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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

ウエッジウッドのマグカップ盗まれる
7526 選択 stray 2011-06-06 20:49:30 返信 報告

http://wezard.net/20th/zardten.html

私が⾏ったとき（5/27、AM10:30）、すでに展⽰されていませんでした。

⼤阪展にあったので楽しみにしていたのですが・・・

それにしても、⼤阪展の映像を⾒る限り、展⽰⽅法が無防備すぎます。

Re:ウエッジウッドのマグカップ盗まれる
7528 選択 Ａｋｉ 2011-06-06 21:02:46 返信 報告
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 ５⽉２７⽇なんて全国から来る率も⾼く、泊りがけの⽅もいらっしゃると思うので⼤きなバッグ持っていても⽬⽴たな
いでしょうね…（汗）

 ５⽉２７⽇の午前中に私も⾏きましたが、⼈は多くは無いとは⾔え、各ブースには誰かしらは居たので⼀体どうやって
盗んだのか︖

  （マグカップが展⽰してあったのかどうかも記憶にないですね（汗））

 盗む⽅も盗む⽅ですけど、展⽰の仕⽅が⽢すぎるＢ社もＢ社ですね（汗）

 盗んだ⽅は坂井さんのお仕置き（祟り）があるかもしれませんね…

Re:ウエッジウッドのマグカップ盗まれる
7533 選択 ロダ男 2011-06-06 23:08:45 返信 報告

> 私が⾏ったとき（5/27、AM10:30）、すでに展⽰されていませんでした。

始めまして。私と同じ⽇時ですね。ひょっとしたらすれ違ったかも知れません。私もマグカップは記憶になく、あのコー
ナーの展⽰物は複製相当と思っていました。まさか本物とは。。。

掲⽰板やツイッターでマグカップを⾒た⽅の⾒た⽇時を追っていけばいつ頃まで有ったのかは類推できると思います。ツ
イッターで拡散を試みています。

Re:ウエッジウッドのマグカップ盗まれる
7534 選択 とおりすがり 2011-06-06 23:15:02 返信 報告

>  盗む⽅も盗む⽅ですけど、展⽰の仕⽅が⽢すぎるＢ社もＢ社ですね（汗）

展⽰の仕⽅の問題ではありません。
 盗む⽅が⼀⽅的に悪いのです。

 これは盗難事件ですから。

Re:ウエッジウッドのマグカップ盗まれる
7535 選択 Ａｋｉ 2011-06-06 23:37:13 返信 報告
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> >  盗む⽅も盗む⽅ですけど、展⽰の仕⽅が⽢すぎるＢ社もＢ社ですね（汗） 
> 
> 展⽰の仕⽅の問題ではありません。 

 > 盗む⽅が⼀⽅的に悪いのです。 
 > これは盗難事件ですから。 

  「とおりすがり」さん。私も犯⼈が⼀番悪いと想っていますよ。

 ただ、Ｂ社も無防備すぎると想います。
 （＃７５２６の⼤阪の画像の展⽰の仕⽅ならば）

  坂井さんの私物は超貴重なものです。
  「皆に間近に⾒てもらいたい」という気持ちはあったと想いますが「盗難の危険性」も当然視野にいれるべきだったと

想います。

 「むきだしのまま展⽰されている場合」と「ガラスケースに⼊っている場合」と盗まれる率が⾼いのは当然「むきだし
のまま」です。（勿論、盗んではいけません）

 画像に写っている⼩物の特典ＣＤだったりトイピアノだって危なかった訳です。

 盗まれてからでは遅いです。

 ⼊場者の９９％以上が常識⼈でも、たった１⼈でも悪⼈がいたらダメなわけですから…

Re:ウエッジウッドのマグカップ盗まれる
7536 選択 atuzardizm 2011-06-06 23:52:14 返信 報告

stray所⻑さん,こんばんは。

お久しぶりデス。 何だかとてもショックな話題なので書き込ませて頂きます＾＾︔

私は初⽇の⼣⽅18︓00頃に画像のような状態で展⽰してあったのを真近で⾒ました。（⼿を伸ばせば触れる距離です）

以前から気になっていたマグカップの取っ⼿部分の柄が回り込んでいるか︖切れているか︖を確かめたかったからです。 
柄は切れてるのを確認出来ましたが、あのような状態で展⽰してありましたのでマグカップは複数個存在している内の1個
だと思っておりました。＞マサカ本物だったとは・・・。

https://bbsee.info/newbbs/id/7526.html?edt=on&rid=7536
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周りに⼿袋をはめたスタッフが2〜3⼈居て、こちらを注意して⾒ていましたが張り付いて警護してる訳では無く、時折、
背中を向けて他のブースの⽅も⾒て居ましたので、「こんな状態で⼤丈夫なのかなぁ︖」と思っておりました。

