
ケンコー社ホームページ　www.kenkosya.com

2023 SPRING & SUMMER

心がけよう！
安全登山！！
憧れの山を登るために

山頂に立った時の達成感や下山後の充実感は、登山で味わうことができる素晴らし
い体験です。しかし山は自然の一部。そこは些細な怪我や事故が命に関わる危険な
場所であることを忘れてはいけません。
ここで紹介するいくつかのポイントを押さえて、安全に山登りを楽しみましょう！

まずは情報を集めましょう。心強いリーダーがいてくれる登山ツ
アーやガイド山行でも、自分がこれから登る山について調べること
は安全登山への第一歩です。

計画書から始まる山登り
集めた情報を参考に、出発から下山までをイメージして計画書を作
ります。緊急連絡先もしっかり記載しましょう。計画書づくりから安
全登山は始まっているのです。
・目的の山、計画日程、下山予定日、当日の行動予定
・氏名、年齢、血液型、住所、電話番号・緊急連絡先など
作成した計画書は、山域を所管する警察所や、家族や親しい知人へ
提出することが重要です。

計画書のフォーマットを
作っておくと毎回作成す
る手間が省けるので便
利。書式例はインター
ネット上で検索すれば調
べることができます。

食料、地図、緊急時用の
装備まで念入りに

楽しい登山で 「We are Happy！」

計画書が完成したら、次は持ち物を準備しましょう。
ザックや登山靴、レインウェアなど、ついつい目立つ用具や装備ば
かり意識してしまいますが、行動食や地図、コンパス、笛、ヘッドラン
プ、エマージェンシーグッズなども重要なアイテムです。

・ 一日の行動予定を考慮して、必
要な量＋非常時分の行動食が
必要です。飲み物も忘れずに。

・ 現在地の把握や、目的地までの距離
を確認してペース配分にも使います。
防水紙の地図を持っていきましょう。

多くの知識と経験が安全登山につながります。
それらは自発的に学習し、山に登ることでしか積み重ねることが
できません。
積極的に学び、登山を続けながら一歩ずつステップアップしま
しょう。

知識は多くの技術書や、
講習会などから学習する
ことができます。

山に登ることで体力は向上し、
判断力なども高まります。
経験の積み重ねが重要です。
良い記録を残しましょう。

・ 緊急時用シェルターは日
帰りでも持っていると安
心です。2日以上の山行
では必需品となります。

経験に勝るものはなし？

❶ ❷

❸

❺

❹

・場所や標高、難易度はどれくらいか？
  山の全体像を把握しましょう。
・予定している登山ルート、下山ルートは？
  地図上で登山道を確認しよう。
・何日の予定で、一日の行動予定時間は？
  当日の具体的な行動予定をイメージしよう。

facebookwebsite instagram

info@kenkosya.com
〒179-0081   東京都練馬区北町6-21-8



2016年　富士五湖ウルトラマラソン118k 9:34:09　総合4位
　　　　   UTMF 45k 4:27:26  総合12位
 　　　　  FTR 100k 15:15:28  総合3位
2017年　日光ウルトラマラソン 8:03:32  総合5位
　　　　   トルデジアン 94:56:31  総合20位
2018年　トルデジアン 80:58:35  総合5位

鳥海 宏太 Kota Toriumi

幼少の頃は登山、スキーを楽しむ家族の中で育つ。
小学校より野球を始め、高校で甲子園を目指すが届かず。
大学でも野球を続け4年生の夏に全日本大学準硬式野球選手
権大会で優勝。 社会人になり再び山で遊ぶ楽しさを覚える。
2013年終わりごろからトレイルランニングを始める。
初夏から秋にかけてはトレイルを駆け回る。
冬から春はテレマークスキーでバックカントリーと1年を通して
山で遊ぶ。

実績

経歴

登山の思い

実績　　　　　トレイルランニング
　　　　　【2019年】
OSJ 新城トレイル 11K 総合3位
OSJ MAHIRUSANCHI TRAIL 50K 
総合3位
OSJ 安達太良山トレイル 10K 総合2位
志賀高原マウンテントレイル 40㎞ 
総合6位
トレラン益子 総合3位
長瀞アルプストレイルレース 総合3位

スノーシュー
全日本スノーシューグランプリシリーズ
グランプリチャンピオン（2017年、2018年、2019年）
　　【2019年】
全日本山岳スノーシューイングレース
白山大会 優勝、 妙高大会 優勝
日光大会 優勝、 奥志賀大会 優勝

【2020年】
世界スノーシュー選手権（妙高） 総合16位（日本人1位）

高村 純太 Junta Takamura

新潟県南魚沼市出身。
2014年まで陸上競技短距離を行い、その後マラソン、トレイ
ルランニングを始める。
巻機山、越後三山、谷川連峰、妙高連峰など新潟長野の山で登
山、スノーシューを楽しんでいる。

島田 和昭 Kazuaki Shimada

1973年3月13日生まれ　大阪府出身　山岳ガイド
日本プロガイド協会所属　国立登山研修所講師
日本山岳レスキュー協会事務局長

ガイドとして14年目を迎え剱岳や穂高岳のバリエーションルー
トを中心に沢登りや山岳スキーガイドなど幅広く活動してい
る。近年は山での社員研修でのファシリテーション、山岳部の
コーチング、山岳遭難救助の隊員としての活動も多い。 

登山は人の本能から「気づき」を引き出してくれるのが魅力。
思い通りにならないのは実社会も山の世界も同じそこで与えられた状況を上手にサ
バイバルしていくための気づき、考え方、知恵など与えてくれる登山はいつも面白い。 

六甲山から始まり、フリークライミング、テレマーク、沢、トレラ
ン、冬季アルプスでのクライミングと分け隔てなく実践してきた。
「登れた、登れなかった」だけではなく、山への取り組み方、計画段
階、そこへ到達するまでの過程、問題解決への対処は登山を通じ
て得る事が出来る大きな収穫。 「メジャールートよりマイナーにこ
そ登山力が構築される」をコンセプトにガイド活動と研修活動を
行っている。

屋久島三大岩壁クラミングや厳冬期利尻岳クライム＆スキーライド
ヨーロッパアルプス　マッターホルンやシャモニ針峰群でのクライミング 

山本 道夫 Michio Yamamoto

兵庫県出身 プロガイド
公益社団法人日本山岳ガイド協会 実技検定試験検定員
公益社団法人日本山岳ガイド協会 認定養成指導者
関西山岳ガイド協会所属 理事

実績 2012年  世界クロストライアスロン選手権(アメリカ) U23 4位
2013年  全日本マウンテンバイク選手権 エリート 46位
2013年  Biathle & Triathle 世界選手権(キプロス) Biathle 12位 Triathle 10位
2015年  世界マウンテンバイクオリエンテーリング選手権(チェコ) 完走
2017年  全日本山岳スノーシューイング･レース in 日光 15km 2位
2018年  世界スノーシュー選手権(スペイン) 43位
2019年　横浜・海の公園アクアスロン大会 ショート 優勝 
2020年　世界スノーシュー選手権 in 妙高 20位

郡 恵樹 Satoki Kori

スノーシューランニング　トレイルランニング
幼少期は、家の近くの公園や小さな雑木林で遊ぶ。
中学高校では武道やスケート等のスポーツを経験し、18歳にして
水泳を一から始める。その後トライアスロンにのめり込み、その延
長線上で出会ったトレイルランニングやオリエンテーリングなど
のアウトドアスポーツの魅力に惹かれる。 現在は走ることに重き
を置きながら練習に励む。趣味はストレッチとピアノ。 

実績 2016年 Trans Japan Alps Race (415km)、21位
2017年 Ultra Gobi (400km)、27位
2018年 Ultra Gobi (400km)、37位

岩崎 勉 Tsutomu Iwasaki

1993年 富士登山競走出場を機にトレイルを走り始める。
その後、北海道 知床～九州 屋久島に加え、ニュージーランド・マ
レーシア・中国など国内外の山々を駆け巡っている。
超長距離トレイルランナー兼登山ガイド。近年はトレイルランニン
グ普及にも努めている。フルマラソン自己ベスト2時間48分57秒。

実績 フルマラソン自己ベスト 2時間37分56秒（2013北海道マラソン）
富士登山競走 山頂コース４連覇中(2017～2022年)
ハルカススカイラン(60階1610段300m)3連覇　
2019年VKWC(バーティカル・キロメーター・ワールドサーキット)
　　　  年間ランキング2位（日本人初）
2021年VK OPEN CHAMPIONSHIPS　年間優勝　初代世界チャンピオン
2022年ステアクライミング世界選手権　優勝　初代世界チャンピオン

吉住 友里 Yuri Yoshizumi

1986年7月1日生まれ　大阪府出身　山梨県富士吉田市在住
プロトレイルランナー
2007年、大学時代に友人に誘われハーフマラソン大会に出場。
陸上競技の経験なしで走り始め、次第に走ることが楽しくなり、フ
ルマラソンなどロードレースに数多く出場。
2016年、山を走る魅力にひきこまれ、トレイルランニングや　ス
カイランニングなど山岳ランニングレースで頭角を現し国内トッ
プランナーとなる。
様々なジャンルのレースの日本代表として数々の世界選手権に出
場。富士登山競走がきっかけとなり、「富士山で日々トレーニング
がしたい！」との強い気持ちが芽生え、一念発起、2019年秋には山
梨県富士吉田市へ移住。
プロマウンテンランナーとして競技中心の活動の傍ら、理学療法
士の経験を活かし、走らないランニング教室やグループレッスン、
パーソナルコーチングなどを行っている。
2021年【VK OPEN CHAMPIONSHIPS】バーティカルキロメータ
ーオープンチャンピオンシップスで世界一となる。現在は、距離や種
目にとらわれず、幅広いジャンルにチャレンジし世界一を目指す。

ケンコー社 インポートブランドをサポートするアスリート紹介

Support Athlete

永井 隆博 Takahiro Nagai

公益社団法人日本山岳ガイド協会　登山ガイドステージ2
日光国立公園自然ガイド協会　認定ガイド
栃木県山岳スポーツクライミング連盟　遭難対策委員

高校時代は山岳部に所属していたが、大学時代はアメフトに
没頭。アウトドアショップに就職したことを機に、本格的な登
山を始める。ショップ内での登山イベント添乗員を経て登山ガ
イドの資格を取得。夏は主に北アルプス、八ヶ岳、東北の山々
をガイドし、冬はスキー指導のほか、BCスキーを楽しんでい

る。現在もアウトドアショップに在籍し、山の道具に関する知識は豊富。
「雪があれば滑り、無ければ登る」一年中、山に携わっています。

1979年より世界各国からアウトドアシーンで活躍する
選りすぐりの道具やウェアをご紹介。
アルパイン、クライミング、トレッキング、ランニング、
キャンプなど、幅広い商品ラインナップで
アウトドア・アクティビティーをサポートします！！

1979年より世界各国からアウトドアシーンで活躍する
選りすぐりの道具やウェアをご紹介。
アルパイン、クライミング、トレッキング、ランニング、
キャンプなど、幅広い商品ラインナップで
アウトドア・アクティビティーをサポートします！！
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≪ケンコー社　通販サイトのご案内≫
インポート各ブランドの商品は、全国の販売店様ほか、ヤフーショッピング内の弊社運営
ストア「オーロラロッジ」でもご購入いただけます。

※価格について、為替の変動や輸入コストの変動等によりシーズン中の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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実績 2016年 Trans Japan Alps Race (415km)、21位
2017年 Ultra Gobi (400km)、27位
2018年 Ultra Gobi (400km)、37位

岩崎 勉 Tsutomu Iwasaki

1993年 富士登山競走出場を機にトレイルを走り始める。
その後、北海道 知床～九州 屋久島に加え、ニュージーランド・マ
レーシア・中国など国内外の山々を駆け巡っている。
超長距離トレイルランナー兼登山ガイド。近年はトレイルランニン
グ普及にも努めている。フルマラソン自己ベスト2時間48分57秒。

実績 フルマラソン自己ベスト 2時間37分56秒（2013北海道マラソン）
富士登山競走 山頂コース４連覇中(2017～2022年)
ハルカススカイラン(60階1610段300m)3連覇　
2019年VKWC(バーティカル・キロメーター・ワールドサーキット)
　　　  年間ランキング2位（日本人初）
2021年VK OPEN CHAMPIONSHIPS　年間優勝　初代世界チャンピオン
2022年ステアクライミング世界選手権　優勝　初代世界チャンピオン

吉住 友里 Yuri Yoshizumi

1986年7月1日生まれ　大阪府出身　山梨県富士吉田市在住
プロトレイルランナー
2007年、大学時代に友人に誘われハーフマラソン大会に出場。
陸上競技の経験なしで走り始め、次第に走ることが楽しくなり、フ
ルマラソンなどロードレースに数多く出場。
2016年、山を走る魅力にひきこまれ、トレイルランニングや　ス
カイランニングなど山岳ランニングレースで頭角を現し国内トッ
プランナーとなる。
様々なジャンルのレースの日本代表として数々の世界選手権に出
場。富士登山競走がきっかけとなり、「富士山で日々トレーニング
がしたい！」との強い気持ちが芽生え、一念発起、2019年秋には山
梨県富士吉田市へ移住。
プロマウンテンランナーとして競技中心の活動の傍ら、理学療法
士の経験を活かし、走らないランニング教室やグループレッスン、
パーソナルコーチングなどを行っている。
2021年【VK OPEN CHAMPIONSHIPS】バーティカルキロメータ
ーオープンチャンピオンシップスで世界一となる。現在は、距離や種
目にとらわれず、幅広いジャンルにチャレンジし世界一を目指す。

ケンコー社 インポートブランドをサポートするアスリート紹介

Support Athlete

永井 隆博 Takahiro Nagai

公益社団法人日本山岳ガイド協会　登山ガイドステージ2
日光国立公園自然ガイド協会　認定ガイド
栃木県山岳スポーツクライミング連盟　遭難対策委員

高校時代は山岳部に所属していたが、大学時代はアメフトに
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山を始める。ショップ内での登山イベント添乗員を経て登山ガ
イドの資格を取得。夏は主に北アルプス、八ヶ岳、東北の山々
をガイドし、冬はスキー指導のほか、BCスキーを楽しんでい

る。現在もアウトドアショップに在籍し、山の道具に関する知識は豊富。
「雪があれば滑り、無ければ登る」一年中、山に携わっています。

1979年より世界各国からアウトドアシーンで活躍する
選りすぐりの道具やウェアをご紹介。
アルパイン、クライミング、トレッキング、ランニング、
キャンプなど、幅広い商品ラインナップで
アウトドア・アクティビティーをサポートします！！

1979年より世界各国からアウトドアシーンで活躍する
選りすぐりの道具やウェアをご紹介。
アルパイン、クライミング、トレッキング、ランニング、
キャンプなど、幅広い商品ラインナップで
アウトドア・アクティビティーをサポートします！！

株式会社 ケンコー社株式会社 ケンコー社
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≪ケンコー社　通販サイトのご案内≫
インポート各ブランドの商品は、全国の販売店様ほか、ヤフーショッピング内の弊社運営
ストア「オーロラロッジ」でもご購入いただけます。

※価格について、為替の変動や輸入コストの変動等によりシーズン中の変更の可能性もございますことをご了承ください。



サトウキビ由来の再生素材を６０％以上使用し、
石油への依存を大幅に削減。環境に配慮した製法が
私たちの遊びのフィールドを1日でも長く持続してい
くことへつながります。
クッション性に優れた柔らかな素材で優しい寝心地
を提供してくれます。

※サトウキビは再生可能な原材料で、CO²排出削減、
温室効果ガス排出削減に貢献している素材です。

業界初
サトウキビ再生素材を採用

業界初

＠bigagnes_japan

軽いから快適、軽くても快適
Light and comfortable, Comfortable and light

Who is Big Agnes?
私たちは心からみんなが外に出てアウトドア、自然を
丸ごと心行くまで楽しんでいただきたいと願っていま
す。私たちのオフィスは山までわずか数分のところに
ある会社です。
私たちはこれらの山で製品のテストを繰り返し、あな
たが実際にフィールドで使うときに、いつも楽しく快
適にそして信頼できる製品を妥協なく作り続けてい
ます。

The Mother of 
Comfort
ビッグアグネスのオフィスの北側にある
標高3,676mの山、ビッグアグネス、こ
れをブランド名にしてしまうほど、彼らの
地元、コロラド、スチームボートを愛して
いるブランドです。この自然豊かなスチ
ームボートでの生活と仕事をしているか
らこそ、彼らのインスピレーションと活力
が産まれ続けています。

２００１年創業とまだ歴史は浅いものの本道を行くオーソドックスなテントから超軽量なテントまで幅広いラインナップを誇るビッグアグネ
スは、スリーピングマットや寝袋、ダウンジャケットなどアパレルまで展開する、アウトドア遊び大好き人間が集まった、アウトドアギアメーカ
ーです。高い開発技術に加え独自の視点から発想し送り出されるユニークで斬新な唯一の商品は、常に世界の注目を集めます。

Our Mission
キャンプしたい、テントで寝たい、そうみんなが思って
欲しい。
自然に対して、感謝の気持ちをもって欲しい。
そのための最高に品質の良い、最高に快適な道具を
作り続けます。

SUSTAINABLE サステナブルの取り組み
ビッグアグネスは環境への影響を減らすことに取り組んでいます。　
リサイクル素材の使用をはじめ
●ソリューションダイ生地のテント　●サトウキビ再生素材のマット　●テントのメッシュには難燃剤を含まない生地を使用　●テント
ポールに酸を使用しないDAC GreenAnodizingを使用　●ダウン製品にはRDS認定、Bluesign®認証、GRS認証、PFOA/PFOSフ
リーのダウンを使用　●ファニチャーは梱包にビニールを使用せず、収益の一部をコロラドの地元のトレイルやリバーの保護基金に寄
付するなど

REDUCING OUR IMPACT   
ONE TENT AT A TIME.
あなたが選ぶ１張のテントから地球への影響を減らすことができます。 

ビッグアグネスは、ソリューションダイ・ファブリックをテント
の生地に業界で唯一採用しています。

ソリューションダイ ファブリックを使うことのメリット
　　⇒生産時の環境負荷を大幅に削減
　> 80％の削減。エネルギーの消費量。
　> 50％の削減。生産に必要な水の使用量。（テント１張の生産あたり約２０Lを節約）
　> 80％の削減。染色と仕上げに使用される化学薬品。
　*従来の染色方法と比較した場合

ソリューションダイ（染色）
ソリューションダイファブリック（素材）って何？
　ソリューションダイとは、生地を織ってから染色する従来の染色方法と比べて、糸が生地に織り込まれる前に着色さ
れていることを意味します。ソリューションダイファブリックは、最初から着色されたナイロン、またはポリエステルの
チップを使った糸から作られており、内側から外側まで着色されているため、紫外線に対して非常に強く、色落ちし
ないファブリックです。
このソリューションダイのプロセスは、環境に優しく、高品質、これからのテントの素材として最適と言えるでしょう。

3　ビッグアグネス ビッグアグネス　4
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    ウルトラライトテント ソリューションダイシリーズ    ウルトラライトテント ソリューションダイシリーズ

