
全て使える！
アルコール、
固形燃料、
落葉や枝等！

コンバーターストーブはヘキサゴンウッドストーブとセットにすることで最
も多種類の燃料が利用できるマルチフューエルストーブへと進化します。
アルコールや固形燃料に加えて、落葉などが利用できるこのセットがあれ
ば、もう燃料の残量を気にする必要はありません！　
これが山にキャンプにおススメする最強セットです！

STOVE

「バーゴ」は、主にチタン製の商品を多数展開している、
アメリカのアウトドアギアブランドです。軽量で丈夫な
バーゴの商品は、軽量化を目指すミニマリストに評価さ
れ、多くのアウトドアギアファンに好まれています。

チタニウムコンバーターストーブ ¥6,600（税抜価格：￥6,000）T-307

アルコール連続燃焼時間約20分。
カップ2杯の水を約5～6分で沸かせます。
サイドバーナーなので、平型クッカーとの相性が◎。
五徳不要でお使い頂けます。車で踏んでも壊れない！？
安定性抜群のアルコールストーブ。

サイズ／Ｄ57×Ｈ32ｍｍ
重量／34ｇ　素材／チタン
タンク容量／59ml
燃焼時間／アルコール：約20分

チタニウム デカゴンストーブ
¥5,060（税抜価格：￥4,600）

T-302

ストレスフリーの最強セット！

ストーブ本体とゴトクを分離させることにより、アルコール、固形燃料、燃料ジェルでの使用を可能にし
た画期的なストーブです。 別売のヘキサゴンウッドストーブと組み合わせることより、効率的な燃焼力
を得ることが出来ます！ヘキサゴンウッドストーブとセット使用がおすすめ。
サイズ／Ｄ61×Ｈ22ｍｍ、スタンド：Ｄ107×Ｈ61ｍｍ
重量／39ｇ　素材／チタン　タンク容量／44ml
燃焼時間／
アルコール：約20分、固形燃料：約12分

チタニウムトライアドマルチフューエルストーブ
¥5,060（税抜価格：￥4,600）

T-305

連続燃焼時間約20分。500ｃｃの水を約5～6分で沸かします。
アルコール、固形燃料、燃料ジェルでの使用を可能にしたストーブ。親切な五徳付き。
残ったアルコールは五徳を使用してアルコールボトルへ戻すことが可能です。

固形燃料使用時持ち運びコンパクト アルコール使用時

固形燃料使用時 アルコール使用時

唯一無二の強度を実現させた、
スーパーストロングサイドバーナー

バーゴ製品は左のロゴマークのある正規販売店様にてお買い求めください。

アルコール燃料ボトル。
アルコールを持ち運ぶ時の必需品です。

サイズ／D51×H165mm　重量／29g

アルコールフューエルボトル
240ml
¥550（税抜価格：￥500）

T-311

セット価格：¥17,380（税抜価格：￥15,800）、セット重量：155g（※チタンの場合）

サイズ／D89×H30mm　重量／30ｇ　容量／44ml
素材／チタン　タンク容量／44ml
燃焼時間／アルコール：約20分、固形燃料：約12分

開発当時、アルコールストーブの主流はアルミの空き缶でした。しかし、それには２つの問題点がありました。
1つ目は耐久性がなく高熱に対しても弱かったこと。 
2つ目は鍋やケトルを使うためには別途ゴトクが必要であったことです。
そこでバーゴ社は、長く使えてゴトクも一体になったストーブの開発に着手しました。耐久性を持たせ長く使えるよ
うにストーブの素材にはチタンを採用、五徳も別途用意するのではなく折り畳み式の足とゴトクを付けるアイデア
が生まれました。折り畳み式の足、ゴトクは不安定な場所で地面に差し込み安定させたり、残ったアルコールを容器
に戻す際に使えたりといった付加価値も生み出しました。
誕生以来、バーゴの代名詞的なアイテムとして今なお人気のストーブとなっています。

デカゴン開発のコンセプトはとてもシンプルなものでした。
トライアドストーブも非常に丈夫なストーブですが、さすがに踏みつけることは
できません。 でもデカゴンは問題なし。
バーゴの社内テストでは車で踏みつけてもビクともしませんでした。
史上最強のアルコールストーブといっても過言ではありません。
広いベースデザインでストーブ単体でもしっかりと安定する作りになっています。

TRIAD MULTI-FUEL STOVE

DECAGON ALCOHOL STOVE
バーゴ ストーブ開発ストーリー

バーゴ ストーブ開発ストーリー

トライアド マルチフューエル ストーブ  
2004年～ バーゴ社が最初に開発したストーブ。

デカゴンドストーブ  
2007年～
絶対に壊れない
ストーブを作りたい。

アルコールストーブ使用時の必需品。
火元を風から守ります。
折り畳み式で軽量コンパクト。全3色。

サイズ／L416×H81mm　
重　量／38g

アルミニウム ウインドスクリーン ¥2,310（税抜価格：￥2,100）

T-420
T-421
T-422

カラー／
ナチュラル
ブルー
ブラック

since
2004～

since
2007～

since
2015～

ユーザーからの非常に多かったこのリクエストに応える形で開発したのがこのコンバーターストーブ。
既に風防代わりで使用しているユーザーも多くいましたが、炎と鍋の距離が遠く、空気との混合が増え
てしまいススが出やすい状況でした。それを改善するためにヘキサゴンウッドストーブに引っ掛けるとい
うアイデアが生まれました。
もちろん単体でも使用ができるうえ、ひっくり返すと固形燃料も使用できる作りに。これはトライアドス
トーブにも採用されました。ヘキサゴンウッドストーブとの抜群のコンビネーションで木、アルコール、固
形燃料、ジェル燃料と真のマルチフューエルストーブと呼べる作りに仕上がりました。

CONVERTER STOVE
バーゴ ストーブ開発ストーリー

コンバーターストーブ
2015年～
ヘキサゴンウッドストーブを風防＆ゴトクに。

グリル面にこだわっています。
ハニカムメッシュ構造

サイズ／使用時：グリル面：196×209ｍｍ　高さ：114ｍｍ　
　　　   収納時：196×101×31mm
重　量／105ｇ　素材／チタン

T-488

折り畳み式のグリル。グリル面はハニカム状のフラットな作りになっており、使用後のメンテナンスを
楽にするだけでなくミニテーブルとしても使用できます。
難しい機構は使用せず、シンプルに折りたたんで収納するシステムで故障、破損のリスクを極力減らし
ています。シンプルながらバーゴらしさあふれるグリルです。

