
TECHNOLOGY

SUSTAINABILITY 「サスティナビリティ」

TPU（Thermoplastic Polyurethane）とは？

ADVANCED WELDING （高度な溶着加工技術）
高強度＆漏れない

REVERSIBLE RESERVOIR （リバーシブル・リザーバー）
簡単クリーニング＆乾燥

ハイドラパックの水筒本体に採用している素材 ～ＴＰＵ～
熱可塑性（ねつかそせい）ポリウレタン。ウレタン樹脂やエラストマーとも言われている
プラスチックの一種です。耐久性と柔軟性に優れた軽量な素材です。もちろん、100% 
BPA & P VC フリーで安心・安全な素材です。ハイトラパックがこの素材を選んでいる
理由、この素材のメリットとしては、伸びない水筒類に使用されている素材と比べて、
非常に耐久性に優れていて柔軟性があることです。アウトドアフィールドで使う水筒と
して必要なこと、何と言っても耐久性が重要です。大切な水を漏らすことなく、しっかり
運び、しかも飲みやすく、また飲みおわったら水筒本体を丸めてコンパクトにすること
が可能。凍らすことも可能です。ウォーターストレージなどを凍らせてクーラーに入れ

HydraPakは、最高のパフォーマンスと長く使って頂けるテクニカルなハイドレーション・ソリューションを提供するだけでなく、サステナビリティの我々の業界リーダーになることを目指しています。
 リサイクルされた材料を使うだけでなく、埋立地に埋め立てられる廃棄物を最小減まで減らし、また第三者による会社の監査までしっかりと受けています。
 私たちは、可能な限り痕跡を残さないように、循環型製造に焦点を当てることに取り組んでいます。

＋ リサイクルされたFSC認証パッケージ
　 FSC＝Forest Stewardship Council：森林認証を行う国際機関
＋ 高品質の製品、循環型ライフサイクル

The Standard for High Performance Hydration
高性能な水分補給　～ハイドレーション～　の新しい基準です

私たちは、毎年、継続的にサステナビリティを追跡、監視、改善しています：

材料と製造
*アウトドア・レクリエーションのインフラ強化
*責任ある信頼できる率直なサプライヤーと協力すること

企業の社会的持続可能性

排出量を削減し、クライメイト・ニュートラル認証を取得
するために、次の措置を講じています。
1. 測定-事業活動からのすべての炭素排出量を最初か
ら最後まで特定して測定します。

2. オフセット ‒ カーボンクレジットを購入して、カーボ
ンフットプリントを完全に相殺します。

3. 削減 ‒ 将来の排出量を削減および排除するための
計画を策定および実施します。

クライメイト・ニュートラル（二酸化炭素
排出実質ゼロ） 

＋ 高周波ウェルダー加工
＋ 素材へ直接熱を加えず、分子レベルで溶着
＋ 密閉が可能

＋ US特許取得済のスライドシール™採用で、簡単給水
＋ Plug-N-Play™ クイックコネクトシステム
＋ シェイプシフト™ 取り外し可能な内側バッフル

BITE VALVES （バイトバルブ）
自動密閉で漏れない＆飲みやすいバルブ

HYDRATION TUBING （ハイドレーションチューブ） 
丈夫なTPU素材チューブ採用

＋ 早い水流で素早く水分補給
＋ ソフトな飲み口
＋ 無味無臭のシリコン飲み口で安心

＋ 無味無臭で安心のTPU
＋ 最適な硬さでチューブの取り回し簡単
＋ 暑くても寒くても問題ありません

SHAPE-SHIFTTM スマートなデザインで、最高のパフォーマンスを実現可能な、「シェイプシフト」。
ハイドレーションを知り尽くしたハイドラパック社のロングセラー製品です。ほと
んどのバックパックにフィットし、簡単にメンテナンスできるように完全に裏返す
ことができます。耐久性があり、信頼できる素材と機能を備えています。飲み口
を噛むことにより飲むことができるハイフローバイトバルブ、またon/offバー搭
載で飲まない時の水漏れを防ぎます。

シェイプシフト 2L
¥5,280（税抜価格：￥4,800）
サイズ／340×165mm
カラー／クリア　
容　量／2L　重量／141g
飲み口・キャップ／
ハイフローブラスターバイトバルブ、
PLUG-N-PLAY™対応
（簡単に本体からチューブを取り外せます）
素　材／TPU、PP/POM、ABS、シリコン

A262

シェイプシフト 3L
¥5,390（税抜価格：￥4,900）
サイズ／445×165mm
カラー／クリア　
容　量／3L　重量／154g
飲み口・キャップ／
ハイフローブラスターバイトバルブ、
PLUG-N-PLAY™対応
（簡単に本体からチューブを取り外せます）
素　材／TPU、PP/POM、ABS、シリコン

A263

VELOCITYTM VELOCITYTM IT

ランナーにとって欠かせないアイテム、「ベロシティ」。ベストやバックパックで快適に使える
ように設計されています。これは最も軽いリザーバーであり、人間工学に基づいたスライド
シールトップを備えています。　開口部が大きく開くことにより、エイドステーションなどで
迅速に水分の補充が可能になります。飲み口を噛むことにより飲むことができるハイフ
ローバイトバルブ、またon/offバー搭載で飲まない時の水漏れを防ぎます。

ベロシティ 1.5L  
¥4,840（税抜価格：￥4,400）

A371

サイズ／315×150mm　カラー／マリブ　
容　量／1.5L　重量／125g
飲み口・キャップ／
ハイフローブラスターバイトバルブ、
PLUG-N-PLAY™対応
（簡単に本体からチューブを取り外せます）
素　材／TPU、PP/POM、ABS、シリコン

フォース 2L
¥5,940（税抜価格：￥5,400）

A522

サイズ／340×165mm　カラー／マンモスグレー　
容　量／2L　重量／173g
飲み口・キャップ／
ハイフローブラスターバイトバルブ、
PLUG-N-PLAY™対応
（簡単に本体からチューブを取り外せます）
素　材／TPU、PP/POM、ABS、シリコン

ベロシティIT 1.5L  
¥5,720（税抜価格：￥5,200）

A381

サイズ／335×150mm　カラー／クリア　
容　量／1.5L　重量／163g
飲み口・キャップ／
ハイフローブラスターバイトバルブ、
PLUG-N-PLAY™対応
（簡単に本体からチューブを取り外せます）
素　材／TPU、PP/POM、ABS、
　　　　シリコン、セルフォーム

スリムデザイン リバーシブル ハイドレーション

FORCETM

激しいスポーツをするアスリートには高性能なハイドレーションが必要です。
この「フォース」は非常に頑丈です。フォースに付属の特別なハイドロフュージョンドリンキングチューブは
断熱性に優れ、暑いときでもチューブ内の温度が上がり過ぎません。
飲み口を噛むことにより飲むことができるハイフローバイトバルブ、飲み口を清潔に保てるダストカバー
付きです。またon/offバー搭載で飲まない時の水漏れを防ぎます。

丈夫なリバーシブル ハイドレーション

パフォーマンス リバーシブル ハイドレーション

「ベロシティIT」は「ベロシティ」の基本性能に加えて、IsoBoundインサレーションテクノロ
ジーにより一般的なリザーバーよりも３８％高い保冷効果があります。
また水筒本体が結露しにくい効果もあります。

保冷仕様 ハイドレーション

詳細は29ページをご覧ください。

◦交換用チューブ、バルブ、シリコン飲み
　口（シース）※シリコンシースは消耗品です。
　定期的な交換をお勧めします。
◦チューブ固定用マグネット
◦チューブ用クリーニングブラシ

ACCESSORIES

ておけば、保冷剤がわりに使え、溶ければ飲料にも利用できます。
まさにアウトドアで使うのに最適な素材と言えるでしょう。デメリットとして、この素材
（TPU）の性質上、匂いが全くないとはいえません。 匂いについては、人によってかなり
感じ方が違います。水なのか、味のついたジュースやサプリ、中に入れるドリンクに
もよるようです。やはり味のついたドリンクだ
と水筒の匂いは感じにくいと考えられます。匂
いが気になる場合、ハイドラパック社が推奨する
対処法です。 以下を一度お試しください。
【対処法】水筒にテーブルスプーン１杯程のレモン
汁を入れ、水を足し、凍らせます。（※満タンでは
なく、７分目くらいまで。）凍った後、溶かしてゆす
ぎます。　また繰り返し使用することでも匂いは
減っていきます。
耐熱温度：冷凍可／+60℃　
※煮沸できません。 食洗器不可。