紹介動画

ハンドル等に固定しやすい
ストラップ付のスタッフバッグ

おすすめポイント
・超軽量　907ｇ（トータルウエイト）
　ダブルウォールテントとしてはトップクラスの軽さ！

 ・簡単設営
　吊り下げ式で簡単設営。

　ポールの差し込み部やフライシートのバックルが色分けされているので

　直感的に設営可能！

 ・開口部の天井スペース最大化
　開口部の天井スペースを高く設計したHV（ハイボリューム）仕様。

　前室部での調理や着替えなど、テント内での作業に対してストレスなく

　使用することができます！

ビッグアグネスの代名詞ともいえるフライクリーク。2010年にアメリカのBACKPACKER誌のエディターズチョイスを受賞して10年経った今も尚、進化を続けるULテントのベス
トセラーモデルです。最新モデルはソリューションダイファブリックを使用し強度軽さはそのままでUVカット効果がUP。
フライシート入口ジッパー位置を変えることで出入りと開放感がUP。新しいTiplokテントバックルを使用してポールセット、フライセットがより簡単に。
フロアの立ち上がりがより安定して雨風の侵入をより軽減できるように。新開発のダートダガーステイクが付属。

Fly Creek HV UL Solution Dye

フライクリークＨV ＵL１ ソリューションダイ  
¥63,360（税抜価格：￥57,600）

使用人数／２名　ドア数／1　フロア面積／2.6㎡　前室面積／0.7㎡　
収納サイズ／15ｘ50cm　総重量／1.02kg　カラー／グレー/グレージュ

フライクリークＨV ＵL１・ＵL2　共通仕様
●レンジ／ウルトラライトバックパッキング
●フライシート＆フロア／ソルーションダイ リップストップナイロン、耐水圧：1,200mm PU/SILコーティング
●本体／ソリューションダイ 通気加工リップストップナイロン、ポリエステルメッシュ
●ポール／DACフェザーライトNFL　
●ペグ／ダートダガーＵL６インチ（15cm）テントステイクｘ11本
●バックル／ティップロックテントバックル™
●ガイライン／自在付リフレクティブ（反射）ガイライン
●テント内ストレージポケット／3
●インナードア／フルメッシュ

使用人数／1名　ドア数／1　フロア面積／1.9㎡　前室面積／0.5㎡　
収納サイズ／12×47cm　総重量／907g　カラー／グレー/グレージュ

THVFLY121

フライクリー ＨＶ ＵL２ ソリューションダイ  
¥68,860（税抜価格：￥62,600）

THVFLY221

ビッグアグネス小型テントの代名詞的モデル
業界初の新素材「ソリューションダイ」を使用しさらに進化！

フライクリークＨV ＵL１
ソリューションダイ

フライクリークＨV ＵL2
ソリューションダイ

［別売オプション］ 
TFFHVFLY121
フライクリークＨV UL1 ソリューションダイ用フットプリント
￥8,360（税抜価格：￥7,600）
TFFHVFLY221
フライクリークＨV UL2 ソリューションダイ用フットプリント
￥9,460（税抜価格：￥8,600）

Copper Spur HV UL
ビッグアグネスが展開するULテントの中で、アメリカで最も人気のモデルがコッパースプールです。
湿気の多いサマーシーズンでも結露が少ないダブルウォール仕様。完全自立式で簡単設営。前室のジッパー
を2個所にすることでトレッキングポールなどを使用して跳ね上げてタープのように使用することができます。
室内ポケットも多数あり。そんな機能満載でありながら軽量なトータルバランスに優れるモデル。

ULテントのアメリカ国内人気No.1モデル

コッパースプールHV UL1・2共通仕様
●レンジ：ウルトラライトバックパッキング　
●フライシート＆フロア：ソリューションダイリップストップグリッド 超軽量ダブルリップストップミックスデニールナイロン、耐水圧：
1,200mm　PU/SILコーティング

●本体：ソリューションダイリップストップグリッド　通気加工ダブルリップストップミックスデニールナイロン、ポリエステルメッシュ
●ポール：DACフェザーライトNFL & NSL　●ガイライン：自在付リフレクティブ（反射）ガイライン
●バックル：ティップロックテントバックル™　インナードア：ハーフメッシュ

使用人数／2名　ドア数／2　　
フロア面積／2.7㎡　前室面積／0.8㎡/0.8㎡　　
収納サイズ／15×50cm　重量／1.42kg
カラー／オレンジ、オリーブグリーン　
ペグ／DACスーパーライトアルミニウムステイク×8本
テント内ストレージポケット数／4

コッパースプール HV UL2
¥93,280（税抜価格：￥84,800）
THVCSO220

［別売オプション］  TFFHVCS220
フットプリント:コッパースプール HV UL2用／
重量／142g
￥10,120（税抜価格：￥9,200）

THVCSG220

使用人数／1名　ドア数／1　　
フロア面積／1.9㎡　前室面積／0.8㎡
収納サイズ／14×44cm　重量／1.08kg
カラー／オレンジ、オリーブグリーン　
ペグ／DACスーパーライトアルミニウムステイク×7本
テント内ストレージポケット数／5

コッパースプール HV UL1
¥76,780（税抜価格：￥69,800）
THVCSO120

［別売オプション］ TFFHVCS120
フットプリント:コッパースプール HV UL1用／
重量／113g
￥9,020（税抜価格：￥8,200）

THVCSG120

オレンジ
オリーブグリーン

オレンジ
オリーブグリーン

コッパースプールＨV ＵL2

コッパースプールＨV ＵL1

コッパースプールＨV ＵL１ バイクパック  
¥93,280（税抜価格：￥84,800）

コッパースプールＨV ＵL１
バイクパック

コッパースプールＨV ＵL2
バイクパック

使用人数／1名　ドア数／1　フロア面積／1.9㎡　前室面積／0.8㎡　
収納サイズ／15×34cm　総重量／1.28kg　カラー／グレー/シルバー
ペグ／ダートダガーＵL６インチ（15cm）テントステイクｘ7本
テント内ストレージポケット／5

コッパースプールＨV  バイクパック ＵL1・2　共通仕様
●レンジ：バイクパッキング　●インナードア：ハーフメッシュ　●ポール：
DACフェザーライトNSL　

●フライシート＆フロア：ソリューションダイリップストップグリッド 超軽量ダ
ブルリップストップミックスデニールナイロン、耐水圧：1,200mm　PU/SIL
コーティング

●本体：ソリューションダイリップストップグリッド　通気加工ダブルリップス
トップミックスデニールナイロン、ポリエステルメッシュ

●ガイライン：自在付リフレクティブ（反射）ガイライン ●バックル：ティップ
ロックテントバックル™　

THVCSBP121

コッパースプールＨV ＵL2 バイクパック  
¥102,080（税抜価格：¥92,800）
使用人数／2名　ドア数／2　フロア面積／2.7㎡　前室面積／0.8/0.8㎡　
収納サイズ／18×34cm　総重量／1.59kg　カラー／グレー/シルバー
ペグ／ダートダガーＵL６インチ（15cm）テントステイクｘ8本
テント内ストレージポケット／4

THVCSBP221

Copper Spur HV UL Bikepack

紹介動画 紹介動画

紹介動画
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    ウルトラライトテント ソリューションダイシリーズ    ウルトラライトテント ソリューションダイシリーズ

紹介動画

ハンドル等に固定しやすい
ストラップ付のスタッフバッグ

おすすめポイント
・超軽量　907ｇ（トータルウエイト）
　ダブルウォールテントとしてはトップクラスの軽さ！

 ・簡単設営
　吊り下げ式で簡単設営。

　ポールの差し込み部やフライシートのバックルが色分けされているので

　直感的に設営可能！

 ・開口部の天井スペース最大化
　開口部の天井スペースを高く設計したHV（ハイボリューム）仕様。

　前室部での調理や着替えなど、テント内での作業に対してストレスなく

　使用することができます！

ビッグアグネスの代名詞ともいえるフライクリーク。2010年にアメリカのBACKPACKER誌のエディターズチョイスを受賞して10年経った今も尚、進化を続けるULテントのベス
トセラーモデルです。最新モデルはソリューションダイファブリックを使用し強度軽さはそのままでUVカット効果がUP。
フライシート入口ジッパー位置を変えることで出入りと開放感がUP。新しいTiplokテントバックルを使用してポールセット、フライセットがより簡単に。
フロアの立ち上がりがより安定して雨風の侵入をより軽減できるように。新開発のダートダガーステイクが付属。

Fly Creek HV UL Solution Dye

フライクリークＨV ＵL１ ソリューションダイ  
¥63,360（税抜価格：￥57,600）

使用人数／２名　ドア数／1　フロア面積／2.6㎡　前室面積／0.7㎡　
収納サイズ／15ｘ50cm　総重量／1.02kg　カラー／グレー/グレージュ

フライクリークＨV ＵL１・ＵL2　共通仕様
●レンジ／ウルトラライトバックパッキング
●フライシート＆フロア／ソルーションダイ リップストップナイロン、耐水圧：1,200mm PU/SILコーティング
●本体／ソリューションダイ 通気加工リップストップナイロン、ポリエステルメッシュ
●ポール／DACフェザーライトNFL　
●ペグ／ダートダガーＵL６インチ（15cm）テントステイクｘ11本
●バックル／ティップロックテントバックル™
●ガイライン／自在付リフレクティブ（反射）ガイライン
●テント内ストレージポケット／3
●インナードア／フルメッシュ

使用人数／1名　ドア数／1　フロア面積／1.9㎡　前室面積／0.5㎡　
収納サイズ／12×47cm　総重量／907g　カラー／グレー/グレージュ

THVFLY121

フライクリー ＨＶ ＵL２ ソリューションダイ  
¥68,860（税抜価格：￥62,600）

THVFLY221

ビッグアグネス小型テントの代名詞的モデル
業界初の新素材「ソリューションダイ」を使用しさらに進化！

フライクリークＨV ＵL１
ソリューションダイ

フライクリークＨV ＵL2
ソリューションダイ

［別売オプション］ 
TFFHVFLY121
フライクリークＨV UL1 ソリューションダイ用フットプリント
￥8,360（税抜価格：￥7,600）
TFFHVFLY221
フライクリークＨV UL2 ソリューションダイ用フットプリント
￥9,460（税抜価格：￥8,600）

Copper Spur HV UL
ビッグアグネスが展開するULテントの中で、アメリカで最も人気のモデルがコッパースプールです。
湿気の多いサマーシーズンでも結露が少ないダブルウォール仕様。完全自立式で簡単設営。前室のジッパー
を2個所にすることでトレッキングポールなどを使用して跳ね上げてタープのように使用することができます。
室内ポケットも多数あり。そんな機能満載でありながら軽量なトータルバランスに優れるモデル。

ULテントのアメリカ国内人気No.1モデル

コッパースプールHV UL1・2共通仕様
●レンジ：ウルトラライトバックパッキング　
●フライシート＆フロア：ソリューションダイリップストップグリッド 超軽量ダブルリップストップミックスデニールナイロン、耐水圧：
1,200mm　PU/SILコーティング

●本体：ソリューションダイリップストップグリッド　通気加工ダブルリップストップミックスデニールナイロン、ポリエステルメッシュ
●ポール：DACフェザーライトNFL & NSL　●ガイライン：自在付リフレクティブ（反射）ガイライン
●バックル：ティップロックテントバックル™　インナードア：ハーフメッシュ

使用人数／2名　ドア数／2　　
フロア面積／2.7㎡　前室面積／0.8㎡/0.8㎡　　
収納サイズ／15×50cm　重量／1.42kg
カラー／オレンジ、オリーブグリーン　
ペグ／DACスーパーライトアルミニウムステイク×8本
テント内ストレージポケット数／4

コッパースプール HV UL2
¥93,280（税抜価格：￥84,800）
THVCSO220

［別売オプション］  TFFHVCS220
フットプリント:コッパースプール HV UL2用／
重量／142g
￥10,120（税抜価格：￥9,200）

THVCSG220

使用人数／1名　ドア数／1　　
フロア面積／1.9㎡　前室面積／0.8㎡
収納サイズ／14×44cm　重量／1.08kg
カラー／オレンジ、オリーブグリーン　
ペグ／DACスーパーライトアルミニウムステイク×7本
テント内ストレージポケット数／5

コッパースプール HV UL1
¥76,780（税抜価格：￥69,800）
THVCSO120

［別売オプション］ TFFHVCS120
フットプリント:コッパースプール HV UL1用／
重量／113g
￥9,020（税抜価格：￥8,200）

THVCSG120

オレンジ
オリーブグリーン

オレンジ
オリーブグリーン

コッパースプールＨV ＵL2

コッパースプールＨV ＵL1

コッパースプールＨV ＵL１ バイクパック  
¥93,280（税抜価格：￥84,800）

コッパースプールＨV ＵL１
バイクパック

コッパースプールＨV ＵL2
バイクパック

使用人数／1名　ドア数／1　フロア面積／1.9㎡　前室面積／0.8㎡　
収納サイズ／15×34cm　総重量／1.28kg　カラー／グレー/シルバー
ペグ／ダートダガーＵL６インチ（15cm）テントステイクｘ7本
テント内ストレージポケット／5

コッパースプールＨV  バイクパック ＵL1・2　共通仕様
●レンジ：バイクパッキング　●インナードア：ハーフメッシュ　●ポール：
DACフェザーライトNSL　

●フライシート＆フロア：ソリューションダイリップストップグリッド 超軽量ダ
ブルリップストップミックスデニールナイロン、耐水圧：1,200mm　PU/SIL
コーティング

●本体：ソリューションダイリップストップグリッド　通気加工ダブルリップス
トップミックスデニールナイロン、ポリエステルメッシュ

●ガイライン：自在付リフレクティブ（反射）ガイライン ●バックル：ティップ
ロックテントバックル™　

THVCSBP121

コッパースプールＨV ＵL2 バイクパック  
¥102,080（税抜価格：¥92,800）
使用人数／2名　ドア数／2　フロア面積／2.7㎡　前室面積／0.8/0.8㎡　
収納サイズ／18×34cm　総重量／1.59kg　カラー／グレー/シルバー
ペグ／ダートダガーＵL６インチ（15cm）テントステイクｘ8本
テント内ストレージポケット／4

THVCSBP221

Copper Spur HV UL Bikepack

紹介動画 紹介動画

紹介動画
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     バックパッキング＆ツーリングテント    ウルトラライト／スーパーライトテント

シーバー  2  
¥43,780（税抜価格：￥39,800）

TCB233

高品質で、コストパフォーマンスにも優れたバックパッキングテント。十分な広さの前室、室内の大型ギアポケットなど、便
利装備も充実。ベストセラーモデル「フライクリーク」のポールワークを継承し、天井部に１本ポールを追加することにより
更に広々快適空間を提供。

C Bar
初めてのテント選び、迷ったらこのテント！ 軽量で簡単設営。　　　

Blacktail & Blacktail Hotel
シンプルで使いやすい横側ドア、軽量で設営簡単。

Crag Lake SL2 
2人使用も快適な2ドア設計　
自立型3シーズン用スーパーライトテント

使用人数／2名　ドア数／2　
フロア面積／2.7㎡　
前室面積／0.84m²+0.84m²
 収納サイズ／18×53cm　
総重量／2.01㎏　カラー／ダークオリーブ

クラッグ レイク SL2  
¥63,360（税抜価格：￥57,600）

TCLSL223

使用人数／2名　ドア数／1　
フロア面積／2.6㎡　前室面積／0.7㎡　
収納サイズ／5×48cm　
総重量／1.81kg　カラー／バーチ/ヘナ

ブラックテイル 2ホテル ブラックテイル 2 

●ファブリック：フライ/30Dリップストップナイロン（PUコーティング）耐水圧1,500ｍｍ
●フロア：40Dリップストップナイロン（PUコーティング）耐水圧1,500ｍｍ
●本体：30Dリップストップナイロン（コーティング無し・通気性あり） /
　　　  15Dポリエステルメッシュ 
●シーム：防水性ポリウレタンテープ（PVC/VOCフリー）
●ポール：DAC Pressfitポールシステム
●ペグ：ビッグアグネスダートダガーULステークス×12
●インテリア：メッシュポケット×２天井ポケット×1
●テント内ストレージポケット/4

左右両サイドに出入口を設け、2人での使用もストレスフリー。シンプルで耐久性に優れ、超軽量のク
ラッグレイクは3シーズンのキャンプに理想的なパートナーです。耐久性の高いハイテクリサイクル素
材を使用し、PFCフリーの防水加工を施したこの信頼性の高いテントは、環境にも重量的にも優しい
製品です。

 ［別売オプション］ TFFBT220
ブラックテイル２＆ホテル用フットプリント
カラー／グレー 
¥5,280（税抜価格：¥4,800）

シーバー  2

104cm

76cm

132cm

107cm

219cm

61cm

●ペグ／アルミニウムペグ x 8本
●ガイライン／自在付リフレクティブ（反射）
　ガイライン
●テント内ストレージポケット／3　
●インナードア／ハーフメッシュ

【仕様】
●レンジ／スーパーライトバックパッキング
●フライシート＆フロア／PU加工ポリエステルタフタ 
　耐水圧：1,500mm
●本体／通気加工ポリエステル、ポリエステルメッシュ
●ポール／DACプレスフィット

使用人数／2名　ドア数／2　　
フロア面積／3.1㎡　前室面積／0.8㎡/0.8㎡　
収納サイズ／18×53cm　重量／2.24kg
カラー／グリーン/グレー
テント内ストレージポケット数／6

使用人数／2名　ドア数／2　　
フロア面積／3.1㎡　前室面積／2.6㎡/0.8㎡　
収納サイズ／18×53cm　重量／2.78kg
カラー／グリーン/グレー
テント内ストレージポケット数／6

ブラックテイル 2  
¥43,780（税抜価格：￥39,800）

TBT220

ブラックテイル2・3、ブラックテイル2ホテルホテル仕様
●レンジ：スーパーライトバックパッキング
●フライシート＆フロア：PU加工ポリエステル　
　耐水圧：1,500mm
●本体：通気加工ポリエステル、ポリエステルメッシュ
●ポール：曲げ加工済軽量アルミポール 
●ペグ：アルミニウムペグｘ8本
●ガイライン：自在付リフレクティブ（反射）ガイライン
●インナードア：ハーフメッシュ

ブラックテイル 2 ホテル
¥53,900（税抜価格：¥49,000）

TBTH220

天井部にサブポールを設けることで、フライクリークよりも居住性をアップさせています。
2人用と3人用は両サイドに出入り口と全室を設け、広々快適に過ごすことができます。
フライクリークと同じく新しいTiplokテントバックルを使用してポールセット、フライセットがより簡単に。
新開発のダートダガーステイクが付属。

Tiger Wall UL Solution Dye
軽さと居住性を高次元での両立を可能にしたテント

タイガーウォールＵL2 ソリューションダイ  
¥76,780（税抜価格：￥69,800）

使用人数／2名　ドア数／2　フロア面積／2.6㎡　前室面積／0.7/0.7㎡　収納サイズ／14×46cm　
総重量／1.13kg　カラー／グレー/イエロー　テント内ストレージポケット／3
ペグ／ダートダガーＵL６インチ（15cm）テントステイク×9本