チタニウムバイフォールドグリル
¥9,680（税抜価格：￥8,800）

収納時

TOOL

折り畳み式一体型バーベキューコンロ。
収納ケース付きで驚くほどコンパクトになります。
チタン製とステンレス製の2種類。

サイズ／L205×W205×H80mm
重　量／チタン：164g、ステンレス：284g

ファイヤーボックスグリル
チタン ¥14,080（税抜価格：￥12,800）T-433

ステンレス ¥8,580（税抜価格：￥7,800）T-436

サイズ／63ｍｍ　重量／8ｇ

チタニウム 
フリントライター 
¥3,630（税抜価格：￥3,300）

T-414

フリントライターの消耗品、
バネ×１、ネジ×１、フリント×２が入ったリペアキット。

フリントライターリペアーキット  
¥198（税抜価格：￥180）

T-435

簡易着火装置。アルコールストーブやバーナー、固形燃料等
への点火が可能。低温化や高所でも確実に火花を飛ばします。

サイズ／使用時：464mm、
　　　   収納時：152mm
重量／53ｇ　
素材／ステンレス

T-467

アルティメットファイアースターターは、ファイヤースパークが
付属された火吹き棒です。噴き出し口を小さく設計することで
より長く一定の空気を送り込むことを可能にしました。
濡れた落ち葉や枯れ枝での焚き火も、これさえあれば簡単に
行うことが可能です。

アルティメットファイヤースターター 
¥3,960（税抜価格：￥3,600）

T-468 交換用フェロセリウムロッド（火打ち石）
¥1,210（税抜価格：￥1,100）

T-483

本製品は、“火起こし専用の火吹き棒”です。
本製品を使用して焚き火に空気を送り込めば、素早く炎を大きくすることができま
す。オイルライターを使用すれば、木屑や落ち葉、燃料などへ着火が可能です。本製
品を使用することで落ち葉や枯れ枝での焚き火が簡単に行えます。
オイルライターは市販のライターオイル（ZIPPOなど）を注入すれば繰り返し使用で
きます。（※ライター用のオイルは別売りです。）

アルティメットファイヤースターター ブレイズ 
¥5,060（税抜価格：￥4,600）

T-490

交換用パーツキット  
¥605（税抜価格：￥550）

使用方法の動画を
ご覧いただけます

オイルライター付きの火吹き棒、着火から
火力アップまでこなす最強の焚き火ツール！

サイズ／使用時：495mm（最大）、収納時：184mm
重　量／76ｇ　燃料／ライター用オイル（ジッポオイル等）

キット内容：ウィック、フリント、
Oリング（ｘ２）、コットン

折り畳み式ネイチャーストーブ。落葉や枝等を燃料として使用します。
収納ケース付きで軽量コンパクト。
アルコールストーブの風防としても使用可能です。
チタン製とステンレス製の2種類。

サイズ／Ｄ76（上部）×Ｄ127（底部）×Ｈ101ｍｍ
重量／チタン：116ｇ,ステンレス：210ｇ

ヘキサゴンウッドストーブ
チタン ¥10,780（税抜価格：￥9,800）T-415

ステンレス ¥7,480（税抜価格：￥6,800）T-423

POCKET CLEAT

●引裂強度600㎏のナイロンベルト（TPUコーティング）
●素早い着脱を可能にするDuraflex™製のクイックリ
リースコードロック●夜間での視認性を高めるリフレ
クティブナイロンコード●靴に直接結び付けるユニー
クな装着方法で不意な脱着の心配がありません●左右
への横揺れを防ぐサイドプレートと歯が付いているプ
レート形状●収納ケース付
サイズ／スパイクの高さ：13mm（片方12本）、
　　　   収納サイズ：127×102×76ｍｍ
重　量／チタン（69ｇ）、ステンレス（87ｇ）

T-476

T-477

V3ポケットクリートは凍結したトレイルや雪面をより速く遠くに移動する為に開発されました。
装着方法を改良し、ワンサイズであらゆるサイズのトレイルランニングシューズと軽量ハイキン
グシューズに完全にフィットさせることができます。とてもコンパクトに収納することができる
ので、お守りとしてザックに入れておくことも可能です。 収納ケース付。

V3ポケットクリート チタン

ステンレス
¥10,120  （税抜価格 ¥9,200）
¥7,260  （税抜価格 ¥6,600）

極小サイズのクランポン

重　量／31ｇ（片足）

T-486

ただでさえ小さいポケットクリート
をさらに極限まで絞り込んだ極小
サイズのクランポン。
重さは驚きの31g。
小さすぎて無くさないようにご注
意ください。

ポケットクリートソロ
¥5,390 （税抜価格 ¥4,900）
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全て使える！
アルコール、
固形燃料、
落葉や枝等！

コンバーターストーブはヘキサゴンウッドストーブとセットにすることで最
も多種類の燃料が利用できるマルチフューエルストーブへと進化します。
アルコールや固形燃料に加えて、落葉などが利用できるこのセットがあれ
ば、もう燃料の残量を気にする必要はありません！　
これが山にキャンプにおススメする最強セットです！

STOVE

「バーゴ」は、主にチタン製の商品を多数展開している、
アメリカのアウトドアギアブランドです。軽量で丈夫な
バーゴの商品は、軽量化を目指すミニマリストに評価さ
れ、多くのアウトドアギアファンに好まれています。

チタニウムコンバーターストーブ ¥6,600（税抜価格：￥6,000）T-307

アルコール連続燃焼時間約20分。
カップ2杯の水を約5～6分で沸かせます。
サイドバーナーなので、平型クッカーとの相性が◎。
五徳不要でお使い頂けます。車で踏んでも壊れない！？
安定性抜群のアルコールストーブ。

サイズ／Ｄ57×Ｈ32ｍｍ
重量／34ｇ　素材／チタン
タンク容量／59ml
燃焼時間／アルコール：約20分

チタニウム デカゴンストーブ
¥5,060（税抜価格：￥4,600）

T-302

ストレスフリーの最強セット！

ストーブ本体とゴトクを分離させることにより、アルコール、固形燃料、燃料ジェルでの使用を可能にし
た画期的なストーブです。 別売のヘキサゴンウッドストーブと組み合わせることより、効率的な燃焼力
を得ることが出来ます！ヘキサゴンウッドストーブとセット使用がおすすめ。
サイズ／Ｄ61×Ｈ22ｍｍ、スタンド：Ｄ107×Ｈ61ｍｍ
重量／39ｇ　素材／チタン　タンク容量／44ml
燃焼時間／
アルコール：約20分、固形燃料：約12分

