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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

記念品が届きました︕
8426 選択 狐声⾵⾳太 2011-09-05 14:57:39 返信 報告

ネタばれのしない程度に書きます。
 確かにナンバリングをしたものが来ました。

 ⽝の鑑札では有りませんが、考えたら、そうとも取れそうです。ＷＥＺＡＲＤの刻印も有ります。（刻印と⾔うべきかも考え物で
すが）

 会報Ｎｏ.1のほかのもう⼀つは、私としては満⾜しています。
 でも、有料で申し込むほどだったかどうかは、少し疑問ですが。

今⽇のクロネコ メール便で届きました。なぜゆうメールではないのかは、分かりません。
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とりあえず、第⼀報です。

Re:記念品が届きました︕
8430 選択 stray 2011-09-05 20:05:32 返信 報告

狐声⾵⾳太さん、こんばんは︕

早くも届きましたか︕
 ・⽝の鑑札に近い（笑）刻印⼊りのもの

 ・会報１号
 ・満⾜できるもう⼀つのもの

 ３点セットということですね。なんだろ︖ 楽しみに待ちたいと思いますが
 待ててもせいぜい今週いっぱいでしょう（笑）。

記念品を望んだ⼈が「WEZARDが予想した以上に多かった」ということは、
 「⼤した記念品じゃないのに・・・」というWEZARD側の思いが⼊ってそう（笑）。

Re:記念品が届きました︕
8442 選択 noritama 2011-09-06 04:04:16 返信 報告

すでに､オークションに出品がありますね｡
 ごく⾃然な流れです｡

 以前､オークションで､たまたま買えた会報の⽅が早く届いたときは､､笑ってしまいました｡

Re:記念品が届きました︕
8499 選択 Ａｋｉ 2011-09-11 21:34:18 返信 報告

 本⽇届きました。

 復刻版の会報は⼀般の⽅からのお便りの所が名前だけになっていますね…当時のは苗字までありました。
  （おそらくプライバシーとかの関係︖）

  当時の物か復刻版かを⾒分ける材料にはなりそうですね…
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Re:記念品が届きました︕
8505 選択 stray 2011-09-12 18:44:12 返信 報告

私のところはま〜だ届きませんが、他サイトを⾒ても
 ぼちぼちと「届いた」情報が上がってきてますね。

>  復刻版の会報は⼀般の⽅からのお便りの所が名前だけになっていますね…当時のは苗字までありました。 
 >  （おそらくプライバシーとかの関係︖） 

 >  当時の物か復刻版かを⾒分ける材料にはなりそうですね…

なるほど。個⼈情報保護法は2003年（平成15年5⽉）施⾏なので、
 フルネームで出せたわけですね。それがイヤで投稿しなかった⼈も多かったことでしょう。

> すでに､オークションに出品がありますね｡

１５，０００円で終わってましたね︕ すご︕

Re:記念品が届きました︕
8553 選択 noritama 2011-09-19 00:13:13 返信 報告

こんばんは。

9/18に届きました。
 トラッキングチェクすると、発送は9/16でした。

 最近は平均4⽇位届くまでかかってましたが､今回は2⽇､普段⽇曜にメール便は来ないのに珍しく届きました。
 でも、会報は折れじわがいっぱい、、（T.T#)

Re:記念品が届きました︕
8575 選択 stray 2011-09-21 18:41:13 返信 報告

皆さん こんばんは。
  

 ようやく届きました︕（笑）
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これだけ待たせられると、さっぱり嬉しくありません。
なるだけ情報を⼊れないようにしていましたが、オークションにも⼤量に出てますし（落札相場１万円）、

 写真を掲載しているファンサイトもあったりして、何が届くか分かっていました。
 だから、”遅れてもいいから⼀⻫に発送しろ︕”って⾔ってるのに。

まだ届かない⼈もいるでしょうから（私は２⼝会員ですが、届いたのは１⼝分）
９⽉末になったら、ネタばれ公開します。

 