TTWUL221

タイガーウォールＵL２
ソリューションダイ

●レンジ：ウルトラライトバックパッキング　
●フライシート＆フロア：ソリューションダイ リップストップナイロン、耐水圧：1,200mm PU/SILコーティング
●本体／ソリューションダイ 通気加工リップストップナイロン、ポリエステルメッシュ
●インナードア:フルメッシュ　●ポール：DACフェザーライトNFL　
●バックル：ティップロックテントバックル™　●ガイライン：自在付リフレクティブ（反射）ガイライン

 ［別売オプション］ TFFTWUL221
タイガーウォールＵＬ２ ソリューションダイ用フットプリント
カラー／グレー 
￥9,240（税抜価格：￥8,400）

NEW

UPDATED

紹介動画

紹介動画

紹介動画

紹介動画

アップデート版の
2023年の発売は
延期となりました
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     バックパッキング＆ツーリングテント    ウルトラライト／スーパーライトテント

シーバー  2  
¥43,780（税抜価格：￥39,800）

TCB233

高品質で、コストパフォーマンスにも優れたバックパッキングテント。十分な広さの前室、室内の大型ギアポケットなど、便
利装備も充実。ベストセラーモデル「フライクリーク」のポールワークを継承し、天井部に１本ポールを追加することにより
更に広々快適空間を提供。

C Bar
初めてのテント選び、迷ったらこのテント！ 軽量で簡単設営。　　　

Blacktail & Blacktail Hotel
シンプルで使いやすい横側ドア、軽量で設営簡単。

Crag Lake SL2 
2人使用も快適な2ドア設計　
自立型3シーズン用スーパーライトテント

使用人数／2名　ドア数／2　
フロア面積／2.7㎡　
前室面積／0.84m²+0.84m²
 収納サイズ／18×53cm　
総重量／2.01㎏　カラー／ダークオリーブ

クラッグ レイク SL2  
¥63,360（税抜価格：￥57,600）

TCLSL223

使用人数／2名　ドア数／1　
フロア面積／2.6㎡　前室面積／0.7㎡　
収納サイズ／5×48cm　
総重量／1.81kg　カラー／バーチ/ヘナ

ブラックテイル 2ホテル ブラックテイル 2 

●ファブリック：フライ/30Dリップストップナイロン（PUコーティング）耐水圧1,500ｍｍ
●フロア：40Dリップストップナイロン（PUコーティング）耐水圧1,500ｍｍ
●本体：30Dリップストップナイロン（コーティング無し・通気性あり） /
　　　  15Dポリエステルメッシュ 
●シーム：防水性ポリウレタンテープ（PVC/VOCフリー）
●ポール：DAC Pressfitポールシステム
●ペグ：ビッグアグネスダートダガーULステークス×12
●インテリア：メッシュポケット×２天井ポケット×1
●テント内ストレージポケット/4

左右両サイドに出入口を設け、2人での使用もストレスフリー。シンプルで耐久性に優れ、超軽量のク
ラッグレイクは3シーズンのキャンプに理想的なパートナーです。耐久性の高いハイテクリサイクル素
材を使用し、PFCフリーの防水加工を施したこの信頼性の高いテントは、環境にも重量的にも優しい
製品です。

 ［別売オプション］ TFFBT220
ブラックテイル２＆ホテル用フットプリント
カラー／グレー 
¥5,280（税抜価格：¥4,800）

シーバー  2

104cm

76cm

132cm

107cm

219cm

61cm

●ペグ／アルミニウムペグ x 8本
●ガイライン／自在付リフレクティブ（反射）
　ガイライン
●テント内ストレージポケット／3　
●インナードア／ハーフメッシュ

【仕様】
●レンジ／スーパーライトバックパッキング
●フライシート＆フロア／PU加工ポリエステルタフタ 
　耐水圧：1,500mm
●本体／通気加工ポリエステル、ポリエステルメッシュ
●ポール／DACプレスフィット

使用人数／2名　ドア数／2　　
フロア面積／3.1㎡　前室面積／0.8㎡/0.8㎡　
収納サイズ／18×53cm　重量／2.24kg
カラー／グリーン/グレー
テント内ストレージポケット数／6

使用人数／2名　ドア数／2　　
フロア面積／3.1㎡　前室面積／2.6㎡/0.8㎡　
収納サイズ／18×53cm　重量／2.78kg
カラー／グリーン/グレー
テント内ストレージポケット数／6

ブラックテイル 2  
¥43,780（税抜価格：￥39,800）

TBT220

ブラックテイル2・3、ブラックテイル2ホテルホテル仕様
●レンジ：スーパーライトバックパッキング
●フライシート＆フロア：PU加工ポリエステル　
　耐水圧：1,500mm
●本体：通気加工ポリエステル、ポリエステルメッシュ
●ポール：曲げ加工済軽量アルミポール 
●ペグ：アルミニウムペグｘ8本
●ガイライン：自在付リフレクティブ（反射）ガイライン
●インナードア：ハーフメッシュ

ブラックテイル 2 ホテル
¥53,900（税抜価格：¥49,000）

TBTH220

天井部にサブポールを設けることで、フライクリークよりも居住性をアップさせています。
2人用と3人用は両サイドに出入り口と全室を設け、広々快適に過ごすことができます。
フライクリークと同じく新しいTiplokテントバックルを使用してポールセット、フライセットがより簡単に。
新開発のダートダガーステイクが付属。

Tiger Wall UL Solution Dye
軽さと居住性を高次元での両立を可能にしたテント

タイガーウォールＵL2 ソリューションダイ  
¥76,780（税抜価格：￥69,800）

使用人数／2名　ドア数／2　フロア面積／2.6㎡　前室面積／0.7/0.7㎡　収納サイズ／14×46cm　
総重量／1.13kg　カラー／グレー/イエロー　テント内ストレージポケット／3
ペグ／ダートダガーＵL６インチ（15cm）テントステイク×9本

TTWUL221

タイガーウォールＵL２
ソリューションダイ

●レンジ：ウルトラライトバックパッキング　
●フライシート＆フロア：ソリューションダイ リップストップナイロン、耐水圧：1,200mm PU/SILコーティング
●本体／ソリューションダイ 通気加工リップストップナイロン、ポリエステルメッシュ
●インナードア:フルメッシュ　●ポール：DACフェザーライトNFL　
●バックル：ティップロックテントバックル™　●ガイライン：自在付リフレクティブ（反射）ガイライン

 ［別売オプション］ TFFTWUL221
タイガーウォールＵＬ２ ソリューションダイ用フットプリント
カラー／グレー 
￥9,240（税抜価格：￥8,400）

NEW

UPDATED

紹介動画

紹介動画

紹介動画

紹介動画

アップデート版の
2023年の発売は
延期となりました
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    ベース/カーキャンピングテント    ベース／カーキャンピングテント

2012年に初期型が、2015年に第二世代がデビュー、そして惜しまれながらの廃番から約６年、お待た
せ致しました！　ワイオミングトレイル復活です。　こいつが元祖快適リビングを持つテントです。

Wyoming Trail4
元祖大型前室テントが大幅アップデートして復刻　　　　　　　　　　

使用人数／4名　ドア数／2　フロア面積／インナーテント：3.2㎡/3.2㎡、リビング：3.72㎡　
前室面積／1.0㎡ / 3.7㎡ /1.0㎡　　
収納サイズ／64ｘ42ｘ24cm　重量／9.92kg
カラー／オリーブ　テント内ストレージポケット数／6
ペグ：ダートダガーULステイクｘ14本

ワイオミングトレイル4  
¥159,280（税抜価格：¥144,800）

TWT422

●レンジ：ベース／カーキャンピングテント　
●フライシート＆フロア：PU加工ポリエステルタフタ　耐水圧：1,500mm
●本体：通気加工ポリエステル、ポリエステル＆ポリエステルメッシュ
●ポール：DAC 軽量アルミポールDA 14.5mm
●ガイライン：自在付リフレクティブ（反射）ガイライン
●インナードア：ハーフメッシュ

 ［別売オプション］ TFFWT422
ワイオミングトレイル4 用フットプリント　
カラー／グレー　
¥12,980（税抜価格：¥11,800）

前室立ち上げ用ポールは付属しません

ワイオミングトレイル4

2012年に初期型が、2015年に第二世代がデビュー、そして惜しまれながらの廃番から約６年、お待た
せ致しました！　ワイオミングトレイル復活です。　こいつが元祖快適リビングを持つテントです。

使用人数／2名　ドア数／2　フロア面積／インナーテント：3.2㎡、リビング：4.09㎡　
前室面積／4.1㎡ / 1.0㎡　　
収納サイズ／20ｘ29ｘ52cm　重量／5.56kg
カラー／オリーブ　テント内ストレージポケット数／6
ペグ：ダートダガーULステイクｘ11本

ワイオミングトレイル２  
¥109,780（税抜価格：¥99,800）

TWT222

Wyoming Trail2
元祖大型前室テントが大幅アップデートして復刻　　　　　　　　　　

●レンジ：ベース／カーキャンピングテント　
●フライシート＆フロア：PU加工ポリエステルタフタ　耐水圧：1,500mm
●本体：通気加工ポリエステル、ポリエステル＆ポリエステルメッシュ
●ポール：DAC 軽量アルミポールDA 12mm
●ガイライン：自在付リフレクティブ（反射）ガイライン
●インナードア：ハーフメッシュ

NEW ［別売オプション］ TFFWT222
ワイオミングトレイル２用フットプリント　
カラー／グレー　
¥10,340（税抜価格：¥9,400）

ショートポールで
コンパクト収納が可能。
ミニマルキャンプや
ソロキャンプにも！

前室立ち上げ用ポールは付属しません

ワイオミングトレイル2

紹介動画
紹介動画
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    ベース/カーキャンピングテント    ベース／カーキャンピングテント

2012年に初期型が、2015年に第二世代がデビュー、そして惜しまれながらの廃番から約６年、お待た
せ致しました！　ワイオミングトレイル復活です。　こいつが元祖快適リビングを持つテントです。

Wyoming Trail4
元祖大型前室テントが大幅アップデートして復刻　　　　　　　　　　

使用人数／4名　ドア数／2　フロア面積／インナーテント：3.2㎡/3.2㎡、リビング：3.72㎡　
前室面積／1.0㎡ / 3.7㎡ /1.0㎡　　
収納サイズ／64ｘ42ｘ24cm　重量／9.92kg
カラー／オリーブ　テント内ストレージポケット数／6
ペグ：ダートダガーULステイクｘ14本

ワイオミングトレイル4  
¥159,280（税抜価格：¥144,800）

TWT422

●レンジ：ベース／カーキャンピングテント　
●フライシート＆フロア：PU加工ポリエステルタフタ　耐水圧：1,500mm
●本体：通気加工ポリエステル、ポリエステル＆ポリエステルメッシュ
●ポール：DAC 軽量アルミポールDA 14.5mm
●ガイライン：自在付リフレクティブ（反射）ガイライン
●インナードア：ハーフメッシュ

 ［別売オプション］ TFFWT422
ワイオミングトレイル4 用フットプリント　
カラー／グレー　
¥12,980（税抜価格：¥11,800）

前室立ち上げ用ポールは付属しません

ワイオミングトレイル4

2012年に初期型が、2015年に第二世代がデビュー、そして惜しまれながらの廃番から約６年、お待た
せ致しました！　ワイオミングトレイル復活です。　こいつが元祖快適リビングを持つテントです。

使用人数／2名　ドア数／2　フロア面積／インナーテント：3.2㎡、リビング：4.09㎡　
前室面積／4.1㎡ / 1.0㎡　　
収納サイズ／20ｘ29ｘ52cm　重量／5.56kg
カラー／オリーブ　テント内ストレージポケット数／6
ペグ：ダートダガーULステイクｘ11本

ワイオミングトレイル２  
¥109,780（税抜価格：¥99,800）

TWT222

Wyoming Trail2
元祖大型前室テントが大幅アップデートして復刻　　　　　　　　　　

●レンジ：ベース／カーキャンピングテント　
●フライシート＆フロア：PU加工ポリエステルタフタ　耐水圧：1,500mm
●本体：通気加工ポリエステル、ポリエステル＆ポリエステルメッシュ
●ポール：DAC 軽量アルミポールDA 12mm
●ガイライン：自在付リフレクティブ（反射）ガイライン
●インナードア：ハーフメッシュ

NEW ［別売オプション］ TFFWT222
ワイオミングトレイル２用フットプリント　
カラー／グレー　
¥10,340（税抜価格：¥9,400）

ショートポールで
コンパクト収納が可能。
ミニマルキャンプや
ソロキャンプにも！

前室立ち上げ用ポールは付属しません

ワイオミングトレイル2

紹介動画
紹介動画
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        バックパッキング&キャンピング     バックパッキング＆ツーリングテント

仲間全員と素早く軽快な冒険をするために、ゴールドキャンプタープは他を圧倒して
います。シングルポール設計で、トレイルで長い1日を過ごした後でも簡単に設営でき
ます。内部には、立ち上がって着替えるための十分なスペースがあり、快適に眠れるよ
うになっています。オプションのフットプリントとメッシュインナーを追加すれば、風
雨からさらに保護され、明日の冒険のためにぐっすり眠ることができます。

Gold Camp 
3シーズン対応超軽量ピラミッド型タープ

使用人数／5名　収納サイズ／20×52cm　
総重量／2.38㎏（ポール込）　カラー／サファリ　

ゴールドキャンプ 5 タープ
¥44,880（税抜価格：¥40,800）

TGC5T23

 ［別売オプション］ TFFGCUL523
ゴールドキャンプ5用フットプリント
カラー／サファリ　　
¥8,140（税抜価格：¥7,400）　

［別売オプション］ TFFGCUL323
ゴールドキャンプ3用フットプリント
カラー／サファリ
¥6,820（税抜価格：¥6,200）　

NEW

使用人数／3名　収納サイズ／20×51cm　
総重量／2.07㎏（ポール込）　カラー／サファリ　

ゴールドキャンプ 3 タープ
¥35,970（税抜価格：¥32,700）

TGC3T23

共通仕様
●ファブリック／75Dポリエステル
　リップストップ（PUコーティング） 耐水圧1,500mm
●ポール／アジャスタブルポール（167-203ｃｍ）×1本付属
●ペグ／ダートダガーULステーク×12

使用人数／5名　ドア数／2　フロア面積／6.7㎡　
収納サイズ／20×52cm　総重量／1.42㎏　カラー／サファリ／グレー

ゴールドキャンプ 5 メッシュインナー  
¥20,900（税抜価格：¥19,000）

TGC5M23

使用人数／3名　ドア数／1　フロア面積／4.18㎡　
収納サイズ／20×51cm　総重量／1.05㎏　カラー／サファリ／グレー

ゴールドキャンプ 3 メッシュインナー  
¥16,500（税抜価格：¥15,000）

TGC3M23

共通仕様
●ファブリック／メッシュインナー： 75Dポリエステル
　リップストップ（PUコーティング）耐水圧1,500mm　
　ナイロンメッシュ
●ペグ／ダートダガーULステーク×12
※ポールは付属しません

最先端の超軽量素材とデザインを採用。シングルポールのデザインは設営を簡単にし、超軽量構造によ
り重量を抑えています。内部には、立ち上がって着替えるための十分なスペースがあり、快適に眠れるよ
うになっています。オプションのフットプリントとメッシュインナーを追加すれば、風雨からさらに保護さ
れ、明日の冒険のためにぐっすり眠ることができます。

Gold Camp UL
3シーズン対応超軽量ピラミッド型タープ

使用人数／5名　収納サイズ／20×53cm　
総重量／1.47㎏（ポール込）　カラー／ダークオリーブ

ゴールドキャンプ UL5 タープ
¥62,480（税抜価格：¥56,800）

TGCUL5T23

 ［別売オプション］ TFFGCUL523
ゴールドキャンプUL5用フットプリント
カラー／ダークオリーブ
¥12,100（税抜価格：¥11,000）　

［別売オプション］ TFFGCUL323
ゴールドキャンプUL3用フットプリント
カラー／ダークオリーブ
¥9,350（税抜価格：¥8,500）　

NEW

使用人数／3名　収納サイズ／13×52cm　
総重量／1.22㎏（ポール込）　カラー／ダークオリーブ　

ゴールドキャンプ UL3 タープ
¥53,680（税抜価格：¥48,800）

TGCUL3T23

共通仕様
●ファブリック／20Dポリエステル
　リップストップ（PUコーティング） 耐水圧1,500mm
●ポール／アジャスタブルポール（167-203ｃｍ）×1本付属
●ペグ／ダートダガーULステーク×12

使用人数／5名　ドア数／2　フロア面積／6.7㎡　
収納サイズ／20×53cm　総重量／1.02㎏　
カラー／ダークオリーブ／グレー

ゴールドキャンプ UL5 メッシュインナー  
¥29,700（税抜価格：¥27,000）

TGCUL5M23

使用人数／3名　ドア数／1　フロア面積／4.18㎡　
収納サイズ／13×52cm　総重量／709g　
カラー／ダークオリーブ／グレー

ゴールドキャンプ UL3 メッシュインナー  
¥23,100（税抜価格：¥21,000）

TGCULM23

共通仕様
●ファブリック:メッシュインナー/ 20Dポリエステル
　リップストップ（PUコーティング）耐水圧：1,500mm
●ポリエステルメッシュ
●ペグ:ダートダガーULステーク×12
※ポールは付属しません

ゴールドキャンプUL3          　　　ゴールドキャンプUL5

紹介動画 紹介動画

11　ビッグアグネス／バックパッキング&キャンピング ビッグアグネス／バックパッキング＆ツーリングテント　12

別売りメッシュインナーを使用すると
ダブルウォール仕様に！

ゴールドキャンプ5は2ドア仕様
片側はオーニングとして使用可能！

別売りフットプリントあり

ゴールドキャンプ3　　　　　　　　　　ゴールドキャンプ5

別売りメッシュインナーを使用するとダブルウォール仕様に！

ゴールドキャンプ5は2ドア仕様
片側はオーニングとして使用可能！

別売りフットプリントあります



        バックパッキング&キャンピング     バックパッキング＆ツーリングテント

仲間全員と素早く軽快な冒険をするために、ゴールドキャンプタープは他を圧倒して
います。シングルポール設計で、トレイルで長い1日を過ごした後でも簡単に設営でき
ます。内部には、立ち上がって着替えるための十分なスペースがあり、快適に眠れるよ
うになっています。オプションのフットプリントとメッシュインナーを追加すれば、風
雨からさらに保護され、明日の冒険のためにぐっすり眠ることができます。

