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隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション 2/8創刊号?
21044 選択 sushi 2017-01-25 15:06:15 返信はできません 報告

こんにちは、台湾のsushiです。

さき台湾のZARDファン同⼠から⼊った情報です。
 やはり出版決定ですか︖4冊か52冊かまだわかりませんけど。。。

http://www.hmv.co.jp/artist_ZARD_000000000008928/item_%E9%9A%94%E9%80%B1%E5%88%8A-ZARD-CD-D
VD%E3%82%B3%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3-2017%E5%B9%B4-2%E6%
9C%88-8%E6%97%A5%E5%89%B5%E5%88%8A%E5%8F%B7_7622234?site=mailmagart&utm_source=moa170
125sa&utm_medium=other

http://www.honyaclub.com/shop/g/g18453768/
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よろしくお願いします。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション 2/8創刊号?
21045 選択 moco 2017-01-25 16:40:46 返信はできません 報告

sushiさん、こんにちは。
 今⽇、ローチケＨＭＶからメールで案内が来ました。ジャンルは雑誌（情報）。商品名は「隔週刊ＺＡＲＤ ＣＤ＆ＤＶ

Ｄコレクション２０１７年２⽉８⽇創刊号」。出版社はアシェットコレクションズジャパン。２⽉発売予定。¥９９０ Ｉ
ＳＢＮ／カタログＮo︓３２９７４０２１７です。ただＨＭＶで新たに商品検索しても出て来ません。ついこの間休刊にな
ったばかりですよね。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション 2/8創刊号?
21046 選択 陸奥亮⼦ 2017-01-25 17:06:07 返信はできません 報告

皆さん、こんにちは。陸奥亮⼦です。

ｓｕｓｈｉさん、情報、有難う御座います。

お久し振りですね。＾－＾。

「ＨＯＮＹＡＣＬＵＢ」の⽅を⾒てみると、どうやら、本当に

創刊されるらしいですね。

今、⽇本のテレビでは、アシェット社とデアゴ社が、｢⾞」と

「航空機」のＣＭを盛んに流しています。

今回の｢隔週刊ＺＡＲＤ〜〜」が創刊される様ですが、問題は

その「中⾝」ですよね。

我々が、良く知って居る事柄ばかりで、｢新出の写真や記事」が

ほんの少しだけであれば、｢期待はずれ」に為るでしょうね。

それと、Ｂ社さんが、⾃社もしくは関連出版社を通じての、

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21045
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21046


「直接管理及び出版」しないで、中間にアシェット社を介して

の出版ですので、前回と同じ様なトラブルが、ＺＡＲＤファン

とアシェット杜との間に起きそうに感じるので、その辺が、

⼤いに気になります。

私は、執りあえず、暫くは、「様⼦⾒」しようかと思います。

本当に欲しい⽅が、購⼊すれば良いかと思います。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション 2/8創刊号?
21047 選択 Aki 2017-01-25 20:52:58 返信はできません 報告

http://7net.omni7.jp/detail/1203985405
  セブンネットでも取り扱いはあります。（調べるともっと先の号まで受け付けています）（セブンネットの場合「セブ

ンネット特別版」があるようですね･･･）

 今回は公式に全国販売のようですね･･･

 販売元が微妙なので（汗）、試験販売の時は「買えない」で済みましたが、中には「定期購読を解約できない」という
例もあったようで･･･（汗）確実に欲しい場合は書店などで購⼊する⽅が確実かもしれません･･･

 創刊号はCDとDVDがあって990円なので良かったですが、2号以降はCDのみで1590円･･･本の内容が薄いので考えてし
まいますね･･･

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション 2/8創刊号?
21048 選択 MOR 2017-01-26 00:06:41 返信はできません 報告

http://wezard.net/

J-POP初のパートワーク
 隔週刊『ZARD CD&DVD COLLECTION』

アシェット・コレクションズ・ジャパン株式会社より
 2017年2⽉8⽇（⽔）創刊︕

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21047
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21048


------------------
追記

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000022.000012185.html

※資料画像⽤に追加

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション 2/8創刊号?
21049 選択 xs4ped 2017-01-26 00:13:26 返信はできません 報告

皆さん、こんばんは。

>  今回は公式に全国販売のようですね･･･ 
 やっと全国販売が決定したようですね。

 予定通り2⽉に間に合わせたのかな︖

いつもご愛読ありがとうございます。
 アシェット・コレクションズ・カスタマーサービスセンターでございます。

『ＺＡＲＤ ＣＤ＆ＤＶＤコレクション』休刊におきまして
 皆様のご要望に添えず、誠に申し訳ございません。

定期購読のお申し込みをいただきましたお客様より順に商品を発送させていただいておりましたが、
 弊社のご⽤意しておりました在庫を上回る、定期購読のお申し込みをいただきました為、

 より多くのお客様に商品が⾏き渡るよう商品の出荷をさせていただいておりました。

ご要望に添えず申し訳ございません。

現在、多くの皆様よりリクエストをいただいておりまして、
 全国販売ができるよう努めております。

この度の⽋品に伴い、⼤変なご迷惑をお掛け致しますこと、謹んでお詫び申し上げます。

その他ご不明な点などございましたら、下記フリーダイヤル⼜は
 メール、FAXにてお問い合わせください。

 ===================================================================

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21049


=====
アシェット・コレクションズ・ジャパン株式会社

 カスタマーサービスセンター   

フリーダイヤル︓0120-073-661 （営業時間 平⽇11︓00?18︓00）
 FAX︓0120-745-567（24時間受付）

 お問合せフォーム︓https://mdben.maildealer.jp/f.php?c=24&s=bc63

HP:http://www.hachette-collections.jp/

お⼿数おかけしますが、お問合せの際は、
 ご登録頂きましたお電話番号をお書き添え頂きますようお願い致します。

 

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション 2/8創刊号?
21050 選択 sakura 2017-01-26 01:01:11 返信はできません 報告

こんばんは。

こんなサイトが出来ているようです。

http://hcj.jp/ZARD/home.html
 

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション 2/8創刊号?
21051 選択 stray 2017-01-26 08:57:14 返信はできません 報告

sushiさん、皆さん、情報どうもありがとうございます。

地域限定テスト販売[20557]が好評だったので、
 「４号で打ち切って３ヶ⽉後に全国発売」は

 アシェットの既定路線だったのでしょう。

今朝の⽇刊スポーツにデカデカと載っています。
 全巻揃えばまさに「ZARD⼤百科事典」ですから、

 最後まで続いて欲しいものです。

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21050
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21051
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/f8531013695084f6fd79ed6d8e24b2d6.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id20557.html


⽇刊スポーツ Webサイト
http://www.nikkansports.com/entertainment/news/1770163.html

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション 2/8創刊号?
21052 選択 stray 2017-01-26 09:01:32 返信はできません 報告

アシェットの専⽤サイトによると、TV CM も流すようです。
 ZARDの宣伝効果として、これ以上のものはないですね。

 楽しみです。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション 2/8創刊号?
21053 選択 stray 2017-01-26 09:19:47 返信はできません 報告

お取扱い︓全国書店、セブンイレブン、セブンネットショッピング

※創刊号のみ、セブンイレブン、セブンネットショッピングでは特別版を発売。
 特別版限定特典として特製ピンナップ付き。

 ------------------------------------------------------------------------

創刊号だけセブンで買って、２号から定期購読でも特典もらえるかな︖（笑）

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション 2/8創刊号?
21054 選択 stray 2017-01-26 09:38:59 返信はできません 報告

アシェットのプレスリリースです。

アシェット・コレクションズ・ジャパン株式会社は、株式会社企組、株式会社ビーイングの協⼒のもと、
 隔週刊『ZARD CD&DVD COLLECTION』（全52号予定、創刊号特別価格CD&DVD付き990円/税込、

 2号以降CD付き1,590円/税込、39号以降DVD付き1,990円/税込）を、
 2017年2⽉8⽇（⽔）より全国書店（⼀部地域を除く）にて発売開始いたします。

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21052
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/b1196e4d5f25b0c1c3e45ee482191aad.jpg
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21053
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21054


 
隔週刊『ZARD CD&DVD COLLECTION』は、1990年代以降の⾳楽界を席巻し、
今もなお根強い⼈気を維持し続けるZARDのヒット曲の数々をCDとDVDで満喫するパートワークシリーズです。

 全号集めれば、ZARDをあらゆる⽅向から網羅した「ZARD⼤百科」が完成します。
 創刊時には2週間にわたってテレビコマーシャルも放映予定です。

 <商品ホームページ : www.hcj.jp/ZARD>

-----------------------------------

「株式会社企組」って何でしょうね︖

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション 2/8創刊号?
21055 選択 moco 2017-01-26 13:28:56 返信はできません 報告

特典（収納ＢＯＸ・ポストカード）プレゼントの条件について、アシェットに電話で問い合わせました。「途中の号から
の定期購読申し込みでも特典はもらえる。ただし特典は在庫が無くなり次第終了」とのことです。特典希望の⽅は、２⽉
２１⽇までとなっていますが、早めに申し込んだ⽅が良さそうです。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション 2/8創刊号?
21056 選択 FK 2017-01-26 18:20:33 返信はできません 報告

こんばんは。
 アシェットがCMもアップしましたね。

 https://www.youtube.com/watch?v=KjMNFRJhrz0

買い⽅としては、
 創刊号だけセブンで特製ピンナップ付きを買って、

 2号以降をアシェットの定期購読で、
 っていうのが良いんですかねぇ。。

関係ないですが、さっき気づいたんですが、
 BSフジで今週⽉曜から今⽇まで17:00〜19:00に、

 「あの微笑みを忘れないで」がエンディングテーマになっていた『腕まくり看護婦物語』シリーズの再放送やってたんで

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21055
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21056


すね、
あと少しで終わりますが…(^^;

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション 2/8創刊号?
21057 選択 stray 2017-01-26 20:45:49 返信はできません 報告

mocoさん、FKさん、こんばんは。

情報ありがとうございます。
 アシェットのYTチャンネルがあるんですね︕

 「J-POP初のパートワーク」「全巻揃えればZARD⼤百科完成︕」を
 ⼊れてほしかったですが(笑)、まあまあの出来映えじゃないでしょうか。

> BSフジで今週⽉曜から今⽇まで17:00〜19:00に、 
 > 「あの微笑みを忘れないで」がエンディングテーマになっていた『腕まくり看護婦物語』シリーズの再放送やってたん

ですね、

たぶん単なる偶然かと(笑)。

各種サイトで紹介されてますが、表紙の画像は３号までしか公開されていませんね。
 ４号は内容が変わるのか︖

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション 2/8創刊号?
21060 選択 stray 2017-01-27 14:08:21 返信はできません 報告

モバイルFCサイトの情報です。
 --------------------------------------------------------

 ※なお、ZARD Mobile FC “WEZARD”から定期購読をお申込みいただいた⽅には、
 通常の定期購読特典のほかにオリジナルのデジタルコンテンツをプレゼント予定︕

 ※FC特典、受付に関するご案内は2⽉8⽇を予定しております。
 もう少々お待ちください。

 --------------------------------------------------------

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21057
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21060