だって⼿に取れる近さなんですから︕ 私も思わず⼿に取って底⾯に「WEDGWOOD HOME ALPINE」の表記があるか︖
確かめたかったくらいですから。 その⽇は諦めて27⽇にスタッフの⽅にお願いして底⾯を⼀緒に⾒せて貰おうとしまし
たがその⽇はもう展⽰されていませんでした。

別荘（Yではないです）でも「マサカ盗られたんじゃあ︖」なんて書いてしまいましたが、本当に盗難されて居たと
は・・・。 何でこういう事をするんでしょうかね︕ 

Re:ウエッジウッドのマグカップ盗まれる
7537 選択 stray 2011-06-06 23:52:23 返信 報告

ロダ男さん、はじめまして。

私も同型のマグを展⽰しているだけで、本物（泉⽔さん愛⽤品）かどうか確かめる
 確たる⽬的をもって、あのコーナーをしっかり⾒て来ました（笑）。

 マグがなくなったら、そこがぽっかり空くはずですが、そのような感じはしませんでした。

ということは、Ｂ社は「27⽇になくなった」と書いてますが、
 27⽇の朝に気づいて、展⽰レイアウトを変更したのではないかと推測しています。

> 掲⽰板やツイッターでマグカップを⾒た⽅の⾒た⽇時を追っていけばいつ頃まで有ったのかは類推できると思います。
ツイッターで拡散を試みています。

なるほど、いつ盗まれたか主催者側が分からないとすれば有⼒な情報たり得ますね。
 デパートの⼊⼝には防犯カメラがあるでしょうから、⽇時の絞り込みは重要です。

 しかし、「時価５千円相当品の窃盗」にしかならないのは癪ですね、許せん︕
 

コナン君、出番ですよ︕︕
7538 選択 カーディガン 2011-06-06 23:58:35 返信 報告

所⻑、みなさん、こんばんは︕
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むむむ、これは⼀⼤事ですねぇ。
B社ときたら、ファンの願いもむなしく、あのマグを復刻する気もないし<`ヘ´>

 ＃7140で書いたとおり、販売の時期を逸したようにも思いますが、先⽇のコンサートを⾒ると、早く復刻すれば、まだま
だ購⼊するファンが多そうです。これを機に復刻してください。10セットくらい買いますので。

http://bbsee.info/newbbs/id/6958.html#a7054

さて、本論です。B社ときたら、こういう点でもマネジメントの未熟さを露呈しているところ。もちろん、盗んだ⼈が⼀番
悪い︕しかし、そういう⼈間がいるのを考えて展⽰すべきであり、ファンに⾒てもらうといっても、盗難のことも考慮し
て展⽰するのは当然です。本物を⼿に取れるようなところに置くなんて、呆れてしまいます。もちろん、本物を近くで感
じられるのはとてもいいのですが、あの⼈数では、とにかく危険すぎますね。あのマグ⾃体が英国版なので、⽇本国内で
は数は少ないものです。置かれていたものは本物の可能性が⾼いですね。5/27の午後2時頃にあの現場を⾒ましたが、マ
グカップがないのか、と今回の展⽰を確認したものでした。よく⾒ましたが、すでになかったです。トイピアノは数が多
いので、これらは同⼀物であり、本物ではないのかと思ったのですが。本当に残念ですね。ショックで、武道館も⼤阪の
レポも、ロケ地レポもする気が失せてしまいました。マグがマグがマグが、残念、残念、残念。

防犯カメラを備えているので、徹底的にチェックしてほしいです。時間的な⽬撃証⾔を集め、不審⼈物の特定を徹底的に
⾏ってほしいです。これは、ZARDファンにとっての危機です︕︕みんなで協⼒して、早く返却してもらうようにしましょ
う。あのマグがないということは、もうZARD展もなく、コンサートも消滅かもしれませんね。本当に主催者も意気消沈
で、今後は本当に本当に、ZARD関連のイベントはなくなるかもしれませんね。マスコミのみなさ〜ん、⼤きく取り上げて
ください。これは、マスコミにもメールして、⼤きく取り上げてもらわないと。早く⾒つかるように、警察のみなさ〜
ん、コナン君、出番ですよ︕︕

