
» bbsee [重要なお知らせ] この掲⽰板サービスは 2022/11/12 に廃⽌させていただきます . オプション  購読

ZARD研究所BBS
promised you をこよなく愛する ZARD FREAK 憩いの場 ♪with you ♡♥

重要なお知らせ
 この掲⽰板は１０⽉１０⽇（⽉）に閉鎖し、

 https://zard-lab.net/bbs/joyful.cgi
 に引っ越します。

・新規スレ⽴て・古いスレへのレス禁⽌︕ 詳細  過去ログ 8  7  6  5  4  3  2  1

返信を投稿する 新しい話題を投稿する

お知らせ
27245 選択 stray 2022-09-27 07:53:05 返信 報告

このBBSは間もなく閉鎖となります。（遅くても10⽉末）
ログ保存に⽀障をきたしますので、今後、

・新規スレ⽴て
 ・古いスレへのレス（196、195はOK）

はご遠慮ください。
 投稿は削除します。

近く、zard-lab.netを新サーバへ移⾏しますので、
 予告なしで３〜４時間つながらない時間帯が発⽣します。

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧
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以上、ご協⼒よろしくお願いします。

Re:お知らせ
27246 選択 狐声⾵⾳太 2022-09-27 10:02:56 返信 報告

[27245]stray:
 > このBBSは間もなく閉鎖となります。（遅くても10⽉末） 

 > ログ保存に⽀障をきたしますので、今後、 
 > 

> ・新規スレ⽴て 
 > ・古いスレへのレス（196、195はOK） 

 > 
> はご遠慮ください。

確認です。
 私の場合は（196、195はOK）ではなく、886，885で良いのですね。

追記 失礼しました。画⾯が違いますね。

Re:お知らせ
27247 選択 stray 2022-09-27 10:24:06 返信 報告

狐声⾵⾳太さん、こんにちは。

解決したようですが、「記事閲覧」の196、195はOKです。

私からも確認したいことが。
 [25432]の語句検索は完結されたのでしょうか︖

 埋もれさせるのはもったいないので、スレを保存し、HPに固定したいのですが、
 完結したPDFファイルを、恒久的に公開することは可能でしょうか︖

 （スレを公開してもファイルをDLできないなら意味がないので）
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Re:お知らせ
27248 選択 stray 2022-09-27 10:30:40 返信 報告

[27247]stray:
 > 完結したPDFファイルを、恒久的に公開することは可能でしょうか︖ 

 > （スレを公開してもファイルをDLできないなら意味がないので）

イメージ的にはこんな感じです。
 

Re:お知らせ
27249 選択 狐声⾵⾳太 2022-09-27 11:18:01 返信 報告

[27248]stray:
 > [27247]stray: 

 > > 完結したPDFファイルを、恒久的に公開することは可能でしょうか︖ 
 > > （スレを公開してもファイルをDLできないなら意味がないので） 

 > 
> イメージ的にはこんな感じです。

有難う御座います。
 私の⽅が、お願いしたいくらいでした。

Re:お知らせ
27250 選択 stray 2022-09-27 11:56:20 返信 報告

狐声⾵⾳太さん
 こちらこそどうもありがとうございます。

 お⼿数ですが、最終のファイルをアップして下さい。
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Re:お知らせ
27252 選択 狐声⾵⾳太 2022-09-27 14:02:34 返信 報告

[27250]stray:
 > 狐声⾵⾳太さん 

 > こちらこそどうもありがとうございます。 
 > お⼿数ですが、最終のファイルをアップして下さい。

最終ファイルです。
 ３⽇間保存です。

https://xfs.jp/NjNzeY
 PW ZARD2022

Re:お知らせ
27259 選択 stray 2022-09-28 13:09:25 返信 報告

新サーバへの移⾏は無事終了しました。

9/28 AM 5:50〜7:50
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» bbsee [重要なお知らせ] この掲⽰板サービスは 2022/11/12 に廃⽌させていただきます . オプション  購読

ZARD研究所BBS
promised you をこよなく愛する ZARD FREAK 憩いの場 ♪with you ♡♥

重要なお知らせ
 この掲⽰板は１０⽉１０⽇（⽉）に閉鎖し、

 https://zard-lab.net/bbs/joyful.cgi
 に引っ越します。

・新規スレ⽴て・古いスレへのレス禁⽌︕ 詳細  過去ログ 8  7  6  5  4  3  2  1

返信を投稿する 新しい話題を投稿する

このサイト、閉鎖ですか︖
27189 選択 吟遊詩⼈ 2022-09-22 02:54:54 返信 報告

strayさん、こんばんは

以下の様な表⽰が出ていますが、このサイト閉鎖となりますか︖新たにZARD研究所、⽴ち上げますか︖

本掲⽰板サービスは誠に勝⼿ながら 2022/11/12 をもって廃⽌させていただきます。
 ご利⽤の皆さまにはご迷惑をお掛けして申し訳ございません。

 これ以降は、ドメイン廃⽌となりますため、接続⾃体ができなくなります。
 データの保存等が必要な場合は、お客様ご⾃⾝でお願いいたします。

 以上、よろしくお願いいたします。

Re:このサイト、閉鎖ですか︖

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧
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27190 選択 stray 2022-09-22 08:57:58 返信 報告