Gold Camp 
3シーズン対応超軽量ピラミッド型タープ

使用人数／5名　収納サイズ／20×52cm　
総重量／2.38㎏（ポール込）　カラー／サファリ　

ゴールドキャンプ 5 タープ
¥44,880（税抜価格：¥40,800）

TGC5T23

 ［別売オプション］ TFFGCUL523
ゴールドキャンプ5用フットプリント
カラー／サファリ　　
¥8,140（税抜価格：¥7,400）　

［別売オプション］ TFFGCUL323
ゴールドキャンプ3用フットプリント
カラー／サファリ
¥6,820（税抜価格：¥6,200）　

NEW

使用人数／3名　収納サイズ／20×51cm　
総重量／2.07㎏（ポール込）　カラー／サファリ　

ゴールドキャンプ 3 タープ
¥35,970（税抜価格：¥32,700）

TGC3T23

共通仕様
●ファブリック／75Dポリエステル
　リップストップ（PUコーティング） 耐水圧1,500mm
●ポール／アジャスタブルポール（167-203ｃｍ）×1本付属
●ペグ／ダートダガーULステーク×12

使用人数／5名　ドア数／2　フロア面積／6.7㎡　
収納サイズ／20×52cm　総重量／1.42㎏　カラー／サファリ／グレー

ゴールドキャンプ 5 メッシュインナー  
¥20,900（税抜価格：¥19,000）

TGC5M23

使用人数／3名　ドア数／1　フロア面積／4.18㎡　
収納サイズ／20×51cm　総重量／1.05㎏　カラー／サファリ／グレー

ゴールドキャンプ 3 メッシュインナー  
¥16,500（税抜価格：¥15,000）

TGC3M23

共通仕様
●ファブリック／メッシュインナー： 75Dポリエステル
　リップストップ（PUコーティング）耐水圧1,500mm　
　ナイロンメッシュ
●ペグ／ダートダガーULステーク×12
※ポールは付属しません

最先端の超軽量素材とデザインを採用。シングルポールのデザインは設営を簡単にし、超軽量構造によ
り重量を抑えています。内部には、立ち上がって着替えるための十分なスペースがあり、快適に眠れるよ
うになっています。オプションのフットプリントとメッシュインナーを追加すれば、風雨からさらに保護さ
れ、明日の冒険のためにぐっすり眠ることができます。

Gold Camp UL
3シーズン対応超軽量ピラミッド型タープ

使用人数／5名　収納サイズ／20×53cm　
総重量／1.47㎏（ポール込）　カラー／ダークオリーブ

ゴールドキャンプ UL5 タープ
¥62,480（税抜価格：¥56,800）

TGCUL5T23

 ［別売オプション］ TFFGCUL523
ゴールドキャンプUL5用フットプリント
カラー／ダークオリーブ
¥12,100（税抜価格：¥11,000）　

［別売オプション］ TFFGCUL323
ゴールドキャンプUL3用フットプリント
カラー／ダークオリーブ
¥9,350（税抜価格：¥8,500）　

NEW

使用人数／3名　収納サイズ／13×52cm　
総重量／1.22㎏（ポール込）　カラー／ダークオリーブ　

ゴールドキャンプ UL3 タープ
¥53,680（税抜価格：¥48,800）

TGCUL3T23

共通仕様
●ファブリック／20Dポリエステル
　リップストップ（PUコーティング） 耐水圧1,500mm
●ポール／アジャスタブルポール（167-203ｃｍ）×1本付属
●ペグ／ダートダガーULステーク×12

使用人数／5名　ドア数／2　フロア面積／6.7㎡　
収納サイズ／20×53cm　総重量／1.02㎏　
カラー／ダークオリーブ／グレー

ゴールドキャンプ UL5 メッシュインナー  
¥29,700（税抜価格：¥27,000）

TGCUL5M23

使用人数／3名　ドア数／1　フロア面積／4.18㎡　
収納サイズ／13×52cm　総重量／709g　
カラー／ダークオリーブ／グレー

ゴールドキャンプ UL3 メッシュインナー  
¥23,100（税抜価格：¥21,000）

TGCULM23

共通仕様
●ファブリック:メッシュインナー/ 20Dポリエステル
　リップストップ（PUコーティング）耐水圧：1,500mm
●ポリエステルメッシュ
●ペグ:ダートダガーULステーク×12
※ポールは付属しません

ゴールドキャンプUL3          　　　ゴールドキャンプUL5

紹介動画 紹介動画
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別売りメッシュインナーを使用すると
ダブルウォール仕様に！

ゴールドキャンプ5は2ドア仕様
片側はオーニングとして使用可能！

別売りフットプリントあり

ゴールドキャンプ3　　　　　　　　　　ゴールドキャンプ5

別売りメッシュインナーを使用するとダブルウォール仕様に！

ゴールドキャンプ5は2ドア仕様
片側はオーニングとして使用可能！

別売りフットプリントあります



スリーピングパッド     スリーピングパッド

カラー／ブルー　使用時サイズ／66×198cm　重量／1.67kg　
素材／高強度ポリエステル（表ストレッチ）、軽量フォーム入り
厚み：6cm　収納サイズ／69×15cm　R値：5　コンプレッションストラップ（2本）付

ワイドロング ¥23,100（税抜価格：¥21,000）PHWL19

カラー／ブルー　使用時サイズ／51×183cm　
重量／964g　素材／高強度ポリエステル（表ストレッチ）、軽量フォーム入り
厚み：4cm　収納サイズ／55×13cm　R値：5　コンプレッションストラップ（2本）付

レギュラー ¥15,950（税抜価格：¥14,500）PHR19

SELF-INFLATION PADS

3.5シーズン対応のフォーム入のセルフインフレータブ
ルマット。快適6cm厚（ワイドロング）の冬場のキャンプ
におすすめのエアマット。

Hinman 

持続可能な方法で調達された素材を使用し、垂直バッフルによる滑らかで安定
した寝床面を持つ、軽量でコンパクトなマットです。効率を最大限に高める熱反
射フィルムで暖かく過ごすことができます。軽量で暖かく、快適で、信頼性の高い
パッドが、驚くほどお買い得です。 

持続可能な方法で調達された素材を使用し、垂直バッフルによる滑らかで安定した寝床面を持つ、軽量でコンパクトな断熱パッドです。
サーモライト（THERMOLITE®）を採用した断熱システムと、効率を最大限に高める熱反射フィルムで暖かく過ごすことができます。軽量で暖かく、快適で、信
頼性の高いパッドが、驚くほどお買い得です。

Divide

Divide Insulated   

超軽量バックカントリーアドベンチャーのために設計されたZoom UL Insulatedは、快適性と軽量性の間で妥協する必要をなくしました。3シーズン使用可
能な4.3のR値、持続可能な素材、航空グレードのラミネーションによる究極の信頼性で、バックカントリーでの素晴らしい睡眠を信じられないほど軽量に提
供します。

Zoom UL Insulated 

ヒンマン 

使用サイズ／51×183cm　収納サイズ／10×18cm　
重量／539g　R値1.5　厚み／中心：8cm、両サイド：9cm　

リサイクルナイロンリップストップファブリック 
熱反射フィルム
TPUラミネート

¥14,960（税抜価格：¥13,600）
PDR23

ディバイド
レギュラー

バルブ・テクノロジー

【ツートラック、ヒンマン】
双方向のプルタブバルブにより、
簡単に膨らませることができ、
簡単に空気を抜くことが可能です。

コストパフォーマンスに優れたシンプルなマット

最軽量の断熱材入りエアパッド

NEW

使用サイズ／51×183cm　収納サイズ／10×19cm　
重量／652g　R値4.0　厚み／中心：8cm、両サイド：9cm　

リサイクルナイロンリップストップファブリック 
サーモライト®インサレーション
熱反射フィルム
TPUラミネート

¥19,910（税抜価格：¥18,100）
PDIR23

ディバイド インシュレーテッド
レギュラー

NEW

使用サイズ／51×183cm　収納サイズ／10×20cm　
重量／397g　R値4.3　厚み／中心：8cm、両サイド：9cm　

GRS認証のポストコンシューマーリサイクナイロンルリップストップ 
2層の熱反射フィルム
リサイクルパッド素材を使用したパッドインフレサック
TPUラミネート

¥30,800（税抜価格：¥28,000）
PZULR23

ズームULインシュレーテッド
レギュラー

NEW

持続可能なサトウキビ樹脂を60％以上含む独自のEVAフォームを使用しており、石油への依存を減らし、より環境に配慮した素材を採用しています。
これは業界初となります。このサトウキビは再生可能な原材料であり、CO2 排出削減に加えて温室効果ガス排出削減に貢献します。
単体での使用はもちろん寒い時期にはエアマットの上や下に敷いて使うこともおすすめです。より暖かく快適に使って頂けます。さらに、中綿入りのパッドと組み合わせて使う
ことで、４シーズン対応のパッドシステムとしても使えます。この2層構造のクローズドセルフォームパッドは断熱性に優れ、ダイカットされた凹凸の谷部分に空気を閉じ込め暖
かさと快適さを提供します。デコボコの表面を上にしても下にしても同じパフォーマンスでご使用可能です。軽量でコンパクト、耐久性にも優れています。

TwisterCane Bio Foam
カラー／グリーン/グレー　厚み／13mm　
使用時サイズ／51×183cm　収納サイズ／18×51cm　R値／1.7
重量／397g　素材／持続可能なサトウキビ樹脂を60％以上含むEVAフォーム

カラー／グリーン/グレー　厚み／13mm　
使用時サイズ／51×30cm　収納サイズ／8×28cm　R値／1.7
重量／57g　素材／持続可能なサトウキビ樹脂を60％以上含むEVAフォーム

ツイスターケイン バイオフォーム レギュラー
￥8,360（税抜価格：￥7,600）

PTCBFR21

ツイスターケイン バイオフォーム ハイキングシート
￥4,840（税抜価格：￥4,400）

PTCBFHS21

紹介動画

CLOSED-CELL  FOAM PADS

紹介動画

紹介動画
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サトウキビ由来の再生素材を６０％以上使用し、
石油への依存を大幅に削減。環境に配慮した製法が
私たちの遊びのフィールドを1日でも長く持続してい
くことへつながります。
クッション性に優れた柔らかな素材で優しい寝心地
を提供してくれます。

※サトウキビは再生可能な原材料で、CO²排出削減、
温室効果ガス排出削減に貢献している素材です。

業界初
サトウキビ再生素材を採用



スリーピングパッド     スリーピングパッド

カラー／ブルー　使用時サイズ／66×198cm　重量／1.67kg　
素材／高強度ポリエステル（表ストレッチ）、軽量フォーム入り
厚み：6cm　収納サイズ／69×15cm　R値：5　コンプレッションストラップ（2本）付

ワイドロング ¥23,100（税抜価格：¥21,000）PHWL19

カラー／ブルー　使用時サイズ／51×183cm　
重量／964g　素材／高強度ポリエステル（表ストレッチ）、軽量フォーム入り
厚み：4cm　収納サイズ／55×13cm　R値：5　コンプレッションストラップ（2本）付

レギュラー ¥15,950（税抜価格：¥14,500）PHR19

SELF-INFLATION PADS

3.5シーズン対応のフォーム入のセルフインフレータブ
ルマット。快適6cm厚（ワイドロング）の冬場のキャンプ
におすすめのエアマット。

Hinman 

持続可能な方法で調達された素材を使用し、垂直バッフルによる滑らかで安定
した寝床面を持つ、軽量でコンパクトなマットです。効率を最大限に高める熱反
射フィルムで暖かく過ごすことができます。軽量で暖かく、快適で、信頼性の高い
パッドが、驚くほどお買い得です。 

持続可能な方法で調達された素材を使用し、垂直バッフルによる滑らかで安定した寝床面を持つ、軽量でコンパクトな断熱パッドです。
サーモライト（THERMOLITE®）を採用した断熱システムと、効率を最大限に高める熱反射フィルムで暖かく過ごすことができます。軽量で暖かく、快適で、信
頼性の高いパッドが、驚くほどお買い得です。

Divide

Divide Insulated   

超軽量バックカントリーアドベンチャーのために設計されたZoom UL Insulatedは、快適性と軽量性の間で妥協する必要をなくしました。3シーズン使用可
能な4.3のR値、持続可能な素材、航空グレードのラミネーションによる究極の信頼性で、バックカントリーでの素晴らしい睡眠を信じられないほど軽量に提
供します。
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使用サイズ／51×183cm　収納サイズ／10×18cm　
重量／539g　R値1.5　厚み／中心：8cm、両サイド：9cm　

リサイクルナイロンリップストップファブリック 
熱反射フィルム
TPUラミネート

¥14,960（税抜価格：¥13,600）
PDR23

ディバイド
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【ツートラック、ヒンマン】
双方向のプルタブバルブにより、
簡単に膨らませることができ、
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サーモライト®インサレーション
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TPUラミネート

¥19,910（税抜価格：¥18,100）
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レギュラー
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重量／397g　R値4.3　厚み／中心：8cm、両サイド：9cm　

GRS認証のポストコンシューマーリサイクナイロンルリップストップ 
2層の熱反射フィルム
リサイクルパッド素材を使用したパッドインフレサック
TPUラミネート

¥30,800（税抜価格：¥28,000）
PZULR23

ズームULインシュレーテッド
レギュラー
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持続可能なサトウキビ樹脂を60％以上含む独自のEVAフォームを使用しており、石油への依存を減らし、より環境に配慮した素材を採用しています。
これは業界初となります。このサトウキビは再生可能な原材料であり、CO2 排出削減に加えて温室効果ガス排出削減に貢献します。
単体での使用はもちろん寒い時期にはエアマットの上や下に敷いて使うこともおすすめです。より暖かく快適に使って頂けます。さらに、中綿入りのパッドと組み合わせて使う
ことで、４シーズン対応のパッドシステムとしても使えます。この2層構造のクローズドセルフォームパッドは断熱性に優れ、ダイカットされた凹凸の谷部分に空気を閉じ込め暖
かさと快適さを提供します。デコボコの表面を上にしても下にしても同じパフォーマンスでご使用可能です。軽量でコンパクト、耐久性にも優れています。

TwisterCane Bio Foam
カラー／グリーン/グレー　厚み／13mm　
使用時サイズ／51×183cm　収納サイズ／18×51cm　R値／1.7
重量／397g　素材／持続可能なサトウキビ樹脂を60％以上含むEVAフォーム

カラー／グリーン/グレー　厚み／13mm　
使用時サイズ／51×30cm　収納サイズ／8×28cm　R値／1.7
重量／57g　素材／持続可能なサトウキビ樹脂を60％以上含むEVAフォーム

ツイスターケイン バイオフォーム レギュラー
￥8,360（税抜価格：￥7,600）

PTCBFR21

ツイスターケイン バイオフォーム ハイキングシート
￥4,840（税抜価格：￥4,400）

PTCBFHS21
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石油への依存を大幅に削減。環境に配慮した製法が
私たちの遊びのフィールドを1日でも長く持続してい
くことへつながります。
クッション性に優れた柔らかな素材で優しい寝心地
を提供してくれます。

※サトウキビは再生可能な原材料で、CO²排出削減、
温室効果ガス排出削減に貢献している素材です。

業界初
サトウキビ再生素材を採用



    ファニチャー         ファニチャー

Woodchuck Camp Table
本当にコンパクトに持ち運びできるテーブルです。

Soul Kitchen Camp Table

ビッグアグネスファニチャーの特徴

Skyline UL Stool
山でもしっかり休憩できます。

Skyline UL Chair
もっと軽く！　ウルトラライトチェア。

ビッグアグネスファニチャーの特徴

ビッグアグネスの全てのチェアに簡単に取り付ける
ことのできるドリンクホルダー。
スマホを入れたり小物入れ的にもキャンプで便利
に使えます。

サイズ／9×13cm　
重量／43g　カラー／ブラック

キャンプチェアドリンクホルダー
￥3,630（税抜価格：￥3,300）

ACH16

※イスは
　付属しません

Camp Chair Drink Holder

使用サイズ／幅39×奥行55×高さ43cm　
収納サイズ／9×11×55cm　重量／1.08kg
ポール／ライトウェイト エアクラフトアルミニウムポールシステム
素材／100d Robic™ ライトウェイトナイロン、300d リップストップポリエステル

使用サイズ／幅61×奥行70×高さ61cm　
収納サイズ／10×13×71cm　重量／2.04kg
ポール／ライトウェイト エアクラフトアルミニウムポールシステム
素材／100d Robic™ ライトウェイトナイロン、300d リップストップポリエステル

ウッドチャックキャンプテーブル
¥19,800（税抜価格：¥18,000）

FWCT19

ソウルキッチン キャンプテーブル
¥23,100（税抜価格：¥21,000）

FSKCT19

紹介動画

アスファルト

FWCTWD23
ウッズ

FWCTT22
ブラウントラウト

FSKCTWD23

ウッズ

アスファルト

高さ
61cm

高さ
43cm

NEW
color

NEW
color

NEW
color

ポールのジョイント

部に樹脂製のハブが

無いデザイン。テン

トポールのように直

感的に接続でき、強

度も抜群。収納も非

常にコンパクトなの

が特徴です。

すっきりとした
ハブレスデザイン

使用サイズ／幅53×奥行34×高さ41×座面高38cm
収納サイズ／9×30cm　重量／539g　耐荷重／113kg
ポール／ライトウェイト エアクラフトアルミニウムポールシステム
素材／70d Robic™ ウルトラライトナイロン、66リップストップナイロン

スカイラインUL スツール   
¥15,400（税抜価格：¥14,000）

FSULSB19
ブラック

FSULSO22
オレンジ

使用サイズ／幅53×奥行44×高さ66×座面高38cm
収納サイズ／9×9×43cm　重量／794g　耐荷重／125kg
ポール／ライトウェイト エアクラフトアルミニウムポールシステム
素材／70d Robic™ ウルトラライトナイロン、66リップストップナイロン

スカイラインUL チェア  
¥19,800（税抜価格：18,000）

FSULCB19
ブラック

FBSCCB22
ブラック

FBSCCTN23
タン

FSULCO22
オレンジ

FSULCBL21
ブルー

【Robic™について】
同じデニールの通常の素材と比較して軽量で、25%～30%強度のある素材です。UTS防水コーティングは生地を柔らかい感触にし、引き裂き強度を高めてくれます。

ビッグアグネスのファニチャーは、ただ軽くてコンパクトというだけではありません。最高の快適性を求めて開発されています。革新的なデザインは見ためをくすぐります。
直感的にセットアップができるので素早く組み立て、素早く撤収が可能。フレーム形状は開発中に何度も何度も見直し、高い耐久性があります。
そして、、、出し入れ簡単な収納ケース付。さあ、ビッグアグネスのファニチャーとキャンプに出掛けよう。

使用サイズ／幅61×奥行66×
高さ102×座面高51cm
収納サイズ／9×11×53cm　
重量／1.45kg　耐荷重／136kg
ポール／ライトウェイト エアクラ
フトアルミニウムポールシステム
素材／100d Robic™ ライトウェ
イトナイロン、300d リップストッ
プポリエステル

