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基本的な15リットルの「非炭酸飲料」
優れた断熱性を備えたユニバーサルビバレッジバックパック（最大2時間）。プレミアムモデルと同じバックパックカバー。しか
し、15リットルのプラスチック飲料容器が装備されています。ホットとコールドのスチルドリンクに使用できます。
低価格のスタータードリンクバックパック！

標準タップ
イラスト：製品の特徴
無炭酸飲料

プレミアムタップ による柔軟な広告装飾
ホイルの後ろにペーパープリント

製品の特徴/技術データ：

‑素材：ターポリン（641 COMPLAN Original）
‑カラー：シルバー
‑バックパックの寸法：H 54 x W 42 x D 22 cm
‑重量（ロードされていない）：3,8 Kg

‑広告面（目に見える箔面）：H 44,5 x L 60 cm
‑カップディスペンサー：透明、プラスチック、使い捨てカップに適しています120‑300 ml（リムØ64‑83mm）
オプション：リターナブルカップで使用するためのファブリックの拡張、価格EUR 9.00 /ピース
‑飲料容器：食品に適したプラスチック（PE）、15L含有量
‑ベンダーのエプロンを含む。フロントバッグ3個（バックパックと同じ素材と色）
‑オプションのアクセサリ：プロモーション‑フラグを含む。望遠鏡スティック（L約140cm）*図示せず

機器を含む 標準タップ機器を
含む。プレミアムタップ

価格/ユニット：269.00ユーロ
価格/ユニット：299.00ユーロ
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基本的な15リットルの「炭酸飲料」
優れた断熱性を備えたユニバーサルビバレッジバックパック（最大2時間）。プレミアムモデルと同じバックパックカバー。しか
し、15リットルのプラスチック飲料容器が装備されています。ホットとコールドのように、スチルドリンクに使用できます
炭酸飲料にも。低価格のスタータードリンクバックパック！

標準タップ

イラスト：製品の特徴
無炭酸飲料

バックパックハーネスに取り付
けられた手動エアポンププレミアムタップ

製品の特徴/技術データ：

‑素材：ターポリン（641 COMPLAN Original）
‑カラー：シルバー
‑バックパックの寸法：H 54 x W 42 x D 22 cm
‑重量（ロードされていない）：3,8 Kg

‑広告面（目に見える箔面）：H 44,5 x L 60 cm
‑カップディスペンサー：透明、プラスチック、使い捨てカップに適しています120‑300 ml（リムØ64‑83mm）
オプション：リターナブルカップで使用するためのファブリックの拡張。価格EUR9.00 /個
‑飲料容器：食品に適したプラスチック（PE）、15L含有量
‑圧力機器としての手動エアポンプ（あらゆる種類の飲料に適しています）
‑ベンダーのエプロンを含む。フロントバッグ3個（バックパックと同じ素材と色）
‑オプションのアクセサリ：プロモーション‑フラグを含む。望遠鏡スティック（L約140cm）*図示せず

機器を含む 標準タップ機器を
含む。プレミアムタップ

価格/ユニット：339.00ユーロ
価格/ユニット：379.00ユーロ
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プレミアム5リットル「非炭酸飲料」
普遍的に適用可能な飲料バックパックの小型バージョン。軽量で断熱性に優れた頑丈で頑丈な飲料用バックパック（最大2時
間）。ホットとコールドを問わず、すべての「スチル」ドリンクに使用できます。に適し
シンプルで速い飲み物サービス。

ベンダーのエプロンを含む。フロントバッグ3個

標準タップ イラスト：製品の特徴
無炭酸飲料

プレミアムタップ

箔の後ろの紙インサートによる柔
軟な広告装飾

製品の特徴/技術データ：

‑素材：ターポリン（641 COMPLAN Original）
‑カラー：シルバー
‑バックパックの寸法：H 36 x W 31 x D 28 cm
‑重量（ロードされていない）：4,0 Kg

‑広告面（目に見える箔面）：H 30,5 x L 64,5 cm
‑カップディスペンサー：透明、プラスチック、使い捨てカップに適しています90‑150 ml（リムØ57‑73mm）
‑飲料容器：AFG容器NC（鋼）、重力供給、5リットルの内容
‑ベンダーのエプロンを含む。フロントバッグ3個（バックパックと同じ素材と色）
‑オプションのアクセサリ：プロモーション‑フラグを含む。望遠鏡スティック（L約140cm）*図示せず

機器を含む 標準タップ機器を
含む。プレミアムタップ

価格/ユニット：299.00ユーロ
価格/ユニット：339.00ユーロ
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プレミアム5リットル「炭酸飲料」
普遍的に適用可能な飲料バックパックの小型バージョン。軽量で断熱性に優れた頑丈で頑丈な飲料用バックパック（最大2時
間）。あらゆる種類の「炭酸飲料と蒸留飲料」を提供するために使用できます。
ホットとコールド。シンプルで速い飲み物サービスに適しています。

ベンダーのエプロンを含む。フロントバッグ3個

標準タップ イラスト：炭酸飲料の製品機能

プレミアムタップ

箔の後ろの紙インサートによる柔
軟な広告装飾

製品の特徴/技術データ：

‑素材：ターポリン（641 COMPLAN Original）
‑カラー：シルバー
‑バックパックの寸法：H 36 x W 31 x D 28 cm
‑重量（ロードされていない）：4,0 Kg

‑広告面（目に見える箔面）：H 30,5 x L 64,5 cm
‑カップディスペンサー：透明、プラスチック、使い捨てカップに適しています90‑150 ml（リムØ57‑73mm）
‑飲料容器：AFG容器NC（鋼）、5リットルの内容
‑圧力機器としての手動エアポンプ（あらゆる種類の飲料に適しています）
‑ベンダーのエプロンを含む。フロントバッグ3個（バックパックと同じ素材と色）
‑オプションのアクセサリ：プロモーション‑フラグを含む。望遠鏡スティック（L約140cm）*図示せず

機器を含む 標準タップ機器を
含む。プレミアムタップ

価格/ユニット：369.00ユーロ
価格/ユニット：EUR 409.00
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プレミアム11リットル「非炭酸飲料」
軽量で断熱性に優れた、完全に頑丈で頑丈な飲料用バックパック（最大3時間）。ホットとコールドを問わず、あらゆる種類
の「非炭酸」飲料に使用できます。シンプルで速い飲み物に適しています
サービス。取り扱いが簡単で、補充と清掃が簡単です。

標準タップ イラスト：非炭酸飲料の製品機能

プレミアムタップ
カップディスペンサー

使い捨てカップ用120‑300ml

製品の特徴/技術データ：

‑素材：ターポリン（641 COMPLAN Original）
‑カラー：シルバー
‑バックパックの寸法：H 54 x W 42 x D 22 cm
‑重量（ロードされていない）：5,5 Kg

‑広告面（目に見える箔面）：H 44.5 x L 60 cm
‑カップディスペンサー：透明、プラスチック、使い捨てカップに適しています120‑300 ml（リムØ64‑83mm）
オプション：リターナブルカップで使用するためのファブリックの拡張。価格EUR9.00 /個
‑飲料コンテナ：AFGコンテナNC（スチール）、重力供給、コンテンツ11リットル（3米ガロン）
‑ベンダーのエプロンを含む。フロントバッグ3個（バックパックと同じ素材と色）
‑オプションのアクセサリ：プロモーション‑フラグを含む。望遠鏡スティック（L約140cm）*図示せず

機器を含む 標準タップ機器を
含む。プレミアムタップ

価格/ユニット：359.00ユーロ
価格/ユニット：399.00ユーロ
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プレミアム11リットル「炭酸飲料」
軽量で断熱性に優れた、完全に頑丈で頑丈な飲料用バックパック（最大3時間）。ホットとコールドを問わず、あらゆる種類
の「炭酸飲料と非炭酸飲料」に使用できます。単純なものに適しています
と高速飲料サービス。取り扱いが簡単で、補充と清掃が簡単です。

標準タップ
イラスト：炭酸飲料の製品機能

プレミアムタップ
圧力機器としての手動エア
ポンプ

*リクエストに応じて追加の圧力アクセサリ*

製品の特徴/技術データ：

‑素材：ターポリン（641 COMPLAN Original）
‑カラー：シルバー
‑バックパックの寸法：H 54 x W 42 x D 22 cm
‑重量（ロードされていない）：5,5 Kg

‑広告面（目に見える箔面）：H 44.5 x L 60 cm
‑カップディスペンサー：透明、プラスチック、使い捨てカップに適しています120‑300 ml（リムØ64‑83mm）
オプション：リターナブルカップで使用するためのファブリックの拡張。価格EUR9.00 /個
‑飲料容器：AFG容器NC（鋼）、内容物11リットル（3米ガロン）
‑圧力機器としての手動エアポンプ（あらゆる種類の飲料に適しています）
‑ベンダーのエプロンを含む。フロントバッグ3個（バックパックと同じ素材と色）
‑オプションのアクセサリ：プロモーション‑フラグを含む。望遠鏡スティック（L約140cm）*図示せず