ついにbbseeが閉鎖ですか・・・（悲）

この掲⽰板はスレにリンクが張られているのが特徴で、
 Z研HPのコンテンツも掲⽰板記事へのリンクで成り⽴っているので、

 ここを使えないとなると、Z研を継続するのは難しいですね。

未解明のロケ地が若⼲残っているのが⼼残りですが、
 30周年企画が終われば、ZARDプロジェクトも尻つぼみになるでしょうから、

 ここらが潮時ですかねぇ・・・

代替BBSを探してみますが、スレにリンクが張れるのが絶対条件となります。
 ご存知の⽅はご紹介ください。（有料でもかまいません）

 

Re:このサイト、閉鎖ですか︖
27191 選択 pine 2022-09-22 10:18:32 返信 報告

ええっっ︕︕︕Ｚ研閉鎖になっちゃうんですか︕︖そんな〜

bbseeさん、今までも何度か廃⽌の危機がありましたが、なんとか継続してくださっていたのに…ついに…悲しすぎます。
(;O;)

 11/15はZ研HP開設15周年なのに…

代わりの掲⽰板ありますように…
 

Re:このサイト、閉鎖ですか︖
27192 選択 チョコレート 2022-09-22 10:57:56 返信 報告

吟遊詩⼈さん、お知らせありがとうございます。
 所⻑さん、pineさん、みなさんこんにちは。

えええええええー︕︕щ(ﾟДﾟщ) 
 Z研が閉鎖︖︖︖︕そんなことあるんですか︖悲しすぎます。
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（ ＴДＴ）引っ越し先、⾒つかりますように︕
私も周りの⼈に聞いてみます。

Re:このサイト、閉鎖ですか︖
27193 選択 stray 2022-09-22 12:29:54 返信 報告

こんなんでよければですが・・・
 https://rara.jp/zardlab/

無料版なのでいろいろ制限ありますが、
 適当に書き込んで下さってかまいません。

 使い勝⼿等、ご意⾒お願いします。
 

Re:このサイト、閉鎖ですか︖
27194 選択 吟遊詩⼈ 2022-09-22 13:17:33 返信 報告

[27193]stray:
 > こんなんでよければですが・・・ 

 > https://rara.jp/zardlab/ 
 > 

> 無料版なのでいろいろ制限ありますが、 
> 適当に書き込んで下さってかまいません。 

 > 使い勝⼿等、ご意⾒お願いします。

皆さん、こんにちは。

strayさん、

これまでの解明した貴重な資料が失われるのは損失なのと

おそらく、何処よりもZARD情報は正確でしょうし

全世界のZARDファンの為にも
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やはり何処に引越しして継続を希望します。_(_^_)_

私には詳しい事は解りかぬますがデータの保存、移⾏は可能ですか︖ 

Re:このサイト、閉鎖ですか︖
27195 選択 noritama 2022-09-22 13:32:56 返信 報告

[27193]stray:
 > こんなんでよければですが・・・ 

 > https://rara.jp/zardlab/ 
 > 

> 無料版なのでいろいろ制限ありますが、 
> 適当に書き込んで下さってかまいません。 

 > 使い勝⼿等、ご意⾒お願いします。

"無料レンタル掲⽰板"などで検索して出てくる･･･
 こちらはどんな感じでしょう｡｡

 https://www.kikuya-rental.com/
 スレッドリストタイプがあるので､後からスレにアクセスしやすいかと｡｡

Twitterで不便なのは､過去書き込みスレ探しなので､､
 スレッドリストがあるのは過去投稿も確認する研究所としては､必須かと｡｡

Re:このサイト、閉鎖ですか︖
27196 選択 幸（ゆき） 2022-09-22 14:54:26 返信 報告

皆様、⼀番上の⾚⽂字を⾒落としてました（汗）。

[27190]stray:
 > ついにbbseeが閉鎖ですか・・・（悲）

閉鎖は⼤変困りますねぇ、何とか継続して欲しいと切に願うばかりです。
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詳しくないですが、例えば、無料掲⽰板↓はいくつかあるようです。
FC2BBSでずっと以前に少し作成したのですが、すみません、使い勝⼿など覚えてませんm(_ _)m。

 https://freesoft-100.com/homepage/rental/bbs.html

上記にも⼊ってる、「スレッドリスト式」らしい喜久屋は︖
 https://www.kikuya-rental.com/

こんなの↓もありました。
 https://lp.zawazawa.jp/guide-bbs/

参考にならないようなら、無視して下さい。

Re:このサイト、閉鎖ですか︖
27197 選択 狐声⾵⾳太 2022-09-22 15:31:41 返信 報告

困りますね。
 このＢＢＳのサービスそのものが無くなるのですね。

 取り敢えず、過去ログをすべてダウンロードしておきますか。でも、これは写真が⼩さいままですが、やむをえないで
す。

 

