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インナーグローブ 
¥770（税抜価格：￥700）

Ｊ

サイズ／フリーサイズ　色／全10色
ブラック、ネイビー、バーガンディ、チャコール、イエロー、
オレンジ、レッド、ロイヤル、ピンク、オリーブ

ショート（指無しタイプ） 
¥770（税抜価格：￥700）
ＪＮ

サイズ／フリーサイズ
色／全7色
ブラック、ネイビー、バーガンディ、
チャコール、レッド、ロイヤル、オリーブ

ノンスリップ（すべり止め付） 
¥880（税抜価格：￥800）

ＪＳ

サイズ／フリーサイズ
色／全7色
ブラック、ネイビー、バーガンディ、
チャコール、レッド、ロイヤル、
オリーブ

ノンスリップショート
（すべり止め付、指無しタイプ） 
¥880（税抜価格：￥800）

ＪＳＮ

サイズ／フリーサイズ
色／全7色
ブラック、ネイビー、バーガンディ、
チャコール、レッド、ロイヤル、オリーブ

McKINLEY  INNER  GLOVE 
マッキンレー インナーグローブ
●セラミック加工で嫌な静電気を防止する効果に優れ、抗菌防臭効果により臭いを防
ぎます。●毛玉が出来にくく、非常に丈夫です。●新開発マルチフィラメント糸（旭化成
レオナ®66）使用で保温性・速乾性抜群。●特殊2重構造で手にぴったりフィット。●指
先はシームレス加工でストレスフリー。 made in Japan

1829年に創業したヒューナースドルフはHDPE素材(高密度ポリエチレン製)で注ぎ
口などにこだわった燃料用キャニスターを製造。
ミリタリーライクなルックスだけでなくドイツの安全規格TUV認証商品。  危険物運
搬用として国連(UN)認証/消防法適合品。  最高水準の安全性と信頼性を誇ります。
2003年にはヨーロッパシェア1位の実績を誇り現在も国際輸送の安全をサポート。

オリーブ

PROFI 5L
¥1,650（税抜価格：￥1,500）　
サイズ／幅26.5×奥行14.7×高さ24.7cm　
カラー／オリーブ
材質／HDPE (高密度ポリエチレン)

PREMIUM 5L
¥1,760（税抜価格：￥1,600）　
サイズ／幅26.5×奥行14.7×高さ24.7cm
カラー／ブラック、レッド、イエロー、グリーン、ブルー
材質／HDPE (高密度ポリエチレン)

プロフィ 10L
¥3,608（税抜価格：￥3,280）
サイズ／幅35×奥行16.5×高さ31cm　カラー／オリーブ、レッド、グレー
材質／HDPE (高密度ポリエチレン)

ストッパーノズル
¥2,970（税抜価格：￥2,700）　
サイズ／長さ38mm×幅21mm×高さ160mm
カラー／レッド、グリーン

ノズル
¥990（税抜価格：￥900）　
サイズ／長さ38mm×幅21mm×
　　　   高さ130mm
カラー／ブラック

プロフィ 20L
￥6,028（税抜価格：￥5,480）　
サイズ／幅35×奥行16.5×高さ49.5cm
カラー／オリーブ、レッド
材質／HDPE (高密度ポリエチレン)
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ヒューナースドルフ
Germany

ＪN

パーフェクトグリル（スクエア）
¥7,480（税抜価格：￥6,800）
サイズ／W48.5 x D32.5 x H14cm
重量／3.5kg　
素材／ステンレス（本体+トング）、
　　　コットン（収納バッグ）
トング、収納バッグ付

OA1909PG-Square

アウトドア薪ストーブ（AURA）
¥59,400（税抜価格：￥54,000）
サイズ／W55 x D40.2 x H48.1cm
Pipe／80φ　重量／20.3kg　素材／スチール

３面の大きなガラスが最大の特徴の薪ストーブ。ストーブのだいご味
である”炎”を存分にお楽しみいただけます。市販の薪（40cm）が楽に
投入できるサイズ。煙突の径も太くし、燃焼の強化を図りました。
（旧名：WIDE）

