
飲み物のバックパック 

www.rocketpacks.de     ドイツ製 

•キャンペーンを活気付ける方法や販売促進を改善

する方法がわからない場合 

 

 

モバイル飲料のバックパックをお試しください！ 

 

国内外で優れていることが証明されているこの傾

向は、確かにあなたにアピールします。バックパ

ックを1つ選ぶだけで、「外出先で行くことができ

ます。 

http://www.rocketpacks.de/


•バックパックの使用場所：プロモーションセール

スプロモーション製品サポートコンサート、フェ

スティバル、巡礼、市のフェスティバル、スイミ

ングプール、山岳リゾート、公共スペース、スタ

ジアム、小売チェーンなど... 

何ができますか？ 

•バックパックとプロモーターを簡単に見えるよう

にするために、以下を提供します。 

•バックパックの本体に関する企業メッセージ。 

•製品をモバイル飲料バックパックに固定（生産可

能） 

会社または製品のロゴが付いたバックパックにフ

ラグが付いています 

•会社の衣類（パンツ、Tシャツ、スポーツキャッ

プなど）に会社の広告メッセージ（ロゴまたは製

品）が印刷されたカップ 

•提供する飲み物、およびニーズと要件に合わせた

その他のプロモーションとブランドオプション 

 

ターンキープロジェクトの実装： 

お客様の要件に基づいて、以下を含むターンキー

イベント全体を実現させていただきます。 



準備計画、行動シナリオ、プロモーターの選択と

トレーニング、適切な飲み物の設計 

販促資料： 

イベント全体の技術的および組織的なサポートを

行います 

 

•あらゆる飲料に適しています»ホット/コールド、

炭酸/炭酸 

•断熱ナイロン製 

•飲料の品質を長期間維持します 

•断熱材とカバー付きの配送ホース 

•保護バルブ付き11.35 lスチールタンク 

•広告サイズ77 cm x 44 cm 



•すべてのカップタイプのカップホルダー 

•容器を加圧するためのポンプ 

•その他のアクセサリー-衣類、帽子、旗、風船、

旗など 

色：シルバー（リクエストに応じて他の色） 

正味重量：5.8 kg 

寸法：53 x 35 x 34 cm 

 

•冷たい飲み物に適して-炭酸とまだ 

•優れた断熱プラスチック製 

•掃除が簡単 

•断熱材とカバー付きの2本の投与ホース 

•2 x 5リットルのPET 

•63 cm x 29 cmの透明バッグでの広告の可能性 

•カップ、直径9 cm、高さ42 cm 

•両方の容器を加圧するためのハンドポンプ 

•その他のアクセサリー-衣類、帽子、旗、風船、

旗など 

色：シルバー（リクエストに応じて他の色） 

正味重量：1.2 kg 



寸法：40 x 30 x 26 cm 

 

•断熱性の良いナイロン製 

•製品の品質を長期間維持します 

•ボトル入り飲料缶に最適 

•サンドイッチ、スナック、アイスクリームなどの

ゴツゴツした食品に適しています。 

•3つの調節可能な内ポケット付き 

•すぐに開くか閉じる 

•パッド入りショルダーストラップ 

•広告メッセージ 

•透明なベルクロポケットサイズ：50 x 21.50 x 

14.34 x 14cm 

•その他のアクセサリー-衣類、帽子、旗、風船、

旗など 

色：シルバー（リクエストに応じて他の色） 

正味重量：2.2 kg 

寸法：58 x 40 x 22 cm 

 

1.販売とサービス：飲料のバックパックの購入を

考えていますか？ 



 

お問い合わせいただければ、ご希望に応じた価格

表を提供いたします。 

 

完全なサービス、オペレータートレーニング、関

連コンポーネント、スペアパーツ、レンタル：飲

料パックのレンタル期間は、お客様とお客様の要

件に完全に依存します。 

 