Re:ウエッジウッドのマグカップ盗まれる
7539 選択 stray 2011-06-06 23:59:50 返信 報告

atuさん、お久しぶりです︕

> 以前から気になっていたマグカップの取っ⼿部分の柄が回り込んでいるか︖切れているか︖を確かめたかったからで
す。 

私も⼀緒、⼀緒︕（笑）
 柄の部分、柄が切れてましたか・・・泉⽔さん愛⽤品じゃないのでは︖
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でもＢ社が必死に探しているところをみると、本物なのか・・・

悲しきかな、ZARDファンがすべて善⼈とは限らないですからね。
 主催者側は「起こり得る」こととして想定していなきゃいけないことです。

Re:ウエッジウッドのマグカップ盗まれる
7540 選択 Ａｋｉ 2011-06-07 00:17:54 返信 報告

> デパートの⼊⼝には防犯カメラがあるでしょうから、⽇時の絞り込みは重要です。 
  展⽰ブースも幾つかは防犯カメラはあると想います。

  ディスプレイの仕⽅は誰が考えたのか︖にもよりますね…

 キチンと防犯カメラに映るところにディスプレイされていれば、もしかしたら決定的瞬間が映っているかもしれません
が…

 捜査の内容などは明かせないと想いますが、犯⼈の⽬星が付いている可能性もあるのかもしれませんね…

Re:ウエッジウッドのマグカップ盗まれる
7541 選択 atuzardizm 2011-06-07 00:18:06 返信 報告

stray所⻑、再びデス。

私の所有してるヤツを載せておきます。 

柄はコレと⼀緒でした・・・あとは底⾯を確認したかった〜。

あの時に無理にでもスタッフを呼んで聞くだけ聞いておけば・・・orz

Re:ウエッジウッドのマグカップ盗まれる
7546 選択 チョコレート 2011-06-07 08:46:57 返信 報告

ええ〜〜〜〜〜〜っ︕︕︕︖︖ｶﾞ━━Σ(ﾟДﾟ|||)━━ﾝ!!マジですか︖
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ショック･････
こんなこと････

 あっちゃいけないでしょ････

たぶん、これからZARD展の開催予定地⽅の皆さん、ショックだと思います。
 ドルちゃん、ショックで寝込んでなきゃ良いけど････。

 私も名古屋に⾒に⾏こうかと思っていましたが･･･ショックが⼤きすぎます。
 残念ですね。ZARDファンが窃盗だなんて･･･泉⽔さんも悲しんでますよ。

 

Re:ウエッジウッドのマグカップ盗まれる
7548 選択 pine 2011-06-07 11:04:50 返信 報告

ショックです︕
 どうしてこんな事をしてしまうの︖⾃分だけのものにして、何が嬉しいんでしょう︖

 WEZARDの記事には、「⾐装を触る⼈もいる」と書いてありましたね。
 ⼿を伸ばせば触れられる、すごく近い所に展⽰してあるので、触りたい衝動に駆られる気持ちはわかりますが、

 「展⽰物に触れないで」と書かれているのに、何故ルールを守れないのか…（嘆）悲しいです。
 せめて、⼀⽇でも早く戻ってきますように…。

Re:ウエッジウッドのマグカップ盗まれる
7551 選択 アネ研 2011-06-07 21:44:52 返信 報告

こんばんは、みなさん
 しかし、27⽇には⼤変な事がおこってたんですね。

 私が⾏ったのは11時頃で、すでになかったので、それより前だったのでしょう。

泉⽔さん愛⽤のヘッドホーンも⼿の届くところに在ったのですが、｢Izumi Sakai｣の⽂字が⾒えないように置いてあった
ので、もしや偽物では︖と感じました。

 数回⽴ち居⽌まってみたのですが、何度上の部分を⾒ようとしたことか・・・
 盗難と怪しまれるとは思いませんでしたが、神聖な泉⽔さんものなので捜査とはいえできませんでした。

しかし、よく盗難発覚後も展⽰会したものだと驚くばかりです。
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まず盗難者がこのBBSを⾒てるとは思えませんが、「そのマグカップはみんなが神聖な気持ちで⾒るものなので、即刻返
していただきたい」ですね。

 

