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@niftyレンタル掲示板 掲示板の使い方

Miniaturecar Museum　掲示板

「Miniaturecar Museum」を見て頂きまして有り難うございます。ご意見、ご感想などを記入してください。

トップ 一覧表示 新規記事の投稿

アイチHR750 2016/09/05 03:53

お願いなのですが、ヨーロッパのナンバープレートを作れるようにしてもらえないでしょうか？

AD

ニフティ"公式"箱庭ゲーム http://interpot.cocolog-nifty.com/

満足度90%以上！ステキな庭が作れる 簡単・無料ガーデニング。 

離れた場所から家族を優しく見守る http://smartserve.nifty.com/home/plus/

離れて暮らす家族の体調や健康の心配解消は室内環境を知ることからはじめよう！ 

まずはお試しください！ http://homepage.nifty.com/

最大1カ月間、フル機能試し放題！ 『@niftyホームページサービス』

コメント 全て表示 | 最新20件表示

1.agedeor 2016/09/07 22:39

アイチHR750 さん 

はじめまして　こんばんは 

ヨーロッパのナンバープレートは非常に種類が多く、その規格などもほとんどわかりません。し
たがって現状の画像を使う方法以上のことをやる予定はありません。 

以上　あしからず　ご了承ください。

要望

イニシャルはJ 2016/07/17 22:51

拡大

初めまして。 
ナンバープレート作成させて頂きました。 
カーモデルを楽しみながら作ってますが、どこか失敗するもので 
今回は県や数字を変えられる親切なデカールが私には難しくて出来ませんでした。 
どうしようと検索してここを知ったのですが、まさに求める物そのままと言う感じで感激です。 
プリンターは持っていませんのでコンビニで印刷出来た事も良かったです。 
本当に助かりました。 
自分の好きなのが出来るのは魅力です。 
今後も利用させて頂きたいと思っています。 
ありがとうございました。

コメント 全て表示 | 最新20件表示

1.agedeor 2016/07/18 00:18

イニシャルはJ さん 

はじめまして　こんばんは 

当方のナンバープレート作成ページを気に入っていただき嬉しいです。 
また実際に使って頂いたモデルカーの画像をアップロードして頂きありがとうございました。拝
見できて楽しいです。 

ご投稿ありがとうございました。

ありがとうございました。

レンタル掲示板 - お知らせ

【重要】レンタル掲示板 サー
ビス終了のお知らせ

【重要】レンタル掲示板の新
規お申し込みについて

SSL3.0の脆弱性に対する対
応について
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雅 ビルヌーブ 2016/06/30 12:37

拡大

はじめまして、前から気になってまして お気に入りに登録していました。今回はじめて利用させて頂
きましたが 素晴らしいです。 
「バリバリ伝説」というマンガの主人公が乗るバイク用に作りました、1／12のバイク用のナンバーデ
カールは市販されてない様なので 大変助かりました、もちろん出来栄えも素晴らしいです。 
今後とも宜しくお願いします。

コメント 全て表示 | 最新20件表示

1.agedeor 2016/06/30 14:07

雅 ビルヌーブ さん 

はじめまして　こんにちは 

素晴らしい出来のバイク画像のアップロードありがとうございます。 
当方のナンバープレート作成ページがお役にたって嬉しいです。 

ご投稿ありがとうございました。

ありがとうございます。

AYA 2016/06/26 10:04

こんにちは. 
アメリカの大統領が来年変わりますが,次期専用車に電気自動車のテラスになるかもという記事を観
ました. 
今のキャデラックは重たくて燃費が悪いとのことです. 
リンカーンの出番がないみたいです.

コメント 全て表示 | 最新20件表示

1.agedeor 2016/06/26 15:02

AYAさん　こんにちは 

大統領が変わると専用車が変わりますので、もう既に開発に着手しているのでしょう。最近の
大統領専用車は外観は乗用車(キャディラック)風ですが、中身は全く別物の装甲車です。テス
ラにするにしても、中身は装甲車ですからテスラ社独自で開発するのは無理だと思います。 
ここはフォードに頑張ってもらって、リンカーン風の電気駆動装甲車を開発してほしいですが。 

投稿ありがとうございます。

次期専用車

田野中 2016/05/10 06:20

はじめまして、今回こちらのサイトのナンバープレート作成ページを利用させて頂き、お礼を申し上げ
たくてお邪魔しました。 

長年1/24の自動車模型を製作していまして、デカール等の劣化対策として製作時にクリアー塗料を
オーバーコートしていたのですが、ウッカリして「ナンバープレート」だけは劣化対策しておらず、過去

本当に助かりました!!
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ページの先頭へ

の作品のナンバープレートがほとんど劣化・黄変してしまい、途方に暮れていました。 

仕方なく自分で画像を切り貼りしてナンバーを印刷していたのですが、ナカナカに面倒な作業でし
た。 

そんな時にこちらのサイトを知り、本当に手軽にナンバーを印刷できてしまうのに感動いたしました。

(このシステムを利用して勝手に商業利用している人も居るみたいですが、残念ですね) 

このような有益なサイトを制作・公開してくださって本当にありがとうございます。お陰様で自分の大
切なコレクションが蘇りました!

コメント 全て表示 | 最新20件表示

1.agedeor 2016/05/10 13:47

田野中 さん　はじめまして　こんにちは 

当方のナンバープレート作成ページがお役にたって嬉しいです。 

ご投稿ありがとうございました。

@nifty : Powered by LaCoocan
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@niftyレンタル掲示板 掲示板の使い方

Miniaturecar Museum　掲示板

「Miniaturecar Museum」を見て頂きまして有り難うございます。ご意見、ご感想などを記入してください。

トップ 一覧表示 新規記事の投稿

AYA 2016/05/05 11:40

ロサンゼルスに来て3ヶ月が経過します. 
先週ロサンゼルス国際空港近くにある 
AUTOMOBILE DRIVING MUSEUMに行ってきました. 
館内には自走ができる古き良き時代のアメリカ車多数とオースチンハーレーやモーガンが数台展示
されていました. 
またシミバレーにあるロナルドレーガンライブラリーにはキャデラックリムジンとエアフォースワンが展
示されてました. 
ミニカーはまだ観に行っていなくて今度行ってみますね.

AD

niftyの法人レンタルサーバ http://www.nifty.com/biz/hosting/

国内屈指の高安定サーバーを提供。 万全のセキュリティで貴社をサポート!

まずはお試しください！ http://homepage.nifty.com/

最大1カ月間、フル機能試し放題！ 『@niftyホームページサービス』

ニフティ"公式"箱庭ゲーム http://interpot.cocolog-nifty.com/

満足度90%以上！ステキな庭が作れる 簡単・無料ガーデニング。 

コメント 全て表示 | 最新20件表示

1.agedeor 2016/05/05 16:53

AYAさん　こんにちは 

投稿ありがとうございます。 
ロスの生活を楽しんでおられるようですね。 
オースチンハーレーやモーガンが展示されているのは 戦後のアメリカで人気があったからでし
ょうね。 
日本では熊本の地震が長引いていて、現地は色々と大変な状態です。 

それでは　お元気で

こんにちは

agedeor 2016/04/20 14:59

ナンバープレート画像　ダウンロード希望の連絡は新規投稿でお願いします。 

連絡いただく3項目は　もれなくメッセージの本文中に書いてください。 
投稿項目の「お名前」「E-mail」欄に書かれると処理しにくいのです。 
また　名前は必ず　アルファベット/数字　6-8文字　で お願いします。 

takuto0207 さん　2106works　さん　equna4139　さん　長すぎます 

不正使用しないことの表明は明確にお願いします。 
「なんとかに使わせていただきたい」だけでは　不正使用しないことの表明にはなりません。 

以上の問題がある人は登録しません。 

同じことは　なんども書きません。これが最後です。 

2日たっても当方からメール連絡がない場合は再度連絡ください。 
コメント

コメント 全て表示 | 最新20件表示

1.伊藤隼斗 2016/04/20 17:41

　私は，このホームページで作るナンバープレートが大好きです。 
不正にこのホームページを使いメルカリに売るという事は, 
僕も絶対に許せないと思います。 
　このホームページで作るナンバープレートは,とてもリアル感があり 
作るたびに楽しんでいます。 
なのでダウンロードさせて下さい。よろしくお願いします。 
いつもいつもコメントして申し訳ございません。