【ネタばれ解禁】記念品が届きました︕
8715 選択 stray 2011-09-30 21:20:25 返信 報告

皆さん こんばんは。

２⼝⽬が今⽇、ようやく届きました。
 会員番号が３万８千番台なので、番号の若い順に発送したんじゃありません︖

約束の期⽇ですので、ただいまからネタばれ解禁です︕

リングですが、⼤きさは直径32mm、材質に⾼級感はまったくありません。
 リングの内側、WEZARD刻印のちょうど裏側に、会員番号が⼩さく彫ってあります。

 どうやって使おうか、まったく思い浮かびません。なので、⽂字通り「記念品」ですね（笑）。

不慮の事故で死んだとき⾝に付けていれば、⾝元確認には使えるでしょう（笑）。

実際に使っている例や、こういうのに使えないだろうか、といったレスをお待ちしております。

Re:【ネタばれ解禁】記念品が届きました︕
8716 選択 stray 2011-09-30 21:41:29 返信 報告

ポストカード（裏は⽩紙）が５枚⼊ってます。

私（返⾦額500円）のは５枚でしたが、返⾦額2,000円の⼈は20枚ってことないですよね︖（笑）

これはモナコのムーラン通りです。[8163]
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Re:【ネタばれ解禁】記念品が届きました︕
8717 選択 stray 2011-09-30 21:44:16 返信 報告

 
これは BIRDMAN WEST です。

Re:【ネタばれ解禁】記念品が届きました︕
8718 選択 stray 2011-09-30 21:45:51 返信 報告

 
これは すぐにピーンときませんが、会報に別ショットがあったような・・・
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Re:【ネタばれ解禁】記念品が届きました︕
8719 選択 stray 2011-09-30 21:49:04 返信 報告

 
⽊更津のZEROです。

もうちょっとカメラを引いた写真が⾒たいですねぇ。

Re:【ネタばれ解禁】記念品が届きました︕
8720 選択 stray 2011-09-30 21:51:21 返信 報告

ロケ地探しの対象は、この１枚だけ。

⾯⽩いスタジオですね、まるで「⽇の丸」です。

かわいらしいセーターを着てますので、お若い頃でしょう。

スタジオカタログをお持ちのnoritamaさんが断然有利ですが（笑）、
 早い者勝ちです︕

Re:【ネタばれ解禁】記念品が届きました︕
8721 選択 stray 2011-09-30 22:20:49 返信 報告

復刻版の会報１号は、Ａｋｉさんが書かれているように
 会員の名前がフルネームじゃなくてファーストネームだけに直されています。

もうひとつ、最後のページの、ファンレター・プレゼント宛先表記が削除されています。

Re:【ネタばれ解禁】記念品が届きました︕
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8722 選択 Ａｋｉ 2011-10-01 00:41:02 返信 報告

> 実際に使っている例や、こういうのに使えないだろうか、といったレスをお待ちしております。 
  おそらく、チェーンをつけてペンダントのような「シルバーアクセサリー」的な使い⽅なのでは︖
  「シリアルナンバー刻印付」なのでそういう「アクセサリー系」⽬的︖

  あとは「キーホルダー」のような感じでしょうね…

 ペンダントは隙間からチェーンが落ちそうですが…（汗）
 

Re:【ネタばれ解禁】記念品が届きました︕
8723 選択 狐声⾵⾳太 2011-10-01 06:34:45 返信 報告

先⽇の、コピーバンドの時、G-randのボーカルがリングに５ミリ幅程度の⽪ひもを通して、⾸にぶら下げていました。
 （鑑札のようにも⾒える）（レポート済み）

Re:【ネタばれ解禁】記念品が届きました︕
8734 選択 noritama 2011-10-02 01:39:50 返信 報告

[8720]
 >ロケ地探しの対象は、この１枚だけ。 

 >⾯⽩いスタジオですね、まるで「⽇の丸」です。 
 >かわいらしいセーターを着てますので、お若い頃でしょう。 

 >スタジオカタログをお持ちのnoritamaさんが断然有利ですが（笑）、 
 >早い者勝ちです︕ 

 ｿｰｯﾄ ]_^)b ﾋﾝﾄ:氷空間

Re:【ネタばれ解禁】記念品が届きました︕
8735 選択 stray 2011-10-02 08:01:37 返信 報告

noritamaさん、おはようございます。

氷空間の、あの⾚くて⼤きな丸椅⼦でしたか︕︕︕
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泉⽔さんの写真では、壁をくり抜いた空間のように⾒えますね。

