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トップバリュブース

全体レイアウト⽐率イメージ

イオンモールブース

ボーイスカウト
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イオンモールブースについて



資材一覧①
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イベントタイトルロールバナー 実施会場MAPロールバナー

7月頃に実施する
モールから納品を
予定しています。

実施会場に設置してください



②支柱をつないで一本にします。
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上

①本体側面から3つに折れた支柱を取り出します。

③本体下部の脚を90度回転させてから、⽀柱を本体上部の⽳に差し込みます。

④バナーをゆっくり引き出し、支柱に付属の固定キャップを上部バーに差し込みます。

※注意※ 接続ゴムを引っ張り過ぎると支柱から外れる恐れがありますのでご注意ください。

※注意※ バナーを引き出し中に急に手を放すとバナーが勢いよく本体に巻き込まれ、ケガや破損の原因となります。

資材一覧① ロールバナー組み⽴て⽅法

下
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【待ち合わせカード】
記⼊例

【待ち合わせカード】
待ち合わせカード

【トップバリュアイディア募集】
記入カード

【アンケート】
記入カード

【トップバリュアイディア募集】
告知ボード

【アンケート】
告知ボード

【待ち合わせカード】
告知ボード

資材一覧②
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記入カード回収BOX

イーゼル 【トップバリュアイディア募集】
アイディア表示ボード

7月頃に実施する
モールから納品を予定
しています。

資材一覧③

カギも付属しています。
紛失にご注意ください。
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防災用品アイディア募集

被災体験をお持ちの方が実際に感じた
「あったらよかったもの」や
皆さまが「あったらいいな」と思った防災用品の
アイディアを募集します。
具体的な防災用品でなくても、様々な発想で
自由に記入いただいて構いません。
集めたアイディアは、トップバリュの商品開発の
参考にします。
また、後日（日程未定）、イオントップバリュの
ホームページで一部を掲載する予定です。

概要
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アンケート募集

ホームページで一部を掲載する予定です。
防災キャラバンに参加いただいたお子さまに
「防災」について考えたことやこれから実⾏しようと
思ったこと、感想などを記入いただきます。
集めたご意⾒は、後⽇（⽇程未定）イオン
モールのホームページなどで掲載する予定です。

概要
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待ち合わせ約束カード

ご家族や親しい人と災害時の待ち合わせ場所を
決めておくことの重要性に気づいていただくとともに
それがすぐに実⾏できるよう財布などに携帯できる
カードを用意致します。
記入いただいたカードは、お客さまにご自由に
お持ち帰りいただきます。
ご家族分の枚数をお持ちいただいて構いません。

概要
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イオンモールブース全体イメージ

記入台
長机・筆記用具は
モールにて

用意してください。

待ち合わせカード
記⼊例

待ち合わせカード

TPVアイディア記入カード アンケート記入カード

記入カード回収BOX

アイディア記⼊例
ボードは、7月頃実施の
モールより納品します。

TPVアイディア
告知ボード

アンケート
告知ボード
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記入いただいた各種用紙の運用について

TPVアイディア記入カード アンケート記入カード
記入カード回収BOX

『トップバリュアイディア記入カード』『アンケート記入カード』は、
「記入カード回収BOX」1つに入れます。（混ぜて入れます。）

『待ち合わせ約束カード』は、お持ち帰り
いただきます。
家族の人数分をお持ち帰りいただいて
構いません。

待ち合わせ約束カード
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トップバリュブースについて
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「いざという時にトップバリュが役に⽴つ」というテーマで、災害時に役⽴つ
トップバリュ商品を紹介します。

防災向きのトップバリュ商品の紹介

トップバリュ商品の災害時の使い方を紹介
・レトルト⾷品の常温での利⽤
・冷凍⾷品の⾃然解凍での利⽤
・災害時に病気や感染症などの予防になる日用品

実際の災害時のお客様の声も反映して、トップバリュ商品の上記のような
使い方を展示形式で紹介します。

商品サンプル配布
防災に役⽴つトップバリュ商品サンプルを防災キャラバンに参加されたお客さま
にお渡しします。

トップバリュブース 実施事項
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2枚のクロスを⻑机にかけます。
※⻑机はモールで⽤意してください。