ナンバープレート画像　ダウンロード連絡について

レンタル掲示板 - お知らせ

【重要】レンタル掲示板 サー
ビス終了のお知らせ

【重要】レンタル掲示板の新
規お申し込みについて

SSL3.0の脆弱性に対する対
応について

PR
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>>1 
伊藤隼斗 さん　こんにちは 

応援メッセージ　ありがとうございます。 

なおダウンロードを希望するなら、当方が必要な3項目を 
新規投稿してください。 

よろしく

ぷー 2016/04/27 14:19

拡大

メルカリでまた販売されてますよ！

コメント 全て表示 | 最新20件表示

1.agedeor 2016/04/27 15:48

2.ぷー 2016/04/27 19:05

3.agedeor 2016/04/27 19:38

ぷー さん 

はじめまして　こんにちは 

ご連絡ありがとうございます。 

この出品者は当方の警告を無視する悪質な確信犯です。 
既に掲示しましたように、私にもこのページの善良な利用者にも余計な手間のかかる対処法は
とらないことに決めました。 

もしよろしければ、この出品者の商品を買わないようお知り合いに教えてあげてください。

>>1 
皆に拡散しTwitterにも載せます！ 
このような方が増えていくと困りますね！ 
自分も出来る限り見つけたら注意していきます！

>>2 
ご協力 たいへん感謝いたします。

メルカリ商品利用

agedeor 2016/04/21 21:13

管理人のagedeorです。 

ここ数日　当方のナンバープレート画像作成ページを使っていただいた方には、ダウンロード制限で
ずいぶんご迷惑をかけました。 

ダウンロード制限を解除します
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ページの先頭へ

たいへん　申し訳ありませんでした。 

当方のナンバープレート画像をつかって、金儲けしている人がいることがわかり、その人がまるで自
分が作った画像のような言い方をしていることが許せなかったので、 
今回のダウンロード制限をしました。 

ただダウンロード制限をしてみると、それに関する私のつまらない仕事が増え、それ以上に楽しく使
っていただいていた方にご迷惑をかけることになったことに気が付きました。 

ダウンロード希望していただいた方は、今回の件は忘れて、従来通りのページを使ってください。　お
手間をかけさせてすいませんでした。 

ナンバープレート画像の商用利用を容認するわけでは決してありませんが、ダウンロード制限して
も、私が得をするわけでもなく使っていただいている方の得にもなりません。 
(有償で提供しているものならば、当方が損をするわけですが、当サイトは無償ですから損得なしで
す） 

ただメルカリなどで小銭を稼いでいる人には「恥を知れ」といっておきます。 

以上　また　当サイトを楽しく使ってやってください。

ライム 2016/04/21 08:55

こんにちは。 
メルカリのナンバープレートの不正販売にて 
マークされているとは思いますが 
販売している奴のプロフィールに 
｢4月中に再開させる｣という風に記載されていましたので 
要注意された方がいいかと思います。 

私もこのサイトはとても好きでよく利用していたので 
これでも懲りない輩に非常に怒りを感じました。 
取り急ぎご連絡だけ失礼します。

コメント 全て表示 | 最新20件表示

1.agedeor 2016/04/21 14:54

ライム さん　こんにちは 

情報ありがとうございます。 

メルカリの出品者の動向はチェックしています。 
出品者のページをみるのは気分が悪いですが。。。

不正利用者の件
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http://minimuseum.bbs.coocan.jp/?m=listtop&p=1
http://minimuseum.bbs.coocan.jp/?m=listtop&p=1
http://minimuseum.bbs.coocan.jp/?m=listtop&p=1
http://minimuseum.bbs.coocan.jp/?m=listtop&p=3
http://minimuseum.bbs.coocan.jp/?m=listtop&p=4
http://minimuseum.bbs.coocan.jp/?m=listtop&p=5
http://minimuseum.bbs.coocan.jp/?m=listtop&p=3
http://minimuseum.bbs.coocan.jp/?m=listtop&p=17
http://minimuseum.bbs.coocan.jp/?m=reg&p_id=168_0
http://minimuseum.bbs.coocan.jp/?m=reg&p_id=160_0
http://minimuseum.bbs.coocan.jp/?m=listthread&t_id=160
http://minimuseum.bbs.coocan.jp/?m=listthread&t_id=160&summary=on
http://minimuseum.bbs.coocan.jp/?m=delconfirm&id=160_1
http://minimuseum.bbs.coocan.jp/?m=reg&p_id=160_1
http://www.nifty.com/
http://lacoocan.nifty.com/


2016/9/8 Miniaturecar Museum  掲示板：@niftyレンタル掲示板

http://minimuseum.bbs.coocan.jp/?m=listtop&p=3 1/3

[1] << 1 2 3 4 5 >> [17]

@niftyレンタル掲示板 掲示板の使い方

Miniaturecar Museum　掲示板

「Miniaturecar Museum」を見て頂きまして有り難うございます。ご意見、ご感想などを記入してください。

トップ 一覧表示 新規記事の投稿

agedeor 2016/04/19 22:03

管理者のagedeorです。 

これまでは自由にダウンロードしていただきましたが、常識のない人が商売のネタにするのを見過ご
すことはできません。つきましては、当方も大変面倒なのですが、ダウンロードできる人を登録制にし
ます。 

ダウンロードを希望される方は、面倒ですが以下の内容を当掲示板からご連絡ください。ご連絡いた
だいた内容は非公開としますので、掲載はされません　管理者の私が見るだけです。 

ご連絡いただく事項 

１．お名前：　アクセスする人の識別用　アルファベット/数字　6-8文字でお願いします。 
　　例えば　nocchi2 など 
２．連絡用のメールアドレス：　ダウンロードする方法を連絡するのに使います。 
　　それ以外の目的には使いません。 
３．画像の不正使用(商用利用など)をしないことを表明してください。 

なおダウンロード内容はログをとり、画像が不正使用されていると判断した場合登録を取り消しま
す。 
また　文面が信用できないなど不真面目な方には返事をしません。

AD

法人ホスティングならnifty http://www.nifty.com/biz/hosting/

信頼性の高いサーバ・ニーズに合せた 万全のセキュリティで貴社をサポート!

まずはお試しください！ http://homepage.nifty.com/

最大1カ月間、フル機能試し放題！ 『@niftyホームページサービス』

レンタルDNSサーバ｜@nifty http://domain.nifty.com/

面倒なDNSサーバーの運用はニフティに お任せ。設定はブラウザから簡単操作!

コメント 全て表示 | 最新20件表示

1.taikakashow 2016/04/19 22:35

2.agedeor 2016/04/19 22:41

4.SNOW123 2016/04/19 22:47

10.agedeor 2016/04/19 23:27

コメント失礼します。今回の件このような形になってしまったこととても残念ですがこのような処
置をしていただきありがとうございますm(__)m 

ダウンロードについての質問なのですがこちらの掲示板にそのまま必要事項などを書き込め
ばよろしいのでしょうか。 

お手数おかけしますが教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

>>1 
taikakashow さん　はじめまして　こんばんは 

掲示板に必要事項を書いていただければ結構です。 

公開されるわけではないので、ご心配なく。

はじめまして。実は既に100回以上使用させて頂いている者です。まだ、このページの使い方
が分からないのですが、悪用しないことや名前などは、どこに書き込めばよいのでしょうか？何
も分からなくて誠に申し訳ございません。

ダウンロード希望のご連絡はこの投稿へのコメントではなく新規投稿でお願いします。 
また　boxhirotomi さん　名前を8文字以下にしてください。登録できません。

