コーヒー用バックパック

www.rocketpacks.deドイツ製
コーヒーバックパックを自分用にカスタマイ
ズしますか？パーソナライズされたブランド
のコーヒーバックパックは、飲み物のバック
パックをユニークな「ハイキングサイン」に

します。
•バックパックのブランドのデザインは完全に
無料です。たとえば、イベントのコーポレー
トアイデンティティを実装したり、新製品を
見せたり、強力な「行動を促すフレーズ」を
伝えることができます。

•設計の支援が必要な場合は、ご自由にご利用
ください。
スタンダード＆ラグジュアリーブランディン
グ：
•2つのタイプのブランディングが可能です。
高級ブランディングと標準ブランディングで
す。高級ブランドは高品質のPVC素材で作られ
ており、再利用可能です。
•標準のブランドには、コーヒーのバックパッ
クの透明な窓の後ろに置かれた一連の紙のポ
スターが含まれています。
•ブランディングは、付録で指定されているよ
うに、ユーザーが提供するデザインに基づい
ています。
•リクエストに応じてブランディングを保存で
きるため、後で完全に印刷されるPVCファブリ
ックで何度も使用できます。

1.端までブランディングを完了し、豪華な外
観、あなたのためにサーフィンを保存します
。短期的に整理し、一度限りのイベントに最

適、透明な窓の後ろに紙のポスターをセット
します。

2.ブランディングなし：袋は空の透明な窓、
ポスター素材で自己記入された状態で配送さ
れます。
ブランディングを作成するためのテンプレー
ト：
ブランディングの作成をお手伝いさせていた
だきます。
ブランディングを完全に設計できるように、
リクエストに応じて仕様をお送りします。仕
様を取得するために私達を送ってください。

プリントマグ：
あなたの好みに合わせて印刷できるコーヒー
またはティーカップをお探しですか？
その後、あなたは私たちにぴったりです！た
とえば、ウィッシュカップに独自のロゴやア
クション固有のアクションコールを印刷して
ください！
もちろん、コーヒーや他のコーヒーを提供す
るのはもっと楽しいです！私たちは1,000個か
ら印刷されたカップを提供しています。
マスターグラフィック付きプリントマグ：
•もちろん、コーヒーバックパックに独自のデ
ザインやロゴを印刷することもできます。ま
た、デザインを作成する機会も提供します。
相談後、私たちはあなたのために絵をデザイ
ンし、あなたが完全に満足した場合にのみそ
れを印刷します。完璧なプリントバックパッ
クのデザインをお手伝いします。
•このバックパックでは、11.4リットルのステ
ンレス製容器を収納する二重断熱パッケージ

のおかげで、ホットコーヒーとコールドコー
ヒー、発泡または非発泡コーヒーを最大2時間
焼くことができます。
•このバックパックを使用すると、モバイルサ
プライヤによってリザーバーがハンドポンプ
を介して加圧されます。

•
バックパックの周りには、ブランドを視覚化
するスペースがあります（2 x（22 x 38.5 cm）
および1 x（30 x 51 cm））。さらに良くするた
めに、バックパックにもフラグがあります。
実用的なバッグとコーヒー容器を含む。