定期購読の申し込みは 2/8まで待ったほうがよいかも。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション 2/8創刊号?
21063 選択 ひげややじ 2017-01-28 08:44:01 返信はできません 報告

総額¥87,680.- ︖︕︕︕
 これぞ（アシェットとかディア・ドスティーニとかの）パートワーク販売の典型。

 でも、初めから総額（予定）が分かるだけ親切だし、組み⽴て模型なんかとは違って⽐較的途中で諦めて打ち切り易いで
しょうね。

因みに、セブンイレブンでは予約販売です。
 恐らく殆どの店員が知らないので、店舗内の検索端末を借りて⾃分で探さなければならないかも。

 私の場合、商品ジャンルからでは⾊々と試してみても全くヒットしなかったので、確か"ZARD cd&dvd"とか何かその辺で
商品名検索して、やっと辿り着けました。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション 2/8創刊号?
21064 選択 FK 2017-01-28 09:20:54 返信はできません 報告

＞ strayさん
 > FC特典、受付に関するご案内は2⽉8⽇を予定しております。 

 情報ありがとうございます。
 モバイルサイトをちゃんと読んでなかったので、⾒逃すところでした︔

＞ ひげややじさん
 約2年で総額¥87,680になるんですから、

 ずいぶん⾼価な百科事典ですよね。（最終号は2019年1⽉23⽇発売予定）
 さらに、半ば強制的に買うことになるマガジン保存⽤バインダーの⾦額（990円×2冊）も加えると

 合計89,660円という…。

創刊号は、⾃分はセブンネットショッピングからセブンイレブン店舗受取りで予約しました（送料無料）。

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21063
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21064


結局、今のところは
2⽉8⽇の創刊号のみセブンで購⼊、

 2号以降はFC経由で定期購読っていうのがベストですかね。

999円?
21069 選択 Aki 2017-01-30 23:56:37 返信はできません 報告

https://reg31.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=pfs-rgnco-64a94d2fd1945d7044faa98024833eed&_ga=1.2267
45501.1011435611.1476882580

アンケートで「Q06.『ZARD CD＆DVD COLLECTION』第2号は、3⽉1⽇（⽔）に、999円（税込）で発売します。購
⼊したいと思いますか︖」とありますが、2号も特別価格なのでしょうか?

Re:999円?
21070 選択 陸奥亮⼦ 2017-01-31 08:36:47 返信はできません 報告

皆さん、こんにちは、陸奥亮⼦です。

[21069]Aki: Ａｋｉさん、情報、有難う御座います。

> アンケートで「Q06.『ZARD CD＆DVD COLLECTION』第2号は、3⽉1⽇（⽔）に、999円（税込）で発売します。
購⼊したいと思いますか︖」とありますが、2号も特別価格なのでしょうか?

私は、この隔週刊ＺＡＲＤに付いては、暫くの間、様⼦⾒を

しようと思いますので、アンケートに回答しませんが、隔週刊

と云う事は、２週間後に次の号を出版する訳ですので、２⽉

８⽇の後は２⽉２２⽇ですが、３⽉１⽇が第２号だとすると、

もう、遅れ気味ですね〜〜。

⼜、アンケートのＱ０５で、項⽬ｆが「素顔の坂井泉」となっ

て居ます。単純なミスでしょうけど、アシェット社さんが、

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21069
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21070
https://bbsee.info/newbbs/id21069.html


アンケート専⾨の他社依頼したかもと思いますが、｢ちゃんと

こういう処の校正」までしているんですかね〜〜。

ちょっと、⼼配だな〜〜。

Re:999円?
21086 選択 stray 2017-02-01 15:07:44 返信はできません 報告

> アンケートで「Q06.『ZARD CD＆DVD COLLECTION』第2号は、3⽉1⽇（⽔）に、999円（税
込）で発売します。購⼊したいと思いますか︖」とありますが、2号も特別価格なのでしょうか?

「3⽉8⽇（⽔）に1,590円（税込）で発売します」の間違いでしょう。

> 隔週刊と云う事は、２週間後に次の号を出版する訳ですので、２⽉８⽇の後は２⽉２２⽇ですが、
３⽉１⽇が第２号だとすると、もう、遅れ気味ですね〜〜。

いや、1号〜2号は1ヶ⽉空くようです。その後は隔週刊かと。

※訂正
 第1号（2/22号）が2/8発売、第2号（3/6号）が2/22発売なので、隔週での発売です。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション 2/8創刊号?
21087 選択 MOR 2017-02-02 03:44:32 返信はできません 報告

こんばんは

最近は断⽚的な情報が⼊ったときにしか参加していないので、ほとんど汚すだけで通過して
いますが、お許しを。

>「株式会社企組」って何でしょうね︖ 
 私もリリースを26⽇に知ったとき、記載されている内容を⾒て気になっていましたが、未だ

分からず。
 プレス⽤画像だけ保存したままでした。
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登記で唯⼀⾒つかるのは東京都港区南⻘⼭にありますが、事業内容が不明なので同⼀かどうか疑問で、ここでは詳細は避
けます。

 １⽉１１⽇に某⼤⼿スーパー名に似た称号 から変更している所です。

ここには調査に⻑けたメンバーが揃っているので、お任せして他⼈事のように私は寝ます。
 たぶん(^^;

  
 

Re:999円?
21100 選択 Aki 2017-02-06 13:54:27 返信はできません 報告

https://reg31.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=pfs-rgnco-64a94d2fd1945d7044faa98024833eed&_ga=1.6360
9007.1011435611.1476882580

  今⾒ると、Q06.『ZARD CD＆DVD COLLECTION』第2号は、2⽉22⽇（⽔）に、1590円（税込）で発売します。購
⼊したいと思いますか︖ になっていました。

 セブンネットでは3号の予約はありますが2号の予約がなぜかないですね･･･

Re:999円?
21102 選択 stray 2017-02-06 14:27:30 返信はできません 報告

>  今⾒ると、Q06.『ZARD CD＆DVD COLLECTION』第2号は、2⽉22⽇（⽔）に、1590円（税込）で発売します。
購⼊したいと思いますか︖ になっていました。

それ、私がアシェットにメールで指摘したからだと思います（笑）。

> セブンネットでは3号の予約はありますが2号の予約がなぜかないですね･･･

以前はず〜っと先まで予約できましたが、今は1号だけじゃありません︖

Re:999円?
21115 選択 Aki 2017-02-06 21:03:49 返信はできません 報告

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21100
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> 以前はず〜っと先まで予約できましたが、今は1号だけじゃありません︖ 
 「ZARD CD DVD」で検索すると26号までは予約できます。

Re:999円?
21146 選択 蒼介 2017-02-08 09:28:32 返信はできません 報告

おはようございます。
 注⽂していた、セブンイレブン限定の創刊号が届きました。

特製ピンナップは、「負けないで」のジャケットに使われている写真と、創刊号の表紙になっている正⾯向いた泉⽔さん
でした。

 サイズは、A4で表裏に印刷されています。

セブンイレブン限定版 隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21151 選択 stray 2017-02-08 13:04:54 返信はできません 報告

皆さんこんにちは。

セブンイレブン限定版の創刊号を受け取ってきました。
 「特製ピンナップ付き」に期待したのですが、

 蒼介さんが書かれているとおりでショボイです(笑)。
 

Re:セブンイレブン限定版 隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21152 選択 stray 2017-02-08 13:09:07 返信はできません 報告

冊⼦の内容は、地域限定発売版とまったく同じですが、
 Biography Movie のパッケージが違います。
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セブンイレブン限定版じゃないほうはどうなのでしょう︖
誰か購⼊されてませんか︖

Re:セブンイレブン限定版 隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21153 選択 stray 2017-02-08 13:10:46 返信はできません 報告

地域限定発売版の１号は、なぜか天・地の印刷が逆さまだったのですが、
 全国発売版では直っています(笑)。

Re:セブンイレブン限定版 隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21154 選択 stray 2017-02-08 13:18:01 返信はできません 報告

第２号（3/8号）は 2/22発売で、1,590円です。

第４号は地域限定発売版と同じく「⼼を開いて」です。

Re:セブンイレブン限定版 隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21159 選択 ひげおやじ 2017-02-08 17:09:26 返信はできません 報告

https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/29e513cb9c9729c89c181c0d863f1a5b.jpg
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21153
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/235173ebcd720df4c6aa74f3860d8dc4.jpg
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21154
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/1c510bcfc31cc54e674c2a53ce0989d5.jpg
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21159


朝から忙しくて、今しがたやっとＤＶＤを⾒終わりました。感想は省略。
セブンプレミアムドリンクの無料引換券同封。ジャスミンティーかゆずれもん、どちらにしようかな︖

Re:セブンイレブン限定版 隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21161 選択 蒼介 2017-02-08 21:30:37 返信はできません 報告

こんばんは。

[21152]strayさん
 > Biography Movie のパッケージが違います。

ケース(︖)への⼊れ⽅が違いますが、パッケージ⾃体は同じもののようです(笑)。

ちなみに、特製バインダーの価額が、地域限定版だと¥1,280でしたが、セブンイレブン限定版だと¥917になっています
ね。

 値下げしたのでしょうか︖(笑)

Re:セブンイレブン限定版 隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21162 選択 atti 2017-02-08 21:54:35 返信はできません 報告

[21151]stray:

> セブンイレブン限定版の創刊号を受け取ってきました。 
 > 「特製ピンナップ付き」に期待したのですが、 

 > 蒼介さんが書かれているとおりでショボイです(笑)。 
 所⻑さま、皆様こんにちは。

 セブンにて引き取りしましたが、誤って通常版を申し込んでいました(笑)
 もう⼀度特別版をポチッとしました。

 2号から定期購買にすると2,3号⼀緒で3/8になるのかな︖
 

Re:セブンイレブン限定版 隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21163 選択 stray 2017-02-08 22:18:38 返信はできません 報告

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21161
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蒼介さん、こんばんは。

> ケース(︖)への⼊れ⽅が違いますが、パッケージ⾃体は同じもの
のようです(笑)。

あっ、そうなんですか(笑)。
 両⽅とも未開封なのですが、地域限定発売版はパッケージの裏なのですね。

> ちなみに、特製バインダーの価額が、地域限定版だと¥1,280でしたが、セブンイレブン限定版だと¥917になっていま
すね。 

 > 値下げしたのでしょうか︖(笑)

わざわざ直したってことは値下げしたのだと思います。

 
 Attiさん、こんばんは。

> セブンにて引き取りしましたが、誤って通常版を申し込んでいました(笑) 
 > もう⼀度特別版をポチッとしました。

特別版をわざわざ買う必要はないような・・・(笑)。

> 2号から定期購買にすると2,3号⼀緒で3/8になるのかな︖

”奇数号の発⾏⽇に偶数号と合わせてお届け”なので、そうなるんでしょうね。
 ということは２つの特典も⼀緒も届くことになりますね。

通常版で確認してもらいたいことがあるのですが、
 巻末に応募券が付いてますでしょうか︖

 （限定版にはそれらしきものはないのです）
 

Re:セブンイレブン限定版 隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21165 選択 星 2017-02-08 22:32:57 返信はできません 報告

