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グッズ更新
7018 選択 Ａｋｉ 2011-05-18 00:31:19 返信 報告

ttp://wezard.net/20th/live.html
 Ｌｉｖｅグッズが更新されています。

 ストラップとキーホルダーでこんなに価格が違うとは…
 ストラップはデザインもシックで⽇常でも使えそう…

ブレスレットは⾼いのか安いのか︖

更に「ａｎｄ ｍｏｒｅ…」とあるのでまだ増える︖
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Re:グッズ更新
7043 選択 stray 2011-05-20 12:11:30 返信 報告

ブレスレットは２万円ですか︕
 数珠に⾒えるんですけど（笑）。

あと１週間だというのに、盛り上がりませんなぁ（笑）。

グッズも出揃わなければ、ゲストの発表もない。
 FC解散宣⾔のショックも引きずっているのでしょう。

すべてB社が悪い︕（笑）

「未発表曲」[5034]はどうなっているのでしょう︖
 

Re:グッズ更新
7044 選択 stray 2011-05-20 12:35:18 返信 報告

> ストラップとキーホルダーでこんなに価格が違うとは…

⽐べてみると、編みの部分の太さがぜんぜん違いますから、材料費の違いでしょう。
 私はストラップを買います（笑）。

> 更に「ａｎｄ ｍｏｒｅ…」とあるのでまだ増える︖

ブルードッグの⾊違いとか︖（笑）
 

Re:グッズ更新
7045 選択 チョコレート 2011-05-20 12:51:04 返信 報告

所⻑さん、Akiさん、皆さん、こんにちは︕

盛り上がりませんねぇ･･･(苦笑)。もう、来週ですよね︖︖
 B社、いったいどうしてくれるのよ︕(怒)
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グッズがいろいろ出てきているようですが･･･どれもあまり「欲しいっ︕︕」と感じないのはナゼだろう︖︖
ライブに参加される皆さんはどれを購⼊されるのか聞いてみたいなぁ〜。

 実際に⾒ると、欲しくなるのかな。

> > 更に「ａｎｄ ｍｏｒｅ…」とあるのでまだ増える︖ 
> ブルードッグの⾊違いとか︖（笑） 

 ぎゃはははは︕いりませんっ︕︕(苦笑)
 ブルードッグって、購⼊された⽅は、どのように使⽤されているのでしょうか︖

ブルードッグがしっくりと似合うお宅、拝⾒してみたいです(笑)。

Re:グッズ更新
7048 選択 Ａｋｉ 2011-05-20 18:44:03 返信 報告

> あと１週間だというのに、盛り上がりませんなぁ（笑）。 
 > FC解散宣⾔のショックも引きずっているのでしょう。 

  もう「どうでもいい」と⾔う感じでしょうね…
  かつての茶番にどっぷり付き合っちゃった⼈からすれば「もういい…」って感じでしょうか︖

  グッズも今の所はＦａｎの⼼をくすぐるモノは殆ど無い…（汗）
  「⾦が無い」と⾔われたんじゃ、余計にドン引きという感じ（苦笑）

  今回の震災で何もアクション起こしていない⼤物ってＺＡＲＤくらいですし…（汗）（Ｂ’ｚもチャリティアルバム参加
をしました）

  今の時代、何処のレコード会社もカネなんか無いけど、それでもチャリティＣＤ・配信・売上の⼀部を…と頑張っている
のに

 「ａｎｄ ｍｏｒｅ」のグッズにかけるか、ジオラマのデザインなのでしょうかね︖

Re:グッズ更新
7049 選択 Ａｋｉ 2011-05-20 23:54:43 返信 報告

> 私はストラップを買います（笑）。 
  キーホルダーってそんなに使うことって無いですよね（汗）
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 「ストラップは無料で貰うモノ」と⾔う感覚の私からすると「⾼いなぁ…」と感じてしまいます（苦笑）
  
 > ブルードッグの⾊違いとか︖（笑） 

  どんな企画会議を開いたら「ブルードッグ売りましょう︕」ってなるのか︖（苦笑）

 今までの斬新（︖）なグッズを「売りましょう︕」となった経緯の企画会議の映像を3000円くらいでＤＶＤ化したら思
わず買っちゃうかも（笑）

例えば「どんなグッズを出せばいいのか︖」「曲に引っ掛けるのとか…」（曲⽬を⾒ながらしばし沈黙）「ハートに⽕をつ
けてに引っ掛けてハート型というのは︖」「いいかもしれない。でもどんなグッズを︖」「ペンダントは︖写真の⼊る」
「それは古いでしょう（苦笑）」「意表を突いたほうが⾯⽩いかも」「例えば︖」「料理に使うボウルとか…」「それいい
かも…」（満場⼀致）…というようなシュールな企画会議映像の模様の⽅がなんだか興味があったり（笑）