ほとんどの場合、毎日、毎週、毎月、手配なしで

提供しています！ 

1.標準的な家賃の価格表または需要を測定するた

めの計算は、要求に応じて送信されます。アイデ



アがあります：バックパックからどのような飲み

物を引き出したいですか 

2.バックパックをいつまでレンタルしたいですか

？借りてチェックアウトする前に、バックパック

を手配できます。 

3. Rocketpacksは1995年から市場で営業しており、

それ以来、数多くのコミュニケーションキャンペ

ーンと独自のオーサリングプロジェクトの準備と

実行に成功しています。 

4.メディア、PR、広告、マーケティング、イベン

ト管理の分野で包括的なサービスを提供します。 

 

 

5.ハイドレーションパックは長年にわたって魅力

的なプレゼンテーション形式でした。この間、バ

ックパックは、販売促進、製品プロモーション、

さまざまなプロモーションなどの一環としてバッ

クパックを使用する多くの常連客を獲得しました

。 

 

 



6.私たちの機関はまた、文化、社会、教育分野の

発展に貢献するよう努めており、慈善的で有用な

プロジェクトに積極的に参加しています。 

 

 

7.私たちはあなたがあなたの申し出に精通し、あ

なたの願いの実行におけるあなたのパートナーに

なるとすぐに信じます。 

Rocketpacksは、飲料の瓶詰め用の飲料バックパッ

クの製造、販売、レンタルを専門とし、独占的な

サプライヤーです。 

Nomimono no bakku pakku www. Rocketpacks. De 

Doitsu-sei  



• kyanpēn o kakkidzukeru hōhō ya hanbai sokushin o 

kaizen suru hōhō ga wakaranai baai mobairu inryō no 

bakku pakku o o tameshi kudasai! Kokunaigai de 

sugurete iru koto ga shōmei sa rete iru kono keikō wa, 

tashikani anata ni apīru shimasu.  

Bakku pakku o 1tsu erabu dake de,`gaishutsu-saki de 

iku koto ga dekimasu. 

 • Bakku pakku no shiyō basho: 

Puromōshonsērusupuromōshon seihin sapōtokonsāto, 

fesutibaru, junrei,-shi no fesutibaru, suimingupūru, 

sangaku rizōto, kōkyō supēsu, sutajiamu, kouri chēn 

nado... Nani ga dekimasu ka? 

 • Bakku pakku to puromōtā o kantan ni mieru yō ni 

suru tame ni, ika o teikyō shimasu.  

• Bakku pakku no hontai ni kansuru kigyō messēji.  

• Seihin o mobairu inryō bakku pakku ni kotei (seisan 

kanō) kaisha matawa seihin no rogo ga tsuita bakku 

pakku ni furagu ga tsuite imasu 

• kaisha no irui (pantsu, tīshatsu, supōtsukyappu nado) 

ni kaisha no kōkoku messēji (rogo matawa seihin) ga 

insatsu sa reta kappu 

• teikyō suru nomimono, oyobi nīzu to yōken ni 

awaseta sonohoka no puromōshon to burando 

opushon tānkīpurojekuto no jissō:  



Okyakusama no yōken nimotozuite, ika o fukumu 

tānkīibento zentai o jitsugen sa sete itadakimasu. Junbi 

keikaku, kōdō shinario, puromōtā no sentaku to 

torēningu, tekisetsuna nomimono no sekkei hansoku 

shiryō:  

Ibento zentai no gijutsu-teki oyobi soshiki-tekina 

sapōto o okonaimasu 

• arayuru inryō ni tekishite imasu» hotto/ kōrudo, 

tansan/ tansan 

• dan'netsu nairon-sei 

• inryō no hinshitsu o chōkikan iji shimasu• 

dan'netsuzai to kabā-tsuki no haisō hōsu• hogo 

barubu-tsuki 11. 35 L suchīrutanku• kōkoku saizu 77 cm 

x 44 cm• subete no kappu taipu no kappuhorudā 

• yōki o kaatsu suru tame no ponpu• sonohoka no 

akusesarī - irui, bōshi, hata, fūsen, hata nado iro: 

