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限定版

読者の皆様
ディーラーとメーカーは様々なコミュニケーション・チャンネ
ルを通じ、工具に興味をお持ちの方と同時にコミュニケーショ
ンを図っています。
PB Swiss Tools はマーケットプレイヤーと共同でマルチチャネ
ル戦略を用い、より多くのシナジー効果を生み出しています：
新たに発表されたウェブサイトは、その一例です。.

当社のウェブサイトなら、嬉しいギフトやコレクターズアイテ
ムなど、お探しのお気に入りツールが見つかります。

当社のステークホルダーの要望に焦点を合わせ、ビジターとの
対話を強化しています。当社製品に関する幅広い情報を、すば
やく簡単に見つけていただくことができます。

ご注文手続きは簡単。短期お届けで、選び抜かれたギフトがす
ぐにお手に入ります。

2017年2月より、美しいギフト包装をほどこした特別なツー
ルとツールセットを、限定版でお届けいたします。引き続き、
新製品も加わる予定です。

ご興味をお持ちのお客様は、オンラインショップと実店舗へ直
接ご案内いたします。最初のパートナーとその顧客は、当社の
ウェブサイトで繋がることになります。それ以降も、ご興味を
お持ちのお客様については、当社が随時追加し、販売店網に統
合していきます。

限定

商品

ら、
1日か
年2月
2017 在庫限り

Tool4you のセットは今後も追加し、素敵なギフトとしてご利
用いただけるようにいたします：更に使いやすく、お気にいり
いただけることは間違いありません。
敬具

PB 240.PU および PB 244.PU: 伝統的な紫のハンドルのスペア用ドライバー、ウォー
ルホルダー付き。ギフト包装。

Eva Jaisli
CEO, 最高経営責任者
e.jaisli@pbswisstools.com
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限定版をお見逃しなく！
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TOOL4YOU

パーソナルで実用的なプレゼント
簡単、スピーディー、一目瞭然：わずか3ステップで、ツール
に御社ロゴや文章などをご希望通り入れることができます：す
ぐに価格、条件、納入期日の一覧をお届けいたします。
さまざまなバリエーションを作成し、試してみる
ロゴや文字をお入れします
ご利用は簡単
見本を保存できます
転送時のデータ紛失はありません
25点から承ります

1. 製品を選ぶ

2. 製品に合わせる

3. 製品を注文する

その他の製品
発見してインスピレーションを得ませんか

PB 168
差し替えブレード付きド
ライバー

PB 470
バイクツール。ジャッ
キ付き

PB 6460
インサイダー 1
ポケット・ツール

PB 6510 R-30
インサイダー 3
ポケット・ツール

PB 212 H-6 RB
ボールポイント六角棒レン
チ スペア

PB 4040 SET
チーズフォンデュ用フォ
ークセット
伝統的なハンドル付き
食洗機で洗えます

PB 215
交換用ブレード付きドライ
バーセット。コンパクト
なロールアップケース入り

PB 8452 M
スタビー
ユニバーサル・ビットホ
ルダー

PB 489
インサイダー・ミニ
ポケット・ツール

PB 6100 M
マグネットホルダー
大切な情報を
固定する

ギフト包装できます

2017年2月

Tool4You

カスタマーギフトには、個人的なメッセージを添えることもで
きます。カードにご挨拶メッセージ、御社ロゴ、あなたの署名
を入れ、ボックスに詰めることができます。

当社の売れ筋ブランド製品を素敵なギフト包装にてお届
けいたします：
インサイダー １，２，３
インサイダー・ミニと インサイダースタビー
バイク・ツール
チーズフォンディ用フォークとミートフォンディ用フォーク
六角棒レンチ6点セットと7点セット
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Herr Frank Meier
Geschäftsführer

Herr Frank Meier
Geschäftsführer
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Lo go
Zum 150 Jahr Jubiläum
möchten wir Ihnen
Danke sagen.

Lo go

Lo go
Zum 150 Jahr Jubiläum
möchten wir Ihnen
Danke sagen.
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お好きなご挨拶メッセージを添えた
ギフト包装の見本例。
裏側 (1) と 表側 (2).

高級感あふれる透明ボックス入りで、中身のツールに印刷され
た御社ロゴが一目でわかります。インサイダーとバイクツール
には取扱説明書も添付されています。

写真の会社ロゴ/レタリングは、さまざまな名入れ方法を分か
りやすく説明するために示しているにすぎません。それぞれの
ロゴ/レタリングは、各社の所有に属します。
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ギフトの見本は当社ウェブサイトのこちらをご覧ください：
www.pbswisstools.com/ja/サポート/サービス/ダウンロード/
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工具セット－便利なロールアップケース入り

ドライバーを使うあらゆる作業に対応
コンパクトなPB Swiss Tools の工具は、プロの品質を備えたハ
ンドツールとして、理想的な基本装備となっています：作業場
や家庭、あるいは出先での取り付け作業やサービス作業には欠
かせないお供です。

とっておきのプレゼント：ロゴや名前、あるいはサインがプリ
ントされた便利なロールアップケースは、他に類を見ないプレ
ゼントです！当社のホームページをご覧ください。これら両方
の製品をお客様に合わせて、さまざまに組み合わせることがで
きます。

PB 9516 Red
オールラウンダー － 交換
用ブレード付きのユニバーサ
ル・ドライバーセット。コン
パクトなロールアップケース
入りの31点のツール。

ご自由にプリント可能
プレゼントに最適です

PB 215
交換用ブレード付きドライバ
ーセット。コンパクトなロー
ルアップケース入り。

PB 8215
交換用ブレード付きドライバ
ーセット。コンパクトなロー
ルアップケース入り。

当社のビデオはすべて、当社のウェブサイトお
よび当社のYouTubeチャンネルでご覧いただけ
ます。ご登録ください－当社の最新クリップの
情報をお届けいたします。

今すぐご覧ください
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