お気軽に安心して御来店ください。

◎カフェだけのご利用も可能です。

30種類以上のドリンク、40種類以上のアルコール、40種類以上のフード
こだわりの豆から作るオリジナルブレンドコーヒーや高級カクテル、限定
フードなど、
ゲームで遊ばなくてもカフェとしてご利用できます。

◎席のご予約ができます
平日は何時でも、土日祝日は12：00〜13：00の時間帯のみご予約できま
す。お電話「022-226-8155」か、
メール「info@tdsendai.com」
まで。返信
をもって予約完了となります。

平日15：00〜より学生証をご提示いただければ、
ソフトドリンク付き千円
で19：00まで遊べます。※19：00完全退店となります。

2018.7.Vol.02

◎ほぼ毎日がイベントDay！
初心者向けの簡単なゲームで遊ぶイベントや、時間のかかるゲームをじっ
くり遊ぶイベント、同席やおひとりさまイベントなど、
イベント参加でスタン
プを集めれば、お得な特典も受けられます。

ボードゲームカフェ タンブリングダイスは、
ドイツを中心とした世界中の
ボードゲームで遊べるカフェバーです。窓の大きな部屋で、ゆっくりと時間
を忘れてボードゲームで遊べる環境をご用意しました。
カップルでゆった
りとした雰囲気で、何人もの友達とワイワイ笑いながら。
テーブルで遊んで
いるお客さんを背にカウンターでオリジナルブレンドのコーヒーやアルコ
ールを楽しむこともできます。気に入ったゲームは買っていけるように販売
コーナーもご用意しました。
ボードゲームは昔からの愛好家の方から、
まったく触れた事のない方まで
楽しめるように旧作から新作まで様々なジャンルをご用意しました。
カフェ
利用から待ち合わせして遊ぶ事もできます。遊ぶゲームに迷ったり、ボード
ゲームを知らない方はスタッフにお声掛けください。
あなたに合ったボー
ドゲームが見つかるようお手伝いさせていただきます。

営業時間
月〜金 : 15：00 - 24:00
土日祝日 : 12:00 - 24:00
〒980-0804 宮城県仙台市
青葉区大町1-4-14建装ビル2F
022-226-8155

〒980-0804 宮城県仙台市
青葉区大町1-4-14 建装ビル2F
022-226-8155
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ご来店した全てのお客様が「楽しかった」
と思って帰っていただけるような
お店を目指します。

営業時間
月〜金 : 15：00 - 24:00
土日祝日 : 12:00 - 24:00

1 時間

最大料金

平日
15：00 ～ 24：00

400yen

1,200yen

土日祝
12：00 ～ 24：00

500yen

1,500yen

見学
飲食のみ

前回は言ってるそばから誤字ってました、店長のムラカミです。今回は絶
対に打ち間違えませんから！
！

さて、早速ですが皆さまは全く興味の無い友人や知人にボードゲームを
勧めた事はありますか？
「人生ゲーム」や「オセロ」などメジャーなアナロ
グゲームの名前を出してもピンと来ないし、
自分の好きなゲームのルー
ルを教えてもイマイチ分かってもらえない…なんて事になりませんでした？
ゲームの概要を聞いて遊んでみたいと思うのは経験してるからこそであ
って、全く分からない方にとっては、いくら簡単なゲームであっても面白さ
は伝わりにくいものです。
ではどうしましょうね？当然、遊んでもらうのが一番です！
大箱背負ってその機会を伺うのは大変ですが、
カードゲームならばバッ
グの隅にでも入ります。
ゲームのセレクトは当然自分が勧めたいゲームで良いと思いますが、短
時間で終わるシンプルな物が良いですね。幸いデザイナー思考の強いゲ
ームも多いので、箱だけも人目を惹き興味がそそられるはずです。
「ボードゲーム面白いよ」
「どんなゲーム？難しくない？」
「カンタンだからやってみる？」

