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23 24パーティポータブル
ゲームナイト #19 定休日2120

・ 地球防衛軍３Ｐ（Ｖｉｔａ）
・ モンハン３Ｇ（３ＤＳ）
・ とびだせ どうぶつの森 (3DS)

持参で 1 ドリンクサービス

MON TUE WED THU FRI SAT SUN

#07  TAKE FREE!!

＃7　ＰＣエンジン written by n.hayashi

ご予約・貸切のご相談はお気軽にお電話下さい！飲み放題（￥1,500 ～）やフードコース（お一人様 3 品 1,500 円～）などお客様のニーズに合わせてご相談承っております。誕生日ケーキなども対応できます！詳しくはスタッフまで！！

04 05

定休日 0807 09

※三国志大戦デッキ持参で
　 1 ドリンクサービス

三国志大戦ＴＣＧ
　　　　　　（セガ公認大会）

21:00 ～

僕が初めて自分のお小遣いで買ったハードがＰＣエンジンだったような覚えがあります。ファミコンはいとこからお下がりをもらったんですよ、確か。しかもＰＣエンジンも普通の
タイプじゃなくてなんとスーパーグラフィックスっていう超特殊な奴を買いました。思えばこの時からゲームについては数奇な運命をたどらされているんですねぇ。その中でもＦ１
サーカスってゲームが凄く好きでずっとやっていた覚えがあります。他にもビックリマンワールドも大好きでしたね。なんか近未来的な雰囲気がしてとても好きなハードです。（はやし）

定休日

03

定休日28

13:00-17:00 チャージフリー
※ボドゲ会、オフ会などの長時間利用ＯＫ！

1110

パーティポータブル
ゲームナイト #18 定休日 151413

※三国志大戦デッキ持参で
　 1 ドリンクサービス

三国志大戦ＴＣＧ
　　　　　　（セガ公認大会）

21:00 ～・ 地球防衛軍３Ｐ（Ｖｉｔａ）
・ モンハン３Ｇ（３ＤＳ）
・ とびだせ どうぶつの森 (3DS)

持参で 1 ドリンクサービス

22

13:00-17:00 チャージフリー
※ボドゲ会、オフ会などの長時間利用ＯＫ！

春分の日

01 02

※三国志大戦デッキ持参で
　 1 ドリンクサービス

25 26
13:00-17:00 チャージフリー
※ボドゲ会、オフ会などの長時間利用ＯＫ！

※三国志大戦デッキ持参で
　 1 ドリンクサービス

三国志大戦ＴＣＧ
　　　　　　（セガ公認大会）

21:00 ～

[Ｚ／Ｘ] （ゼクス）
　　　　　　（ブロッコリー公認大会）

21:00 ～

※【Z/X】 デッキ持参で
   1 ドリンクサービス

[Ｚ／Ｘ] （ゼクス）
　　　　　　（ブロッコリー公認大会）

21:00 ～

※【Z/X】 デッキ持参で
   1 ドリンクサービス

[Ｚ／Ｘ] （ゼクス）
　　　　　　（ブロッコリー公認大会）

21:00 ～

※【Z/X】 デッキ持参で
   1 ドリンクサービス

PHONE:080-1210-6132
新宿区荒木町 16－16 ベルウッドビル 2F

BattleSpirits ショップバトル
（バンダイ公認大会）

30 3129

PC-EngineGT 持参のお客様は
お会計 20% オフします！

【Ｚ／Ｘ】 カフェ

Ninety.× ブロッコリーの 【Z/X】 イベント。

06
Ninety.× ブロッコリーの 【Z/X】 イベント。

こい
のぼり～

イベントスケジュール

5/5　日替わりランチ （プロモ　忍耐の錫杖 山茶花）

・ 14 ： 30 ～ 15 ： 30 初心者向け体験会
・ 19 ： 00 ～ 22 ： 00 ブースタードラフト戦 【Z/X】 ナインティｶｯﾌﾟ

5/6　日替わりランチ （プロモ　二十一対の 剣 シュヴァート ）

・ ブロッコリースタッフＳとナインティ元店長はやしのロイヤルランブル
・ 19 ： 00 ～ 21 ： 30　【Z/X】 ブロッコリー公認大会

ブロッコリー ×Ｎｉｎｅｔｙ．

[Z/X]CAFE
ゼ ク ス カ フ ェ

13:30 ～

BattleSpirits ショップバトル
（バンダイ公認大会）

13:30 ～

ＮＥＯ ＧＥＯ-Ｘ

NEOGEO DAY
20:00 ～ NEOGEO X での体験ゲーム会
5 月期の大会タイトルは・・・

「餓狼伝説 Special」
※　毎月最終金曜日開催！　※

パーティポータブル
ゲームナイト #2027

・ 地球防衛軍３Ｐ（Ｖｉｔａ）
・ モンハン３Ｇ（３ＤＳ）
・ とびだせ どうぶつの森 (3DS)

持参で 1 ドリンクサービス

PC エンジンナイト

音ゲーナイトぷよぷ夜

三国志大戦ＴＣＧ
スペシャル

17:00 ～混色限定大会
19:00 ～スタッフＯ来店
21:00 ～セガ公認大会

遂に待ち焦がれていたハード登場！
Hu カードも CD-ROM2 も大歓迎！
魂の一本を語り合う夜にします。

パズルゲームの最高峰の内のひとつ！
ぷよぷよイベントを遂に開催！
オリジナルなぞぷよを作って皆で
解いたりぷよまんについて語ったり。
スタッフにぷよぷよで勝ったら

1 ドリンクサービス

・パカパカパッション
・ポップンミュージック
・バストアムーブ

音

週末限定飲み放題メニュー開催中！

２時間飲み放題＋料理３品で 3,000 円の大変
お得なコースを週末限定で開催しております。
4 名様以上・要予約となっておりますので、
是非皆様スタッフまでお気軽にご相談下さい！

ＧＷスペシャル
・一都三県以外からお越しの方
・4 名様以上でご利用の方
・4 時間以上滞在のお客様

※三国志大戦デッキ持参で
　 1 ドリンクサービス

三国志大戦ＴＣＧ
　　　　　　（セガ非公認大会）

21:00 ～ [Ｚ／Ｘ] （ゼクス）
　　　　　　（ブロッコリー非公認大会）

21:00 ～

※【Z/X】 デッキ持参で
   1 ドリンクサービス

【Ｚ／Ｘ】 カフェ

お会計から 10% オフ！

ＧＷスペシャル
・一都三県以外からお越しの方
・4 名様以上でご利用の方
・4 時間以上滞在のお客様

お会計から 10% オフ！

ダウンタウン熱血行進曲
それゆけ大運動会

大運動会卓を作ります。
ジョイペアを用いて 4 人
対戦も開催！集まれ、
大運動会勢


