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ココだけココならグッズ直営店があったら︕
12015 選択 幸（ゆき） 2012-07-11 17:23:39 返信 報告

みなさん、こんばんは。
 [12001]にて、stray所⻑がご提案下さった以下の直営店のアイデアが魅⼒的なので、「ココだけココならZARD/いずみんグッズ直

営店」にイメージを拡げてみました（笑）。

現時点では、坂井さんの故郷で駅メロを実現する為の有⼒な構想・可能性を導くもので、以下の案を全て実⾏することを⽬指して
る訳ではないことを、予めご了解願います。

 この案に、⼩⽥急が乗ってくるかどうかにも依存しますね。⼤いに話題性があり、個⼈的には結構イケてる^^と思うんですが、い
かがでしょうか。
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ついでに、駅メロの簡単投票未だの⽅、以下ボチッとお願いします。
http://vote1.fc2.com/browse/14678798/2/

>いちばん⼿っ取り早いのは、渋沢駅にMusingの直営店を置いて 
 >そこでしか買えないZARDグッズを置くことでしょうか（笑）。 
 >駅のホームからしか⼊れないようにして（笑）。

ネットでお⼿軽に買えるのも便利だけど味気ないので、「ココだけグッズ」はとても貴重ですね。
 単に買うだけでなく、縁の地に⾏った体験や、ホームからお店に向かう⾮⽇常的なワクワク感がまたタマラナイ。

 少量でも⾼額なら稼げるは時代遅れで、ロングテール︓低額でも多数なら儲かるので、是⾮是⾮そうして欲しい。庶⺠の味⽅の直
販店は、乗客数が増加するよう何度も駅を訪れて欲しい⼩⽥急の思惑にも合致して好都合ですね。ポイント性とか、来店ごとに限
定スタンプ可とか、何度も訪れたくなる企画は他にも多々ありそう。特典は例えば、下記みたいなの中で特別に秘密の囁き︖︖が
そっと聴けるとか。

>でもって、１⽇に何回か発⾞メロが泉⽔さんの⾁声に変わって 
 >「気をつけて、いってらっしゃい」 

 >なんてメッセージが流れるようにしたら、 
 >ファンは１⽇中渋沢駅に張り付くこと間違いなし（笑）。

これ、絶対いいですねー。
 「お⾦では買えない⼤事なものを」（9thAL収録曲 hero）や、泉⽔ちゃんがお好きだった書籍︓星の王⼦様の「本当に⼤切なも

のは⾒えないんだよ」じゃないですけど、本当の価値は物より暖かいハートですから。
 ファンが居座れるよう⼩さくても良いので、オープンカフェを⽤意しなくちゃ。そう⾔えば、渋沢駅構内には結構広い空スペース

がありますね。

この駅直営店のイメージを拡げて、「ココならグッズ」も考えてみました（笑）。
 わざわざご当地に⾏かなくても、全国津々浦々のIZUMI名称グルメ&グッズが、ココ渋沢駅の直営店でなら⼿に⼊るという案です。

 特定の名称で品添えする試みは、百貨店等の○○特産フェアなんかより、全然魅⼒的な新しいビジネスモデルでしょ。

ちょうど（やや違う︖m(_ _)m）、⼭⽥村を全国の⼭⽥さんが⽀援するように、IZUMI名称グルメ&グッズの関連業者が協⼒し合
えば、お互いの宣伝および売上増の相乗効果が期待できます。ここで知ってから、ネット通販に波及することもあるかも。

以下の「いずみん商会︓ご当地Z級グルメ&グッズ」は、GWに急いで作ったわりに、皆様のご関⼼はGALLERY中⼼だった
 事を忘れてた為に反応はイマイチでしたが、今こそ役⽴つかな。

 



http://zardyuki.web.fc2.com/

但し、現実問題として、Musingの販売は許可など難問で交渉に時間がかかりそうなので、⼩⽥急攻略案としては先に「ココならグ
ッズ」を提案するのが良いのでは。

 ⼩⽥急が興味を⽰せば、少なくとも上記における神奈川近郊のお店には、具体的に相談を持ちかけられそうだと思います。まずは
⼀部賛同でもOK。

⼀⽅、⼩⽥急が箱根観光に拘るのなら、直営店のポイントが箱根で使えるとか、逆に箱根観光したら直営店で得するとかすれば、
⾃然に⾜が向くはず。海外ファンも、ついでに箱根に宿泊するんじゃないかなぁ。