◎学割で遊べます

ボードゲームカフェ タンブリングダイス

ムラカミコラム
「オススメノススメ」

無料、お気軽にどうぞ

とサッと出してみましょう。
ゲームのルール説明は前回のコラムを読んでいただけた皆さんならバッ
チりなハズ！
自分の周りにファンが増えれば、
もっと遊ぶ機会も増えますよー。
ファンを増やして、
より良いボドゲライフをお過ごしくださいませ。
最後に…誤字を探して内容が入らなかった方も、前振りのせいで熟読し
てしまった方も、
ご精読ありがとうございました。
また次回…（ﾆﾔﾘ

まんまるコラム
「Trinken wir zusammen Bier？」
こんばんは、
タンブリングダイスの「まんまる」
です。最近のお気に入りの
ゲームは「ガンシュンクレバー」
です。
ガンシュンクレバーは6色のサイコ
ロを振って、
より高い得点になるように用紙
に記入していくゲームですが、
ままならない
サイコロの目をいかに要領よく記入していく
かという運と戦略のバランスがよくできたゲ
ームですので、お店に御来店の際は、ぜひ一
度遊んでみてください。
さて今月のイベントの私的おすすめですが、
まずは7月1日の「Wo war's?」
で遊ぶ会。
こち
らは電池を使ったギミックのサウンドで遊ぶ
ゲームです。面白いかと聞かれるとなんとも
答えようがありませんが、なかなか遊べない
ゲームである事には間違いありません。
そして11日の定番ゲーム会「ドミニオン」
カードゲームですが、
このイベ
ント参加のお客様には「ドミニオン日本語版 第二版」が10％OFFで購入
できる券をお渡ししようと思っております。世界的に長い人気とセールス
を誇っている
「ドミニオン」一度遊んでみて、楽しかったら購入し自宅でも
遊んでみてはいかがでしょうか？
最後に毎週月曜日に開催の中級〜重量級ゲーム会。
これは個人的にぜ
ひ遊んでもらいたいゲームをおすすめしていく予定です。気になっている
けどルールを読むのが面倒くさい。
というお客様にもおすすめのイベント
です。

2018年7月のイベント

Sunday
7月8日(日)19：00〜21：00／参加費1,000円
タンブリングナイトVol.9「正体隠匿ナイト」

Monday

7月の毎週月曜日は中級〜重量級ゲーム会
19：00から。参加でスタンプ1個。
60分〜120分以上かかるゲームを遊びます。新作や名作、話題作など。
いつもより少し難しめのゲームにチャレンジしてみませんか？ルール説
明からはじめます。時間に余裕を持って御来店ください。
遊ぶ予定候補のゲーム

正体隠匿とは・・・主に
「自分の正体を隠す」、
もしくは「自分の正体を証明す
る」事を目的としたゲームです。
自分の役職（役目）に対して、嘘をついたり、
自分を信じてもらうため証明したりしなければなりません。

・ヘヴン＆エール ・ル・アーブル ・クランズ・オブ・カレドニア
・パイオニア ・パルサー2849 ・ロレンツォ・イル・マニーフィコ
・フードチェーンマグネイト ・イスタンブール ・ガンジスの藩王

人狼ゲームが有名ですが、
その他にもゲームのルールに正体隠匿が織り込
まれたボードゲームも多数あります。今回はそんな正体隠匿ボードゲームを
遊びます。

Tuesday Thursday

もちろん初心者の方にもわかり易くルール説明しますので、未経験者、初心
者の方も是非ご参加ください。一名様でもグループのご参加でもOKです！

7月22日(日)19：00〜21：00／参加費1,000円
タンブリングナイトVol.10「ライトゲームナイト」
5分〜30分以内くらいのゲームで遊びます。
ゲームはスタッフが全て選んで
ルール説明もおこないますので、初心者にもおすすめのイベントです。知ら
ない人同士でも楽しめる、ボードゲームの魅力に触れましょう！

