『be love company』ビーラブクラブご案内

ビーラブクラブ ３つの会員種別
①月額 3500 円（税込）のライトプラン
①お客様のご紹介
③ビーラブ会員様限定 FB グループ招待
⑤ビーラブ勉強会無料
⑦ラブ神戸 TV で無料取材
⑨ハッシュタグキャンペーン参加
⑪LINE＠の１：１トークで気軽に相談

②SNS での PR
④ビーラブ通信配布・チラシ同封
⑥セミナー・メニュー会員価格
⑧イベント共同開催
⑩書籍のレンタル
⑫セミナー室貸し出し
詳細は p.2-3 に記載しております。

ライトプランの特典に加えて
+1900 円のスタンダードプランだと…

②月額 5400 円（税込）のスタンダードプラン
♥神戸の地域ポータルサイト
『ラブ神戸』でお店のページが持てる
（ラブ神戸内にブログも投稿できます）
♥ラブ神戸内にクーポンを掲載できる
（ライトプラン+1000 円でクーポンのみ掲載も可能です）

ラブ神戸はこちら！

ビーラブクラブご案内
ビーラブクラブって？
月額 3500 円～で、様々な特典が受けられる会員制度です。
PR 相談、セミナー、繋がりなど、様々な特典をご用意しております。
経営者が会社をさらに成長させるためにご活用いただくも良し、
社員の方々に楽しく学んで自己成長の場として活用していただくも良し。
ビーラブカンパニ―は大切な会員様同士での交流も大切にしています。
ぜひ勉強会やセミナーなどを利用して、あらゆる地域・あらゆる業種での
ネットワークを広げてみてください。
もしかしたら一生のお付き合いになる方が見つかるかもしれません。
ビーラブカンパニ―が皆様の良き学びの場やお困りごとの解決の
サポート、そして素敵なご縁の橋渡しをできればうれしく思います。

お申込み記入欄

FAX:078-599-7602

会社名

さらにプレミアムプランになると…

③月額 21600 円（税込）のプレミアムプラン
♥通常 90 分 16200 円（税込）の家庭教師プランが何度でも
使い放題！マンツーマンでいつでもお悩み解決できます！
※事前に要予約（WEB 会議システム Zoom でもお悩み相談できます。）
他にもお得なオプションメニュー多数！（※ビーラブクラブは 1 年契約です。）

業種

代表者名

担当者名

会社住所

〒

代表電話：

担当電話：

担当メール：

担当携帯：

申込日：

開始月
年

月

日

年

月

契約コース：

ライト

・

スタンダード

・

プレミアム

ビーラブクラブは１年契約です。
こちらのお申込みをもって、契約とさせていただきます。
会費は口座振替(26 日引き落とし)とさせていただきます。

□
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同意する
-1-

ネットで簡単！
にお申込みも
できます。

『be love company』ビーラブクラブご案内
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お客様のご紹介

SNS での PR

２

お困りごとなどがございましたら

『be love company』ビーラブクラブご案内

ビーラブカンパニーが所有してい

３

４

FB グループ
ビーラブ会員様限定のフェイスブッ

2 か月に 1 回「ビーラブ通信」という

お気軽にご相談ください。

る媒体（LINE＠・メールマガジン・

クグループにて、情報共有が可能で

冊子を会員様に配布しています。

ビーラブカンパニーのネットワーク

Facebook・Instagram・Twitter

す。シェアを行う等、ぜひ集客にご

ビーラブカンパニーの

を活かし、お客様同士をおつなぎ・

〈いいね、登録者数延べ 1 万人〉

活用ください。

裏側や、会員様のインタ

ご紹介をして、皆様の

での PR を行っています。

ビューなど盛り沢山で

「お困りごと」解決の

フォロワー約 3500 人の

お送りしています。

サポートを致します。

ラブ神戸 Twitter では、

また皆様の会社のチラ

また、3 か月に 1 度の

貴社の PR ポイントや URL

シの無料同封（500 部～）

「ビーラブ懇親会」も

を掲載したツイートを

も可能ですので、気軽に

開催しております。

自動配信しております。

お尋ねください。

月 1 販促セミナー

セミナー/サービス
会員価格

６

（ビーラブ勉強会）

７

ラブ神戸 TV で
動画取材

８

イベント共同開催
共同開催費用：参加費の 50％、
または１万円の多い方

会員価格：無料 一般価格：3000 円
ビーラブカンパニーが毎月第 3 火曜日

各種セミナーやサービスを会員価格でご参加頂

貴社のオススメメニューやサービスなどをリポータ

イベント集客や運営が不安な方もサポート致します。

の 14:00～開催している勉強会に無

けます。
MG 研修やソーシャルリーダー養成講座・

ーにより取材させていただきます。取材内容はラブ

＜特典＞平日 10：00～19：00（その他の時間要相談）

料でご参加いただけます。会社の成長

マイツール勉強会といった各種セミナーや、

神戸 TV という YouTube チャンネル（チャンネル

・ビーラブセミナールーム２時間まで無料

はもちろん、社員の皆様

ソーシャルメディアを完全サポートさせていた

登録者数は８００人超え！）でライブ配信をさせて

・facebook のイベントページを作成

の成長にも繋がる学びの

だくメニューなど、数多くご用意しています。

いただきます。ライブ配信後にも動画は残るうえに、

・お申込みフォームの作成、管理

場をご提供致します。

取材をさせていただいたリポー

また、動画配信も行って

ターが後ほどブログをアップ。

いるので、ご都合の合わ

これらすべてが無料です。

・ビーラブの LINE＠、SNS、メルマガにて
告知および PR のお手伝い
※2 か月前には要予約
※集客を確約するものではありません。

ない方でも後からご覧いただけます。

９

ビーラブ通信

ハッシュタグ
キャンペーン参加

10

ラブ神戸で毎月開催しているハッシュタグ
キャンペーンに参加していただけます。
ハッシュタグキャンペーンのポスターなどは
無料で配布しております。お店賞に選ばれた
店舗様は、優先的
にラブ神戸内や
各種 SNS にて
情報をシェアして
おります。

書籍のレンタル
ビーラブカンパニ―が所有して
いる書籍約 150 冊のレンタルが可
能です。MG や TOC、その他経営
に関する書籍を取り揃えておりま
す。手に入れるのが難しい数万円の

11

LINE＠でご相談

12

ビーラブカンパニーでは LINE@
での質問・お問合せも行なって
おります。
ビーラブカンパニーLINE＠の

セミナー室貸出
会員様限定：1 時間 1000 円

平日 10：00～19：00
ビーラブカンパニ―社内にあるセミ
ナールームのレンタルが可能です。
15～20 名程度が入るセミナールー
ムですので、あらゆ

1:1 トークにて個別
メッセージでお気軽
にお聞きください。

価値の書籍もございますので、レン
タルご希望の方
はお気軽にお申
し付けください。

る用途にご活用して
いただけます。

ビーラブカンパニ―LINE＠は

※平日 10：00～

下記をご参照ください。

19：00 以外の時間帯は
要相談。

@belovecompany

『ビーラブカンパニー』
SNS 媒体一覧

@lovekobe_

lovekobe0911

フォローしてね♥
LINE＠

ビーラブ
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ラブ神戸

Facebook

ビーラブ

ラブ神戸

Twitter

ビーラブ

ラブ神戸
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Instagram

ラブ神戸