チタニウムトライアドマルチフューエルストーブ
¥5,060（税抜価格：￥4,600）

T-305

連続燃焼時間約20分。500ｃｃの水を約5～6分で沸かします。
アルコール、固形燃料、燃料ジェルでの使用を可能にしたストーブ。親切な五徳付き。
残ったアルコールは五徳を使用してアルコールボトルへ戻すことが可能です。

固形燃料使用時持ち運びコンパクト アルコール使用時

固形燃料使用時 アルコール使用時

唯一無二の強度を実現させた、
スーパーストロングサイドバーナー

バーゴ製品は左のロゴマークのある正規販売店様にてお買い求めください。

アルコール燃料ボトル。
アルコールを持ち運ぶ時の必需品です。

サイズ／D51×H165mm　重量／29g

アルコールフューエルボトル
240ml
¥550（税抜価格：￥500）

T-311

セット価格：¥17,380（税抜価格：￥15,800）、セット重量：155g（※チタンの場合）

サイズ／D89×H30mm　重量／30ｇ　容量／44ml
素材／チタン　タンク容量／44ml
燃焼時間／アルコール：約20分、固形燃料：約12分

開発当時、アルコールストーブの主流はアルミの空き缶でした。しかし、それには２つの問題点がありました。
1つ目は耐久性がなく高熱に対しても弱かったこと。 
2つ目は鍋やケトルを使うためには別途ゴトクが必要であったことです。
そこでバーゴ社は、長く使えてゴトクも一体になったストーブの開発に着手しました。耐久性を持たせ長く使えるよ
うにストーブの素材にはチタンを採用、五徳も別途用意するのではなく折り畳み式の足とゴトクを付けるアイデア
が生まれました。折り畳み式の足、ゴトクは不安定な場所で地面に差し込み安定させたり、残ったアルコールを容器
に戻す際に使えたりといった付加価値も生み出しました。
誕生以来、バーゴの代名詞的なアイテムとして今なお人気のストーブとなっています。

デカゴン開発のコンセプトはとてもシンプルなものでした。
トライアドストーブも非常に丈夫なストーブですが、さすがに踏みつけることは
できません。 でもデカゴンは問題なし。
バーゴの社内テストでは車で踏みつけてもビクともしませんでした。
史上最強のアルコールストーブといっても過言ではありません。
広いベースデザインでストーブ単体でもしっかりと安定する作りになっています。

TRIAD MULTI-FUEL STOVE

DECAGON ALCOHOL STOVE
バーゴ ストーブ開発ストーリー

バーゴ ストーブ開発ストーリー

トライアド マルチフューエル ストーブ  
2004年～ バーゴ社が最初に開発したストーブ。

デカゴンドストーブ  
2007年～
絶対に壊れない
ストーブを作りたい。

アルコールストーブ使用時の必需品。
火元を風から守ります。
折り畳み式で軽量コンパクト。全3色。

サイズ／L416×H81mm　
重　量／38g

アルミニウム ウインドスクリーン ¥2,310（税抜価格：￥2,100）

T-420
T-421
T-422

カラー／
ナチュラル
ブルー
ブラック

since
2004～

since
2007～

since
2015～

ユーザーからの非常に多かったこのリクエストに応える形で開発したのがこのコンバーターストーブ。
既に風防代わりで使用しているユーザーも多くいましたが、炎と鍋の距離が遠く、空気との混合が増え
てしまいススが出やすい状況でした。それを改善するためにヘキサゴンウッドストーブに引っ掛けるとい
うアイデアが生まれました。
もちろん単体でも使用ができるうえ、ひっくり返すと固形燃料も使用できる作りに。これはトライアドス
トーブにも採用されました。ヘキサゴンウッドストーブとの抜群のコンビネーションで木、アルコール、固
形燃料、ジェル燃料と真のマルチフューエルストーブと呼べる作りに仕上がりました。

CONVERTER STOVE
バーゴ ストーブ開発ストーリー

コンバーターストーブ
2015年～
ヘキサゴンウッドストーブを風防＆ゴトクに。

グリル面にこだわっています。
ハニカムメッシュ構造

サイズ／使用時：グリル面：196×209ｍｍ　高さ：114ｍｍ　
　　　   収納時：196×101×31mm
重　量／105ｇ　素材／チタン

T-488

折り畳み式のグリル。グリル面はハニカム状のフラットな作りになっており、使用後のメンテナンスを
楽にするだけでなくミニテーブルとしても使用できます。
難しい機構は使用せず、シンプルに折りたたんで収納するシステムで故障、破損のリスクを極力減らし
ています。シンプルながらバーゴらしさあふれるグリルです。

チタニウムバイフォールドグリル
¥9,680（税抜価格：￥8,800）

収納時

TOOL

折り畳み式一体型バーベキューコンロ。
収納ケース付きで驚くほどコンパクトになります。
チタン製とステンレス製の2種類。

サイズ／L205×W205×H80mm
重　量／チタン：164g、ステンレス：284g

ファイヤーボックスグリル
チタン ¥14,080（税抜価格：￥12,800）T-433

ステンレス ¥8,580（税抜価格：￥7,800）T-436

サイズ／63ｍｍ　重量／8ｇ

チタニウム 
フリントライター 
¥3,630（税抜価格：￥3,300）

T-414

フリントライターの消耗品、
バネ×１、ネジ×１、フリント×２が入ったリペアキット。

フリントライターリペアーキット  
¥198（税抜価格：￥180）

T-435

簡易着火装置。アルコールストーブやバーナー、固形燃料等
への点火が可能。低温化や高所でも確実に火花を飛ばします。

サイズ／使用時：464mm、
　　　   収納時：152mm
重量／53ｇ　
素材／ステンレス

T-467

アルティメットファイアースターターは、ファイヤースパークが
付属された火吹き棒です。噴き出し口を小さく設計することで
より長く一定の空気を送り込むことを可能にしました。
濡れた落ち葉や枯れ枝での焚き火も、これさえあれば簡単に
行うことが可能です。

アルティメットファイヤースターター 
¥3,960（税抜価格：￥3,600）

T-468 交換用フェロセリウムロッド（火打ち石）
¥1,210（税抜価格：￥1,100）

T-483

本製品は、“火起こし専用の火吹き棒”です。
本製品を使用して焚き火に空気を送り込めば、素早く炎を大きくすることができま
す。オイルライターを使用すれば、木屑や落ち葉、燃料などへ着火が可能です。本製
品を使用することで落ち葉や枯れ枝での焚き火が簡単に行えます。
オイルライターは市販のライターオイル（ZIPPOなど）を注入すれば繰り返し使用で
きます。（※ライター用のオイルは別売りです。）