ビッグシックス 
キャンプチェア
¥30,800（税抜価格：¥28,000）

Big Six Camp Chair
しっかり背もたれ、超リラックスできるコンパクトチェア

紹介動画

NEW
color

ポールのジョイント部に樹脂製

のハブが無いデザイン。テント

ポールのように直感的に接続で

き、強度も抜群。収納も非常に

コンパクトなのが特徴です。

すっきりとしたハブレスデザイン

紹介動画

15 　ビッグアグネス／ファニチャー ビッグアグネス／ファニチャー　16



    ファニチャー         ファニチャー

Woodchuck Camp Table
本当にコンパクトに持ち運びできるテーブルです。

Soul Kitchen Camp Table

ビッグアグネスファニチャーの特徴

Skyline UL Stool
山でもしっかり休憩できます。

Skyline UL Chair
もっと軽く！　ウルトラライトチェア。

ビッグアグネスファニチャーの特徴

ビッグアグネスの全てのチェアに簡単に取り付ける
ことのできるドリンクホルダー。
スマホを入れたり小物入れ的にもキャンプで便利
に使えます。

サイズ／9×13cm　
重量／43g　カラー／ブラック

キャンプチェアドリンクホルダー
￥3,630（税抜価格：￥3,300）

ACH16

※イスは
　付属しません

Camp Chair Drink Holder

使用サイズ／幅39×奥行55×高さ43cm　
収納サイズ／9×11×55cm　重量／1.08kg
ポール／ライトウェイト エアクラフトアルミニウムポールシステム
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紹介動画
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アクセサリー             
    

アクセサリー

APUMP17

ビッグアグネスマットを簡単に素早く膨らますことができる便利アイテム。
マットと接続してからスタッフサック内に息を吹き込んで思い切り本体を
丸めれば、大量の空気を一度に送り込むことができます。
この動作をたった4回繰り返すだけでレギュラーサイズのマットを
膨らますことが可能です。
シュラフの収納バッグとしてもおすすめ。

エネルギーバーほどの大きさでありながら、最適な睡眠を提供してくれま
す。I-Beam構造は安定性を提供し、マイクロアジャストバルブはあなた好
みの柔らかさを実現してくれます。最高な準備ができた状態で目を覚ます
ことができるようになります。

ビッグアグネスの創業者であるBill Gamberは、ハイカーやバックパッカーが自然を
自然のままに維持できるシンプルな製品を開発しました。もうポケットにゴミを詰
め込む必要はありません。売上の一部は自然保護団体に寄付されます。

スタッフバッグサイズ（ポンプ時）／50 (+46) ×34×20 cm
スタッフバッグ容量（目安）／約20L　重量／82g
カラー／ライムグリーン　素材／リップストップナイロン

ポンプハウス ウルトラ 
￥4,620（税抜価格：￥4,200）

BPATC2L23-413-OS

カラー／ネイビー　重量／57ｇ　容量／7×13×20cm
ウエストベルト付

トラッシュカン 2L 
￥4,400 （税抜価格：￥4,000）

BPATC7L23-413-OS

カラー／ネイビー　重量／85ｇ　容量／14×14×39cm

トラッシュカン 7L 
￥4,400 （税抜価格：￥4,000）

BPATC7I8L23-413-OS

カラー／ネイビー　重量／114ｇ　容量／18×25×44cm

トラッシュカン 18L 
￥6,160（税抜価格：￥5,600）

【共通仕様】
シェル／GRS認証の高強度ナイロンMipan®リジェンロビッ
クに溶液染色したリップストップグリッドを使用。
1500mmのUTS（Ultra Tear Strength）コーティングを施し
た丈夫で軽量なファブリック。
裏地／ナイロンタフタ

ARSLP23

カラー／オレンジ　使用サイズ／41×25×10cm　
収納サイズ／10×6×5cm

高い引裂強度と耐突き刺し強度を備えた4ウェイストレッチナイロン
 航空グレードのTPUラミネーション技術による究極の耐久性
薄型のシングルポート2ウェイバルブにより、素早く簡単な膨張と超高速の収縮が可能。
バルブ上部をシリコンフラップに差し込むと素早く収縮し、マイクロリリースボタンで微
妙な調節が可能です。

ラピッドSL ピロウ
￥7,480（税抜価格：￥6,800）

ライムグリーン

オレンジ

紹介動画

Pumphouse

Rapide SL Pillow    

Trash Can

パッカブルな超軽量ピロー

アウトドアで活躍するパッカブルなゴミ箱

NEW

軽量で多目的に使えるキャンプハチェット＆ハンマー

サイズ／15cm　重量（1本）／9g　カラー／オレンジ
素　材／航空機グレード7A04アナダイズド加工アルミニウム合金

Dirt Dagger UL Tent Stakes Pack

Stake Hammer/Hatchet 

ダートダガーＵL6インチ テントステイク15cm（6本入） 
¥2,200（税抜価格：￥2,000）

ADDPK621

サイズ／17cm　重量（1本）／14g　カラー／オレンジ
素　材／航空機グレード7A04アナダイズド加工アルミニウム合金

ダートダガーＵL6.75インチ テントステイク17cm（6本入） 
¥2,640（税抜価格：￥2,400）

ADDPK67522

重量／680g　
サイズ：全長／39cm　ヘッドサイズ／13×4cm　
素材：ヘッド／ステンレス　シャフト／アルミ

ステイクハンマーハチェット 
¥15,180（税抜価格：￥13,800）

ASHH22

サイズ／19cm　重量（1本）／19g　カラー／オレンジ
素　材／航空機グレード7A04アナダイズド加工アルミニウム合金

ダートダガーＵL7.5インチ テントステイク19cm（6本入） 
¥2,970（税抜価格：￥2,700）

ADDPK7521

サイズ／25cm　重量（1本）／47g　カラー／オレンジ
素　材／航空機グレード7A04アナダイズド加工アルミニウム合金

ダートダガーＵL10インチ テントステイク25cm（6本入） 
¥5,170（税抜価格：￥4,700）

ADDPK1021

I-beam型で頑丈！

NEW

耐久性、耐食性に優れたステンレスヘッドと耐久性がありながら軽量なアルミシャフトで構成されたハチェット。 ブレードの反対面はフラットに加工されておりハンマーとして使
用可能。 あけられた穴はペグ抜きの際に活用できます。

TPUブレードカバー付き
反射材付きポリエステルコードループ

ブレードカバー付属

栓抜き、ペグ抜きとして使用可能

NEW

10cm

紹介動画

紹介動画
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パッキングしやすい底の形状チューブ取付口が横側で
つかいやすい

チューブマグネット付き

新型バルブで飲みやすい

給水時に便利なハンドル付き

スムーズに開閉可能です

引張り強度は６０ポンド
（約２７ｋｇ）！

● 薪やペグをがっちり固定！

● ペグハンマーの
　グリップ代わりに！
　いざという時
　の結束にも！

ウィンターシーズン
にも大活躍の
タイタンストラップ。
スキー板の固定に
最適！！

低温化（－30℃）でもしなやかさを
保ち、またＵＶカット加工もされて
いる為劣化による破断リスクを軽
減！
また、外した時の反発も少なく、跳
ね返ってくる心配もありません。

タイタンストラップの上に
ポールを置きます

アメリカから簡単でタフなストラップが上陸。
その名も「ＴＩＴＡＮ　ＳＴＲＡＰＳ（タイタンストラップ）」。
強靭さ、タフさの象徴であるギリシャ神話の神「Ｔｉｔａｎ」から名付けられた
ブランド名の通り、とても丈夫なストラップは、作業現場や消防、レス
キューなど過酷な環境においても使用されており高い信頼を得ています。
豊富なサイズで様々な用途に対応できる万能ストラップです。

簡単！強力！結束バンドの新定番

丈　夫 安　心 例えばこんな使い方！

Let's TITAN!　タープポールを固定してみよう！
❶ アルミのループにバンドを

通します、このときロゴが
外側に来るように！

❷ ギューッとひっぱりテープ
の穴にアルミの爪を差し込
みます。

❸ がっちり固定完了！
運搬時もガタツキなし！

❹

スーパーストラップ
幅：2.22cm
対荷重：27.2kg

インダストリアル
スーパーストラップ
（工業用）
幅：2.7cm

対荷重：32.0kg

品名 サイズ 価格 品番 色 最小
使用径

最大
使用径

¥1,760（税抜価格：￥1,600）

¥1,870（税抜価格：￥1,700）

¥1,900（税抜価格：￥1,800）

¥2,090（税抜価格：￥1,900）

¥2,200（税抜価格：￥2,000）

¥2,310（税抜価格：￥2,100）

¥2,530（税抜価格：￥2,300）

¥2,750（税抜価格：￥2,500）

9インチ（23cm）

14インチ（36cm）

18インチ（46cm）

25インチ（46cm）

工業用20インチ（51cm）

工業用25インチ（64cm）

工業用30インチ（76cm）

工業用36インチ（91cm）

1.47ｃｍ 6.55ｃｍ

9.5ｃｍ

12.7ｃｍ

18.4ｃｍ

14.15ｃｍ

18.0ｍ

22.6ｃｍ

27.0ｃｍ

3.2ｃｍ

3.2ｃｍ

4.5ｃｍ

5.5ｃｍ

5.5ｃｍ

5.5ｃｍ

5.5ｃｍ

グリーンTS-0909-FG
TS-0914-FB
TS-0914-BLK
TS-0918-FY
TS-0918-FP
TS-0918-BLK
TS-0925-FO
TSI-0120-BLK

TSI-0125-BLK

TSI-0130-BLK

TSI-0136-BLK
TSI-0136-FG

TSI-0130-FB

TSI-0125-FO
TSI-0125-FG

TSI-0120-FY
TSI-0120-FG

グリーン

グリーン

グリーン

ブルー

ブルー

イエロー

イエロー

ピンク

オレンジ

オレンジ

ブラック

ブラック

ブラック

ブラック

ブラック

ブラック

ブルー ピンク イエロー オレンジ グリーン ブラック

カラーラインナップ

生産国／中国製

WE'RE TAKING
HYDRATION
TO NEW PLACES.

使いやすさのギミックを全て詰め込み、最高のパフォーマンスを実現可能な
ハイドレーションリザーバーのフラッグシップモデル「コンツアー」。軽量でコ
ンパクト、そして頑丈なハイドレーションです。 ３Dボトム、シェイプロック™
バッフル、そして水筒の横側に取り付けられたホースの取付口、これらのアッ
プデートにより、登山、バックパッキング、ハイキング、トレイルランニング、ア
ドベンチャーレースなど様々なバックパックで優れたフィット感とパフォーマ
ンスを提供します。

コンツアー 3L
¥6,820（税抜価格：￥6,200）

AS263

サイズ／429mm x 190mm　カラー／クリア　容量／3L重量／155g　
飲み口・キャップ／新コメットバイトバルブ　
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、ABS、POM、PP、EPDM、シリコン、304ss、TPU Coated Nylon 
Fabric　生産国／中国製

コンツアー 2L
¥6,380（税抜価格：￥5,800）

AS262

サイズ／370mm x 191mm　カラー／クリア　容量／2L　重量／142g
飲み口・キャップ／新コメットバイトバルブ　　
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、ABS、POM、 PP、EPDM、シリコン、 304ss、TPU Coated 
Nylon Fabric　生産国／中国製

２００１年より２０年以上にわたりフレキシブル パフォーマンス 
ハイドレーション システムを専門として製品開発を続けています。
「次はどうすれば更に良い製品へとなるのか」と常に自問自答し、
「“良い”ことがイコール“満足”ではない」と商品の改良を常に心がけ、
パフォーマンスを重視した商品は、確かにこれまで以上に優れてはいるが、
いまだハイドラパックは未完だと思っている。
だから我々はこれからも完璧を求め追求し、イノベーションを続けていく。

バッフル（内側壁）付きで給水
しても膨らみすぎません。また
裏返す際にバッフルを取り外す
必要がなくなりました。更に内
側底にループが付き、簡単に裏
返して洗いやすくなりました。
裏返して乾かすときにも重宝
します。

CONTOURTM 

パフォーマンス リバーシブル ハイドレーション

NEW
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パッキングしやすい底の形状チューブ取付口が横側で
つかいやすい

チューブマグネット付き

新型バルブで飲みやすい

給水時に便利なハンドル付き

スムーズに開閉可能です

引張り強度は６０ポンド
（約２７ｋｇ）！

● 薪やペグをがっちり固定！

● ペグハンマーの
　グリップ代わりに！
　いざという時
　の結束にも！

ウィンターシーズン
にも大活躍の
タイタンストラップ。
スキー板の固定に
最適！！

低温化（－30℃）でもしなやかさを
保ち、またＵＶカット加工もされて
いる為劣化による破断リスクを軽
減！
また、外した時の反発も少なく、跳
ね返ってくる心配もありません。

タイタンストラップの上に
ポールを置きます

アメリカから簡単でタフなストラップが上陸。
その名も「ＴＩＴＡＮ　ＳＴＲＡＰＳ（タイタンストラップ）」。
強靭さ、タフさの象徴であるギリシャ神話の神「Ｔｉｔａｎ」から名付けられた
ブランド名の通り、とても丈夫なストラップは、作業現場や消防、レス
キューなど過酷な環境においても使用されており高い信頼を得ています。
豊富なサイズで様々な用途に対応できる万能ストラップです。

簡単！強力！結束バンドの新定番

丈　夫 安　心 例えばこんな使い方！

Let's TITAN!　タープポールを固定してみよう！
❶ アルミのループにバンドを

通します、このときロゴが
外側に来るように！

❷ ギューッとひっぱりテープ
の穴にアルミの爪を差し込
みます。

❸ がっちり固定完了！
運搬時もガタツキなし！

❹

スーパーストラップ
幅：2.22cm
対荷重：27.2kg

インダストリアル
スーパーストラップ
（工業用）
幅：2.7cm

対荷重：32.0kg

品名 サイズ 価格 品番 色 最小
使用径

最大
使用径

¥1,760（税抜価格：￥1,600）

¥1,870（税抜価格：￥1,700）

¥1,900（税抜価格：￥1,800）

¥2,090（税抜価格：￥1,900）

¥2,200（税抜価格：￥2,000）

¥2,310（税抜価格：￥2,100）

¥2,530（税抜価格：￥2,300）

¥2,750（税抜価格：￥2,500）

9インチ（23cm）

14インチ（36cm）

18インチ（46cm）

25インチ（46cm）

工業用20インチ（51cm）

工業用25インチ（64cm）

工業用30インチ（76cm）

工業用36インチ（91cm）

1.47ｃｍ 6.55ｃｍ

9.5ｃｍ

12.7ｃｍ

18.4ｃｍ

14.15ｃｍ

18.0ｍ

22.6ｃｍ

27.0ｃｍ

3.2ｃｍ

3.2ｃｍ

4.5ｃｍ

5.5ｃｍ

5.5ｃｍ

5.5ｃｍ

5.5ｃｍ

グリーンTS-0909-FG
TS-0914-FB
TS-0914-BLK
TS-0918-FY
TS-0918-FP
TS-0918-BLK
TS-0925-FO
TSI-0120-BLK

TSI-0125-BLK

TSI-0130-BLK

TSI-0136-BLK
TSI-0136-FG

TSI-0130-FB

TSI-0125-FO
TSI-0125-FG

TSI-0120-FY
TSI-0120-FG

グリーン

グリーン

グリーン

ブルー

ブルー

イエロー

イエロー

ピンク

オレンジ

オレンジ

ブラック

ブラック

ブラック

ブラック

ブラック

ブラック

ブルー ピンク イエロー オレンジ グリーン ブラック

カラーラインナップ

生産国／中国製

WE'RE TAKING
HYDRATION
TO NEW PLACES.

使いやすさのギミックを全て詰め込み、最高のパフォーマンスを実現可能な
ハイドレーションリザーバーのフラッグシップモデル「コンツアー」。軽量でコ
ンパクト、そして頑丈なハイドレーションです。 ３Dボトム、シェイプロック™
バッフル、そして水筒の横側に取り付けられたホースの取付口、これらのアッ
プデートにより、登山、バックパッキング、ハイキング、トレイルランニング、ア
ドベンチャーレースなど様々なバックパックで優れたフィット感とパフォーマ
ンスを提供します。

コンツアー 3L
¥6,820（税抜価格：￥6,200）

AS263

サイズ／429mm x 190mm　カラー／クリア　容量／3L重量／155g　
飲み口・キャップ／新コメットバイトバルブ　
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、ABS、POM、PP、EPDM、シリコン、304ss、TPU Coated Nylon 
Fabric　生産国／中国製

コンツアー 2L
¥6,380（税抜価格：￥5,800）

AS262

サイズ／370mm x 191mm　カラー／クリア　容量／2L　重量／142g
飲み口・キャップ／新コメットバイトバルブ　　
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、ABS、POM、 PP、EPDM、シリコン、 304ss、TPU Coated 
Nylon Fabric　生産国／中国製

２００１年より２０年以上にわたりフレキシブル パフォーマンス 
ハイドレーション システムを専門として製品開発を続けています。
「次はどうすれば更に良い製品へとなるのか」と常に自問自答し、
「“良い”ことがイコール“満足”ではない」と商品の改良を常に心がけ、
パフォーマンスを重視した商品は、確かにこれまで以上に優れてはいるが、
いまだハイドラパックは未完だと思っている。
だから我々はこれからも完璧を求め追求し、イノベーションを続けていく。

バッフル（内側壁）付きで給水
しても膨らみすぎません。また
裏返す際にバッフルを取り外す
必要がなくなりました。更に内
側底にループが付き、簡単に裏
返して洗いやすくなりました。
裏返して乾かすときにも重宝
します。

CONTOURTM 

パフォーマンス リバーシブル ハイドレーション

NEW
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スムーズに開閉可能です 軽量で頑丈なハンドル付 とても頑丈です ダストカバー付 新型バルブで飲みやすい

スムーズに開閉可能です

出し入れに便利な軽量タブ付

PLUG-N-PLAY™対応

スムーズに開閉可能です

出し入れに便利な軽量タブ付

PLUG-N-PLAY™対応

コンツアー 1.5L ランバー
¥6,600（税抜価格：￥6,000）

AS921

サイズ／224mm x 283mm　カラー／クリア　容量／1.5L　重量／
128g　飲み口・キャップ／新コメットバイトバルブ　　
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、ABS、POM、PP、EPDM、シリコン、304ss、TPU Coated Nylon 
Fabric　生産国／中国製

フォース 3L
¥7,590（税抜価格：￥6,900）

AS523

サイズ／375mm x 200mm　カラー／マンモスグレー　容量／3L　
重量／178g　飲み口・キャップ／新コメットバイトバルブ　　
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、ABS、POM、PP、EPDM、シリコン、304ss、TPU Coated Nylon 
Fabric　生産国／中国製

フォース 2L
¥7,150（税抜価格：￥6,500）

AS522

サイズ／343mm x 171mm　カラー／マンモスグレー　容量／2L
重量／165g　飲み口・キャップ／新コメットバイトバルブ　　　
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、ABS、POM、PP、EPDM、シリコン、304ss、TPU Coated Nylon 
Fabric　生産国／中国製

使いやすさのギミックを全て詰め込み、最高のパフォーマンスを実現可能なハイドレーションリザーバーのフラッグ
シップモデル「コンツアー」から、新しいサイズのご提案です。様々な機能は同様に持ち合わせており、中大型のウエ
ストバッグで使えるハイドレーションです。自転車、バイクでの長距離ツーリングでも最高のパフォーマンスで挑戦
するためには水分補給は必須です。フレームバッグや、ハンドルバーバッグなどに入れて使うのもおすすめです。
ホースは取り回しに十分な長さ（約85cm）です。お好みのポジションにセッティングが可能です。