2枚のクロスを使用

トップバリュ商品紹介展示の設置方法

上下のパーツを差し込んで連結します。陳列什器 クロス

完成イメージ
※商品サンプル陳列⽅法についてはP18~20にて
ご確認ください。



商品サンプル展示について
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1
2 3

6
5

4

7

8
9

以下の配置で商品サンプルを陳列してください。
陳列商品についての詳細は次⾴を確認ください。（番号は連動しています。）
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商品サンプル・紹介ボード一覧①

（冷凍⾷品の為パネルの展⽰となります。）

※⾊やフレーバーが本資料と異なる場合があります。
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※⾊やフレーバーが本資料と異なる場合があります。

（冷凍⾷品の為パネルの展⽰となります。）

商品サンプル・紹介ボード一覧②
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資材の納品・発送について
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資材が納品されたら・・・

即日開梱をし、資材が揃っているかどうかを確認してください。
前に実施のモールから納品される資材と株式会社ブンカから納品
される資材があります。

資材が梱包されている段ボール等は次のモールへの発送に使用します
ので、つぶしたり廃棄しないようご注意ください。

資材の内容については、P24〜27をご確認ください。

月 火 水 木 ⾦ 土 日
納品最終
確認日 連絡 実施日

実施日の3日前18時時点で
「資材の納品が確認できない」「足りない資材がみつかった」「破損している」等の
場合は、翌日の午前中に下記あてに連絡をしてください。

株式会社ブンカ 防災キャラバン企画担当 前⽥・北野
TEL：03-3664-1071連絡先

実施日が日曜日の場合の
連絡日程イメージ

納品時の確認事項
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イベントが終了したら・・・発送時の確認事項

原則、イベント終了翌⽇に発送してください。
遅くとも次のモールには、実施日の3日前までに納品されるように余裕をもって発送願います。
次のモールへ発送する資材と本社イベントプランニングへ発送する資材
があります。
資材の内容については、P24〜27をご確認ください。
次のモールへの発送する資材については、納品時の段ボール箱に梱包
して発送してください。
梱包については、P28〜30の方法に従ってください。
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資材チェック表①
このページの資材は、『モールから納品⇒次のモールへ発送』となります。

チェック

チェック

このページを出⼒して、
納品時と発送時の
チェックリストとして
お使いください。

7月頃に実施するモールから
納品を予定しています。
※6月実施のモールには
納品されません。
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このページの資材は、『モールから納品⇒次のモールへ発送』となります。

チェック

チェック

このページを出⼒して、
納品時と発送時の
チェックリストとして
お使いください。

資材チェック表②
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チェック

チェック

このページの資材は、『モールから納品⇒次のモールへ発送』となります。

資材チェック表③

このページを出⼒して、
納品時と発送時の
チェックリストとして
お使いください。



No. 33 34 35

梱包箱記号 E E E

資材名
【トップバリュアイディア募集】

記入カード
【アンケート】
記入カード

【待ち合わせカード】
待ち合わせカード

納品数 100枚 100枚 200枚

デザイン

納品時

発送時
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このページの資材は、
『㈱ブンカから納品⇒本社 イベントプランニング部へ発送』

となります。

記入済み・未記入の残りすべての用紙を下記あてに社内便にて発送してください。

マーケティング統括部イベントプランニング部 小出あて

このページを出⼒して、
納品時と発送時の
チェックリストとして
お使いください。

チェック

資材チェック表④



資材梱包内容①

段ボール箱に、資材内容が記載されています。
実施後は、記載通りに箱に入れてください。

ラベル ラベル

梱包形状 梱包形状
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資材梱包内容②

ラベル ラベル

梱包形状 梱包形状

段ボール箱に、資材内容が記載されています。
実施後は、記載通りに箱に入れてください。
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資材梱包内容③

写真取り寄せ中 写真取り寄せ中

トップバリュ用資材は1個口となります上記資材は、
本社イベントプランニングへ発送をしてください

ラベル

梱包形状

ラベル

梱包形状

段ボール箱に、資材内容が記載されています。
実施後は、記載通りに箱に入れてください。