ナンバープレート画像　ダウンロードについて

ナンバープレート画像　ダウンロードについて

レンタル掲示板 - お知らせ

【重要】レンタル掲示板 サー
ビス終了のお知らせ

【重要】レンタル掲示板の新
規お申し込みについて

SSL3.0の脆弱性に対する対
応について

PR

サイト内検索
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掲示板管理画面へ

http://minimuseum.bbs.coocan.jp/?m=listtop&p=1
http://minimuseum.bbs.coocan.jp/?m=listtop&p=2
http://minimuseum.bbs.coocan.jp/?m=listtop&p=1
http://minimuseum.bbs.coocan.jp/?m=listtop&p=2
http://minimuseum.bbs.coocan.jp/?m=listtop&p=4
http://minimuseum.bbs.coocan.jp/?m=listtop&p=5
http://minimuseum.bbs.coocan.jp/?m=listtop&p=4
http://minimuseum.bbs.coocan.jp/?m=listtop&p=17
http://board.nifty.com/
http://board.nifty.com/help/
http://minimuseum.bbs.coocan.jp/?m=listtop
http://minimuseum.bbs.coocan.jp/?m=listtitle
http://minimuseum.bbs.coocan.jp/?m=reg
http://minicarmuseum.com/
http://minimuseum.bbs.coocan.jp/?m=reg&p_id=135_0
http://board.nifty.com/ad/show_ads.cgi?id=ad3.1
http://board.nifty.com/ad/show_ads.cgi?id=ad2.0
http://board.nifty.com/ad/show_ads.cgi?id=ad4.2
http://minimuseum.bbs.coocan.jp/?m=listthread&t_id=135
http://minimuseum.bbs.coocan.jp/?m=listthread&t_id=135&summary=on
http://minimuseum.bbs.coocan.jp/?m=delconfirm&id=135_1
http://minimuseum.bbs.coocan.jp/?m=reg&p_id=135_1
http://minimuseum.bbs.coocan.jp/?m=delconfirm&id=135_2
http://minimuseum.bbs.coocan.jp/?m=reg&p_id=135_2
http://minimuseum.bbs.coocan.jp/?m=delconfirm&id=135_4
http://minimuseum.bbs.coocan.jp/?m=reg&p_id=135_4
http://minimuseum.bbs.coocan.jp/?m=delconfirm&id=135_10
http://minimuseum.bbs.coocan.jp/?m=reg&p_id=135_10
http://homepage.nifty.com/js-user/ad.cgi?id=rc11
http://board.nifty.com/blog/information/
http://board.nifty.com/blog/information/2016/06/bbsclose.html
http://board.nifty.com/blog/information/2016/04/bbsma.html
http://board.nifty.com/blog/information/2014/11/ssl30.html
http://www.nifty.com/biz/hosting/
https://board.nifty.com/manage/bbs_mng_login.cgi


2016/9/8 Miniaturecar Museum  掲示板：@niftyレンタル掲示板

http://minimuseum.bbs.coocan.jp/?m=listtop&p=3 2/3

agedeor 2016/04/20 00:13

ナンバープレート画像　ダウンロード希望の連絡は新規投稿でお願いします。 

また　名前は必ず　アルファベット/数字　6-8文字　で 
不正使用しないことの表明は明確にお願いします。 
「なんとかに使わせていただきたい」では　不正使用の表明にはなりません。 

以上の問題などで登録できない人がいます。 

2日たっても当方からメール連絡がない場合は再度連絡ください。

ミフク 2016/04/19 21:19

ナンバー制作したんですけど　画像ファイルの表示が出ませんAdobeのアプリダウンロードした甲斐
がありませんでしたが　出せるように工夫をして欲しいです

コメント 全て表示 | 最新20件表示

2.agedeor 2016/04/19 22:17

「出せるように工夫をして欲しいです」ですか？ 

あなた　誰に口をきいているのですか？ 

その前に　パソコンなのかスマホなのかタブレットなのか　どういう機種で 
どんな操作をしたのか　わかるように書くべきでしょう。 

もう　書き込まないでください。

PDFの表示が出ません

伊藤隼斗 2016/03/17 22:10

ドライブタウン等のナンバープレートも出して欲しいです。

コメント 全て表示 | 最新20件表示

1.agedeor 2016/03/17 23:22

2.伊藤隼斗 2016/04/19 20:33

3.agedeor 2016/04/19 20:48

伊藤隼斗さん 

はじめまして　こんばんは 

プルバックカー用「ドライブタウン等のナンバープレート」とは 
当方では具体的にどのようなものか全くわかりません。 

通常のナンバープレートとどう違うのですか？ 

教えてください

>>1 
ドライブタウンでナンバー作りたいのですが 
サイズがバラバラで一発で作れません。 
なので一発で作れるようにして欲しいです。

>>2 
「サイズがバラバラで一発で作れません」とは　縮尺が異なる複数のナンバープレート画像を一
度に作りたいということですか？ 

そのような ご要望は「むちゃぶり」の類です。 

私が必要性を感じないものはやりません。

プルバックカー用も。
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ページの先頭へ

agedeor 2016/04/18 17:12

管理者のagedeorです。 

メルカリのナンバープレート出品者に当方のナンバープレート画像の無断流用を警告したら、開き直
られて無視されました。不本意ですが予告通りダウンロードを中止します。メルカリなどへの出品が
なくなるまでは再開しません。 

なお これまで使って頂いていた大多数の「まともな方」への 
救済策は作成中です。 

また　ご連絡いたします。

コメント 全て表示 | 最新20件表示

1.べー 2016/04/19 07:15

2.チッチ 2016/04/19 18:20

対処お疲れ様です。また使用できるようになることをお待ちしております。

いつも、 利用させてもらってありがとうございます。急に利用出来なくて残念です。善意を悪用
して、しかも金儲けするとわ許せないですね！また利用出来る時まで待ちます。応援してます。

ナンバープレート画像のダウンロード中止について

@nifty : Powered by LaCoocan
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@niftyレンタル掲示板 掲示板の使い方

Miniaturecar Museum　掲示板

「Miniaturecar Museum」を見て頂きまして有り難うございます。ご意見、ご感想などを記入してください。

トップ 一覧表示 新規記事の投稿

べー 2016/04/14 20:43

拡大

画像の通り、メルカリで商用利用されてますよ。 
写真の販売者以外にも数人有料で販売したりしています。 

余計なお世話かもしれませんが、大丈夫かなと思ったので…

AD

ニフティ"公式"箱庭ゲーム http://interpot.cocolog-nifty.com/

満足度90%以上！ステキな庭が作れる 簡単・無料ガーデニング。 

まずはお試しください！ http://homepage.nifty.com/

最大1カ月間、フル機能試し放題！ 『@niftyホームページサービス』

離れた場所から家族を優しく見守る http://smartserve.nifty.com/home/plus/

離れて暮らす家族の体調や健康の心配解消は室内環境を知ることからはじめよう！ 

コメント 全て表示 | 最新20件表示

2.べー 2016/04/15 21:59

3.agedeor 2016/04/16 16:02

4.KV234 2016/04/18 16:50

>>1 
日頃このサイトを使わせていただいている人間としては公開し続けて欲しい限りですが…仕方
ないですよね。腹立たしいです。 
販売サイトの事務局にも通報しましたが取り合ってくれないようです。

>>2 
当方からもメルカリの出品者にコメントで　商用利用しないよう警告しました。 
べー さんの通報も効いたのか　現在新規出品はされていないようです。 

ダウンロードできる人を制限する方法で対処することを考えたのですが、プログラムの変更な
ど面倒なので、当面はこのままで公開を続けます。 
ただ　また同じようなことが起これば、ダウンロード制限します。 
(べー さんのような方にはダウンロードできるよう配慮します) 

ご心配していただきありがとうございました。 

今後とも皆さんに楽しく利用していただければうれしいです。

>>3 
はじめまして。 
いつもミニカーナンバーを利用させていただいている者です。 
今日午前までは利用できたのですが、現在ダウンロードできません。 
当方、商業利用などする者ではございませんので、再び利用できるよう、 
お取り計らいのほどよろしくお願いします。 
それでは、取り急ぎ用件のみにて失礼します。

商用利用されてますよ

レンタル掲示板 - お知らせ

【重要】レンタル掲示板 サー
ビス終了のお知らせ

【重要】レンタル掲示板の新
規お申し込みについて

SSL3.0の脆弱性に対する対
応について
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5.agedeor 2016/04/18 17:42

6.vip 2016/04/18 19:31

>>4 
初めまして　こんにちは 

現在あなたのような方がダウンロードできるようアクセス権追加プログラムを作成中です。 

近日中にこの掲示板でお知らせします。

>>1 
昨日まで利用できましたが急にできなくなりました。 
商用利用されるなんて最低ですね私もそのような方を見つけましたら早急にお知らせします
ね！ 
復旧を心より楽しみにお待ちしております

西村利一 2016/03/02 16:37

拡大

1950年代のミニカー沢山 あります 
終戦後にアメリカの少佐に貰い受けた物です 
100台以上はあります 
イギリスの大英帝国の時代の物もあります 
検索しても一部しかヒットしません 
調べる方法はないですか 
一部 画像を送ります

コメント 全て表示 | 最新20件表示

1.agedeor 2016/03/02 18:36

2.西村利一 2016/03/03 16:08

西村利一 さん 

はじめまして　こんにちは 

投稿していただいた画像を拝見しました。ほとんどがイギリスのディンキー トイ(DINKY TOY)
の物ですね。ミニカーをひっくり返すと、底板にメーカー名（DINKYなど）、型番、車名が銘記さ
れているはずです。そのメーカー名と型番でWEB検索すれば、ほとんどの物が検索できるはず
です。 

DINKYやCORGIなど当時のイギリス製のミニカーについては、以下のWEBサイトでモデルが一
覧できます。かなり参考になると思います。 

http://nigelsworld.dyndns-free.com/diecast/maker.php?maker=Dinky

教えて下さい
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3.agedeor 2016/03/03 16:23

拡大

ありがとうございます 
調べてみます 

古いミニカーは114台 ありました 
写真をスライドにしてユウチュウブにアップしたいと思います 
アップした時はこの掲示板にURLを張り付けます 
その時は見れください 
いろいろコメントを頂けると嬉しいです

>>2 
YouTubeにアップロードされるのを楽しみに待っています。。

AYA 2016/02/28 10:49

こんばんは. 

