ビールのバックパック
www.rocketpacks.deドイツ製
このビールバックパックには特別な縫い付けラベ
ルがあります

•ビールのバックパックの内部は、特別な撥水素材
で作られています。蓋の裏には、書類と証明書の

袋があります。
•セラーの背面からサーマルバックパックを見てく
ださい。キャリングハンドルと正しく選択された
ベルトシステムとバッククッション。すべてが営
業時間に行われます。

•バックパックの背面には、デバイスをブランド化
するための特別な広告スペースがあります
ビールの初期温度を維持するためのシステムは、
バックパックの壁内に配置された特別な断熱材に
よって提供されます。
•バックパックの底部にはゴム製のストッパーがあ
り、サーマルパックの布地をよりきれいに保つこ
とができます。
•カップディスペンサーは、人の左側に取り付けら
れています。売り手は、自分でディスペンサーか
らグラスを取ります。ジャーを180〜500 ml配置す
る可能性
•保護および装飾用の布製カバーをメガネディスペ
ンサーに置き、キットの色で縫い付けます。

ブランディング用の両面フラグ（標準パッケージ
に含まれています）
消耗品（クリーム、砂糖など）とお金（標準セッ
トに含まれる）用のウエストバッグ
瓶詰めビール用の実用的なホース付きの大型ブラ
ンドビールバックパック。バックパックの側面に
は、カップ用のディスペンサーがあります。熱い
ビールと冷たいビールの温度を完全に垂直に保ち
ます。
バックパックの動作に関する短いビデオを見る：
デバイスの操作方法を示します。オフィスでのト
レーニングは1時間以上完了しません。
2品質

デバイスはステータスを渡しました。発行された
関連証明書を確認します。
一年中3
バックパックは熱を完璧に保ちます。また、寒さ
を完璧に保ちます。すべてのビールに適していま
す。
ビールを売ってお金を稼ぎましょう！広告代理店
の特別な条件。
ロケットパックの自社生産
1年保証のショッピングモール、スタジアム、プロ
モーション
バックパックはどこで使用できますか？
バックパックを運ぶ数十の場所：ビーチ、フェス
ティバル、キュー、コンサート、公園、自分のビ
ジネス、購入時に考慮すべきことは？
ビールのバックパックについて何を言いますか？

バックパックには2つの広告スペースがあります。
バックパックに入れる-69x34、5 cm、両側旗47x31
cm
1.耐久性と耐湿性のガラスホルダーは、破損せず
安全なポリカーボネート製です。
2.イージーウェイトシステムのおかげで、バック
パックは疲れることなく長時間肩に簡単に運ぶこ
とができます。
3.広告スペース、カップホルダー、除荷重量
4.ブランディング：バックパックの生産を、ブラ
ンドのユニークな色で完全に注文できます。
5.タップ：魔法瓶、食品グレードの鋼の便利で衛
生的で安全な充填

6.液体と接触するバックパックの詳細は、食品材
料のみで構成されています

ビールの種類、イベントの種類、場所に応じて、
私たちはあなたを拘束力のないものにします。
リクエストから24時間以内に常にオファーを受け
取ります。すぐに可能性の全体像を把握できるよ
うに、私たちはここですべての願いを受け入れま
す。
簡単でクリア：ビールのバックパックと関連資料
は扱いやすく、常に明確な指示があります。この
ようにして、レンタル期間を最適に使用できるよ
うにします。

モバイルビールの分野の専門家です。イベントや
プロモーションの訪問者にビールを持参してくだ
さい。適切なブランドとの組み合わせで、ハイド
レーションパックは本当に目を引くものです。サ
ービスと広告を1つに！さまざまな可能性について
お読みください。
1.柔軟性：柔軟性があり、効果的であることが証
明されています。主要なイベントやフェスティバ
ルの完全なモバイルケータリングの大きなリクエ
ストにビール1パックをレンタルするには、お問い
合わせください。可能性について読んでください
。
2.広告：
3.ハイドレーションパックのブランドをイベント
に関連付けるか、どのビールを提供するかを示す
ことにより、イベントへの訪問者の参加を増やし
ます。ブランディングデザインのお手伝いをさせ
ていただきます。
4.スタンダードブランディングとラグジュアリー
ブランディングの2つのバリエーションを提供して
います。可能性について読んでください。
5.もちろん、バックパックは、飲み物と飲み物を
準備するためのアクセサリーなしでは完全ではあ
りません。そのため、必要なすべてのアクセサリ

も提供しています。飲み物、カップ、ミルク、砂
糖だけでなく、（印刷された）カップについても
考えてください。
6.ビールやアクセサリーに加えて、コミュニケー
ションも考えてサービスを継続します。
7.たとえば、イベントを際立たせるビールバック
パックを提供しています。
Bīru no bakku pakku www. Rocketpacks. De Doitsu-sei
kono bīrubakkupakku ni wa tokubetsuna nui tsuke
raberu ga arimasu
• bīru no bakku pakku no naibu wa, tokubetsuna hassui
sozai de tsukura rete imasu. Futa no ura ni wa, shorui
to shōmei-sho no fukuro ga arimasu.