機器を含む 標準タップ機器を
含む。プレミアムタップ

価格/ユニット：429.00ユーロ
価格/ユニット：469.00ユーロ
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Pro11リットル「非炭酸飲料」
長年にわたって実績のある、プロの飲料サービス向けの究極のモバイルディスペンシングデバイス。特に頑丈で耐久性があ
り、断熱性の高い（最大4時間）バックパック構造。ユニバーサルアプリケーションに適しています
ホットおよびコールドの非炭酸飲料の調剤。

プロフェッショナル飲料バックパック
最大4時間の断熱

イラスト：非炭酸飲料の製品機能
標準タップ

プレミアムタップ
Pro 11‑Literは、プロのブラン

ドの外観を保証します

製品の特徴/技術データ：

‑素材：ターポリン（641 COMPLAN Original）
‑カラー：シルバー
‑バックパックの寸法：H 52 x W 35 x D 35 cm
‑重量（ロードされていない）：6.5 Kg

‑広告面（目に見える箔面）：H 43 x L 79 cm
‑カップディスペンサー：透明、プラスチック、使い捨てカップに適しています120‑300 ml（リムØ64‑83mm）
オプション：リターナブルカップで使用するためのファブリックの拡張。価格EUR9.00 /個
‑飲料容器：AFG容器NC（鋼）、重力供給、内容物11リットル（3‑USGallons）
‑特別なバックパックカバー：背面に組み込まれたアルミニウム支柱による強化構造
‑Insulation Plus、飲料容器用の追加のisoカバーを介して最大4時間以上
‑ベンダーのエプロンを含む。フロントバッグ3個（バックパックと同じ素材と色）
‑オプションのアクセサリ：プロモーション‑フラグを含む。望遠鏡スティック（L約140cm）*図示せず

機器を含む 標準タップ機器を
含む。プレミアムタップ

価格/ユニット：429.00ユーロ
価格/ユニット：469.00ユーロ
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Pro11リットル「炭酸飲料」
長年にわたって実績のある、プロの飲料サービス向けの究極のモバイルディスペンシングデバイス。特に頑丈で耐久性があ
り、断熱性の高い（最大4時間）バックパック構造。ユニバーサルアプリケーションに適しています。
「炭酸および非炭酸、ホットおよびコールド」のすべてのタイプの飲料に使用できます。

プロフェッショナル飲料バックパック
最大4時間の断熱

イラスト：炭酸飲料の製品機能

標準タップ

Pro 11‑Literは、プロのブラン
ドの外観を保証しますプレミアムタップ

製品の特徴/技術データ：

‑素材：ターポリン（641 COMPLAN Original）
‑カラー：シルバー
‑バックパックの寸法：H 52 x W 35 x D 35 cm
‑重量（ロードされていない）：6.5 Kg

‑広告面（目に見える箔面）：H 43 x L 79 cm
‑カップディスペンサー：透明、プラスチック、使い捨てカップに適しています120‑300 ml（リムØ64‑83mm）
オプション：リターナブルカップで使用するためのファブリックの拡張。価格EUR9.00 /個
‑飲料容器：AFG容器NC（鋼）、内容物11リットル（3‑USGallons）
‑圧力機器としての手動エアポンプ（あらゆる種類の飲料に適しています）
‑特別なバックパックカバー：背面に組み込まれたアルミニウム支柱による強化構造
‑Insulation Plus、飲料容器用の追加のisoカバーを介して最大4時間以上
‑ベンダーのエプロンを含む。フロントポケット3つ（バックパックと同じ素材と色）
‑オプションのアクセサリ：プロモーション‑フラグを含む。望遠鏡スティック（L約140cm）*図示せず

機器を含む 標準タップ機器を
含む。プレミアムタップ

価格/ユニット：499.00ユーロ
価格/ユニット：EUR 549.00
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Pro19リットル「非炭酸飲料」
XL PLUS SIZEとして、長年にわたって実績のある、プロの飲料サービス向けの究極のモバイルディスペンシングデバイス。
特に頑丈で耐久性があり、断熱性の高い（最大4時間）バックパック構造。に適しています
あらゆる種類の非炭酸飲料をホットおよびコールドでディスペンスします。

XL‑バリアント
モバイル飲料サービス！

標準タップ

イラスト：非炭酸飲料の製品機能

プレミアムタップ

製品の特徴/技術データ：

‑素材：ターポリン（641 COMPLAN Original）
‑標準色：シルバー
‑バックパックの寸法：H 72 x W 35 x D 35 cm
‑重量（ロードされていない）：8.5 Kg

‑広告面（目に見える箔面）：H 63 x L 77,5 cm
‑カップディスペンサー：砂/白、プラスチック、使い捨てカップに適しています350‑710 ml（リムØ82‑98mm）
オプション：リターナブルカップで使用するためのファブリックの拡張。価格EUR9.00 /個
‑飲料コンテナ：AFGコンテナNC（スチール）、重力供給、コンテンツ19リットル（5‑USGallons）
‑特別なバックパックカバー：背面に組み込まれたアルミニウム支柱による強化構造
‑Insulation Plus、飲料容器用の追加のisoカバーを介して最大4時間以上
‑ベンダーのエプロンを含む。フロントポケット3つ（バックパックと同じ素材と色）
‑オプションのアクセサリ：プロモーション‑フラグを含む。望遠鏡スティック（L約140cm）*図示せず

機器を含む 標準タップ機器を
含む。プレミアムタップ

価格/ユニット：509.00ユーロ
価格/ユニット：EUR 549.00
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Pro19リットル「炭酸飲料」
XL PLUS SIZEとして、長年にわたって実績のある、プロの飲料サービス向けの究極のモバイルディスペンシングデバイス。
特に頑丈で耐久性があり、断熱性の高い（最大4時間）バックパック構造。に適しています
ホットとコールドのすべてのタイプの炭酸飲料と非炭酸飲料をディスペンスします。

XL‑バリアント
モバイル飲料サービス！

標準タップ
イラスト：炭酸飲料の製品機能

圧力機器としての手動エア
ポンプ

プレミアムタップ *リクエストに応じて追加の圧力アクセサリ*

製品の特徴/技術データ：

‑素材：ターポリン（641 COMPLAN Original）
‑カラー：シルバー
‑バックパックの寸法：H 72 x W 35 x D 35 cm
‑重量（ロードされていない）：8.5 Kg

‑広告面（目に見える箔面）：H 63 x L 77,5 cm
‑カップディスペンサー：砂/白、プラスチック、使い捨てカップに適しています350‑710 ml（リムØ82‑98mm）
オプション：リターナブルカップで使用するためのファブリックの拡張。価格EUR9.00 /個
‑飲料容器：AFG容器NC（鋼）、内容物19リットル（5‑USGallons）
‑圧力機器としての手動エアポンプ（あらゆる種類の飲料に適しています）
‑特別なバックパックカバー：背面に組み込まれたアルミニウム支柱による強化構造
‑Insulation Plus、飲料容器用の追加のisoカバーを介して最大4時間以上
‑ベンダーのエプロンを含む。フロントポケット3つ（バックパックと同じ素材と色）
‑オプションのアクセサリ：プロモーション‑フラグを含む。望遠鏡スティック（L約140cm）*図示せず

機器を含む 標準タップ機器を
含む。プレミアムタップ

価格/ユニット：579.00ユーロ
価格/ユニット：629.00ユーロ
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Kombi 2x11リットル「非炭酸飲料」
プロフェッショナル飲料サービス用のモバイルディスペンシングシステム。バックパックシステムから2種類の飲み物を提供
できます。特に頑丈で耐久性があり、断熱性の高い（最大4時間）バックパック構造。
バージョンは、ホットおよびコールドの非炭酸飲料のディスペンスに適しています。

標準タップ
イラスト：非炭酸飲料の製品機能

プレミアムタップ

2個別に絶縁
飲料容器11リットル

製品の特徴/技術データ：

‑素材：ターポリン（641 COMPLAN Original）
‑カラー：シルバー
‑バックパックの寸法：H 52 x W 52 x D 32 cm
‑重量（ロードされていない）：11.0 Kg

‑広告面（目に見える箔面）：H 44 x L 91 cm
‑カップディスペンサー：砂/白、プラスチック、使い捨てカップに適しています350‑710 ml（リムØ82‑98mm）
オプション：リターナブルカップで使用するためのファブリックの拡張。価格EUR9.00 /個
‑飲料コンテナ（2x）：AFGコンテナNC（スチール）、重力供給、コンテンツ11リットル（3米ガロン）
‑特別なバックパックカバー：背面に組み込まれたアルミニウム支柱による強化構造
‑Insulation Plus、飲料容器用の追加のisoカバーを介して最大4時間以上
‑ベンダーのエプロンを含む。フロントポケット3つ（バックパックと同じ素材と色）
‑オプションのアクセサリ：プロモーション‑フラグを含む。望遠鏡スティック（L約140cm）*図示せず

機器を含む 標準タップ機器を
含む。プレミアムタップ

価格/ユニット：EUR 549.00
価格/ユニット：639.00ユーロ
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Kombi 2x11リットル「炭酸飲料」
プロフェッショナル飲料サービス用のモバイルディスペンシングシステム。バックパックシステムから2種類の飲み物を提供
できます。特に頑丈で耐久性があり、断熱性の高い（最大4時間）バックパック構造。バージョンは、ホットおよびコールド
のすべてのタイプの炭酸飲料と非炭酸飲料のディスペンスに適しています。

