グラスは割れやすく、
手のかかるもの… 高い破損率と運用コストを諦めていませんか？

グラスの
破損が減る
大手ホテル採用の
信頼性

新発想のグラスラック

グラズマターズ

グラスラックを変えれば、
グラスにかかるコストの常識が
変わります。
経験から生まれた新発想のグラスラックグラズマターズが

現場のお悩みを解決し、コストを削減。
繊細なグラスの導入･使用もためらう必要はありません。
知って
いますか？

グラス破損の多くは、
作業中に起こります。
またバックヤードではグラスの
ケアに膨大な時間と人手が割かれています…。

一般的ラックの場合（参考）

グラズマターズなら…

作業中に起きるグラス破損の原因

作業中に起きるグラス破損の原因

無造作に入れると破損する

無造作に入れても破損しない

グラスをラックに出し入れする際、
硬いフチに当たって割れたり、
欠け

弾力に富んだ素材と特許技
術による工夫が凝らされた

たり…。
思わぬ事故が心配で作業ス

形状によって落下の衝撃を吸収。

ピードもゆっくりに。
それでも知ら

どんな角度でグラスを投入しても

ぬ間に破損していることも。

問題なく、
作業効率も上がります。

グラスのケアにかかる人的コスト

グラスのケアにかかる人的コスト

特許取得のグラスラック
「グラズマターズ」
の
特長は、ぜひ動画でご覧ください。

高級グラスは手洗いするしかない
グラスの洗浄･拭き上げには多くの

高級グラスも機械洗浄が可能に
水流等の振動による破損を防

時間と人手が必要。
とくに繊細な高

ぐことができるため、繊細な

級グラスは、
一般的ラックでの機械

高級グラスも機械洗浄が可能に！

洗浄は破損につながるため、
手洗い

効率アップにより労働時間短縮、

に多くのコストが割かれます。

人件費削減にも貢献します。

〈お問合せ｜開発･販売元〉
［開発・販売元］
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グラス の 破損 が 減る
大手ホテル採用の信頼性
新発想 の グラスラック

グラズマターズ
2018年度グッドデザイン賞受賞･ 特許第6651071号

\ 破損を減らす独自技術 /

\洗浄･運搬作業の効率アップ /

\ 省力化・省スペース化 /

グラスをチップ等破損から守る

繊細な高級ワイングラスの

軽量＆連結･積重ねも簡単

弾力性に富んだ素材と形状

機械洗浄を可能にする構造

パーツの部分交換可

どのような角度でグラスを投入しても落下の衝撃を吸収

グラズマターズが
詳しくはこちらから☞
ワイングラス洗浄の常識を変えます。

Glazmataz チャンネル

原料樹脂：ポリプロピレン
耐熱温度：100℃/ 日本製

S-1
［グリーン］

グラズ
マターズ

L-1
［グレー］

商品
コード

収容可能数

GM201

2

GM203

（脚）

25

仕切内寸

外寸

重量

希望小売価格

（kg)

（税別）

100×200 ×278

0.37

507×507*×278

4.06

¥2,000
¥20,800

有効深さ

（ ㎜）
（最大径）
（ ㎜） （収容グラス高）
（ ㎜） （幅ｘ奥行ｘ高さ）

93

260

[ 500×500 ] * 調整可能

GM202
GM204

2
16

118

267

125×250 ×285

0.53

507×507*×285
[ 500×500 ] * 調整可能

3.24

¥2,300
¥17,250
※ 組み立て済納品価格
（組み立て前商品は別途
お問合せください）

グラスのフィッティング
幅と高さをご確認ください

GM201

GM203

グラスの中心を × に合わせ
最も幅の広い箇所が円の線内に
収まっているか計測してください

Φ118㎜
この紙の
上端から

Φ93㎜

×
GM202

260㎜
267㎜

GM204

［開発・販売元］

（2020年３月）
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収納･保管

持ち運び

グラズマターズは、
大切なグラスを『衝撃』から守ります。

洗浄

品名：グラズマターズ（特許出願中）／日本製

原料樹脂：ポリプロピレン／耐熱温度：100℃

ワインはグラスで 変 わります 。でもよいグラスは 割 れ や すくて…という方 のために日 本で
デ ザイン、開発された新発想のラックがグラズマターズです。グラズマターズは軽くて強い
優れもの、壊れやすいグラスを簡単、安全に守ります。グラスの収納･保管はもちろん、持ち
運び、洗浄時にご使用いただくことでグラスの破損率が大きく下がります。
グラズマターズで、ワインライフを楽しく気軽に。

１.

割れない秘 密はグラズマターズ の底の形！

ワイング ラス の 破 損 の 多くは 、洗 浄 中 の 落 下もしくは 、食 器 同 士 の 接 触 によって 起 こります 。
グラズマターズは、多くの破損の原因となる
『衝撃』から大切なワイングラスを守ります。
グラズマターズ
最大の特徴は、この弾力性のある底の形状です。どのような角度でグラスを落下させても問題あり
ません。

2.

好きな形に連結して使えます！

グラズマターズは同一サイズ同士であれば 連結が可能です。前面、背面、両側面全てで連結が可能
なので、連結すると多くのグラスをまとめて保管できます。
また、限られた作業スペースでは、分割する
ことができ、持ち運びも便利です。部屋の形やコーナーに合わ せてさまざまな形で組み合わ せること
ができます。スタッキングも可能です。

3.

洗 浄機にもそのまま入ります！

グラズマターズを使えば 、グラスの洗浄はとても簡単・短時間で済みます。手洗いの場合は、逆さま
に入れて乾かすだけ。沢山のグラスを一斉に洗浄する場合は、連結したグラズマターズを、そのまま
食器洗浄機へ。国内外ほ ぼ 全ての業務用食器洗浄機で特別なセッティングをすることなく、ワイン
グラスを洗浄できます。

［製造元・お問い合わせ］

ヴィレッジ･セラーズ株式会社

〒935-0056 富山県氷見市上田上野6-5 TEL：0766-72-8680
Email：wine@village-cellars.co.jp http://www.village-cellars.co.jp
https://www.facebook.com/villagecellars

グラズマターズ取扱説明の
動画はこちら
https://goo.gl/oUfJbi
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