先々週ロサンゼルスに来ていて色々なお車が走っていて 
観ていて楽しいです. 

古き良き時代のアメリカ車,フェラーリやランボルギーニ・ウラカン,韓国の現代自動車,起亜,日本車等
様々です. 

お時間があればミニカーも観に行きたいです.

コメント 全て表示 | 最新20件表示

1.agedor 2016/02/28 13:30

AYAさん　こんにちは 

ロサンゼルスから ご投稿ありがとうございます。 

自動車の本場ですから　走っている自動車が日本とは全然違うのでしょう。 
私は想像でしか分かりませんが、楽しいでしょうね。 

面白いミニカーなどありましたら　教えてください。

ロサンゼルスからこんばんは

MR車好き 2016/02/22 23:29

初めまして、HWやトミカなど小スケールのミニカーを集めている者です。 

当サイトを見て、ミニカー素材の経年劣化や不具合についてとても細かく記載していて、大変勉強に
なりました。 
ミニカーの合金に不純物が混ざると「結晶粒間腐食割れ」という現象が起き、現在はそのような問題
はあまり起きないということで安心しました。 

とはいえ、この掲示板でも一部報告されている事例や、2年ほど前、京商のフェラーリミニカーに、コ
ストカットのために工場が勝手に混ぜものをして、結果的に京商本社にバレて商品は早急に発売終
了した・・・という情報も目にします。(この他、GT-Rのミニカーもボロボロになったという話も・・・) 
当方、京商ミニカーは集めておりませんがおそらくこのコストカットで販売されたミニカー達は、将来
腐食を起こし割れたりするのだろうと思います。 

最近はトミカも塗装の簡略化などでコストカットしているようで、その程度なら全然許容範囲なのです
が、まさか亜鉛合金素材そのものをコストカットする可能性は有るのでしょうか？ 
天下のHWやトミカは歴史が長いしそんなことしない！とは思っていますが、一応コレクターさんの話
も聞いてみたいので今回ここに書き込みさせていただきました。

亜鉛合金の結晶粒間腐食割れの原因について
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ページの先頭へ
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1.agedeor 2016/02/23 13:54

MR車好きさん　はじめまして　こんにちは 

昨年この掲示板に頂いたジンズウさんの投稿で「結晶粒間腐食割れ」による不具合が最近で
も発生していることを知りました。 
この問題は品質管理がきちんとされていないことで起こるので、ミニチャンプスや京商のような
メジャーなブランドで発生したことは意外でした。 
ミニチャンプスは自社工場を持っていないようで、最近は生産委託している工場の品質管理が
甘くなっているようです。 

自社工場を持っていると思われる老舗ブランド(HWやトミカなど本格的な大量生産をしているブ
ランド)は、もう少し品質管理がしっかりしているはずです。大量生産をするからには品質管理を
きちんとすることが必須ですが、最近の新興ブランドの少量生産では適当なことをするメーカー
もでてくるのでしょう。なおコストカットで不純物のある合金を使うことは論外で、そんなところで
コストカットする老舗ブランドはないでしょう。 

ただ残念なことにマニア向けと称する少量生産ミニカーは、大量量産される一般向けミニカー
に比べると品質管理的にはプアなものが多いです。 
ミニカーが玩具であった頃から続いている老舗ブランド(大量生産している)のミニカーを買いま
しょう。（値段もリーズナブルです）

さけ 2016/02/22 22:04

拡大

ミュージアム様こんにちは。 
ラジコンカーにナンバープレートを貼ったら素敵になりました！ 
こんな素晴らしい物をフリーでダウンロードさせて頂いて大感謝です。 
スケールから文字まで選べるなんて本当に便利で楽しいですね。また利用させていただきます。本
当に有難うございました。

コメント 全て表示 | 最新20件表示

2.agedeor 2016/02/22 23:16

さけさん　はじめまして　こんばんは 

当方のナンバープレート作成ページを気に入っていただき、作者としてうれしいです。さけさん
のブログを拝見いたしました。当サイトを画像付きでご紹介いただき、大変ありがとうございま
す。　 

今後ともよろしく。

ラジコンに使っています

@nifty : Powered by LaCoocan
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@niftyレンタル掲示板 掲示板の使い方

Miniaturecar Museum　掲示板

「Miniaturecar Museum」を見て頂きまして有り難うございます。ご意見、ご感想などを記入してください。

トップ 一覧表示 新規記事の投稿

こんにちは 2016/01/30 07:50

毎日車種を追加して下さりありがとうございます. 

メルゼテス・マクラーレンはわたしが好きな一台ですからとても嬉しかったです. 

わたしは再来週10年振りにロサンゼルスへ行きます. 
アメリカでは色々な車種が走ってますから今からワクワクドキドキです.

AD

離れた場所から家族を優しく見守る http://smartserve.nifty.com/home/plus/

離れて暮らす家族の体調や健康の心配解消は室内環境を知ることからはじめよう！ 

レンタルDNSサーバ｜@nifty http://domain.nifty.com/

面倒なDNSサーバーの運用はニフティに お任せ。設定はブラウザから簡単操作!

まずはお試しください！ http://homepage.nifty.com/

最大1カ月間、フル機能試し放題！ 『@niftyホームページサービス』

コメント 全て表示 | 最新20件表示

1.agedeor 2016/01/30 12:58

AYAさん　こんにちは 

ご投稿ありがとうございます。 

メルセデス　マクラーレンは私も好きな車です。実車は見たことがないですが、ミニカーでも並
みの車とは別格の迫力が感じられます。 

渡米　楽しみですね。渡米される頃までは、ほぼ毎日ミニカーを追加していく予定ですので、当
サイトもお楽しみください。

AYA

車オタク 2016/01/06 19:35

仮ナンバー作りたいので出来れば作れるようにしてください

コメント 全て表示 | 最新20件表示

1.agedeor 2016/01/06 20:06

仮ナンバーを作成できるようにするのは大変です。当面やるつもりはありません。

仮ナンバー

ジンズウ 2015/12/31 14:11

初めまして。 
MINICHANPS、EBBRO、AUTOART、KYOSHO、SCHUCOなど、1990年以降のスポーツカーを収集し
ている者です。 
絶版ミニカーを検索すると、このホームページが引っ掛かることが何度かあり、今回は、素材や経年
変化に関する情報を調べていて再び辿り着きました。 

さて標記の件、最近、2件ほどダイキャスト素材の不良に遭遇しましたので、ご報告します。 

一つは、J-COLLECTION、ELGRANDのブラック（JC16044K）です。 
オークションで入手したところ、ボディ全体に塗装のヒビ割れが発生しており、そのヒビ割れが内側ま
で貫通している部分がありました。 
解体してみると、ダイキャスト素材のボディが異常に柔らかく、極端な言い方をすれば、粘土のように
曲げたり、ちぎったりできてしまいます。 

最近でも稀に発生しているダイキャスト素材の不良

レンタル掲示板 - お知らせ

【重要】レンタル掲示板 サー
ビス終了のお知らせ

【重要】レンタル掲示板の新
規お申し込みについて

SSL3.0の脆弱性に対する対
応について

PR

サイト内検索

検索

掲示板管理画面へ
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入手価格は高いものでなかったですし、背景に飾るジオラマ的なものに利用する目的でしたので、
諦めました。 

もう一つは、MINICHAMPS、AUDI TT（2006）のブルー（400015021）です。 
年末年始を利用し、コレクションの整理・点検をしている時に気づきました。 
こちらは、わずか6年前に発売され、新品で購入したものなので、ショックが大きいです。 

いずれもネット上で同じ事例が見つかりましたので、個体ではなく、ロット単位の不良ではないかと考
えられます。 
このホームーページで紹介されている「ダイキャスト素材の変形」と同じようなことが、最近でも発生
していることに驚きました。 

もちろん、これは極めて稀なケースであり、今後も京商やMINICHAMPSの製品を好んで購入する気
持ちに変わりはないです。 
他のメーカーを含め、成型や塗装の精度に問題のあるモデルに遭遇すれば補修したり、ナンバープ
レートのデカールが剥がれたら自作したり、ミニカーのコレクションは、そんなことも含めて楽しむもの
なのかもしれませんね。