Shirubā (rikuesuto ni ōjite hoka no iro) shōmi jūryō: 5. 8 

Kg sunpō: 53 X 35 x 34 cm• tsumetai nomimono ni 

tekishite - tansan to mada• sugureta dan'netsu 

purasuchikku-se 

i• sōji ga kantan• dan'netsuzai to kabā-tsuki no 2-pon 

no tōyo hōsu• 2 x 5-rittoru no petto• 63 cm x 29 cm no 

tōmei baggu de no kōkoku no kanōsei 



• kappu, chokkei 9 cm, taka-sa 42 cm

 

• ryōhō no yōki o kaatsu suru tame no handoponpu• 

sonohoka no akusesarī - irui, bōshi, hata, fūsen, hata 

nado iro: Shirubā (rikuesuto ni ōjite hoka no iro) shōmi 

jūryō: 1. 2 Kg sunpō: 40 X 30 x 26 cm 

• dan'netsu-sei no yoi nairon-sei• seihin no hinshitsu o 

chōkikan iji shimasu• botoru-iri inryō kan ni saiteki• 

sandoitchi, sunakku, aisukurīmu nado no gotsugotsu 

shita shokuhin ni tekishite imasu.  

• 3Ttsu no chōsetsu kanōna uchi poketto-tsuki• sugu ni 

hiraku ka tojiru• paddo-iri shorudāsutorappu 

• kōkoku messēji• tōmeina berukuropokettosaizu: 50 X 

21. 50 X 14. 34 X 14 cm• sonohoka no akusesarī - irui, 

bōshi, hata, fūsen, hata nado iro: Shirubā (rikuesuto ni 



ōjite hoka no iro) shōmi jūryō: 2. 2 Kg sunpō: 58 X 40 x 

22 cm 1. Hanbai to sābisu: Inryō no bakku pakku no 

kōnyū o kangaete imasu ka? O toiawase itadakereba, 

go kibō ni ōjita kakaku-hyō o teikyō itashimasu. 

 Kanzen'na sābisu, operētātorēningu, kanren 

konpōnento, supeapātsu, rentaru: Inryō pakku no 

rentaru kikan wa, okyakusama to okyakusama no 

yōken ni kanzen ni izon shimasu. Hotondo no baai, 

Mainichi, maishū, maitsuki, tehai nashi de teikyō shite 

imasu!  

1. Hyōjun-tekina yachin no kakaku-hyō matawa juyō o 

sokutei suru tame no keisan wa, yōkyū ni ōjite sōshin sa 

remasu. Aidea ga arimasu: Bakku pakku kara dono yōna 

nomimono o hikidashitaidesu ka  

2. Bakku pakku o itsu made rentaru shitaidesu ka? 

Karite Chekkuauto suru mae ni, bakku pakku o tehai 

dekimasu.  

3. Rocketpacks wa 1995-nen kara ichiba de eigyō shite 

ori, sore irai, kazuōku no komyunikēshonkyanpēn to 

dokuji no ōsaringupurojekuto no junbi to jikkō ni seikō 

shite imasu.  

4. Media, PR, kōkoku, māketingu, ibento kanri no 

bun'ya de hōkatsu-tekina sābisu o teikyō shimasu.  

5. Haidorēshonpakku wa naganen ni watatte miryoku-

tekina purezentēshon keishikideshita.  



Konoaida, bakku pakku wa, hanbai sokushin, seihin 

puromōshon, samazamana puromōshon nado no ikkan 

to shite bakku pakku o shiyō suru ōku no jōren kyaku o 

kakutoku shimashita.  

6. Watashitachi no kikan wa mata, bunka, shakai, 

kyōiku bun'ya no hatten ni kōken suru yō tsutomete 

ori, jizen-tekide yūyōna purojekuto ni sekkyokutekini 

sanka shite imasu.   



7. Watashitachi wa anata ga anata no mōshide ni seitsū 

shi, anata no negai no jikkō ni okeru anata no pātonā ni 

naruto sugu ni shinjimasu.  

Rocketpacks wa, inryō no bindzume-yō no inryō bakku 

pakku no seizō, hanbai, rentaru o senmon to shi, 

dokusen-tekina sapuraiyādesu. 