Re:このサイト、閉鎖ですか︖
27198 選択 stray 2022-09-22 18:02:56 返信 報告

pineさん、チョコさん、吟遊詩⼈さん
 存続要請、しかと承りしました(笑)。
 PDFファイルを1000個くらい作ってリンク変更する必要があるので、

 データの保存、移⾏は超⼤変です。

noritamaさん、喜久屋のBBSで作ってみました。
 https://www.kikuya-rental.com/bbs/?owner_name=zardlab

 アクセスキー︓zard
 （喜久屋BBSは⼊室キー⽅式）
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RaraのBBSもスレッドリストタイプです。
https://rara.jp/zardlab/

幸（ゆき）さん、zawazawaはSNS⾵なので、
 Raraか喜久屋に絞られてきました。

 Raraは引⽤返信できませんが、検索機能が付いています。
 喜久屋はその逆。どっちもどっちですかね。

狐声⾵⾳太さん、「歌詞の理解の為に」もPDF化して⾒られるようにしますので。

Re:このサイト、閉鎖ですか︖
27199 選択 saki 2022-09-22 18:12:59 返信 報告

表ＢＢＳを⾒なくて、カルチャーに思いっ切りＫＹな投稿をしてしまいました。

サイト閉鎖って・・・過去ログも⾒れなくなるんですか︖
 時々旧ＢＢＳに籠もって、懐かしんでいたのになぁ〜

寂しいなぁ〜 って３年ぶりに顔を出した奴が⾔う事じゃないですね

新しいサイトが⾒つかりますように・・・
 

Re:このサイト、閉鎖ですか︖
27202 選択 stray 2022-09-22 21:58:05 返信 報告

sakiさん、閉鎖しない⽅向で新BBS探しの最中です。

ここも、旧BBSも、軽チャーも過去ログは残しますのでご安⼼ください。
 新装オープンしたら、また覗いてみてください。

Re:このサイト、閉鎖ですか︖
27204 選択 noritama 2022-09-22 22:42:07 返信 報告

[27198]stray:
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> 
> noritamaさん、喜久屋のBBSで作ってみました。 

 > https://www.kikuya-rental.com/bbs/?owner_name=zardlab 
 > アクセスキー︓zard 

 > （喜久屋BBSは⼊室キー⽅式） 
 > RaraのBBSもスレッドリストタイプです。 

 > https://rara.jp/zardlab/ 
 >

Raraの⽅は､
 ･スレッドリストに､サムネイルがついていて印象が良い

 ･バーナーのFLASH︖/GIF︖アニメが動いている
 ･削除は出来るが､⼀度投稿した⽂章の編集が出来ない

 ･YouTube･niconico動画アドレスを"動画"で設定するとスレに埋め込まれて表⽰される(ようは⾃動ではなく任意(⼿動))
 ･本⽂のデコレーション(下線や⽂字の⼤⼩など)できる｡

喜久屋の⽅は
 ･パスワート設定がある(軽チャーを作るときに必須ですね)

 ･スレッドリストが事務的にみえて物⾜りないが、画像⼀蘭のページが別にある｡
･バーナーのFLASH︖/GIF︖アニメが動かない

 ･投稿⽂章の編集が出来る(割りと重要((笑))
･YouTubeアドレスを記載すると､Twitterみたいに､⾃動的にリンク先がスレに表⽰されて再⽣ができる｡

Re:このサイト、閉鎖ですか︖
27205 選択 naoko 2022-09-22 22:59:14 返信 報告

こんばんわ(^-^)

久しぶりに来たら衝撃な事態になっていて、驚きましたが
 過去記事がまた⾒られるようになるとのstayさんのお⾔葉にほっとしました。また皆さんと楽しく会話が出来たら嬉しい

です。
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Re:このサイト、閉鎖ですか︖
27206 選択 stray 2022-09-23 08:55:53 返信 報告

[27204]noritama:

> Raraの⽅は､ 
 > ･スレッドリストに､サムネイルがついていて印象が良い 

 Portforioのデザインみたいで私の好みです(笑)。

> ･削除は出来るが､⼀度投稿した⽂章の編集が出来ない 
 有料版だとできます。

> ･YouTube･niconico動画アドレスを"動画"で設定するとスレに埋め込まれて表⽰される(ようは⾃動ではなく任意(⼿
動)) 