Re:ココだけココならグッズ直営店があったら︕
12019 選択 stray 2012-07-11 21:46:47 返信 報告

幸さん、こんばんは。

私の提案、そんなに魅⼒的でしたか︕︖（笑）

みなさん限定ものに弱いですから、”ココだけ””ココでしか”は効きます。
 ⼩⽥急としては電⾞に乗ってもらわないと儲からないので、

 ⼩⽥原出発の切符を⾒せれば20%Off、秦野出発の切符を⾒せれば10%Off
 といった特典も必要でしょう。（ショップは改札の中に設置）

私も低額商品をコツコツ⻑〜く売るべきだと思います。
 渋沢駅に降り⽴った記念品（しおり／500円、絵柄が毎⽉変わる）で⼗分なのです。

渋沢の実家がまだ蒲池家所有で残っていれば「いずみんハウス」と銘打って
 記念館的な事業が興せるんですけどねぇ。

> オープンカフェを⽤意しなくちゃ。そう⾔えば、渋沢駅構内には結構広い空スペースがありますね。

それも弟さんにSoffioのリベンジとしてやってもらいましょう︕（笑）

> わざわざご当地に⾏かなくても、全国津々浦々のIZUMI名称グルメ&グッズが、ココ渋沢駅の直営店でなら⼿に⼊ると
いう案です。
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う〜ん、逆にわざわざ渋沢に⾏かなくともネットで⼊⼿できますよね。
地元の湧⽔で作った「いずみん⾃然⽔」とかを（笑）、渋沢限定で売らないと・・・

Re:ココだけココならグッズ直営店があったら︕
12028 選択 幸（ゆき） 2012-07-12 17:15:13 返信 報告

stray所⻑、みなさん、こんばんは。
 ←写真はココならグッズ例:ビールとファイル（背のロゴに注⽬）です^^。

⼩⽥急攻略に向けて皆様のアイデアを是⾮とも拝借させて頂きたく、お願い致しますm(_ _)
m。

 ⽼若男⼥不問で、どうか⾃由にご意⾒を書き込んで下さい。
 ⾃分が⽔⾯下で動いてることは単なる⼿探りですから、

 全然お気にされないようお願い致します。

現実にどう出来そうかも⼤事ですが、まずは我々ファンが駅を訪れて⼩⽥急が喜びそうなシナリオのイメージを共有した
いと思ってます。

 皆様が盛り上がれば、ご賛同数も増えて、実現に向けて前進します。

>みなさん限定ものに弱いですから、”ココだけ””ココでしか”は効きます。

そうですね、貴重なだけに全国から訪れるでしょう。
 問題は、ZARDブランドとしてMusingに協⼒して貰えるかどうか︖。

 B社次第ですが、Musingの既成品の在庫販売だけでも難しそう。
 ネット通販の⽅が会社にとってはコスト⾯や諸々で利がありますからね。

 あるいは店を出すにしても、ライブハウス客狙いでパン⼯場近くの⽅が都合が良い。

そういう意味で、「ココなら」戦略で先ず動き出してから、
「ココだけ」構想の具現化を狙うのが現実的かと思う訳です。

>渋沢の実家がまだ蒲池家所有で残っていれば「いずみんハウス」と銘打って

ファンでない地元の知⼈（知り合いの知り合いが同級⽣）でも場所は分からなかったので、多分もう別の⽅が住まわれて
るか、駐⾞場や空き地になってるかも知れません。
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迷路のような住宅地でもあって散策は控えましょう。

>それも弟さんにSoffioのリベンジとしてやってもらいましょう︕（笑）

レストンランで懲りてしまったかも(* *)。
 もしお会いできるのなら説得して、是⾮お願いしたいものです（笑）。

 改札付近の⼩さな屋台で構わないので初期経費負担は少ないでしょうし。

>う〜ん、逆にわざわざ渋沢に⾏かなくともネットで⼊⼿できますよね。

全て⼊⼿できる訳ではないし、キャラクターショップ、○○フェアだって、B級グルメ⼤会だって、⼀同に集まってることが
便利で魅⼒的なので、良いと思ったのですけど駄⽬ですか︖。