[21163]strayさん
 > 巻末に応募券が付いてますでしょうか︖ 
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> （限定版にはそれらしきものはないのです） 
当⽅限定所持ですが、CD側の箱の折り返し部分に在りました

Re:セブンイレブン限定版 隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21171 選択 stray 2017-02-09 09:35:57 返信はできません 報告

星さん、こんにちは。

情報ありがとうございます。
 こんなところに有ったんですね︕（笑）

 限定版にも付いてましたが、この部分を「巻末」とは決して⾔わないですよね（笑）。
 定期購読版と書店平積み版でわざわざ印刷を変えると思えないので、

 30号まで定期購読を続ければ、特典を２組もらえる可能性があるってことですね。
 

セブンイレブンで第２号の予約可能
21172 選択 stray 2017-02-09 10:13:53 返信はできません 報告

Akiさん

セブンイレブンで第２号の予約可能になりました。
 https://7net.omni7.jp/detail/1203985433

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション 2/8創刊号?
21177 選択 stray 2017-02-09 18:45:40 返信はできません 報告

[21060]stray:
 > モバイルFCサイトの情報です。 

 > -------------------------------------------------------- 
 > ※なお、ZARD Mobile FC “WEZARD”から定期購読をお申込みいただいた⽅には、 

 > 通常の定期購読特典のほかにオリジナルのデジタルコンテンツをプレゼント予定︕ 
 > ※FC特典、受付に関するご案内は2⽉8⽇を予定しております。 
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> もう少々お待ちください。 
> --------------------------------------------------------

今⽇になっても ↑がアップされないので、B社に「早くして︕」とメールしておきました(笑)。
 もう少しお待ち下さい。

 
 [21047]Aki:

 > 中には「定期購読を解約できない」という例もあったようで･･･（汗）

解約は随時受け付けているので、「解約できない」ってことはないと思うのですが、
 解約処理に時間がかかって、その先数号も買わせられたって意味なんですかね。

書店に頼んで問い合わせてもらったのですが、書店受取で定期購読を申し込んでも
 特典が貰えるそうです。書店に取りに⾏く⼿間がかかりますが、

 アシェットの都合で解約が遅れてクレジットから引かれる、という⼼配はなくなります。

Mobile FC “WEZARD”での定期購読
21178 選択 stray 2017-02-09 19:23:33 返信はできません 報告

今しがたモバイルFCに情報がアップされました。
 -------------------------------------------------------------

 2⽉8⽇に創刊された隔週刊『ZARD CD&DVD COLLECTION』
 （アシェット・コレクションズ・ジャパン株式会社）につきまして、

 ZARD Mobile FC “WEZARD”およびビーイングオフィシャルポータルサイト
 “Musing”での定期購読受付を3⽉22⽇から開始いたします。

 “WEZARD”または“Musing”から定期購読をお申込みいただいた⽅には、
通常の定期購読特典（特製CD&DVD収納ボックス・ポストカードセット）のほかに

 オリジナルのデジタルコンテンツ（動画視聴⽤ID・オリジナルウォールペーパー1種）をプレゼント︕
 ※受付⽅法、特典詳細については改めてご案内いたします。

 --------------------------------------------------------

https://bbsee.info/newbbs/id21047.html
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21178


3/22から受付開始ってことは、２〜４号は⾃⼒で買いなさいってことですね。
最善策は、今すぐアシェットに直接定期購読を申し込んで、

 ２・３号（＋特典２つ）が届いたら即解約。４号は書店でゲットし、
 （アシェットの解約⼿続きが遅れるのを期待する⼿もある）

 WEZARD or Musingで定期購読申込み、ですかね。
 でも、WEZARDとMusingは送料無料ってことはなさそうな・・・(笑)。

楽天ブックス 雜誌>⾳楽・芸能ランキング １位
21183 選択 stray 2017-02-10 13:24:11 返信はできません 報告

売れてるようですね。

2/9付けも１位です。

Re:楽天ブックス 雜誌>⾳楽・芸能ランキング １位
21219 選択 FK 2017-02-11 13:07:59 返信はできません 報告

＞ strayさん
 特典を2回(以上)もらう、っていう

 姑息な?発想はなかったです(笑)。
 （アシェットの他誌の場合も⾒ても、

 そういう⽅法を試したっていう書き込みはなかったです・苦笑）

最近、テレビで結構CM⾒ますね。
 アシェットがネットで公開している30秒バージョンの他に、

 それを短くした15秒バージョンも多く流れてますね。
 近年ZARDのCMといえば、CD・DVDのCMを
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ほぼ『名探偵コナン』(ビーイング提供枠)内でしか⾒かけない状況だったので、
こんなにたくさんZARDのCMが⾒られるのは久々です。

Re:楽天ブックス 雜誌>⾳楽・芸能ランキング １位
21221 選択 noritama 2017-02-11 13:22:33 返信はできません 報告

こんにちは

> 最近、テレビで結構CM⾒ますね。 
 > アシェットがネットで公開している30秒バージョンの他に、 

 > それを短くした15秒バージョンも多く流れてますね。 
 > 近年ZARDのCMといえば、CD・DVDのCMを 

 > ほぼ『名探偵コナン』(ビーイング提供枠)内でしか⾒かけない状況だったので、 
 > こんなにたくさんZARDのCMが⾒られるのは久々です。 

 先⽇昼間の情報ライブ"ミヤネ屋"の時のCMで流れたのを⾒かけました⻑い⽅だったかと思います｡(^^)

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21244 選択 FK 2017-02-14 20:36:20 返信はできません 報告

セブンイレブン版の表紙に載ってるHPアドレスって
 「www.hcj.jp/ZARD7」

 っていうふうに、アドレスの最後に「7」が付いてるんですよね。
 でも、そのアドレスに⾏っても、結局「7」が付かないのと同じページに⾶ばされるようですけどね

 （どんなアドレスから⾶んできたかっていう情報は付加されるようですが）。

最近、このZ研のBBSも含め、いろんなサイトのバナー広告に
 CD&DVD COLLECTIONの広告が出てきますね。

 公式Facebookページも出来てますが
 https://www.facebook.com/%E9%9A%94%E9%80%B1%E5%88%8A-ZARD-CDDVD-Collection-185656620

7948528/
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アシェットの雑誌のFacebookは、刊⾏が進むにつれ
コメント欄が「定期購読が届かない(何週も遅れて届く)」という書き込みの嵐になります(苦笑)

書店に、ご⾃由にお取りくださいって感じでチラシ(リーフレット)が結構置いてあります。
 画像の通り、中に第10号までの付録CDの収録曲がほぼ書いてあるんですが、

 やはりアルバム曲のカラオケを初CD化っていう程度しか⽬⽟はなさそうです。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21245 選択 stray 2017-02-14 21:26:09 返信はできません 報告

FKさん、こんばんは。

上の画像がブレブレなので(笑)、貼り直しました。
 4号までは8曲/1冊、5〜8号は6曲/1曲、9号〜は5曲/1冊になっていますね。

 ZARD曲は全部で156曲︖なので、9号以降を平均すると2.3曲となります。
 しかも、メジャーな曲はせいぜい15号くらいまでで、どんどんマイナーな曲の⽐率が上がるので、

 先の事はまったく考えていないのは明らかです。
 最後まで完⾛できるかどうか、はなはだ疑問ですが、全国発売した以上、

 監修元のＢ社の（ファンに対する）責任は重⼤だと思います。

⾮公開の情報・秘話を何処まで出せるかにかかっているでしょう。
 そうなると、10号以降はおのずとコアなファン向けの内容になると睨んでいますが、
 他のコレクション同様、遅延や中⽌も覚悟しておかなきゃいけないしょうね。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21247 選択 Aki 2017-02-14 22:07:17 返信はできません 報告

 CDは今のところ歌⼊りが4曲にLive Verが1曲・オルゴールorピアノが1曲・カラオケ2曲の8曲構成

 仮にこれが38号まで続くとなると38×4で152曲･･･
  6号で「永遠〜君と僕との間に〜」が収録（「遠い星を数えて」のシークレットが連続ではないものとしては初）

  逆に⼊らなかった数曲が気になります･･･
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「オルゴールorピアノ」はおそらく38曲はあると思いますし
「カラオケ」に関しては初収録を⽬⽟にしていくのかな?と思いますが、

 「Live」はどこまで⾏くのか?「゜07 Live」の次は「99年Live」まで出すというのはB社としては珍しいかもしれないで
すね･･･（⼀応30万枚限定として発売したので･･･）

  ファンクラブで「アイポッド」を発売した時についてきた04年の限定Live CD⾳源までつくのかどうか?

 映像の⽅が怖いですね･･･何となく昨年発売されたMusic Video集をそのまま分割して収録しそう･･･（汗）

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21248 選択 FK 2017-02-14 22:43:54 返信はできません 報告

strayさん、貼り直しありがとうございます(笑)

Akiさんの書き込み内容とかぶりますが、
 曲数に限っていえば、まぁ結構計画的だとは思います。。

 このラインナップだと、5号以降は曲⽬の最後に“ほか”が付いてるので
 LIVE verやカラオケで多少プラスされる可能性が⾼いですし、

 各号オリジナル曲が4曲なので
 CDが付属する全38号×各4曲＝152曲、っていう具合で

 だいたいZARDの全オリジナル曲数と⼀致します。
 で、テスト販売の時点でsakuraさんが[20607]で書かれている通り

 > 収納ボックスのイメージ(笑)写真を良く⾒ると、各号のタイトルがわかりますね。 
 って感じで、各号のタイトル曲は38号まで決まってて

 今のところ他のラインナップと被りもないので。。

※“ZARD”名義の曲数って、
 今⾃分が調べたらちょうど152曲(or153曲)でした。

 （ラインナップの通り「永遠〜君と僕との間に〜」を1曲としてカウントし、
  「約束のない恋」もカウント。

  「果てしない夢を」「This Masquerade」「Black Velvet」「異邦⼈」、バルビエなど、
  純粋な“ZARD”名義以外は含めない、って感じで。。

  ただし「CAN'T TAKE MY EYES OFF OF YOU」も含めると153曲。）

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21248
https://bbsee.info/newbbs/id20607.html


 【追記】
『ALBUM COLLECTION』のPREMIUM DISC収録曲を考慮し忘れていたので、

 「永遠(English ver.)」「Demo-2」「さらば⻘春の影よDemo」のカウント次第で
 合計155曲or156曲になりますm(__)m

> 他のコレクション同様、遅延や中⽌も覚悟しておかなきゃいけないしょうね。 
 遅延は間違いなくあるでしょうが、

 アシェットの他コレクションの例でも、全国販売化したものの“中⽌”はないと
 断⾔して良さそうです。。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21249 選択 星 2017-02-15 01:07:25 返信はできません 報告

[21245]strayさん
 もう、収録曲決まってるんですね。。。

 本屋に⾏かないもので︔

5号「Don't you see!」
 ①Don't you see!

 ②⾒つめていたいね
 ③It's a Boy

 ④帰らぬ時間の中で
 ⑤揺れる想い('07 Live ver.)

