ほっと一息つきませんか？

BCACスタッフの

おススメは？

BCAC
tea
break

勝手に始めるこのコーナー、
第1回目は年齢順
で！？スタッフ瀬川のおススメ、
癒し系DVD
「おでんくん」
。
人間関係に疲れ、
ココロがささ
くれたオトナにこそ見てほしい内容。
第４話
「愛
ってなんですか」
の巻にでてくるココロの中
がスンゴイかわいいのダ。
作者のリリー氏と
いえば
「東京タワー」
。
最近
サユボスに借りて読みま

BCACクライアント様

クローズアップ
今回は
「
（株）
にまいばしミート」
様の上川さんをご
紹介。
オリジナルブランド
「胡四の牛王」
が好調です。
上川さんが毎回自腹を切って取材している
「牛王
食べ歩きレポート」
が大人気。
普段あまり消費者の
目に触れる事が無い
「生産者レポート」
も興味津々。
店長ブログも１年間ほぼ毎日更新中！あっぱれな
ITツールの使い方です！こうした地道な努力がネ
ットショップ運営に不可欠です！これからも頑張 （株）にまいばしミート 総務課長 上川由香里さん
ってくださいネ。

（株）
にまいばしミート様は弊社のコンサルティ
ングをうけて１年です。
アドバイスをすべて実行
したところが好調の秘訣ではないでしょうか。
上
川さんはメルマガも不定期で発行しており、
アク
ションを起こせば、
必ず反応があります。
最近、
地
元ニュースに取り上げられたり、
TVCMやラジオCMなども積極的に
利用し、
反響の大きさにわたしたち
も手応えを感じます。
（sato@bcac.jp）

感できて、ベストセラー
なのもうなづけます。
【せ】

＊編集後記＊
★農作業やってまーす。スコップ
使いも上達しました♡
（bee @bc ac. j p）

★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2006.6月発行予定です。

B C A C アンテナ
インターネット上級者養成講座

◎◎

どんどんつながる想いのシンクロ！

香港より来客あり
5/2 香港ではじめて有機農園をつ
くった周兆祥夫妻がさゆり宅にい
らっしゃいました。
会員2000名に
のぼる
「C l u b - O 」
というコミュテ

【紙 版】

BCACクライアント様専用HP

スタート！

めんこい双子のメインキャラ！

http://www.bcac.jp/toranoana/

ポイント：ブサイ（メグサめんこ）

buu

n!

bu

un

!

弊社の最近のメイン商品は
「HP自動更新システム」
。
デザインを崩さずお客様にてどんどん更新できる
タイプのHPです。
ただ、
長い間スタッフ全員で心を

http://www.nimaibashi.co.jp/

な体験するんだなァと共

★新人菊池です。5/13のTVチャン
ピオン「ゆるキャラ王決定戦」に、
「産技短」の先輩・卒研作「石割桜
のさくらちゃん」が出場してお
りました。見られた方おりますか？
（er ika @b cac. j p）

>>>2006.May.>>>

「ウチらも一旗揚げるでぇ〜！えぃ・えぃ・おー！」

ますね、みんな同じよう

★イヤ〜な花粉症の季節となって
しまいました。窓を開けると鼻
水が出るし、閉めると暑くて汗
が出るしで困ったものです。
（sa to @b c ac. j p）

＊number#011

上川さんの自腹食べ歩きレポート

重なりやっぱり終盤泣け

★ 連 休 中 、雫 石 方 面 へ 行 き 樹 齢
800年の桜をみました、満開で
感無量！「花咲か爺さん」の話み
たいでした。（kana@bcac.jp）

個 性 派「 H P 」発 信 基 地

大人気！

した。実体験と八割がた

（株）ポニーキャニオン
¥9,975
（税込）

Better than yesterday. Better than today.

「更新しな
痛めている問題があります。
それは…、
いお客様がいる！」
ということ。
HPは納品後の運
営が本当のスタート。
運営するのはお客様自身。
弊
社の問題じゃありません。

しかし…気、気になるんです！お嫁に出し
クライアント様から
よくある質問をFAQに
まとめました。疑問点は
まずここをチェック！

お
た娘には幸せになって欲しい、
父親の心境です。

「BCAC虎の穴」
はみなさん
で作り上げていくコミュニ
テイです。こんなことがわ
からない、こんなことを教
えて欲しい、
いろんなご意見、
ご感想をどしどしお寄せ下
さい。
BCAC一同、
心よりお
待ちしております！

ました。
更新システムのオンラインマニュアルや今

客様には全員成功して欲しい！そこでクライア

特訓サイトを準備いたし

ント様専用の

さら聞けないネット用語など何でも聞いちゃって
ください。
ガッツリ答えます。
こうしてほしいなど、
ご要望も大歓迎！HPなんか奴隷のように早く使い
倒しちゃってください！

☆これを機にBCACのHPもプチリニューアル。
スッキリ整理いたしました。
http://bcac.jp
しかし我ながらオリジナルコンテンツの多さにびっくり。情報は発信する場所に集まりマス。
皆さんもどんどんHPを更新していきましょう。

ィティを運営しており、
食育や環境・
健康について会員に安価なセミナ
ーやイベントを開催している、
その
道では有名なご夫妻。
完全ベジタリ

畠山メディア出演報告

アンのご夫妻は、
さゆりの料理に大
感激。
レストランで人手が足りない
時は人材派遣もしてくれるそうです。

〜東北6県ゴールデンタイムに進出！〜

http://www.club-o.org/
田んぼの
「すまっこ掘り」に
精を出すご夫妻

惣兵衛米
「有機で土づくり」〜25倍で6トン〜
5/6 惣兵衛米の田んぼにEM有機肥

編集／発行責任者

料をまきました。化学肥料なら10a
（20キロ）
の肥料で済むので
当り1袋
すが、
有機肥料はナント25袋も必要

Beeクリエイティブ
代表

畠山さゆり

エ ー・シ ー

です。
その日は合計300袋の20キロ
入り袋をトラクターに投入＆散布…。
重労働ですが、
大事な土づくり、
決し
て手を抜きませんヨ！
くわしくはブログをご覧ください。

http://bcac.jp/

http://sobe.jp/blog/

5月19日(金)20：00〜20：43
NHK総合テレビ (東北6県
で放映)仙台放送局制作

5月3日(木)18：17〜岩手めんこ
いテレビ
「mitスーパーニュース」
県内ニュースで約5分放映

http://www.nhk.or.jp/sendai/top/nattoku/0519.html

畠山さゆりが
「ロハスinいわて」
に
ついて語りました。マクロビオテ
ィックの手料理や今後の野望も披露。

番組収録後、さゆり談話…
「はじめてのコメンテーターの出来は60点かな（汗）。司会のさとう宗幸
さん、
ゲストの玄侑宗久さん
（作家・福島在住）
、
伊藤秀志
（歌手・秋田出身）、
井上史雄センセイ
（明海大学教授・山形出身）
のコメントがおもしろくて、
一視聴者になってすまいますた（反省）」

字幕スーパーも発音に
忠実に「チィ」と…。
▲オンエア記憶スケッチ（さゆり画）