バッフルがあるため、膨らみ
すぎません。
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・便利な目盛り付
・コンパクト収納

エコフレンドリー ハイドレーション

リーコン 500ml  ¥2,090（税抜価格：￥1,900）
サイズ／195mmx72mm　キャップサイズ／63mm
カラー／ライム、ホワイト、バイオレット　容量／500ml　重量／143g
飲み口・キャップ／スムースフローツイストキャップ（飲み口を回してon / off）
素　材／Tritan™ Renew「トライタン・リニュー」（コポリエステル）：50％ PCR（Post-Consumer recycled）、シリコン

リーコン 1L  ¥2,530（税抜価格：￥2,300）
サイズ／267×76mm　キャップサイズ／63mm　
カラー／シアン、ホワイト、ライム　容量／1L　重量／189g
飲み口・キャップ／スムースフローツイストキャップ（飲み口を回してon / off）
素　材／Tritan™ Renew「トライタン・リニュー」（コポリエステル）：50％ PCR（Post-Consumer recycled）、シリコン

リーコン 用フラットキャップ  
¥770（税抜価格：￥700）　重量／32g
飲み口の無いスクリューキャップです

50% POST CONSUMER RECYCLED
キャップとボトル本体は清潔感のあるクリアカラーで、
Tritan Renew Techを採用。丈夫で汚れにくく、匂いもつきに
くいボトルです。

飲みやすいツイストキャップ
180°回転するツイストキャップは、まるでコップで飲んでい
るような十分な水量を提供。簡単に閉めることができ、漏れ
ることもありません。

スレンダーボトルシェイプ
バックパックのサイドポケットにフィットするようにデザイン
されています。また、大半の車のカップホルダーにも入る、毎
日使える美しいデザインです。

ベイルハンドル
持ち運びに便利なソフトで丈夫な軽量なハンドル付です。

ホワイト
（クリア／ブラック＆ホワイト）

BR03W
ライム

（クリア／エバーグリーン＆ライム）

BR03E
バイオレット

（クリア／アイリス＆バイオレット）

BR03V

リーコン 750ml  ¥2,310（税抜価格：￥2,100）
サイズ／230×71mm　キャップサイズ／63mm　
カラー／シアン、ホワイト、バイオレット　容量／750ml　重量／139g
飲み口・キャップ／スムースフローツイストキャップ（飲み口を回してon / off）
素　材／Tritan™ Renew「トライタン・リニュー」（コポリエステル）：50％ PCR（Post-Consumer recycled）、シリコン

バイオレット
（クリア／アイリス＆バイオレット）

BR01V
ホワイト

（クリア／ブラック＆ホワイト）

BR01W
シアン

（クリア／ネイビー＆シアン）

BR01HP

BROO    

シアン
（クリア／ネイビー＆シアン）

BR02HP
ホワイト

（クリア／ブラック＆ホワイト）

BR02W
ライム

（クリア／エバーグリーン＆ライム）

BR02E

ハイドラパックの自然に優しいハードタイプのウォーターボトルです。このリーコンボトルは、ポスト・コンシューマー・リサイクル（PCR）＝
「消費者によって使用済みのプラスチックなどをリサイクルした素材」を５０％使用しています。キャップとボトル本体は清潔感のあるク
リアカラーで、Tritan Renew Techを採用。丈夫で汚れにくく、匂いもつきにくい素材です。

RECONTM 

持ちやすいハンドル付コップで飲んでいるような十分な水量

お手入れも簡単！

ウルトラライト再利用可能ボトル

マリブブルー マリブブルーマンモスグレー マンモスグレー

「フラックスボトル」は、ハードボトルのようなフォルムでありながら、ソフトボトルのようにコンパクト
にできる上に重量も約60％カットしたパフォーマンスに優れた軽量ボトルです。
水漏れ防止のツイストキャップで飲みやすく開閉も簡単です、飲み終えた後はボトルを丸めてループ
で止めれば、かさばらずコンパクトに収納ができます。

フラックスボトル 1.5L  
¥3,850（税抜価格：￥3,500）

A415HP A415M A410HP A410M

サイズ／295×93mm
キャップサイズ／42mm
カラー／マリブブルー、マンモスグレー
容　量／1.5L　重量／97g
飲み口・キャップ／
スピルプルーフキャップ
（飲み口を回してon / off）　
素　材／TPU、高密度ポリエチレン（HDPE）、PP

FLUXTM 

フラックスボトル 1L  
¥3,190（税抜価格：￥2,900）
サイズ／245×85mm　
キャップサイズ／42mm
カラー／マリブブルー、マンモスグレー　
容量／1L　重量／77g
飲み口・キャップ／
スピルプルーフキャップ
（飲み口を回してon / off）　
素　材／TPU、高密度ポリエチレン（HDPE）、PP

パッカブル
 ミニマルなデザインで非常に丈夫
な水筒です。飲み終わって空になっ
たら小さく畳んで持ち帰ることが
できます。

漏れません
スピルプルーフキャップで漏れませ
ん。飲み口を回して簡単にOn / Off
できます。簡単にスピーディに水分
補給が可能です。

互換性の高いキャップ
42mm径に合う浄水器を使えば
もっと使い方が広がります。

とても丈夫です
二層フィルムラミネート構造で丈夫
です。そして持ちやすく、しかもソ
フトなので飲み終わればコンパク
トに丸めることが可能。

気軽にポータブル ハイドレーション
STASHTM

使用後には、ボトルをコンパクトに
畳むことができるので
持ち運びに際してのかさばりも
軽減できます。

スタッシュボトルは実用性に優れたデザイン。シンプルな広口のスクリューキャップが飲みやすい。
とても軽量でどんな旅にも便利に使えます。

スタッシュボトル 750ml
¥2,970（税抜価格：￥2,700）
サイズ／【使用時】 195×92mm、【収納時】 66×92mm
キャップサイズ／42mm　
カラー／マリブブルー、マンモスグレー
容　量／750ml　重量／84g
飲み口・キャップ／スクリューキャップ
素　材／TPU、PP、シリコン

コンパクト

G122HP
マリブブルー

G122M
マンモスグレー

スタッシュボトル 1L
¥3,740（税抜価格：￥3,400）

G121HP

サイズ／【使用時】 210×100mm、【収納時】 60×100mm
キャップサイズ／63mm　
カラー／マリブブルー、マンモスグレー
容　量／1L　重量重　量／107g
飲み口・キャップ／スクリューキャップ
素　材／TPU、PP、シリコン

マリブブルー
G121M

マンモスグレー

「スタッシュボトル 1L」は一日分の水分補給に
十分な大きさのボトルです。

NEW

NEW
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・便利な目盛り付
・コンパクト収納

エコフレンドリー ハイドレーション

リーコン 500ml  ¥2,090（税抜価格：￥1,900）
サイズ／195mmx72mm　キャップサイズ／63mm
カラー／ライム、ホワイト、バイオレット　容量／500ml　重量／143g
飲み口・キャップ／スムースフローツイストキャップ（飲み口を回してon / off）
素　材／Tritan™ Renew「トライタン・リニュー」（コポリエステル）：50％ PCR（Post-Consumer recycled）、シリコン

リーコン 1L  ¥2,530（税抜価格：￥2,300）
サイズ／267×76mm　キャップサイズ／63mm　
カラー／シアン、ホワイト、ライム　容量／1L　重量／189g
飲み口・キャップ／スムースフローツイストキャップ（飲み口を回してon / off）
素　材／Tritan™ Renew「トライタン・リニュー」（コポリエステル）：50％ PCR（Post-Consumer recycled）、シリコン

リーコン 用フラットキャップ  
¥770（税抜価格：￥700）　重量／32g
飲み口の無いスクリューキャップです

50% POST CONSUMER RECYCLED
キャップとボトル本体は清潔感のあるクリアカラーで、
Tritan Renew Techを採用。丈夫で汚れにくく、匂いもつきに
くいボトルです。