コメント 全て表示 | 最新20件表示

1.agedeor 2015/12/31 16:49

2.ジンズウ 2016/01/02 12:56

4.agedeor 2016/01/02 18:16

ジンズウさん 

初めまして　こんにちは 

最近のダイキャスト素材の不具合を教えていただきありがとうございます。 
この不具合は当方のサイトで解説している「結晶粒間腐食割れ」の事例だと思われます。 
どちらも某国が製造したミニカーですが、この国の品質管理はあまり褒められたものではない
ですし、MINICHAMPSやKYOSHOの品質チェックも数年前からあまくなっているようです。 

ミニカーの場合、このような問題は購入後かなり経過してからおこるので、購入した人が泣き寝
入りして終わることになります。 
メーカーにクレームが行くことはほとんどないので、最近の新興メーカー(MINICHAMPSも含む)
はタイヤが溶ける問題なども含めて同じ問題をいつまでも繰り返しています。最近のミニカーは
非常に高価ですから何年かしたら壊れるようでは困るのですが、最近の新興メーカーはこのよ
うな経年変化的な問題は無視しているようです。1970年代のミニカーでもっと大々的なホイー
ル/タイヤ溶解問題を起こした欧州の老舗メーカーは、もっときちんと品質管理しているようで
すが。。。 

なおジンズウさんのおっしゃるように、修復したりして手をかけることもミニカーの楽しみの一つ
です。 

今回は　ご投稿ありがとうございました。

新年早々、ネガティブな話題で申し訳ないのですが、経年変化に関してもう一つ。 

戦闘機のキャノピーのような形状をしたＮＳＸ、アルシオーネＳＶＸなど、ルーフ全体を透明なプ
ラスチックで成型しているものには、製造後6年で塗装に微細なヒビ割れが発生している個体
があります。 
プラスチック、特に透明な素材は、経年変化に対してデリケートなのかもしれません。 
（模型を作ると分かるのですが、同じプラ板でも透明と白などで感触や性質が異なります） 
例えばラジコンに使われるポリカーボネート用のように、弾力性のある塗料にするとか、工夫の
余地はないのでしょうかね。 

プラスチックと言えば、KATO（鉄道模型メーカー）、HERPAから精密なモデルが出ていますが、
こちらはボディに塗装されていないのが幸いなのか、今のところホワイトの黄変以外、問題は
発生していません。 
子供時代に購入した鉄道模型が、35年以上経っても当時と変わらない状態を保っていることか
ら、この類のものは信用したいです。 

いずれにしても、わずか数年で劣化するケースが判明したため、今後は、一つのモデルの全
色を揃えるとか、発売後間もなく売り切れた人気モデルを高額で入手するといったことには、慎
重になろうと思います。 
販売時からウインドウが剥離するといった問題を発生させている新興ブランドのレジン製モデ
ルは、個人的には怖くて手が出せません。 

この度は、丁寧なコメントをいただき、誠にありがとうございました。 
「ミニチュアカーミュージアム」の更なる充実と発展に期待しております。

>>2 
ジンズウ さん 
耐久性に関する再度のご投稿ありがとうございます。 

透明なプラスチック素材の塗装処理を工夫する件など、耐久性を考慮すれば他にも壊れやす
いパーツの材質をかえるなど色々とできるはずです。 
35年前のKATOやHERPAのモデルが当時のままで楽しめるのは、ある程度の耐久性を考えて
設計されているからだと思います。(実際には壊れやすいパーツをあえて使わないという設計
で、リアリティは二の次だったということもありますが） 

最近の新興ブランドのレジン製モデルなどは、まったくその点を無視して設計されているように
思います。販売時からウインドウが剥離するなど、車関係の設計者だった私から言わせると売
りものではないレベルです。 

精密に作ってあるから壊れやすいと言う前に、壊れない工夫をするべきだと思います。（例えば
ウインドウだけは成型したプラスチックパーツにするとか、タイヤと台座の融解を防ぐためタイ
ヤが接触しない構造の台座にするとか、細かいパーツは別部品にして取り付けは必要なユー
ザーの選択に任せるとか）それなりの取り扱いが必要ですが、普通に扱えば壊れないというも
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のを作ってほしいものです。そのような考えで作っている老舗ブランドがありますので、ミニカー
コレクターはできればそちらを買ってほしいものです。 

そんな訳で当サイトは昔のミニカーに肩入れしているのですが、今後とも当サイトを応援してい
ただけると幸いです。

椿加代子 2015/12/21 12:31

初めましてアイフォン6でダウンロードしようとしたのですが、ダウンロード出来ませんiOSは9.2です。
どうしたらできますか？よろしくお願いします

コメント 全て表示 | 最新20件表示

6.椿加代子 2015/12/23 00:42

7.agedeor 2015/12/23 13:49

8.椿加代子 2015/12/23 16:10

9.agedeor 2015/12/27 20:37

拡大

>>5 
手順通りにやってみましたがやっぱりナンバー作成は出来ませんでした。ダウンロードされた
のはこの画像だけでした。

>>6 
操作していただいた結果のご連絡ありがとうございます。 
どうしてWEBページの画面がダウンロードされるのか、理由がさっぱりわかりません。iOS9.2の
アイフォンではこのような結果になるのが普通なのかどうかを調べたいと思います。週末にドコ
モショップにいって、実際にアイフォンを操作してチェックしてみます。 

つきましては　来週以降に結果を報告いたします。

>>7 
ありがとうございますm(_ _)m 
よろしくお願いします。色々ご面倒おかけします。

拡大

>>8 
お待たせしておりましたが、知り合いにアイフォンを借りて確認テストを行いましたので結果を
ご報告します。 
椿さんにご指摘いただいたような状況を確認できました。アイフォンでファイルをダウンロードす
るのはパソコンとは少し違う操作をする必要があることがわかりましたので、以下説明します。 

まずPDFを閲覧するアプリ「Adobe Acrobat Reader 」が必要なのですが、これはインストールさ
れていると思います。念のため、ホーム画面にAdobe Acrobat Readerの赤いアイコンが表示さ
れていることを確認してください。 

次にダウンロードの操作ですが、｢ダウンロード｣ボタンをタップするとボタンの下に｢画像ファイ
ルのリンクをクリックしてファイルをダウンロードしてください→画像ファイル｣と表示されます。 
その「画像ファイル」リンクをタップするのではなく、リンクを長押ししてください。 

ダウンロード出来ない
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ページの先頭へ

10.椿加代子 2015/12/28 22:33

パソコンの場合はリンクをクリックするとダウンロードされますが、アイフォンでは動作しませ
ん。（以前に動作チェックしたアイフォンでは動作していたのですが、変わったようです） 

しばらく待つと画面に上の画像のような画面が表示されますので、「新規タブで開く」を選択して
ください。 
そうするとPDF画像ファイルがダウンロードされて、新規タブでファイルの内容が表示されるは
ずです。 

以上の動作を椿さんのアイフォンでご確認いただけますか？ 

またこの表示された画面をタップしてすると、「”iBooks”で開く」が選択できる画面がでますの
で、「”iBooks”で開く」を選択するとPDF画像ファイルがiBooksに保管されます。 
このiBooksでPDF画像ファイルを開くと、画面のメニューにプリント機能があり、ネットワーク接
続されたプリンターにプリントができます。 

以上　よろしくお願いいたします。

>>9 
ありがとうございました。さっそく試してみたいと思います。色々ご面倒おかけしました。これか
らもこのサイト使わせてもらいます。

HIDE 2015/12/08 22:20

はじめまして。このサイトを見つけた時感動しました！\(*ˊᗜˋ*)/凄く有難いし、素敵だと(*^^*)パソ
コン初心者でもすぐ出来る事にも感動です！今回は欧州連合のプレートをミニカーにと思っておりま
す。『海外のナンバープレート画像をクリックが掲載されているサイト』から画像をダウンロードし、見
本画像に表示する事ができました。ミニカーのナンバープレートが欧州連合サイズなのですが、見本
画像の文字を変える事は可能でしょうか？初歩的な質問で申し訳ございません。

コメント 全て表示 | 最新20件表示

1.agedeor 2015/12/08 23:27

HIDE さん 

はじめまして　こんばんは 

早速ですが、外国のナンバープレート作成についてはダウンロードした画像をそのまま使うこと
を前提としています。従いまして 画像の文字を変えるような機能はありません。(画像の文字を
変えるなど画像を編集するにはそれ専用の特殊なソフトが必要で簡単にはできません） 

以上　ご希望には添えませんが　ご了承ください。

欧州連合ナンバープレート

@nifty : Powered by LaCoocan
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@niftyレンタル掲示板 掲示板の使い方

Miniaturecar Museum　掲示板

「Miniaturecar Museum」を見て頂きまして有り難うございます。ご意見、ご感想などを記入してください。

トップ 一覧表示 新規記事の投稿

AYA 2015/12/05 20:08

以前投稿した旧北海道民です. 
2月の初めに10年振りにロサンゼルスへ行きます. 
初めてレンタカーを借りてルート66やラスベガス,アリゾナ,サンディエゴ等を周り 
ロサンゼルスにあるピーターセン自動車博物館も寄ります. 
旧いアメ車が沢山ある博物館です. 
レンタカーは北米版のカローラか日産セントラクラスになります. 
アメリカ仕様のカローラは好きです. 
ミニカーにあればいいです. 