アルティメットファイヤースターター ブレイズ 
¥5,060（税抜価格：￥4,600）

T-490

交換用パーツキット  
¥605（税抜価格：￥550）

使用方法の動画を
ご覧いただけます

オイルライター付きの火吹き棒、着火から
火力アップまでこなす最強の焚き火ツール！

サイズ／使用時：495mm（最大）、収納時：184mm
重　量／76ｇ　燃料／ライター用オイル（ジッポオイル等）

キット内容：ウィック、フリント、
Oリング（ｘ２）、コットン

折り畳み式ネイチャーストーブ。落葉や枝等を燃料として使用します。
収納ケース付きで軽量コンパクト。
アルコールストーブの風防としても使用可能です。
チタン製とステンレス製の2種類。

サイズ／Ｄ76（上部）×Ｄ127（底部）×Ｈ101ｍｍ
重量／チタン：116ｇ,ステンレス：210ｇ

ヘキサゴンウッドストーブ
チタン ¥10,780（税抜価格：￥9,800）T-415

ステンレス ¥7,480（税抜価格：￥6,800）T-423

POCKET CLEAT

●引裂強度600㎏のナイロンベルト（TPUコーティング）
●素早い着脱を可能にするDuraflex™製のクイックリ
リースコードロック●夜間での視認性を高めるリフレ
クティブナイロンコード●靴に直接結び付けるユニー
クな装着方法で不意な脱着の心配がありません●左右
への横揺れを防ぐサイドプレートと歯が付いているプ
レート形状●収納ケース付
サイズ／スパイクの高さ：13mm（片方12本）、
　　　   収納サイズ：127×102×76ｍｍ
重　量／チタン（69ｇ）、ステンレス（87ｇ）

T-476

T-477

V3ポケットクリートは凍結したトレイルや雪面をより速く遠くに移動する為に開発されました。
装着方法を改良し、ワンサイズであらゆるサイズのトレイルランニングシューズと軽量ハイキン
グシューズに完全にフィットさせることができます。とてもコンパクトに収納することができる
ので、お守りとしてザックに入れておくことも可能です。 収納ケース付。

V3ポケットクリート チタン

ステンレス
¥10,120  （税抜価格 ¥9,200）
¥7,260  （税抜価格 ¥6,600）

極小サイズのクランポン

重　量／31ｇ（片足）

T-486

ただでさえ小さいポケットクリート
をさらに極限まで絞り込んだ極小
サイズのクランポン。
重さは驚きの31g。
小さすぎて無くさないようにご注
意ください。

ポケットクリートソロ
¥5,390 （税抜価格 ¥4,900）
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BOTTLE＋POT＝BOT！

容量／300ml　重量／46g　
サイズ／トップ径124、
　　　   ボトム径74×H46mm　
素材／チタン

容量／450ml　重量／55g　
サイズ／トップ径137、
　　　   ボトム径92×H53mm　
素材／チタン

T-308

スタンダードな形状の軽量チタンシェラ
カップフォールディングハンドル、目盛り付
き、メッシュの収納袋付き。
スタッキング可能。

チタニウムシェラカップ300
¥3,850（税抜価格：￥3,500）

サイズ／D87×H71ｍｍ　
重　量／36g

紙のフィルターは不要。チタニウム製のダブルメッシュ構造。
タロンスタイルの折りたたみ式の脚で幅広いマグカップにもフィット
しやすくなっています。アウトドアはもちろん、ご家庭でも使用できる
収納しやすいコンパクトサイズのコーヒーフィルターです。

チタニウムトラベルコーヒーフィルター
¥7,480（税抜価格：￥6,800）

T-474

バーゴより待望のコーヒーフィルターが登場。

チタニウムボット
¥18,480（税抜価格：￥16,800）

T-427

POT

サイズ／高さ：125mm、外径78mm
重　量／250ｇ　
素　材／ステンレス（本体）、
　　　    シリコン（フリップ）
対　応／缶、ビン飲料
※外径（66mm）のもの

T-472

缶、ビン等のドリンクの保冷に。
シリコンのフリップでボトルを固定。
逆さにしてもボトルが落ちてこず、安心し
て最後の1滴まで冷たく飲み切ることが
できます。

フリップクージー 
¥3,080（税抜価格：￥2,800）

T-309

スタンダードな形状の軽量チタンシェラカップ
フォールディングハンドル、目盛り付き、メッ
シュの収納袋付き。スタッキング可能。
注ぎ口がついており、水切れよく使いやすい。

チタニウムシェラカップ450
¥4,180（税抜価格：￥3,800）

チタニウムシェラ マグナ
価格未定

今冬発売予定  新商品
NEW

チタニウム  ボットボウル
価格未定

今冬発売予定  新商品
NEW

450mlのマグカップ。フォールディングハンドルで
パッキング時もかさばりません。
メッシュバッグ付。

容量／450ml　
サイズ／D82×H89mm
重量／63g

チタニウム トラベルマグ450
¥5,280（税抜価格：￥4,800）

T-406

900mlの大容量ポット。フォールディングハンドルでパッキング
時もかさばりません。湯切り穴付きのリッド、メッシュバッグ付。
容量／900ml　
サイズ／D117×H94mm　
重量／130g

チタニウム Ti-Liteマグ900  
¥10,450（税抜価格：￥9,500）

T-417

750mlの大容量ポット。
フォールディングハンドルでパッキング時もかさばりません。
湯切り穴付きのリッド、メッシュバッグ付。

容量／750ml　
サイズ／
D96×H105mm
重量／117ｇ

チタニウム Ti-Liteマグ750 
¥9,460（税抜価格：￥8,600）

T-401

チタニウムパラボトル
¥27,280（税抜価格：￥24,800）

T-452

本体と蓋の結束に、編み込んだパラ
コードを使用したシングルウォール
のチタニウムボトル。
パラコードは解けば長い紐として使
用することが可能。重厚感のある
バーゴらしいアイテムです。

容量／1ℓ　
サイズ／D84×H216mm
重量／280g

容量／1.0ℓ　サイズ／外径105、内径96×H160ｍｍ　
重量／153ｇ　素材／チタン

T-482

BOTの1リットルサイズにハンドル付きが登場。　
コアなファンの多いBOTですが、このHDはより多くの方に
使って頂きやすい仕様になっています。 フォールディング
タイプのハンドルですっきり収納可能。蓋にはシリコン
パッキン付。お湯を沸かす時はひっくり返して使用します。

チタニウムボットＨＤ
¥23,980（税抜価格：￥21,800）

容量／1ℓ　
サイズ／外径105、内径96×H160ｍｍ　
重量／チタン：147g

ボトルとポットを組合せた造語が「ボット」。
そのまま火にかけてポットの代わりにお湯
を沸かすことができ、蓋を締めればボトルと
して内容物をこぼさずに持ち運ぶことが可
能です。
蓋にはシリコンパッキン付。お湯を沸かす時
はひっくり返して使用します。ポットリフター
との併用がお勧めです。