Re:グッズ更新
7051 選択 xs4ped 2011-05-21 01:27:48 返信 報告

Ａｋｉさん、strayさん、チョコさん、皆さん、こんばんは。

> 数珠に⾒えるんですけど（笑）。 
 私も⼀瞬、数珠に⾒えました。(笑)

 数珠はいらないので(笑)、袋とカードを2,000円で販売して欲しいです。
 

Re:グッズ更新
7055 選択 stray 2011-05-21 20:53:02 返信 報告

皆さんこんばんは。

ようやくグッズが出揃いましたね︕
 ツアパンは表紙買い間違いなしです︕（笑）
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Re:グッズ更新
7056 選択 stray 2011-05-21 20:58:23 返信 報告

たぶん、この⽣写真と同じセッションのアー写ですが、
 これって何で使われた写真でしょ︖

 

Re:グッズ更新
7057 選択 stray 2011-05-21 21:03:43 返信 報告

 
ジオラマは、「永遠」「TODAY…」「君に逢いたく…」の3種でした。

いずれも泉⽔さんのお姿がありません・・・

Re:グッズ更新
7060 選択 Ａｋｉ 2011-05-21 22:53:52 返信 報告
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 ⼤分、良い品が出揃いましたね…

 ブレスレットは「０」から「０」を増やして「∞」で「ｆｏｒｅｖｅｒ」ってかなり「アイディア勝負」ですね（苦
笑）、この商品の企画会議の様⼦とかあったら⾒てみたい（笑）

 Ｔシャツはネイビーも⽩も良い感じですね…（私はグッズのＴシャツは呪われているようなので買いませんが（苦笑））

 「フォトスタンド」は「ポストカード⼊り」と⾔うのは「商売上⼿」ですね（笑）

 パンフは「買い」ですけど「ポスター」はどうしよう︖

 「ファンクラブ限定」という「限定」に弱いですよね（苦笑）「バックナンバー」は「買い︕」という号があれば「ス
トック⽤に…」となるとは想いますけど…

 「クレジットカード組」はブレスレット・ペンダント・財布・フォトスタンド・パンフと⾔う流れなのかな︖

 武道館のＦａｎクラブ会員とグッズ時間が違うのはわかりましたが、ＣＤ販売時間は⼀体︖

Re:グッズ更新
7064 選択 ドルチェ 2011-05-22 10:48:46 返信 報告

みなさん、こんにちは。

数珠もストラップも、基本的にZARDのロゴだけ⼊ったグッズには全く興味がないのですが、
 ツアーパンフレットは素敵ですね︕

 > これって何で使われた写真でしょ︖ 
 何で使われた写真でしょ︕︖ どなたか分かる⽅、教えてプリーズ。

Re:グッズ更新
7066 選択 stray 2011-05-22 11:11:47 返信 報告

ドルちゃん、こんにちは。

また智恵熱出たんじゃないかと⼼配してました（笑）。
 ドルちゃんでも分かりませんか・・・
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⽩カーディガンはこれと似てるけど、袖のブカブカ感が違うようだし
インナーのワンピースはお⽬にかかったことないよねぇ。

 裸⾜のアー写なんて（BEST-軌跡-の合成画を除けば）ないはずだし。

う〜ん、難問だ（笑）。
 もしかして、WBMfでこの洋服の映像も⾒られるのか︕︖

 時期は「揺れる想い」の頃だと思うんだけど・・・

Re:グッズ更新
7069 選択 Ａｋｉ 2011-05-22 21:38:16 返信 報告

 パンフが140ページって今までで最⼤かも…
 （40ページの間違いでないことを願います…）
  今まで28ページ~40ページ程度だったのに⼀気にページ数が増えましたね…

Re:グッズ更新
7074 選択 stray 2011-05-23 17:37:31 返信 報告

やっぱりカーディガンは別ものでした。
 ボタンの⾊、縦縞の太さが違います。

 （右のカーディガンは男ものですね）

Ａｋｉさん
 140ページって、もはやパンフとは⾔いませんよね（笑）。

 私は40ページの間違いじゃないかと思いますけど（笑）。
 140ページだとしても、詞集のように1ページに歌詞が2⾏書いてあるだけとか（笑）。

会報のバックナンバー在庫も放出するようなので、本気で終わらせるつもりみたいですね。

Re:グッズ更新
7075 選択 Ａｋｉ 2011-05-23 18:28:15 返信 報告
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> 140ページって、もはやパンフとは⾔いませんよね（笑）。 
今の所は１４０…今までの分の為にも140のままで…（苦笑）ＺＡＲＤパンフで最⼤なのが04年がＢ４サイズで70ペー
ジ。今回、もし１４０ならその2倍。サイズはＡ４。