色々書きましたがこれからもHPを観させて頂きます. 
ロサンゼルスには用事があり長期になりそうです.

AD

@niftyで取得しませんか？ http://domain.nifty.com/

取得後も充実の関連サービスで安心！ ドメイン管理は信頼のドメイン@nifty

ニフティ"公式"箱庭ゲーム http://interpot.cocolog-nifty.com/

満足度90%以上！ステキな庭が作れる 簡単・無料ガーデニング。 

離れた場所から家族を優しく見守る http://smartserve.nifty.com/home/plus/

離れて暮らす家族の体調や健康の心配解消は室内環境を知ることからはじめよう！ 

コメント 全て表示 | 最新20件表示

1.agedeor 2015/12/06 00:56

北海道民のAYAさん 

お久しぶりです。　こんばんは 

来年渡米されるとのこと、インターナショナルに活動されているのですね。 
最近のアメリカ車はあまり人気がなくてミニカーもありませんが、1970-80年代ののアメリカ車は
いまでも人気があります。古き良き時代のアメリカ車を楽しんできてください。 

これからも当サイトをよろしく

お久しぶりです

notebit 2015/12/01 20:49

初めまして。 

この度バスに関する動画を作成するにあたり、こちらのサイトのナンバープレート画像を動画内に使
用させて頂きたく思い連絡させていただきました。商用利用ではなく個人としての動画公開になりま
すが、動画内への画像利用についての可否をお伺いしたいと思います。 

突然の連絡で大変恐縮なのですが、お返事お待ちしております。 
よろしくお願いします。

コメント 全て表示 | 最新20件表示

1.agedeor 2015/12/02 00:04

2.notebit 2015/12/02 00:18

notebit さん 

初めまして　こんばんは 

さて早速ですが、貴方の動画内に当方のナンバープレート画像を使われる件ですが、商用利
用でなければご自由にお使いください。 
ただ出来るならば、当方の画像を使っている旨の表示をして頂けるとうれしいです。 

以上　よろしくお願いいます。

動画内へのプレート画像利用について

レンタル掲示板 - お知らせ

【重要】レンタル掲示板 サー
ビス終了のお知らせ

【重要】レンタル掲示板の新
規お申し込みについて

SSL3.0の脆弱性に対する対
応について

PR

サイト内検索

検索

掲示板管理画面へ
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ご返信、また動画への使用許可ありがとうございます。 

動画内キャプションにてURL貼り付けの上、こちらのサイトのジェネレータを使用した旨を記載
し、また動画紹介欄にも同様に記載を致しました。 
動画URLを添付致しましたので、宜しければご覧ください。 
この度は急な連絡にも関わらず迅速に対応して頂き感謝致します。 

notebit

岩田享治 2015/11/23 21:16

はじめまして。 
他の方のブログでナンバープレート作成機能が紹介されていたのを見てお邪魔しました。とても素晴
らしい機能ですね。ぜひ使わせて下さい。データベースや様々な記事も楽しく拝見させていただきま
した。圧巻です…。リンクフリーとのことなので、こちらのブログに貴サイトのアドレスを載せると共
に、紹介の記事を書かせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

コメント 全て表示 | 最新20件表示

1.agedeor 2015/11/23 23:39

岩田享治 さん 

はじめまして　こんばんは 

当方のサイトを楽しんで頂けたようで、嬉しいです。 

また　貴ブログにて当サイトを紹介していただけるとのこと 
是非とも　よろしく　お願いします。

使わせていただきます…！

井上佳也 2015/10/12 12:16

拡大

中古のミニカーを購入したのですが、実車の車名や年式がわかりませんのでわかったら教えてくだ
さい。ミニカーはドイツのGAMAです。

コメント 全て表示 | 最新20件表示

1.agedeor 2015/10/12 13:27

井上佳也さん　はじめまして　こんにちは 

早速ですが　ご質問のミニカーは　GAMA製 　型番1189　 
車名は　プジョー （PEUGEOT）　実車年式1896年です。 
フランス　プジョー初期の車で、同時期の実車画像を以下のリンク先で見ることができます。 
http://www.conceptcarz.com/view/photo/46197,7391/1896-Peugeot-Touring_photo.aspx

このミニカーの車名教えてください

S2000 2015/10/04 10:17

ありがたく使わせていただいています！

ありがとうございます！
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コメント 全て表示 | 最新20件表示

1.agedeor 2015/10/04 17:14

どういたしまして 

投稿ありがとうございます。

@nifty : Powered by LaCoocan
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@niftyレンタル掲示板 掲示板の使い方

Miniaturecar Museum　掲示板

「Miniaturecar Museum」を見て頂きまして有り難うございます。ご意見、ご感想などを記入してください。

トップ 一覧表示 新規記事の投稿

びーばー 2015/08/23 14:59

中古の1/18ミニカーを購入しましたが後ろの『LEXUS』の文字シールが破損してしまっておりました｡ 
普通の文字シールでは小さすぎて売っているのを見たことがありません｡ 
どこかで購入（作成していただける業者様など）できませんでしょうか･･･？ 

よろしくお願いいたします｡

AD

まずはお試しください！ http://homepage.nifty.com/

最大1カ月間、フル機能試し放題！ 『@niftyホームページサービス』

法人ホスティングならnifty http://www.nifty.com/biz/hosting/

信頼性の高いサーバ・ニーズに合せた 万全のセキュリティで貴社をサポート!

離れた場所から家族を優しく見守る http://smartserve.nifty.com/home/plus/

離れて暮らす家族の体調や健康の心配解消は室内環境を知ることからはじめよう！ 

コメント 全て表示 | 最新20件表示

1.agedeor 2015/08/23 16:44

2.びーばー 2015/08/24 01:40

びーばー　さん 
はじめまして　こんにちは 

ご質問の件ですが　必要な文字シールの内容が分かりませんので、販売している業者などに
について適切な回答はいたしかねます。 
多分　業者があったとしても　そのような一品製作物に対応してもらうのは金銭的に難しいかと
思います。 

当方のサイトを宣伝する訳ではないですが、そのような用途向けにステッカーなどを自作する
機能が当方のナンバープレート作成ページにあります。 
どうせ作るなら自分の気に入ったものが欲しいでしょうから　自作されてはいかがですか。(私
なら自作します) 
必要なのは　その文字シールの画像(WEBで探すか/実車を撮影するか)とプリント用紙と自作
する手間だけです。 

パソコンで以下のURLにアクセスして「各種ステッカー/プレートなど　(画像をトリミングしサイズ
を指定して印刷用画像ファイルを作成)」の 
説明を見てください。(なおスマホには対応していません) 

http://minicarmuseum.com/platecreate.php

早速のご回答ありがとうございます｡ 

私は母親でパソコンはあまり得意では有りません｡｡｡ 
病気の息子の誕生日プレゼントでした｡強い希望で右ハンドルが良いとの事だったのですが､
新品が廃盤で手に入らずで中古になってしまいました｡ 

こんな事を記載するのはおかしいかも知れませんが､息子は発達障害をもっていて､こだわりが
凄く強くステッカーが無い物をみせてしまうと騒いでパニックを起こしてしまいます｡ 
せっかく欲しがっていた右ハンドルの車なので､なんとかしてあげたいと思っております｡ 

プリントする用紙はどこで購入出来ますか？ 
また､パソコンにうとい私でも上手に作成出来ますか？ 
（小さくてカットするのも難しそうです･･･） 

何度も申し訳有りません｡ 

宜しくお願いいたします｡ 

> びーばー　さん 
> はじめまして　こんにちは 
> 
> ご質問の件ですが　必要な文字シールの内容が分かりませんので、販売している業者など
にについて適切な回答はいたしかねます。 
> 多分　業者があったとしても　そのような一品製作物に対応してもらうのは金銭的に難しいか
と思います。 
> 
> 当方のサイトを宣伝する訳ではないですが、そのような用途向けにステッカーなどを自作す
る機能が当方のナンバープレート作成ページにあります。 
> どうせ作るなら自分の気に入ったものが欲しいでしょうから　自作されてはいかがですか。(私

