
自動販売機につきましては、様々なサイズを取り揃えております ※標準外形寸法 幅999×奥行き630×高さ1830(mm) 
※通常のポスターとは違い、屋外で使用した場合でも約3年の耐久性があります。

平日9:00～17:00

お問い合わせ

設置先様にお支払いする販売手数料の一部を支援金として頂く仕組みとなっています。

東京キリンビバレッジサービス株式会社 千葉支店
〒275-0001 千葉県習志野市東習志野6-19-8

Fax:047-478-4164
TEL.047-479-5540

http://chiba-bohan.or.jp/

お気軽に
ご相談ください

防犯活動をご理解していただき支援いただける方

「防犯協会支援自販機」の
     設置場所をご紹介ください!

この自動販売機の
売上の一部が、
地域の防犯活動を
展開する防犯協会への
支援金となります。

地域防犯活動を
支援できる自販機

売手数料の一部を支援金として頂く仕組みとなっています。売手数料の 部を支援金として頂く仕組みとな ています
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千葉県防犯協会
公益社団法人 

協会

防犯協会
支援自販機のご案内

防犯協会
支援自販機のご案内

防犯協会
支援自販機のご案内

※写真はイメージです。

商品補充・空缶回収・メンテナンスなど全て東京キリンビバレッジサービスにて実施いたします。
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東京キリンビバレッジサービスによる支援金支払い代行東京キリンビバレッジサービスによる支援金支払い代行

お客様

例 1本130円の缶ジュースを購入の場合

Q1 自動販売機の設置には、お金がかかりますか？

よくあるご質問

東京キリンビバレッジサービス（株）の取り組み事例

手数料
設置先様

支援金
千葉県防犯協会（７円）

５％

設置に関しては、原則無料です。リース料、保証料など一切かかりません。ただし、設置スペースから3m以内に100vの電源がない場合には、
電源工事代を負担していただく事があります。また、設置後には月額2,000円～3,000円程度の電気料金の負担が必要になります。

Q2 設置にはどれくらいのスペースが必要ですか？
新聞紙一枚程度の平らなスペースがあれば、一般的なサイズの自動販売機は簡単に設置できます。

Q3 自動販売機の代金回収や清掃、商品の補充や空缶やボトルの回収はどうするのですか？
すべてオペレーションセールスマンが定期的に行います。設置者様に負担をおかけするようなことはありません。

Q4 故障やトラブルが起きた時はどうすればいいの？
ご連絡いただければ、メンテナンススタッフが迅速に対応いたします。

Q5 他社自販機と入れ替えて設置もできますか？
入れ替えることは可能ですが、現在のご契約内容を確認させて頂きます。

子供・高齢者の保護活動への支援

防犯ボランティア活動への支援

その他必要な事業への支援

子供・女性被害防止活動への支援

（33円）
25％

千葉県防犯協会の方針により支援内容が決定し防犯活動に生かされます。

取り扱いブランド

（26円）
20％

設置先様との打ち合わせにより金額は
決定させていただきます

※定価販売で手数料25％のケース商品
ご購入

売上金
回収

支援金の
活用内容
（例）

防犯パトロール隊の活動として、
地区の子ども達と

花壇作りを行いました。

各事業所と得意先様と連携し
古紙回収活動を行い、

集まった収益を寄付させて頂きました。

営業活動の中で
設置候補先を独自に開発し

防犯協会様に寄与させて頂きます。

営業車やルートカーに
防犯協会のステッカーを貼り
防犯活動を行っております。

130円 130円

千葉県防犯協会公益社団法人 
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