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。

◎学割で遊べます

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。

ボードゲームカフェ タンブリングダイス
2018.8.Vol.03

◎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
022-226-7125

WEB : tdsendai.com

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
〒980-0804 宮城県仙台市
青葉区大町1-4-14 建装ビル2F
022-226-7125

info＠tdsendai.com

WEB : tdsendai.com

info＠tdsendai.com

1 時間

最大料金

平日
15：00 ～ 24：00

400yen

1,600yen

土日祝
12：00 ～ 24：00

500yen

2,000yen

見学
飲食のみ

無料、お気軽にどうぞ

ムラカミコラム
「ナゾナゾなぞ」

ここ数日の全国の天気予報を観て
「あぁ、生まれが仙台で良かったな」
と呟くジモティー店長のムラカミです。
そう言いつつ真夏になるとアキバ
を徘徊したくなるのは何なんでしょうね？ 夏…大好きです。
さて、今月のタンブリングナイトでは新しいイベント
「謎解きナイト」が開
催されます。
アナログゲームと呼ばれる中でも昨今人気の高いジャンル
として謎解きや脱出ゲームが挙げられますが、ボードゲームの中にもそ
の謎解き要素を多く含んだゲームが数多く存在します。今回はその中で
も人気が高く、多くのシナリオを出している
「アンロック」
シリーズを遊び
ます。謎解きなので当然一度しか出来ないゲームですが、
それ故に遊ぶ
タイミングを逸してる方も多いハズ。是非ご参加お待ちしています。
他に一度しかできない謎解きゲームで有名なものといえば「EXIT THE
GAME」
シリーズですね。
こちらは残念ながら当店にプレイ用はありませ
ん・・・。何故ならば、EXITはボードゲームにもかかわらずカードを切った
り直接記入したりして進める謎解きゲームなのです。謎が解けたからも
う遊べないだけではなく、物理的に使えなくなるんですね。当店では販売
用のみとなりますが、
まぁ友人同士で500円ずつ払ってみんなで一回きり
の謎解きしようぜ！的な遊び方で良いかと思います。普通に遊べばそれで
も一時間以上謎解きが楽しめるボリュームですからね。おすすめします！
さて、
カレーですか・・・クビになるわけにはいかないので、全力をかけて
作りたいと思います！
てか、何だよクビって…。

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。7月は暑い日が多かっ
たですね。一度寝室で数日窓を開けっ放しにしていたら、大きめの羽虫が
何匹も電灯のケースの中に入り込み、電気をつけるとパタパタ聞こえるの
がなかなかホラーでした。
それから7月23日、2018年のドイツ年間ゲーム賞が決まりました。
タイル
が美しい「アズール」が今年の世界No1ゲームです。当店でも遊べますの
で是非体験してみてください。
今月のお知らせはボードゲームだけではありません。ボードゲーマーの
嗜み。
「カレー」なんとスタッフ3人がそれぞれ自慢のカレーを持ち寄り、
お客様の投票によりNo1を決める。
タンブ年間カレー大賞が決められる
事になりました。優勝しても何もありませんが、
ビリのスタッフはなんとク
ビになります
（その後再雇用予定）投票するお客様には、純粋に味で投票
していただくために、誰が作ったか分からないシステムになっています。
スタッフのクビを決めるのはあなた！カレー好きの方はぜひ食べに来てく
ださい。(酔って企画を出し合うのは怖いですね)
そして夏といえば「ビーア」。先日はフリーペーパーの「ようこそ仙台 ホテ
からゴー」のビーア特集に広告を出させていただきました。
タンブリング
ダイスで飲める珍しいビーアとして
「チリビール」
「ミラー」
「PUNK IPA」
他ではなかなか飲めないブリュードックシリーズなども置いてあります。
ボードゲームに飲酒は不向きともよく聞きますが、案外気楽に飲みながら
遊ぶのも悪くないですよ。
もちろん遊ばず、
カウンターで飲みながらくだを
巻くのもOKです。一緒に乾杯しましょう！