標準タップ イラスト：製品の特徴
炭酸飲料用

プレミアムタップ 2個別に絶縁
飲料容器11リットル

圧力機器としての手動エア
ポンプ

製品の特徴/技術データ：

‑素材：ターポリン（641 COMPLAN Original）
‑カラー：シルバー
‑バックパックの寸法：H 52 x W 52 x D 32 cm
‑重量（ロードされていない）：11.0 Kg

‑広告面（目に見える箔面）：H 44 x L 91 cm
‑カップディスペンサー：砂/白、プラスチック、使い捨てカップに適しています350‑710 ml（リムØ82‑98mm）
オプション：リターナブルカップで使用するためのファブリックの拡張。価格EUR9.00 /個
‑飲料コンテナ（2x）：AFGコンテナNC（スチール）、コンテンツ11リットル（3米ガロン）
‑手動エアポンプを含む。圧力機器としてのTカプラー（あらゆる種類の飲料に適しています）
‑特別なバックパックカバー：背面に組み込まれたアルミニウム支柱による強化構造
‑Insulation Plus、飲料容器用の追加のisoカバーを介して最大4時間以上
‑ベンダーのエプロンを含む。フロントポケット3つ（バックパックと同じ素材と色）
‑オプションのアクセサリ：プロモーション‑フラグを含む。望遠鏡スティック（L約140cm）*図示せず

機器を含む 標準タップ機器を
含む。プレミアムタップ

価格/ユニット：639.00ユーロ
価格/ユニット：EUR 719.00
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Kombi 2x15リットル「非炭酸飲料」
互いに独立して空にする2つのプラスチック容器（PE）を備えたモバイルディスペンシングシステム。このコンパクトな飲
料バックパックモデルでは、2つの異なる飲料を同時に提供できます。2時間までの断熱。バージョンは、ホットおよびコー
ルドの非炭酸飲料をディスペンスするのに適しています。軽量で高負荷容量により、複雑でない飲料サービスが保証されま
す。すぐにいっぱいになって、サービスを始めましょう⋯

プラスチック製の各15リットル
の2つの飲料容器を備えたコンパ
クトな飲料バックパック

標準タップ

イラスト：非炭酸飲料の製品機能

プレミアムタップ
軽量バックパック
高負荷容量

製品の特徴/技術データ：

‑素材：ターポリン（641 COMPLAN Original）
‑カラー：シルバー
‑バックパックの寸法：H 52 x W 36 x D 40 cm
‑重量（ロードされていない）：約。6.0 Kg
‑広告面（目に見える箔面）：H 43.5 x L 87.5 cm
‑カップディスペンサー：砂/白、プラスチック、使い捨てカップに適しています350‑710 ml（リムØ82‑98mm）
オプション：リターナブルカップで使用するためのファブリックの拡張。価格EUR9.00 /個
‑飲料容器（2x）：食品/飲料に適したプラスチック（PE）、含有量15リットル
‑ベンダーのエプロンを含む。フロントポケット3つ（バックパックと同じ素材と色）
‑オプションのアクセサリ：プロモーション‑フラグを含む。望遠鏡スティック（L約140cm）*図示せず

機器を含む 標準タップ機器を
含む。プレミアムタップ

価格/ユニット：399.00ユーロ
価格/ユニット：429.00ユーロ
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Kombi 2x15リットル「炭酸飲料」
互いに独立して空にする2つのプラスチック容器（PE）を備えたモバイルディスペンシングシステム。このコンパクトな飲料
バックパックモデルでは、2つの異なる飲料を同時に提供できます。2時間までの断熱。バージョンは、ホットおよびコール
ドの非炭酸飲料をディスペンスするのに適しています。軽量で高負荷容量により、複雑でない飲料サービスが保証されます。
T‑Couplerでエアポンプを使用する場合、バックパック
炭酸飲料の調剤に適しています。

CO2運転にも適したエアポンプ
を使用することで！

標準タップ

イラスト：炭酸飲料の製品機能

軽量バックパック
高負荷容量

プレミアムタップ

製品の特徴/技術データ：

‑素材：ターポリン（641 COMPLAN Original）
‑カラー：シルバー
‑バックパックの寸法：H 52 x W 36 x D 40 cm
‑重量（ロードされていない）：約。6.5キロ
‑広告面（目に見える箔面）：H 43.5 x L 87.5 cm
‑カップディスペンサー：砂/白、プラスチック、使い捨てカップに適しています350‑710 ml（リムØ82‑98mm）
オプション：リターナブルカップで使用するためのファブリックの拡張。価格EUR9.00 /個
‑飲料容器（2x）：食品/飲料に適したプラスチック（PE）、含有量15リットル
‑手動エアポンプを含む。圧力機器としてのTカプラー（あらゆる種類の飲料に適しています）
‑ベンダーのエプロンを含む。フロントポケット3つ（バックパックと同じ素材と色）
‑オプションのアクセサリ：プロモーション‑フラグを含む。望遠鏡スティック（L約140cm）*図示せず

機器を含む 標準タップ機器を
含む。プレミアムタップ

価格/ユニット：EUR 479.00
価格/ユニット：509.00ユーロ
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Kombi 2x5リットル「非炭酸および炭酸飲料」
断熱材付きの飲料バックパック（最大2時間）。バックパックから2種類の商品をお出しします。冷たい飲み物に適していま
す。炭酸を含まない飲料の重力供給操作。追加の圧力装置を使用する必要はありません。炭酸飲料の調剤、追加の圧力装置を
操作する必要があります。この目的には、Tカプラー付きのメカニカルエアポンプが最適です。理想

ファストドリンクサービスに！

2種類の飲料を提供
1つのバックパックから⋯

図：
炭酸飲料なしの製品の特徴

図：
の製品機能
炭酸飲料

⋯できれば適切
冷たい飲み物に！

製品の特徴/技術データ：

‑素材：トラックターポリン（641 COMPLAN Original）
‑カラー：シルバー
‑バックパックの寸法：H 36 x W 31 x D 28 cm
‑重量（ロードされていない）：2.0 Kg

‑広告面（目に見える箔面）：H 30,5 x L 64,5 cm
‑カップディスペンサー：透明、プラスチック、使い捨てカップに適しています120‑300 ml（リムØ64‑83mm）
オプション：リターナブルカップで使用するためのファブリックの拡張。価格EUR9.00 /個
‑飲料容器（2x）：食品/飲料に適したプラスチック（PE）、内容物5リットル
‑手動エアポンプを含む。圧力機器としてのTカプラー（あらゆる種類の飲料に適しています）
‑ベンダーのエプロンを含む。フロントポケット3つ（バックパックと同じ素材と色）
‑オプションのアクセサリ：プロモーション‑フラグを含む。望遠鏡スティック（L約140cm）*図示せず

機器「非炭酸飲料」機器「炭酸飲料」 価格/ユニット：249.00ユーロ
価格/ユニット：349.00ユーロ
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ドリンクパック‑楽しい5リットル
「非炭酸/炭酸飲料」

適度な断熱性を備えたシンプルな飲料用バックパックで、あらゆる楽しい機会に適しています。冷たい飲み物に適していま
す。スチルドリンクの場合、空にすることはGravity‑Fedを介して機能します‑追加の圧力アクセサリはありません
必要。炭酸飲料と一緒にバックパックを使用する場合、ミニエアポンプには として操作される
圧力アクセサリー。

イラスト：非炭酸飲料の製品機
能

イラスト：炭酸飲料の製品機
能

ミニエアポンプでの操作
圧力機器として

製品の特徴/技術データ：

‑素材：トラックターポリン（641 COMPLAN Original）
‑色：シルバー（色赤‑残り在庫、素材ナイロン）
‑バックパックの寸法：H 36 x W 27 x D 17 cm
‑重量（ロードされていない）：1,4 Kg

‑広告面（目に見える箔面）：H 31 x L 46 cm
‑飲料容器：食品/飲料に適したプラスチック（PE）、内容物5リットル
‑ショルダーストラップのカップホルダー（200 mlカップに最適）

‑CO2操作に必要：ミニエアポンプ（機械式、手動操作）

機器「非炭酸飲料」機器「炭酸飲料」 価格/ユニット：79.00ユーロ
価格/ユニット：99.00ユーロ
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スーパーマーケットの5リットルビール缶用パーティーパック⋯

スーパーマーケットの5リットルのビール缶には、適度な断熱性を備えたシンプルな飲料用バックパック（Drink‑Pack‑Funの
ようなバックパック）を使用できます。配達込み ビール缶のクランプとタッピング、標準の片手タップと圧力装置としての
ミニエアポンプを備えた接続された飲料ライン。

すべての標準的な5リットルのアルミビール缶で使用できます！

供給範囲：5リットルALUビー
ル缶用パーティーパック

5リットルのビール缶

製品の特徴/技術データ：
*ビール缶なしで供給*

‑素材：トラックターポリン（641 COMPLAN Original）
‑色：SLVER（色RED –残り在庫、素材ナイロン）
‑バックパックの寸法：H 36 x W 27 x D 17 cm
‑重量（ロードされていない）：1.0 Kg（ロードされている約7 Kg）