容量／700ml　重量／138g
サイズ／外径105、内径96×H122mm　

チタニウムボットの進化版。容量を少なくし、
ハンドルを取付ました。
よりクッカーに近い使用が可能になりました。

チタニウムボット700
¥18,480（税抜価格：￥16,800）

T-466

本国アメリカで特許を取得したシリコンじょう
ご付のチタンフラスコ。注ぎ易く、内容物を元
に戻すことも簡単に行えます。
シリコンじょうごのお蔭で、金属部分に触れる
ことなく内容物を飲むことが可能です。

容量／240ml
サイズ／W94×H150mm
重量／105g

チタニウム ファンネルフラスコ
¥12,100（税抜価格：￥11,000）

T-447

サイズ／全長：180×刃渡り80mm×刃厚3mm、収納時：100mm　重量／65ｇ
素　材／ブレード：焼結チタンセラミック合金、 ハンドル：チタン

T-500

バーゴ渾身のナイフが登場！
ブレードはチタンとセラミックの粉末を焼結させた特殊合金を採
用（特許取得済）。
抜群の強度を誇り、切れ味の持続は一般的なステンレスブレード
の約42倍！強化ステンレスと比べても5倍の持続性があります。
市販の砥石で研ぐことも可能。ハンドル部ももちろんチタンです。
ブライアン・バーゴ氏が長年温めてきたアイデアがようやく形と
なった1本です。

ソバタ３９８
（シンタードチタニウムナイフ） 
¥42,900（税抜価格：￥39,000）

チタン×セラミックがナイフを変える。 
バーゴ渾身のナイフが登場！

フルチタン製ナイフ。収納ケース付。持ち運びに便利なクリップ付きです。

サイズ／全長138×刃渡り69×刃厚3mm　重量／20g

チタニウム ワーンクリップナイフ
¥10,780（税抜価格：￥9,800）

T-439

チタン製ブレードにカーボンの持ち手を付けた
超軽量フォールディングナイフです。
折り畳めば安全に持ち運びが可能です。

サイズ／全長140×刃渡り57×刃厚2.5mm　収納時：84mm
重　量／30g

Ti-Carbonフォールディングナイフ
¥10,780（税抜価格：￥9,800）

T-451

OTHERS

UTENSILS

アルファ米や深型クッカーを
使った食事の時に、手を汚さ
ずに奥まで届くロングハンドル
スプーン。
適量をすくいとれるスプーンサ
イズになっています。

ナイフ、スプーン、フォークのカトラリーセット。
単品購入よりコストパフォーマンス◎。
カラビナ付。

サイズ／152ｍｍ　
重量／38g

チタニウム カトラリーセット
¥4,400（税抜価格：￥4,000）

T-216

サイズ／216ｍｍ　重量／14g

チタニウム ロングハンドルスプーン
¥2,640（税抜価格：￥2,400）

T-221

クリップ付きスポーク。ザックへの外付けが可能です。

サイズ／152ｍｍ　重量／14g

チタニウム イーグルスポーク 
¥2,090（税抜価格：￥1,900）

T-204
スプーン、フォーク缶切り、
栓抜きとしても使える！

サイズ／158ｍｍ　重量／12g

チタニウム スコーク
¥2,640（税抜価格：￥2,400）

T-222

スプーン、フォークとして使えるスポーク。
ポリッシュ仕上げが美しい。

カラー／

　　　　 チタニウム

　　　　 ブルー

　　　　 ラベンダー

　　　　 イエロー

チタニウム スポーク 
¥2,090（税抜価格：￥1,900）

T-203

T-208
T-209
T-210

サイズ／使用時160mm,
　　　   収納時93mm
重量／17g

チタニウム フォールディングスポーク
¥2,640（税抜価格：￥2,400）

T-217
T-218
T-219
T-220

折り畳めばコンパクトになるチタン製スポーク。色付きなので、万が一
地面に落とした時も簡単に見つけることができます。全４色。

カラー／

ナチュラル
ブルー
ラベンダー
イエロー

チタニウム
イエロー

ブルーラベンダー

チタン製ポットリフター。チタニウムボットの調理時に本体を挟
んで使用します。食器全般に使用可能です。

サイズ／126ｍｍ　重量／23g

チタニウム ポットリフター
¥4,290（税抜価格：￥3,900）

T-419

サイズ／162ｍｍ　重量／14g　チタニウム

この５ｇが地球を救う

サイズ／直径：6mm　長さ203mm
重　量／5.7ｇ（1本）　素材／チタン
クリーニングブラシ、収納ケース付属

T-487

マイボトルが当たり前となりつつある今、マイストローを持つ時代が
来つつあります。
バーゴのチタニウムストローは5gと軽量なうえ高い強度も誇ります。
飲みなれたドリンクがよりおいしく感じる…はず。

チタニウムストロー
（２本セット）
¥3,300（税抜価格：￥3,000）

サイズ／76×27×5.3mm　重量／34g
素材／本体：チタン、ブレード：スチール

T-493

コンパクトで刃渡り短く、いつも持ち歩けるデザイン。
所有欲を満たす、重厚で高級感ある仕上げ。
替刃が１０枚付属。

チタニウムユーティリティナイフ
¥10,780（税抜価格：￥9,800）

サイズ／収納時 ： 116mm 、使用時 ： 198mm　
重量／19g

素材／チタン、木

T-223

定番ステンレス箸のチタンバージョン
軽量20g、収納時はコンパクト。収納袋も付属。
先端は木材で食感も損ねません。

チタニウムチョップスティックス
¥4,290（税抜価格：￥3,900）

●900mlの大容量カップ
●チタン製。フタ付き
※写真はイメージです。実際の仕様とは
　異なる場合がございます。

●ボットシリーズの底に
　ジャストフィットする
　チタン製のカップです。
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BOTTLE＋POT＝BOT！

容量／300ml　重量／46g　
サイズ／トップ径124、
　　　   ボトム径74×H46mm　
素材／チタン

容量／450ml　重量／55g　
サイズ／トップ径137、
　　　   ボトム径92×H53mm　
素材／チタン

T-308

スタンダードな形状の軽量チタンシェラ
カップフォールディングハンドル、目盛り付
き、メッシュの収納袋付き。
スタッキング可能。

チタニウムシェラカップ300
¥3,850（税抜価格：￥3,500）

サイズ／D87×H71ｍｍ　
重　量／36g

紙のフィルターは不要。チタニウム製のダブルメッシュ構造。
タロンスタイルの折りたたみ式の脚で幅広いマグカップにもフィット
しやすくなっています。アウトドアはもちろん、ご家庭でも使用できる
収納しやすいコンパクトサイズのコーヒーフィルターです。