 オートリンクをオフにしているからです。

> ･本⽂のデコレーション(下線や⽂字の⼤⼩など)できる｡ 
 要らないですけどね(笑)。

> 喜久屋の⽅は 
 > ･パスワート設定がある(軽チャーを作るときに必須ですね) 

 管理者モードで、アクセス禁⽌、禁⽌ワードの設定などができないんです。
 パスワードを設定して、信頼できる⼈しか⼊れない前提で作られています。
 軽チャー向きですが、Z研BBS向きではないです。

> ･スレッドリストが事務的にみえて物⾜りないが、画像⼀蘭のページが別にある｡ 
 Raraにもあります。

> ･バーナーのFLASH︖/GIF︖アニメが動かない 
 画像はすべてJPGに⾃動変換されるようです。

> ･投稿⽂章の編集が出来る(割りと重要((笑)) 
 これは重要なので、Raraの無料版はダメです。

https://bbsee.info/newbbs/id/27189.html?edt=on&rid=27206
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=27206
https://bbsee.info/newbbs/id27204.html


> ･YouTubeアドレスを記載すると､Twitterみたいに､⾃動的にリンク先がスレに表⽰されて再⽣ができる｡ 
オートリンクのオン・オフができない仕組みです。

Re:このサイト、閉鎖ですか︖
27207 選択 吟遊詩⼈ 2022-09-23 18:12:36 返信 報告

strayさん、noritamaさん、皆さん、こんにちは

> 
> > Raraの⽅は､ 

 > > ･スレッドリストに､サムネイルがついていて印象が良い 
 > Portforioのデザインみたいで私の好みです(笑)。 

 > 
> > ･削除は出来るが､⼀度投稿した⽂章の編集が出来ない 

 > 有料版だとできます。 
 > 

> > ･YouTube･niconico動画アドレスを"動画"で設定するとスレに埋め込まれて表⽰される(ようは⾃動ではなく任意(⼿
動)) 

 > オートリンクをオフにしているからです。 
 > 

> > ･本⽂のデコレーション(下線や⽂字の⼤⼩など)できる｡ 
 > 要らないですけどね(笑)。 

 > 
> > 喜久屋の⽅は 
> > ･パスワート設定がある(軽チャーを作るときに必須ですね) 

 > 管理者モードで、アクセス禁⽌、禁⽌ワードの設定などができないんです。 
 > パスワードを設定して、信頼できる⼈しか⼊れない前提で作られています。 
 > 軽チャー向きですが、Z研BBS向きではないです。 

 > 
> > ･スレッドリストが事務的にみえて物⾜りないが、画像⼀蘭のページが別にある｡ 

 

https://bbsee.info/newbbs/id/27189.html?edt=on&rid=27207
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=27207


> Raraにもあります。 
> 
> > ･バーナーのFLASH︖/GIF︖アニメが動かない 

 > 画像はすべてJPGに⾃動変換されるようです。 
 > 

> > ･投稿⽂章の編集が出来る(割りと重要((笑)) 
 > これは重要なので、Raraの無料版はダメです。 
 > 

> > ･YouTubeアドレスを記載すると､Twitterみたいに､⾃動的にリンク先がスレに表⽰されて再⽣ができる｡ 
 > オートリンクのオン・オフができない仕組みです。