‑広告面（目に見える箔面）：H 31 x L 46 cm
‑ディスペンシングセット：片手タップ、スタンドパイプ、クランプ可能、ミニエアポンプ（上の中央の写真を参照）
‑‑Becherhalterung am Schultergurt（200mlのTrinkbecherに最適）
‑ショルダーストラップのカップホルダー（200 mlカップに最適）

価格/ユニット：89.00ユーロ
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ロケットタワー–シングル3リットル

ロケットタワーシングルは、イベントケータリングのハイライトです。プラスチック（PE）製の壊れない飲料チューブを1つ
装備し、チューブの内容は3リットルです。内部冷却（IceTube）とタッピングデバイスを含む、この超軽量バックパックは
人目を引くものであり、⋯

屋内イベントケータリングの保証された売上高！

あなたのブランドイメージ

最適に表現
Ice‑Tubeで使用する場合、容

量はわずか2リットルです。
飲料チューブ

製品の特徴/技術データ：

‑素材：トラックターポリン（641 COMPLAN Original）
‑カラー：シルバー
‑バックパックの寸法：H 60 x W 32 x D 11 cm
‑飲料チューブの長さ：70 cm（1リットルあたりのキャリブレーションあり）およびタップ付き飲料ラインが含まれています

‑アイスチューブの長さ：60cm
‑重量（未充填）：1.7 Kg
‑広告面：1x H 54 x L 10 cm＆1x H 14 x L 23 cm
‑ベンダーのエプロンを含む。フロントポケット3つ（バックパックと同じ素材と色）
‑オプションのアクセサリ：プロモーション‑フラグを含む。望遠鏡スティック（L約140cm）*図示せず

価格/ユニット：EUR 189.00
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ロケットタワー–ツイン2x3リットル

ロケットタワーシングルは、イベントケータリングのハイライトです。プラスチック（PE）製の壊れない飲料チューブを2つ
装備し、各チューブの内容物は3リットルです。内部冷却（IceTube）とタッピングデバイスを含む、この超軽量バックパッ
クは人目を引くものであり、⋯

屋内イベントケータリングの保証された売上高！

あなたのブランドイメージ

最適に表現
Ice‑Tubeで使用する場合、容

量はわずか2リットルです。
飲料チューブ

製品の特徴/技術データ：

‑素材：トラックターポリン（641 COMPLAN Original）
‑カラー：シルバー
‑バックパックの寸法：H 60 x W 32 x D 11 cm
‑飲料チューブの長さ：70 cm（1リットルあたりのキャリブレーションあり）およびタップ付き飲料ラインが含まれています

‑アイスチューブの長さ：60cm
‑重量（未充填）：2.7 Kg
‑広告面：1x H 54 x L 10 cm＆1x H 14 x L 23 cm
‑ベンダーのエプロンを含む。フロントポケット3つ（バックパックと同じ素材と色）
‑オプションのアクセサリ：プロモーション‑フラグを含む。望遠鏡スティック（L約140cm）*図示せず

価格/ユニット：299.00ユーロ
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ツインパック–缶＆ボトルバックパック
断熱ツインパックは、最大500 mlの市販の飲料缶およびボトル（PETまたはガラス）、および食品および非食品セクターの
パッケージ製品に理想的なモバイル配布システムです。プロモーションおよび販売能力を補完および向上させるのに最適で
す。簡単な充填と取り扱い！

ツインパックは、カップに入れるための飲料バックパックに変換できます。
ソリューションと価格についてはお問い合わせください。

15缶またはボトルの積載量を備
えた2チャンバーデバイス

各500mlまで

空の容器を処分するための廃棄
物バッグ付きツインパック 柔軟な交換可能

広告メッセージ！

製品の特徴/技術データ：

‑素材：トラックターポリン（641 COMPLAN Original）
‑カラー：シルバー
‑バックパックの寸法：H 60 x W 35 x D 30 cm
‑重量（未充填）：4,0 Kg
‑広告面（裏面）：H 52 x W 30 cm
‑広告面：2x H 38 x W 22 cm
‑ベンダーのエプロンを含む。フロントポケット3つ（バックパックと同じ素材と色）
‑オプションのアクセサリ：プロモーション‑フラグを含む。望遠鏡スティック（図示せず）。ゴミ袋（左上図）。

価格/ユニット：269.00ユーロ （ウェイストバッグ‑価格/ユニットEUR 49.00）
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BT4002 –蓋付きのベンダートレイ
絶縁ベンダートレイは、幅広いアプリケーションに適しています。高品質の素材と技量が安定性と耐久性を保証します。取
り外し可能なリフトアップリッド、背中に横方向に調整可能なショルダーパッドを備えたショルダーベルトシステムは、最
高の着用快適性を保証します。サービスアクセサリーやマネーポーチ用の2つのサイドポケットが外側に付いています。前
面とフタ（内側）は広告目的で飾ることができます。ふた付きトレイを使用する場合
アイスクリーム商品の流通にも最適！

缶、ボトル、カップを安定させ
るための15穴インサート

人間工学に基づいたショルダーストラップシステム

調節可能なショルダーパッド付き 穴Ø70mm、高さ50 mm

インレイ（部屋の仕切り）、

トレイを整頓します
の柔軟な変更
広告メッセージ

リフトアップリッドは完全に取り外し可能

製品の特徴/技術データ：

‑素材：トラックターポリン（641 COMPLAN Original）
‑カラー：シルバー
‑トレイの寸法：H 20 x W 39 x D 39 cm
‑重量（未充填）：2,2 Kg
‑正味量：25リットル
‑広告面（前面）：H 13 x W 69 cm
‑広告面（蓋の内側）：H 12 x W 31 cm
‑オプションのアクセサリ：プロモーション‑フラグを含む。望遠鏡スティック（図示せず）。

インレイ付き設備（間仕切り） 価格/ユニット：EUR 149.00
15穴インサート  価格/ユニット：19.00ユーロ
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BT4003 –蓋付きのベンダー用トレイオンボードXL
絶縁ベンダートレイは、幅広いアプリケーションに適しています。高品質の素材と技量が安定性と耐久性を保証します。取り
外し可能なリフトアップリッド、背中に横方向に調整可能なショルダーパッドを備えたショルダーベルトシステムは、最高の
着用快適性を保証します。サービスアクセサリーやマネーポーチ用の2つのサイドポケットが外側に付いています。前面と蓋
（内側）は、広告目的で装飾することができます。ふた付きトレイを使用すると、アイスクリーム製品の流通にも適していま
す！

500mlの缶やボトルでの使用に特に適しています！

缶、ボトル、カップを安定させ
るための15穴インサート

人間工学に基づいたショルダーストラップシステム

調節可能なショルダーパッド付き
穴Ø70mm、高さ50 mm

の柔軟な変更
広告メッセージ

インレイ（部屋の仕切り）、

トレイを整頓します

製品の特徴/技術データ：

‑素材：トラックターポリン（641 COMPLAN Original）
‑カラー：シルバー
‑トレイの寸法：H 30 x W 39 x D 39 cm
‑重量（未充填）：3.0 Kg
‑正味量：40リットル
‑広告面（前面）：H 23 x W 69 cm
‑広告面（蓋の内側）：H 12 x W 31 cm
‑オプションのアクセサリ：プロモーション‑フラグを含む。望遠鏡スティック（図示せず）。

インレイ付き設備（間仕切り） 価格/ユニット：169.00ユーロ
15穴インサート  価格/ユニット：19.00ユーロ
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BT4001 –ふた付きベンダートレイクラシック

幅広い用途向けの大容量ベンダートレイ、熱絶縁。高品質の素材と技量が安定性と耐久性を保証します。取り外し可能なリフ
トアップリッド、背中に横方向に調整可能なショルダーパッドを備えたショルダーベルトシステムは、最高の着用快適性を保
証します。サービスアクセサリーやマネーポーチ用の2つのサイドポケットが外側に付いています。前面と蓋（内側）は、広
告目的で装飾することができます。いつ
アイスクリーム製品の流通にも適した蓋付きトレイを使用してください！

大容量ベンダートレイ
断熱材付き インレイ（部屋の仕切り）は維持します

トレイが整頓されている

24穴インサート

広告の柔軟な変更

穴Ø70mm、高さ50 mm

製品の特徴/技術データ：

‑素材：トラックターポリン（641 COMPLAN Original）
‑カラー：シルバー
‑トレイの寸法：H 23 x W 57 x D 41 cm
‑重量（未充填）：2,8 Kg
‑正味量：45リットル
‑広告面（前面）：H 14 x W 50 cm
‑広告面（蓋の内側）：2x H 20 x W 50 cm
‑広告面（サイドバッグ）：2x H 12 x W 34 cm
‑オプションのアクセサリ：プロモーション‑フラグを含む。望遠鏡スティック（図示せず）。

