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

 「なみろむ」のような作
(1)
by Aki 2019/11/10(Sun)

 B社が何をすべきか考える委員会
投稿規程／編集・削除⽅法  過去ログ 8  7  6  5  4  3  2  1  旧BBS  ⼟ワイ  Ver.違い  歌詞の理解の為に  駅
メロ  ライブ特設ページ  問い合わせ

返信を投稿する 新しい話題を投稿する

ZARD GRAPHICS
25916 選択 Aki 2021-04-06 21:36:55 返信 報告

https://www.bgv.jp/shop/detail_shop.php?item_id=10079&_ga=2.123468941.769570627.1617626013-158460218
1.1615218150

 「GOODS」のコーナーにて「ZARD GRAPHICS」が発売
 今までリリースしてきた全作品のプロモーションツールであるポスタービジュアルをメインに、当時の販促物や貴重なプロモーシ

ョンキットなどと共に30年の軌跡を振り返る内容

特典は「ZARD Single Collection 〜軌跡〜」のプロモーションキットでも使⽤されたキービジュアル「⾚い⾶⾏機」のミニチュア
ペーパークラフト︕
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【仕様】212ページ（オールカラー/表紙含む）
【サイズ】A4サイズ

 4,600円（税込）
 4⽉末より順次発送

  ⾊々なアイテムが発売されますね･･･
 

Re:ZARD GRAPHICS
25920 選択 stray 2021-04-07 11:58:03 返信 報告

Akiさん、情報ありがとうございます。

これまでのポスター、販促物、プロモーションキットがすべて網羅されるかどうかですね。
 中途半端なものなら価値なしです。

Re:ZARD GRAPHICS
25921 選択 Aki 2021-04-07 12:50:42 返信 報告

> これまでのポスター、販促物、プロモーションキットがすべて網羅されるかどうかですね。 
 > 中途半端なものなら価値なしです。

 表紙を⾒ると、⼀番古いものは「もうさがさない」（シングル）ですね・・（何気に「負けないで」「揺れる想い」が
無い･･･） 
 プロモーションキッドは⼀体、何時が最初なのか?

Re:ZARD GRAPHICS
25943 選択 stray 2021-04-14 09:36:44 返信 報告

この画像には、「不思議ね…」のポスターの⼀部と
 AL「TODAY IS・・・」のプロモーションキットが写っています。

 グッズ集めが趣味の⽅には⽋かせないアイテムになりそう。
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Re:ZARD GRAPHICS
25946 選択 noritama 2021-04-17 16:18:12 返信 報告

ペーパークラフト

Re:ZARD GRAPHICS
25947 選択 noritama 2021-04-17 16:18:51 返信 報告

[25946]noritama:
 > ペーパークラフト

Re:ZARD GRAPHICS
25970 選択 satoshi 2021-04-30 00:48:45 返信 報告
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質問です
発売延期とのことですが

 Musingで、【THE WAY】の本も⼀緒に注⽂したのですが
 これって、【GRAPHICS】の発送まで、【THE WAY】も届かないのですかね︖

 ⼀緒に注⽂されたかたいませんか︖
 キャンセルして、また別々に頼むと、送料が２倍かかりますよね…

 １ヶ⽉⾟抱するか、悩んでます。

Re:ZARD GRAPHICS
25971 選択 noritama 2021-04-30 01:38:14 返信 報告

[25970]satoshi:
 > 質問です 

 > 発売延期とのことですが 
 > Musingで、【THE WAY】の本も⼀緒に注⽂したのですが 

 > これって、【GRAPHICS】の発送まで、【THE WAY】も届かないのですかね︖ 
 > ⼀緒に注⽂されたかたいませんか︖ 

 > キャンセルして、また別々に頼むと、送料が２倍かかりますよね… 
 > １ヶ⽉⾟抱するか、悩んでます。

そういう書き⽅のようにも取れますが､
 "発送準備に⼊りますと･･･"の⽂が曲者ですね･･･

ハッキリと明⽰されてませんので､
 https://wezard.net/news/news-851/

https://musing.jp/shop/zard/
 Musingサポートセンターに問い合わせるのが確実かと(^^;

 GW中なので返信がすぐくるかどうか︖ですが・・

"ZARD GRAPHICS"の遅延で､"THE WAY"の届くのが遅れたら､
 普通にブーイング以上のクレーム案件でしょうね(笑えない)
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品揃い後の発送という条件を盾にするのかどうか知りませんが
端折らずに明⽰すべきことですね｡

 

Re:ZARD GRAPHICS
26023 選択 sakura 2021-05-08 19:26:02 返信 報告

こんばんは。

[THE WAY]と[GRAPHICS]を⼀緒に注⽂していたのですが、[GRAPHICS]がいつになるか不明なこともあり、キャンセ
ルしました。結局のところ、[THE WAY]は通常版をamazonで購⼊しました。

 ⼀緒に注⽂していた⼈は多いと思います。（プラスαして、送料を無料にしていた⼈が多いかと。。。）

それはそうと、5/27発売予定の[photo collection box]も注⽂しているのですが、こちらの⽅も⼼配になってきました
（笑）。

 

Re:ZARD GRAPHICS
26153 選択 stray 2021-05-29 17:40:43 返信 報告

[25943]stray:
 > この画像には、「不思議ね…」のポスターの⼀部と 

 > AL「TODAY IS・・・」のプロモーションキットが写っています。 
 > グッズ集めが趣味の⽅には⽋かせないアイテムになりそう。

「不思議ね…」はポスターじゃなく、ジャケ写でした。
 初期のポスターは3rd.シングルのみ。

 グッズは⼀切なし。
 価値なし。

Re:ZARD GRAPHICS
26257 選択 Aki 2021-06-22 03:47:21 返信 報告
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> 「不思議ね…」はポスターじゃなく、ジャケ写でした。 
> 初期のポスターは3rd.シングルのみ。 

 > グッズは⼀切なし。 
 > 価値なし。

 プロモーションを振り返るのなら、発売当時の映像を振り返る（店頭⽤VTRとか「NO」とか）DVDをグッズとして発売
して欲しいですね…(そちらの⽅が当時の歴史が判りそう…）
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