飲みやすいツイストキャップ
180°回転するツイストキャップは、まるでコップで飲んでい
るような十分な水量を提供。簡単に閉めることができ、漏れ
ることもありません。

スレンダーボトルシェイプ
バックパックのサイドポケットにフィットするようにデザイン
されています。また、大半の車のカップホルダーにも入る、毎
日使える美しいデザインです。

ベイルハンドル
持ち運びに便利なソフトで丈夫な軽量なハンドル付です。

ホワイト
（クリア／ブラック＆ホワイト）

BR03W
ライム

（クリア／エバーグリーン＆ライム）

BR03E
バイオレット

（クリア／アイリス＆バイオレット）

BR03V

リーコン 750ml  ¥2,310（税抜価格：￥2,100）
サイズ／230×71mm　キャップサイズ／63mm　
カラー／シアン、ホワイト、バイオレット　容量／750ml　重量／139g
飲み口・キャップ／スムースフローツイストキャップ（飲み口を回してon / off）
素　材／Tritan™ Renew「トライタン・リニュー」（コポリエステル）：50％ PCR（Post-Consumer recycled）、シリコン

バイオレット
（クリア／アイリス＆バイオレット）

BR01V
ホワイト

（クリア／ブラック＆ホワイト）

BR01W
シアン

（クリア／ネイビー＆シアン）

BR01HP

BROO    

シアン
（クリア／ネイビー＆シアン）

BR02HP
ホワイト

（クリア／ブラック＆ホワイト）

BR02W
ライム

（クリア／エバーグリーン＆ライム）

BR02E

ハイドラパックの自然に優しいハードタイプのウォーターボトルです。このリーコンボトルは、ポスト・コンシューマー・リサイクル（PCR）＝
「消費者によって使用済みのプラスチックなどをリサイクルした素材」を５０％使用しています。キャップとボトル本体は清潔感のあるク
リアカラーで、Tritan Renew Techを採用。丈夫で汚れにくく、匂いもつきにくい素材です。

RECONTM 

持ちやすいハンドル付コップで飲んでいるような十分な水量

お手入れも簡単！

ウルトラライト再利用可能ボトル

マリブブルー マリブブルーマンモスグレー マンモスグレー

「フラックスボトル」は、ハードボトルのようなフォルムでありながら、ソフトボトルのようにコンパクト
にできる上に重量も約60％カットしたパフォーマンスに優れた軽量ボトルです。
水漏れ防止のツイストキャップで飲みやすく開閉も簡単です、飲み終えた後はボトルを丸めてループ
で止めれば、かさばらずコンパクトに収納ができます。

フラックスボトル 1.5L  
¥3,850（税抜価格：￥3,500）

A415HP A415M A410HP A410M

サイズ／295×93mm
キャップサイズ／42mm
カラー／マリブブルー、マンモスグレー
容　量／1.5L　重量／97g
飲み口・キャップ／
スピルプルーフキャップ
（飲み口を回してon / off）　
素　材／TPU、高密度ポリエチレン（HDPE）、PP

FLUXTM 

フラックスボトル 1L  
¥3,190（税抜価格：￥2,900）
サイズ／245×85mm　
キャップサイズ／42mm
カラー／マリブブルー、マンモスグレー　
容量／1L　重量／77g
飲み口・キャップ／
スピルプルーフキャップ
（飲み口を回してon / off）　
素　材／TPU、高密度ポリエチレン（HDPE）、PP

パッカブル
 ミニマルなデザインで非常に丈夫
な水筒です。飲み終わって空になっ
たら小さく畳んで持ち帰ることが
できます。

漏れません
スピルプルーフキャップで漏れませ
ん。飲み口を回して簡単にOn / Off
できます。簡単にスピーディに水分
補給が可能です。

互換性の高いキャップ
42mm径に合う浄水器を使えば
もっと使い方が広がります。

とても丈夫です
二層フィルムラミネート構造で丈夫
です。そして持ちやすく、しかもソ
フトなので飲み終わればコンパク
トに丸めることが可能。

気軽にポータブル ハイドレーション
STASHTM

使用後には、ボトルをコンパクトに
畳むことができるので
持ち運びに際してのかさばりも
軽減できます。

スタッシュボトルは実用性に優れたデザイン。シンプルな広口のスクリューキャップが飲みやすい。
とても軽量でどんな旅にも便利に使えます。

スタッシュボトル 750ml
¥2,970（税抜価格：￥2,700）
サイズ／【使用時】 195×92mm、【収納時】 66×92mm
キャップサイズ／42mm　
カラー／マリブブルー、マンモスグレー
容　量／750ml　重量／84g
飲み口・キャップ／スクリューキャップ
素　材／TPU、PP、シリコン

コンパクト

G122HP
マリブブルー

G122M
マンモスグレー

スタッシュボトル 1L
¥3,740（税抜価格：￥3,400）

G121HP

サイズ／【使用時】 210×100mm、【収納時】 60×100mm
キャップサイズ／63mm　
カラー／マリブブルー、マンモスグレー
容　量／1L　重量重　量／107g
飲み口・キャップ／スクリューキャップ
素　材／TPU、PP、シリコン

マリブブルー
G121M

マンモスグレー

「スタッシュボトル 1L」は一日分の水分補給に
十分な大きさのボトルです。
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ポータブル ポケットサイズハイドレーション
STOWTM

ストウボトル 1L
¥2,640（税抜価格：￥2,400）

GS330T

サイズ／230×130mm
キャップサイズ／28mm　
カラー／タホーブルー、マンモスグレー、スートログリーン
容　量／1L　重量／57g
飲み口・キャップ／
セルフシーリングシリコンノズル＆フリップトップキャップ
素　材／TPU、PP、シリコン

コンパクト キャップ部分

NEWキャンプタップ

フィルターアダプター付

コンパクト収納！

吊るして使える

タホーブルー
GS330M

マンモスグレー

ハイドラパックのポータブル ポケットサイズ ハイドレーション。とても軽量で耐久性にも優れ、パッキングするのにミニマル
なデザインの水筒です。スピルプルーフノズルは、こぼれにくく行動中でも簡単に飲むことができます。
キャップ径は28mmで多くの浄水器メーカーが採用しており汎用性が高い。ハンドル付なので持ち運びに、水を入れる時に
も便利です。またこのハンドルを利用して使用後は非常にコンパクトに収納することができます。2021年より飲み口を清潔
に保てるフリップトップキャップが付きました。
１Lには内側に仕切りを付けることで水を入れても膨らみすぎないので持ちやすい工夫が施されています。

ストウボトル 500ml
¥2,200（税抜価格：￥2,000）
サイズ／175×102mm
キャップサイズ／28mm　
カラー／タホーブルー、マンモスグレー、レッドウッド
容　量／500ml　重量／45g
飲み口・キャップ／
セルフシーリングシリコンノズル＆フリップトップキャップ
素　材／TPU、PP、シリコン

GS335T
タホーブルー

GS335M
マンモスグレー

GS335R
レッドウッド

GS330S
スートログリーン

パッカブル
ミニマルなデザインで非常に丈夫
な水筒です。飲み終わって空になっ
たら小さく畳んで持ち帰ることが
できます。

フリップトップキャップ
簡単に開閉でき、飲み口を清潔に
保護してくれるキャップ付きになり
ました。

互換性の高いキャップ
28mm径は多くの浄水器メーカー
が採用しており汎用性が高い。

持ち運び簡単
持ち運びに便利なソフトで丈夫な
軽量なハンドル付です。水を入れ
るときにも便利です。

　ハイドラパックは2001年から、フレキシブルで機能的で使いやすいハイドレーションシステムを開発し、製造し続けてきました。　「十分に良い。」　ハイドラパックは
製品を改善するたびにホワイトボードを全て消去し、改めて「これをさらに良くするにはどうすればよいか」と自問します。 毎年、この革新は積み重なっていきました。　業
界をリードするパフォーマンス重視の製品ラインナップはこれまでになく優れていますが、これら製品が常に１００％完璧であるとは決して考えられないため、設計、そし
てテストを繰り返し、これからも革新をし続けます。これが私たちの使命と考えています。