インレイ付き機器（2xルームディバイダー） 価格/ユニット：EUR 199.00
24穴インサート  価格/ユニット：29.00ユーロ
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EVT2010 –アイスクリームバッグを含む 2つの冷却要素
2つの冷却要素が含まれている熱絶縁アイスクリームバッグ。内側に柔軟な4パーツのチャンバー分割、外側に2つのサイドポ
ケット、テキスタイル保護付きの調節可能なショルダーストラップ。側面に耐候性と磁気クラスプを備えたリフトアップリッ
ド。アイスクリームやその他の冷凍製品の流通に最適です。

天気‑/干渉
保護

アイスクリームに最適
分布

4部構成のチャンバー装置

2つの冷却要素が含まれています

広告の柔軟な変更

製品の特徴/技術データ：

‑素材：トラックターポリン（641 COMPLAN Original）
‑カラー：シルバー
‑バッグの寸法：H 37 x W 25,5 x D 25 cm
‑重量（冷却要素を含む）：3,2 Kg（冷却要素を除く重量1,4 Kg）
‑正味量：20リットル
‑広告面（前面）：高さ15.5 x幅33cm

バッグ付き 2つのVAMUS冷却要素VAMUS冷却
要素‑21°C、28x20x2 cm

価格/ユニット：129.00ユーロ
価格/ユニット：12.00ユーロ
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EB4003 –スライディングリッド付きアイスクリーム自動販売機ボックス

人間工学に基づいて設計されたベンダーのトレイモデルで、断熱性を高めるためにフォーム素材のパネルで二重壁になっています。
4点ショルダーストラップシステムを装備。実用的なスライディングリッド（取り外し可能）、急激な温度を防ぎます
内部の損失と最適な取り扱いを保証します。

アイスクリームなどの冷凍食品に最適！

アイスクリームトレイ付き
スライディングリッド、4ポイントショルダー

ストラップとホイルバッグ

アイスクリームトレイを除く
フォイルバッグとスライディングリッド

人間工学に基づいた4ポイント

ショルダーストラップ

取り外し可能なスライディングリッド

製品の特徴/技術データ：

カラー：ホワイト
材質：PEプラスチック
外側の寸法：L60cm x H22,5cm x D33cm内側の寸法：
L55cm x H19,5cm x D29cm正味体積：約 31リットル

重量（未充填）：約 3,4 Kg
広告面（前面）：ステッカーまたは柔軟な広告インサート用の前面フォイルで装飾できます。

アイスクリームトレイ付き スライディングリッド＆4点ストラッ
プ：セパレーター（3個セット）：
フォイルバッグL63,5x H16,5 cm（L59 x H16,5 cmの内側）

価格/ユニット：EUR 199.00
価格/ユニット：EUR 9.00
価格/ユニット：19.00ユーロ
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VB4004 –ベンダーの自動販売機ボックス

人間工学に基づいて設計されたベンダーのトレイモデルで、お手入れが簡単なプラスチック製で、自重が非常に軽いです。装備
4点ショルダーストラップシステム付き。角氷による商品の冷却が可能！

‑すべてプラスチック製の柔軟で適用可能なベンダートレイ‑

イラストを除く フォイルバッグ セパレータなしのイラスト イラスト付き 柔軟な広告装飾用
のフォイルバッグ

16穴インサートのイラスト

2つのセパレーターのイラスト

製品の特徴/技術データ：

標準色：ホワイトアルミニウム（RAL9006）材質：プ
ラスチック（ポリスチレン）
外側の寸法：L60cm / H18cm / D33cm内側の寸法：
L55,5cm / H17,5cm / D29cm正味容積：約。28リット
ル
重量（未充填）：約 2,3 Kg
広告面（前面）：ステッカーまたは柔軟な広告インサート用の前面フォイルで装飾できます。

ベンダートレイを含む 4点ショルダーストラップ：16
穴インサート：

価格/ユニット：EUR 149.00
価格/ユニット：19.00ユーロ

セパレーター（3個セット）：
フォイルバッグL63,5x H16,5 cm（L59 x H16,5 cmの内側）

価格/単位：EUR
価格/ユニット：19.00ユーロ

9.00
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ラップトップ‑サポーター–2つのサイズが利用可能

ノートブック/ラップトップ用の快適なモバイルワークパッド。背面に調節可能なショルダーベルトシステムが交差していま
す。ショルダーパッドとより幅の広いストラップを備えたXLバージョン。人間工学に基づいた構造。付属のベルクロ
ストリップがユニットをワークパッドに固定し、最適な取り扱いを保証します。

ラップトップ‑サポーター標準
デバイス11 "～14"の場合

ラップトップ‑サポーターXL
デバイス15 "～18"の場合画像標準バージョン

画像XLバージョン

ベルトシステム標準モデル ベルトシステムXLモデル

標準の機器/技術データ（デバイス11 "‑14"）
‑素材：ターポリン（641 COMPLAN Original）
‑カラー：シルバー/ブラック

‑寸法：L 35 x D 35/37 x H 4 cm
‑重量：0.8 Kg 価格/ユニット：69.00ユーロ

XLの機器/技術データ（デバイス15 "‑18"）
‑素材：ターポリン（641 COMPLAN Original）
‑カラー：シルバー/ブラック

‑寸法：L 45 x D 40/44 x H 5 cm
‑重量：1,0 Kg 価格/ユニット：79.00ユーロ
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LaptopSupporterBag‑2 in1モデル
ノートブック/ラップトップ用のパッド入りケースは、いくつかの簡単な手順でモバイルワークデスクに変換できます。幅広
のバッククロスショルダーストラップが安定性と快適さを提供します。付属のベルクロストリップがデスクをワークパッドに
固定し、最適な取り扱いを保証します。ふたの内側のフォイルバッグは、広告目的で使用できます。

キャリングケースと⋯ 調節可能なショルダーパッド付き
のワイドショルダーストラップモバイルワークデスク

とキャリング‑バッグ
ノートブック/ラップトップ11 "‑18"

ベルクロストライプは、ワークデスク
上のデバイスを安定させます

⋯モバイルワークデスクを1つに

製品の特徴/技術データ：

‑素材：ターポリン（641 COMPLAN Original）
‑カラー：シルバー/ブラック
‑寸法：L 40 x D 39 / 35,5 x H 9 cm
‑重量：1.6 Kg
‑広告面（フォイルバッグ）：H 30 x W 34 cm

価格/ユニット：119.00ユーロ
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プロモーションバッグ–個別の広告の可能性
機能的で、多面的に適用可能なショルダーバッグ。耐久性のあるトラックの防水シートでできており、快適なショルダーベル
トが付いており、調整可能でパッドが入っています。前面とカバーに紙のインサートが付いた個別の販促用装飾
外側に。

インサイドビュー

プロモーションバッグ

数量から100個から他の色で
もご利用いただけます！

製品の特徴/技術データ：

‑素材：ターポリン（641 COMPLAN Original）
‑標準色：シルバー（一部の残骸は黄色、緑、青）
‑バッグの寸法：L 40 x H 30 x D 12 cm
‑重量：0.8 Kg
‑正味量：12リットル
‑広告面前面/カバー：H 25 x W 38 cm

価格/ユニット：39.00ユーロ
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PP8001 –プラカードパック（ウォーキングビルボード）

構造を安定させるためのアルミニウムブレースを備えた超軽量バックパック構造。プラカード/ポスターの非常に効果的なモ
バイルプレゼンテーション用。場所に依存しない大面積のプレゼンテーションにより、広告メッセージの視認性が高くなりま
す。配送には、3つのフロントポケットが付いたベンダーのエプロンが含まれます。キャリアは持っています
製品サンプル、リーフレットなどをハンズフリーで配布できます。

3つのベンダーのエプロン
広告メッセージのク
イックチェンジ

チラシ、サンプル、チラシなど
のフロントポケット。

製品の特徴/技術データ：

‑寸法：L 126 x W 64 x D 28 cm
‑カラー：シルバー
‑素材：ターポリン（（641 COMPLAN Original）
‑フロントポケットが3つ付いたベンダーのエプロン（色と素材はプラカードパックと同じ）
‑目に見える広告エリア（裏側）：H 119 x W 83 cm（約DIN A0）
‑目に見える広告エリア（アロフト）：H 41 x W 57 cm
‑重量：約。5.2キロ

価格/ユニット：EUR 189.00
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ビールタワーオリジナル3＆5リットル

ほぼすべての飲料（高アルコール度数を除く）に適した頑丈な卓上ディスペンサー。透明なプラスチック製の蛇口を備えたモ
ダンなデザイン。壊れにくいポリカーボネート製の飲料チューブ。1リットルあたりのキャリブレーション、360°回転可能。
丈夫なベースは広告目的に使用でき、ステッカーで飾ることができます。

IceTube（内部冷却）
3＆5リットルタワー

イメージビール‑タワー3リットル 360°回転可能なチューブ

高品質の透明な蛇口

壊れにくいポリカーボ
ネート製の飲料チューブ

バージョン3リットル（アイテム番号：ZS2005 / 3）

全高：90cm /重量：4.0Kg 価格/ユニット：119.00ユーロ

バージョン5リットル（アイテム番号：ZS2005 / 5

全高：125cm /重量：4,4Kg 価格/ユニット：129.00ユーロ

オプションのアクセサリー⋯

冷却要素（IceTube）内部冷却
角氷と水で満たされており、飲み物を希釈することなく、より長く新鮮に保ちます。点滅する角氷と一緒に使用する
と、注意の度合いが大幅に高まります...
商品番号：ZS2105 / 3リットル  価格/ユニット：17.00ユーロ
商品番号：ZS2105 / 5リットル  価格/ユニット：19.00ユーロ