CONTOURTM  LUMBAR
パフォーマンス ランバー ハイドレーション

NEW

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、軍やハンターの使用も考えて非常に
頑丈に設計されています。軽量で頑丈な840Dナイロンのハンドル
が付きました。給水時にとても役立ち、邪魔にもなりません。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。またより使いや
すくなったon/offバー搭載で飲まない時の水漏れを防ぎます。

FORCETM 

丈夫なリバーシブル ハイドレーション

NEW

スリムデザイン リバーシブル ハイドレーション

ラインナップ中、最軽量のハイドレーションリザーバーです。より開閉しやすくなった人間工学に基づいたスライドシール
トップを備え、開口部が大きく開くことにより、エイドステーションやトレイルなどで迅速な水分の補充を可能にします。
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、またより使いやすくなったon/offバー搭載で飲まない
時の水漏れを防ぎます。長時間のアクティビティ向けに大容量の２Lが追加になりました。

VELOCITYTM 

NEW

保冷仕様 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。
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。また長時間のアクティビティ向けに大容量の２Lが追加になりました。

VELOCITYTM IT 

NEW

ベロシティ 2L
¥5,720（税抜価格：￥5,200）

AS372

サイズ／343mm x 170mm　カラー／マリブ　容量／2L　重量／121g
飲み口・キャップ／新コメットバイトバルブ　　　
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、ABS、POM、PP、EPDM、シリコン、304ss、TPU Coated Nylon 
Fabric　生産国／中国製

ベロシティ 1.5L
¥5,390（税抜価格：￥4,900）

AS371

サイズ／320mm x 153mm　カラー／マリブ　容量／1.5L　
重量／117g　飲み口・キャップ／新コメットバイトバルブ　　
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、ABS、POM、PP、EPDM、シリコン、304ss、TPU Coated Nylon 
Fabric　生産国／中国製

ベロシティ IT 2L
¥7,260（税抜価格：￥6,600）

AS382

サイズ／384mm x 170mm　カラー／クリア　容量／2L　重量／187g
飲み口・キャップ／新コメットバイトバルブ　　　
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、ABS、POM、PP、EPDM、シリコン、304ss、TPU Coated Nylon 
Fabric　生産国／中国製

ベロシティ IT 1.5L
¥6,600（税抜価格：￥6,000）

AS381

サイズ／344mm x 151mm　カラー／クリア　容量／1.5L　
重量／169g　飲み口・キャップ／新コメットバイトバルブ　　
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、ABS、POM、PP、EPDM、シリコン、304ss、TPU Coated Nylon 
Fabric　生産国／中国製
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スムーズに開閉可能です 軽量で頑丈なハンドル付 とても頑丈です ダストカバー付 新型バルブで飲みやすい

スムーズに開閉可能です

出し入れに便利な軽量タブ付

PLUG-N-PLAY™対応

スムーズに開閉可能です

出し入れに便利な軽量タブ付

PLUG-N-PLAY™対応

コンツアー 1.5L ランバー
¥6,600（税抜価格：￥6,000）

AS921

サイズ／224mm x 283mm　カラー／クリア　容量／1.5L　重量／
128g　飲み口・キャップ／新コメットバイトバルブ　　
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、ABS、POM、PP、EPDM、シリコン、304ss、TPU Coated Nylon 
Fabric　生産国／中国製

フォース 3L
¥7,590（税抜価格：￥6,900）

AS523

サイズ／375mm x 200mm　カラー／マンモスグレー　容量／3L　
重量／178g　飲み口・キャップ／新コメットバイトバルブ　　
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、ABS、POM、PP、EPDM、シリコン、304ss、TPU Coated Nylon 
Fabric　生産国／中国製

フォース 2L
¥7,150（税抜価格：￥6,500）

AS522

サイズ／343mm x 171mm　カラー／マンモスグレー　容量／2L
重量／165g　飲み口・キャップ／新コメットバイトバルブ　　　
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、ABS、POM、PP、EPDM、シリコン、304ss、TPU Coated Nylon 
Fabric　生産国／中国製

使いやすさのギミックを全て詰め込み、最高のパフォーマンスを実現可能なハイドレーションリザーバーのフラッグ
シップモデル「コンツアー」から、新しいサイズのご提案です。様々な機能は同様に持ち合わせており、中大型のウエ
ストバッグで使えるハイドレーションです。自転車、バイクでの長距離ツーリングでも最高のパフォーマンスで挑戦
するためには水分補給は必須です。フレームバッグや、ハンドルバーバッグなどに入れて使うのもおすすめです。
ホースは取り回しに十分な長さ（約85cm）です。お好みのポジションにセッティングが可能です。

CONTOURTM  LUMBAR
パフォーマンス ランバー ハイドレーション

NEW

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、軍やハンターの使用も考えて非常に
頑丈に設計されています。軽量で頑丈な840Dナイロンのハンドル
が付きました。給水時にとても役立ち、邪魔にもなりません。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。またより使いや
すくなったon/offバー搭載で飲まない時の水漏れを防ぎます。

FORCETM 

丈夫なリバーシブル ハイドレーション

NEW

スリムデザイン リバーシブル ハイドレーション

ラインナップ中、最軽量のハイドレーションリザーバーです。より開閉しやすくなった人間工学に基づいたスライドシール
トップを備え、開口部が大きく開くことにより、エイドステーションやトレイルなどで迅速な水分の補充を可能にします。
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、またより使いやすくなったon/offバー搭載で飲まない
時の水漏れを防ぎます。長時間のアクティビティ向けに大容量の２Lが追加になりました。

VELOCITYTM 

NEW

保冷仕様 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。
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。また長時間のアクティビティ向けに大容量の２Lが追加になりました。

VELOCITYTM IT 

NEW

ベロシティ 2L
¥5,720（税抜価格：￥5,200）

AS372

サイズ／343mm x 170mm　カラー／マリブ　容量／2L　重量／121g
飲み口・キャップ／新コメットバイトバルブ　　　
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、ABS、POM、PP、EPDM、シリコン、304ss、TPU Coated Nylon 
Fabric　生産国／中国製

ベロシティ 1.5L
¥5,390（税抜価格：￥4,900）

AS371

サイズ／320mm x 153mm　カラー／マリブ　容量／1.5L　
重量／117g　飲み口・キャップ／新コメットバイトバルブ　　
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、ABS、POM、PP、EPDM、シリコン、304ss、TPU Coated Nylon 
Fabric　生産国／中国製

ベロシティ IT 2L
¥7,260（税抜価格：￥6,600）

AS382

サイズ／384mm x 170mm　カラー／クリア　容量／2L　重量／187g
飲み口・キャップ／新コメットバイトバルブ　　　
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、ABS、POM、PP、EPDM、シリコン、304ss、TPU Coated Nylon 
Fabric　生産国／中国製

ベロシティ IT 1.5L
¥6,600（税抜価格：￥6,000）

AS381

サイズ／344mm x 151mm　カラー／クリア　容量／1.5L　
重量／169g　飲み口・キャップ／新コメットバイトバルブ　　
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、ABS、POM、PP、EPDM、シリコン、304ss、TPU Coated Nylon 
Fabric　生産国／中国製
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コンパクト収納

ウルトラライト 大容量ウォーターストレージ
超軽量で耐久性に優れたウォーターストレージ
バッグ、「シーカー」に大容量の6Lが増えました。
注ぎ口として非常に便利なプラグンプレイキャッ
プと、キャンプタップが標準装備されています。
内側にはバッフル（壁）付きで満水時でも形が崩
れません。

SEEKERTM 6L 

ウルトラライト ウォーターストレージ
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、ハイドラパックの42mmフィルターキャップ浄水器や、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。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。

SEEKERTM  

NEW

シーカー 6L
¥7,480（税抜価格：￥6,800）

A826M

サイズ／440mm x 185mm　キャップサイズ／42mm　
カラー／マンモスグレー　容量／6L　
重量／194g　飲み口・キャップ／プラグンプレイキャップ
素材／TPU、 PP、 TPU Coated Nylon Fabric
付属品／キャンプタップ　
生産国／中国製

シーカー 4L
¥4,840（税抜価格：￥4,400）

A828M
シーカー 3L
¥4,290（税抜価格：￥3,900）

A823M
シーカー 2L
¥3,850（税抜価格：￥3,500）

A822M A822S

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／TPU、 PP、 TPU Coated Nylon Fabric
収納バッグ／ナイロン

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／TPU、 PP、 TPU Coated Nylon Fabric
収納バッグ／ナイロン

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／TPU、 PP、 TPU Coated Nylon Fabric
収納バッグ／ナイロン

超軽量ウォータージャグへ
アップデート！

【便利アクセサリー】

マンモスグレー スートログリーン

A180 キャンプタップ　
   　　¥1,595（税込）

A178 プラグンプレイキャップ　
　　  ¥1,595（税込）

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
¥10,120（税抜価格：￥9,200）

E800

サイズ／380×200mm　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／TPU、ABS、POM、PP、EPDM、シリコン、304SS、
　　　　Nylon fabric
生産国／中国製 
PLUG-N-PLAY™対応

コンパクト

キャンプタップ付（使いやすい注ぎ口です）

キャップ部分

キャンプタップ付

フィルターアダプター付

コンパクト収納！
吊り下げに便利な
太くて丈夫なコード付

パイオニア 6L  ¥9,680（税抜価格：¥8,800）
AP001

サイズ／490mm x 250mm
カラー／ブラック　容量／6L　重量／310g
素材／素材／TPU、ABS、POM、EPDM、シリコン、304SS、Nylon fabric
生産国／中国製 
PLUG-N-PLAY™対応

パイオニア 10L  ¥10,120（税抜価格：¥9,200）
AP002

サイズ／525mm x 330mm
カラー／ブラック　容量／10L　重量／360g
素材／TPU、ABS、POM、EPDM、シリコン、304SS、Nylon fabric
生産国／中国製 
PLUG-N-PLAY™対応

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、グループでの使用に理想的な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。　注ぎ口付なので、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。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 
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コンパクト収納

ウルトラライト 大容量ウォーターストレージ
超軽量で耐久性に優れたウォーターストレージ
バッグ、「シーカー」に大容量の6Lが増えました。
注ぎ口として非常に便利なプラグンプレイキャッ
プと、キャンプタップが標準装備されています。
内側にはバッフル（壁）付きで満水時でも形が崩
れません。

SEEKERTM 6L 

ウルトラライト ウォーターストレージ
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、ハイドラパックの42mmフィルターキャップ浄水器や、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。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。

SEEKERTM  

NEW

シーカー 6L
¥7,480（税抜価格：￥6,800）

A826M

サイズ／440mm x 185mm　キャップサイズ／42mm　
カラー／マンモスグレー　容量／6L　
重量／194g　飲み口・キャップ／プラグンプレイキャップ
素材／TPU、 PP、 TPU Coated Nylon Fabric
付属品／キャンプタップ　
生産国／中国製

シーカー 4L
¥4,840（税抜価格：￥4,400）

A828M
シーカー 3L
¥4,290（税抜価格：￥3,900）

A823M
シーカー 2L
¥3,850（税抜価格：￥3,500）

A822M A822S

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／TPU、 PP、 TPU Coated Nylon Fabric
収納バッグ／ナイロン

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／TPU、 PP、 TPU Coated Nylon Fabric
収納バッグ／ナイロン

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／TPU、 PP、 TPU Coated Nylon Fabric
収納バッグ／ナイロン

超軽量ウォータージャグへ
アップデート！

【便利アクセサリー】

マンモスグレー スートログリーン

A180 キャンプタップ　
   　　¥1,595（税込）

A178 プラグンプレイキャップ　
　　  ¥1,595（税込）

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
¥10,120（税抜価格：￥9,200）

E800

サイズ／380×200mm　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／TPU、ABS、POM、PP、EPDM、シリコン、304SS、
　　　　Nylon fabric
生産国／中国製 
PLUG-N-PLAY™対応

コンパクト

キャンプタップ付（使いやすい注ぎ口です）

キャップ部分

キャンプタップ付

フィルターアダプター付

コンパクト収納！
吊り下げに便利な
太くて丈夫なコード付

パイオニア 6L  ¥9,680（税抜価格：¥8,800）
AP001

サイズ／490mm x 250mm
カラー／ブラック　容量／6L　重量／310g
素材／素材／TPU、ABS、POM、EPDM、シリコン、304SS、Nylon fabric
生産国／中国製 
PLUG-N-PLAY™対応

パイオニア 10L  ¥10,120（税抜価格：¥9,200）
AP002

サイズ／525mm x 330mm
カラー／ブラック　容量／10L　重量／360g
素材／TPU、ABS、POM、EPDM、シリコン、304SS、Nylon fabric
生産国／中国製 
PLUG-N-PLAY™対応

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、グループでの使用に理想的な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。　注ぎ口付なので、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。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 

 

23　ハイドラパック ハイドラパック　24



【給水側・適合モデル】
プラグンプレイキャップ付属の水筒　
（プラグンプレイシステム）
■シーカー 6L　
■パイオニア 6L ＆ 10L
 28mm径の水筒（スウリュー接続）
■ストウ 500ml & 1L
■ソフトフラスク 150ml & 250ml

【出水側・適合モデル】
直接接続（プラグンプレイシステム）
■キャンプタップ　
■プラグンプレイ対応のチューブ各種
 付属のフィルターアダプター使用で
直飲み
■ストウ、ソフトフラスク150&250の
キャップ

浄水の方向

【処理能力（F02, F03）】 【注意】

新しいフィルター（浄水器）とウォーターストレージの最適なセットです。
アクティビティーや人数によって選んでください。定番で使いやすい、シーカー、フラックス。本セットだけの特別なクリアカラーなので中の水の色が
わかりやすくなっています。

42mm フィルターキャップ  
¥5,720（税抜価格：￥5,200）
サイズ／直径50mm x 129mm　重量／57g　
素　材／PP、POM、EPDM、シリコン、ホローファイバー 
生産国／中国製 

携帯ウォーターフィルター（浄水器）

ハイドラパック製品に最適な浄水器が新登場！

このハイドラパックの新しい42mmフィルター
キャップは、シーカー、フラックスなどハイドラ
パックの42mm径キャップのフレキシブルボトル
に取り付けることができます。使い方は簡単。ボト
ルを絞るだけです。フィルターを通して、ろ過され
た水を他の水筒に保管したり、直接飲んだりする
ことが可能です。

自然環境での川や湖から、飲み水の確保が簡単になります。登山、バックパッキング、トレイルランニング、キャンプなどの
アウトドア・アクティビティに最適。　約50gで軽量、コンパクトです。　100% BPA, PVCフリー

■ダストカバーと、ハイフローノズル
ダストカバー付き、飲み口を触らないので清潔です。締めたまま回してon/off可能。
飲みやすくカバーは片手で素早く開閉できます。

■42mm径のキャップに対応
ハイドラパックのシーカー 2L、3L、4L、6Lや、フラックス 750ml、1L、1.5L など、定番の
ウォーターボトルとストレージに直接取り付けることが可能です。

42MM FILTER CAP

F03

28mm PNP インラインフィルター 
 ¥6,490（税抜価格：￥5,900）
サイズ／直径34mm x 129mm　重量／47g　
素　材／PP、POM、EPDM、シリコン、ホローファイバー  
生産国／中国製 

F02

NEW

スクイーズまたは重力式インラインフィルター（浄水器）
ハイドラパックの28mm径キャップのフレキシブルボトルに直接取り付けること
ができます。またPlug-N-Play™コネクトシステム対応で、ハイドラパックの対応
するリザーバーとキャップに簡単に取り付けることができます。ストウから別の
ボトルに絞って浄水したり、シーカーやパイオニアから重力式の浄水、またスト
ウから直接飲むことも可能です

■28mm径キャップに対応
定番のハイドラパックのウォーターボトル、ストウ500ml、
1Lに直接フィルターを取り付けることが可能です。

■PLUG-N-PLAY対応
対応のボトル、ストレージ、リザーバー、キャップなどに簡
単に接続、簡単に外すことが可能です。
※販売中のプラグンプレイキャップには、取り付けできま
せん。2023年5月以降発売予定のプラグンプレイキャップ
に対応します。

28MM INLINE FILTER
NEW

フィルターか
ら水が出にく
くなってきた
場合に、フィ
ルターの水
の出口側に
差し込んで、きれいな水の入ったストウボ
トルを取り付けて、フィルターをバックフラ
ッシュ（逆流）させて水量を回復させます。

【適合モデル】
・シーカーシリーズ（P.4）
・フラックスシリーズ（P.8）
・ウルトラフラスクシリーズ（P.11）
・スカイフラスクシリーズ（P.11）

■バックフラッシュアダプター付属

[ストウでの使用例]

〔簡単メンテナンス〕

シーカー+ 6L グラヴィティ フィルターキット
  ¥12,980（税抜価格：￥11,800）

FK02

サイズ／440mm x 185mm　カラー／クリア　容量／6L　
重量／241g　飲み口・PLUG-N-PLAY™キャップ
素　材／TPU、ABS、POM、PP、EPDM、304SS、TPU Coated Nylon Fabric、
　　　　ホローファイバー 
生産国／中国製 

SEEKERTM+ 6L GRAVITY FILTER KIT 軽量で耐久性に優れたウォーターストレージバッグ、
「シーカー６L」と、ハイドラパックの新しい浄水器、28mm 
PNP インラインフィルターの浄水キットです。簡単に水を
集めて保管できるよう理想的に設計されており、シー
カー本体を吊り下げて使用します。重力を利用して水を
落としてろ過します。付属のキャンプタップで簡単にろ過
した水を他の水筒などへ入れることができます。付属の
収納ケースには、キャンプタップとフィルターを収納する
ポケットが付いています。　シーカー本体も丸めることが
できるので使わない時は全てのキットを非常にコンパク
トに収納することが可能です。

ウルトラライト ウォーターストレージ + グラビティ浄水器

SEEKERTM+ 3L FILTER KIT
この超軽量で耐久性の高いシーカー３Lとハイドラパックの新しい浄水フィルター、42mm フィルター
キャップ、このキットはきっとフィールドであなたの頼りになる道具になることでしょう。簡単に水を集
めて保管できるよう理想的に設計されており、シーカー本体を丸めて絞り出すことにより簡単にろ過し
た水を他の水筒などへ入れることができます。回すことでon/offできるツイストノズルにはダストカ
バーを備え水の出口部分を常に清潔に保てます。また、ハンドルとラッシュポイントが付いていますの
で、持ちやすく、パックパックに固定することもできます。専用ケース付きでシーカー本体も丸めてコン
パクトにパッキングが可能です。

ウルトラライト ウォーターストレージ + 一体型浄水器

NEW

シーカー + 3L フィルターキット
  ¥9,680（税抜価格：￥8,800）

FK01

サイズ／360mm x 140mm　カラー／クリア　容量／3L　
重量／127g　飲み口・キャップ／ダストカバー＆ハイフローノズル
素　材／TPU、PP、TPU Coated Nylon Fabric、POM、ABS、ホローファイバー 
生産国／中国製 