 ⑥永遠(ピアノ)
 ⑦Don't you see!(Original Karaoke)

⑧⾒つめていたいね(Original Karaoke)

6号「永遠」
 ①永遠

 ②永遠〜君と僕との間に〜
 ③GOOD DAY

 ④I can't let go

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21249
https://bbsee.info/newbbs/id21245.html


 ⑤⼼を開いて('07 Live ver.)
⑥きっと忘れない(オルゴール)

 ⑦永遠(Original Karaoke)
 ⑧GOOD DAY(Original Karaoke)

7号「きっと忘れない」
 ①きっと忘れない

 ②今すぐ会いに来て
 ③いつかは・・・

 ④⻩昏にMy Lonely Heart
 ⑤少⼥の頃に戻ったみたいに('07 Live ver.)

 ⑥運命のルーレット廻して(ピアノ)
 ⑦きっと忘れない(Original Karaoke)

 ⑧今すぐ会いに来て(Original Karaoke)

8号「運命のルーレット廻して」
 ①運命のルーレット廻して

 ②Listen to me
 ③I want you

 ④愛は暗闇の中で featuring Aya Kamiki
 ⑤マイ フレンド('07 Live ver.)

⑥少⼥の頃に戻ったみたいに(オルゴール)
 ⑦運命のルーレット廻して(Original Karaoke)

 ⑧Listen to me(Original Karaoke)

9号「少⼥の頃に戻ったみたいに」
 ①少⼥の頃に戻ったみたいに

 ②不思議ね・・・
 ③サヨナラ⾔えなくて

 ④明⽇もし君が壊れても
 ⑤もう少し あと少し・・・(1999 Cruising & Live ver.)

 



⑥君に逢いたくなったら・・・(ピアノ)
⑦少⼥の頃に戻ったみたいに(Original Karaoke)

 ⑧不思議ね・・・(Original Karaoke)

10号「君に逢いたくなったら・・・」
 ①君に逢いたくなったら・・・

 ②もう探さない
 ③新しいドア〜冬のひまわり〜

 ④愛を信じていたい
 ⑤IN MY ARMS TONIGHGT(1999 Cruising & Live ver.)

 ⑥Good-bye My Loneliness(オルゴール)
 ⑦君に逢いたくなったら・・・(Original Karaoke)

 ⑧もう探さない(Original Karaoke)

※オムニ７にて随時表紙が公開されています。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21250 選択 sakura 2017-02-17 01:08:04 返信はできません 報告

皆さん、こんばんは。

FKさん
 > 書店に、ご⾃由にお取りくださいって感じでチラシ(リーフレット)が結構置いてあります。

私もようやくこのチラシを⼊⼿しました。さすが全国販売となると気合が⼊ってますね。
 創刊号が店頭に並んでいると、「売れ残っていると可愛そう・・・。買ってあげようか・・・。」と、つい思ってしまう

のですが（笑）、⼼を⻤にして創刊号の泉⽔さんの前を通り過ぎている今⽇この頃です。

ところで、私がZARDファンであることを知っている周りの⼈からは、「保管⽤と鑑賞⽤の２部ずつ購⼊しないとねぇ。」
と、悪魔のささやき（笑）が聞こえるのですが、そのような太っ腹な⼈、いるのでしょうか︖

 まあ、52号すべて未開封なら、将来、オークションで⾼額で売れるかもしれませんが・・・。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21250


21266 選択 星 2017-02-23 20:40:43 返信はできません 報告

組み⽴て式のボックス届きましたね。
 え、組み⽴て⽅は︕︖

 状態でしたが、
 点線を⾕折して、その上から、側⾯を⼭折でくるんじゃいました︖

 かなり、丈夫ですね︕

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21267 選択 stray 2017-02-24 15:36:23 返信はできません 報告

FKさん、こんにちは。

> 各号オリジナル曲が4曲なので 
 > CDが付属する全38号×各4曲＝152曲、っていう具合で 

 > だいたいZARDの全オリジナル曲数と⼀致します。

１〜４号は「ピアノ」「オルゴール」「カラオケ」などの
 余計なモノがたくさん付いてるだけで、私の勘違いでした。

 
 sakuraさん、こんにちは。

> ところで、私がZARDファンであることを知っている周りの⼈からは、「保管⽤と鑑賞⽤の２部ずつ購⼊しないとね
ぇ。」と、悪魔のささやき（笑）が聞こえるのですが、そのような太っ腹な⼈、いるのでしょうか︖

お⾦持ちな⼈なら可能でしょうけど、置き場所に困りそう（笑）。

 
星さん、こんにちは。

 定期購読を２号から申し込むと、３号発売時に２号＋３号＋特典２つが届くんですよね。
 星さんは１号から申し込んで、２号発売時に１号＋２号＋特典１つが届いたということなのでしょうか︖

↓に画像が上がってますが、”ただの箱”と⾔ってしまえばそれまでか（笑）。
 https://pbs.twimg.com/media/C5WGlH9VcAEiCOL.jpg

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21266
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Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21268 選択 星 2017-02-24 19:10:29 返信はできません 報告

[21267]strayさん
 いいえ、⾃分も2号からですよ︖

 2号と収納ボックスが⼀緒に送られてきました。
 ポストカードセットは3,4号と⼀緒かも知れないですね︕︖

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21269 選択 stray 2017-02-24 20:34:06 返信はできません 報告

星さん、こんばんは。

> いいえ、⾃分も2号からですよ︖ 
 > 2号と収納ボックスが⼀緒に送られてきました。 

 > ポストカードセットは3,4号と⼀緒かも知れないですね︕︖

そうなんですか︕
 じゃあ皆さんボチボチ届いているのでしょうか。

 私は書店受け取りの定期購読なので、どうでもいいんですけど(笑)
 Q&Aに書いてある配送⽅法と違うみたいですね。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21301 選択 きな 2017-03-05 02:38:59 返信はできません 報告

本⽇定期購読申込み後の初回2号が届きました。

特典のCD/DVDケースの関係上、かなり⼤きめのダンボールで届きましたが、中が何も固定され
ておてず、画像の通り中⾝が全てメチャクチャに。

書籍もダメージを受けており、冊⼦を固定する為のZARDシールは剝がれかけてしまってるし、
書籍BOXの⾓も潰れてる。

 

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21268
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払い込み票などの書類は⾒事にクシャクシャ。

CD/DVD⽤のケースも書籍が擦れた影響でキズだらけ。

私はそこまで神経質ではないのですが、これは酷すぎる。
 あまりに腹が⽴ったので、アシェットに返品・交換クレーム中。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21319 選択 FK 2017-03-08 11:24:10 返信はできません 報告

こんにちは。

アシェット定期購読の⼈たちへは、
 早いところでは昨⽇から

 特典のポストカードが(3号と共に)届いてるようですね。
 Twitterで「ZARD ポストカード」とかで検索すると

 未発表写真のカード2枚の画像もあがってますね。

＞ strayさん
 > Q&Aに書いてある配送⽅法と違うみたいですね。 

 ⾃分もA.2とA.5で⽭盾してるなぁと
 テスト販売の時点でも思っていたんですが[20590]、

 A5の⽅法が優先されたってことでしょうね。

ちょっと話は逸れますが、アシェットは不思議な会社で、公式Twitterアカウントが
 > 本アカウントはスタッフの産休育休のため3/1から秋（おそらく１０⽉）までお休み中です。 

 > 秋から再開予定ですが保育園次第です。 
という、“代わりの担当者いないのかよっプライベートアカウントじゃないんだから”とツッコミたくなる対応をしてま
す。(苦笑)

 https://twitter.com/HCJ_sales

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21323 選択 stray 2017-03-09 12:42:48 返信はできません 報告

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21319
https://bbsee.info/newbbs/id20590.html
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21323


FKさん、こんにちは。

情報どうもありがとうございます。
 ２枚ともなかなかいいですねぇ。

 https://pbs.twimg.com/media/C6TGHVuUwAA3rio.jpg

NYのショットは、台に乗った泉⽔さんが両腕を開いて
 バランスを取っている仕草がカワイイですね、

 モノクロのほうは、⼩さくてセーターの質感が分かりませんが、
 もしかすると初公開のセッションかも知れません。

 ゲットされた⽅は是⾮、軽チャーにご奉納をお願いします（笑）。

定期購読予約で特典をもらえる期限が、当初2/21だったのが
 3/7に延期され、今⽇⾒たら期限表⽰がなくなってました。

 私はB社（およびMusing）経由申し込みの特典詳細を待っているのですが、
 モバイルFCに未だ情報がアップされていません。

 何でそんなに時間がかかるの︖（笑）

> ちょっと話は逸れますが、アシェットは不思議な会社で、公式Twitterアカウントが 
 > > 本アカウントはスタッフの産休育休のため3/1から秋（おそらく１０⽉）までお休み中です。 

 > > 秋から再開予定ですが保育園次第です。 
 > という、“代わりの担当者いないのかよっプライベートアカウントじゃないんだから”とツッコミたくなる対応をしてま

す。(苦笑) 
 > https://twitter.com/HCJ_sales

ぎゃははは（笑）。代わりの担当者を置かないなんて、あり得ないですよね（笑）。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21324 選択 星 2017-03-10 00:34:17 返信はできません 報告

[21323]stray:さん
 > 定期購読予約で特典をもらえる期限が、当初2/21だったのが 

 

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21324
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> 3/7に延期され、今⽇⾒たら期限表⽰がなくなってました。 
本誌でも3/21に延期されていましたが、遂に失くしましたか

> 私はB社（およびMusing）経由申し込みの特典詳細を待っているのですが、 
 > モバイルFCに未だ情報がアップされていません。 

 3/22予定とTwitter画像で拝⾒しました

> 何でそんなに時間がかかるの︖（笑） 
 ほんと、2/22の間違いかと思ったくらいです。

でも、4⽉分5号から受付なら先⾏販売と被らないですね。。。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21410 選択 FK 2017-03-22 19:39:02 返信はできません 報告

> 私はB社（およびMusing）経由申し込みの特典詳細を待っているのですが、 
 > モバイルFCに未だ情報がアップされていません。

結局、受付開始前に特典詳細のお知らせがないまま3⽉22⽇を迎え、
 FCおよびMusingの受付が開始されましたね。

 http://musing.jp/shop/zard/25th/

で、申込み期限が
 >2017年4⽉21⽇（⾦）まで 

 で、
 > デジタルコンテンツ特典は4⽉28⽇（⾦）に、 

 > 動画視聴⽤ID&URL、オリジナルウォールペーパーダウンロードページURLを 
 > プレゼントメールにてお送りいたします。 

との事で、特典(中⾝)の詳細は結局分かりません︔

っていうか、URL的には今だと普通にトップページ
 http://hcj.jp/ZARD/home.html

 から申込ページ
 https://hcj.jp/form/ZARD2/

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21410


 に⾏けるので、
> 上記サイトはアシェット・コレクションズ・ジャパン株式会社による 

 > 隔週刊『ZARD CD&DVD COLLECTION』のZARD Mobile FC “WEZARD” 
 > およびBeingオフィシャルポータルサイト“Musing”の専⽤サイトとなります。 

