〜ヘルス＆ビューチー
伝道師サユリハタケヤマ〜

大評判！
http://sobe.jp/blog/

おかげさまで販売好調の無農薬ひとめぼれ惣兵衛米。 みなさまへおねがい
２年目の作付けは3倍に増やし5kg入900袋をご用意
花巻でレストランの場所を
しましたが、順調な売れ行きで今年の田植え前には
探しています！耳寄りな
完売しそうです。
ありがとうございます。
情報ございましたら
玄米を販売するだけでなく、おいしい炊き方や玄米
こちらまで！
菜食（マクロビオティック）レシピなどもHP上で紹
お待ちしています。
介してきましたが
「実際に食べられる場所」
をつくり
たい！という気持ちが強くなり2006年秋〜2007年
→info@sobe.jp
春にむけてレストランをオープンさせます。コンセ
プトは「カラダの中からキレイになるレストラン」。
美と健康を楽しく体感できる空間をつくります。

マ・シェリの季刊誌
「fleuve（フルーヴ）」の
取材をうけました。
4/13発行のfleuveは岩手のロハス特集。
ハタケヤマがマクロビオティックにつ
いて語り、なんと！自ら腕をふるった
マクロビ料理もご紹介。
皆さん必読でスヨ〜

１日１食玄米ダイエット
みんなに
「やせた」
と言われます。
ガチャダラポン
TV局長52才

体調もバッチリです！

＊編集後記＊
★長男が小学校を無事卒業。役員
として「卒業を祝う会」のダンシ
ン♪をがんばりました。
（bee@bcac.jp）
★ゆきがーとけてかわーになって
流れてゆきます♪もうすぐ春で
すねえ。桜の開花が待ち遠しい
限りです（kana@bcac.jp）
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Q

BCACのHP制作って、
高いってウワサだけど…。

A

ハイ、
そうです。
お客様のご要望をじっくり聞いて

ひとつひとつオーダーメイドで
制作するから。
例えばこんな風に…。

ハタケヤマ作似顔絵入りで
インパクト抜群！

オールアバウト特集トップページ

3/27

解析）
全国各地の文具ファンや文具メーカーさんなどとの交流を楽しん
でおります。
またひで助
（注：弊社佐藤）
さんを通じまして、
花巻や北上の
地元の方々とのリアルな交流のおかげでブログのほか、
個人的なやりと
りもさせていただいております。
…
（略）
…
小原建築のホームページのほうも、更新はスローペースながらも、決し

問い合わせが以前より増えまして、
て数は多くありませんが、
実際の仕事の契約までつながっております。
また、
介護改修の業務を通じまして、
お客さまはもちろんのこと、
介護に
関わるさまざまな方とよいおつき合いをさせていただいております。
良いことばかり書いてしまいましたが、
実際の仕事状況はなかなか厳し
いのが現実です。
しかしながら、新規のお客さまも増えつつあり、焦らないで確実に物事
をすすめていけばきっと良い方向へ向く、
ということを信じ前向きな気
持ちで取り組んでいるところです。
…
（略）
…

http://www.e-macherie.com

今後の掲載予定

昨日をもちまして、
ブンキチブログ一周年を迎えることができました。
現在は毎日平均800〜1000のページビューがあり、
（忍者システムズの

今回のNewsletterはBCACに寄せられた小原建築さんのお礼メールをご紹介致
します。
もちろん催促したわけではなく、
ある日突然送られてきたものです
（笑）
小原建築の小原健治さんは、その名の通り花巻市内で建築業を営んでいます。競
合他社の多いこの業界でインターネットを活用して営業展開したいとご相談に
こられました。
第一にどの部分をPRの柱とするか話し合い、
ご自身を
「介護リフォームが得意」
な
業者と位置づけ、
そこに特化したHP構成に決めました。
キャッチフレーズは
「心もカラダも楽ちん♪住宅」
。
耳にしただけで明るいイメー
ジの業務内容が伝わります。
さらにリアルな営業ツールとして欠かせないのが名
刺。
一度手にしたら忘れられないインパクト+HPとのデザインPR戦略と連動し
て作成したのがこちらの名刺です。

