＊編集後記＊
★ハロウィンパーティではみ
なさんの素敵な仮装を拝見
できて本当に楽しかったです。
クセになりそう〜♪
（SAYU）

サユリハタケヤマ
ビジョンクエストの
旅 in LA!!

平成20年度

個 性 派「 H P 」発 信 基 地

＊number#040

お待たせしました〜!!

送料無料!!

いるLA。
寿司や日本食、
ラーメンの

お歳暮・ギフトにいかがですか？

お店がたくさんありますが、
もとも

惣兵衛米ネットショップ http://kome.sobe.jp/

とヴェジタリアンやビーガンが多

【紙 版】

BCAC ジプラン ホームページが欲しいけど高くて手が出ない！
ー
新パッケ
+無料ブログじゃ物足りない！ フリシーランス・個人

チンが多店舗展開しているという

ホームページ

ことで「この目で見なくては！」と
たくさんのミラクルの一部をホー

★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2008.12月発行予定です。

Beeクリエイティブ

エ ー・シ ー

株式会社 惣兵衛
代表取締役 畠山さゆり
〒025-0024

花巻市山の神578-4

http://bcac.jp/

ト ・専門知識がないと
更新できない！
・制作コストが高め

デメリッ

今年の稲刈に参加したガールズ4人組（70歳女子含む）

BCAC

ト ・気軽に更新できる
・検索エンジンと相性がいい
・制作コストなし
ト ・公式感に欠ける
・広告が入る

る野菜の会。
今回もすばらしいライン
ナップ。
冬の会もメチャ楽しみです。

標準
装備

◎独自ドメインをおすすめする理由
例

独自ドメイン

XXXXXX XXXXXX

畠山さゆり

xxxxxx@yahoo.co.jp
http://www.geocities.jp/˜xxxxx/

cafe@sobe.jp
http://cafe.sobe.jp/

名刺を見る人はここをみています！
ズバリ信頼感が違います。
「この人は真剣にビジネスに取り組んでいる」
ことが相手に伝わります。

ホームページブログプラン
ホームページとブログが一体化!!
両方のいいとこどりプランが実現！

シーズン毎に福士マジックが楽しめ

◎ホームページブログをおすすめする理由

①オリジナルデザインです！！
②独自ドメインのURLとメールアドレスつき！

ログ

無料ブ

1.タイトルバナーがしょぼい
2.一番目立つ場所（トップ）に広告が入る
3.みんな同じデザインなので素人っぽさがでる

S
ホーム obe's Ca
feも
ページ
ブログ
です！

グ

カフェの
ハロウィンパーティでの
ハタケヤマ

11月のイベント＆講座紹介
秋・冬マクロビオティック
お料理レギュラー

天使とこびりっこ

11/6
（木）18：30〜20：30
11/8
（土）15：00〜17：00
※11月の1day基礎はお休みです

ウォーキング教室

アロマセラピー教室
大好評アロマスプレーを作ります。
11/16（日）14：30〜16：30
￥3,000 定員6名様

ボジョレーヌーヴォー
NOW PRINTING!!

（Soldout!満員御礼！）
こびりテーター2名でお
もてなしいたします！
11/9
（日）15：00〜17：00
￥3,300 定員8名様

親子粘土教室
すてきなクリスマス作品を
つくります。
11/13（木）18：30〜20：30
￥3,500 定員6組様

2008年11月20日
（木）
18：30〜
限定10名様 会費10,000円
ヌーヴォー他しっかりしたワインもライン
ナップした絶対ご満足いただける内容です!!

11/4
（祝）
、
11/24
（祝）
17：00まで営業。
祝日翌日11/5
（火）
、
11/25
（火）
はお休みします。

1.オリジナルのタイトルバナー
2.ドメインURLがシンプルでかっこいい

デザインサンプル、
料金など…詳しくはホームページをご覧ください
http://bcac.jp/hpblog/

BCAC
メイド
ー
ダ
ー
オ
原稿、
画像一切準備したくない。
ン
ラ
プ

自社のセールスポイントをズバリ表現できない…
そんな方にはオーダーメイドプランがおすすめ！

木曜日はユニコーンに
乗って
11/13、11/20、
11/27
（木）
12：00〜16：00
鑑定15分￥1,000
（タロット）
￥2,000
（オラクル）

ブロ
ページ
ホーム

3.第三者に与える印象がとてもよい

その他たのしいイベント報告はSobe's Cafeのホームページブログをご覧ください。
http://cafe.sobe.jp/

（年内最後）
11/15（土）10：00〜11：30
￥3,000 定員10名様

編集／発行責任者

メリッ

デメリッ

★花巻の若者30人で「24時
間100キロウォーク」に挑
戦しました。シンプルだ
けど、めちゃくちゃ感動
ものでした。
（SHIHO）
★先日クシマクロアカデミ
ーのアドバンスを終えま
した！料理の宿題がたい
へんでしたが、少しは慣
れてきたかな。やはりシ
ェフはスゴイデス。
（ASAMI）

ト ・公式感がある
・デザイン・レイアウトが
自由

大好評グリズファームの秋野菜を楽しむ会

★岡部慶子さんのイラス
トたちがカフェの空氣
をさらに良くしてくれ
ました。色づかい、
タッチ、
シンプルなコメント、全
部すばらしい…。次回も
楽しみにしています。
（FUKUSHI）

無料ブログ

メリッ

１人でぶらっとでかけてきました
（笑）
。

http://cafe.sobe.jp/

事業主
ョップ
飲食店 オーナー・ ・
経営な
ど

そんな方に朗報です！

い土地。
菜食レストランもいっぱい

ムページブログでご覧ください!!
★自治会婦人部（!!）主催のヨ
ガ教室に参加しました。初
めてだったけど、きもちよ
かったー♡翌日痛んだのは
お尻のえくぼ…。
（HIROKO）

B C A C アンテナ

今年もおいしくできました！10袋以上注文すると

あり、CHAYAグループもM'sキッ
★新そば・新米・ボジョレーヌ
ーヴォー…実りの季節の初
物っていっぱいあるんです
ね☆惣兵衛米の新米も是非！
（KANA）

8.D
N oe v
>>>2007
c.>>>

日本人でよかったヨーと思う季節がやってきました。

ヘルスコンシャスが注目を浴びて
★Sobe's Cafeのハロウィン
パーティー、楽しかった〜。
来年はちゃんと衣裳を考え
ようっと。
（HIDE）

Better than yesterday. Better than today.

新米できました！

※あなたはインタビューに答えるだけ!!
POINT

1
POINT

2
POINT

3

自社のセールスポイントがわかる
「USPコンサルティング
（サユリハタケヤマとマンツーマン）
」
で
ビジョンがクリアー
になります。
あなたのターゲットにズバリ
「伝わる」
ホームページができあがります。
メディアの効果的な活用法も伝授されます。 近日 事例紹介!!