       ↑
 上記それぞれ良し悪しがあるみたいで、いろいろ検討中

だと思われますが少し私⾒を・・・

①写真のアップに関して現Ｚ研の場合、投稿可能なファイル

は、JPG(JPEG)、GIF、PNG で、1MBまでスマホ等で投稿する

場合、最近は写真サイズが⼤きく縮⼩して投稿しています。

出来ればこれ以上の⼤きさでもアップ出来ると良いのですが

サイトの⽅でLINEの様に⾃動縮⼩機能とか付いていると

便利なのですが・・・

②投稿後、修正したい部分が度々あり（誤字・脱字等）

修正出来ないとしっぱ〜い!のまま⼀⽣残り恥かしい（笑）

出来れば編集機能がある⽅が良いと思います。

③現軽チャ－の様に、最重要案件（笑）に関しては限定

メンバ－のみでの閲覧で良いのかな︖と

⼀つの意⾒としてこれまで通り⼀般開放室（誰でも⾒れる）



と限定メンバ－閲覧室との⼆本⽴てはやはり必要かと

思います。現Z研の様に⼀つのサイトで２つ可能なら

良いのですが難しいのならそれぞれ別々に分けて作るのは

管理が⼤変ですか︖

Re:このサイト、閉鎖ですか︖
27208 選択 stray 2022-09-23 20:09:12 返信 報告

naokoさん、お久しぶりです。
 過去記事はPDFで作成しますので、サムネイル画像しか保存できません。

 元画が必要な場合は各⾃DLお願いします。

吟遊詩⼈さん
 今までどおりZ研BBSと軽チャーの２本⽴てを考えています。

 上にも書きましたが、Raraの無料版は投稿者による編集機能がないので使えません。
 両⽅ともRaraの有料版だと、年⾦⽣活者には負担が⼤なので(笑)、

Z研BBS︓Raraの有料版
 軽チャー︓喜久屋

で考えています。管理者よりもユーザーが混乱しないかどうかです。

画像サイズは、
 喜久屋︓１記事あたり最⼤３枚。 合計６ＭＢまで

 Rara（有料版）︓１記事あたり最⼤６枚。 1枚あたり６ＭＢまで
 bbsee︓１記事あたり１枚。最⼤１ＭＢ

 です。

Re:このサイト、閉鎖ですか︖
27209 選択 stray 2022-09-23 20:21:00 返信 報告

https://bbsee.info/newbbs/id/27189.html?edt=on&rid=27208
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=27208
https://bbsee.info/newbbs/id/27189.html?edt=on&rid=27209
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=27209


bbseeがいかに優秀か説明させていただきます。

①が「スレッドリスト」で、喜久屋もRaraもこの部分しか表⽰されません。
 （投稿者、記事数、投稿⽇などの詳細が表⽰されますが）

②が「マルチスレッド」で、複数のスレが開いた状態（⼦記事も）で表⽰されます。
 喜久屋もRaraも「マルチスレッド」を選択できますが、この部分しか表⽰されません。

③は親記事・⼦記事の⼀覧で、⼦記事１つ１つにもリンクが付いています。

④は⾃由記述で、htmlを使うことができます。（リンクが張れる）

③はbbseeだけの機能
 ①と②が合体しているのは（たぶん）bbseeだけ

 ④はRara有料版で可能

私が探しているのは、①②④が同⼀ページでできる掲⽰板です。
 誰かBBS作れる⼈いませんか︖

 

Re:このサイト、閉鎖ですか︖
27210 選択 stray 2022-09-23 20:46:04 返信 報告

掲⽰板CGIを購⼊する⼿もありますね。

①と②が合体したタイプです。
 https://www.azr.ne.jp/test/sample/trbbm/fpage0.html

¥26,800

Re:このサイト、閉鎖ですか︖
27212 選択 sakura 2022-09-24 00:37:51 返信 報告

[27210]strayさん、こんばんは。

えらいことになってますね（笑えない）

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/39409867f7441622cfd0f882a3a70b3c.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/27189.html?edt=on&rid=27210
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=27210
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/817bc5291463f8c993dd1d46eca2bd0d.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/27189.html?edt=on&rid=27212
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=27212
https://bbsee.info/newbbs/id27210.html


> 掲⽰板CGIを購⼊する⼿もありますね。

この場合、レンタルサーバを別途借りる必要がありますね。

CGI購⼊費⽤は、クラウドファンディングでもすればすぐに集まると思いますが（笑）
 それとも、カルチャーを有料制にするとか。。。（笑えない）

ところで、bbseeの掲⽰板プログラムを譲り受けることはできないのでしょうか︖
 譲り受けたプログラムを、レンタルサーバ上に移植して運⽤すれば、これまで通りの使い⽅ができそうな気がしたのです

が。。。
 

Re:このサイト、閉鎖ですか︖
27213 選択 stray 2022-09-24 07:50:27 返信 報告

sakuraさん、おはようございます。

クラウドファンディング︕(笑)は考えもしなかったです。

bbseeの掲⽰板プログラムを譲り受けられれば⼀番良いのですが、
 プログラム・素材の中にbbseeがライセンス取得されたものもあるので

 他者に譲渡することはできないと思います。
 https://bbsee.info/doc.php?doc=source#n2

zard-lab.netは「さくらのレンタルサーバ」を借りているので⼤丈夫です。
 上記のCGI制作業者にカスタマイズを相談しています。

Re:このサイト、閉鎖ですか︖
27214 選択 sakura 2022-09-24 09:37:31 返信 報告

[27213]strayさん、おはようございます。

> クラウドファンディング︕(笑)は考えもしなかったです。

モバイル会員代のことを思えば、⼀⼝、２千円からでも集まるような気がします（笑）

https://bbsee.info/newbbs/id/27189.html?edt=on&rid=27213
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=27213
https://bbsee.info/newbbs/id/27189.html?edt=on&rid=27214
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=27214
https://bbsee.info/newbbs/id27213.html