チタニウムトラベルコーヒーフィルター
¥7,480（税抜価格：￥6,800）

T-474

バーゴより待望のコーヒーフィルターが登場。

チタニウムボット
¥18,480（税抜価格：￥16,800）

T-427

POT

サイズ／高さ：125mm、外径78mm
重　量／250ｇ　
素　材／ステンレス（本体）、
　　　    シリコン（フリップ）
対　応／缶、ビン飲料
※外径（66mm）のもの

T-472

缶、ビン等のドリンクの保冷に。
シリコンのフリップでボトルを固定。
逆さにしてもボトルが落ちてこず、安心し
て最後の1滴まで冷たく飲み切ることが
できます。

フリップクージー 
¥3,080（税抜価格：￥2,800）

T-309

スタンダードな形状の軽量チタンシェラカップ
フォールディングハンドル、目盛り付き、メッ
シュの収納袋付き。スタッキング可能。
注ぎ口がついており、水切れよく使いやすい。

チタニウムシェラカップ450
¥4,180（税抜価格：￥3,800）

チタニウムシェラ マグナ
価格未定

今冬発売予定  新商品
NEW

チタニウム  ボットボウル
価格未定

今冬発売予定  新商品
NEW

450mlのマグカップ。フォールディングハンドルで
パッキング時もかさばりません。
メッシュバッグ付。

容量／450ml　
サイズ／D82×H89mm
重量／63g

チタニウム トラベルマグ450
¥5,280（税抜価格：￥4,800）

T-406

900mlの大容量ポット。フォールディングハンドルでパッキング
時もかさばりません。湯切り穴付きのリッド、メッシュバッグ付。
容量／900ml　
サイズ／D117×H94mm　
重量／130g

チタニウム Ti-Liteマグ900  
¥10,450（税抜価格：￥9,500）

T-417

750mlの大容量ポット。
フォールディングハンドルでパッキング時もかさばりません。
湯切り穴付きのリッド、メッシュバッグ付。

容量／750ml　
サイズ／
D96×H105mm
重量／117ｇ

チタニウム Ti-Liteマグ750 
¥9,460（税抜価格：￥8,600）

T-401

チタニウムパラボトル
¥27,280（税抜価格：￥24,800）

T-452

本体と蓋の結束に、編み込んだパラ
コードを使用したシングルウォール
のチタニウムボトル。
パラコードは解けば長い紐として使
用することが可能。重厚感のある
バーゴらしいアイテムです。

容量／1ℓ　
サイズ／D84×H216mm
重量／280g

容量／1.0ℓ　サイズ／外径105、内径96×H160ｍｍ　
重量／153ｇ　素材／チタン

T-482

BOTの1リットルサイズにハンドル付きが登場。　
コアなファンの多いBOTですが、このHDはより多くの方に
使って頂きやすい仕様になっています。 フォールディング
タイプのハンドルですっきり収納可能。蓋にはシリコン
パッキン付。お湯を沸かす時はひっくり返して使用します。

チタニウムボットＨＤ
¥23,980（税抜価格：￥21,800）

容量／1ℓ　
サイズ／外径105、内径96×H160ｍｍ　
重量／チタン：147g

ボトルとポットを組合せた造語が「ボット」。
そのまま火にかけてポットの代わりにお湯
を沸かすことができ、蓋を締めればボトルと
して内容物をこぼさずに持ち運ぶことが可
能です。
蓋にはシリコンパッキン付。お湯を沸かす時
はひっくり返して使用します。ポットリフター
との併用がお勧めです。

容量／700ml　重量／138g
サイズ／外径105、内径96×H122mm　

チタニウムボットの進化版。容量を少なくし、
ハンドルを取付ました。
よりクッカーに近い使用が可能になりました。

チタニウムボット700
¥18,480（税抜価格：￥16,800）

T-466

本国アメリカで特許を取得したシリコンじょう
ご付のチタンフラスコ。注ぎ易く、内容物を元
に戻すことも簡単に行えます。
シリコンじょうごのお蔭で、金属部分に触れる
ことなく内容物を飲むことが可能です。

容量／240ml
サイズ／W94×H150mm
重量／105g

チタニウム ファンネルフラスコ
¥12,100（税抜価格：￥11,000）

T-447

サイズ／全長：180×刃渡り80mm×刃厚3mm、収納時：100mm　重量／65ｇ
素　材／ブレード：焼結チタンセラミック合金、 ハンドル：チタン

T-500

バーゴ渾身のナイフが登場！
ブレードはチタンとセラミックの粉末を焼結させた特殊合金を採
用（特許取得済）。
抜群の強度を誇り、切れ味の持続は一般的なステンレスブレード
の約42倍！強化ステンレスと比べても5倍の持続性があります。
市販の砥石で研ぐことも可能。ハンドル部ももちろんチタンです。
ブライアン・バーゴ氏が長年温めてきたアイデアがようやく形と
なった1本です。