Re:ウエッジウッドのマグカップ盗まれる
7567 選択 hang 2011-06-08 20:32:16 返信 報告

[7526]stray:
 > http://wezard.net/20th/zardten.html 

 > 
> 私が⾏ったとき（5/27、AM10:30）、すでに展⽰されていませんでした。 

 > 
> ⼤阪展にあったので楽しみにしていたのですが・・・ 

 > 
> それにしても、⼤阪展の映像を⾒る限り、展⽰⽅法が無防備すぎます。 

 みなさん、こんばんは
 そんな許すことが出来ない︕

 写真を点検してます
 展⽰されていませんでした

 そんな⼈ZARDファン資格がいない︕
 すぐに返返せ︕︕

怒り以上に…
7590 選択 ひげおやじ 2011-06-10 15:31:46 返信 報告

きっと犯⼈は罪悪感とともにずっと隠し持たねばならないのでしょう。なんとも可愛そうな⼈です。
 （尤も、罪悪感する感じ無い輩かもしれませんが。）

Re:ウエッジウッドのマグカップ盗まれる
7592 選択 Dolphin 2011-06-10 22:49:57 返信 報告
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所⻑さん初めまして。よく拝⾒させて頂いております。
 マグカップ盗難の件を、以前に知り、とても残念で仕⽅ありませんでした。⽇々ZARDファンの皆さんの想いが寄せら
れ、それらを読んでいると、ファンのひとりとして益々悲しくなります。

  マグカップを盗んでしまった⼈..『坂井泉⽔展に⾜を運んだって事は少なくともZARDファンですよね︖』 『その瞬間
なんとか理性は働かなかったのでしょうか︖』 『盗んでしまった瞬間はどんな気持ちであったにしろ、時間が経った今
では虚しくありませんか︖』 『決して、泉⽔さんの過ごした時間（想い出）まで、そのマグカップでは⼿に⼊らないと
思うのですが..』

  改めて、どんな⼈がどんな気持ち（⽬的）で盗んでしまったのか、⾃分にはわかりかねますが..『本来あるべき場所』に
戻してあげましょうよっ︕ ねっ︕︕

  泉⽔さん＆ZARDファンでしたら、これから先の事（⾊んなイベント）を楽しみにしていきましょうよっ︕ ねっ︕︕
  これ以上⼤事（充分⼤事になってしまっていますが..）にならぬうちに、どうか待っている⼈達が沢⼭いるって事をわか

って下さい。皆の気持ち どうか伝わってほしいです。宜しくお願いしますっ︕︕ （盗んでしまった⼈が閲覧している
事を祈って..）

 所⻑さん..突然の⻑⽂ ⼤変失礼致しました..

Re:ウエッジウッドのマグカップ盗まれる
7593 選択 stray 2011-06-10 23:06:01 返信 報告

皆さんこんばんは。
 Dolphinさん、はじめまして。

 新スレを⽴てられたようですがタイトルも内容もこっちのスレと
 同じですので、向こうを削除してこっちに移動しました。

まだB社の元へ戻っていないようですね。
たしか君Disマフラーはガラスケースに⼊れてあったと思います。

 簡単に盗まれそうだと思ってそうしたのなら、
 マグカップのほうがもっと簡単だと思うんですけどね（笑）。

盗んだ奴が悪いに決まってますが、私に⾔わせれば盗まれたB社も相当マヌケで
 最近の仕事の雑っぷりがこういう事態を招いたとも⾔えるでしょう。

https://bbsee.info/newbbs/id/7526.html?edt=on&rid=7593
https://bbsee.info/report.php?bbs=newbbs&aid=7593


このマグは⽇本⾮発売で、オークションに１０点近く出たと思いますが
（最初は５０万円の値が付きましたが、最後は３万円程度でした）

 泉⽔さんは恐らくイギリスで買われたのではないかと。

DAIさん︕
 ロンドンのギフトショップ巡りしてきてちょ︕（笑）

以前、B社に「ウエッジウッドと提携して復刻すれば、１万円で１万個売れますよ」
と提⾔したのに聞き⼊れてもらえなかった経緯もあるので

 私は今回の件でB社を擁護しませんが（笑）、
 盗んだ⼈はこのままタダで済むと考えないほうがよろしいかと。

 ⾃主的な返還がなければ、防犯カメラの映像公開も含めて
 徹底的な犯⼈探しが⾏われるような気がします。あくまで推測ですが・・・
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