> プログラム・素材の中にbbseeがライセンス取得されたものもあるので 
> 他者に譲渡することはできないと思います。

そうですか。残念です。

> zard-lab.netは「さくらのレンタルサーバ」を借りているので⼤丈夫です。 
> 上記のCGI制作業者にカスタマイズを相談しています。

こだわりが多いので（失礼）、Z研⽤に特注するのが、すっきりしていいかもしれません。
 （費⽤は、クラファンで）

すでにレンタルサーバを借りられているようですので、こちらの追加出費はなさそうですね。

BBSには明るくないですが、Z研が無くなると困りますので、よい解決策が⾒つかってほしいです。

Re:このサイト、閉鎖ですか︖
27215 選択 noritama 2022-09-24 10:23:19 返信 報告

[27214]sakura:
 > [27213]strayさん、おはようございます。 

 > 
> > クラウドファンディング︕(笑)は考えもしなかったです。 

 > 
> モバイル会員代のことを思えば、⼀⼝、２千円からでも集まるような気がします（笑） 

 >

クラファンは､善意の⽅々も多く参加されますけれど､
 お⾦が絡むといろいろな⽅もいて､､

 ⾯倒な事もありえますので､慎重に｡｡

Re:このサイト、閉鎖ですか︖
27216 選択 sakura 2022-09-24 12:48:22 返信 報告

[27215]noritamaさん、こんにちは。

https://bbsee.info/newbbs/id/27189.html?edt=on&rid=27215
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=27215
https://bbsee.info/newbbs/id27214.html
https://bbsee.info/newbbs/id27213.html
https://bbsee.info/newbbs/id/27189.html?edt=on&rid=27216
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=27216
https://bbsee.info/newbbs/id27215.html


> クラファンは､善意の⽅々も多く参加されますけれど､ 
> お⾦が絡むといろいろな⽅もいて､､ 

 > ⾯倒な事もありえますので､慎重に｡｡

もちろん、返礼や特典は「いっさい無し」で（笑）
 では、カルチャー内でカンパ、献⾦、お布施・・・を募るとか。。。（同じか）

Re:このサイト、閉鎖ですか︖
27217 選択 Ebros 2022-09-24 18:38:55 返信 報告

皆様、はじめまして。

私は坂井さん亡き後ファンになり、以来曲は聴いていたものの、
 活動をリアルタイムで追うことは数年来なくなっていました。

 ですがしばらく前、ZARDを改めて深く知りたいとふと思い⽴ちました。
 そんな時、トピック豊富なこのサイトの存在が⼤変ありがたかったのです。

公式だけでなく、こうしたファンサイトがあるおかげで、
 ZARDの活動のディテールを今からでも知ることができ、⾵化が防がれていると感じます。

 これから興味を持つ⼈のためにも、永く継続していただければと願っています。

とはいえ、サイト管理の⼿間や費⽤には⼤変な部分もおありと思います。
 課題もあるかと思いますが、もし費⽤を募る場合には、わずかでもご協⼒できればと感じました。

 普段拝⾒しているだけの⾝ではありますが、お伝えしたく投稿しました。

Re:このサイト、閉鎖ですか︖
27218 選択 stray 2022-09-25 09:06:33 返信 報告

Ebrosさん、はじめまして。

Z研は泉⽔さんが亡くなってなら⽴ち上げたサイトなので、
 ある意味、亡くなってからファンになられた⽅と共に歩んでいるとも⾔えます。

https://bbsee.info/newbbs/id/27189.html?edt=on&rid=27217
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=27217
https://bbsee.info/newbbs/id/27189.html?edt=on&rid=27218
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=27218


この15年間、⽣前語られなかった泉⽔さんの素顔や映像が次々と明かされ、
オフィシャル発表に数々の⽭盾も⽣じ(笑)、BBSも話題に事⽋かない15年間でした。

Z研のコンテンツとBBSは継続する⽅向で動いておりますのでご安⼼を。
 ご⼼配とエールをいただき、どうもありがとうございました。

sakuraさん、noritamaさん、
 クラウドファンディングはやりません︕(笑）

 ただ、「Amazonギフト券送るので使ってください」などは拒みませんので(笑)、
 経費がかさんだ場合は、皆さんに相談させていただきます。

 

Re:このサイト、閉鎖ですか︖
27219 選択 sakura 2022-09-25 14:11:37 返信 報告

[27218]strayさん、こんにちは。

> クラウドファンディングはやりません︕(笑）

クラファンが必要になるような⾦額にはならないと思いますので、いいと思います。

Re:このサイト、閉鎖ですか︖
27229 選択 Ebros 2022-09-26 00:08:09 返信 報告

[27218]stray:

strayさん、こんばんは。

継続されるとのことで、とても嬉しいです。
 実は10年以上前にもこちらをしばしば拝⾒したことがあったのですが、

 久しぶりに訪れて、以前と変わらず活動されていることに驚き、勝⼿に嬉しくなりました(笑)。
 15年に渡りサイトを運営し、盛り上げてこられた皆様にただただ頭が下がります。