角氷を入れたIceBullet（図示せず）3リットルチューブ
用3個/セット  価格/セット3：€7.00
5リットルチューブ用5個/セット  価格/ 5個セット：10.00ユーロ

クリーニングブラシ（図示されていない）
商品番号：ZS2108
3リットルの飲料チューブ5
リットルの飲料チューブ

Preis /StückEUR：12.00
Preis /StückEUR：14.00
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TRITON「プロモーション」5リットル

テーブルトップディスペンサー... 3つのタップから同時に飲料をディスペンスします！二酸化炭素の有無にかかわらず、すべての種
類の飲料をタップするのに適しています（できれば冷たい）。配達込み ポテトチップス、サンドイッチなどのスナック用のクリーニ
ングブラシ、冷却ブロック、トレイ。

使用される材料および原材料は、規則（EU）No.10 / 2011および
規則（EU）No。1935/2004であり、食品/飲料での使用に適しています。

スナックトレイ 飲料容器5リットル（キャリブ
レーション付き）3＆5リットル

TRITONプロモ5リットル

冷却ブロック

頑丈なベース

ネジでタップします

製品の特徴/技術データ：

‑材質：プラスチック（食品/飲料での使用に適しています）
‑全高：60cm
‑内容：5リットル
‑スナックトレイの直径：25 cm
‑重量（未充填）：2.7 Kg
‑リクエストに応じてアクセサリー

価格/ユニット：109.00ユーロ
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TRITON「スカイ」5リットル

テーブルトップディスペンサー... 3つのタップから同時に飲料をディスペンスします！二酸化炭素の有無にかかわらず、すべ
ての種類の飲料をタップするのに適しています（できれば冷たい）。配達込み クリーニングブラシ、角氷用のアイスチュー
ブ（オプションで冷却ブロックと一緒に使用可能）、チップス、サンドイッチなどのスナック用のトレイ。

使用される材料および原材料は、規則（EU）No.10 / 2011および
規則（EU）No。1935/2004であり、食品/飲料での使用に適しています。

SKY5リットル込み アイスチューブ
角氷用

SKY 5リットル（未充填）

マルチタップシステム
3つのディスペンシングタップ

冷却ブロック
（オプションの冷却要素）

製品の特徴/技術データ：

‑飲料容器5リットル：プラスチック（食品/飲料での使用に適しています）
‑角氷用のアイスチューブ：プラスチック（食品/飲料での使用に適しています）
‑全高：89.7cm
‑幅：31.9cm
‑内容：5リットル
‑トレイの直径：25 cm
‑距離タップ/ベース：21.5 cm
‑重量（未充填）：2.8 Kg
‑リクエストに応じてアクセサリー

価格/ユニット：119.00ユーロ
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商品番号：4160S
カップディスペンサー、プラスチック、クリア、（小）

クラシックスモールカップディスペンサー、透明ブルー、新しいフリップカップにより、カップを取り外さずに補充できま
す。カップサイズ90～150 ml、リム直径57～73 mm、チューブ長のトップロードおよび重力供給自動調整
406 mm、（壁取り付け装置に付属、サスペンション1つ）

製品の特徴/技術データ：

‑材質：プラスチック
‑色：透明（透明）
‑チューブの長さ：406 mm
‑使い捨てカップサイズの場合：90‑150 ml、
‑リム径付き：57‑73 mm
‑重量：0.3 Kg

価格/ユニット：25.00ユーロ

商品番号：3165M
カップディスペンサー、プラスチック、クリア、（中）

クラシックミディアムカップディスペンサー、透明ブルー、新しいフリップカップにより、カップを取り外さずに補充できま
す。カップサイズ120～300 ml、リム直径64～83 mm、チューブ長に対応するトップロードおよび重力供給自動調整
508 mm、（壁取り付け装置に付属、サスペンション1つ）

製品の特徴/技術データ：

‑材質：プラスチック
‑色：透明（透明）
‑チューブの長さ：508 mm
‑使い捨てカップサイズの場合：120‑300 ml、
リム直径：64‑83 mm
‑重量：0,4 Kg

価格/ユニット：29.00ユーロ

37



アイテム番号：4410M
カップディスペンサー、プラスチック、砂（中/大）

プルタイプの飲料カップディスペンサー、ほとんどすべてのアプリケーションに。壊れないポリエチレン製の素材、カラーSANDま
たはRED（リクエストに応じて）、トップロードおよび重力供給、自動調整、カップサイズ350～710ml、リム直径用
82‑98mm、チューブ長597mm（壁取り付け装置、2つのサスペンションに付属）。

製品の特徴/技術データ：

‑材質：ポリエチレン（プラスチック）
‑標準色：砂
‑チューブの長さ：597 mm
‑使い捨てカップサイズの場合：350‑710 ml、
リム直径：82‑98 mm
‑重量：0.5 Kg

価格/ユニット：59.00ユーロ

*ご要望に応じて小さいカップサイズのディスペンサー！

商品番号：3250S
カップディスペンサー、ステンレス鋼（小）

スモールカップディスペンサー、ステンレス鋼、トップロードおよび重力供給、自動調整、カップサイズ180～350 ml、リム
直径70～86 mm、チューブ長406 mm（壁取り付け装置に付属、サスペンション1つ）

製品の特徴/技術データ：

‑材質：ステンレス鋼
‑色：シルバー（St.‑Steel）
‑チューブの長さ：406 mm
‑廃棄カップのサイズ：180～350 ml、リム
の直径：70～86 mm
‑重量：0,6 Kg

価格/ユニット：EUR 46.00

セール– 50％オフ
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商品番号：4200M
カップディスペンサー、ステンレス鋼（中）

ミディアムカップディスペンサー、ステンレス鋼、トップロードおよび重力供給、自動調整、カップサイズ120～300 ml、リ
ム直径70～86 mm、チューブ長597 mm（壁取り付け装置、2つのサスペンションに付属）

製品の特徴/技術データ：

‑材質：ステンレス鋼
‑色：シルバー（St.‑Steel）
‑チューブの長さ：597 mm
‑使い捨てカップサイズの場合：120‑300 ml、
リム直径：70‑86 mm
‑重量：0,7 Kg

価格/ユニット：54.00ユーロ

セール– 50％オフ

商品番号：4400L
カップディスペンサー、ステンレス鋼（大）

ラージカップディスペンサー、ステンレス鋼、トップロードおよび重力供給、自動調整、カップサイズ350～710 ml、リム直
径82～98 mm、チューブ長597 mm（壁取り付け装置、2つのサスペンションに付属）。

製品の特徴/技術データ：

‑材質：ステンレス鋼
‑色：シルバー（St.‑Steel）
‑チューブの長さ：597 mm
‑使い捨てカップサイズの場合：350‑710 ml、
リム直径：82‑98 mm
‑重量：0.8 Kg

価格/ユニット：59.00ユーロ

セール– 50％オフ
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多目的カップディスペンサー、St.‑スチール（中/大/ XL）
カップディスペンサー、ステンレス鋼、トップロードおよび重力供給、クローム蓋付き、使い捨てカップ紙またはプラスチッ
ク用。ディスペンサーのリム径は、ドライバーまたはコインでリム径に合わせて調整できます。
カップ。壁取り付け用の装置を含む納品（2つのサスペンション）。

3200M（中）

技術データ：

‑色：シルバー（St.‑Steel）
‑チューブの長さ：597 mm
‑カップサイズの場合：180‑300 
ml、リム直径Ø：56‑81 mm
‑重量：0,7 Kg セール– 50％オフ
価格/ユニット：58.00ユーロ

* * * * *

3400L（大）

技術データ：

‑色：シルバー（St.‑Steel）
‑チューブの長さ：597 mm
‑カップサイズの場合：350‑710 
ml、リム直径Ø：70‑98 mm
‑重量：0,8 Kg

価格/ユニット：62.00ユーロ

* * * * *

3500XL（X‑Large）

技術データ：

‑色：シルバー（St.‑Steel）
‑チューブの長さ：597 mm
‑カップサイズの場合：950‑1360 
ml、リム直径Ø：101‑123 mm
‑重量：1,0 Kg

セール– 50％オフ

価格/ユニット：€76.00
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カップディスペンサーSt.‑スプリング付きスチール（中/大/ XL）

使い捨てカップ紙またはプラスチック用のスプリング付きカップディスペンサー、ステンレス鋼。カップのリム径はドライ
バーまたはコインで調整できます。壁取り付け用の装置を含む納品（2つのサスペンション）。
カップディスペンサーは、水平、垂直、または45°に取り付けることができます。

3200EV‑M セール ‑ 50％オフ
技術データ：

‑色：シルバー（St.‑Steel）
‑チューブの長さ：597 mm
‑カップサイズの場合：180‑300 
ml、リム直径Ø：56‑81 mm
‑重量：1,1 Kg