 っていうのがウソくさいですねぇ。。
 （どこのページから⾶んできたかみたいな情報がURLの最後に⼀応付加されますが

  その情報を購読システム上で使⽤しているとは考えにくいし、
  SHL2017の先⾏販売でもそうですが いちいちFC会員かをチェックしてるとも思えない。。）

※以前はトップページ
 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:vpXNiHORGToJ:hcj.jp/ZARD/+&cd=1&hl=ja&ct=cl

nk&gl=jp&inlang=ja
 からの申込ページリンクは下記アドレスに⾶ぶようになってましたが

 https://hcj.jp/form/ZARD/
 もう(普通には)この旧アドレスへは繋がってません︔

アシェットの他誌の例でも、
 後から定期購読の特典を増やしてくるというのは結構常套⼿段のようなので

 （早めに申し込んだ⼈が損をする理不尽な⽅法）、
 この形をちょっと変えた…って感じですかね。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21411 選択 stray 2017-03-22 20:26:13 返信はできません 報告

FKさん、こんばんは。

> 結局、受付開始前に特典詳細のお知らせがないまま3⽉22⽇を迎え、 
 > FCおよびMusingの受付が開始されましたね。 

 > http://musing.jp/shop/zard/25th/

そのようですね(笑)。
「未公開映像」と書かないところをみると、貰っても嬉しくない特典なんだと思いますよ(笑)。

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21411


---------------------------------------------------------------------
★特製CD&DVD収納ボックスとポストカードセットは第⼀回⽬の商品発送時に同梱されます。

 ★デジタルコンテンツ特典は4⽉28⽇(⾦)に、動画視聴⽤ID&URL、オリジナルウォールペーパー
 ダウンロードページURLをプレゼントメールにてお送りいたします。

 メールはZARD Mobile FC "WEZARD"からの送信となります。

FC経由申込みURL
 http://hcj.jp/ZARD/fanclub

 ----------------------------------------------------------------------
 ↑にアクセスすると、

 http://hcj.jp/ZARD/home.html?utm_source=fan&utm_campaign=zar&utm_medium=top
 に⾶ばされます。

FCサイトから来たかどうか判別できるとして、その先（定期購読申込ページ）は
 アシェットHPから⼊ったのと同じURL（https://hcj.jp/form/ZARD2/）なんですよねぇ。

 B社は（アシェットもですが）どうやってFC経由申込者のメルアドを把握できるんでしょうね︖

> アシェットの他誌の例でも、 
 > 後から定期購読の特典を増やしてくるというのは結構常套⼿段のようなので 

 > （早めに申し込んだ⼈が損をする理不尽な⽅法）、 
 > この形をちょっと変えた…って感じですかね。

そうなんですか・・・
 4/21ギリギリまで待ったほうが良さそうですね(笑)。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21419 選択 MOR 2017-03-23 00:02:45 返信はできません 報告

FKさん、strayさん、こんばんは

http://www.hachette-collections.jp/collections.html
 コレクション⼀覧 の 定期購読 へ進むと

 

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21419


https://hcj.jp/form/ZARD/
へ⾏けます

https://hcj.jp/form/ZARD2/
 とはフォームページが違うので、受け取る時点で処理された内容に識別できる何らかを付加して判別していると思います

よ

まぁ、サーバーに送らずメールで済まして宛先アドレスを変えているとかSubjectに⾃動挿⼊してフィルタリングすること
もアリなので、判別は可能なはずです

 但しフォームへの誘導が変ですね
 まるで個⼈事業主が主催しているような感じ

 

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21421 選択 星 2017-03-23 11:55:03 返信はできません 報告

Musing経由、とのことですが、お申し込みは弊社ホームページへ移⾏されますので
 現在の定期購読と同じになります。

もし、定期購読をMusing経由で再度お申込みされたい場合は、解約⼿続きをお願い致します。

との返信を担当の者よりいただきました。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21422 選択 FK 2017-03-23 12:03:27 返信はできません 報告

こんにちは。

昨⽇の⾃分の書き込みをちょっと訂正します（確認が⽢かったです）。
 ⼀応WEZARDかMusingを経由しないといけない作りっぽくはなってました。

アシェットのZARD CD＆DVD COLLECTIONトップページ「http://hcj.jp/ZAR
D/home.html」に数ヵ所ある

 “定期購読を申し込む”の⻩⾊いボタンですが、
 ⼀度でも「http://hcj.jp/ZARD/fanclub」を経由しているか

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21421
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21422
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/02f83d35779d1914212cae6784e70d18.jpg


 
（＝「utm_source=fan&utm_campaign=zar&utm_medium=top」のパラメータが付加されたか）
どうかによって、

 経由していると「https://hcj.jp/form/ZARD2/」に、
 経由していないと「https://hcj.jp/form/ZARD/」に

 リンク先が変わる仕組みになってます。
 （⼀度「http://hcj.jp/ZARD/fanclub」を経由してしまうと情報が残るようなので、

  ⼀旦PCを再起動する等した後に直接「http://hcj.jp/ZARD/home.html」を表⽰すると
  定期購読リンク先は⼀般の「https://hcj.jp/form/ZARD/」になってます。）

※どうも「http://hcj.jp/ZARD/home.html」のページに⾶ぶ(表⽰する)瞬間に何らかの処理をしているようですが、
  ページ⾃体のソースを⾒ても単純には書かれておらず?、⾃分のスキルでは詳しい原理は分かりません。。

っていうかアシェットは、商品発送の遅延だとか、いい加減な問合せ対応など
 ずさんなところが多いのに、こんなWebの仕組みには凝ってて、

 ⼒の⼊れるところ間違ってるだろ〜という気がしなくもないですが︔

アシェットは姑息なところには気が回るようで(爆)、
 > 当ホームページ経由で定期購読をお申し込みの⽅と、各書店様にて購⼊された場合とで、 

 > パッケージや緩衝材の仕様が異なります。マガジン、CD・DVDそのものは共通です。 
 とありますが（※まだ定期購読と書店⽤で差はないが、他誌の例だとそのうち変えてくる）、

 特典⽤の応募券をマガジンではなくパッケージ(箱の部分)に付けることで、
 定期購読者が、本来書店購⼊者⽤であるはずの応募券を集めて⼆重に特典をもらってしまうのを防ぐ

 という⽬的もあるようです
 （strayさんが[21171]で書いたことの対策は考えられていた︔）。

 …でも星さんが書かれているように
 定期購読解約→(FC/Musing経由で)再度申込

 で(WEZARD特典だけでなく)BOX・ポストカードがまた貰えるなら、
 解約→再契約の繰り返しで何回も貰えちゃう気がします(^^;

＞ MORさん
 ⾃分は申込フォームが「〜ZARD2」に⼀本化されたと勘違いしてたんですが、

 コレクション⼀覧からの定期購読リンク先も意図的に「〜ZARD」のままにされてるってことですよね。

https://bbsee.info/newbbs/id21171.html


Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21426 選択 MOR 2017-03-24 00:50:13 返信はできません 報告

FKさん

>コレクション⼀覧からの定期購読リンク先も意図的に「〜ZARD」のままにされ
てるってことですよね。 

 意図的と⾔うより本来がhttps://hcj.jp/form/ZARD/ですよ。
  

 リンクは⾒て回っていないのでページ構造上の話ですけど、
 http://hcj.jp/ZARD/home.html

 と
 http://hcj.jp/ZARD/fanclub

 の⼆つのページが置かれています。
 そして、それぞれの定期購読の申し込みページも

 https://hcj.jp/form/ZARD/
 https://hcj.jp/form/ZARD2/
 と⼆つ置かれていて、それぞれへ個別にリンクが張られています。

  
 なので、⾒ているページは双⽅で異なり、たどり着くルートで変わる訳です。

  
 ⼀度表⽰すると以降はhttps://hcj.jp/form/ZARD2/になると⾔うことですが、実はそうはならないリンクルートもある

ので注意です。
 基本的にはクッキーを⾷わせているのでなるはずですが、コレクション⼀覧 の 定期購読 は、その⼀例。

ブラウザのセキュリティ設定を強くしている⼈の中には、必ずhttp://hcj.jp/ZARD/fanclubから申し込まないとhttps://
hcj.jp/form/ZARD2/の申し込みページへはたどり着けない訳です。

  
 ⾔い換えればhttp://hcj.jp/ZARD/fanclubへ誘導するページが限られているとも⾔えます。

 この辺の理屈はブラウザのクッキー拒否を設定してからアクセスしてみると分かりやすいです。

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21426
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/8122ecf0e8a3dfbbd36d13b64aa30796.png


------------
追記

 誤解を招きそうな部分があるので補⾜

http://hcj.jp/ZARD/home.html⾃体は表⽰を変えている(動的)だけで本体は同じだと思います。
 (URL後ろの︖以降の⽂字列はアクセス解析⽤でしょう)

 なのでhttp://hcj.jp/ZARD/fanclubを踏ませてクッキーで処理させていると思うのですが、最近のタグの書き⽅は理解不
能な年なので、詳細は詳しい⽅にお任せします。

＊画像は抜き出したクッキー

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21431 選択 stray 2017-03-24 16:16:00 返信はできません 報告

> もし、定期購読をMusing経由で再度お申込みされたい場合は、解約⼿続きをお願い致します。

星さん、こんにちは。
 情報ありがとうございます。

 当然そうなりますよね。その場合、FKさんが書かれているように、
 WEZARD特典に加えて通常特典（BOX・ポストカード）も貰えることになります（笑）。

> 経由していると「https://hcj.jp/form/ZARD2/」に、 
 > 経由していないと「https://hcj.jp/form/ZARD/」に 

 > リンク先が変わる仕組みになってます。

FKさん、こんにちは。
 なるほど、そういうことでしたか。

> 特典⽤の応募券をマガジンではなくパッケージ(箱の部分)に付けることで、 
> 定期購読者が、本来書店購⼊者⽤であるはずの応募券を集めて⼆重に特典をもらってしまうのを防ぐ 

 > という⽬的もあるようです

ちゃんと対策を考えているみたいですね（笑）。

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21431


> 定期購読解約→(FC/Musing経由で)再度申込 
> で(WEZARD特典だけでなく)BOX・ポストカードがまた貰えるなら、 

 > 解約→再契約の繰り返しで何回も貰えちゃう気がします(^^;

なるほど、さらに姑息な⽅法を考えつかれましたね（笑）。

> ⼀度表⽰すると以降はhttps://hcj.jp/form/ZARD2/になると⾔うことですが、実はそうはならないリンクルートもあ
るので注意です。 

 > 基本的にはクッキーを⾷わせているのでなるはずですが、コレクション⼀覧の定期購読は、その⼀例。 
 > ブラウザのセキュリティ設定を強くしている⼈の中には、必ずhttp://hcj.jp/ZARD/> fanclubから申し込まないとhtt

ps://hcj.jp/form/ZARD2/の申し込みページへはたどり着けない訳です。

MORさん、こんにちは。
 実践したみたところ、http://hcj.jp/ZARD/fanclub → コレクション⼀覧からだと

 https://hcj.jp/form/ZARD/?_ga=************* に⾶ばされますね。
 _ga=（クロスドメイントラッキング）が付与されているので、

 FC経由を⼀応識別できているようです。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21435 選択 FK 2017-03-24 19:53:22 返信はできません 報告