ロゴ ステッカーのはがれ

レンタル掲示板 - お知らせ

【重要】レンタル掲示板 サー
ビス終了のお知らせ

【重要】レンタル掲示板の新
規お申し込みについて

SSL3.0の脆弱性に対する対
応について
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3.agedeor 2015/08/24 13:25

4.びーばー 2015/08/24 19:17

なら自作します) 
> 必要なのは　その文字シールの画像(WEBで探すか/実車を撮影するか)とプリント用紙と自
作する手間だけです。 
> 
> パソコンで以下のURLにアクセスして「各種ステッカー/プレートなど　(画像をトリミングしサイ
ズを指定して印刷用画像ファイルを作成)」の 
> 説明を見てください。(なおスマホには対応していません) 
> 
> http://minicarmuseum.com/platecreate.php

びーばー　さん こんにちは 

ステッカーが必要な事情はわかりました。 
息子さんの為にがんばって自作しましょう。 

「LEXUS」の画像はWEBにて「LEXUS ロゴ」で画像検索すれば、たくさんみつかります。必要な
画像をパソコンにダウンロードしてください。 
パソコンの操作はページの説明通りに操作してもらえればさほど難しくはありません。 
プリント用紙は写真を印刷する為のコート紙とよばれる光沢のある紙で文房具店などで売って
います。 
（後で貼り付けるので　裏面に糊がついた光沢のあシール用紙でもいいです） 
印刷した後でカットするのは確かに面倒ですが、何回もトライできますので何とかなります。 

以上　やってみてください。

agedeorさま 

ご回答と丁寧なご説明有難うございます｡ 

頑張ってやってみたいと思います｡ 
親切なサイトを開設して頂いて本当に感謝です｡

豆 2015/08/17 19:37

仮ナンバーの画像も作れるようにして欲しいのですが可能でしょうか？

コメント 全て表示 | 最新20件表示

1.agedeor 2015/08/17 21:12

豆 さん 

はじめまして　こんばんは 

早速ですが　仮ナンバー作成に関しては既に同じような要望を何度も頂いています。申し訳な
いですが、この掲示板の過去のコメントとその回答をご覧ください。 

以上　よろしくお願いします。」

仮ナンバー

せい 2015/07/09 19:49

当サイトで制作したナンバーをインターネットで販売するのは著作権法に抵触しますか？

コメント 全て表示 | 最新20件表示

1.agedeor 2015/07/09 22:28

常識でかんがえれば　わかるでしょう。

ナンバーについて

1\156スケールトミカのナンバープレート
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トミカファン 2015/06/25 18:31

1\156スケールのトミカにナンバープレートを作りたいのですが 
どうすれば良いですか？

コメント 全て表示 | 最新20件表示

1.agedeor 2015/06/26 00:08

2.Monica 2015/06/26 12:54

3.agedeor 2015/06/26 14:23

トミカファン さん　初めまして　こんばんは 

早速ですが　縮尺1/156でナンバープレートを作成すると 
乗用車のナンバープレートで横幅が330㎜÷156≒2㎜となります。 
大型車のナンバープレートで横幅が440㎜÷156≒3㎜となります。 
このサイズになると印刷後の処理が大変ですのでお勧めしませんが、 
あえてやるのでしたら　以下のようにすればできます。 

まず　1/5サイズのナンバープレートの印刷画像を作成します。 
次にそのPDF書類から画像をコピーして、画像処理アプリ(Windowsのペイントなど）で画像だけ
のファイルを作ります。 
次に当方のナンバープレート作成ページの「各種ステッカー/プレート作成機能」をつかってそ
の画像を2㎜または3㎜の大きさを指定して印刷画像を作成します。 
正確にいうと寸法的には多少の誤差がありますが、その程度は印刷などのバラつきの範囲内
でしょう。

拡大

初めまして。 

トヨタ ランドクルーザー 80 1993 VAN VX（1/43 ハイストーリーHS032GR）を探しています。 

入手できる方法ご存知でしたら 
ぜひ教えて頂けませんか 

宜しくお願いします。

Monica　さん　こんにちは 

早速ですが、少しWEBで調べました、在庫がある店はないようです。 

ただ幸いなことに　現在　Yahooのオークションに出品されています。 

難ありものですが、欲しいなら以下に入札されてはどうですか？ 

http://page4.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/d167236180

sh1zu9 2015/05/25 13:41

初めまして。 
マツダ シャンテのミニカーを探していて、こちらにたどり着きました。 
在庫ございますか？ 
また、入手できる方法ご存知でしたら 
ぜひ教えてくださいm(_ _)m 

宜しくお願いします。

コメント 全て表示 | 最新20件表示

1.agedeor 2015/05/25 14:48

sh1zu9 さん 

初めまして　こんにちは 

マツダ シャンテ
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[1] << 6 7 8 9 10 >> [17]

ページの先頭へ

2.sh1zu9 2015/05/25 15:17

4.agedeor 2015/05/25 16:09

早速ですが、ご質問のマツダ シャンテのミニカーは実車発売当時に作られた　ダイヤペット(チ
ェリカ100シリーズ)製の1/30の物しかありません。 

40年前のミニカーですから、絶番品を取り扱っているミニカー専門店や 
WEBオークションで入手するしかありません。 

WEB検索してみましたら、現在WEBオークションに出品されている物が 
以下のリンク先に2点ほどあります。どうしても欲しいなら入札されてはいかがですか。 

http://aucview.aucfan.com/yahoo/w98123098/ 
http://aucview.aucfan.com/yahoo/m99954679/ 

画像を見る限り、どちらも程度はよさそうです。

>>1 

早々にありがとうございます！ 
知識もほとんどない状態で 
ネットを駆けずり回っていました。 

オークションリンクありがとうございます！ 
この二件が、どうやらもう終了しているオークションみたいなんですよ。 
開催中なら、何が何でも落札するところですが…。 

情報ありがとうございました！

>>2 
勘違いして　終了しているオークションを紹介してしまい　すいませんでした。 

そんな風にオークションに時々出品されていので、「ダイヤペット シャンテ」のキーワードでオー
クションのアラート設定をしておいて　気長に待てば入手できますよ。
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@niftyレンタル掲示板 掲示板の使い方

Miniaturecar Museum　掲示板

「Miniaturecar Museum」を見て頂きまして有り難うございます。ご意見、ご感想などを記入してください。

トップ 一覧表示 新規記事の投稿

いつき 2015/05/16 21:35

仮ナンバーを作れるようにしていただけないでしょうか？

AD

まずはお試しください！ http://homepage.nifty.com/

最大1カ月間、フル機能試し放題！ 『@niftyホームページサービス』

ニフティ"公式"箱庭ゲーム http://interpot.cocolog-nifty.com/

満足度90%以上！ステキな庭が作れる 簡単・無料ガーデニング。 

ドメイン取得しませんか？ http://domain.nifty.com/

世界で1つだけのオリジナルドメイン。 関連サービス充実の"ドメイン@nifty"

コメント 全て表示 | 最新20件表示

1.agedeor 2015/05/17 00:57

いつき さん　初めまして　こんばんは 

早速ですが、同様のご要望は以前からいただいております。 
申し訳ないですが、このご要望には対応できません。 

理由などは　この掲示板の次のページ以降にある 
過去の投稿に対する回答をご覧ください。 

以上　よろしくお願いします。

ナンバープレートについて

かずぼー 2015/05/08 11:41

拡大

管理人様 

お世話になっております。 

1/18のステッカーを作ろうと思い画像をアップロードしましたが画像の切り抜きの仕方がわかりませ
ん… 

教えてもらえませんか？マウスで選択ができません

コメント 全て表示 | 最新20件表示

1.agedeor 2015/05/08 14:13

かずぼー さん 

はじめまして　こんにちは 

さて ご質問の件ですが、添付された画像を見ると 
アップロードは出来ているようですね。 

切り抜き部分を指定するには　画像の上にマウスカーソルを載せてから 
マウスの左ボタンを押すと切り抜きを行う四角い領域が表示されます。 
マウスの左ボタンを押したままで、切り抜き部分を指定して 

ステッカーなどの画像作成について

レンタル掲示板 - お知らせ

【重要】レンタル掲示板 サー
ビス終了のお知らせ

【重要】レンタル掲示板の新
規お申し込みについて

SSL3.0の脆弱性に対する対
応について

PR

サイト内検索
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掲示板管理画面へ
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マウスの左ボタンから手をはなすと　切り抜き部分が確定します。 
切り抜き部分はドラッグ操作で移動させることもできます。 

