
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

Request Best 投票結果

3657 選択 xs4ped 2008-01-04 19:48:13 返信 報告

皆さん、こんばんは。

1/3のmugenで放送されたのですが、これって本当︖︖︖
 それとも、放送ミス︖

Re:Request Best 投票結果

3662 選択 ALIL.1967 2008-01-05 09:36:33 返信 報告

xs4pedさん はじめまして，こんにちは
  そうなんですよ。この無限のコメントは︖ですね。どうなっちゃてるんでしょう。公式サイトの発表と違ってま

す。集計の⼀部ということなのでしょうか。

管理画⾯利⽤案内スライドアルバム記事⼀覧記事閲覧

https://bbsee.info/roomlock.php?leaving=straylove
http://bbsee.info/newbbs/
javascript://%E6%8A%95%E7%A8%BF%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%82%92%E9%96%8B%E3%81%8F
https://bbsee.info/straylove/?edt=on
https://bbsee.info/straylove/id/3657.html
https://bbsee.info/straylove/id/3657.html?edt=on&rid=3657
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3657
https://bbsee.info/_bbs/straylove/upload/a22d33b4a00c165507a61f3bed4b5149.jpg
https://bbsee.info/straylove/id/3657.html?edt=on&rid=3662
https://bbsee.info/report.php?bbs=straylove&aid=3662
https://bbsee.info/straylove/manage/
https://bbsee.info/straylove/rules/
https://bbsee.info/straylove/slideshow/
https://bbsee.info/straylove/album/
https://bbsee.info/straylove/list/
https://bbsee.info/straylove/


Re:Request Best 投票結果

3667 選択 stray 2008-01-05 13:29:58 返信 報告

xs4pedさん、こんにちは。

私もこの⽭盾を別スレで問いかけたのですが、ここで議論しましょう︕

私の推測は、こうです。
 千葉ＴＶの制作スタッフが、事務所の最終発表（12/27）前のデータを使って、

 年内にすでに番組を作り終え正⽉休みに⼊ってしまい、作り替えできなかった。
 MUGENのデータが正しいのであって、事務所の最終発表はデータが改ざんされている。

Ｚ板に「リクメモ２」のCM映像（YouTube）が張ってありますが、
 その中に「DAN DAN ⼼魅かれてく」が⼊ってましたね︕

 これは訳がわからんです（笑）。

Re:Request Best 投票結果

3671 選択 xs4ped 2008-01-05 21:36:57 返信 報告

strayさん、ALIL.1967さん、皆さん、こんにちは。

> Ｚ板に「リクメモ２」のCM映像（YouTube）が張ってありますが、 
 > その中に「DAN DAN ⼼魅かれてく」が⼊ってましたね︕ 

 > これは訳がわからんです（笑）。

そうなんですよねぇ〜。
WEZARDの発表内容には「DAN DAN ⼼魅かれてく」は⼊っていないんですよね。︖︖︖

> 千葉ＴＶの制作スタッフが、事務所の最終発表（12/27）前のデータを使って、 
 > 年内にすでに番組を作り終え正⽉休みに⼊ってしまい、作り替えできなかった。 
 > MUGENのデータが正しいのであって、事務所の最終発表はデータが改ざんされている。

MUGENの放送が年明けなのでその可能性もありますが、逆の可能性もあるかもしれませんね。
 MUGENの放送(編集)が年内にすでに番組を作り終え正⽉休みに⼊ってしまい、作り替えできなかった。(笑)
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真実は︖︖︖
いずれにしても、1/22になれば曲名はハッキリするわけですが・・・

Re:Request Best 投票結果

3672 選択 atti 2008-01-05 21:56:36 返信 報告

xs4pedさん、皆さんこんにちは。

> WEZARDの発表内容には「DAN DAN ⼼魅かれてく」は⼊っていないんですよね。︖︖︖

#3575の記事にして、データもupしていますが、
 最初これを⾒た時に︖を思っていたのです。

12/31のPVTV内で放送されたCMになります。

⾃ブログでは、TOPには⾒えないのですが、これです。
 ttp://atti.jugem.cc/?eid=1461

Re:Request Best 投票結果

3673 選択 xs4ped 2008-01-05 22:22:50 返信 報告

attiさん、こんばんは。

> 12/31のPVTV内で放送されたCMになります。

PVTV︖→ CDTVでは︖
 12/31のCDTVでも「DAN DAN ⼼魅かれてく」と記載された映像が流れてますね。

MUGENの放送(編集)ミスなんでしょうか︖︖︖

Re:Request Best 投票結果

3674 選択 atti 2008-01-05 23:54:07 返信 報告

s4pedさん、こんにちは。
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> PVTV︖→ CDTVでは︖ 
間違って記述してしまいました。

