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バンフーのホットな最新ニュースをご紹介
VAN F U

今回は学生Tシャツ2,306点・年賀状1,664点・学生トート
バッグ2,233点の作品が集まり、3部門全て昨年を上回る
応募数となりました。
それぞれの入賞作品は下記QRコードにてご覧いただけます！

　　　　　　　　　　  結果発表

マスクを外す際、紙製マスクケースを一時保管に
使って感染対策！ロゴや社名を入れて宣伝効果
アップにも！様々なデザインのテンプレートもご
用意しております。

03 紙製マスクケース販売中

Vanfu 神保町店・Vanfu カレッタ汐留店・
Vanfu 恵比寿店は、10月より随時ウェア専門
店「イッチャク」へ生まれ変わります。詳しくは、
担当営業・お近くの店舗にお問い合わせください。

02 店舗リニューアルのお知らせ

Tシャツの裏面に抗菌インク※をプリント。汗をかき
やすい仕事や、飲食店のユニフォームにおすすめ
です。雑菌の繁殖を抑制して感染症対策に！

抗菌プリントウェア

新しい生活様式に！

年賀状 学生Tシャツ 学生トートバッグ

バンフー　　デザイン　　  コンテスト

※ 抗菌防臭・抗ウイルス性・耐久性に優れた高機能抗菌めっき技術

「K
ケ ニ フ ァ イ ン

ENIFINETM」を適用した抗菌インクを使用。

詳細はコチラ
詳細はコチラ

詳細はコチラ

0800-222-2221
印刷なら、バンフー

企画：バンフートレーニングスクール　小野寺

10月になると店先に来年のカレンダーや手帳が並び始めますね。

来年のことを考え始めるこの時期に、ペン立てとしても使える柱タイプのカレンダー

をご用意しました。テレワーク用のご自宅デスクやベッドサイドなど様々な場所に置き

やすいよう、ちょっと小さめのサイズになっています。そのままご使用いただくことはもちろ

ん、色ペンで飾ったりシールを貼ったり、楽しくアレンジするのもオススメ。

お仕事や楽しいプライベートの計画立てにご活用いただければ幸いです。

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

＜台紙・カレンダー＞
印刷方法 オフセット印刷
台紙サイズ 仕上り： W210×H148mm

展開：　W297×H210mm
カレンダーサイズ 仕上り：  W70×H100×D70mm

 展開：    W242×H169mm

色数 4色／0色
用紙 ファーストヴィンテージオーク

四六 206kg
加工 型抜き（半抜き）・二つ折り

組み
立てて

使おう♪

Hexagon calendar   ペン立てとして使えるカレンダー

2020 10月

Shop List

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
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展示会出展、サポートいたします！



展示会出展
サポート
少しずつ開催予定が増えてきた展示会。
バンフーでは、展示会にまつわるポスターやカタログ、ノベ
ルティはもちろん、ブースの施工も承ります！
感染症対策もOK!安心の出展をサポートします。

01.ポスター /02.卓上スタンドパネル/03.リーフレットスタンド/
04.A型看板/05.等身大パネル

■展示会ツールも承ります！
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来場者向け特設サイトや、ブース
で上映する動画の作成も承りま
す。詳しくはグループ会社のクレ
アテック（株）にご相談ください！

　　お悩み③　オンライン展示会…何を準備すれば？

 　　　　WEB サイト・動画コンテンツの制作  解決！

金・銀・蛍光色からメタリッ
ク、浮き出し加工など、様々
な加工で効果的なDMを作
成できます！

　　お悩み①　目を引くDMを送りたい…

　  　　　DM作成から発送まで一括対応OK！  解決！

宣伝効果も
バッチリ！

施工も
お任せください！

商談スペースが広いブースや
バックヤードが広いタイプなど。
ご希望に応じてご提案いたし 
ます！ストック

スペース
展示
スペース

　　お悩み②　ブースの施工は大変そう…

　 　　　ご希望に合ったブースの施工を実施  解決！

　　 こんなお悩みありませんか？



展示会だけでなく、オフィスや飲食店などでもご活用いただける
ウイルス対策グッズをご紹介！

便利なウイルス対策グッズ

 抗菌クリアファイル  ウェットティッシュ
通常のクリアファイルに
抗菌ニスをプラス !

今や必需品の除菌アイテム。
携帯にも便利！

 飛沫防止パネル  抗菌マスクケース
接客業務や、社内のデスクワーク
などにご活用いただけます。

マスクの保管や携帯に！
ノベルティとしても喜ばれます。

お近くの店舗・担当営業まで
お気軽にご相談ください！

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

[月～金 ： 10時～19時]
飯田橋本社オフィス
Tel. 03-5229-0661

営業窓口

[月～金 ： 10時～19時]
Vanfu 淀屋橋店
Tel. 06-6210-5891



お客様を訪ねてきました
バンフーとの“つながり”を紐解きながら、お客様の情報をお伝えいたします。

  弊社とどのようなつながりがありますか？

安心感 素敵な笑顔

迅速な対応力

親しみやすさ 芝生への興味

check it !

株式会社チュウブ 様

　　芝生専門のメーカー

　　芝生の生産から施工、メンテナンス管理まで

　　全てを一貫して行なっている

　　ゴルフ場の運営やコースの管理も行う

　5年程前に会社カタログを増刷

するにあたり、原さんが訪ねてくだ

さったのがきっかけです。いつも 

工法のカタログやステッカーなど

の営業ツールや、請求書・領収書

など幅広くお願いしています。

　今後は新しい芝生や最新技術の工法などのサービスに注力していき 

ます。また、地元鳥取での商業施設やゴルフ場の運営といった事業を、 

会社カタログで発信していく予定です。新しいカタログの印刷などでお願

いが増えていくことと思いますが、引き続きよろしくお願いします。

インタビューにお答えいただいた

株式会社チュウブ
営業部　髙橋様

会社カタログやステッカー、チラシ

営業1課　原

お客様に評価を
お願いしました

Interview

担当営業
人柄チェック
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