ビアホールのような泡を。
大きい

すぐに消える

beer Server
New Experience of The New Sensation Foam!

細かい
長く持つ

泡は大きさによって性質が異なります。大きな泡はすぐに弾けてしまいますが、細かい
泡は長持ちしてクリーミーな感触をもたらします。
ビアホールでは大きな泡が消えるまで1分ほど落ち着かせてから泡を継ぎ足したり、
大きな泡の部分を取り去るなどの処理を行うことで細かい泡の割合を高め、おいしい
状態を長時間維持しています。
グリーンハウスのビアサーバーなら、超音波の力で細かい泡をいつでも待ち時間なく、
いくらでもお好みの量で注ぐことができます。

1秒間に4万回のパワー。
超音波の生み出す豊かな泡。

beer FOAMER
You can enjoy the new sense of foam if it is
Green house beer foamer.

グリーンハウスはビールや発泡酒などを振動させ泡立てるのに適した振動周波数を
徹底検証。最も適していた40kHzに設定しました。これは、目にもとまらぬ速さで1秒間
に4万回小さくビールを振っているのと同じです。

注いだ時の泡

超音波の泡

落下の衝撃で大小様々な泡が生まれ、
空気を巻き込みながら上層にたまって行きます。

Bottle beer foamer
Like drinking from bottles...

STAND beer Server

クリーミーな泡は超音波振動によって生み出されます。重要なのはその周波数。

- 新感覚“ 泡 ”体験 -

Such as things that can be enjoyed with large
numbers of people.

40kHzの均一な超音波振動が微細で
整った泡を次々に作り出します。

New product

使用上の注意
●お酒は20歳になってから、適量を。飲みすぎにご注意ください。●GH-BEERI/GH-BEERJは、充電式電池
(ニッケル水素電池)では内部回路の駆動電圧に達しないため、
泡を作りにくかったり、
泡を作れない場合があり
ます。
●ビールやグラスは付属していません。
●分解や改造をしないでください。
●ふんだり、
のったり、
投げたり、
落としたりしないでください。
●溶剤や強力な洗剤の使用、
食器洗浄機や食器乾燥機の使用、
煮沸をしないでく
ださい。
（GH-BEERHは、
食器洗浄機や食器乾燥機に対応しています。
）
●電子レンジを使用しないでください。
●乾電池は付属していません。●指定の電池を使用し、長時間使用しないときは、電池を取り外してください。
●業務用途として使用にならないでください。
●記載されている会社名、
製品名は各社の商標または登録商標で
す。
●製品のデザイン、
仕様は改良などにより、
予告なしに変更する場合があります。
●製品画像の色は実際の
製品と異なる場合があります。

You will not find anything
like it and this!

HANDY beer SERVER

〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル5階
グリーンハウスホームページ : http://www.green-house.co.jp/

The bitterness ingredients of the hop in the foam to
make the beer mild taste .

販売店

http://www.green-house.co.jp/

STAND beer Server

beer FOAMER

ス タ ンド ビ ア サ ーバー

ビ ア フォーマー

■超音波の振動できめ細かい泡を実現
■持ち運びもお手入れもカンタン
■振動部に LED を搭載
■スタンドを付属
■「フレーバー泡」でひと味違う美味しさ

単４形乾電池
2本使用（別売り）

クリーミーな泡がでます。

自宅が本格的ビアホールに！
■ビアホール気分を味わえるスタンドビアサーバー
■超音波の振動できめ細かい泡を実現
■各社の缶ビール、
小瓶ビールに対応した全体加圧方式を採用
■冷たさをキープ & 冷却できる保冷剤を付属
■充電式乾電池にも対応
Ultrasonic
Vibration
350 500

その他
レシピは
WEBで
公開中！

3

小瓶

ワイン、
日本酒、
ジュース
その他のドリンクやお酒も
試してみましょう

ビール とリキュールを
ミックスした泡をあと乗せ

独特のマドラースタイル！

3

〜500ml缶ビール、

単３形乾電池２本使用

小瓶ビール対応

充電池にも対応

Ultrasonic
Vibration

保冷材付属

（別売り）

型番

GH-BEERK-BK

型番

GH-BEERJ-BK

JAN コード

4511677110 0 09

JAN コード

4511677109997

外形寸法

W145×D228×H485.6(mm)

外形寸法

本体

重量

本体：約 905g、保 冷剤：305g

W24×D24×H237.5(mm)

対応ビール

缶：50 0ml、350ml、330ml、

スタンド

瓶：小瓶（直径 68mm、高さ 242mm 以内）のビール

W63.5×D63.5×H115. 3(mm)

・発泡酒・新ジャンル・ノンアルコールビール

Bottle beer foamer

HANDY beer Server

こだわりの瓶ビール派に！

持ちやすく、注ぎやすい！

瓶 専 用 ビ ア フォーマー

ハ ン ディビ ア サ ーバー

■瓶ビール専用に開発した瓶専用ビアフォーマー
■超音波の振動できめ細かい泡を実現

レバーを奥に倒せば

■缶ビールに取り付けて使う家庭用ハンディビアサーバー
■泡の継ぎ足しも自由自在

ボタンを押して泡を注ぎます。

■話題のクラフトビールや、
こだわりの瓶ビール 好きに

■超音波の振動できめ細かい泡を実現

■高級感のあるステンレス BODY

■500ml/350ml/330ml/250ml の缶ビールに対応

■食洗機対応、業務用途でも使用可能

■注ぎ口部分を丸洗いできて衛生的

LED 点灯

BL ACK

■充電式乾電池にも対応
■専用ポーチ付属
250 350 500

250ml/330ml/
350ml/500ml缶 対応
単４形乾電池
2本使用（別売り）＊

各サイズの
瓶ビールに対応

単４形乾電池
2本使用（別売り）

食洗機対応
（下部ユニットのみ）

＊アルカリ乾電池/
ニッケル水素充電池に対応。

型番

型番

GH-BEERH-SV

JAN コード

45116771090 41

外形寸法

W42 .4×D42 .4×H94.5(mm)

Ultrasonic
Vibration

《ブラック》GH-BEERI-BK
《ホワイト》GH-BEERI-WH

JAN コード

《ブラック》4511677109973
《ホワイト》4511677109980

外形寸法

W120×W73.6×H134.6(mm)

Ultrasonic
Vibration
WHITE