 引き続き研究成果を拝⾒させてくださいね。

Re:このサイト、閉鎖ですか︖

https://bbsee.info/newbbs/id/27189.html?edt=on&rid=27219
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=27219
https://bbsee.info/newbbs/id27218.html
https://bbsee.info/newbbs/id/27189.html?edt=on&rid=27229
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=27229
https://bbsee.info/newbbs/id27218.html


27230 選択 xs4ped 2022-09-26 01:35:40 返信 報告

strayさん、皆さん、こんばんは。

久しぶりに覗いてみたら⼤変なことになってますね。(^^;
 >今までどおりZ研BBSと軽チャーの２本⽴てを考えています。 

 新装オープン出来ることを願っています。m(__)m

Re:このサイト、閉鎖ですか︖
27235 選択 stray 2022-09-26 21:25:45 返信 報告

[27210]stray:
 > 掲⽰板CGIを購⼊する⼿もありますね。 

 > 
> ①と②が合体したタイプです。 

 > https://www.azr.ne.jp/test/sample/trbbm/fpage0.html 
 > 

> ¥26,800

お試しで設置してもらい、デザインを⾃⼒でカスタマイズしました。
 ①②④を同⼀ページで実現できるので、個⼈的には満⾜です。

編集機能と画像⼀覧がないので、カスタマイズしてもらうと10万円超になります。

Raraの有料BBSが5,280円/年なので、20年分。

これから20年も続きますかね︖ 私、死んでますよ(笑)。
 

Re:このサイト、閉鎖ですか︖
27242 選択 sakura 2022-09-27 00:20:05 返信 報告

[27235]strayさん、こんばんは。

> これから20年も続きますかね︖ 私、死んでますよ(笑)。

https://bbsee.info/newbbs/id/27189.html?edt=on&rid=27230
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=27230
https://bbsee.info/newbbs/id/27189.html?edt=on&rid=27235
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=27235
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/7acce0f7501ebb1f74878d577f16cfd6.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id27210.html
https://bbsee.info/newbbs/id/27189.html?edt=on&rid=27242
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=27242
https://bbsee.info/newbbs/id27235.html


死んでないと思います（笑）

質問ですが、
 記事内に、別記事へのリンク（[27235]など）は、貼れるのでしょうか︖

 また、軽チャーの作成に当たり、追加で費⽤が発⽣するのでしょうか︖

Re:このサイト、閉鎖ですか︖
27243 選択 noritama 2022-09-27 00:21:24 返信 報告

[27235]stray:
 > [27210]stray: 

 > > 掲⽰板CGIを購⼊する⼿もありますね。 
 > > 

> > ①と②が合体したタイプです。 
 > > https://www.azr.ne.jp/test/sample/trbbm/fpage0.html 

 > > 
> > ¥26,800 

 > 
> お試しで設置してもらい、デザインを⾃⼒でカスタマイズしました。 

 > ①②④を同⼀ページで実現できるので、個⼈的には満⾜です。 
 > 

> 編集機能と画像⼀覧がないので、カスタマイズしてもらうと10万円超になります。 
 > 

> Raraの有料BBSが5,280円/年なので、20年分。 
> 
> これから20年も続きますかね︖ 私、死んでますよ(笑)。

(^^;;笑っていいものなのか(笑)

なんとなくですが､
 Raraのスレッドリストは､サムネイルがついていて印象が良いですが

 

https://bbsee.info/newbbs/id27235.html
https://bbsee.info/newbbs/id/27189.html?edt=on&rid=27243
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=27243
https://bbsee.info/newbbs/id27235.html
https://bbsee.info/newbbs/id27210.html


どうもトップページには最新3スレッドしか表⽰されない(サムネイルのない喜久屋も最新3スレッド)ので､これにこだわる
必要は無いかも(^^;

今迄みたいにたくさんの話題や緻密な捜査はあまり発⽣しないと思われるので(苦笑)
 気楽に安上がりに楽しくいきましょう(笑)

 また､Raraも喜久屋もいつまで使えるかわかりませんし(^^;

https://zard-lab.net/
 ってアクセス禁⽌設定ってできるんですかね･･･

そのトップページを少し拘って充実させて､､リンクやサムネイルを充実させて､､

喜久屋のパスワードは⼀度通ると次⼊⼒不要みたい(おそらくPCのネットブラウザの履歴をクリア(消去)しない限り?)なの
で､､

 もし､表BBS･軽チャーとも喜久屋にするとどちらも編集可能になりますね｡
 例えば､

 https://zard-lab.net/
 のリンクコメントに､

 表BBSのパスワードは明⽰
 軽チャーのパスワードは⾮公開&許可登録者へのみパスワード不定期更新連絡

 を設定すれば区分けと安⼼感はとりあえずできるかも｡

削除については
 現⾏のbbseeだと､親投稿が削除されても⼦投稿(返信スレ)は残りますが､

 Rara､喜久屋のほうは､親投稿を削除すると⼦投稿(返信スレ)もろとも消えてしまうようです｡
 なので､

 表BBSも､割り切って､､書き損じたらすぐ消して書き直すってスタンス(Twitterとかと同じ)にすればRara無料版でいいの
かも｡

Re:このサイト、閉鎖ですか︖
27251 選択 stray 2022-09-27 13:37:00 返信 報告

sakuraさん、こんにちは。

https://bbsee.info/newbbs/id/27189.html?edt=on&rid=27251
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=27251