価格/ユニット：EUR 85.00

* * * * *

3400EV‑L

技術データ：

‑色：シルバー（St.‑Steel）
‑チューブの長さ：597 mm
‑カップサイズの場合：350‑710 ml、

リム径Ø：70‑98 mm
‑重量：1.2 Kg

セール– 50％オフ

価格/ユニット：EUR 92.00

* * * * *

3500EV‑XL

技術データ：

‑色：シルバー（St.‑Steel）
‑チューブの長さ：597 mm
‑カップサイズの場合：950‑1360 
ml、リム直径Ø：101‑123 mm
‑重量：1.3 Kg

価格/ユニット：EUR 110.00

セール– 50％オフ
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テーブルトップスタンド

テーブルトップスタンド、クロム/スチール構造、最大4つの蓋/カップディスペンサー用、チューブ長597 mm、
2つのサスペンション。

3604S スタンドのみ スタンド付き カップディスペンサー
と蓋ディスペンサー

技術データ：

‑色：クローム
‑高さ：914 mm
‑ベースリムの直径：254 mm
‑重量：3.5 Kg

価格（スタンドのみ）
単位：185.00ユーロ

※右上のイラストはスタンド3604S込みで
す。カップディスペンサー2x3200M、1x 
3400L、リッドディスペンサー1x 3402DH

価格込み 装置
単位：432.00ユーロ

ふたディスペンサーステンレス鋼

ふたディスペンサー（2つのふたサイズ用）、つや消しステンレス鋼、カップのふたに適しています。のデバイスを含む配信
壁取り付け（2つのサスペンション）。

3402DH

技術データ：

‑色：シルバー（St.‑Steel）
‑チューブの長さ：597 mm
‑カップサイズの場合：173‑710 ml

‑重量：1.3 Kg

価格/ユニットEUR69.00
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AFG飲料容器NC、ステンレス鋼
5リットル、11リットル、19リットル

AFGビバレッジコンテナNC、5リットル、11リットル、19リットルの容量、タンクの蓋に圧力逃が弁が付いた容器の蓋、ゴム
製グリップ付きのベース、上部ハンドル。重力バージョンでは、追加のアウトバルブがあります
タンクの底（横方向の出力）。

RP1104 / 5
（5L内容）

RP1104 / 11
（11L内容）

RP1104 / 19
（19L内容）

技術データ： 技術データ： 技術データ：

‑材質：St.‑Steel DIN 1.4301
‑高さ：23.5 cm
‑リムの直径：21.3cm（+/‑ 1cm）
‑重量：2.26 Kg

‑材質：St.‑Steel DIN 1.4301
‑高さ：42.5cm
‑リム径：21.3cm（+/‑ 1cm）
‑重量：2.7 Kg

‑材質：St.‑Steel DIN 1.4301
‑高さ：63.5cm
‑リムの直径：21.3cm（+/‑ 1cm）
‑重量：3.4 Kg

価格/ユニット：99.00ユーロ 価格/ユニット：119.00ユーロ 価格/ユニット：129.00ユーロ

19リットル 11リットル 5リットル
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AFG飲料容器NC、ステンレス鋼5リットル、11リッ
トル、19リットル「重力実行」

AFGビバレッジコンテナNC、5リットル、11リットル、19リットルの容量、タンクの蓋に圧力逃が弁が付いた容器の蓋、ゴム
製グリップ付きのベース、上部ハンドル。重力バージョンでは、追加のアウトバルブがあります
タンクの底（横方向の出力）。

RP1104 / 5GV（5リットル） RP1104 / 11GV（11リットル）RP1104 / 19GV（19リットル）

飲料ホース、断熱材、カバー、タッ
プ、カプラーが付属しています

飲料ホース、断熱材、カバー、タッ
プ、カプラーが付属しています

飲料ホース、断熱材、カバー、タッ
プ、カプラーが付属しています

技術データ：
‑材質：St.‑Steel DIN 1.4301
‑高さ：23.5 cm
‑リムの直径：21.3cm（+/‑ 1cm）
‑重量：2.78 Kg

技術データ：
‑材質：St.‑Steel DIN 1.4301
‑高さ：42.5cm
‑リムの直径：21.3cm（+/‑ 1cm）‑リムの直径：21.3cm（+/‑ 1cm）
‑重量：3.1 Kg‑重量：3.9 Kg

技術データ：
‑材質：St.‑Steel DIN 1.4301
‑高さ：63.5cm

含む 標準タップ
価格/ユニット：129.00ユーロ

含む 標準タップ
価格/ユニット：EUR 149.00

含む 標準タップ
価格/ユニット：159.00ユーロ

含む プレミアムタップ
価格/ユニット：169.00ユーロ

含む プレミアムタップ
価格/ユニット：EUR 189.00

含む プレミアムタップ
価格/ユニット：EUR 199.00

19リットル 11リットル 5リットル
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プラスチック飲料容器（PE）重力バー
ジョン5リットルおよび15リットル

プラスチック飲料容器に使用されている材料と原材料は、規則（EU）No。10/2011および規則（EU）No。1935/2004に準拠
しており、食品/飲料での使用に適しています。

RP1104 / 15GVP（15 L） RP1104 / 5GVP（5 L） RP1000 / SDT
標準タップ

ホットとコールドで使用できます 冷たい飲み物に適しています。
飲み物。Basic15‑Literに適しており、アイテムDPF100と互換性があります。

DPD200。
⋯飲料用ホース、断熱材、カバー、蛇
口、カプラーが付属していますコンビ2x15リットル。

技術データ： 技術データ：

‑材質：プラスチック（PE）

‑高さ：43.5cm
‑幅：28cm
‑奥行き：16.5cm
‑重量：1.2 Kg

‑材質：プラスチック（PE）

‑高さ：32cm
‑幅：19cm
‑奥行き：11.5cm
‑重量：0.6 KG

含む 標準タップ
価格/ユニット：59.00ユーロ

装備のみ
標準タップ

価格/ユニット：29.00ユーロ

含む プレミアムタップ
価格/ユニット：99.00ユーロ

価格/ユニット：49.00ユーロ

RP1000 / PDT
プレミアムタップ

⋯飲料用ホース、断熱材、カバー、蛇
口、カプラーが付属しています

価格/大学：69,00ユーロ
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CO2を含む飲料用の圧力アクセサリ⋯

RP1101SF 11リットルコンテナに取り付けられたア
イテムRP1101SFおよびRP1102HIWI

CO2ガスボンベ
。。。ロータリーバルブ付きグレー、
技術承認、Ø60,3mm、長さ401 
mm、重量2,17 Kg

アイテムRP1101SF
（CO2ガスボンベ、スチール、500 g）

価格/ユニット：39.00ユーロ

RP1102HIWI

ミニCO2‑レギュレーター3バー
。。。安全弁付き、作動中
圧力計、ストップバルブ、圧力ライ
ン、逆止装置、NCカプラー7/16 "を完
備。

価格/ユニット：69.00ユーロ アイテムRP1102G N＆ソーダクラブ
アイテムRP1102HIWI

ミニCO2レギュレーター3バー
CO2‑に取り付けられたシリンダー

11リットル容器

RP1102GN

CO2‑レギュレーター0‑3バー、
⋯ NSハンドホイールで調整可能で、
「ソーダクラブ」や「ソーダストリー
ム」などのソーダバブルデバイスのアル
ミニウムCO2バルブボトルに適していま
す。店舗でのボトル交換も可能です。の
準備ができて
ラインとカプラーとの接続、ロケット
パック鋼容器に適しています。

アイテムRP1102GN
ソーダクラブ用CO2レギュレーター

ボトル（アルミ）価格/ユニット：EUR 110.00

RP1000 / KDT

補償器タップ付き
調整ネジ
⋯飲料のバックパックにCO2‑ガスボン
ベを使用する場合、このタップは必須
です。Pro 11リットルとPro‑19リット
ルでのみ使用可能です！

アイテムRP1000 / KDT

価格/ユニット：129.00ユーロ
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「非炭酸」および
「炭酸」飲料ホット＆コールド

RP1113 / PP

手動エアポンプ、8インチ、クロー
ム、 含む。留めスリーブ。ビール、
コーラ、ワイン、ジュース、水などの
すべての飲料をディスペンスするとき
にディスペンス圧力を生成するために
使用されます。

付属品
それぞれのバックパックモデルの
コネクタ。

記事に接続されたポンプ
プレミアム11リットル価格/ユニット：79.00ユーロ

RP1113 / PP‑T

空気ポンプ 上記のように、しかし T
コネクタ付き、 2つの飲料容器への
接続用。

付属品
それぞれのバックパックモデルの
コネクタ。

Tコネクタ付きポンプ
価格/ユニット：99.00ユーロ Tコネクタ付きエアポンプ 記事へKombi2x15リットル

JP2201

ミニエアポンプ、 製品DPF100および
P2003にCO2が含まれる飲料のディスペ
ンス圧力を生成します。

価格/ユニット：19.00ユーロ

ミニエアポンプ
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充填装置⋯

RP1107

生ビール充填キット
CO2レギュレーター0‑6 / 3バー、CO2
ホース接続、逆止弁付き樽カプラー（フ
ラット、バスケット、またはコンビ）、
飲料ラインを含む。カプラーおよびスニ
ファーバルブNC、7/16 "。