なお　ブラウザのスクリプト設定などの状況によっては　以上の領域指定ができない場合もあり
ますが、それは使っているパソコンやブラウザの種類/設定が分からないと原因は判断できま
せん。 

以上　もう一度　操作してみてください。

wMCm EP 池田 貴彦 2015/04/27 19:58

1/43精密モデルカー収集歴25年の若輩者ですが、 
ロンドン駐在時から収集したコレクションを一堂に展示する 
『世界モデルカー博物館』を縁あって開設いたします。 
同館のエグゼクティヴ・プロデューサーで池田と申します。 

私のコレクションは未組立キットを含めて5000台以上あり、 
訳あって、ロードカー・２ドアクーペに限定しております。 
開館時は、その中の主力3700台を展示しています。 

一般公開することでモデルカーの社会的認知度を高め、 
少しでも業界に恩返しができればと思っております。 

同館を含む全体施設は、高知県香南市の 
『創造広場アクトランド』という複合テーマパークで、 
GW明けの5月15日～17日がグランドオープンイベントです。 

私は東京から参加し、3日間ずっと館に詰めております。 
お越し頂けるようでしたら、是非お声掛けください。 
色々とご指導ご鞭撻いただければ幸甚です。

『世界モデルカー博物館』 が開館します。

オクラ 2015/04/12 18:05

はじめまして 
ナンバープレートの製作と応用について 
自分のサイトでこのサイトを紹介してもかまわないでしょうか?

コメント 全て表示 | 最新20件表示

1.agedeor 2015/04/12 19:21

2.オクラ 2015/04/12 21:39

オクラ さん 

はじめまして　こんばんは 

当方のページを紹介していただけるとのこと　もちろんかまいません。 

貴方の建機のWEBサイト　拝見いたしました。マニアックで面白いですね。 

それでは　よろしく　お願いします。

>>1 
管理人様 
ありがとうございます。 
早速upさせてもらいました。 
http://nbb03.webcrow.jp/menu/trailer/PROFIA2/PROFIA2.html 
あと勝手にサイトのリンクを晴らせていただきました。

紹介してもよろしいですか？

伊藤 雅一 2015/04/02 15:29

もしかして、お住まいは松本市でしょうか？

コメント 全て表示 | 最新20件表示
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プライベートな質問にはお答えしません。
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@niftyレンタル掲示板 掲示板の使い方

Miniaturecar Museum　掲示板

「Miniaturecar Museum」を見て頂きまして有り難うございます。ご意見、ご感想などを記入してください。

トップ 一覧表示 新規記事の投稿

はる 2015/03/28 22:32

はじめまして、はると申します。 
データを使わせていただきクリヤーデカールに印刷 
し1/24モデルを製作しております。 
字体など非常にリアルでまた簡単に希望の番号 
が作ることが出来るので、重宝しております。 

仙台が岩手県になっております 
宮城県への訂正が必要かと・・・

AD

離れた場所から家族を優しく見守る http://smartserve.nifty.com/home/plus/

離れて暮らす家族の体調や健康の心配解消は室内環境を知ることからはじめよう！ 

ニフティ"公式"箱庭ゲーム http://interpot.cocolog-nifty.com/

満足度90%以上！ステキな庭が作れる 簡単・無料ガーデニング。 

まずはお試しください！ http://homepage.nifty.com/

最大1カ月間、フル機能試し放題！ 『@niftyホームページサービス』

コメント 全て表示 | 最新20件表示
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はる さん　はじめまして　こんにちは 

早速ですが、当方のミスを指摘していただき　大変ありがとうございます。 
(少し前にも前橋の間違いを指摘いただいており、お恥ずかしい限りです) 
早速　修正いたしました。 

今回は　ご指摘/ご要望を投稿していただき　ありがとうございました。

訂正お願いします。

マヴユーユ 2015/03/08 22:49

はじめまして、マヴユーユと申します。 
手持ちのラジコンに使わせていただきました。 
簡単に作れて楽しかったです。こんなに便利なツールを 
作ってくれてありがとうございました。 
要望があるとすれば、PDFファイルをダウンロードした時に 
設定値がリセットされないようにしてほしいかな、と 
思いました。 

あと、地域一文字ナンバーの札が 
選択部分では礼になっていましたよ。 

それでは、失礼致します。

コメント 全て表示 | 最新20件表示

1.agedeor 2015/03/09 14:06

マヴユーユさん　はじめまして　こんにちは 

当方のミスをご指摘していただきまして　大変ありがとうございます。 
この手のミスは作成してしまうと、自分ではなかなか気づかないです。 
早速　修正いたしました。 

それからご要望の設定値のリセットの件ですが、これは色々と都合がありまして、現状どおりと
させてください。 

今回は　ご指摘/ご要望を投稿していただき　ありがとうございました。

"札"が"礼"になっておりました。

レンタル掲示板 - お知らせ

【重要】レンタル掲示板 サー
ビス終了のお知らせ

【重要】レンタル掲示板の新
規お申し込みについて

SSL3.0の脆弱性に対する対
応について

PR

サイト内検索

検索

掲示板管理画面へ
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真野 晃輔 2015/03/06 14:51

仮ナンバーの作成などはできないですか？？
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1.agedeor 2015/03/06 18:01

2.真野 晃輔 2015/03/07 18:12

3.agedeor 2015/03/07 21:03

5.真野 晃輔 2015/03/07 21:18

真野 晃輔さん　初めまして　こんにちは 

同じような質問が　以前にもありましたので 
この掲示板の4ページ目あたりのやり取りを見てください。 

以上　よろしくお願いします。

>>1 
仮ナンバー 赤斜線のタイプで 
左の文字が和泉 
下の文字が富田林 
番号は7768でお願いします。

拡大

>>2 
真野 晃輔さん　こんばんは 
添付画像の仮ナンバーを作成しました。 

画像をダウンロードして使ってみてください。 
なお　実物を見たことがないので、ほかの地域の仮ナンバーを参考にして 
作成しましたので、実物とは似てないところがあるとは思います。 

なお以前は実物の画像を使ってナンバープレートを作成する機能がなかったので仮ナンバー
など個別のご依頼に対応してきましたが、今後は追加した実物の画像を利用する方法にて　ご
自身で作成していただきたいと思います。 
今回は特別です。今後は同様のご依頼には対応できませんことご理解ください。

>>3 
ありがとうございます。 

了解しました。 
無理言ってすいませんでした。 
ありがとうございます。

ナンバープレート 作成について

nao 2012/10/17 22:07

いつもナンバープレート制作をつかわさせていただいています。 

そこで、仮ナンバー（輪番）を製作できるようになりませんでしょうか？ 

無理なお願いかも知れませんがよろしくおねがいします。

コメント 全て表示 | 最新20件表示

1.agedeor 2012/10/18 00:15

ナンバープレートに赤い斜線が引かれた「仮ナンバー」は地域によって表示される地名の種類
が非常に多いです。その全てに対応できる物を作成するのは、たいへんなのでご希望には沿

仮ナンバー（臨番）
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2.nao 2012/10/18 16:27

えません。ただnaoさんが必要な番号や地域を限定していただければ、個別に画像(数点まで)
を作成することは可能です。 

それでも　よろしければ　ご連絡下さい。

>>1 
無理なお願いで済みませんでした。 
お言葉に甘えて下記の仮ナンバープレートを制作していただけると有難いです。 

仮ナンバー（赤斜め線タイプ） 

左横に表示される文字が福岡 
右下に表示される文字も福岡で 

番号　１７ー８２　←この数字には特に意味がありませんので数字が違っても結構です。

りっくん 2015/02/26 04:51

デザインででーあーでーのを作って改造したミニカーにつけたいのですが... 
切り抜き作業も完了して実行してダウンロードしても見本のＲＸ7の画像のままです。 
どうすればよいのでしょうか？

コメント 全て表示 | 最新20件表示
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りっくん さんへ 

はじめまして　こんにちは 

早速ですが、このようなブラウザ操作に関する質問の場合 
使用しているデバイス(パソコン、スマホなど)の種類/機種、使用しているブラウザ(IE、SAFARI
など)の種類などを明記していただけないと　正しい回答ができません。 

この質問もその辺が分からないので、とりあえず操作方法の勘違いがないかどうかを確認しま
す。 
画像切り抜きの実行後、「ナンバープレート画像作成」をクリックすると切り抜いた画像の見本
画像が表示されるはずですが、切り抜いた画像の見本画像はきちんと表示されていますか？ 

見本画像がきちんとできていなければ、ダウンロードしても無駄です。 
もう一度　操作方法をよくご確認ください。

ご質問です....
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