•この非常によく断熱されたバックパックによ
り、コーヒー缶やボトルを簡単に配布できま
す。製品が完成する下部に開口部があります
。 20、33、または50 clの缶またはボトルに適
しています。
•バックパックの周りには、ブランドを視覚化
するスペースがあります（2 x（22 x 38.5 cm）
および1 x（30 x 51 cm））。さらに良くするた
めに、バックパックにもフラグがあります。
実用的なバッグを含む。
このモデルは、2つの二重壁円筒コーヒーコン
テナーで構成されています。各リザーバーは
個別に充填および注入できます。
最小の同心円管にアイスキューブを詰めて、
コーヒーの品質を損なうことなく冷やしたま
まにすることができます。
1.冷却シリンダーの有無にかかわらずこのモ
デルを選択できます。
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このバックパックの下部には、ブランディン
グを視覚化するためのスペースがあります（
14.5 x 33 cm）。それを強調するために、バッ
クパックにもフラグがあります。実用的なバ
ッグとカップホルダーを含む。
3.このバックパックでは、11.4リットルのステ
ンレス製容器を収納する二重断熱パッケージ
のおかげで、ホットコーヒーとコールドの発
泡コーヒーまたは非発泡コーヒーを最大2時間
調整できます。
4.このコーヒーバックパックにはCO2システム
が装備されており、ラテマキアートやエスプ
レッソなどの発泡性飲料のタッピングに最適
です。
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バックパックの周りには、ブランドを視覚化
するスペースがあります（2 x（22 x 38.5 cm）
および1 x（30 x 51 cm））。さらに良くするた
めに、バックパックにもフラグがあります。
実用的なバッグとカップホルダーを含む。
特売：
コーヒーのバックパックを購入しますか？電
子メールで無料の見積もりを受け取ることを
heしないでください。個々のイベントやブラ
ンディングのために私たちがあなたを紹介す
る一部です。
Kōhī-yō bakku pakku www. Rocketpacks.

De Doitsu-sei kōhībakkupakku o jibun-yō ni
kasutamaizu shimasu ka? Pāsonaraizu sa reta
burando no kōhībakkupakku wa, nomimono no
bakku pakku o yunīku na `haikingusain' ni
shimasu.

• Bakku pakku no burando no dezain wa kanzen ni
muryōdesu. Tatoeba, ibento no kōporētoaidentiti
o jissō shi tari, shinseihin o mise tari, kyōryokuna
`kōdō o unagasu furēzu' o tsutaeru koto ga
dekimasu.
• Sekkei no shien ga hitsuyōna baai wa, go jiyū ni
go riyō kudasai. Sutandādo& ragujuarīburandingu:

• 2Tsu no taipu no burandingu ga kanōdesu.
Kōkyū burandingu to hyōjun burandingudesu.
Kōkyū burando wa kōhinshitsu no PVC sozai de
tsukura rete ori, sai riyō kanōdesu.
• Hyōjun no burando ni wa, kōhī no bakku pakku
no tōmeina mado no ushiro ni oka reta ichiren no
kami no posutā ga fukuma rete imasu.
• Burandingu wa, furoku de shitei sa rete iru yō ni,
yūzā ga teikyō suru dezain ni motodzuite imasu.
• Rikuesuto ni ōjite burandingu o hozon dekiru
tame,-go de kanzen ni insatsu sa reru PVC
faburikku de nando mo shiyō dekimasu.
1.-Tan made burandingu o kanryō shi, gōkana
gaikan, anata no tame ni sāfin o hozon shimasu.
Tanki-teki ni seiri shi, ichido kagiri no ibento ni
saiteki, tōmeina mado no ushironi-shi no posutā o

setto shimasu.

2. Burandingu nashi: Fukuro wa sora no tōmeina
mado, posutā sozai de jiko kinyū sa reta jōtai de
haisō sa remasu. Burandingu o sakusei suru tame
no tenpurēto:
Burandingu no sakusei o otetsudai sa sete
itadakimasu. Burandingu o kanzen ni sekkei dekiru
yō ni, rikuesuto ni ōjite shiyō o ookuri shimasu.
Shiyō o shutoku suru tame ni watashitachi o
okutte kudasai.
Purintomagu: Anata no konomi ni awa sete
insatsu dekiru kōhī matawa tīkappu o o
sagashidesu ka?

