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hanakappo
2012/09/07 15:49:26

早川先生のマップが有料？　少しでも多くの人に見てもらいたかった気持ちが有ったのでちと残念・・・。
寄付金の関係か？MAPが業者からみで横行しすぎたのか・・・。ん～～～

HayakawaYukio
2012/09/07 15:56:41

↓　ちがうよ。できるだけ多くの人に渡すために有料化したんだよ。無料では配布に限界があった。流通業
者のどこからも声がかからなかったが、自分で流通まで開拓した。

HayakawaYukio
2012/09/07 15:59:17

セブンイレブンでのA3ネットプリントが、両面200円で5000部印刷されたことも、この判断にすみやかに
傾くことを後押しした。（セブンイレブンに4週間で100万円ももうけさせてしまった）

HayakawaYukio
2012/09/07 16:01:41

200円の内訳をここで公開しておきましょう。製作費14円、販売費86円、著作権100円です。

HayakawaYukio
2012/09/07 16:09:38

私の地図は、駅前で無料で配っているポケットティシュと同じように数さえ配れればいいのではない。ほし
いひと、よむべきひとに、届かなければ意味がない。

HayakawaYukio
2012/09/07 16:10:29

無料だからと気安く受け取って、そのままよまずにしまいこまれるのが一番いやだ。だから、ぼろぼろに使い
倒せとゆってる。ポリ袋にも入れない。

otokawa_gt
2012/09/07 16:11:30

早川マップの有料化は良いと思う。タダで貰ったものは大事にしない人が多い( �﹃ �)

HayakawaYukio
2012/09/07 16:12:30

そゆわけで、1部ではなく複数かってね。壁に貼ると両面で2枚いるし。ちなみに、明日から開始予定の
小売りでは、10部1600円（送料込み）のお得セットを用意します。

ya_e_ha
2012/09/07 16:22:54

早川マップ、最初の無料というのが特別だと思う。測定所などへ置いた奉仕精神は素晴らし過ぎる。情
報はタダで貰えると思ってはいけない、必ず誰かが礎になっているはず。2刷目に対価が付く事で情報の
重さと自覚が増すと思う。
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takemarutake
2012/09/07 17:00:21

早川マップでも他の物でも、ただだと申し訳なくて遠慮する性格の人もいる（小さい子のいるお家などもっ
と相応しい人にもらって欲しい、好意に甘えるのは申し訳ない、等々）。適性価格で購入できれば気楽
に入手できるっていうのも販売する利点かと。

koharu1127
2012/09/07 17:30:02

【追加】早川マップ配布場所（職員向け）　金町保育園（済）。鎌倉小学校（予定）。なお、葛飾区選
出の伊藤まさき都議には近々私から手渡しします。都議には東京連合から全員に配られていると思った
のですが、違うようですね。

kurumi12mickey
2012/09/07 17:48:06

改めて考えてみると、早川マップは裏面の方がさらに重要な気がする。焼却灰の汚染具合も理解してな
いと、表面だけ見て安心してしまう人もいると思う。それに！裏面には抜群の笑顔の早川先生も載ってる
し〜o(^-^)o

HayakawaYukio
2012/09/07 17:48:30

小売受付を土曜開始で予定してましたが、月曜開始に延期します。キプカスピリット。きつねさんとこはペ
ージできてます。注文受付まもなくみたい。「放射能汚染地図（2刷）注文専用ページ http://t.co/
6ppjjrZQ

bqlabo
2012/09/07 18:28:08

【試】早川先生の放射能汚染マップを配布しますin宮城県仙台市。9/9(日)三井アウトレットパーク仙
台港でAM11時ぐらいに。お約束できた方のみへ配布します。希望する方は、必要部数(２部以上は配
布先もだいたいで）を教えて下さい。一言返信いただければフォローしますので詳しくはDMで。

117kingyo8117
2012/09/07 19:59:39

きつねの雑貨屋さんから早川マップ到着。欲し人に渡らないと申し訳ないと遠慮したが、もっと沢山頼め
ば良かったな。自宅の他主人が職員室・校長室に置き 給食の栄養士さんに渡すとか。

araimakjp
2012/09/07 20:13:07

おお！ネット通販のきつねの雑貨屋さんで早川マップを販売開始。これなら気兼ねなく頼める。「早川マ
ップ （福島第一原発事故の放射能汚染地図・七訂版・早川由紀夫著）」 http://t.co/WNGQx
WsU

kana169
2012/09/07 20:34:38

無料だと手に入らないけど、有料なら個人で購入できる！沢山の人にという意味がわかります。 RT @
HayakawaYukio: 「放射能汚染地図（七訂版、2刷、200円）、9月20日販売開始」をトゥギャりま
した。 http://t.co/zTGu4N9T

sa18k29r10
2012/09/07 20:45:07

きつねの雑貨屋さんで早川先生の汚染地図注文した(*´ー｀)ネットプリントして本物が欲しくなって買い
ました。

Hiroshi_Taz
2012/09/07 20:49:41

きつねの雑貨屋さんから早川マップが届いた。 早川先生の地図、浅間火山の地質図も持っているけど
紙の質が全然違う。 火山地図は外に持ち出す事を前提として丈夫な厚紙だけれども、こちらは普通の
ポスターのツヤツヤな紙質。 家の中に掲示する事を前提として作られているね。

teatree_ft
2012/09/07 21:23:50

早川マップ有料に賛成いたします。無料ゆえ流通させられなかった経緯は、先生と圭希さんのやり取りで
存じていましたし、私自身もセブンイレブンのない地域の方にネットプリント版の送付を致しました。広く流
通させることにメリットを受ける方が増えるかと。 @HayakawaYukio

00debi00
2012/09/07 22:22:25

@NISIKAMEDAKA うちは担任が話し分かるからさ～他の皆さんには、伝える事は伝えたから後は自
分で調べてね。とも思うし。あ、早川マップのセシウムはどこにあるの？は、かなり効果てきめん

cats_door
2012/09/07 22:27:44

早川マップ、10部1600円送料無料頼んじゃった。お買い得感に負けたw

きつねのお店で早川マップを購入。１０部だとメール便送料無料。２部おまけってかんじ。８部分のお値
段１６００円。振込手数料別。前回間に合わなかったからなー。振込手数料ってどこが一番安いの？近
いから郵便局にしたけど。ネットバンキングがあったか…http://t.co/a44UOJJz
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弁護士に質問：米国法弁護士に質問：米国法
専門家がオンラインで待機中です。 どんな質問にも的確
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