こんばんは。
 MORさんの追記の部分が勉強になりました。(笑)

 ⾃分でももっと調べました。

http://hcj.jp/ZARD/fanclub/
 にアクセスした時、

http://hcj.jp/ZARD/〜 で有効なクッキー(情報)として
 zard_fanclub=201703ddhhmmss(年⽉⽇時分秒)

 というデータが(ブラウザに)与えられるのですが、
 リダイレクト(移動)先のhttp://hcj.jp/ZARD/home.htmlは

 動的html(アクセスする度にページ(html)が⽣成される)になっており
 

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21435
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/c008c31802ec4b9c2126914d5d41ed9f.jpg


どうやらサーバ側で“zard_fanclubのクッキーがあれば、
定期購読リンク先をhttps://hcj.jp/form/ZARD2/にして

 ページ(home.html)を作成する”というプログラムが
 (PHPサーバで)組まれてるっぽいです。

URL後ろの︖以降の⽂字列(どこから⾶んできたか等のパラメータ)や
 他のクッキー（utm_source、PHPSESSID）は

 定期購読申込に関しては使われてません。
 ※リダイレクト検証ツールを使ったり（画像添付）、

  ブラウザを変えたりしてクッキーを編集(削除)等して
  確認しました。

> ブラウザのクッキー拒否を設定してからアクセスしてみると分かりやすいです。 
 確かに、ブラウザーのクッキーを拒否にしたら、

 http://hcj.jp/ZARD/fanclub/を経由してもクッキーがセットされず
 定期購読リンクはhttps://hcj.jp/form/ZARD/のままでした。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21441 選択 MOR 2017-03-25 06:02:41 返信はできません 報告

おはようございます

謎解決のヒントになってよかったです(笑)

>FC経由を⼀応識別できているようです。 
 strayさん、リンクの経路が違うと思いますよ

 のちに画像発掘などのヒントになりそうなので、最後に⼀例

http://hcj.jp/ZARD/fanclubを踏むと
 http://hcj.jp/ZARD/home.html?utm_source=fan&utm_campaign=zar&utm_medium=top

 に⾶びます
 ページ最下部のロゴから⼤元のトップページへ

 http://www.hachette-collections.jp/

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21441


 
target="_blank なので別窓が開くと思います
上部のメニューから コレクション⼀覧 へ進む

 http://www.hachette-collections.jp/collections.html
 ⼀覧の ZARD CD＆DVD COLLECTION の 定期購読 へ進む

 https://hcj.jp/form/ZARD/

経路のドメインが違うから管理しきれていないのだと思いますが、調べていません(汗)
 ちょっと怖いと思って気にしていただけなので

 本当は私に調べる知識が無いだけですが、そこは内緒です(爆)

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21445 選択 stray 2017-03-25 22:05:01 返信はできません 報告

MORさん、こんばんは。

> http://hcj.jp/ZARD/fanclubを踏むと 
 > http://hcj.jp/ZARD/home.html?utm_source=fan&utm_campaign=zar&utm_medium=

top 
 > に⾶びます 

 > ページ最下部のロゴから⼤元のトップページへ 
 > http://www.hachette-collections.jp/ 

 > target="_blank なので別窓が開くと思います

ここまでは⼀緒ですが、私は「定期購読受付中のコレクション」から
 ZARD CD＆DVD COLLECTION の 定期購読をクリックしました。

> 上部のメニューから コレクション⼀覧 へ進む 
> http://www.hachette-collections.jp/collections.html 

 > ⼀覧の ZARD CD＆DVD COLLECTION の 定期購読 へ進む 
 > https://hcj.jp/form/ZARD/

MORさんの⽅法でも結果は同じで、
 https://hcj.jp/form/ZARD/?_ga=************* 

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21445
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/4e5e71560b8b77d54f765f790ceafcfa.jpg


 
となります。
Chromeブラウザで、セキュリティ設定はデフォルトです。

 閲覧履歴を消去してやってみても同じでした。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21446 選択 MOR 2017-03-26 00:06:33 返信はできません 報告

strayさん、こんばんは

>MORさんの⽅法でも結果は同じで 
 何だか別の研究が盛んに・・・(汗)

私は相変わらずIEを使っているのですが、気になる個所を試した結果で違いが出たので報告
します。

 その個所とは「追跡防⽌機能」
 閲覧履歴を追跡される事を防⽌し悪意のある広告表⽰などをブロックできる機能で、クッキーと同様に使った⽅が良いと

思っている設定です。

安全と利便は紙⼀重なのですが、必要な時は該当ページだけを対象外にすれば良いので使っています。同様にActiveXフィ
ルタも。

「追跡防⽌機能」はどこを⾒たかを履歴として抜き取られることを防⽌するので、その影響のようです。
 うるさい広告表⽰がスッキリしてお奨めですよ。

 でもリストを追加して強化しすぎると必要なものまでカットされる場合もありますから、その辺は適当に。

と⾔うことで、やっぱりセキュリティ設定の影響のようです。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21507 選択 stray 2017-04-03 16:41:47 返信はできません 報告

モバイルFCの情報では、

6号からは外装が変わり、定期購読版と書店版の仕様もそれぞれ異なる仕様になる

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21446
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/3f98e3391365916c44c062a3f90d3a70.png
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21507


そうです。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21510 選択 星 2017-04-03 20:22:02 返信はできません 報告

[21507]strayさん︔
 > モバイルFCの情報では、 

 > 
> 6号からは外装が変わり、定期購読版と書店版の仕様もそれぞれ異なる仕様になる 

 > 
> そうです。

FKさん︓

> 定期購読者が、本来書店購⼊者⽤であるはずの応募券を集めて⼆重に特典をもらってしまうのを防ぐ 
> という⽬的もあるようです

5号は変わらないので、本屋で買えと⾔うアシェット側の⾔い分はそういうことですか。
 ま、4号4⽉5⽇過ぎまで届かないので、即3号で解約して、4号から再申込みしましたけどね。

 届くまであと数⽇。。。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21512 選択 Aki 2017-04-03 21:15:19 返信はできません 報告

> 6号からは外装が変わり、定期購読版と書店版の仕様もそれぞれ異なる仕様になるそうです。

 これはコレクターに「書店版」と「定期購読版」の2冊を買わせたいのでしょうか･･･
  それともこの会社の別の雑誌の定期購読が頻繁に遅れに遅れているので「店頭⽤が終わったら送っているのでは︖」と

いう疑惑を晴らすためなのでしょうか･･･

 今回のZARDの場合は、Fan ClubとMusingで定期購読募集しているので、何ヶ⽉も遅れるということはないとは思い
ますが･･･

 

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21510
https://bbsee.info/newbbs/id21507.html
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21512


Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21520 選択 FK 2017-04-04 15:50:48 返信はできません 報告

＞MORさん
 ＞strayさん
 アシェットHPのコレクション⼀覧からのリンクについてですが、

 僕が[21435]で書いた通り
 > http://hcj.jp/ZARD/〜 で有効なクッキー(情報)として 

 というように、そもそも定期購読リンク先を
 FC⽤のhttps://hcj.jp/form/ZARD2/へ変える仕組みは、

 意図的にhcj.jp/ZARD/配下のアドレスにしか有効にされていないので、
 他の(ドメインの)アドレスである

 コレクション⼀覧http://www.hachette-collections.jp/collections.html
 は、わざと定期購読リンク先は変わらないようにされているようです。

外装の情報ですが、
 モバイルFCサイトの、有料会員しか⾒られない会報の中だけじゃなくて、

 別に誰でも⾒られる⼀般のページに書いてくれてもいいじゃん、と思いますね。(苦笑)

＞ Akiさん
 > 2冊を買わせたい 

 > 疑惑を晴らす 
 いやいや、素直に僕が書いてる

 > 定期購読者が、本来書店購⼊者⽤であるはずの応募券を集めて⼆重に特典をもらってしまうのを防ぐ 
 だと思います。

変に読み過ぎですよ。(笑)
 （表向きの理由は、定期購読版は送付の際にかさばらない(送料を抑える)ために簡易版にするみたいです。）

どっちにしろ⾃分は、全52号を外装まで全号保存しとくとエライかさばるので、
 CD&DVD収納ボックスとマガジン保存⽤バインダーが来たら

 いずれは外装は処分して中⾝だけ残すことになるかなぁと思ってます。

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21520
https://bbsee.info/newbbs/id21435.html


Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21524 選択 stray 2017-04-04 19:12:48 返信はできません 報告

Akiさん、FKさん、こんばんは。

>  これはコレクターに「書店版」と「定期購読版」の2冊を買わせたいのでしょうか･･･

う〜ん、外装がどう変わるのか不明なので何とも⾔えませんが、
 画像が違ったら両⽅買うかも知れません(笑)。

> （表向きの理由は、定期購読版は送付の際にかさばらない(送料を抑える)ために簡易版にするみたいです。）

逆のような気がしますが・・・
 輸送中につぶれたりしないよう、定期購読版のほうを頑丈するのでは︖

 FKさんの仰るとおりだとすると、返品・交換の嵐になるんじゃないかと(笑)。
 

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21528 選択 Aki 2017-04-04 22:15:33 返信はできません 報告

> 変に読み過ぎですよ。(笑) 
 > （表向きの理由は、定期購読版は送付の際にかさばらない(送料を抑える)ために簡易版にするみたいです。）

 「定期購読」と「書店」で外装を分けるということは、それだけ制作費⽤が掛かってしまいます。

 外装が変わるだけでも購⼊するコレクターもいるわけで･･･（「ZARD Forever Best」の「早春」バージョンでもパ
ッケージが異なるだけで100位以内に⼊っていましたし･･･）

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21529 選択 FK 2017-04-05 01:31:25 返信はできません 報告

外装ですが、正確には
 定期購読版は、外箱がなくなり

 単なる段ボール箱の中に2号分のマガジンとCDが⼊って
 

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21524
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21528
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21529


送られてくるようです
（実質、パッケージがなくなる感じ）。

※アシェットの他誌を購読されている⽅のブログや書き込みです↓
 http://blog.goo.ne.jp/katsube777/e/860ce84b6eb5c4797bcb0cd90e8fb28e

 https://plaza.rakuten.co.jp/yomogimochi77/diary/201604290000/
 https://www.amazon.co.jp/review/R107I469RQKCJE/ref=cm_cr_dp_title?ie=UTF8&ASIN=B01M4JA76W&ch

annel=detail-glance&nodeID=465392&store=books
 https://blogs.yahoo.co.jp/touristtrophy86/41694765.html

（上記ページの他にも
 「アシェット 定期購読 書店 箱」とかで検索すると、

 アシェットの他誌のスレとかがヒットして、⾊々書かれてます。）

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21530 選択 星 2017-04-05 04:52:53 返信はできません 報告

FKさん
 > 外装ですが、正確には 

 > 定期購読版は、外箱がなくなり 
 > 単なる段ボール箱の中に2号分のマガジンとCDが⼊って 

 > 送られてくるようです 
 > （実質、パッケージがなくなる感じ）。 

> 
> ※アシェットの他誌を購読されている⽅のブログや書き込みです↓ 
> http://blog.goo.ne.jp/katsube777/e/860ce84b6eb5c4797bcb0cd90e8fb28e 

