FM クマガヤが cluB クマガヤを展開する理由。

その１

その２

熊谷市・行田市を元気にしたい。
cluB クマガヤの展開によって、熊谷市・行田市の
お店・事業者のことを知ってもらい、利用して
もらえれば、お店・事業者はちょっぴり元気にな
ります。この橋渡しを FM クマガヤが cluB クマガ
ヤで展開します。

防災メディアとしての
役割を知ってもらいたい。
FM クマガヤは、熊谷市・行田市で災害が予想され
る時、災害が起こった時、被災した時は、防災
メディアとしての役割を担います。
でも、今の時代、みんながラジオを聴いているわけ
ではありません。ラジオは聴かない人も、cluB クマ
ガヤがお得だから！と会員になってもらえたら、
災害が予想される時、「そうだ、FM クマガヤは、
熊谷市・行田市の防災メディアだ！」と気づいても
らって、聴いてもらえる可能性が高まります。
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加盟店募集
要項

「今」を伝える。
「心」をつなぐ、みんなのラジオ。
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FMクマガヤの
cluB クマガヤって

cluB クマガヤ
加盟店募集要項

なに？
！
FM クマガヤ
マスコットキャラクター
ラジクマ

熊谷市で頑張っているお店や事業者と
市民をつなぐ会員システムです。

「新しいスイーツのお店ができたよ」「通な電気屋さんがいる！」「地元に、こんな専門医が
いたんだ」など、ワクワクすること、同じ市内なのに知らなかったこと、助かったーと思える

要項
１

FMクマガヤが、熊谷市商圏で
頑張っているお店・事業者を
厳選。加盟店加入を依頼させ

そんな熊谷市 / 行田市で頑張っているお店や事業者と市民をつなぐお手伝いをするのが、
入会金も年会費も無料。入会申込書に記入するだけで、中学生以上なら誰でも会員になれます。
会員にはメンバーズカードを発行。このカードを加盟店に見せるだけで、加盟店それぞれの

1万円 はとってもお得！

ていただきます。

ことがこの街にもたくさんあります。でも、その存在が知られていなければ無いのと同じです。
FM クマガヤが運営する会員組織「cluB クマガヤ 」。

月額

要項
２

サービスが受けられるという特典付き！無料で会員になれて特典も GET できるということで、

加入依頼させていただいた

加盟店
特典１

お店・事業者が、
この企画の

年４回発行（1月・4月・7月・10 月）
加盟店は、cluB クマガヤ
マガジンで紹介します。
マガジンは無料。A5版オールカラー、

趣旨に賛同されたら、加盟店

48ページ（予定）、年 4回（1月・4月・7月・

になっていただきます。

10 月）、毎号 1万部発行します。

会員増間違いなし！

このマガジンに、貴店の加盟店情報＆特典

要項
3

商売繁盛のPOINT
１ 自分のところを知ってもらうこと。
2 とにかく一度、利用してもらう。
3 ファンになってもらう＆お客様との距離を縮める。
このPOINTを
押さえたシステムが
FM クマガヤと
cluB クマガヤ

ショッピング・サービス利用

加盟店
特典

PR/ 販促
お手伝い
加盟料

cluB クマガヤ会員が増えれば増えるほど、
見込み客が増えます。
あとは、
お得な特典で、お客様が増えます。

cluB クマガヤ
会員様

どに留置配布します。特典情報が満載です。

の会員特典を設定していただ

会員はもちろん、興味のある人に情報がど

きます。

んどん伝わり、会員もどんどん増えます。

＊例を参照してください。

要項
4

加盟店には店頭、店内（レジ

加盟店
特典２

周辺）に加盟店シールを

加盟店料は、月額 10,000 円
（消費税別）です。
（３カ月ごと更新）

FM クマガヤで 60 秒ほどの生コメントで
貴店を紹介します。

1,500 円 ×4 回（１カ月）
＝6,000 円

貼っていただきます。

要項
5

毎週 1回 60秒 生CM

加盟店
特典３

ラジオカーリポート
FM クマガヤのラジオカーがあなたの
お店をリポートします。

1 回 5,000 円
雑誌に掲載＆毎月

入会申し込み

FM
クマガヤ

を掲載。加盟店、広告掲載店、行政施設な

加盟店には、自店・自社独自

メンバーズ
カード発行

例）
食後のドリンクサービス、10％引き、オリジナル
グッズプレゼント、自店で展開しているポイント
２倍サービスなどなど！オリジナルでユニークな
特典をお決めください。この特典が、集客率 UPの
決め手です。

11,000 円相当の

ラジオ PR までついて

月額

1万円 です！
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