NEW

FLUXTM+ 1.5L FILTER KIT
フラックス+ 1.5Lは、最も軽量で早く、必要な水を入手することを可能にします。ハイドラパックの新し
いフィルター、42mm フィルターキャップは一体型で毎分1リットル以上の早さでバクテリアや、寄生虫
を除去します。約1,500リットルの水を処理することが可能です。フラックスから絞り出すことによりろ
過します。回すことでon/offできるツイストノズルにはダストカバーを備え水の出口、飲み口部分を常に
清潔に保てます。

ウルトラライト 再利用可能ボトル + 一体型浄水器

フラックス + 1.5L フィルターキット
  ¥9,680（税抜価格：￥8,800）

GF425F

サイズ／250mm x 115mm　カラー／クリア／ＨPブルー　容量／1.5L　
重量／143g　飲み口・キャップ／ダストカバー＆ハイフローノズル
素　材／TPU、POM、ABS、ホローファイバー、シリコン 
生産国／中国製 

NEW

※付属のフィルター（浄水器）本体の給水側はプラグンプレイシステム専用です。 
　単品販売のような28mmスクリューキャップには対応しません。

[99.999%除去]　大腸菌、寄生虫の包嚢（ジアルジアなど）などの一般的な水中のバクテリ

アや、寄生虫（アメリカ、EPA規格、NSF P231に準拠）

[99.999%除去]　3.0ミクロン以上のマイクロプラスチック（NSF 42に準拠）

これらをホローファイバー（中空糸膜）により効果的に除去します。　

※ウイルスを除去するものではありません。

毎分１L～、約1,500Lの水を処理することが可能です。使用可能な水温：4℃以上、50℃以下

フィルターの性能を最大限に発揮させるために、可能な限り透明できれいな水を使用して

下さい。濁度の高い水は、フィルターの性能を低下させ、寿命を縮めることになります。

魚などの生き物がいない川の水、海水、汽水（淡水と海水が混じった湖の水など）、化学

的に汚染された水（採掘池、工業用水、農業用水、生活排水の近くなど）には、絶対にフ

ィルターを使用しないで下さい。本フィルターでは、これらの水源からの水を飲用にする

ことはできません。
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【給水側・適合モデル】
プラグンプレイキャップ付属の水筒　
（プラグンプレイシステム）
■シーカー 6L　
■パイオニア 6L ＆ 10L
 28mm径の水筒（スウリュー接続）
■ストウ 500ml & 1L
■ソフトフラスク 150ml & 250ml

【出水側・適合モデル】
直接接続（プラグンプレイシステム）
■キャンプタップ　
■プラグンプレイ対応のチューブ各種
 付属のフィルターアダプター使用で
直飲み
■ストウ、ソフトフラスク150&250の
キャップ

浄水の方向

【処理能力（F02, F03）】 【注意】

新しいフィルター（浄水器）とウォーターストレージの最適なセットです。
アクティビティーや人数によって選んでください。定番で使いやすい、シーカー、フラックス。本セットだけの特別なクリアカラーなので中の水の色が
わかりやすくなっています。

42mm フィルターキャップ  
¥5,720（税抜価格：￥5,200）
サイズ／直径50mm x 129mm　重量／57g　
素　材／PP、POM、EPDM、シリコン、ホローファイバー 
生産国／中国製 

携帯ウォーターフィルター（浄水器）

ハイドラパック製品に最適な浄水器が新登場！

このハイドラパックの新しい42mmフィルター
キャップは、シーカー、フラックスなどハイドラ
パックの42mm径キャップのフレキシブルボトル
に取り付けることができます。使い方は簡単。ボト
ルを絞るだけです。フィルターを通して、ろ過され
た水を他の水筒に保管したり、直接飲んだりする
ことが可能です。

自然環境での川や湖から、飲み水の確保が簡単になります。登山、バックパッキング、トレイルランニング、キャンプなどの
アウトドア・アクティビティに最適。　約50gで軽量、コンパクトです。　100% BPA, PVCフリー

■ダストカバーと、ハイフローノズル
ダストカバー付き、飲み口を触らないので清潔です。締めたまま回してon/off可能。
飲みやすくカバーは片手で素早く開閉できます。

■42mm径のキャップに対応
ハイドラパックのシーカー 2L、3L、4L、6Lや、フラックス 750ml、1L、1.5L など、定番の
ウォーターボトルとストレージに直接取り付けることが可能です。

42MM FILTER CAP

F03

28mm PNP インラインフィルター 
 ¥6,490（税抜価格：￥5,900）
サイズ／直径34mm x 129mm　重量／47g　
素　材／PP、POM、EPDM、シリコン、ホローファイバー  
生産国／中国製 

F02

NEW

スクイーズまたは重力式インラインフィルター（浄水器）
ハイドラパックの28mm径キャップのフレキシブルボトルに直接取り付けること
ができます。またPlug-N-Play™コネクトシステム対応で、ハイドラパックの対応
するリザーバーとキャップに簡単に取り付けることができます。ストウから別の
ボトルに絞って浄水したり、シーカーやパイオニアから重力式の浄水、またスト
ウから直接飲むことも可能です

■28mm径キャップに対応
定番のハイドラパックのウォーターボトル、ストウ500ml、
1Lに直接フィルターを取り付けることが可能です。

■PLUG-N-PLAY対応
対応のボトル、ストレージ、リザーバー、キャップなどに簡
単に接続、簡単に外すことが可能です。
※販売中のプラグンプレイキャップには、取り付けできま
せん。2023年5月以降発売予定のプラグンプレイキャップ
に対応します。

28MM INLINE FILTER
NEW

フィルターか
ら水が出にく
くなってきた
場合に、フィ
ルターの水
の出口側に
差し込んで、きれいな水の入ったストウボ
トルを取り付けて、フィルターをバックフラ
ッシュ（逆流）させて水量を回復させます。

【適合モデル】
・シーカーシリーズ（P.4）
・フラックスシリーズ（P.8）
・ウルトラフラスクシリーズ（P.11）
・スカイフラスクシリーズ（P.11）

■バックフラッシュアダプター付属

[ストウでの使用例]

〔簡単メンテナンス〕

シーカー+ 6L グラヴィティ フィルターキット
  ¥12,980（税抜価格：￥11,800）

FK02

サイズ／440mm x 185mm　カラー／クリア　容量／6L　
重量／241g　飲み口・PLUG-N-PLAY™キャップ
素　材／TPU、ABS、POM、PP、EPDM、304SS、TPU Coated Nylon Fabric、
　　　　ホローファイバー 
生産国／中国製 

SEEKERTM+ 6L GRAVITY FILTER KIT 軽量で耐久性に優れたウォーターストレージバッグ、
「シーカー６L」と、ハイドラパックの新しい浄水器、28mm 
PNP インラインフィルターの浄水キットです。簡単に水を
集めて保管できるよう理想的に設計されており、シー
カー本体を吊り下げて使用します。重力を利用して水を
落としてろ過します。付属のキャンプタップで簡単にろ過
した水を他の水筒などへ入れることができます。付属の
収納ケースには、キャンプタップとフィルターを収納する
ポケットが付いています。　シーカー本体も丸めることが
できるので使わない時は全てのキットを非常にコンパク
トに収納することが可能です。

ウルトラライト ウォーターストレージ + グラビティ浄水器

SEEKERTM+ 3L FILTER KIT
この超軽量で耐久性の高いシーカー３Lとハイドラパックの新しい浄水フィルター、42mm フィルター
キャップ、このキットはきっとフィールドであなたの頼りになる道具になることでしょう。簡単に水を集
めて保管できるよう理想的に設計されており、シーカー本体を丸めて絞り出すことにより簡単にろ過し
た水を他の水筒などへ入れることができます。回すことでon/offできるツイストノズルにはダストカ
バーを備え水の出口部分を常に清潔に保てます。また、ハンドルとラッシュポイントが付いていますの
で、持ちやすく、パックパックに固定することもできます。専用ケース付きでシーカー本体も丸めてコン
パクトにパッキングが可能です。

ウルトラライト ウォーターストレージ + 一体型浄水器

NEW

シーカー + 3L フィルターキット
  ¥9,680（税抜価格：￥8,800）

FK01

サイズ／360mm x 140mm　カラー／クリア　容量／3L　
重量／127g　飲み口・キャップ／ダストカバー＆ハイフローノズル
素　材／TPU、PP、TPU Coated Nylon Fabric、POM、ABS、ホローファイバー 
生産国／中国製 

NEW

FLUXTM+ 1.5L FILTER KIT
フラックス+ 1.5Lは、最も軽量で早く、必要な水を入手することを可能にします。ハイドラパックの新し
いフィルター、42mm フィルターキャップは一体型で毎分1リットル以上の早さでバクテリアや、寄生虫
を除去します。約1,500リットルの水を処理することが可能です。フラックスから絞り出すことによりろ
過します。回すことでon/offできるツイストノズルにはダストカバーを備え水の出口、飲み口部分を常に
清潔に保てます。

ウルトラライト 再利用可能ボトル + 一体型浄水器

フラックス + 1.5L フィルターキット
  ¥9,680（税抜価格：￥8,800）

GF425F

サイズ／250mm x 115mm　カラー／クリア／ＨPブルー　容量／1.5L　
重量／143g　飲み口・キャップ／ダストカバー＆ハイフローノズル
素　材／TPU、POM、ABS、ホローファイバー、シリコン 
生産国／中国製 

NEW

※付属のフィルター（浄水器）本体の給水側はプラグンプレイシステム専用です。 
　単品販売のような28mmスクリューキャップには対応しません。

[99.999%除去]　大腸菌、寄生虫の包嚢（ジアルジアなど）などの一般的な水中のバクテリ

アや、寄生虫（アメリカ、EPA規格、NSF P231に準拠）

[99.999%除去]　3.0ミクロン以上のマイクロプラスチック（NSF 42に準拠）

これらをホローファイバー（中空糸膜）により効果的に除去します。　

※ウイルスを除去するものではありません。

毎分１L～、約1,500Lの水を処理することが可能です。使用可能な水温：4℃以上、50℃以下

フィルターの性能を最大限に発揮させるために、可能な限り透明できれいな水を使用して

下さい。濁度の高い水は、フィルターの性能を低下させ、寿命を縮めることになります。

魚などの生き物がいない川の水、海水、汽水（淡水と海水が混じった湖の水など）、化学

的に汚染された水（採掘池、工業用水、農業用水、生活排水の近くなど）には、絶対にフ

ィルターを使用しないで下さい。本フィルターでは、これらの水源からの水を飲用にする

ことはできません。
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ウルトラライト再利用可能ボトル
フレキシブルボトル「フラックス」がより使いやすくアップグレード。
コンパクト サイズのハード ボトルのような使いやすい形です。自立もします。ボトルが空になればソフトフラスコ
のように畳むことができとても軽量でコンパクトです。
より持ち歩きたくなるボトルに進化。飲み口のキャップが付きより清潔に持ち運べます。飲み口に手を触れるこ
となくこのダストカバーを回転されることでロックと解除が可能。
さらに持ちやすく、出し入れしやすく、大きくなったベイルハンドルが付いています。

フラックス 1.5L  
¥4,730（税抜価格：￥4,300）

GF425M

サイズ／250mm x 115mm　カラー／マンモスグレー　容量／1.5L　
重量／122g　飲み口・キャップ／ダストカバー＆ハイフローノズル　
素材／TPU、POM　生産国／中国製 

フラックス 1L  
¥4,180（税抜価格：￥3,800）

GF420M GF420S GF420T

サイズ／230mm x 90mm　
カラー／マンモスグレー、スートログリーン、
タホーブルー　容量／1L　重量／102g　
飲み口・キャップ／ダストカバー＆ハイフロー
ノズル　素材／TPU、POM　
生産国／中国製 

フラックス 750ml  
¥3,850（税抜価格：￥3,500）
サイズ／200mm x 85mm　
カラー／マンモスグレー、タホーブルー、
レッドウッド　容量／750ml　重量／92g　
飲み口・キャップ／ダストカバー＆ハイフロー
ノズル　素材／TPU、POM　
生産国／中国製 

FLUXTM 

NEW

マンモスグレー

マンモスグレー

ライムグリーン タホーブルー

GF427M GF427R GF427T

マンモスグレー レッドウッド タホーブルー

持ちやすいハンドル付 清潔に保てるキャップ付 キャップを回転させて
ロック＆解除

ハードボトルのような形状 自立します コンパクト

ポータブル ポケットサイズハイドレーション
STOWTM

ストウ 1L
¥2,970（税抜価格：￥2,700）

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　生産国／中国製 

タホーブルー
GS330M

マンモスグレー

飲み物を入れる。 飲む。 持ち出す。 これを繰り返すためにとても丈夫で、パッキングしやすいミニマムなデザインのフレキシブルな「ストウ」 。
簡単開閉のフリップ キャップ カバーは、使用していないときに飲み口（スピルプルーフノズル）を清潔に保ちます。
持ち運びに便利なベイル ハンドル付き。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。
重量は同じ容量のハード ボトルと比べても 50% 軽量です。
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工夫が施されています。

ストウ 500ml
¥2,640（税抜価格：￥2,400）
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　生産国／中国製 

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

NEW

ミニマルデザイン

清潔に保つキャップ付

スピルプルーフノズル

コンパクト

メモリ付

1Lには内壁付
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ウルトラライト再利用可能ボトル
フレキシブルボトル「フラックス」がより使いやすくアップグレード。
コンパクト サイズのハード ボトルのような使いやすい形です。自立もします。ボトルが空になればソフトフラスコ
のように畳むことができとても軽量でコンパクトです。
より持ち歩きたくなるボトルに進化。飲み口のキャップが付きより清潔に持ち運べます。飲み口に手を触れるこ
となくこのダストカバーを回転されることでロックと解除が可能。
さらに持ちやすく、出し入れしやすく、大きくなったベイルハンドルが付いています。

フラックス 1.5L  
¥4,730（税抜価格：￥4,300）

GF425M

サイズ／250mm x 115mm　カラー／マンモスグレー　容量／1.5L　
重量／122g　飲み口・キャップ／ダストカバー＆ハイフローノズル　
素材／TPU、POM　生産国／中国製 

フラックス 1L  
¥4,180（税抜価格：￥3,800）

GF420M GF420S GF420T

サイズ／230mm x 90mm　
カラー／マンモスグレー、スートログリーン、
タホーブルー　容量／1L　重量／102g　
飲み口・キャップ／ダストカバー＆ハイフロー
ノズル　素材／TPU、POM　
生産国／中国製 

フラックス 750ml  
¥3,850（税抜価格：￥3,500）
サイズ／200mm x 85mm　
カラー／マンモスグレー、タホーブルー、
レッドウッド　容量／750ml　重量／92g　
飲み口・キャップ／ダストカバー＆ハイフロー
ノズル　素材／TPU、POM　
生産国／中国製 

FLUXTM 

NEW

マンモスグレー

マンモスグレー

ライムグリーン タホーブルー

GF427M GF427R GF427T

マンモスグレー レッドウッド タホーブルー

持ちやすいハンドル付 清潔に保てるキャップ付 キャップを回転させて
ロック＆解除

ハードボトルのような形状 自立します コンパクト

ポータブル ポケットサイズハイドレーション
STOWTM

ストウ 1L
¥2,970（税抜価格：￥2,700）

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　生産国／中国製 

タホーブルー
GS330M

マンモスグレー

飲み物を入れる。 飲む。 持ち出す。 これを繰り返すためにとても丈夫で、パッキングしやすいミニマムなデザインのフレキシブルな「ストウ」 。
簡単開閉のフリップ キャップ カバーは、使用していないときに飲み口（スピルプルーフノズル）を清潔に保ちます。
持ち運びに便利なベイル ハンドル付き。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。
重量は同じ容量のハード ボトルと比べても 50% 軽量です。
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工夫が施されています。

ストウ 500ml
¥2,640（税抜価格：￥2,400）
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　生産国／中国製 

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

NEW

ミニマルデザイン

清潔に保つキャップ付

スピルプルーフノズル

コンパクト

メモリ付

1Lには内壁付
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エコフレンドリー ハイドレーション

リーコンは、トレイルで使う優れたギアは環境への配慮ができる、そしてそうあるべきだ。というハイドラパックの思いから生まれ
ました。リーコンは、リサイクル素材を５０％使用した自然に優しいハードタイプのウォーターボトルです。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™を採用。丈夫で汚れにくく、匂いもつきにくい素材です。

RECONTM 

NEW

シアン
BR02HP

コンフェッティ
BR02RB

ホワイト
BR02W

ライム
BR02E

リーコン 1L
 ¥2,970（税抜価格：￥2,700）
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 、コンフェッティ　容量／1L　重量／200g

バイオレット
BR01V

ライム
BR01E

コンフェッティ
BR01RB

ホワイト
BR01W

シアン
BR01HP

リーコン 750ml  
¥2,860（税抜価格：￥2,600）
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、コン
フェッティ、ライム　
容量／750ml　重量／172g

ホワイト
BR03W

コンフェッティ
BR03RB

ライム
BR03E

バイオレット
BR03V

リーコン 500ml 
 ¥2,750（税抜価格：￥2,500）
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、コンフェッティ
容量／500ml　重量／143g

NEW
color

NEW
color

NEW
color

NEW
color

リーコン 用フラットキャップ  
¥990（税抜価格：￥900）　重量／32g
生産国／中国製

飲み口の無いスクリューキャップです
密封できるので行動食入れにも。

BROO    

【共通仕様】
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

SOFTFLASKTM

「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。

ソフトフラスク 250ml
¥2,420（税抜価格：￥2,200）

B270HP

サイズ／210mm x 70mm　カラー／マリブブルー　
容量／250ml　重量／24g　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、HDPE、PP、POM、シリコン
生産国／中国製

ソフトフラスク 150ml
¥2,200（税抜価格：￥2,000）

B240HP

サイズ／160mm x 75mm　カラー／マリブブルー　
容量／150ml　重量／21g　飲み口・キャップ／シリコン
ノズル＆フリップトップキャップ
生産国／中国製

スカイフラスク 500  ¥3,410（税抜価格：￥3,100）
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
生産国／中国製

ULTRAFLASKTM 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
¥3,740（税抜価格：￥3,400）

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
生産国／中国製

ウルトラフラスク スピード 500ml
¥3,520（税抜価格：￥3,200）

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
生産国／中国製

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

スカイフラスク スピード 350  ¥3,740（税抜価格：￥3,400）
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
生産国／中国製

スカイフラスク IT 500  ¥4,620（税抜価格：￥4,200）
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  ¥4,840（税抜価格：￥4,400）
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
生産国／中国製

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）

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）  ¥1,760（税抜価格：￥1,600）
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　生産国／中国製

NEW

NEW

29　ハイドラパック ハイドラパック　30

OPENCLOSE



エコフレンドリー ハイドレーション

リーコンは、トレイルで使う優れたギアは環境への配慮ができる、そしてそうあるべきだ。というハイドラパックの思いから生まれ
ました。リーコンは、リサイクル素材を５０％使用した自然に優しいハードタイプのウォーターボトルです。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™を採用。丈夫で汚れにくく、匂いもつきにくい素材です。