組み立て・収納時間１秒　
収納時の厚さ２ｃｍ　
折りたたみ式バーベキューグリル＆焚火台
頑丈なステンレスを使用しシンプルながら美しい
フォルムと耐久性にも優れたグリルです。
十分な深さがあるので炭がたっぷり入り、両サイ
ドのウィングプレートは焼けた肉を置いたり、トン
グを置いたり何かと便利です。トング・収納バック
も付属しています。

このストーブの最大の特徴は業界で初めて搭載した「二次燃焼構造」。燃焼効率が良いため、燃料の消費がおさえられる上、排気もクリーンです。
改良を重ね、よりよいストーブの製造を目指しています。

焚き火のそばでも安心のステンレス素材。驚異の耐荷重で
タフに使える。天板での火気使用もOK。

SG2110AR

アウトドア薪ストーブ（COZY）
¥42,900（税抜価格：￥39,000）
サイズ／W34.7 x D36.5 x H38.8cm
Pipe／58 φ　重量／12.4kg　素材／スチール

持ち運びや収納にはうれしいコンパクト設計。充実の付属品で
薪ストーブを使う楽しみを満喫できます。（旧名：COMPACT）

SG2110CZ

アウトドア薪ストーブ（EMO）
¥64,900（税抜価格：￥59,000）
サイズ／W32.8 x D33.6 x H53cm
Pipe／80 φ　重量／22kg　素材／スチール

縦型の形状は燃焼力No.1。３段のピザレール付きでストーブと
してはもちろんさまざまなアウトドア料理が楽しめます。
（旧名：OVEN STOVE）

SG2110EM

交換アミ （OA1909PG-S-S）￥2,530（税抜価格：￥2,300）
万能交換アミ（OA1909PG-S-M）￥2,530（税抜価格：￥2,300）

パーフェクトグリル（ミニ）
¥4,752（税抜価格：￥4,320）
サイズ／W38 x D17 x H11.5cm
重量／1.5kg　
素材／ステンレス（本体+トング）、
　　　コットン（収納バッグ）
トング、収納バッグ付

OA1909PG-mini

焚き火サイドタフテーブル（レギュラー）
¥3,740（税抜価格：￥3,400）
サイズ／W59 x D36.5 x H17cm
重量／2.2kg　
素材／ステンレス、木
耐荷重／58kg

OA2106TT-R

ホットサンドメーカー
¥4,730（税抜価格：￥4,300）
サイズ／W21.5 x D52 x H3.5cm
重量／995g

ot1803-02

ファイヤースターター
¥1,408（税抜価格：￥1,280）
サイズ／W12 x D2.5 x H1.5cm
重量／98g

ON1904FS

ファイヤーライターズ
¥660（税抜価格：￥600）
サイズ／W7 x D12 x H3cm
重量／140g

OS1901FL

焚き火サイドタフテーブル（ミニ）
¥3,190（税抜価格：￥2,900）
サイズ／W30.5 x D20 x H9cm
重量／0.7kg
素材／ステンレス、木
耐荷重／20kg

OA2106TT-M

交換アミ （OA1909PG-m-S）￥1,760（税抜価格：￥1,600）
万能交換アミ（OA1909PG-m-M）￥1,760（税抜価格：￥1,600）

レギュラーサイズ

ミニサイズ

収納時

アイテム・ギアを活用して自然と遊ぶことで、もっと”自然”と馴染める。
Mt.SUMIは、町からほど近い京都宇治市炭山という山間部に位置します。自然豊かな美しい場所。
人間はやはり自然の中の一部。自然の中に身を置くと気持ちが良い。そして、普段の自分を取り巻く環境・生活の
リセットができます。自然の中で過ごす為や遊ぶために道具を用いることは、ある意味「不自然」に感じられるか
もしれません。ですが、道具があるからこそ、より深く濃く自然に触れられることもあるのです。
弾けるような楽しさ・体験を届ける為にアウトドアメーカーとして勤めていきます。
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