Better than yesterday. Better than today.

4月のイベント情報
★G.Wに長男の留学先（SA）に
いってくるます（今決めた）
（SAYU ）

1dayお料理教室

4/17
土

4/11（日）15:00~17:00

満員御礼

ディナータイム三浦 Night!

個性派「HP」発信基地

要予約!!

ソーベーズ・デリカフェ

ホームページOPEN!

4/17（土）15：00〜17：30
山の神公民館／Sobe's Cafe
定員8名様
参加費3,300円

http://deli.sobe.jp

4/22（木）15：00〜18：00
おひとり様￥5,000

アティテューディナル
ヒーリング
（AH）岩手
サポートグループ開催
4/26（月）18：00〜20：00
定員8名様 参加費1,300円

5/9
日

★町内会の廃品もとい資源回収を
ウン十年ぶりでお手伝い。子ど
もの数は減ってるのに、出され
る資源は増えてる気がするのは
オラッツだけ？
（KANA）

★やっと春が来たので、
畑計画そ
ろそろ始動です！まずは、
ミニ
耕運機を買うところから(汗)。
（SHIHO.T）

4/17 (土) 15:00〜17:00
定員15名

4/23（金）18：30〜20：30
定員20名様
参加費2,500円

山水治夫 さんトークショー
ft. サユリハタケヤマ

おひとり様￥10,000

今月は
大好評!! 地域密着型IT活用法
4/21（水） ワークショップ
3回目終了
15：00〜17：00
地域の皆様に情報発信の大切さを伝えたい!! という
ことで早くも3回終了。毎回「自社の魅力の棚卸し」の
重要さに気づく人続出。わんつか￥1,000の料金で
100倍得するセミナーです。是非ご参加くださいネ♡

写真を登録すると自動で
アニメーションが完成！

スタッフ ヒデ 2H
サユリハタケヤマ 3H

わせ

い合
飲食店・美容院・ショップオーナー様♡
お問 い!!
さ
くだ
こんなホームページをつくりませんか？
入力はカンタン、全ページ更新可能です!!
info@bcac.jp

BCAC
ャル
スペシ ン
プラ

in 大沢温泉
3/22（月・祝）福士シェフの送別会開催しま
すた!! 大沢温泉さまには大変よくしていた
だき、宴は深夜までチョー盛り上がり。出
会いと別れを十分に味わうことができま
した。ありがとうございます！

phase

株式会社 惣兵衛
代表取締役 畠山さゆり
〒0 2 5 -0 0 2 4

花巻 市 山 の 神 578- 4

http://bcac.jp/

みんなで記念撮影
花束贈呈→

みんなで書いた寄せ書きと
１年分のレシピをアルバム
仕立てにしました♡

モ

選べるプランは3種類

ン

「IT 顧問」
を雇いませんか？

計画

戦略プラン策定

強みを生かしてどう戦うか
大切な戦略を共にじっくり
立てていきます。

DO
phase

2

実行

販売促進実行

目標に応じた制作物を
適性なタイミングで
提案・制作・指導します。

SEE
phase

3

検証

数字測定・評価

毎月ご訪問し、
戦略の検証・見直し・
実行サイクルをつくります。

パンフレットダウンロード
（A4判2頁）
⇒ http://bcac.jp/pdf/komon.pdf
詳細はお問い合わせください。
⇒

info@bcac.jp

関脇プラン
基本の3サービス

10万円

（税別）

大関プラン
思うがままのHP

20万円

（税別）

横綱プラン

ITを最高の品質で

30万円

月々

エー・シー

パートさんのお給料で

コ

ITで効果を上げるなら、3つの運用サイクルが必須です！！

1

Beeクリエイティブ

グッチ
ョ→
byサユ
リ画伯

市場の動向を捉え、プロモーションし、分析する。身近にそんなIT専門のスタッフはいますか？
例えばパートさんのお給料並のお金でプロのスタッフが4人も使えるならどうでしょう？
新しく担当者を雇う苦労とリスクを考えるなら、アウトソーシングが断然おトク。
IT専門家のBCACが社内メンバーだけではムズカシイ部分を「社外推進役」として担当。
目標達成までパートナーシップを結び、ガッチリ二人三脚でサポートします!!

PLAN
編集／発行責任者

管理画面からラクラク
入力するだけでホームページが
5Hで完成しました!!（個人差があります）

月々

★このニュースレターはWEBでもみられます。
http: //bcac. jp/n ew s letter /
★送付不要という方は下記にメールください。
件名にお名前をご記入のうえ、
stop@bcac. jp宛に送信してください。
★次回は2010 . 5月発行予定です。

ヒロくんと語ろう!!

2010年5月9日（日）15：00〜17：00

福士シェフ
ありがとう

全メニュー
紹介可能です。

月々

★今年の1月に地元の北上に13年
振りに戻ってきました。
そして
縁あってsobe's cafeでお世話
になることになりました。
マク
ロビ歴はまだまだ浅い私です
が色々勉強していきたいと思
いますのでよろしくお願いし
ます。
（S H I H O.K ）

三浦シェフ
春夏お料理教室

菜食美人塾でテーマにとりあげた瀬織津姫。
天照大神はもともと男性神だったのに女性神にされる過程で
封印されてしまったといわれています。21世紀女性性の解放
とともに復活してきた姫のあれこれ、作曲家のヤンズさんとワ
イワイ語りあいませんか!?

★親しくしてもらっていたご近
所さんが次々とお引越し！あ
かりの無い家をを見るたび 寂
しいです。
（ H I ROK O）

B C A C アンテナ
【紙 版】

冷えとり勉強会
★学生時代の友人達を花巻に招
きました。Cafeでランチ、街で
食材を調達し大沢温泉の自炊
部に到着。
広めのお部屋で鍋に
酒に、
そしてもちろん温泉にと
満喫した模様。
岩手は間違いな
いね! との声に鼻が高い思いで
した。
（KEN）

>>>2010.apr.>>>

三浦シェフのコース￥3,500が食べられます。

氣功教室
★最近、
ジュリーの過去の音源を
聴き直してます。
還暦記念ライ
ブ
（6時間で80曲！）
の6枚組CD
も素晴らしいです！
（ H I DE ）

＊number#057

（税別）

IT顧問契約のお客様ほど結
果がでています。その秘密は
…お問い合わせください。
スタッフH I D E
診断書