2018年8月のイベント

Sunday
8月5日(日) 19：00〜22：00／SD付、通常利用料金
タンブリングナイトVol.11「TRPGナイト」
クトゥルフ神話TRPGのシナリオで遊びます。動画でも大人気のTRPGで
遊ぼう！初めての方も大歓迎です。5名で締め切りますので確実に参加
したい方はご予約ください。

Sunday

8月12日(日) 19：00〜／SD付、通常利用料金
タンブリングナイトVol.12「謎解きナイト」
人気の謎解きボードゲーム
「アンロック」１〜３で遊びます。
９作全てが単体の作品になっていますので、
メンバーが集まり次第
全員が未プレイのシナリオで遊びます。

Sunday

8月26日(日) 19：00〜21：00／参加費1,000円
タンブリングナイトVol.13

「2018ドイツ年間ボードゲーム大賞作品で遊ばナイト」
先月発表されたボードゲーム大賞最高峰「Spiel des Jahres 2018」
その大賞作品＆ノミネート作品で遊ぶイベントです。
世界が認めたボードゲームで遊びましょう！

Sunday

スタッフ対抗カレーバトル

お客様に投票していただき、No1カレーを決める本気のバトルです

6日〜12日 一人目のカレー
13日〜19日 二人目のカレー
20日〜26日 三人目のカレー

Wednesday

毎週水曜日19：00〜は
「定番＆重量級ゲーム会」
ゲームに参加でスタンプ1個。

Monday

8月の毎週月曜日はホラーゲーム会
19：00から。参加でスタンプ1個。
夏といえばホラー。暑い夏をホラーゲームで乗り切ろう
（乗り切れない）
ボードゲームのホラーといえば「クトゥルフ」や「ゾンビ」が定番です。
そんな世界観のゲームで遊んでみませんか？
遊ぶ予定候補のゲーム

・デッド・オブ・ウィンター ・マンション・オブ・マッドネス第2版
・パンデミック-クトゥルフの呼び声- ・ラストナイト・オン・アース
・狂気山脈 クトゥルフ・ウォーズ ・ダンジョンクエストクラシック

Tuesday Thursday

※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。
今回の配布物はプロモカード3種類「インディ・ピョーンズ」
「収集家」
「ナポレピョン」
です。
勝者から順に、3種類の中からドラフトしていただきます
※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〜90分程度

参加でスタンプ1個
『バニーキングダム』
「マジック：ザ・ギャザリング」のデザイ
ナー「リチャード・ガーフィールド」
デザ
インのボードゲーム。
うさぎ王の命のもと、
うさぎの盟主と
なって新世界を征服しよう。
カードを隣に渡しながら高得点を目
指すかわいいうさぎのゲーム。
奥深い戦略も楽しめる新作です。

8月は毎日開催！。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」
[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

（タイトル調整変更しました！）
２ポイント
・桜降る代に決闘を ・カヴェルナ
（洞窟対決） ・お邪魔者３
・アグリコラ-牧場の動物たち- ・セブンワンダーデュエル etc…
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
・・ギプフ ・ロストシティ ・バックギャモン ・ガイスター etc…

☆ 22日(水) 重ゲ「ワイナリーの四季」

※なんと7月のNo1ポイントは3ポイント。余裕で優勝に追いつけるぞ。
5,000円商品券をゲットせよ！

☆ 29日(水) 定番 1999年ドイツ年間ゲーム賞受賞「ティカル」

プレイホビージャパン！
「バニーキングダム」大会

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）

☆ 8日(水) 重ゲ「イマジナリウム」

☆ 15日(水) 定番 2018年ドイツ年間ゲーム賞受賞「アズール」

8月の金曜日は毎週！(3日、10日、17日、24日、31日)

19：00から
「おひとりさま＆同席歓迎デー」

優勝
タンブリングダイスで使用できる金券5,000円分
準優勝
タンブリングダイスで使用できる金券3,000円分
みんなのイ〜ブン賞(1位~参加人数の間の賞)
みんなのイ〜ブン

☆ 1日(水) 定番 1995年ドイツ年間ゲーム賞受賞「カタン」

Friday

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！