ウルトラライト ウォーターストレージ

シーカー 2L 
 ¥3,300（税抜価格：￥3,000）
サイズ／320×130mm　キャップサイズ／42mm　
カラー／マンモスグレー、スートログリーン　
容　量／2L　重量／76g
飲み口・キャップ／スクリューキャップ
素　材／ウルトラデュラブルTPU / PP
収納バッグ／ナイロン

シーカー 3L 
¥3,740（税抜価格：￥3,400）

A823M

サイズ／370×140mm　
キャップサイズ／42mm　
カラー／マンモスグレー
容量／3L　重量／92g
飲み口・キャップ／スクリューキャップ
素　材／ウルトラデュラブルTPU / PP
収納バッグ／ナイロン

パイオニア 6L  ¥8,580（税抜価格：¥7,800）
AP001

サイズ／490mm x 250mm
カラー／ブラック　容量／6L　重量／310g
素材／TPU、PP、ナイロン（収納ケース）
PLUG-N-PLAY™対応

パイオニア 10L  ¥8,800（税抜価格：¥8,000）
AP002

サイズ／520mm x 330mm
カラー／ブラック　容量／10L　重量／360g
素材／TPU、PP、ナイロン（収納ケース）
PLUG-N-PLAY™対応

シーカー 4L 
¥4,180（税抜価格：￥3,800）

A828M

サイズ／420×150mm
キャップサイズ／42mm　
カラー／マンモスグレー
容量／4L　重量／104g
飲み口・キャップ／スクリューキャップ
素　材／ウルトラデュラブルTPU / PP
収納バッグ／ナイロン

シーカーはハイドラパックの超軽量で耐久性に優れたウォーターストレージバッグです。水場に吊り
下げたり、バックパックに取り付けたりと多目的に使いやすいサイドラッシュポイント付。
非常にコンパクトに折り畳めます（収納ケース付）。凍らすこともできますのでクーラーに入れておけ
ば保冷剤としても。キャップにはループ付なのでキャップを失くしてしまうことも無くなります。
42mm径のキャップは様々な市販の浄水器に対応しており長期間の旅でも飲み水の入手と運搬を可
能にします。別売のシーカーハイドレーションキット（A177）を利用すればハイドレーションとしても
使えます。また、プラグンプレイキャップ（A178）と、キャンプタップ（A180）でシーカーに注ぎ口を追
加することも可能です。（写真右）

SEEKERTM 

大容量ウォーターストレージ ＆　デリバリーシステム
長期の山行やキャンプのために造られた軽量なパイオニアは、バックカントリーでのグループ全員の為に理想的な中・大容量のウォーターストレージです。　取り外し可能なウォータースト
レージ本体と、耐摩耗性に優れたアウタースリーブの２ピースで構成されています。　リザーバーの開口部は大きく開きますのですぐに給水でき、スライドシールトップで簡単にしっかりと閉じ
ることができます。　アウター開口部のナイロン製のドローコードは直径約8mmと太めにしてありますので、吊り下げて使ったり、持ち運びがとても簡単です。　新しい注ぎ口は、ボトルへの
給水や調理道具を洗うのに最適です。　また、28mm径の市販の浄水器を直接取り付けて使用できるフィルターアダプター付です。軽量でパッカブル、アウターに小さく折り畳んで収納可能。
アウターにはキャンプタップ等を収納しておけるアクセサリーポケット付です。

PIONEERTM 

A822M
マンモスグレー

A822S
スートログリーン

注ぎやすいキャリングハンドル
必要最低限、バックパックの中でも邪魔
にならないデザイン。

ループ付キャップ
42mm径の漏れないスクリューキャップ
には紛失防止の丈夫なループ付。

互換性の高いキャップ
42mm径は多くの浄水器メーカーが採用
しており汎用性が高い。

パッカブル
コンパクトに畳むことができるため、帰り
道は楽々です。

・サイドラッシュポイント×2
・計量に便利なメモリ付
・専用の収納バッグ付き

 
FAQよくあるご質問

耐熱温度は？

柔らかい TPU素材のハイドラパックは耐熱温度は～ 60℃です。  
※食洗器の使用はできません。※煮沸はできません。

凍らせることは出来ますか？

はい、問題ありません。　水は凍らせると膨張しますので入れる量は控えめにお願い
します。満タンに入れると破裂してしまう恐れがあります。　またハイドレーション
の場合はチューブを外して水筒本体だけを凍らせることをおすすめします。

ハイドラパックにお酒やウイスキーを入れてもいいですか？

不可です。　お酒や、ウイスキー等アルコール類は入れないでください。

Q

A

Q

A

Q

A

［more info］

NEW
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ポータブル ポケットサイズハイドレーション
STOWTM

ストウボトル 1L
¥2,640（税抜価格：￥2,400）

GS330T

サイズ／230×130mm
キャップサイズ／28mm　
カラー／タホーブルー、マンモスグレー、スートログリーン
容　量／1L　重量／57g
飲み口・キャップ／
セルフシーリングシリコンノズル＆フリップトップキャップ
素　材／TPU、PP、シリコン

コンパクト キャップ部分

NEWキャンプタップ

フィルターアダプター付

コンパクト収納！

吊るして使える

タホーブルー
GS330M

マンモスグレー

ハイドラパックのポータブル ポケットサイズ ハイドレーション。とても軽量で耐久性にも優れ、パッキングするのにミニマル
なデザインの水筒です。スピルプルーフノズルは、こぼれにくく行動中でも簡単に飲むことができます。
キャップ径は28mmで多くの浄水器メーカーが採用しており汎用性が高い。ハンドル付なので持ち運びに、水を入れる時に
も便利です。またこのハンドルを利用して使用後は非常にコンパクトに収納することができます。2021年より飲み口を清潔
に保てるフリップトップキャップが付きました。
１Lには内側に仕切りを付けることで水を入れても膨らみすぎないので持ちやすい工夫が施されています。

ストウボトル 500ml
¥2,200（税抜価格：￥2,000）
サイズ／175×102mm
キャップサイズ／28mm　
カラー／タホーブルー、マンモスグレー、レッドウッド
容　量／500ml　重量／45g
飲み口・キャップ／
セルフシーリングシリコンノズル＆フリップトップキャップ
素　材／TPU、PP、シリコン

GS335T
タホーブルー

GS335M
マンモスグレー

GS335R
レッドウッド

GS330S
スートログリーン

パッカブル
ミニマルなデザインで非常に丈夫
な水筒です。飲み終わって空になっ
たら小さく畳んで持ち帰ることが
できます。

フリップトップキャップ
簡単に開閉でき、飲み口を清潔に
保護してくれるキャップ付きになり
ました。

互換性の高いキャップ
28mm径は多くの浄水器メーカー
が採用しており汎用性が高い。

持ち運び簡単
持ち運びに便利なソフトで丈夫な
軽量なハンドル付です。水を入れ
るときにも便利です。

　ハイドラパックは2001年から、フレキシブルで機能的で使いやすいハイドレーションシステムを開発し、製造し続けてきました。　「十分に良い。」　ハイドラパックは
製品を改善するたびにホワイトボードを全て消去し、改めて「これをさらに良くするにはどうすればよいか」と自問します。 毎年、この革新は積み重なっていきました。　業
界をリードするパフォーマンス重視の製品ラインナップはこれまでになく優れていますが、これら製品が常に１００％完璧であるとは決して考えられないため、設計、そし
てテストを繰り返し、これからも革新をし続けます。これが私たちの使命と考えています。

ウルトラライト ウォーターストレージ

シーカー 2L 
 ¥3,300（税抜価格：￥3,000）
サイズ／320×130mm　キャップサイズ／42mm　
カラー／マンモスグレー、スートログリーン　
容　量／2L　重量／76g
飲み口・キャップ／スクリューキャップ
素　材／ウルトラデュラブルTPU / PP
収納バッグ／ナイロン

