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返信を投稿する 新しい話題を投稿する

駅メロ実現に向け地元の賛同が得られました︕
12213 選択 幸（ゆき） 2012-09-01 14:53:16 返信 報告

みなさま、朗報です。
 こちらでもお世話になってますので、ご報告↓致します。

 http://6713.teacup.com/zard/bbs/t18/40

秦野商業界の重鎮が積極的なので、商⼯会議所が窓⼝となって組織的に協⼒して貰えそうです。

ファン、地元、⼩⽥急のそれぞれにメリットがあるよう、リピータが増えるアイデアを後ほど別サイトで募る予定です。

要望が全て叶う訳ではありませんが、ささやかな記念スタンプの設置など、地元商店に出来る範囲での相談となります。

よろしくお願い致します。
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Re:駅メロ実現に向け地元の賛同が得られました︕
12215 選択 noritama 2012-09-02 09:13:18 返信 報告

幸（ゆき）さん おはようございます。

吉報(^-^)⼤切な⼀歩、進展ですね。

>要望が全て叶う訳ではありませんが、ささやかな･･･ 
 企画は⾊々な提案の中から、無理のない、ひとつひとつの⼯夫・気遣いが"いいね"に繋がりますし、次にも繋がるように

も思います。
 この機会がうまく活きるといいですね(^^)

スタンプなら、街のイメージに合う泉⽔さんの歌のフレーズ(やメッセージ)⼊りスタンプ⾊々がいいな。
 ⽇付はいらないかもですね。押してうまく写らなくてがっかりなのは･･･印象よくないですから･･･(^^;)
 

Re:駅メロ実現に向け地元の賛同が得られました︕
12216 選択 noritama 2012-09-02 09:32:32 返信 報告

別スレでのCDプレス関連で検索していたときに、
 このHPを⾒つけました。

 http://www.techno-media.co.jp/
 CDを作ることはないと思いますが(^^、参考までに、

 

Re:駅メロ実現に向け地元の賛同が得られました︕
12218 選択 stray 2012-09-02 19:16:32 返信 報告

幸（ゆき）さん、こんばんは。

嬉しいお報せをどうもありがとうございます。
 １歩踏み出せてよかったですね︕ 幸さんのご尽⼒の賜物です。

ささやかな記念スタンプの設置など・・・
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B社が許せばですけど、ファン⼿作りのスタンプ絵柄が実現するとよいですね。
とにかく「秦野に⾏かなければ⼿に⼊らないもの」がポイントだと思います（笑）。

がんばって下さい︕

Re:駅メロ実現に向け地元の賛同が得られました︕
12224 選択 幸（ゆき） 2012-09-03 17:32:11 返信 報告

ありがとうございます。
 以下、承りました。この⽅向で努⼒します。

>noritamaさん 
 >スタンプなら、街のイメージに合う泉⽔さんの歌のフレーズ(やメッセージ)⼊りスタンプ⾊々がいいな。 

 >⽇付はいらないかもですね。押してうまく写らなくてがっかりなのは･･･印象よくないですから･･･(^^;)

>stray所⻑ 
 >とにかく「秦野に⾏かなければ⼿に⼊らないもの」がポイントだと思います（笑）。

Re:駅メロ実現に向け地元の賛同が得られました︕
12232 選択 kan 2012-09-06 01:16:27 返信 報告

幸（ゆき）さん、はじめまして。

元神奈川県⺠として、アンケートに協⼒させていただきました。
 実現すると良いですね。夢が有る…

たまには、実家に帰ろうかなぁ(笑)

Re:駅メロ実現に向け地元の賛同が得られました︕
12233 選択 shun 2012-09-06 17:58:29 返信 報告

幸（ゆき）さん、noritamaさん、strayさん、こんばんは。
 kanさん、初めまして。宜しくお願い致します。
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今まさに動き出した、と⾔った感じでしょうか(^o^)/
これまでの幸（ゆき）さんの強い想いが実を結び始めたのですね...くぅぅぅっ︕

 想い・願い、何事もアクションを起こさなければ叶いませんね。
 とは⾔うものの中々どうして、⾏動に移せない⾃分が居たりするのも現実です...f(^_^;

 躊躇しているとチャンスは遠ざかるばかりなんですよね（笑）
 幸（ゆき）さんの⾏動⼒に感服です︕

> 要望が全て叶う訳ではありませんが、ささやかな記念スタンプの設置など、地元商店に出来る範囲での相談となりま
す。

制約がある中での話し合いとのこと。
 ⼀⾜⾶びに物事進めばそれに越したことはないんですけどね〜

 でも今回の件はこれから始まる微笑みの連鎖、その⼝⽕となりそうですね︕

以下の記述は、リピーターに繋がる様な的を射たものではありませんが、参考程度に（笑）
 モバイル端末との連携もひとつの案かと。

ココシル銀座
 街路灯に設置されたQRコードやICタグを読み込むことで、周辺の情報を表⽰。

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.uctec.ucdroid&hl=ja
 波及してスタンプラリー等も。

 http://pr.yahoo.co.jp/release/2012/0904a.html

街ナビシリーズ「神⼾ナビ」
 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rashiku1.machinavi.kobe&hl=ja