> 死んでないと思います（笑） 
だといいのですが(笑)。

> 質問ですが、 
 > 記事内に、別記事へのリンク（[27235]など）は、貼れるのでしょうか︖ 

 別記事へのリンクは貼れません。⼦記事にもリンクが付くbbseeならではの機能です。

> また、軽チャーの作成に当たり、追加で費⽤が発⽣するのでしょうか︖ 
 カスタマイズ料⾦は取られませんが、基本設置料⾦はかかると思います。

 
 noritamaさん、いろいなご提案どうもありがとうございます。

> どうもトップページには最新3スレッドしか表⽰されない(サムネイルのない喜久屋も最新3スレッド)ので､これにこだわ
る必要は無いかも(^^; 

 私が3スレッドに設定しているからです。
 ページ送りを確認したかったので。

> 今迄みたいにたくさんの話題や緻密な捜査はあまり発⽣しないと思われるので(苦笑) 
 > 気楽に安上がりに楽しくいきましょう(笑) 

 同感です(笑)。

> また､Raraも喜久屋もいつまで使えるかわかりませんし(^^; 
 無料BBSはそれが⼼配なのです。

  
> https://zard-lab.net/ 

 > ってアクセス禁⽌設定ってできるんですかね･･･ 
 できません。

> そのトップページを少し拘って充実させて､､リンクやサムネイルを充実させて､､ 
 ちょっと意味がわかりませんでした。

  
> 喜久屋のパスワードは⼀度通ると次⼊⼒不要みたい(おそらくPCのネットブラウザの履歴をクリア(消去)しない限り?)な
ので､､ 

 

https://bbsee.info/newbbs/id27235.html


> もし､表BBS･軽チャーとも喜久屋にするとどちらも編集可能になりますね｡ 
> 例えば､ 

 > https://zard-lab.net/ 
 > のリンクコメントに､ 

 > 表BBSのパスワードは明⽰ 
 > 軽チャーのパスワードは⾮公開&許可登録者へのみパスワード不定期更新連絡 

 > を設定すれば区分けと安⼼感はとりあえずできるかも｡ 
 たしかにその⼿もありますね。

 BBSのPWはHPに書いてあるので探せ︕(笑)

> 削除については 
 > 現⾏のbbseeだと､親投稿が削除されても⼦投稿(返信スレ)は残りますが､ 

 > Rara､喜久屋のほうは､親投稿を削除すると⼦投稿(返信スレ)もろとも消えてしまうようです｡ 
 > なので､ 

 > 表BBSも､割り切って､､書き損じたらすぐ消して書き直すってスタンス(Twitterとかと同じ)にすればRara無料版でいい
のかも｡ 

 書き損じって、⼦記事が付いた後から気づくこともありますよね。

(1)レンタルBBSはいつ閉鎖されてもおかしくない。
 (2)⾼額の掲⽰板CGIを設置しても、zard-lab.netがなくなれば消滅する。

これらのリスクを回避する⽅法は、無料の掲⽰板CGIをzard-lab.netに埋め込むことです。
 私がzard-lab.netの全データを誰かに譲れば（いずれそうしたいと思ってます）、

 ドメインは継続できませんが、BBSも含めてすべて継続することが可能です。
 

解決に近づいてきました
27255 選択 stray 2022-09-27 15:58:39 返信 報告

探せば⾒つかるものですね〜。
 無料の掲⽰板CGIをzard-lab.netに埋め込みました。

https://zard-lab.net/bbs/joyful.cgi?

https://bbsee.info/newbbs/id/27189.html?edt=on&rid=27255
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=27255
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/0d193dd707ab2587b85ece156ce8c5d0.jpg


無料なのになかなか優秀です。
皆さん、お試しください。

 画像は３МＢまでOKに設定してあります。
 PDF、Word、ExcelもOKです。

これはマルチスレッド・モードで。⾚枠をクリックすると、

（つづく）

Re:解決に近づいてきました
27256 選択 stray 2022-09-27 16:03:46 返信 報告

スレッドリスト・モードになります。

・編集機能あり
 ・画像⼀覧あり
 ・アク禁、NGワード設定可能

 ・スマホ画⾯に対応したレスポンシブデザイン
 ・HTML⾃由記述可能

 ・パスワード設定可能→軽チャーもこれで作れます

ないのは引⽤返信くらいなものです。
 ⾔うことなしです。

 

パスワード︓  編集  削除
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