無料配布！J R 盛岡駅他で入手できます。

畠山のメディア掲載一覧ページを
http://bcac.jp/media/
作成しました

From: obara kenji <obara@xxxxxx.jp>
To:
BCAC畠山 <bee@bcac.jp>
Date: Tue, 14 Mar 2006 19:18:14 +0900
ね
Subject: 御礼！
ござつ造では
いま
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
せん
畠山さま…
（略）
…

建築ということでグリッ
ドと直線を生かしたデザ
インにしました。コーポ
レートカラーがオレンジ
なので活力ある印象です。

http://www.obara-k.com
ご自身でどんどんHPを更新したいというご希望をかなえて
「自動更新システム」
を搭載。管理画面からカンタンに更新ができます。しかもデザイン性は保ったま
まです。
このように弊社のHP制作はお客様ごとの丁寧なオーダーメイド。
とても
時間がかかります。
HPだけでなくロゴマーク、
名刺、
パンフレット、
CM、
パッケー
ジデザイン等も含めた
「営業ツール全体の効果的なフォロー」
を得意とします。

「ライフ特集」

さゆりさんからのブログについてのアドヴァイスから、
張りのある毎日
を過ごすことができて改めて感謝しております。
…
（略）
…

佐藤です、ありがとうございます。
個人のブログで日1000ヒットは
スゴイですね。情報を深く掘り下げて
発信した成功例だと思います。これからもバンバン
BackUpしますね。小原さんが趣味の文具について熱
く語るブログはコチラ↓

【ブンキチ】

http://bunkichisan.livedoor.biz/

敢えてタブーに挑んで世界を広げよ
★送別会シーズン。友達もみんな
遠くへ異動で寂しいです（フト
コロが）。
（sato@bcac.jp）

★このニュースレターはWEBでもみられます。
http://bcac.jp/newsletter/
★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2006.4月発行予定です。

代表

畠山さゆり

http://bcac.jp/

サユリ
制作

4/14
発売

バイラルCMコーナーでは
ガチャダラポンTV番組
「聖★ジョージ学園」が
紹介されます。
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Q

必要最小限の機能でいいから、
インターネットやケイタイで

すべて
ケイタイに
対応してます

安く、早く、カンタンにPRしたいんです！
A ハイ、あります。オリジナルデザインブログなら￥50,000（税別）でできます！

サユリの
記事よ

Type1

￥50,000

オリジナルデザインブログ
週刊アスキー
「ランキング天国」
にも掲載予定です。

Type2

￥80,000〜

【無料ブログ使用】

Type3

￥50,000〜

オリジナルデザインブログ+メルマガ
+QRコード入りショップカード（印刷実費別途）

ネットショップデザインカスタマイズ

【導入事例】小沢商店様

【導入事例】フォトグラファー高橋美奈子様

☆昔のものは本人も忘れ抜けています。
ゴメンナサイm(-̲-)m

インターネットで大反響。
喜びの声が続々。

編集／発行責任者

Beeクリエイティブ

http://allabout.co.jp/

エ ー・シ ー

「あなたにも子宝」
BCACでHPを制作した青鈴堂薬局様。
2006年に
入ってすでに6人が妊娠なさいました。その中に
は遠方のため、
メール、
FAX、
TELなどで相談・処
方をし、
一度もお目にかからず妊娠できた方もい
ます。
インターネットの力にびっくりしています。
〈佐々木昭子さん談〉

が
笑顔 な
キ
テ
ス
先生
昭子
【導入事例】レストラン・ポパイ様

http://www.seirindou.com/

http://ppy.livedoor.biz/

http://oz.livedoor.biz/

http://minako.shop-pro.jp/