シーカー 3L 
¥3,740（税抜価格：￥3,400）

A823M

サイズ／370×140mm　
キャップサイズ／42mm　
カラー／マンモスグレー
容量／3L　重量／92g
飲み口・キャップ／スクリューキャップ
素　材／ウルトラデュラブルTPU / PP
収納バッグ／ナイロン

パイオニア 6L  ¥8,580（税抜価格：¥7,800）
AP001

サイズ／490mm x 250mm
カラー／ブラック　容量／6L　重量／310g
素材／TPU、PP、ナイロン（収納ケース）
PLUG-N-PLAY™対応

パイオニア 10L  ¥8,800（税抜価格：¥8,000）
AP002

サイズ／520mm x 330mm
カラー／ブラック　容量／10L　重量／360g
素材／TPU、PP、ナイロン（収納ケース）
PLUG-N-PLAY™対応

シーカー 4L 
¥4,180（税抜価格：￥3,800）

A828M

サイズ／420×150mm
キャップサイズ／42mm　
カラー／マンモスグレー
容量／4L　重量／104g
飲み口・キャップ／スクリューキャップ
素　材／ウルトラデュラブルTPU / PP
収納バッグ／ナイロン

シーカーはハイドラパックの超軽量で耐久性に優れたウォーターストレージバッグです。水場に吊り
下げたり、バックパックに取り付けたりと多目的に使いやすいサイドラッシュポイント付。
非常にコンパクトに折り畳めます（収納ケース付）。凍らすこともできますのでクーラーに入れておけ
ば保冷剤としても。キャップにはループ付なのでキャップを失くしてしまうことも無くなります。
42mm径のキャップは様々な市販の浄水器に対応しており長期間の旅でも飲み水の入手と運搬を可
能にします。別売のシーカーハイドレーションキット（A177）を利用すればハイドレーションとしても
使えます。また、プラグンプレイキャップ（A178）と、キャンプタップ（A180）でシーカーに注ぎ口を追
加することも可能です。（写真右）

SEEKERTM 

大容量ウォーターストレージ ＆　デリバリーシステム
長期の山行やキャンプのために造られた軽量なパイオニアは、バックカントリーでのグループ全員の為に理想的な中・大容量のウォーターストレージです。　取り外し可能なウォータースト
レージ本体と、耐摩耗性に優れたアウタースリーブの２ピースで構成されています。　リザーバーの開口部は大きく開きますのですぐに給水でき、スライドシールトップで簡単にしっかりと閉じ
ることができます。　アウター開口部のナイロン製のドローコードは直径約8mmと太めにしてありますので、吊り下げて使ったり、持ち運びがとても簡単です。　新しい注ぎ口は、ボトルへの
給水や調理道具を洗うのに最適です。　また、28mm径の市販の浄水器を直接取り付けて使用できるフィルターアダプター付です。軽量でパッカブル、アウターに小さく折り畳んで収納可能。
アウターにはキャンプタップ等を収納しておけるアクセサリーポケット付です。

PIONEERTM 

A822M
マンモスグレー

A822S
スートログリーン

注ぎやすいキャリングハンドル
必要最低限、バックパックの中でも邪魔
にならないデザイン。

ループ付キャップ
42mm径の漏れないスクリューキャップ
には紛失防止の丈夫なループ付。

互換性の高いキャップ
42mm径は多くの浄水器メーカーが採用
しており汎用性が高い。

パッカブル
コンパクトに畳むことができるため、帰り
道は楽々です。

・サイドラッシュポイント×2
・計量に便利なメモリ付
・専用の収納バッグ付き

 
FAQよくあるご質問

耐熱温度は？

柔らかい TPU素材のハイドラパックは耐熱温度は～ 60℃です。  
※食洗器の使用はできません。※煮沸はできません。

凍らせることは出来ますか？

はい、問題ありません。　水は凍らせると膨張しますので入れる量は控えめにお願い
します。満タンに入れると破裂してしまう恐れがあります。　またハイドレーション
の場合はチューブを外して水筒本体だけを凍らせることをおすすめします。

ハイドラパックにお酒やウイスキーを入れてもいいですか？

不可です。　お酒や、ウイスキー等アルコール類は入れないでください。

Q

A

Q

A

Q

A

［more info］
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ポータブル ウォーターコンテナ
EXPEDITIONTM ハードに使える頑丈な「エクスペディション」大容量の8Lです。

カーキャンプやベースキャンプの際などに最適なサイズです。広口タイプの注ぎ口が使い易く、フレキシブルな持ち手付きなので
持ち運び易さはもちろん、吊りさげて使うこともできます。  非常に軽量でコンパクトに使用できるアイテムです。

エクスペディション 8L
¥8,800（税抜価格：￥8,000）

E800

サイズ／380×220mm
キャップサイズ／63mm　
カラー／キャズムブラック
容量／8L　重量／257g
飲み口・キャップ／PLUG-N-PLAY™  キャップ
素　材／ウルトラデュラブルTPU / 
　　　　高密度ポリエチレン（HDPE） / 
　　　　TPUコーティングされたナイロン
PLUG-N-PLAY™対応

コンパクト

NEWキャンプタップ
新しく使いやすくなった注ぎ口付

キャップ部分

ULTRAFLASKTM

SOFTFLASKTM

ULTRAFLASKTM   IT 

この「ウルトラフラスク（600、500ml）」はとても軽いので持っていることすら忘れてしまうかもしれません。
水筒重量が60g以下と超軽量なのでランナーの最適な水分補給の１つとして役立つことでしょう。
柔軟性に優れた本体素材なので様々なポケットに収まります。約10cmの長さのチューブ付キャップが付属されており、ポケッ
トの位置によって飲み口の高さを変更したいときなどに役立ちます。

「ソフトフラスク」は他に類を見ない丈夫さと軽さ
を兼ね揃えています。繰り返し使用可能なランニ
ングに最適なフラスクです。

スカイフラスクシリーズは、「手で持つ」ハイドレーションです。手で持って走るためのスカイフラスク。ミニマリストランナー向けに開発しまし
た。とても軽量で持ちやすく、調節可能なハンドストラップでより正確に手にフィットします。漏れない自動密閉バルブ、ハイフローバイトバル
ブ、大きく開けることもできるので、すばやく飲み物を補給できます。ソフトな水筒本体は飲み物を飲むと縮み、ランニング中の水の動きを減
らし、空のときはポケットに小さく入れておくことができます。スピードシリーズには、より早く給水できる、フリップトップキャップ搭載。

スカイフラスクITシリーズは、スカイフラスクの基本性能にプラス、保冷機能付のハイドレーションです。
水を冷たく保ち、ボトルの汗を防ぎます。このITバージョンは、ハイドラパック社独自のIsoBoundテクノロジーを採用しています。
一般的なリザーバーよりも38％長く理想的な温度を保つように設計されています。

「ウルトラフラスクＩＴ」はIsoBoundインサレーションテクノロジー
により一般的なフラスクよりも38%高い保冷効果があります。
またフラスク本体が結露しにくい効果もあります。

ウルトラフラスク 600ml
¥3,080（税抜価格：￥2,800）

AH161HP

サイズ／230×80mm
キャップサイズ／42mm　
カラー／マリブブルー　
容　量／600ml　重量／57g
飲み口・キャップ／
ハイフローバイトバルブ
（直飲みキャップ、ストローキャップ）
素　材／TPU / 高密度ポリエチレン（HDPE） / PP

ソフトフラスク 250ml
¥2,200（税抜価格：￥2,000）

B212HP

サイズ／230×75mm　キャップサイズ／28mm
カラー／マリブブルー　容量／250ml　重量／24g
飲み口・キャップ／ハイフローノズル
素　材／ライトウェイトTPU / PP / シリコン

ソフトフラスク 150ml
¥1,980（税抜価格：￥1,800）

B200HP

サイズ／160×75mm　キャップサイズ／28mm
カラー／マリブブルー　容量／150ml　重量／19g
飲み口・キャップ／
ハイフローノズル（飲み口を回してon / off）
素　材／ライトウェイトTPU / PP / シリコン