ソバタ３９８
（シンタードチタニウムナイフ） 
¥42,900（税抜価格：￥39,000）

チタン×セラミックがナイフを変える。 
バーゴ渾身のナイフが登場！

フルチタン製ナイフ。収納ケース付。持ち運びに便利なクリップ付きです。

サイズ／全長138×刃渡り69×刃厚3mm　重量／20g

チタニウム ワーンクリップナイフ
¥10,780（税抜価格：￥9,800）

T-439

チタン製ブレードにカーボンの持ち手を付けた
超軽量フォールディングナイフです。
折り畳めば安全に持ち運びが可能です。

サイズ／全長140×刃渡り57×刃厚2.5mm　収納時：84mm
重　量／30g

Ti-Carbonフォールディングナイフ
¥10,780（税抜価格：￥9,800）

T-451

OTHERS

UTENSILS

アルファ米や深型クッカーを
使った食事の時に、手を汚さ
ずに奥まで届くロングハンドル
スプーン。
適量をすくいとれるスプーンサ
イズになっています。

ナイフ、スプーン、フォークのカトラリーセット。
単品購入よりコストパフォーマンス◎。
カラビナ付。

サイズ／152ｍｍ　
重量／38g

チタニウム カトラリーセット
¥4,400（税抜価格：￥4,000）

T-216

サイズ／216ｍｍ　重量／14g

チタニウム ロングハンドルスプーン
¥2,640（税抜価格：￥2,400）

T-221

クリップ付きスポーク。ザックへの外付けが可能です。

サイズ／152ｍｍ　重量／14g

チタニウム イーグルスポーク 
¥2,090（税抜価格：￥1,900）

T-204
スプーン、フォーク缶切り、
栓抜きとしても使える！

サイズ／158ｍｍ　重量／12g

チタニウム スコーク
¥2,640（税抜価格：￥2,400）

T-222

スプーン、フォークとして使えるスポーク。
ポリッシュ仕上げが美しい。

カラー／

　　　　 チタニウム

　　　　 ブルー

　　　　 ラベンダー

　　　　 イエロー

チタニウム スポーク 
¥2,090（税抜価格：￥1,900）

T-203

T-208
T-209
T-210

サイズ／使用時160mm,
　　　   収納時93mm
重量／17g

チタニウム フォールディングスポーク
¥2,640（税抜価格：￥2,400）

T-217
T-218
T-219
T-220

折り畳めばコンパクトになるチタン製スポーク。色付きなので、万が一
地面に落とした時も簡単に見つけることができます。全４色。

カラー／

ナチュラル
ブルー
ラベンダー
イエロー

チタニウム
イエロー

ブルーラベンダー

チタン製ポットリフター。チタニウムボットの調理時に本体を挟
んで使用します。食器全般に使用可能です。

サイズ／126ｍｍ　重量／23g

チタニウム ポットリフター
¥4,290（税抜価格：￥3,900）

T-419

サイズ／162ｍｍ　重量／14g　チタニウム

この５ｇが地球を救う

サイズ／直径：6mm　長さ203mm
重　量／5.7ｇ（1本）　素材／チタン
クリーニングブラシ、収納ケース付属

T-487

マイボトルが当たり前となりつつある今、マイストローを持つ時代が
来つつあります。
バーゴのチタニウムストローは5gと軽量なうえ高い強度も誇ります。
飲みなれたドリンクがよりおいしく感じる…はず。

チタニウムストロー
（２本セット）
¥3,300（税抜価格：￥3,000）

サイズ／76×27×5.3mm　重量／34g
素材／本体：チタン、ブレード：スチール

T-493

コンパクトで刃渡り短く、いつも持ち歩けるデザイン。
所有欲を満たす、重厚で高級感ある仕上げ。
替刃が１０枚付属。

チタニウムユーティリティナイフ
¥10,780（税抜価格：￥9,800）

サイズ／収納時 ： 116mm 、使用時 ： 198mm　
重量／19g

素材／チタン、木

T-223

定番ステンレス箸のチタンバージョン
軽量20g、収納時はコンパクト。収納袋も付属。
先端は木材で食感も損ねません。

チタニウムチョップスティックス
¥4,290（税抜価格：￥3,900）

●900mlの大容量カップ
●チタン製。フタ付き
※写真はイメージです。実際の仕様とは
　異なる場合がございます。

●ボットシリーズの底に
　ジャストフィットする
　チタン製のカップです。

outdoor gear
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VARGO NO-FLY 2P TENT

１．高い居住性と軽量性を実現
　  ２人用で短辺144cm。余裕あるサイズ設定ながら約1.2kg。
　  ベンチレーションも充実。
２．ポールスリーブもフックも無しの簡単設営
　  インナーにポールを通してグロメットにさせばすぐ自立。
３．カーボン＆アルミのハイブリットポール
　  主素材はカーボンで軽量化を図りつつも
  　継ぎ目部分はアルミでスムーズな抜き差しを実現。

【製品仕様】
重　量／Min 1.196 kg / Max 1.257 kg　
サイズ／長辺218cm×短辺144cm×高さ109cm
ポール：イーストン  カーボン 3.9　
フライ＆フロア：20D 410T リップストップナイロン、
耐水圧1200mm （シル/PU防水コーティング）　
本　体／15D ナイロンメッシュ　ドア数×2

ノーフライ２Ｐ
¥86,900（税抜価格：￥79,000）

T-480
シングルウォールでもダブルウォールでもない、
新しいタイプの自立式ＵＬテント。

●丈夫なチタニウム製　●手を痛めない持ちやすいハンドル形状
●植物の根っこなどを切ることができる鋸歯形状のスコップ
●ガイラインを通せばペグとして使用可能
サイズ／20.5×4.4cm　重量／36ｇ

T-471

多目的スコップ「チタニウムディグディグツール」は、トレイルでトイレ用の穴を掘ったり、テントやター
プのペグとしても利用できる万能ツールです。
手を痛めない持ちやすいハンドル形状、植物の根っこなどを切ることができる鋸歯形状のスコップ、ガ
イラインを通せばペグとして使用可能。トレッキング、キャンプ等で活躍するNEWアイテムです。

チタニウムディグディグツール 
¥3,960（税抜価格：￥3,600）

TENTSTAKE

サイズ／158ｍｍ　重量／10ｇ

チタニウム アッセント
¥715（税抜価格：￥650）

T-106

サイズ／165×3.5mm　重量／8ｇ

チタニウムステイク
¥605（税抜価格：￥550）

T-101

サイズ／152×3mm　重量／7ｇ

チタニウム ウルトラライトステイク
¥550（税抜価格：￥500）

T-104

ヘッド部分を塗装することでフィールドで
の視認性を向上させました。
刺さりやすく見つけやすい軽量ペグです。

チタン製軽量ペグ。ピン型なので、岩の多いテントサイト
でも地面に刺さります。見た目以上に頑丈です。

チタニウムステイクをより短くすること
でさらに軽量化を図りました。

雪面で威力を発揮する幅広ペグ。
抜き取り時に便利な紐付き。

サイズ／165×3.5mm　重量／8ｇ

チタニウムステイク オレンジヘッド
¥605（税抜価格：￥550）

T-107

バーゴが財布を作るとこうなります

T-489

電子マネー化の波にバーゴも対応しております。
チタンとレザーを組み合わせたカードサイズのワレットです。
ボトルオープナー付きのチタンブレードがポケット内でもカードの変形
をしっかりと防いでくれます。
カードと紙幣を挟む２つのスロットを装
備。カードスロットはテープを引くこと
で簡単にカードを取り出せます。
チタンの無骨さとレザーの高級感を併
せ持つ大人のワレット。

