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期の100% スイスメイド

最のレスキューチームがまってな状況をシミュレ
ートする場合、その成を受するのはたち自です。事故
やが生すると、もが一を争います。ワールド・レス
キュー・チャレンジ（World Rescue Challenge）では、その能
力が明されます。

スイス代表チームは、当の品品を使用しており、助
サービスにおける重なの一をっています。は
面の事をご下さい。

業手であるワールドスキル（World-Skills）でもワール
ドクラスの技をごいただけます。ここに場するのは、
中からエントリーされた目にひたむきな若者たちです。そ
の中にはされい門性をにつけたスイス代表団もいま
す。

PB Swiss Tools は、業団体を金面で支援するばかりでな
く、加者にされた品ハンドツールをするなどの
物的支援も行っています。当は、代表団の幸と成功を
っています。

者の様

工具の品は、使用したによってはじめて価されるも
のです。つまり、当の工具は、プロの人が日々使用する中
で、そのしい目で価されているのです。当の開当者
は、お様にコンタクトをり、しい決の方に
ついてしています。

当の品品はくのユーザーにばれ、価されていま
す。品も番品も、くのユーザーから価されているの
で、価のある贈り物としてもお使いいただけます。

プレゼントは、用性とた目のしさを兼ねえてこそ喜ば
れます。その方を持ち合わせているのが、当ブランドの
品です。

具

エヴァ・ヤイスリィEva Jaisli
CEO、最任者
e.jaisli@pbswisstools.com

ワールドクラス

World Rescue Challenges 2015
142015年10月18日に
Lissabon, Portugal
vimeo.com/107692094

World-Skills 2015
112015年8月16日に
São Paulo, Brazil
www.youtube.com/
watch?v=Gcxuk1JVpvg

Official Videos
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L型レンチ、ポケットツールおよび販促品
好評のオリジナルギフトアイデア
PB Swiss Tools の工具やセットは贈り物や販促品にも最適で
す。ロゴやメッセージを印刷できるので、大切な方へのプレゼ
ントに最適です。

PB 6100 M
マグネット付きマルチクラフトグリップ、 スチールあるいは鉄
表面に使用可。

PB 4040.SET
クラシックグリップ付きフォンデューフ
ォーク。回転させやすいフォークでフォ
ンデュに最適です。食器洗い機使用可。

PB 168 00
マイナス、プラスの差替ブレード付きドライバー、保護キャッ
プ付き。

PB 210.H-6 RB
型六角レンチ、レインボー、パウダーコー
ティング。

PB 212.H-6 RB
ボールポイント付き L 型六角レンチ、レ
インボー、パウダーコーティング。

オンラインツール

 TOOL4YOU – 個別設計
•  種々のバリエーションを作成してチェックできます
•  ロゴあるいは文字列を入れることができます
•  簡単に使用することができます
•  原本は保存されます
•  データ喪失なく伝送可能です
•  ご注文最低数量は 40 個です
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Zum 150 Jahr Jubiläum 
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Danke sagen.
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dest il minvele ndemporrum 
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nonsedis pro te nonsequame 
consecturem ullora vel iduntum 
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reriam eum, offi cabo. Itae sit 
quostet fugit faccullicab.
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当の売れ筋品、インサイダー1、2、3、バイクツールそして
フォンデューフォークセットを、力的なギフトパッケージに
んでおけします。パッケージは感あふれる明ボック
スなので、中の工具に印刷したロゴやメッセージを、からで
も一目でてることができます。

ロールケース
お様に感動をおけするギフト
品ハンドツールの想的な基本セット － コンパクトな PB 
Swiss Tools のツールセットは作業現場、、アウトドアで
のてやメンテナンス作業にかすことのできないパートナ
ーになるでしょう。

PB 215 
コンパクトなロールアップケ
ースに入った付きドラ
イバーセット。

PB 8215 
コンパクトなロールアップケ
ースに入った付きドラ
イバーセット。

PB 9516 Red 
レッド・オールラウンダー - 31 ツールセット。コンパクトなロ
ールアップケースに入った付きユニバーサル・ドライバ
ーセット。

ここにした企業のロゴマーク/スローガンは種々のプリントパターン
の一をすものにぎず、またこれらはそれぞれの企業の有に帰す
るものです。

ご自分で作成されたメッセージ入りのギフトパッケージ。
背面 （1）および表面 （2）。

インサイダー1/2/3、バイクツールおよびフォンデューフォーク
ギフトパッケージ – ベストセラー

のロゴなどをプリントすることで
想的な贈り物になります。

6色のカラーをおびいただけるイン
サイダー1、バイクツールおよびフォ
ンデューフォーク。
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酷な状況で人命助を行う場合、事故へのアクセスは
易ではありません。

ワールド・レスキュー・チャレンジ（World Rescue Challen-
ge）コンテストには、50ヶ国上の代表が場します。一を
争うようなな現場をシミュレートしてされます。そこ
で、助プロセス、レスキュー技、護チームとの
がされます。助プロセスを価、することにより、
適切なプロセスを国的にすることが必不可です。

PB Swiss Tools は、品品を提することで、スイスから
一場している TRT ツヒヴィルを支援しています。使用する
に、特のがされます。抜群のさとがユー
ザーの期待にえます。それはまさに怪我人や患者をかつ
全にし、的処をさなければならない場面に適し
ています。

情：
www.trt-zuchwil.ch (、ドイツのみ)
www.facebook.com/trtzuchwil

手に汗る：
http://www.pbswisstools.com/jp/specials/
spezialanfertigungen/best-practice/trtzuchwil.html

TRT ツヒヴィルがスイスを代表して WRC に場するの
は 4 回目です。2013 年には、力の甲あって、
のレスキューチームのトップ 10 入りをたしました。

「我々は情を持ったレスキューであり、中の仲
と知やを有することにより、な現場で患
者や怪我人に最の手、技を用いて最適な助措
を提することを目としています」
パトリック・ラウバー、チーム 1

ベストプラクティス
レスキュー

PB 830 鉄バール
小型で使いやすく、持ちびにも最適。でなので、レスキューの現場でも
全でに使用可能。