ウルトラフラスク 500ml
¥2,750（税抜価格：￥2,500）

AH151HP

サイズ／255×60mm
キャップサイズ／42mm　
カラー／マリブブルー　容量／500ml　重量／54g
飲み口・キャップ／
ハイフローバイトバルブ
（直飲みキャップ、ストローキャップ）
素　材／ライトウェイトTPU / PP / 
　　　　高密度ポリエチレン（HDPE） / シリコン

スカイフラスク 500  ¥3,080（税抜価格：￥2,800）
SP557HP

サイズ／200×80mm
キャップサイズ／42mm　
カラー／マリブブルー　容量／500ml　重量／57g
飲み口・キャップ／ハイフローバイトバルブ＆ツイストロッキングキャップ
素　材／TPU / 高密度ポリエチレン（HDPE） / PP / シリコン / ポリエステル

ウルトラフラスクIT 500ml
¥3,960（税抜価格：￥3,600）

AH182

サイズ／255×60mm　キャップサイズ／42mm　
カラー／クリア　容量／500ml　重量／70g
飲み口・キャップ／ハイフローバイトバルブ（直飲みキャップ、ストローキャップ）
素　材／ライトウェイトTPU / PP / 高密度ポリエチレン（HDPE） / シリコン

バルブ拡大

コンパクト

ベストパックに最適なハイドレーション

ULTRAFLASKTM

フラスクシリーズの最新モデル、ウルトラフラスクスピードは持っているのを忘れてしまうくらい非常
に軽量です。わずか40g強の重量なのでどんなランナーにも最適に水分補給が可能です。柔らかい本
体素材なので様々なポケットにフィットして収まり、飲むと縮むので中の水の動きを最小限に抑えま
す。約10cmの長さのチューブ付キャップが付属されており、ポケットの位置によって飲み口の高さを
変更したいときなどに役立ちます。　エイドステーションでの給水時にとても役立つスピードフィル
キャップを搭載し、チューブの使用の有無にかかわらず大きく開くので素早い給水が可能です。超軽
量＆超便利なハイドレーションです。    

ウルトラフラスク スピード 600ml
¥3,300（税抜価格：￥3,000）

AH164

サイズ／186mm x 81mm
キャップサイズ／42mm
カラー／マリブブルー　
容量／600ml　重量／46g
飲み口・キャップ／ハイフローバイトバルブ＆
　　　　　　　   スピードフィル™キャップ
素材／TPU、PP、シリコン、POM

ウルトラフラスク スピード 500ml
¥3,080（税抜価格：￥2,800）

AH154

サイズ／186mm x 58mm
キャップサイズ／42mm
カラー／マリブブルー　
容量／500ml　重量／41g
飲み口・キャップ／ハイフローバイトバルブ＆
　　　　　　　　スピードフィル™キャップ
素材／TPU、PP、シリコン、POM

バルブ拡大

ベストパックに最適な新型ハイドレーション

SKYFLASKTM

ミニマリスト 手持ちハイドレーション

繰り返し使えるニュートリションフラスク

SKYFLASK ITTM

IsoBound 手持ちハイドレーション

IsoBound ハイドレーション

スカイフラスク スピード 350  ¥3,300（税抜価格：￥3,000）
SP355HP

サイズ／200×55mm
キャップサイズ／42mm　
カラー／マリブブルー　容量／350ml　重量／44g
飲み口・キャップ／ハイフローバイトバルブ＆ツイストロッキングキャップ
素　材／TPU / 高密度ポリエチレン（HDPE） / PP / シリコン / ポリエステル

スカイフラスク IT 500  ¥4,180（税抜価格：￥3,800）
SPI458

サイズ／232×80mm
キャップサイズ／42mm　
カラー／クリア　容量／500ml　重量／68ｇ
飲み口・キャップ／ハイフローバイトバルブ＆ツイストロッキングキャップ
素　材／TPU / 高密度ポリエチレン（HDPE） / PP / シリコン / ポリエステル

スカイフラスク IT スピード 300  ¥4,400（税抜価格：￥4,000）
SPI355

サイズ／205×55mm
キャップサイズ／42mm　
カラー／クリア　容量／300ml　重量／59ｇ
飲み口・キャップ／ハイフローバイトバルブ＆ツイストロッキングキャップ
素　材／TPU / 高密度ポリエチレン（HDPE） / PP / シリコン / ポリエステル

フリップトップキャップ
（スピードシリーズ）

フリップトップキャップ
（スピードシリーズ）

注ぎ口ホルダー付

再利用可能なレースカップ
SPEED CUPTM

「スピードカップ」は、トレイルランニングレースでの使用頻度が増えている“レースカップ”、“エコカップ”として
はもちろん、素早く簡単な水分補給のためのソリューションです。　超軽量で繰り返し使え、非常にコンパクトに
収納できるコップとして、登山、ハイキング、バックパッキングなどにもおススメです。携帯に便利なリング付き。

スピードカップ 200ml（2P）  ¥1,540（税抜価格：￥1,400）
A713HP

サイズ／102×64mm　カラー／マリブブルー/レッド　
重　量／10g　素材／ウルトラデュラブルTPU　2ヶセット

NEW
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ポータブル ウォーターコンテナ
EXPEDITIONTM ハードに使える頑丈な「エクスペディション」大容量の8Lです。

カーキャンプやベースキャンプの際などに最適なサイズです。広口タイプの注ぎ口が使い易く、フレキシブルな持ち手付きなので
持ち運び易さはもちろん、吊りさげて使うこともできます。  非常に軽量でコンパクトに使用できるアイテムです。

エクスペディション 8L
¥8,800（税抜価格：￥8,000）

E800

サイズ／380×220mm
キャップサイズ／63mm　
カラー／キャズムブラック
容量／8L　重量／257g
飲み口・キャップ／PLUG-N-PLAY™  キャップ
素　材／ウルトラデュラブルTPU / 
　　　　高密度ポリエチレン（HDPE） / 
　　　　TPUコーティングされたナイロン
PLUG-N-PLAY™対応

コンパクト

NEWキャンプタップ
新しく使いやすくなった注ぎ口付

キャップ部分

ULTRAFLASKTM

SOFTFLASKTM

ULTRAFLASKTM   IT 

この「ウルトラフラスク（600、500ml）」はとても軽いので持っていることすら忘れてしまうかもしれません。
水筒重量が60g以下と超軽量なのでランナーの最適な水分補給の１つとして役立つことでしょう。
柔軟性に優れた本体素材なので様々なポケットに収まります。約10cmの長さのチューブ付キャップが付属されており、ポケッ
トの位置によって飲み口の高さを変更したいときなどに役立ちます。

「ソフトフラスク」は他に類を見ない丈夫さと軽さ
を兼ね揃えています。繰り返し使用可能なランニ
ングに最適なフラスクです。

スカイフラスクシリーズは、「手で持つ」ハイドレーションです。手で持って走るためのスカイフラスク。ミニマリストランナー向けに開発しまし
た。とても軽量で持ちやすく、調節可能なハンドストラップでより正確に手にフィットします。漏れない自動密閉バルブ、ハイフローバイトバル
ブ、大きく開けることもできるので、すばやく飲み物を補給できます。ソフトな水筒本体は飲み物を飲むと縮み、ランニング中の水の動きを減
らし、空のときはポケットに小さく入れておくことができます。スピードシリーズには、より早く給水できる、フリップトップキャップ搭載。

スカイフラスクITシリーズは、スカイフラスクの基本性能にプラス、保冷機能付のハイドレーションです。
水を冷たく保ち、ボトルの汗を防ぎます。このITバージョンは、ハイドラパック社独自のIsoBoundテクノロジーを採用しています。
一般的なリザーバーよりも38％長く理想的な温度を保つように設計されています。

「ウルトラフラスクＩＴ」はIsoBoundインサレーションテクノロジー
により一般的なフラスクよりも38%高い保冷効果があります。
またフラスク本体が結露しにくい効果もあります。

ウルトラフラスク 600ml
¥3,080（税抜価格：￥2,800）

AH161HP

サイズ／230×80mm
キャップサイズ／42mm　
カラー／マリブブルー　
容　量／600ml　重量／57g
飲み口・キャップ／
ハイフローバイトバルブ
（直飲みキャップ、ストローキャップ）
素　材／TPU / 高密度ポリエチレン（HDPE） / PP