⼩⽥急沿線⾃然ふれあい歩道 お散歩ガイド
 https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.odakyu.walk.fureai

 http://www.odakyu.jp/walk/
 既出でしたっけ︖

博物館や美術館、動物園や⽔族館等、各施設で採⽤されている専⽤のガイド端末。
 ⾳声ガイドがあれば海外からのファンも⼼強いですね︕

 http://www.kahaku.go.jp/userguide/access/id/
 



⾯⽩マップとか⼿に出来れば嬉しいかも(^_^)
http://www.intec.co.jp/itj/itj12/contents/itj12_30-35.pdf

話ずれますが、ZARDロケ地マップアプリとか出来たらいいですね。
 ロケ地で起動すれば曲が流れ詳細情報が表⽰されたり、訪れたファンの⽅々の⾯⽩画像レポなど...

 ZARD関連のアプリとかあれば即インストールするんですけど（笑）
 B社さん、来年のカレンダーアプリとかどうでしょう〜(^_^)/

こんなのありました（笑）
 http://www.youtube.com/watch?v=-Nd7vBUSXUU&hd=1

 「負けないで」より「DAN DAN ⼼魅かれてく」の♪君と出合ったとき...に聴こえます(^_^;)
 http://www.youtube.com/watch?v=B-lVId85WoM&hd=1

Re:駅メロ実現に向け地元の賛同が得られました︕
12244 選択 幸（ゆき） 2012-09-08 21:59:32 返信 報告

kanさん、はじめまして。
 アンケートへのご協⼒ありがとうございます。微増中です^^。

 >たまには、実家に帰ろうかなぁ(笑) 
 神奈川が故郷とはいいですねー。

 ちなみに⾃分は数年だけですが、伊勢原に住んでました。
 ♪⼩さなボストンバッグふとつで

 神奈川の地に⾜を踏み⼊れて、いろいろ思い出も詰まってるので、第⼆の故郷と思いたいな。

shunさん、ありがとうございます。
 >制約がある中での話し合いとのこと。

駅メロ⾃体の著作権関係の費⽤は⼤よそ⽬処が⽴ってるのですが、地元にメリットがある商品販売企画関連の経費、例え
ばスタンプやシールだけでもお⾦がかかるので、それをどうするか︖未だ詰められてません。

ちなみに、祖師⾕⼤蔵の「ウルトラマン/セブンの歌」駅メロの場合は、東京都などからの地域活性化助成⾦︓数千万円を
世⽥⾕区が応募獲得して、いろいろな取り組みを⾏ったようです。

 ただ、お⾦がないと出来ない訳ではないので、知恵を絞ることを考えます。
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別の制約として、ファンのリピータ率UPや回遊性を増す為、「いずみんグッズ」や坂井さんが好まれた飲⾷物を提供して
貰えるかどうかも、⼀⽅的に要望だけ挙げても仕⽅なくて、地元商店のご理解ご協⼒にかかってます。

また、正式にB社には伝えてませんが、⼿っ取り早く儲かる話ではない為︖か今の所は全然乗り気でないようで、そうする
と、名称や商標権的イメージ（スタンプの影絵や写真等）を勝⼿に使えない事からも悩ましい。

スマホアプリとかもボランティアで誰か作って提供してくれると助かるんですけどね。
 中々、期待薄でしょうか。

>こんなのありました（笑） 
 >「負けないで」より「DAN DAN ⼼魅かれてく」の♪君と出合ったとき...に聴こえます(^_^;)

うっ⿂⽿なのか（汗）、良く分からない（笑）。

皆様、明⽇はZ研BBS開設記念⽇とのこと、おめでとうございます。
 これを⾒られた⽅々、お祝いしましょう︕。

Re:駅メロ実現に向け地元の賛同が得られました︕
12245 選択 幸（ゆき） 2012-09-08 22:52:11 返信 報告

訂正です。歌詞を写し間違えましたm(_ _)m。

> ♪⼩さなボストンバッグふとつで

♪⼩さなボストンバッグひとつで
 （「If you give me smile」）
 でした。

組織として
12310 選択 幸（ゆき） 2012-09-14 21:40:16 返信 報告

まずは、訂正の訂正で⼤変申し訳ありません。
 「If you gimme smile」ですね。
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ついでのご報告ですが、組織として以下表明しました。⾮営利のファン有志団体名は「HADANO EKIMERO」としました
（笑）。そのうち、書コ出来るようにする予定。

 http://ekimeropj.blog.fc2.com/

未だご報告は出来ませんが、我々も商⼯会議所も動いてますので、温かく⾒守って下さいます様、重ねてお願い申し上げ
ます。
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