Sonogo, anata wa watashitachi ni pittaridesu!
Tatoeba, u~isshukappu ni dokuji no rogo ya
akushon koyū no akushonkōru o insatsu shite
kudasai! Mochiron, kōhī ya hoka no kōhī o teikyō
suru no wa motto tanoshīdesu! Watashitachi wa
1, 000-ko kara insatsu sa reta kappu o teikyō shite
imasu. Masutāgurafikku-tsuki purintomagu:
• Mochiron, kōhībakkupakku ni dokuji no dezain
ya rogo o insatsu suru koto mo dekimasu.
Mata, dezain o sakusei suru kikai mo teikyō
shimasu. Sōdan-go, watashitachi wa anata no
tame ni e o dezain shi, anata ga kanzen ni
manzoku shita baai ni nomi sore o insatsu
shimasu. Kanpekina purintobakkupakku no dezain
o otetsudai shimasu.
• Kono bakku pakkude wa, 11. 4-Rittoru no
sutenresu seiyōki o shūnō suru nijū dan'netsu
pakkēji no okage de, hottokōhī to kōrudokōhī,
happō matawa hi happō kōhī o saidai 2-jikan yaku
koto ga dekimasu.
• Kono bakku pakku o shiyō suru to,
mobairusapuraiya ni yotte rizābā ga handoponpu

o kaishite kaatsu sa remasu.

• Bakku pakku no mawari ni wa, burando o
shikaku-ka suru supēsu ga arimasu (2 x (22 x 38. 5
Cm) oyobi 1 x (30 x 51 cm) ). Sarani yoku suru
tame ni, bakku pakku ni mo furagu ga arimasu.
Jitsuyō-tekina baggu to kōhī yōki o fukumu.
• Kono hijō ni yoku dan'netsu sa reta bakku pakku
ni yori, kōhī kan ya botoru o kantan ni haifu
dekimasu. Seihin ga kansei suru kabu ni kaikō-bu
ga arimasu. 20, 33, Matawa 50 cl no kan matawa
botoru ni tekishite imasu.

• Bakku pakku no mawari ni wa, burando o
shikaku-ka suru supēsu ga arimasu (2 x (22 x 38. 5
Cm) oyobi 1 x (30 x 51 cm) ).
Sarani yoku suru tame ni, bakku pakku ni mo
furagu ga arimasu. Jitsuyō-tekina baggu o fukumu.
Kono moderu wa,
tsu no kōhīkontenā de kōsei sa rete imasu. Kaku
rizābā wa kobetsu ni jūten oyobi chūnyū
dekimasu. Saishō no dōshin'en-kan ni aisukyūbu o
tsumete, kōhī no hinshitsu o sokonau koto naku
hiyashita mama ni suru koto ga dekimasu.
1. Reikyaku shirindā no umu ni kakawarazu kono
moderu o sentaku dekimasu.
2. Dai 2 kono bakku pakku no kabu ni wa,
burandingu o shikaku-ka suru tame no supēsu
ga arimasu (14. 5 X 33 cm). Sore o kyōchō suru
tame ni, bakku pakku ni mo furagu ga arimasu.
Jitsuyō-tekina baggu to kappuhorudā o
fukumu.
3. 3. Kono bakku pakkude wa, 11. 4-Rittoru no
sutenresu seiyōki o shūnō suru nijū dan'netsu
pakkēji no okage de, hottokōhī to kōrudo no

happō kōhī matawa hi happō kōhī o saidai 2jikan chōsei dekimasu.
4. 4. Kono kōhībakkupakku ni wa CO 2 shisutemu
ga sōbi sa rete ori, ratemakiāto ya esupuresso
nado no happō-sei inryō no tappingu ni
saitekidesu.
5. Dai 5-kai bakku pakku no mawari ni wa,
burando o shikaku-ka suru supēsu ga arimasu
(2 x (22 x 38. 5 Cm) oyobi 1 x (30 x 51 cm) ).
Sarani yoku suru tame ni, bakku pakku ni mo

furagu ga arimasu.
6. Jitsuyō-tekina baggu to kappuhorudā o
fukumu.
7. Tokubai: Kōhī no bakku pakku o kōnyū shimasu
ka?

8. Denshi mēru de muryō no mitsumori o uketoru
koto o he shinaide kudasai. Koko no ibento ya
burandingu no tame ni watashitachi ga anata o
shōkai suru ichibudesu.