ソフトフラスク 250ml
¥2,200（税抜価格：￥2,000）

B212HP

サイズ／230×75mm　キャップサイズ／28mm
カラー／マリブブルー　容量／250ml　重量／24g
飲み口・キャップ／ハイフローノズル
素　材／ライトウェイトTPU / PP / シリコン

ソフトフラスク 150ml
¥1,980（税抜価格：￥1,800）

B200HP

サイズ／160×75mm　キャップサイズ／28mm
カラー／マリブブルー　容量／150ml　重量／19g
飲み口・キャップ／
ハイフローノズル（飲み口を回してon / off）
素　材／ライトウェイトTPU / PP / シリコン

ウルトラフラスク 500ml
¥2,750（税抜価格：￥2,500）

AH151HP

サイズ／255×60mm
キャップサイズ／42mm　
カラー／マリブブルー　容量／500ml　重量／54g
飲み口・キャップ／
ハイフローバイトバルブ
（直飲みキャップ、ストローキャップ）
素　材／ライトウェイトTPU / PP / 
　　　　高密度ポリエチレン（HDPE） / シリコン

スカイフラスク 500  ¥3,080（税抜価格：￥2,800）
SP557HP

サイズ／200×80mm
キャップサイズ／42mm　
カラー／マリブブルー　容量／500ml　重量／57g
飲み口・キャップ／ハイフローバイトバルブ＆ツイストロッキングキャップ
素　材／TPU / 高密度ポリエチレン（HDPE） / PP / シリコン / ポリエステル

ウルトラフラスクIT 500ml
¥3,960（税抜価格：￥3,600）

AH182

サイズ／255×60mm　キャップサイズ／42mm　
カラー／クリア　容量／500ml　重量／70g
飲み口・キャップ／ハイフローバイトバルブ（直飲みキャップ、ストローキャップ）
素　材／ライトウェイトTPU / PP / 高密度ポリエチレン（HDPE） / シリコン

バルブ拡大

コンパクト

ベストパックに最適なハイドレーション

ULTRAFLASKTM

フラスクシリーズの最新モデル、ウルトラフラスクスピードは持っているのを忘れてしまうくらい非常
に軽量です。わずか40g強の重量なのでどんなランナーにも最適に水分補給が可能です。柔らかい本
体素材なので様々なポケットにフィットして収まり、飲むと縮むので中の水の動きを最小限に抑えま
す。約10cmの長さのチューブ付キャップが付属されており、ポケットの位置によって飲み口の高さを
変更したいときなどに役立ちます。　エイドステーションでの給水時にとても役立つスピードフィル
キャップを搭載し、チューブの使用の有無にかかわらず大きく開くので素早い給水が可能です。超軽
量＆超便利なハイドレーションです。    

ウルトラフラスク スピード 600ml
¥3,300（税抜価格：￥3,000）

AH164

サイズ／186mm x 81mm
キャップサイズ／42mm
カラー／マリブブルー　
容量／600ml　重量／46g
飲み口・キャップ／ハイフローバイトバルブ＆
　　　　　　　   スピードフィル™キャップ
素材／TPU、PP、シリコン、POM

ウルトラフラスク スピード 500ml
¥3,080（税抜価格：￥2,800）

AH154

サイズ／186mm x 58mm
キャップサイズ／42mm
カラー／マリブブルー　
容量／500ml　重量／41g
飲み口・キャップ／ハイフローバイトバルブ＆
　　　　　　　　スピードフィル™キャップ
素材／TPU、PP、シリコン、POM

バルブ拡大

ベストパックに最適な新型ハイドレーション

SKYFLASKTM

ミニマリスト 手持ちハイドレーション

繰り返し使えるニュートリションフラスク

SKYFLASK ITTM

IsoBound 手持ちハイドレーション

IsoBound ハイドレーション

スカイフラスク スピード 350  ¥3,300（税抜価格：￥3,000）
SP355HP

サイズ／200×55mm
キャップサイズ／42mm　
カラー／マリブブルー　容量／350ml　重量／44g
飲み口・キャップ／ハイフローバイトバルブ＆ツイストロッキングキャップ
素　材／TPU / 高密度ポリエチレン（HDPE） / PP / シリコン / ポリエステル

スカイフラスク IT 500  ¥4,180（税抜価格：￥3,800）
SPI458

サイズ／232×80mm
キャップサイズ／42mm　
カラー／クリア　容量／500ml　重量／68ｇ
飲み口・キャップ／ハイフローバイトバルブ＆ツイストロッキングキャップ
素　材／TPU / 高密度ポリエチレン（HDPE） / PP / シリコン / ポリエステル

スカイフラスク IT スピード 300  ¥4,400（税抜価格：￥4,000）
SPI355

サイズ／205×55mm
キャップサイズ／42mm　
カラー／クリア　容量／300ml　重量／59ｇ
飲み口・キャップ／ハイフローバイトバルブ＆ツイストロッキングキャップ
素　材／TPU / 高密度ポリエチレン（HDPE） / PP / シリコン / ポリエステル

フリップトップキャップ
（スピードシリーズ）

フリップトップキャップ
（スピードシリーズ）

注ぎ口ホルダー付

再利用可能なレースカップ
SPEED CUPTM

「スピードカップ」は、トレイルランニングレースでの使用頻度が増えている“レースカップ”、“エコカップ”として
はもちろん、素早く簡単な水分補給のためのソリューションです。　超軽量で繰り返し使え、非常にコンパクトに
収納できるコップとして、登山、ハイキング、バックパッキングなどにもおススメです。携帯に便利なリング付き。

スピードカップ 200ml（2P）  ¥1,540（税抜価格：￥1,400）
A713HP

サイズ／102×64mm　カラー／マリブブルー/レッド　
重　量／10g　素材／ウルトラデュラブルTPU　2ヶセット

NEW
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強力にシュワー！
それがボトルブライトの魔法です。ボトルブライトは、自然由

来、生分解性、汚れと戦う洗浄タブレットで、面倒な頑固なボト

ルの洗浄を簡単にしてくれます。

使いやすくとても効率的なボトルブライトは水に溶けて発泡、

細かい泡がたち頑固な汚れや臭いをほんの数分で強力に落と

すので、ゴシゴシ、こすり洗い、スポンジも必要ありません。

自然で体に優しい、安全な洗剤です。

ボトルブライト紹介動画
YouTube

ナチュラル
安全で環境にやさしい

完全に生分解性
どこでも使用できます

さっとすすぐだけ、
洗浄後も安全に飲めます

環境に害を与えることなく
廃棄出来ます

中に入れた水溶液は
変わりません

原材料はアメリカの
天然素材を使用

ACCESSORIES

プラグンプレイキャップへ簡単取付、キャップ径を
28mmに変更することのできるアダプターです。

交換用のバイトバルブのシリコン製の飲み口です。
全てのハイドラパック製品に使用可能です。

リザーバーや、プラグンプレイキャップシステムに接続して
使用します。加圧式のスプレーとして使用可能となります。
水分補給はもちろん、クールダウンの為、直接肌にスプレー
したり、怪我の際に簡単に泥などを洗い流したりと幅広い使
い方が可能に。

ハイドラント
チューブキット
¥4,620（税抜価格：￥4,200）
適応キャップサイズ／6mm
内　容／
チューブ、スクイーズ バルブ、
バイトバルブ、
圧力弁、ダストカバー
PLUG-N-PLAY™対応

A173

ハイドラパックのハイドレーションチューブ専用のク
リーニングブラシです。掃除しにくいチューブの中を
しっかりきれいに洗うことが可能です。

チューブ
ブラッシュ
¥1,650（税抜価格：￥1,500）

A135

フィルターアダプター 28mm
¥770（税抜価格：￥700）
ネジ径／28mm　重量／6g

A179

バイトバルブ シース (2P)
¥880（税抜価格：￥800）

A181

ハイドレーションチューブをバックパックや、ウェア、飲みやすい
位置に固定できるアイテム。
取り付けたチューブはマグネット式で着脱簡単。
ハイドラパックの全てのハイドレーションチューブに対応します。