7月29日(日)19：00〜21：00／参加費1,000円
「初心者のためのインスト勉強会」※要予約
インストとはinstructionの略称で、
ゲームを始める前にゲームのルールを
説明する事です。
「買ったゲームを上手に友達に教えたい」
「ゲーム会やパ
ーティでルールをかっちょよくスマートに説明したい」
「色々な人のインスト
のコツを知りたい」面白かったゲームを買って友人と遊んでみたものの、
上手く説明出来なかった事はありませんか？そんな方に来てほしいイベント
です。毎日インストをしているボードゲームカフェスタッフが、
ポイントやコツ
手順などを教えます。
今までの「ボードゲームを遊ぶイベント」
とは、
ちょっと違うイベントです。

7月1日(日)18：00〜珍しいゲームで遊ぶ会

・ドクターエウレカのデザイナーでお馴染み、
ロベルト・フラガの
「Wo war's?」
で遊びます。

7月15日(日)18：00〜気になるゲームで遊ぶ会
・美しい庭園を作るゲーム
「枯山水」
で遊びます。

Friday

7月の金曜日は毎週！(6日、13日、20日、27日)

プレイホビージャパン！
「ダイスフォージ」大会
※19時よりルール説明からおこないます。ルール説明が必要ない方は
19時30分までお集まりください。基本的に4名参加で開催となります。
参加者全員にヒュドラーカードと差し替えで使用する
《キマイラ》
と
《怪物たちの母》の2枚。優勝者には《カモメの魔法使い》の4枚セット
をお渡しします。
※参加費は通常の店舗ご利用料金となります。
※プレイ時間は60分程度

19：00から
「おひとりさま＆同席歓迎デー」

参加でスタンプ1個

おひとりさまもグループも、みんなでワイワイ楽しもう！もちろん初心者の
方も大歓迎。
（同席札の掲示、
またはお一人で同席されたお客様にソフト
ドリンク1杯サービス）

『ダイスフォージ』

7、8月同時開催19：00から。参加でスタンプ1個。
「２人用ゲームでガチバトル！TD夏の陣」

ダイスの目を自分でカスタマイズ、
アップグレードしていき、神の祝福
をうけよう。二つのダイス目が運命
を決める。英雄の偉業カードで勝利
点や様々な恩恵を得る事もできます

[イベント内容]
・対戦相手を見つけて対象ゲームをプレイ！
・同タイトルの連戦は不可（１タイトル一日一回まで）
・勝者はタイトル毎に設定してあるポイントをゲット
・二ヶ月の集計ポイントで賞品をもらおう！
対象ゲームと勝利ポイント

２ポイント
・桜降る代に決闘を ・カヴェルナ
（洞窟対決）
・アグリコラ-牧場の動物たち- ・セブンワンダーデュエル ・タルギ
１ポイント
・パッチワーク ・バトルライン ・ハツデン ・富と泥棒が集う街
・お邪魔者3 ・ギプフ ・ロストシティ ・バックギャモン ・カフナの島々

Wednesday

毎週水曜日19：00〜は
「定番ゲーム会」
ゲームに参加でスタンプ1個。
☆ 4日(水) 1995年ドイツ年間ゲーム賞受賞「カタン」

☆ 11日(水) 2009年ドイツ年間ゲーム賞受賞「ドミニオン」

☆ 18日(水) 1980年ドイツ年間ゲーム賞受賞「ラミーキューブ」

☆ 25日(水) 2015年ドイツ年間ゲーム賞受賞「コルト・エクスプレス」

イベント参加でスタンプを集めよう！
例えばこんな特典・・・
スタンプ10個

平日ご利用お会計より500円OFF券1枚

スタンプ20個

平日ご利用お会計より500円OFF券3枚

スタンプ30個 ボードゲーム商品券2,500円分
スタンプ40個 ボードゲーム商品券4,000円分
他にも毎月更新される、おもしろ景品と交換できます。
詳細は「tdsendai.com」のブログでチェック！