• Serā no haimen kara sāmarubakkupakku o mite
kudasai. Kyaringuhandoru to tadashiku sentaku sa reta
beruto shisutemu to bakku kusshon. Subete ga eigyō
jikan ni okonawa remasu.
• Bakku pakku no haimen ni wa, debaisu o burando-ka
suru tame no tokubetsuna kōkoku supēsu ga arimasu
bīru no shoki ondo o iji suru tame no shisutemu wa,
bakku pakku no kabeuchi ni haichi sa reta tokubetsuna
dan'netsuzai ni yotte teikyō sa remasu.
• Bakku pakku no teibu ni wa gomu-sei no sutoppā ga
ari, sāmarupakku no nunoji o yori kirei ni tamotsu koto
ga dekimasu.
• Kappudisupensā wa, hito no hidarigawa ni toritsuke
rarete imasu. Urite wa, jibun de disupensā kara gurasu
o torimasu. Jā o 180 〜 500 ml haichi suru kanōsei
• hogo oyobi sōshoku-yō no nunosei kabā o
meganedisupensā ni oki, kitto no iro de nui tsukemasu.
Burandingu-yō no ryōmen furagu (hyōjun pakkēji ni
fukuma rete imasu) shōkōhin (kurīmu, satō nado) to
okane (hyōjun setto ni fukuma reru)-yō no uesuto
baggu bindzume bīru-yō no jitsuyō-tekina hōsu-tsuki no
ōgata burandobīrubakkupakku.
Bakku pakku no sokumen ni wa, kappu-yō no disupensā
ga arimasu. Atsui bīru to tsumetai bīru no ondo o
kanzen ni suichoku ni tamochimasu. Bakku pakku no

dōsa ni kansuru mijikai bideo o miru: Debaisu no sōsa

hōhō o shimeshimasu.
Ofisu de no torēningu wa 1-jikan ijō kanryō shimasen.
2 Hinshitsu debaisu wa sutētasu o watashimashita.
Hakkō sa reta kanren shōmei-sho o kakunin shimasu.
Ichinenjū 3 bakku pakku wa netsu o kanpeki ni
tamochimasu.
Mata, samu-sa o kanpeki ni tamochimasu. Subete no
bīru ni tekishite imasu. Bīru o utte okane o
kasegimashou!
Kōkoku dairiten no tokubetsuna jōken.
Roketto pakku no jishaseisan 1-nen hoshō no
shoppingumōru, sutajiamu, puromōshon bakku pakku
wa doko de shiyō dekimasu ka?

Bakku pakku o hakobu sū jū no basho: Bīchi, fesutibaru,
kyū, konsāto, kōen, jibun no bijinesu, kōnyū-ji ni kōryo
subeki koto wa?
Bīru no bakku pakku ni tsuite nani o iimasu ka?
Bakku pakku ni wa 2tsu no kōkoku supēsu ga arimasu.
Bakku pakku ni ireru - 69 x 34, 5 cm, ryōsoku hata 47 x
31 cm
1. Taikyū-sei to taishitsu-sei no garasuhorudā wa,
hason sezu anzen'na porikābonēto-seidesu.
2. Ījīu~eitoshisutemu no okage de, bakku pakku wa
tsukareru koto naku chōjikan kata ni kantan ni hakobu
koto ga dekimasu.
3. Kōkoku supēsu, kappuhorudā, jo kajū-ryō 4.
Burandingu:
Bakku pakku no seisan o, burando no yunīkuna iro de
kanzen ni chūmon dekimasu.
5. Tappu: Mahōbin, shokuhin gurēdo no hagane no
benride eisei-tekide anzen'na jūten
6. Ekitai to sesshoku suru bakku pakku no shōsai wa,
shokuhin zairyō nomi de kōsei sa rete imasu bīru no
shurui, ibento no shurui, basho ni ōjite, watashitachi
wa anata o kōsoku-ryoku no nai mono ni shimasu.
Rikuesuto kara 24-jikan inai ni tsuneni ofā o
uketorimasu. Sugu ni kanōsei no zentai-zō o haaku

dekiru yō ni, watashitachi wa koko de subete no negai
o ukeiremasu. Kantande kuria:

Bīru no bakku pakku to kanren shiryō wa atsukai
yasuku, tsuneni meikakuna shiji ga arimasu.
Ko no yō ni shite, rentaru kikan o saiteki ni shiyō dekiru
yō ni shimasu.
Mobairubīru no bun'ya no senmonkadesu. Ibento ya
puromōshon no hōmon-sha ni bīru o jisan shite
kudasai.
Tekisetsuna burando to no kumiawase de,
haidorēshonpakku wa hontōni me o hiku monodesu.
Sābisu to kōkoku o

1tsu ni! Samazamana kanōsei ni tsuite o yomi kudasai.
1. Jūnansei: Jūnansei ga ari, kōka-tekidearu koto ga
shōmei sa rete imasu.
Shuyōna ibento ya fesutibaru no kanzen'na
mobairukētaringu no ōkina rikuesuto ni bīru
1 pakku o rentaru suru ni wa, o toiawase kudasai.
Kanōsei ni tsuite yonde kudasai.
2. Kōkoku: 3. Haidorēshonpakku no burando o ibento ni
kanrendzukeru ka, dono bīru o teikyō suru ka o
shimesu koto ni yori, ibento e no hōmon-sha no sanka
o fuyashimasu. Burandingudezain no otetsudai o sa
sete itadakimasu.
4. Sutandādoburandingu to ragujuarīburandingu no
2tsu no bariēshon o teikyō shite imasu. Kanōsei ni
tsuite yonde kudasai.
5. Mochiron, bakku pakku wa, nomimono to nomimono
o junbi suru tame no akusesarī nashide wa kanzende
wa arimasen. Sonotame, hitsuyōna subete no akusesari
mo teikyō shite imasu.
Nomimono, kappu, miruku, satō dakedenaku,(insatsu
sa reta) kappu ni tsuite mo kangaete kudasai.
6. Bīru ya akusesarī ni kuwaete, komyunikēshon mo
kangaete sābisu o keizoku shimasu. 7. Tatoeba, ibento
o kiwadataseru bīrubakkupakku o teikyō shite imasu.