 個別注⽂でなく、まとめて買えちゃうのもメリットでは。
 まずは駅メロで楽しめれば、グッズはついでにと考えてるんです。

ネットでは体験・体感できないことも貴重ですよね。
 すぐ思いつきませんが、いずみん商店の（⾃発的応募︖）エントリーに対する

 年間売り上げのファン投票によるグッズ⼤賞や、
 現地での表彰式なんてのも良いかも。B級グルメ⼤会のイメージです。

例えば、地元の⾦井酒造の「鳳泉」でまず協⼒して貰って、
 それを契機にモーツアルト酒のZARD曲版新商品を開発してくれたら嬉しいですよね。

 http://www.shirasasa.com/top.htm
 他にも、既成品からの発展形が期待できるかも︖と睨んでるんですよ。

>地元の湧⽔で作った「いずみん⾃然⽔」とかを（笑）、渋沢限定で売らないと・・・

全く仰る通りですが、商品開発が絡むので、Musingの販売以上すぐには難しそう。
 ⼩⽥急攻略への優先順的には...悩みますね。

あくまで可能性として⼩⽥急に提案する程度では、
 具体的な話でないと説得⼒がないのではないでしょうか。

 当てがない訳ではないので、駅メロ実現プロジェクトとして、
 本件専属の営業企画ご担当者になって頂ける⽅が

 現れるのならお任せして⾏動できるのだけど。



⼀番⼿っ取り早いのは、既存の「秦野の⽔」を
我々が勝⼿に「いずみん⾃然⽔」と命名して既成事実を広めちゃえば、

 後でラベルだけ変えた渋沢駅限定商品として実現できるかも知れません。
 「丹沢のぼる商店」に「いずみん商会」が負ける訳ないでしょ。

 http://joooyooo.blog28.fc2.com/blog-entry-1849.html
 http://item.rakuten.co.jp/tanzawanoborusyouten/c/0000000106/

そういう意味でも、「ココなら」戦略をまずは進め、
 全てではないにしろ「秦野の⽔」などに協⼒して貰うのが良いかなぁと

 考える訳です。公開してバレバレだけど（汗）ないしょの話でm(_ _)m。

この場をお借りして、
 本BBSの右上に⽬⽴つよう投票⾴をリンクして下さり、感謝申し上げます。

Re:ココだけココならグッズ直営店があったら︕
12034 選択 shun 2012-07-12 22:30:55 返信 報告

幸（ゆき）さん、strayさん、皆さん、こんばんは。

最近、駅のホームで流れてくるメロディを意識するようになってしまいました（笑）

昨⽇或るアーティストのライブ終わりに、時間があったので、
 [11948]紹介頂いた⼩⽥急グッズの店を、ちょこっと覗いてみました︕

 http://www.odakyu-trains.com/
 楽天にも店を構えているようですね。

 http://shop.plaza.rakuten.co.jp/odakyu-trains/prof

場所は或る程度⾒当はついていたのですが、
22時を回っていたので「開いてないかな〜︖」と思いながらもてくてくと。

 直ぐ⾒つかりましたが案の定... (￣ー￣;)
 ⼀⾒宝くじ売り場の様な外観ですが、

 ホームページを⾒ると開店時は奥に店舗を設けているんですね。
 店頭のキーホルダーの展⽰は圧巻でした︕まぁ、またの機会ということで（笑）
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ご存じの⽅もいらっしゃるかもしれませんが、
テツオトサウンドポッドと⾔うキーホルダーがエポック社から発売されていて、
鉄道グッズ売り場を始め、結構様々な場所で⼊⼿可能のようです︕

 東京
 http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=ogBzzCekJm0&NR=1

 ⾼⽥⾺場
 http://www.youtube.com/watch?v=Inu2ud2kG_w&feature=fvwrel

 池袋
 http://www.youtube.com/watch?v=0AGbao3GRtU&feature=related

 http://www.youtube.com/watch?v=2FBgmB1I_uk&feature=related
 まとめ買い

 http://www.youtube.com/watch?v=DYClOJLJ6Z8&feature=related
 駅構内︖

 http://www.youtube.com/watch?v=jETxGy5e_Kw&feature=related

京急⽻⽥空港
 http://www.youtube.com/watch?v=WaRcF5zoMZM&feature=relmfu

 上⼤岡ゆず
 http://www.youtube.com/watch?v=vNNZNLIF51k&feature=related

このサイトでは京急・⼭⼿・京浜東北・新幹線が揃っています︕
 http://shopping.hobidas.com/shop/rail-hobidas/item/EPCI-0003.html

 ⼩⽥急は無いようですが、発売され関連ショップでの取り扱いも可能となれば、
鉄道マニアにはまとめ買いが⾒込めそうです。

 ウルトラマン・ ドラえもん・いきものがかり・ZARD︖...渋沢駅限定発売︕︖
 ガチャガチャの商品でもあるようで、

 http://www.youtube.com/watch?v=cKhzRPAHP4M
 ファンならZARDメロディが出てくるまでやっちゃうかも...怖っ

Re:ココだけココならグッズ直営店があったら︕
12037 選択 幸（ゆき） 2012-07-14 07:56:07 返信 報告
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皆さん、おはようございます。

shunさん、⼩⽥急グッズ店に⾏って下さったのですね。
 宝くじ売り場のようで分かりにくく、すみません。

 ご存知かも知れませんが、東急のキーホルダー等の鉄モノグッズは
 以下でしか⼿に⼊らないんですよ。

 http://b2on.dee.cc/toukyu/index.html

サウンドポットのご紹介、ありがとうございます。
 エポック社の商品ですか、⾯⽩いですね。

 駅メロを実現して、ZARD曲版を是⾮開発して貰いましょう（笑）。

⼩⽥急が興味を⽰しそうな候補が次々出てきて、感謝感激です。
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