
　株式会社ハンズオン・エンタテインメ

ント様は、1978年に設立。主に音楽イ

ベント・コンサートの総合的なマネジメ

ント事業をしていらっしゃいます。

　「音楽はファンやアーティスト本人、イベントに携わる人々全員の心に

感動を与えるもの」という考えのもと、音楽イベントやコンサートの企

画・開催、グッズの制作・販売などをしていらっしゃいます。

　今回は、主にグッズの制作・販売事業を行う部署「アクア」をご紹介し

ます。

　アクアでは、音 楽イベントやコン

サートで販売するグッズの提案・制作・

販売など、グッズに関わるすべてのこと

を手がけていらっしゃいます。

　グッズ制作において心掛けている点は、ファンやアーティストに喜んで

いただけるよう、アーティスト本人の作りたいものをヒアリングし、その

アーティストの雰囲気に合ったグッズの制作をすること。アーティストの

表現手段の1つとしてアクアがあるため、アーティストのイメージにプラス

になるように心掛けていらっしゃいます。

　昨年の2月にスポーツ系の展示会にも出展したことで、今後は音楽関

係だけではなく、スポーツ関連のイベントのグッズも制作していくそう

です。

お 客 様 紹 介

 帆風とお付き合いしてくださる大切なお客様をご紹介。

お客様の事業内容やお得情報などをお届けいたします。

＜担当営業へメッセージ＞

一つひとつの案件について一緒に

向き合ってもらえることと、やはり

レスポンスの速さはいつも助かっ

ています。

丁寧な対応や仕事は人柄の良さを

物語っていると思います！

＜帆風との関わり＞

約10年前に初めてご依頼いただき、担当営業は変わりながらも、継続的にご利用いただ

いております。

現在は音楽イベントのパンフレットなどをご依頼いただいております。

▲（写真左より）帆風 石黒、株式会社ハンズオン・エンタテインメント アクア 梅崎様
お客様の事業内容をご紹介します！

会社概要

音楽を通してみんなが幸せになるために

今月は... VMS竹橋店 石黒のお客様

担当営業の通知表

VMS 竹橋店 石黒

お客様に評価をお願いしました

1. 迅速な対応 ★★★

2. 共感力 ★★★

3. コストパフォーマンス ★★★

株式会社ハンズオン・エンタテインメント 様

店舗一覧
[24h年中無休 ※年末年始を除く]

VMS飯田橋店 Tel. 03-5229-8229

[年中無休 ： 11時～ 20時 ※年末年始を除く]
Vanfu Aoyama Tel. 03-5413-1470

[月～金 ： 8時～ 20時]
VMS神保町店 Tel. 03-5226-0600

[月～金 ： 10時～ 19時]
Vanfu Shibuya Tel. 03-5485-7197
VMS銀座店 Tel. 03-6264-0811
VMS新宿店 Tel. 03-5367-4482
VMS代々木店 Tel. 03-5302-5871
VMS八丁堀店 Tel. 03-3523-6850
VMS新橋店 Tel. 03-5157-1571
VMS赤坂店 Tel. 03-5545-8211
VMS恵比寿店 Tel. 03-5725-3661
VMS池袋店 Tel. 03-6907-7751
VMS竹橋店 Tel. 03-6267-7039
VMS淀屋橋店 Tel. 06-6210-5891

[月～土 ： 10時～ 19時]
Vanfu caretta Shiodome  Tel. 03-5537-8161  

[月～金 ： 9時～ 18時]
新潟オフィス Tel. 025-282-7461

バンフーオンラインショップ
[24hフリーダイヤル]

Tel. 0800-222-2221

竹橋プリンティングセンター
［24h年中無休 ※年末年始を除く］

0800-222-2221

印刷なら、バンフー

【 特 集 】 男前エプロン

【お客様】 株式会社ハンズオン・エンタテインメント 様

【ギフト】 おみくじ付き♪お年賀クロス

バンフーホットニュース
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Vanfu Aoyama
〒107-0062
東京都港区南青山5-4-30 南青山YSSビル1F
Tel ： 03-5413-1470

営業時間
年中無休 11：00～20：00（年末年始を除く）

※オリジナルデータでのプリントは、全店で承ります。

※価格詳細は、各店舗までお問い合わせください。

※Vanfu Shibuya、Vanfu caretta Shiodomeでのエプロンの展示・販売開始は2月下旬以降を予定しております。

Vanfu Aoyamaで展示・販売中

デザインに好きな言葉を入れて

自分だけのエプロンを作りませんか。

1枚から何枚でも簡単に作れる！ギフトやイベントに活躍。 3種のプリントで個性を表現。

アイテムを選ぶ→デザインを決める→完成！

クラフトエプロン （ロング・ショート）
¥5,400 ～

帆前掛け
¥5,400 ～

刺繍 熱圧着（ファインフレックス）シルクスクリーン

アイテム 印刷方法

ソムリエエプロン ロング
 ¥5,900 ～

軽量胸当てエプロン
¥5,900 ～

軽量ショートエプロン
¥5,300 ～

ソムリエエプロン ミドル
¥5,400 ～

軽量胸当てエプロン 
ライトベージュ /刺繍
/¥6,850

帆前掛け 03 ネイビー
/シルクスクリーン
/¥7,570

クラフトエプロン ロング 
68 デニム/熱圧着
/¥5,400

仕事に趣味に、何かに没頭できる人は魅力的。気分を上げる本気の1着、バンフーで作ります。

※プリント位置や素材により、印刷方法が異なります。　※表示は税抜き価格です。

本気の料理に大人なエプロン。

おしゃれな日本の伝統
スタイルで個性が光る。

家まわりの修理はタフな厚手生地で。

趣味に本気な男はかっこいい

男前エプロン

テンプレートは文字や
色を好みにカスタマイズ！

ポケットが充実！

簡単3ステップヒップポケット付き！

完成！

1月と言えばお正月です。今月のマンスリーギフトは、定番のお年賀タオルを少し

ひねって、一味違ったお年賀クロスを考えました。

スマホやメガネなどを拭くことができ、とても実用的です。1日のはじめにさっとひと

拭き！きっとさわやかな気分で1日をお過ごしいただけると思います♪

また、お正月と言えばおみくじ！ということで、パッケージにはおみくじもついています！

便利さと、ちょっとした楽しさを感じていただければと思います。

＜パッケージ＞
印刷方法 オフセット印刷
サイズ 仕上り W80×H83mm

展開 W109×H196mm
色数 2色（C+Y）／0色
加工 型抜き／スジ入れ
用紙 アヴィオンハイホワイト 菊判 125kg

おみくじ付き♪お年賀クロス
企画：VMS八丁堀店 フロントアドバイザー　久吉

1月のマンスリー
ギフトはこちら！

＜お年賀クロス＞
印刷方法 昇華プリント
サイズ W120×H120mm
色数 4色／0色
加工 波型抜き加工
材質 マイクロファイバー

過去のマンスリーギフトをご紹介

▲

バンフーマンスリーギフト 検 索

毎月お配りしているマンスリーギフトは、Vanfuフロントアドバイザーが交替で企画し作成しています

実用的でおしゃれなクロス♪

おみくじ付き！

バンフーからのお得な情報をお届けします

第202回　バンフーセミナー

バンフーセミナー 検 索

詳細・お申込みは…

【日時】 2019年1月17日（木）

 セミナー ／ 19：00 ～ 20：45

  （途中、休憩をはさみます）

【講師】 コン トヨコ 氏

【場所】 ベルサール神保町 3F ROOM3+4+5

実務に役立つ英文組版 Part 3
本文書体の選び方・使い方