チューブマグネット 
 ¥880（税抜価格：￥800）

A176

ハイドレーション・リザーバー用交換チューブです。
ベロシティ、シェイプシフトの各容量に対応。
ねじれにくくスムーズな水分補給が可能です。

プラグンプレイキャップと合わせて使えばシーカーなど
42mm径キャップのストレージに便利な注ぎ口として使え
ます。

ハイドラフレックス
チューブ
¥1,870（税抜価格：￥1,700）
サイズ／914mm
チューブ径／6mm
カラー／クリア
素　材／TPU / PP / シリコン
PLUG-N-PLAY™対応

A154

汚れ防止の保護キャップ付きのハイドレーションチューブの
交換用飲み口です。ハイドラパックの全てのハイドレーショ
ンチューブに対応します。

ブラスター
バイト
バルブ
¥1,100（税抜価格：￥1,000）
サイズ／33×58mm　
適応チューブ径／6mm　カラー／マリブブルー
重　量／10g　素　材／TPU / PP / シリコン

A151

差 込口の汚れ防止、
キャップの紛失、
便利な紐付きダートガー
ド付。

プラグンプレイキャップ
¥1,430（税抜価格：￥1,300）
適応キャップサイズ／42mm
重量／17.8g
素材／POM、スチール
 PLUG-N-PLAY™対応

A178

PLUG-N-PLAY™対応

キャンプタップ
¥1,430（税抜価格：￥1,300）
重量／29g
素材／POM、TPU
PLUG-N-PLAY™対応

A180

シーカーと組み合わせて使います。シーカーをハイドレー
ションリザーバーとして使うことができます。

シーカー
ハイドレーション
キット
¥2,090（税抜価格：￥1,900）
適応キャップサイズ／42mm　カラー／クリア
内　容／スクリューキャップ、チューブ、バイトバルブ

A177

リザーバーのチューブを自由なポジションでワンタッ
チでチューブを分割取り外しができるようにするキット
です。
取り付けはチューブを取り外したい希望の位置で切断
し、クイックコネクトを両側に取り付けるだけです。

インラインコネクター
（クイックコネクト）
¥990（税抜価格：￥900）
適応チューブ径／6mm

A175

使用例動画

PLUG-N-PLAYTM
プラグンプレイシステムでアップグレード

シーカーに便利な注ぎ口を。 シーカーをハイドレーション化。
フラックスに 28mm 径対応の
浄水器を。

シリコンシースは消耗品です。定期的な交換をお勧めします。

NEW

信じられないかも知れませんが、ボトルを洗うのに化学物質は必要ありませ
ん。なので、私たちは体によくない化学製品でなく、自然界にある最高の成分を
使うことにしました。
その結果？　　自然でとても強力でしっかり洗える洗剤ができました。

個包装なので
持ち運び簡単

ボトルブライト（１２タブレット入）
暫定価格　¥1,320（税抜価格：￥1,200）

BB112

※価格については暫定価格とさせて頂きます。諸事情により変更の可能性もございますことをご了承ください。
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強力にシュワー！
それがボトルブライトの魔法です。ボトルブライトは、自然由

来、生分解性、汚れと戦う洗浄タブレットで、面倒な頑固なボト

ルの洗浄を簡単にしてくれます。

使いやすくとても効率的なボトルブライトは水に溶けて発泡、

細かい泡がたち頑固な汚れや臭いをほんの数分で強力に落と

すので、ゴシゴシ、こすり洗い、スポンジも必要ありません。

自然で体に優しい、安全な洗剤です。

ボトルブライト紹介動画
YouTube

ナチュラル
安全で環境にやさしい

完全に生分解性
どこでも使用できます

さっとすすぐだけ、
洗浄後も安全に飲めます

環境に害を与えることなく
廃棄出来ます

中に入れた水溶液は
変わりません

原材料はアメリカの
天然素材を使用

ACCESSORIES

プラグンプレイキャップへ簡単取付、キャップ径を
28mmに変更することのできるアダプターです。

交換用のバイトバルブのシリコン製の飲み口です。
全てのハイドラパック製品に使用可能です。

リザーバーや、プラグンプレイキャップシステムに接続して
使用します。加圧式のスプレーとして使用可能となります。
水分補給はもちろん、クールダウンの為、直接肌にスプレー
したり、怪我の際に簡単に泥などを洗い流したりと幅広い使
い方が可能に。

ハイドラント
チューブキット
¥4,620（税抜価格：￥4,200）
適応キャップサイズ／6mm
内　容／
チューブ、スクイーズ バルブ、
バイトバルブ、
圧力弁、ダストカバー
PLUG-N-PLAY™対応

A173

ハイドラパックのハイドレーションチューブ専用のク
リーニングブラシです。掃除しにくいチューブの中を
しっかりきれいに洗うことが可能です。

チューブ
ブラッシュ
¥1,650（税抜価格：￥1,500）

A135

フィルターアダプター 28mm
¥770（税抜価格：￥700）
ネジ径／28mm　重量／6g

A179

バイトバルブ シース (2P)
¥880（税抜価格：￥800）

A181

ハイドレーションチューブをバックパックや、ウェア、飲みやすい
位置に固定できるアイテム。
取り付けたチューブはマグネット式で着脱簡単。
ハイドラパックの全てのハイドレーションチューブに対応します。

チューブマグネット 
 ¥880（税抜価格：￥800）

A176

ハイドレーション・リザーバー用交換チューブです。
ベロシティ、シェイプシフトの各容量に対応。
ねじれにくくスムーズな水分補給が可能です。

プラグンプレイキャップと合わせて使えばシーカーなど
42mm径キャップのストレージに便利な注ぎ口として使え
ます。

ハイドラフレックス
チューブ
¥1,870（税抜価格：￥1,700）
サイズ／914mm
チューブ径／6mm
カラー／クリア
素　材／TPU / PP / シリコン
PLUG-N-PLAY™対応

A154

汚れ防止の保護キャップ付きのハイドレーションチューブの
交換用飲み口です。ハイドラパックの全てのハイドレーショ
ンチューブに対応します。

ブラスター
バイト
バルブ
¥1,100（税抜価格：￥1,000）
サイズ／33×58mm　
適応チューブ径／6mm　カラー／マリブブルー
重　量／10g　素　材／TPU / PP / シリコン

A151

差 込口の汚れ防止、
キャップの紛失、
便利な紐付きダートガー
ド付。

プラグンプレイキャップ
¥1,430（税抜価格：￥1,300）
適応キャップサイズ／42mm
重量／17.8g
素材／POM、スチール
 PLUG-N-PLAY™対応

A178

PLUG-N-PLAY™対応

キャンプタップ
¥1,430（税抜価格：￥1,300）
重量／29g
素材／POM、TPU
PLUG-N-PLAY™対応

A180

シーカーと組み合わせて使います。シーカーをハイドレー
ションリザーバーとして使うことができます。

シーカー
ハイドレーション
キット
¥2,090（税抜価格：￥1,900）
適応キャップサイズ／42mm　カラー／クリア
内　容／スクリューキャップ、チューブ、バイトバルブ

A177

リザーバーのチューブを自由なポジションでワンタッ
チでチューブを分割取り外しができるようにするキット
です。
取り付けはチューブを取り外したい希望の位置で切断
し、クイックコネクトを両側に取り付けるだけです。

インラインコネクター
（クイックコネクト）
¥990（税抜価格：￥900）
適応チューブ径／6mm

A175

使用例動画

PLUG-N-PLAYTM
プラグンプレイシステムでアップグレード

シーカーに便利な注ぎ口を。 シーカーをハイドレーション化。
フラックスに 28mm 径対応の
浄水器を。

シリコンシースは消耗品です。定期的な交換をお勧めします。

NEW

信じられないかも知れませんが、ボトルを洗うのに化学物質は必要ありませ
ん。なので、私たちは体によくない化学製品でなく、自然界にある最高の成分を
使うことにしました。
その結果？　　自然でとても強力でしっかり洗える洗剤ができました。

個包装なので
持ち運び簡単

ボトルブライト（１２タブレット入）
暫定価格　¥1,320（税抜価格：￥1,200）

BB112

※価格については暫定価格とさせて頂きます。諸事情により変更の可能性もございますことをご了承ください。
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