 > https://plaza.rakuten.co.jp/yomogimochi77/diary/201604290000/ 
 > https://www.amazon.co.jp/review/R107I469RQKCJE/ref=cm_cr_dp_title?ie=UTF8&ASIN=B01M4JA76W&c

hannel=detail-glance&nodeID=465392&store=books 
 > https://blogs.yahoo.co.jp/touristtrophy86/41694765.html 

 > 

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21530


> （上記ページの他にも 
> 「アシェット 定期購読 書店 箱」とかで検索すると、 
> アシェットの他誌のスレとかがヒットして、⾊々書かれてます。）

何か悲しい。。。

当ホームページ経由で定期購読をお申し込みの⽅と、各書店様にて購⼊された場合、梱包⽅法が異なりますので、予めご
了承ください。

となると、書店経由の定期購読申込みのstrayさんは外箱版が⼿に⼊れられそうですね︖

最後に、バインダーの代⾦も徴収されるのは初⽿でした。

https://www.youtube.com/watch?v=WhqntSVF8mQ&feature=youtu.be

こういう⾵になるのか。。。
 専⽤外箱ね︖

 確かに、箱に2枚縦に並べられそうだもんね︔
 あの本誌との⽌めのシールまで集めてたのにな︔

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21534 選択 stray 2017-04-05 15:12:41 返信はできません 報告

FKさん、星さん、こんにちは。

> 書店経由の定期購読申込みのstrayさんは外箱版が⼿に⼊れられそうですね︖

他誌を購読されている⽅のブログや書き込みを⾒てきました。
 送料を安く上げるため（ゆうメールに変わる）の簡易包装みたいですが、

 アシェット側は「箱はごみとして捨てられることを前提に作られている。
 書店では⽴てかけるため必要だが、定期購読の場合には必要ない」と

説明しているようです。この理屈だと書店経由の定期購読も書店に
 並べるわけじゃないので簡易包装になるんじゃないでしょうか（笑）。

「ディズニーツムツム編みぐるみ」のYTでは、⽩ダンボールの上に
 上下が開いたパッケージが被せてありますね。

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21534
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/df584ebb35586e6afddb744e9de7236f.jpg


 ZARD COLLECTIONはこれさえも無くなるのでしょうか（笑）。

> あの本誌との⽌めのシールまで集めてたのにな︔

毎回⾊を違えて、細かいところに拘って作ってるなぁと感⼼してたのですが・・・
 荷物を空ける瞬間のワクワク感はまったくなくなりますね、残念。

６〜８号の表紙です。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21538 選択 FK 2017-04-05 16:54:26 返信はできません 報告

＞星さん
 > https://www.youtube.com/watch?v=WhqntSVF8mQ&feature=youtu.be 

 おーっ、実に分かりやすい映像をありがとうございます。
 僕が書いたアシェット購読者4件のうち、上から2つ⽬のアドレスのパターンは

 まさにコレですね。

> 即3号で解約して、4号から再申込みしましたけどね。 
 とすると、4号&5号が、収納ボックス&ポストカードと共に届きましたよね

 （⾃分は届きました）。
 これで今後WEZARDのデジタル特典をゲット次第、即解約して

 6号から書店版を購⼊していく…って⽅法も出来なくはないですけどね︔

＞ strayさん
 > 「ディズニーツムツム編みぐるみ」のYTでは、⽩ダンボールの上に 

 > 上下が開いたパッケージが被せてありますね。 
 > ZARD COLLECTIONはこれさえも無くなるのでしょうか（笑）。

⾃分の挙げた他誌購読者例の中には、単なる段ボール箱と
 読み取れる書き込みも⾒られるので、ZARDの場合どうなるか

 ハッキリ分かりませんね。。

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21538


> 書店経由の定期購読も書店に 
> 並べるわけじゃないので簡易包装になるんじゃないでしょうか（笑）。

他誌の例を⾒ると、本当にそうなるものもあるようです。
 正確には、ものによっては20号とか30号(応募券が付かなくなる号あたり?)で書店の店頭にはほぼ並ばなくなり、

 書店経由の定期購読も、アシェットからの定期購読版と似たような簡易版になるっぽいです。
 ただ、これは⼀般販売⽤のパッケージ版⾃体を製造しなくなるケースのようなので、

 ちょっと違いますが。
 http://meister-ver2.jugem.jp/?eid=938

 全号そろえて⼀つのプラモを作るみたいなものだと、⼀部の号だけ買ってもあまり意味がないので
 購⼊⼿段は後半はほぼ定期購読の⼀本化になるみたいですが、

 ZARDの場合は分かりません。。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21542 選択 星 2017-04-05 21:36:54 返信はできません 報告

FKさん︔
 > > 即3号で解約して、4号から再申込みしましたけどね。 

 > とすると、4号&5号が、収納ボックス&ポストカードと共に届きましたよね 
 > （⾃分は届きました）。 

 > これで今後WEZARDのデジタル特典をゲット次第、即解約して 
 > 6号から書店版を購⼊していく…って⽅法も出来なくはないですけどね︔

笑っていられない現実︔
 400円ずつぼったくられた。。。

これは4/29以降の定期解約理由になりますね。

でも、最終的に書店購読の箱も無くなってしまわれるのね︔
 そして、発⾏⽇に⼿に⼊れられないのは宅送組と同じ。。。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21542
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/3e4e67cbedefff39bd73f98f01e7e066.jpg


21545 選択 stray 2017-04-05 22:18:52 返信はできません 報告

星さん、こんばんは。

どういうことですか︖
 途中解約すると１冊400円⾼くなるということ︖

 

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21546 選択 星 2017-04-05 22:27:19 返信はできません 報告

strayさん︔
 > どういうことですか︖ 

 > 途中解約すると１冊400円⾼くなるということ︖

わからないです。
 特典の⼆重取り諸費⽤ですか︖

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21547 選択 stray 2017-04-05 22:34:38 返信はできません 報告

> わからないです。 
 > 特典の⼆重取り諸費⽤ですか︖

上の1,590円２つが2号と3号で、1,990円２つがが4号と5号ですか︖
 単純な間違いなんじゃないでしょうか・・・

 アシェットに問い合わせたほうがよいと思います。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21548 選択 星 2017-04-05 22:37:21 返信はできません 報告

strayさん︔
 > 上の1,590円２つが2号と3号で、1,990円２つがが4号と5号ですか︖ 

 

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21545
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21546
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21547
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21548


はい、そうです
明細残しておいたので

> 単純な間違いなんじゃないでしょうか・・・ 
 多分そうでしょうね

 （⾃分はクレジット引き落としなので、まだ3号が決済されていない状態です）

> アシェットに問い合わせたほうがよいと思います。 
 問い合わせ中です

お気づかいありがとうございます

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21549 選択 FK 2017-04-05 23:55:07 返信はできません 報告

あっ、ホントだ。
 ⾃分の4号・5号の明細も、

 1990円になってました。
 星さんの書き込みがなければスルーするところでした。

たぶん、今回4号・5号が届いたパターンの⼈は、
 みんな余計に請求されてるんじゃないですかね。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21553 選択 stray 2017-04-06 16:31:38 返信はできません 報告

FKさん、こんにちは。

FKさんもボッタくられてましたか︕（笑）
 ⽀払い⽅法を「振り込み」にしておいてよかったですね。

 クレジットカードの⼈は1,990円で決済されていないか確かめて下さい︕

お⼆⼈ともFC経由で4号から申し込んで、4号・5号・通常特典２つが⼀緒に届いたんですよね。
 かりに、FC特典だけ欲しい場合、相当先の号から定期購読を申し込んで、

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21549
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/7da76bcce3c566843ea0b3e722ef22ee.jpg
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21553


 
今⽉末にFC特典を貰って即解約すれば、１銭もかからないんすかね、せこい話ですが（笑）。

私は今⽇、FC経由で6号から定期購読を申し込みました。
 6号・7号・通常特典２つが5⽉3⽇に届くことになるんだと思いますが、

 その前にFC特典が貰えるはずなので、即解約してみますね（笑）。

解約⼿続きに「約1ヶ⽉かかる場合がある」と書いてあるので、
 6号・7号・通常特典２つは受け取らざるを得ないでしょうけど、
 ⽀払い⽅法を「振り込み」にしたので、8号以降が届いても払いません（笑）。

 

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21554 選択 星 2017-04-06 20:49:52 返信はできません 報告

strayさん︔
 問い合わせ結果です。

> 4号、5号はCD付きですので1590円では無いのですか︖ 
 > 再定期購読の⼿数料分が引かれているのですか︖ 

 > それなら、それで承知いたしました。 
 > Musingの特典気になりますので、致し⽅ありません。

>> 上の1,590円２つが2号と3号で、1,990円２つがが4号と5号ですか︖ 
 >> 単純な間違いなんじゃないでしょうか・・・ 

 >> アシェットに問い合わせたほうがよいと思います。

> この度は、ご案内に間違えがあり、誠に申し訳ございません。

> 第39号以降の価格で印字をされておりました。

> クレジットカードのご請求時、1590円×2冊 3180円にて訂正をさせていただきます。

> ご不快の念をおかけいたしましたこと、⼼よりお詫び申し上げます。

とのこと、取り急ぎ転載いたしました。

>> 6号・7号・通常特典２つは受け取らざるを得ないでしょうけど、

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21554


http://musing.jp/shop/zard/25th/

GW繰り上げ発売になり、5⽉1⽇に7号と同時にバインダー2冊セット代も強制請求ですね。

Re:隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21596 選択 stray 2017-04-17 16:49:24 返信はできません 報告

10号までの内容（予定）です。
 ----------------------------

 第6号
 ・永遠
 ・永遠 〜君と僕との間に〜

 ・GOOD DAY
 ・I can't let go

 ・⼼を開いて ('07 Live ver.)
 ・Oh! Sugar Baby (Original Karaoke) 初CD化!

 ほか

ハイライト ZARD インタビューセレクション Vol.2 ⾳楽ルーツ
 ミュージアム 「ZARD BEST The Single Collection〜軌跡〜」特典

 素顔の坂井泉⽔ ジーンズコレクション

----------------------------
 第7号【発売⽇変更 5/1←5/3】

 ・きっと忘れない
 ・今すぐ会いに来て

・いつかは･･･
 ・⻩昏にMy Lonely Heart

 ・少⼥の頃に戻ったみたいに ('07 Live ver.)
 ・いつかは･･･ (Original Karaoke) 初CD化!
 ほか

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21596


ハイライト シングルディスコグラフィー
ミュージアム トイピアノ

 素顔の坂井泉⽔ ワイングラス

----------------------------
 第8号

 ・運命のルーレット廻して
 ・Listen to me

 ・I want you
 ・愛は暗闇の中で featuring Aya Kamiki

 ・マイ フレンド ('07 Live ver.)
 ・Listen to me (Original Karaoke) 初CD化!

 ほか

ハイライト ZARD インタビューセレクション Vol.3 作詞について
 ミュージアム ゴールドディスク

 素顔の坂井泉⽔ DAT
 ----------------------------

第9号
 ・少⼥の頃に戻ったみたいに

 ・不思議ね･･･
 ・サヨナラ⾔えなくて

 ・明⽇もし君が壊れても
 ・もう少し あと少し･･･ (1999 Cruising & Live ver.)