  今までの追悼はＡ４（横）でしたが、今の所「横」とは出ていませんね…やっと美術館のパンフのようなパンフが出てく
れた感じですね…

  歌詞が載るということなので、おそらくそれがメインだと想います。
  

> 会報のバックナンバー在庫も放出するようなので、本気で終わらせるつもりみたいですね。 
  お買い得な（狙い⽬な）バックナンバーは⼀体︖

  （初期のものは売り切れているだろうし、近年のは⾯⽩くないし…区切りの号（20号とか30号とか）は⼈気だろう
し…）

Re:グッズ更新
7082 選択 MISORA 2011-05-24 16:14:51 返信 報告

Akiさん、strayさん、みなさん こんにちは♪

たぶん洋服同じだと思うんですが…
 別ショットがあったので貼っておきますね(*^^)v

すてきなショットが残っていたんですね〜
 かなりのお気に⼊りです

 コンサートが楽しみ

goodsもどんどん更新され予算オーバーになりそう(>_<)

⼤阪会場(2F)に参加しま〜す

Z研ﾒﾝﾊﾞｰさんに会えるといいな(#^.^#)

Re:グッズ更新
7083 選択 stray 2011-05-24 18:53:07 返信 報告
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MISORAさん、こんばんは、お待ちしてました︕（笑）

さすがMISORA様（笑）です、画像左は FRIDAY  2008年2/1号ですね。
 ⼤きくしてみました（笑）。間違いなく同じ⾐装ですが

 [7055]はホリゾント撮影なので、「レコーディングの最中」はあり得ないです。
 画像と無関係に付けられたキャプションなのでしょう。

画像右の出典は・・・う〜ん、わからない（汗）
 降参です、教えてちょ︕（笑）

Re:グッズ更新
7087 選択 Ａｋｉ 2011-05-24 19:06:42 返信 報告

> 画像右の出典は・・・う〜ん、わからない（汗） 
 > 降参です、教えてちょ︕（笑） 

  アルバム「ＯＨ ＭＹ ＬＯＶＥ」映像関連では︖

Re:グッズ更新
7092 選択 pine 2011-05-25 17:02:18 返信 報告

Akiさん 所⻑さん MISORAさん みなさん こんにちは︕

パンフの表紙、すごく素敵ですね︕(^-^) 何故今まで出さなかったのか…不思議ね…
（笑）

MISORAさん さすが︕画像探しの神様︕いつもながら、すっと出てくるところが凄い
ですね。

 私も⼤阪参加しま〜す。(^-^) 1Fの後⽅の後ろです。（苦笑）
 他にも⾏かれる⽅、いらっしゃるのでしょうか︖

>アルバム「ＯＨ ＭＹ ＬＯＶＥ」映像関連では︖ 
 このシーン（左側）関連でしょうか︖

 右の画像と、髪の感じがよく似ていて、同じ時かな︖思うのですが…。
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ＯＨ ＭＹ ＬＯＶＥ の写真
7093 選択 pine 2011-05-25 17:06:13 返信 報告

話が逸れますが、「ＯＨ ＭＹ ＬＯＶＥ」の歌詞カードに載っている写真－
 同じ時に撮影されたと思っていましたが、もしかしたら違う時でしょうか︖（気付いていなか

ったのは私だけ︖（汗））
 前髪の⻑さが少し違うようですし、どちらにも⾃転⾞があるんですけど、左は⽩・右は緑なん

ですね。
 ヘンなこと⾔ってたらスミマセ〜ン(^^;)

Re:グッズ更新
7133 選択 stray 2011-05-26 12:57:50 返信 報告

pine様（笑）、こんにちは。

「OH MY LOVE」PVロケ地の発⾒で、こっちが霞んじゃってますが（笑）、
 私も⾃転⾞の違いに気づいてなかった⼀⼈です（笑）。

床がぜんぜん違うので、別のスタジオっぽいですね。
 「OH MY LOVE」PV⽤に、2ヶ所でプロモ撮影を⾏ったということなのか︖

 碑⽂⾕のプロモは何だったのか︖（笑）
 奥が深そうなので、コンサートが終わったらじっくり検証してみたいと思います。

> 私も⼤阪参加しま〜す。(^-^) 1Fの後⽅の後ろです。（苦笑）

1Fの後⽅の後ろって・・・どこだろ︖（笑）
 Z研関係者も皆1Fの後⽅です。

 パイナップルの被り物して座っててもらえば、挨拶に⾏きますので（笑）。

Re:グッズ更新
7135 選択 pine 2011-05-26 14:20:01 返信 報告

https://bbsee.info/newbbs/id/7018.html?edt=on&rid=7093
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=7093
https://bbsee.info/_bbs/newbbs/upload/9ae0a504e3af13e2e6b3ff478a8f637b.jpg
https://bbsee.info/newbbs/id/7018.html?edt=on&rid=7133
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=7133
https://bbsee.info/newbbs/id/7018.html?edt=on&rid=7135
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=7135


所⻑さん こんにちは︕
>パイナップルの被り物して座っててもらえば、挨拶に⾏きますので（笑）。 

 ぎゃはは︕では、これで座ってます。（笑えない）
 ウソです。従業員室でこっそり…（^-^）
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