チタニウムヒンジワレット  
¥9,460（税抜価格：￥8,600）

チタン製ホイッスル。高音がでます。
ネックストラップ付きと
クリップタイプの2種類。

サイズ／56×8mm　
重量／本体：3ｇ

チタニウムホイッスル 
 ¥1,980（税抜価格：￥1,800）

ネックストラップ付
T-416

クリップタイプ
T-434

チタン製マネークリップ。
お札を挟んで使用する、
アメリカ式簡易ウォレット。

サイズ／51×19×6ｍｍ　重量／7ｇ

チタニウム マネークリップ 
¥3,520（税抜価格：￥3,200）

T-428

サイズ／65mm×38mm　重量／9.9g
素材／チタン

T-484

栓抜き機能搭載で、安全安心のダブル
ゲート設計、腐食の心配が無いチタニウ
ムカラビナです。

バイナリーカラビナ
¥3,960（税抜価格：￥3,600）

サイズ／65mm×38mm　重量／9g
素材／チタン

サイズ／56mm×96mm　
重量／53.86g

T-492

栓抜き・カッター・ダニ取機能等が搭載
された万能チタニウムカラビナです。

バックカントリーカラビナ
¥3,960（税抜価格：￥3,600）

MegaHex
価格未定

今冬発売予定  新商品
NEW

●バーゴ初の大型焚き火台！
●内壁により二次燃焼する構造
●折りたたんで収納が可能
●スチール製。高さ35.5cm(予定)

※写真はイメージです。実際の仕様とは異なる場合がございます。

ライフシステムは２５年以上にわたり冒険家や探検家を事故や病気から保護するギアを作り続け
ているブランドです。イギリスの由緒ある慈善団体「D of E（デュークオブエジンバラ）」が推奨する
製品を数多くラインナップし、安心性を裏付けています。主にエマージェンシー、ライト、防虫用品
をラインナップし、アウトドア環境でいざという時に活躍するギアを紹介します。

エマージェンシーキットを効率よく収納することができる専用ケー
ス。用途に応じて区切られたスペースはクリアケースで内容物が一目
瞭然。
素材には丈夫なポリプロピレンを採用。メインファスナーには止水
ジッパーを使用することで多少の雨なら浸水の心配はありません。
・ハンドルループ
・止水ジッパー

僅か215gの軽量シェルター。想定
使用人数は2名。
収納サイズは350ml缶に匹敵する
大きさ。常備が求められるエマー
ジェンシーグッズとして持ち運び
が苦にならないおススメアイテム。
設営不要の使いやすさも魅力の
一つです。
・2 人 用・通 気口 付・耐 水 圧
5000mm・シームテープ処理済み
・視認性を高めるリフレクティブプリント
・収納ケースは本体に取り付けられている為、紛失する心配がありません。

カラー／レッド　
サイズ／21×16×6cm　
重　量／140ｇ

ファーストエイドケース
¥3,740（税抜価格：¥3,400）

L2350

ウルトラライトサバイバルシェルター２
¥12,980（税抜価格：¥11,800）

L42330

縫目をシームテープ処理した防滴ファーストエイドド
ライバック。
誰が見ても一目でエマージェンシーバッグと判断でき
るレッドカラーと十字マークがポイント。
・ハンドルループ・シームテープ処理済み
・ベースストラップ
・容量2L

カラー／レッド
サイズ／33×18×12.8cm
重量／50g

定　員／2人用　カラー／オレンジ
サイズ／収納時：14×7.5×7.5cm、使用時：140×90×45cm
重　量／215g　
素材／200デニールシルナイロン

ファーストエイドドライバッグ
¥1,980（税抜価格：¥1,800）

L27120

ファーストエイドケース

サバイバルシェルター
サバイバルシェルター４
¥7,920（税抜価格：¥7,200）

L42321

定　員／4人用　カラー／オレンジ
サイズ／収納時：22×12×12cm、使用時：140×90×80cm
重　量／510g

耐水圧5000mmの緊急用シェ
ルター。使い方は非常に簡単。
袋から取り出した状態で2～4
名が中に入り、向かい合って座
るだけで、風や冷気、雨から身
を守ることができます。
スタッフサックは通気用の
メッシュパネルと、外の様子
が覗えるクリアパネル付。
本体上部には反射シールがプリントされており、レス
キュー隊員に居場所を知らせる役割を持っています。

・4人用・通気口付・耐水圧5000mm・シームテープ処理済
み・視認性を高めるリフレクティブプリント・収納ケースは
本体に取り付けられている為、紛失する心配がありません。

高品質のステンレスで作られた
このアイテムは、ダニ全体を安全
に取り除くことができます。

サイズ／120x10x10mm　
重　量／18g
素　材／ステンレス

ティック ツィーザー
¥880（税抜価格：¥800）

L6580

ライム病のようなダニによって媒介される人獣共通の細菌
（スピロヘータ）による感染症が近年増加傾向にあります。ダ
ニに噛まれた際にはすぐにダニを取り除く必要があります。
その為にも、まずは適切な準備と保護を確保することが重要
です。

害虫対策

（収納ケース付）

「ライフベンチャー」は旅行からアウトドア、日常生活まで幅広く使えるようにデザイン
された商品を数多く取り揃え、高品質の材料と品質管理のもと、20年以上にわたり製
品を作り続けているイギリスのブランドです。

Mサイズ

アンブレラ
旅先での急な雨の時に活躍するトレックアンブレラ。
Sサイズは軽さとコンパクトさが特徴です。Mサイズになると自動開閉システムを搭載し、人間工学に基づいたエルゴノミクスハンドル、風に強いダブル
キャノピーとなります。UPF50+（UVカット）で日差しからも守ります。

[S] 

[M] 

便利

強力な粘着テープ。突如はがれた登山靴の
ソールの仮固定、破けたテントの一時補修等
に役立ちます。1ロール5m。

サイズ／50mm×5ｍ　
重量／69ｇ

ダクトテープ 
¥660（税抜価格：¥600）

L8235

パッカブルバッグ

パッカブル

トレックアンブレラ
[S] ¥3,080（税抜価格：¥2,800）
[M] ¥3,960（税抜価格：¥3,600）

サイズ／
[S] 収納時：170×70×45mm、使用時：直径910mm
[M]収納時：320×60×60mm、使用時：直径970mm
重　量／[S] 206g , [M] 380g
素　材／持ち手：アルミニウム、傘布：ハニカムリップストップナイロン

L9460
L68013
L68014
L9490

カラー／[S] 
[M]

ブラック
グリーン
パープル
ブラック

パッカブルウォータープルーフ
バックパック
¥6,380（税抜価格：¥5,800）

L53135

とても軽量なシリコン加工済リップストップCorduraナイ
ロン製の防水パッカブルデイパックです。
・ロールトップクロージャーシステム  
・２メッシュサイドポケット

ロック

3つのダイヤルで開錠する最もスタン
ダードな南京錠。TSAロック対応。

サイズ／58×30×15mm　
重　量／73g

ＴＳＡコンビロック 
¥1,760（税抜価格：¥1,600）

L9714
L72030

カラー／

ブラック
ブルー

L72050 ピンク
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