 本⽇の深夜のCDTVでも再度CMが流れるかな。

「DAN DAN ⼼魅かれてく」が収録されていないのであれば、幻のCMになってしまうのかなと。

もしくは、収録曲発表(WEZARD12/27更新時)

以前に記事にしたポスター
 ttp://page.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/108921715 (出品12/27)

 には、「全30曲予定」になっているので
シークレット・トラックの有無の可能性ですかね︖

このポスターをCD店で⾒かけた⽅はいますか。

Re:Request Best 投票結果

3675 選択 xs4ped 2008-01-06 02:55:06 返信 報告

皆さん、こんばんは。

1/6放送のMU-GEN 放送分でもRequest Bestのファン投票結果として
 １位「負けないで」

 ２位「⼼を開いて」
 と報道されました。(前回と同じ映像を使⽤)

 ２回も続けて放送(編集)ミスとは考え難いと思うのですが・・・

Re:Request Best 投票結果

3676 選択 stray 2008-01-06 10:09:00 返信 報告

xs4pedさん、こんにちは。

MU-GEN は放送局によって放送⽇が違います。
 xs4pedさんがご覧になったのは1/3放送分と同じものと思われます。
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MU-GEN #156 1/2/(⽔)〜1/8（⽕）O.A
http://mu-gen.tv/

attiさん、こんにちは。

昨晩のCDTVでも「DAN DAN ⼼魅かれてく」⼊りのCMが流れたそうです。
 私も「幻のCM」を狙っていたんですけど（笑）。

 

Re:Request Best 投票結果

3677 選択 xs4ped 2008-01-06 12:45:18 返信 報告

strayさん、こんにちは。

> MU-GEN は放送局によって放送⽇が違います。 
 > xs4pedさんがご覧になったのは1/3放送分と同じものと思われます。 

 > MU-GEN #156 1/2/(⽔)〜1/8（⽕）O.A

そのようですね。
 MU-GENはローカルTVなんでしょうか︖

 ⼤都市部では放送されてなんいですね。
 ⾸都圏では千葉と埼⽟だけですね。

スカパー︕269ch「Music Japan TV」でも放送中︕
 毎週⽊曜⽇更新 

 リピート放送ありと書いているので「Music Japan TV」も
 リピート放送放送ですかねぇ。

 誰か「Music Japan TV」を⾒た⼈はいませんか︖

MU-GENは千葉テレビ制作

3678 選択 stray 2008-01-06 13:13:32 返信 報告

xs4pedさん、こんにちは。
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MU-GENは「千葉テレビ」制作の番組です。
BEEINGと千葉テレビの密接な関係は、Ｚ研が過去に明らかにしているとおりです。

 制作局である千葉テレビから、各ローカル局（30局）へ配信されていますので、
 各ローカル局の番組編成上、⽔〜⽕の中で放送⽇が違ってきます。

スカパー︕269ch「Music Japan TV」でも「MU-GEN」を放送しています。
 毎週⽊曜⽇更新で、⾦、⽇にリピート放送があります。

Re:MU-GENは千葉テレビ制作

3684 選択 ALIL.1967◆8yVig1iFGc 2008-01-06 21:34:20 返信 報告

strayさん，xs4pedさん，こんばんにちは。

> スカパー︕269ch「Music Japan TV」でも「MU-GEN」を放送しています。 
 > 毎週⽊曜⽇更新で、⾦、⽇にリピート放送があります。 

 いま，⽇曜午後9時半でCS269chのMU-GENおわりました。
 やっぱり１位負けないでになってました。

Re:Request Best 投票結果

3773 選択 xs4ped 2008-01-11 19:47:44 返信 報告

皆さん、こんばんは。

WEZARDのトップが「Request Best」のジャケ写に替わりましたがまだ「DAN DAN ⼼魅かれてく」が⼊っていま
すね。どうなっているんでしょうね︖

 このまま訂正しなんいでしょうか︖

訂正しないなら「DAN DAN ⼼魅かれてく」もRequest Bestに追加で⼊れて欲しいです。(笑)
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