価格/ユニット：EUR 270.00

RP1106

プレミックスソフトドリンク充填キット
。。。ロケットパックの充填
飲料業界のプレミックスKEGからの飲料
容器。セットは、CO2レギュレーター
010/7バー、安全弁、シリンダー含有量
インジケーター、活栓付きで構成され、
圧力ラインを含む接続の準備ができてい
ます。NCカップリングブラックとスニ
ファーバルブNC7 / 6 "を備えた逆止弁お
よび飲料ライン。ご要望に応じて、CC
カップラーをご利用いただけます。

価格/ユニット：220.00ユーロ

RP1109

充填‑漏斗、Ø16cm、PE‑HD9507から

。。。型破りな充填
ロケットは、ライン接続の漏斗による
手の開口部を介して飲料容器をパック
します。泡立ちを抑えます！

価格/ユニット：EUR 20.00
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充填装置

RP1108

オーバーフローラインビール/プレミックス
セットは、飲料ライン（約2メートル）、カ
プラーNCブラック、スニフターバルブNC、
7/16インチで構成されています。オプション
で、フラッシュチラー接続用の蝶ナット5/8 
"、または接続タッピングバルブ用のUNEX
ホースクランプ付き。

価格/ユニット：79.00ユーロ

RP1110

Snifter‑Valve NC、7/16 "
（技術的な変更の可能性があります）

価格/ユニット：49.00ユーロ

オプション装備：
含む。オーバーフローライン（アイテムRP1108）

ロケットパックコンテナ
のKEGからの充填用RP1105 / PP

ピクニック‑手動ピストンポンプ
付きポンプ
⋯KEG、フルメタルバージョンへの取り
付け用。ビールKEGを直接タッピングす
るか、ロケットパックコンテナに移しま
す。醸造所からのビール樽を冷やし、ピ
クニックポンプを適切な樽に接続します

カプラーとビール樽に接続します。新鮮
なビールはすでに蛇口から出てきます。

通常、フラットフィッティング樽カプラーが
付属しています。他のフィッティングタイプ
が必要な場合は、ご注文でお知らせくださ
い！

価格/ユニット：129.00ユーロ
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さまざまなロケットパックアクセサリー⋯

TP3201

カップ保持装置
⋯ハンドル付き/なしの再利用可能な
カップ500ml用。容量約。15～20カッ
プ。ほぼすべての飲料用バックパック
のヒップベルトに取り付けることがで
きます。
再利用可能なカップを使用する場合の代
替ディスペンサーソリューション。

価格/ユニット：19.00ユーロ

TP3101

ゴミ袋
⋯空の缶/ボトルの処分のための記事ツ
インパックに適しています。簡単なイン
ストールと空にする。軽量、水と汚れ

忌避剤。

カラー：ブラック（ナイロン）

寸法：H47 x W41 x D22 cm重量（未充
填）：0.7 Kg

ツインパック込み ゴミ袋 ツインパック込み ゴミ袋
価格/ユニット：49.00ユーロ

RP2012 / PF

望遠鏡のポールで旗
スチール製の望遠鏡ポールを備えた信
号色の耐候性、柔軟なプロモーション
フラグ、約。長さ140cm、交換可能な
広告デコ用の2x DINA4フォイルポケッ
ト。照らされたストライプで縁取られ
ています。

色：ネオンイエローまたはグリー
ンサイズ：40/26 cm x 36 cm素
材：ナイロン/テキスタイル生地重
量：約 200g

価格/ユニット：39.00ユーロ

ツインパックのプロモフラグ Pro11‑Literを使用したプロモフラグ
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さまざまなロケットパックアクセサリー⋯

RP1115

ベンダーのエプロン、
サービスアクセサリー、マネーポーチ、
スペアカップなどのための3つの大きなポ
ケットに分かれています。

カラー：シルバー

材質：トラックターポリン寸法：
H24 x W52 x D7 cm正味容積：約。12
リットル重量（未充填）：200 g

価格/ユニット：19.00ユーロ

RP1116

輸送用絶縁スリーブ
ふた付き。コンテナRP1104 / 11
（標準および重力）に適していま
す。

カラー：ブラック

素材：ナイロン/フォーム素材寸
法：H 41 cm、Ø26cm重量：680 g

価格/ユニット：29.00ユーロ

RP1117

カップディスペンサーエクステンション

カップディスペンサーの底に取り付けるた
めの柔軟な布素材で作られています。カッ
プディスペンサーモデル3165Mおよび
4410Mに適しています⋯再利用可能なカッ
プを使用する場合。

価格/ユニット：EUR 9.00
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ロケットパックの利用規約

画像： 当社は、提供された記事の形式、機能、および機器を変更する権利を留保します。

送料とVAT： 発送はフランクフルト/マインの元営業所と法定付加価値税です。（現在19％）だけでなく、送料と梱包。

配達と支払い： 別段の合意がない限り、以前のすべての請求書が支払われている場合、請求書は30日以内に正味で支払われる
必要があります。前払いまたは配達のみによる新規顧客の場合、代金引換です。

配送日： 標準品と少量は通常、注文を受けてから3～5日以内に。私たちはより短い配達要求に応じるように努めます、しか
し、それらは私たちのために予約されています。

特別注文： ただし、可能であれば、納期を長くし、追加料金を請求する必要があります。交換はここでは除外されます。

特別注文の配送と支払い： 注文時の総注文額の50％。特別注文の場合、頭金を受け取った後にのみ生産が開始されます。配達
前に50％。カスタムメイド商品の返品・交換は除きます

賃貸料： 自分自身と法定VATを理解します。（現在19％）、梱包と送料。レンタル料金には、レンタル品やアクセサリーの最
終清掃が含まれています。

レンタル商品の発送： UPSパーセルサービスまたはフランクフルト/マインの営業所からの別の同等の運送会社によって実行さ
れます。レンタル商品の配送は、別途合意がない限り、通常、レンタル開始の1営業日前に行われます。

家賃の配達と支払い： レンタル料金は、レンタル品の返品後、請求書の日付から14日以内に支払う必要があります。レンタル
価格は割引なしで計算されているため、控除はありません。

レンタル品の返却： 入居者は、アクセサリーを含む賃貸品を適時に返却することを約束します。レンタル品は、レンタル期間
満了後3営業日以内に家主に返却する必要があります。見返りにデフォルトが発生した場合、デフォルト料金が請求されます。

著作権： SzabóRocketPacks社は、配信されたドキュメントの著作権および所有権の侵害について責任を問われる可能性があ
ります。たとえば、レタリング、ロゴ、図面、写真などについては責任を負いません。SzabóRocketPacksに対するすべての申
し立ては理由があります。そのような権利の侵害については、お客様が直接負担するものとします。

価格： 新しい価格表が表示されると、古い価格表はその有効性を失います。当面の間、当社は市況に応じて価格を変更する権
利を留保します。

苦情： §355（2）BGBに基づく消費者の失効/返品の期間は、納品書/請求書の日付から14日です。この期間内に、未使用の商
品は元のパッケージで返品できます。中古品の返品は除きます！返品を確認した後、商品の価値を返金します。梱包と送料は
返金不可です。返品費用は消費者の負担となります。起業家および/または事業者との取引については、取消または返還の権利
はありません。

輸送による損傷： 苦情は責任ある配達サービスにのみ行われ、損害報告によって払い戻しのためにそこで報告されなければな
りません。

責任： 当社は、悪天候、人員の不足または不十分な訓練、移転などの不可抗力により、当社の物品の使用により生じた損害ま
たは利益の損失の可能性について責任を負いません。
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またはイベントのキャンセル、バーの承認の欠如など。ここでは、損害賠償または家賃の減額の請求を主張することはできま
せん。レンタルアイテムは使用前にテストする必要があり、苦情やあいまいさは遅滞なく賃貸人に通知する必要があります。
その後受け取った苦情は考慮に入れることができません。賃貸物件は家主の所有物です。賃貸品の故意の損害または紛失の場
合、テナントは全責任を負います。

保証： 不適切な処理による欠陥または材料の欠陥に対して、購入日から2年。不適切な取り扱い、使用、保管の場合、および独
自の手直しまたは手直しの場合の保証請求はありません。

タイトルの保持： 配達された商品は、全額が支払われるまで当社の所有物です。

履行場所： フランクフルト/マインは、すべての権利の履行および合意された管轄の場所です。
および当社との取引から生じる義務。

会社概要：
ロケットパック飲料バックパックシステム登録所
有者：DezsöSzaboSossenheimerWeg 48

D‑ 65929フランクフルト/マイン、ドイツ

Eメール：info@rocketpacks.de電
話：+49（0）69 95297708ファッ
クス：+49（0）69 95297709

ビジネスオブジェクト：

飲料用バックパックとベンダートレイの製造と取引

銀行情報：
Postbank AG、60320フランクフルト
IBAN：EN29 5001 0060 0677 5786 09 / BIC：PBNKDEFF

2021年現在
私たちは変更を加える権利を留保します
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