ここは hot space です（笑）。

 
 ということは、「⽌まっていた…」の頃ってことですか・・・年甲斐もないセーター（笑）

Re:【ネタばれ解禁】記念品が届きました︕
8739 選択 noritama 2011-10-02 16:22:03 返信 報告

strayさん こんにちは︕

>ということは、「⽌まっていた…」の頃ってことですか・・・年甲斐もないセーター（笑） 
 あぁ、⾔っちゃった・・（^^;）

←2007年スタジオカタログのモノクロ広告写真です。
 ⾊が判りませんので・・・<続く>

Re:【ネタばれ解禁】記念品が届きました︕
8740 選択 noritama 2011-10-02 16:30:06 返信 報告

←こちらは、2008年スタジオカタログです。
 ice space 天王洲スタジオが無くなる（成城・新橋へ移転）少し前の時期で、ice space スタジ

オ紹介2ページ記載の中、天王洲はこの2枚のみの記載でした。
 

Re:【ネタばれ解禁】記念品が届きました︕
8741 選択 noritama 2011-10-02 16:34:19 返信 報告
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←2008年スタジオカタログには、こちらのスタジオにも球体の椅⼦がありますが、ポストカー
ドのような⽩い壁の雰囲気がありません。

Re:【ネタばれ解禁】記念品が届きました︕
8742 選択 noritama 2011-10-02 16:41:42 返信 報告

←こちらは2006/05の中古雑誌記載のice space 天王洲スタジオ紹介カラーページです。
 球体椅⼦の写っている写真は、他に記載されているものと同じ写真です。

Re:【ネタばれ解禁】記念品が届きました︕
8743 選択 noritama 2011-10-02 16:51:54 返信 報告

←拡⼤しました。
 ⽩い波状壁、⽩い床、⽩い球体椅⼦（シート地⾚）

 で⼀致しています。
 [8720]ポストカードは、球体の椅⼦を壁に寄せて、少し上⽅向から⾒下ろすように撮っている

のだと思います。
 

Re:【ネタばれ解禁】記念品が届きました︕
8744 選択 stray 2011-10-02 20:27:20 返信 報告
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noritamaさん、こんばんは。

改装前の画像、たくさんありがとうございました。
 ここで間違いないのですが、よくこんな写真が撮れるなぁと感⼼しているだけです（笑）。

しかし、よ〜く⾒ると、椅⼦の周囲ぐるりが⽩っぽくなっているので、
 背景（壁）だけ別に撮ったものに、切り抜いて合成したのだと思います（笑）。

加⼯画のエキスパート（ペケさんやsakiiさん）が⾒れば、すぐわかると思うのです、
 いかがでしょ︖

【追記】 椅⼦の縁は⽩なので、こう写って然るべきです。
 床をぼかして撮っているので（後から細⼯︖）、こういう絵になるのでしょう。

Re:【ネタばれ解禁】記念品が届きました︕
8799 選択 stray 2011-10-05 23:43:35 返信 報告

皆さん、こんばんは。

ドルちゃんが発⾒したのですが、これって同じ椅⼦ですよね︖

カローラフィールダーのＣＭに出てきます。
 レンタルしたのか、ice space で撮ったのか︖

Re:【ネタばれ解禁】記念品が届きました︕
8812 選択 noritama 2011-10-07 06:42:20 返信 報告

同じタイプの椅⼦ですね。
 天井の雰囲気からすると、CMの為に作られたセットではなく、常設のスタジオっぽいです

ね。（2009〜2011のスタジオカタログは持っていないので何処なのか判りません（笑））
 ⼤柄な椅⼦で、割りと邪魔（笑）でしょうから、スタジオからの払い下げでレンタル品にま

わってるとか、元々レンタル品とか、スタジオ間⾏ったり来たりしてるとか。。
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スタジオの雰囲気からすると常備品っぽくないですね。
CMに登場したり、ポストカードで出たり、、偶然とはいえ同時期に、、不思議ね（笑）

追記︓ドアの狭いスタジオだと、この椅⼦を何処から室内に持ち込むのか・・・う〜ん、、窓︖ このCM、セットかなぁ。
わからない（笑）

Re:【ネタばれ解禁】記念品が届きました︕
8816 選択 アネ研 2011-10-07 21:50:45 返信 報告

こんばんは、ドルちゃん、みなさん
 早々のロケ地発⾒、すばらしいですね。

 送られて来たときから、椅⼦が⽇の丸しか⾒えないのは私だけでしょうか︖
 sakiさん、もし⾒てたら｢がんばろう、ニッポン︕｣の加⼯画作ってちょ︕
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