 ほか

ハイライト 制作スタッフ対談
 ミュージアム ZARDオルゴールバス

 素顔の坂井泉⽔ ⼀眼レフカメラ

----------------------------
 第10号



 
・君に逢いたくなったら･･･
・もう探さない

 ・新しいドア 〜冬のひまわり〜
 ・愛を信じていたい

 ・IN MY ARMS TONIGHT (1999 Cruising & Live ver.)
 ほか

ハイライト ZARD インタビューセレクション Vol.4 FC1年記念①
 ミュージアム 2004年ライブ ヴォーカル・マイク＆イヤー・モニター

 素顔の坂井泉⽔ 好きな⾳楽
 

第６号 簡易包装 書店版
21603 選択 stray 2017-04-20 12:02:35 返信はできません 報告

皆さんこんにちは。

私は書店受け取りの定期購読ですが、第６号から薄くなってシュリンク包装になりました。
 

Re:第６号 簡易包装 書店版
21604 選択 stray 2017-04-20 12:10:12 返信はできません 報告

シュリンクを破ると、表紙、CDが⼊っている⽩箱、冊⼦がただ重ねてあるだけでした。

表紙は四隅に切れ込みが⼊っていて、ダンボールの厚み分を覆えるようになっています。
 伸ばせば平らになるので、嵩張らずに保管可能。

Hashetteの定期購読版はどんな感じでしょうか︖
 

Re:第６号 簡易包装 書店版

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21603
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/c828991bf51544cf79c2141168c359c7.jpg
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21604
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/aa155ec10ec4a303cda6180852c343d1.jpg


21605 選択 星 2017-04-20 20:26:34 返信はできません 報告

strayさん︔
 > シュリンクを破ると、表紙、CDが⼊っている⽩箱、冊⼦がただ重ねてあるだけでした。 

 > 
> 表紙は四隅に切れ込みが⼊っていて、ダンボールの厚み分を覆えるようになっています。 

 > 伸ばせば平らになるので、嵩張らずに保管可能。 
 これだったら、書店に拘るまでも無いか︔

 折り返しの冊⼦挟むとこの⽂字無し写真は貴重だったんですけどね︔

前回の誤植の件につきまして
 ご丁寧に、⾶脚便で価格の記載ミスの⽂書⼊りの封書が送られてきました。

Re:第６号 簡易包装 書店版
21607 選択 stray 2017-04-21 14:43:42 返信はできません 報告

[21605]星さん

> 折り返しの冊⼦挟むとこの⽂字無し写真は貴重だったんですけどね︔

この部分ですよね、⽂字無しの⼤きな画像なので、私もこれ好きでした（笑）。
 その代わりなのか、6号には未公開写真が1枚有りますので、お楽しみに︕

> 前回の誤植の件につきまして 
 > ご丁寧に、⾶脚便で価格の記載ミスの⽂書⼊りの封書が送られてきました。

ということは、全員分間違ってたってことですね（笑）。

Re:第６号 簡易包装 書店版
21617 選択 幸（ゆき） 2017-04-23 20:47:45 返信はできません 報告

[21607]stray所⻑、皆様

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21605
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/22c95b490feee0556535ea97bafb1319.jpg
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21607
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/ab64c7ef8d0578f7dd1acb6d064a61cd.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id21605.html
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https://bbsee.info/newbbs/id21607.html


このシールが応募券でなくて⼿元に残せてちょっと嬉しい^^。
[21171]のと今度は[21603]ので場所も形も違い、さらに以前のは箱以外の冊⼦に応募券が付いてますね（笑）。

 少し前まで気づかず、先に購⼊したVol.1&3は応募券の為に中古でも探そうかと思ってました。

⾃分も書店受け取りで定期購読にしましたが、ネット⼿続きのも応募券が付いてるのかな︖、そうだとしたら♪不思議ね。
 

WEZARD特典 隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21654 選択 stray 2017-04-28 19:23:55 返信はできません 報告

皆さんこんばんは。

モバイルFC or Musing経由の定期購読申込み特典が届きました。

・「NO.」（エヌオー）で当時オンエアされた映像をはじめ、
オフショット等で構成された約9分の動画

・松濤スタジオもの未公開画像（ウォールペーパー、各種サイズ）

 
 マイフレンドPVの⾳声⼊り未公開映像、エルミラージ・ロケの未公開映像など、

 Ｂ社にしてはなかなか気の効いた特典で、嬉しい(笑)。

Re:定期購読 url
21656 選択 星 2017-04-28 20:35:01 返信はできません 報告

壁紙がよかったですね
 動画はLe Portfolioからのchoiceかな︔

 off shot知らないのが⾒れた。。。

特に追加contentsなさそうなので
 解約してもよさそうかなｗ

めんどうなのでしませんが︔
 1⽇着なら、既に発送済みでしょうからね。

https://bbsee.info/newbbs/id21171.html
https://bbsee.info/newbbs/id21603.html
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21654
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/b7cf739bf3f291eb97b5e3d425eea00d.jpg
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21656


Re:定期購読 url
21657 選択 stray 2017-04-28 21:08:23 返信はできません 報告

壁紙はややピンボケですね(笑)。

Hashetteの解約申込みフォームは、
 お客様コード（収納⽤紙の宛名欄右下に記載の数字）の⼊⼒が必須なので、

 商品が届いてからじゃないと解約できないようです(笑)。

第６・７号 簡易包装 Hashette定期購読版
21660 選択 stray 2017-04-29 12:29:17 返信はできません 報告

皆さんこんにちは。

モバイルFC経由で申し込んだ定期購読の６号・７号が、
 通常特典とともに⼤きなダンボールで届きました。

６号・７号の表紙とは別の画像が印刷されたパッケージです。

Re:第６・７号 簡易包装 Hashette定期購読版
21661 選択 stray 2017-04-29 12:30:13 返信はできません 報告

被せるタイプのパッケージで、中は、
 ６号、７号、ＣＤが⼊ったダンボールから成っています。

 厚みは3cm弱。
 書店購⼊版とは明らかに異なりますね。

やがてパッケージの印刷がなくなり、ただの紙になってしまうのでしょうか・・・(笑)

「7号、27号、をお届けの際に、マガジン収納⽤バインダー2冊セットをお届けいたします」
 となっていますが、バインダー2冊は⼊っておらず、振込⽤紙の請求額は3,180円です。

https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21657
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=21660
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https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/88e8a96c7c5192b45e78d97a87641b7f.jpg


Re:第６・７号 簡易包装 Hashette定期購読版
21662 選択 星 2017-04-29 13:42:49 返信はできません 報告

[21249]不思議ね・・・のカラオケは貴重ですね☆
 11号のデビュー曲のカラオケでA⾯のカラオケはコンプっと︕

strayさん︔
 > 被せるタイプのパッケージで、中は、 

 > ６号、７号、ＣＤが⼊ったダンボールから成っています。 
 > 厚みは3cm弱。 

 > 書店購⼊版とは明らかに異なりますね。 
> 
> やがてパッケージの印刷がなくなり、ただの紙になってしまうのでしょうか・・・(笑) 

 > 
> 「7号、27号、をお届けの際に、マガジン収納⽤バインダー2冊セットをお届けいたします」 

 > となっていますが、バインダー2冊は⼊っておらず、振込⽤紙の請求額は3,180円です。

佐川の⼈はもう届いてるのね。。。
 JPの⼈は⽉曜⽇ですね。。。

バインダー間に合わなかったのでしょうか?(笑)

家にも届きましたが。。。
 スリーブケースの裏がバインダーの表紙と同じでしたね︔

 でも、2セット⼊っているということなので、これは違うのですかね。。。
 ⽩い箱抜いて7冊スリーブに⼊れました(笑)

 向きを互い違いに⼊れていけば13冊分⼊りそう?

今後もずっと佐川で届いてくれれば本の傷みも無くていいですね︕

Re:WEZARD特典 隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21663 選択 ソルト 2017-04-29 13:52:57 返信はできません 報告
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stray所⻑、こんにちは。

[21654]正しく特典と呼ぶにふさわしい内容みたいですね。

どうせ既出物の寄せ集めだと⾼を括って定期購読を申し込まなかったのは「しっぱぁ〜い」でした・・。
 期間限定で申し込んだ⼈しか⼿に出来ないお宝じゃないですか︖もう⼊⼿不可だと思うと悔やまれます。
 B社もけっこうな儲けになるのか「隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション」には⼒を⼊れてるみたいですね。

今からでも定期購読を申し込もうかなぁ︖
 でも、創刊号のバイオグラフィDVDもMusing経由の特典も終わっちゃってるし時既に遅しですね〜。

Re:WEZARD特典 隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21664 選択 ftw 2017-04-29 15:18:06 返信はできません 報告

strayさん、みなさん、こんにちは︕

CD&DVDコレクションのモバイルFC or Musing経由の定期購読申込み特典は既存のものではなく、
 コアなファンが望む内容になっていたみたいですね。

ソルトさん同様、全く期待せずに定期購⼊を申し込まなかった
 ことに今更後悔しています…

ワンチャンスあれば申し込むのになぁｗ残念

Re:WEZARD特典 隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21665 選択 FMシアター２３ 2017-04-29 16:59:17 返信はできません 報告

strayさん、皆さんこんにちは。

特典の情報ありがとうございます。
 ⼿に⼊れた⼈は勝ち組ですね（笑）。

 私もFCとMusing経由以外（hachette組）でして、
 この情報聞いた時も「もう申し込んだよ、解約もめんどうですから」と⾒送りしました。

 まーDVDコレクションにでも⼊れてくれないかなー。
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Re:WEZARD特典 隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21666 選択 stray 2017-04-29 19:33:13 返信はできません 報告

星さん、こんばんは。

星さんにはバインダーが１冊届いたのですか︖
 請求書はどうなってます︖２冊分請求されていたりして(笑)。

 可能ならバインダーの写真をＵＰして下さい。

 
 ソルトさん、ftwさん、FMシアター２３さん、こんばんは。

そんな後悔するほどの代物じゃありませんって(笑)。
 未公開映像はトータル１分半くらいなもので、残りは既出映像です。

 B社は”「NO.」（エヌオー）で当時オンエアされた映像”と⾔ってますが、
 歌詞字幕が⼊っていて、星さんが書かれているように Le Port DVDの映像っぽいのですが、

 それにしては画質が粗いので、NO.の元映像にわざわざ字幕を⼊れたのかも。

Re:WEZARD特典 隔週刊 ZARD CD & DVDコレクション
21667 選択 星 2017-04-29 20:14:58 返信はできません 報告

strayさん:
 > 星さん、こんばんは。 

 > 
> 星さんにはバインダーが１冊届いたのですか︖ 

 いえいえ、バインダーは届いてないですよ
 ⽬次の所に載ってる写真が、今回のスリーブの裏と全く同じですね。

 ということです。

うーん、6号から裏表紙が変わってますね︔
 これは残念

 定期購読者にバーコード要らないでしょうｗ
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※つづきは[21668]へ
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