RECONTM 

NEW

シアン
BR02HP

コンフェッティ
BR02RB

ホワイト
BR02W

ライム
BR02E

リーコン 1L
 ¥2,970（税抜価格：￥2,700）
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 、コンフェッティ　容量／1L　重量／200g

バイオレット
BR01V

ライム
BR01E

コンフェッティ
BR01RB

ホワイト
BR01W

シアン
BR01HP

リーコン 750ml  
¥2,860（税抜価格：￥2,600）
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、コン
フェッティ、ライム　
容量／750ml　重量／172g

ホワイト
BR03W

コンフェッティ
BR03RB

ライム
BR03E

バイオレット
BR03V

リーコン 500ml 
 ¥2,750（税抜価格：￥2,500）
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、コンフェッティ
容量／500ml　重量／143g

NEW
color

NEW
color

NEW
color

NEW
color

リーコン 用フラットキャップ  
¥990（税抜価格：￥900）　重量／32g
生産国／中国製

飲み口の無いスクリューキャップです
密封できるので行動食入れにも。

BROO    

【共通仕様】
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

SOFTFLASKTM

「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。

ソフトフラスク 250ml
¥2,420（税抜価格：￥2,200）

B270HP

サイズ／210mm x 70mm　カラー／マリブブルー　
容量／250ml　重量／24g　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、HDPE、PP、POM、シリコン
生産国／中国製

ソフトフラスク 150ml
¥2,200（税抜価格：￥2,000）

B240HP

サイズ／160mm x 75mm　カラー／マリブブルー　
容量／150ml　重量／21g　飲み口・キャップ／シリコン
ノズル＆フリップトップキャップ
生産国／中国製

スカイフラスク 500  ¥3,410（税抜価格：￥3,100）
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
生産国／中国製

ULTRAFLASKTM 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
¥3,740（税抜価格：￥3,400）

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
生産国／中国製

ウルトラフラスク スピード 500ml
¥3,520（税抜価格：￥3,200）

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
生産国／中国製

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

スカイフラスク スピード 350  ¥3,740（税抜価格：￥3,400）
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
生産国／中国製

スカイフラスク IT 500  ¥4,620（税抜価格：￥4,200）
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  ¥4,840（税抜価格：￥4,400）
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
生産国／中国製

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）

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）  ¥1,760（税抜価格：￥1,600）
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　生産国／中国製

NEW

NEW

29　ハイドラパック ハイドラパック　30

OPENCLOSE



NEW

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。

交換用のコメットバイトバルブのシリコン製の飲み口で
す。

新しくなった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。流水量は同じで飲み口を小型
化。より飲みやすくなりました。シリコンも清潔感のあるクリア
カラーに変更。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。

交換用のブラスターバイトバルブのシリコン製の
飲み口です。

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）
生産国／中国製

A135

フィルターアダプター 28mm
¥880（税抜価格：￥800）
ネジ径／28mm　重量／6g
生産国／中国製

A179 コメットバイトバルブ
¥1,430（税抜価格：￥1,300）

A187

バイトバルブ シース (2P)
¥990（税抜価格：￥900）
生産国／中国製

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 
 ¥1,100（税抜価格：￥1,000）　生産国／中国製

A190

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。
シーカーにプラグンプレイキャップを組み合わせて
使えば、ハイドレーションとして使えます。

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
¥2,200（税抜価格：￥2,000）
サイズ／914mm　
チューブ径／6mm　
カラー／クリア　重量／51g
素　材／TPU、PP、POM、シリコン
生産国／中国製
PLUG-N-PLAY™対応

適応チューブ径／6mm　カラー／マリブブ
ルー　重量／10g
素材／PP、POM、シリコン生産国／中国製

コメット バイトバルブ シース（2P）
¥990（税抜価格：￥900）

A189

適応チューブ径／6mm　カラー／マリブ
ブルー　重量／10g
素材／PP、POM、シリコン
生産国／中国製

A184

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
生産国／中国製

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
¥1,595（税抜価格：￥1,450）
適応キャップサイズ／42mm
重量／17.8g
素材／POM、スチール
生産国／中国製
 PLUG-N-PLAY™対応

A178

キャンプタップ
¥1,595（税抜価格：￥1,450）
重量／29g
素材／POM、TPU
生産国／中国製
PLUG-N-PLAY™対応

A180

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）
¥1,100（税抜価格：￥1,000）
適応チューブ径／6mm
生産国／中国製

A175

使用例動画

PLUG-N-PLAYTM対応アクセサリー
シーカー等、42mmのキャップ径に使えます。

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
NEW

NEW

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。

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

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

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

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。

耐熱温度：冷凍可／+60℃　
※煮沸できません。 食洗器不可。

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。

Q

A

Q

A

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

臭いが気になります。

TPU 素材は非常に耐久性と柔軟性に優れた素材ですが、デメリットとして、
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うようです。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。

Q

A

［more info］
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NEW

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。

交換用のコメットバイトバルブのシリコン製の飲み口で
す。

新しくなった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。流水量は同じで飲み口を小型
化。より飲みやすくなりました。シリコンも清潔感のあるクリア
カラーに変更。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。

交換用のブラスターバイトバルブのシリコン製の
飲み口です。

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）
生産国／中国製

A135

フィルターアダプター 28mm
¥880（税抜価格：￥800）
ネジ径／28mm　重量／6g
生産国／中国製

A179 コメットバイトバルブ
¥1,430（税抜価格：￥1,300）

A187

バイトバルブ シース (2P)
¥990（税抜価格：￥900）
生産国／中国製

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 
 ¥1,100（税抜価格：￥1,000）　生産国／中国製

A190

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。
シーカーにプラグンプレイキャップを組み合わせて
使えば、ハイドレーションとして使えます。

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
¥2,200（税抜価格：￥2,000）
サイズ／914mm　
チューブ径／6mm　
カラー／クリア　重量／51g
素　材／TPU、PP、POM、シリコン
生産国／中国製
PLUG-N-PLAY™対応

適応チューブ径／6mm　カラー／マリブブ
ルー　重量／10g
素材／PP、POM、シリコン生産国／中国製

コメット バイトバルブ シース（2P）
¥990（税抜価格：￥900）

A189

適応チューブ径／6mm　カラー／マリブ
ブルー　重量／10g
素材／PP、POM、シリコン
生産国／中国製

A184

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
生産国／中国製

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
¥1,595（税抜価格：￥1,450）
適応キャップサイズ／42mm
重量／17.8g
素材／POM、スチール
生産国／中国製
 PLUG-N-PLAY™対応

A178

キャンプタップ
¥1,595（税抜価格：￥1,450）
重量／29g
素材／POM、TPU
生産国／中国製
PLUG-N-PLAY™対応

A180

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）
¥1,100（税抜価格：￥1,000）
適応チューブ径／6mm
生産国／中国製

A175

使用例動画

PLUG-N-PLAYTM対応アクセサリー
シーカー等、42mmのキャップ径に使えます。

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
NEW

NEW

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。

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

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

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

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。

耐熱温度：冷凍可／+60℃　
※煮沸できません。 食洗器不可。

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。

Q

A

Q

A

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

臭いが気になります。

TPU 素材は非常に耐久性と柔軟性に優れた素材ですが、デメリットとして、
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うようです。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。

Q

A

［more info］
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テラノヴァは環境
への影響を最小
限に抑える為に、

人体と環境に悪影響のあるフッ素化
合物による撥水効果を使用しない
PFCフリーに取り組んでいます。

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

最軽量テントとして
4つのWorld Record
を記録！

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）
¥1,320（税抜価格：￥1,200）
入数/3　生産国／アメリカ製

BB112

今や先鋭的なプロダクトで知られるテラノヴァは、登山家やアドベン
チャーレーサーから多くの信頼を集めている、イギリスのトップギア
メーカーです。
妥協を許さない極限の物作りは、常に時代を切り開く斬新な商品を
世に送り出しています。

スーパーライトシリーズがデザインされた当初の目的は、強度と耐久性を兼ね備えた超軽量テントを作ることでした。
この目標に対し、テラノヴァは引裂強度6kgのフライシート(7dと10ｄナイロン6.6)を開発します。
この生地の誕生によりプロジェクトは達成され、特にアドベンチャーレースでシェアを広げてきました。

Superlight  Series

TERRA NOVA

Laser  Pu lse 1

THE JOURNE Y

カラー／グリーン（GN）
サイズ／高さ：35～82cm、長さ：220cm、幅：50～81cm
収納サイズ／30ｘ10㎝
使用人数／1人　重　量／525ｇ　シーズン／3シーズン
生産国／中国製

レーサーパルス１ 
¥77,000（税抜価格：￥70,000）

43LP1

山岳テントの進化は軽量化への挑戦でもあります。レーサーパルス１は、そのチャレンジが行きつく一つの到達点となってしまうかもしれません。
なぜならこのテントはダブルウォールでありながら、重量は驚異の545ｇ。さらに収納サイズは、ポールを除けば500ｍｌのペットボトルに匹敵する異次元のコンパクトさ。
しかし、設営サイズは全長220cm、幅50cm、最大天井高82cmと1人用のシェルターとして十分なスペースを確保しています。
テントの最先端を突き進む商品と共に新たなトレッキングの境地を体感してください

One of the  
lightest  

double-wall  
shelters in the  

world フライシート

フロア

ポール

ペグ

ガイライン

インナードア

Watershed R/S 7D Si 1500mm  

Watershed R/S Si2 2000mm

ポール：8.7mm   DAC NFL

Titanium 1g 

 Dyneema Reflective

ハーフメッシュ

 MAX
525g

 
収納サイズ
30x10cm

season
311

人用人用

TENTS
FINALIST

220cm

81cm 50cm

82cm

35cm

設営動画

UPDATED

1980

1983
1986

1993

1994

2004

2005

2007 ～ 10
2009
2012

2016

2017

ウィンターギア社としてジオデシックドームテント ＆
GORE-TEX® ビビーバッグを生産
クエーサーテントを発表
ワイルドカントリー社が、ウィンターギア社を買収。
ワイルドカントリーとしてテントの生産のスタート。
テラノヴァイクイップメント社を設立。
テントはテラノヴァのブランド名を使う。
業界最初の PU / シリコンコーティングされた
フライシート生地を導入した Watershed® の紹介。
世界初 1kg 以下のテント : テラノヴァ レーサーライトの紹介。
世界で一番軽いテントとしてギネスブックに記録される。
ヨーロッパ IF シルバー賞受賞。
FLO2 エアの導入。防水透湿素材、
GORE-TEX® をビビーバッグに使用する。
さらに３度、ギネスブックに記録。
バックパックの販売スタート。
テラノヴァ ボイジャーウルトラ 2で最初に
接着シームを商業用テントに使用する。
テラノヴァより完全自立式、4シーズン対応の
サザンクロステントの発表。OIA 賞受賞。
短いポールで収納出来るスターライトテントを発表。
独自のシームプロテクションのあるシリコンコーティングされたフライシート。

33　ボトルブライト テラノヴァ／テント　34

Made in the USA by HydraPak



テラノヴァは環境
への影響を最小
限に抑える為に、

人体と環境に悪影響のあるフッ素化
合物による撥水効果を使用しない
PFCフリーに取り組んでいます。

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

最軽量テントとして
4つのWorld Record
を記録！

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）
¥1,320（税抜価格：￥1,200）
入数/3　生産国／アメリカ製

BB112

今や先鋭的なプロダクトで知られるテラノヴァは、登山家やアドベン
チャーレーサーから多くの信頼を集めている、イギリスのトップギア
メーカーです。
妥協を許さない極限の物作りは、常に時代を切り開く斬新な商品を
世に送り出しています。

スーパーライトシリーズがデザインされた当初の目的は、強度と耐久性を兼ね備えた超軽量テントを作ることでした。
この目標に対し、テラノヴァは引裂強度6kgのフライシート(7dと10ｄナイロン6.6)を開発します。
この生地の誕生によりプロジェクトは達成され、特にアドベンチャーレースでシェアを広げてきました。

Superlight  Series

TERRA NOVA

Laser  Pu lse 1

THE JOURNE Y

カラー／グリーン（GN）
サイズ／高さ：35～82cm、長さ：220cm、幅：50～81cm
収納サイズ／30ｘ10㎝
使用人数／1人　重　量／525ｇ　シーズン／3シーズン
生産国／中国製

レーサーパルス１ 
¥77,000（税抜価格：￥70,000）

43LP1

山岳テントの進化は軽量化への挑戦でもあります。レーサーパルス１は、そのチャレンジが行きつく一つの到達点となってしまうかもしれません。
なぜならこのテントはダブルウォールでありながら、重量は驚異の545ｇ。さらに収納サイズは、ポールを除けば500ｍｌのペットボトルに匹敵する異次元のコンパクトさ。
しかし、設営サイズは全長220cm、幅50cm、最大天井高82cmと1人用のシェルターとして十分なスペースを確保しています。
テントの最先端を突き進む商品と共に新たなトレッキングの境地を体感してください

One of the  
lightest  

double-wall  
shelters in the  

world フライシート

フロア

ポール

ペグ

ガイライン

インナードア

Watershed R/S 7D Si 1500mm  

Watershed R/S Si2 2000mm

ポール：8.7mm   DAC NFL

Titanium 1g 

 Dyneema Reflective

ハーフメッシュ

 MAX
525g

 
収納サイズ
30x10cm

season
311

人用人用

TENTS
FINALIST

220cm

81cm 50cm

82cm

35cm

設営動画

UPDATED

1980

1983
1986

1993

1994

2004

2005

2007 ～ 10
2009
2012

2016

2017

ウィンターギア社としてジオデシックドームテント ＆
GORE-TEX® ビビーバッグを生産
クエーサーテントを発表
ワイルドカントリー社が、ウィンターギア社を買収。
ワイルドカントリーとしてテントの生産のスタート。
テラノヴァイクイップメント社を設立。
テントはテラノヴァのブランド名を使う。
業界最初の PU / シリコンコーティングされた
フライシート生地を導入した Watershed® の紹介。
世界初 1kg 以下のテント : テラノヴァ レーサーライトの紹介。
世界で一番軽いテントとしてギネスブックに記録される。
ヨーロッパ IF シルバー賞受賞。
FLO2 エアの導入。防水透湿素材、
GORE-TEX® をビビーバッグに使用する。
さらに３度、ギネスブックに記録。
バックパックの販売スタート。
テラノヴァ ボイジャーウルトラ 2で最初に
接着シームを商業用テントに使用する。
テラノヴァより完全自立式、4シーズン対応の
サザンクロステントの発表。OIA 賞受賞。
短いポールで収納出来るスターライトテントを発表。
独自のシームプロテクションのあるシリコンコーティングされたフライシート。
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フライシート

フロア

メインポール

エンドポール

ペグ

ガイライン

インナードア

 Watershed Si2 R/S 20D 3000mm  

Waterbloc R/S 7000mm

 8.7mm DAC NFL                               

7ｍｍ TN Reflex Alloy

Terra Firma Mini 9g

Dyneema Reflective

ハーフメッシュ

ライトウェイトシリーズは、スーパーライトウェイトシリーズのスタイルを踏襲するテントです。
悪天候への耐久性を向上させるためフライシートは縫目を減らすように設計し、通気性を高めるため
にテントの両端にはベンチレーションパネルを配置。雨や風の強い日でも蒸し暑い夏でも、
快適な夜を約束します。また、2人用には利便性を考えてインナードアを追加。
ペアで使用した時でもスムーズな出入りができる仕様です。
テラノヴァテントの中でスタンダードなクラスに位置する、
最も人気のあるシリーズです。

フライシートのメインシームがシリコンシール処理済でアップデート。ポール
収納サイズを短く変更することによりテントの使用サイズはそのままに収納サ
イズがよりコンパクトになりました。自転車、バイクへの積載に最適なテントで
す。

Lightweight Series

カラー／グリーン（GN）
サイズ／高さ：40～95cm、長さ：220cm、幅：62～93cm　収納サイズ／30×14cm
使用人数／1～2名　重量／最小860ｇ・最大970ｇ　シーズン／3シーズン　生産国／中国製

レーサーコンパクト 1 
¥72,600（税抜価格：￥66,000）

43LCPT1

Laser  Compact  1

 MAX
970g

 

収納サイズ
30x14cm

season
31～21～2

人用人用

93cm

50cm
20cm

220cm

62cm

100cm95cm

40cm

設営動画

UPDATED

ソーラーフォトン2用
フットプリント
¥8,800（税抜価格：￥8,000）
重　量／215ｇ
生産国／中国製

50SP2GS

非常に軽量な2人用の自立型ダブルウォールテントで、本体・フライシート・ポール・ペグを全て含めた重量で849ｇ。
悪天候で使用するための安定した形状と設営・使用が非常に簡単。
シリーズNO.1テント。

カラー／グリーン（GN）　
サイズ／高さ：100～130cm、長さ：225+65cm、
　　　   幅：60～85cm
収納サイズ／40×15cm
使用人数／2名
重　量／849ｇ
シーズン／3シーズン
生産国／中国製

ソーラーフォトン２ 
¥86,900（税抜価格：￥79,000）

43SP2

Solar Photon 2

フライシート

フロア

ポール

ペグ

ガイライン

インナードア

Watershed Si2 R/S 10D 2000mm  

Watershed Si2 R/S 3000mm

8.7mm DAC NFL

Titanium 1g 

Dyneema Reflective

フルメッシュ

 MAX
849g

 

収納サイズ
40x15cm

season
322

人用人用

225cm

60cm

65cm

85cm

130cm
100cm

設営動画

UPDATED

テラノヴァのタープは、ミニマリストにとってはテントに代わる優れたアイテムです。 
軽量でサイズも様々あり、シェルターとして日差しよけの役割も果たします。Tarps

Adventure Tarp 1

カラー／グリーン（GN）　サイズ／245×148cm　
収納サイズ／15×15×7cm　重量／367ｇ　生産国／中国製

アドベンチャータープ 1 
¥6,380（税抜価格：￥5,800）

43ATZ1
WEGHT
367g

 
収納サイズ

15x15x7cm

素材  ポリエステル 4000mm

Adventure Tarp 2

カラー／グリーン（GN）　サイズ／290×248cm　
収納サイズ／15×15×7cm　重量／671ｇ　生産国／中国製

アドベンチャータープ 2
¥8,800（税抜価格：￥8000）

43ATZ2

24
8c

m

290cm

WEGHT
671g

 
収納サイズ

15x15x7cm

素材  ポリエステル 4000mm

Compet i t ion Tarp 1

カラー／グリーン（GN）　サイズ／245×148cm　
収納サイズ／13×10×5cm　重量／290ｇ　生産国／中国製

コンペティションタープ１ 
¥11,000（税抜価格：￥10,000）

43CT1
WEGHT
290g

 
収納サイズ

13ｘ10ｘ5㎝

素材  ナイロン5000mm

Compet i t ion Tarp 2

カラー／グリーン（GN）　サイズ／290×248cm　
収納サイズ／13×10×5㎝　重量／550g　生産国／中国製

コンペティションタープ 2
¥19,800（税抜価格：￥18,000）

43CT2
WEGHT
550g

 
収納サイズ

13ｘ10ｘ5㎝

素材  ナイロン5000mm

245cm

14
8c

m

設営動画

設営動画

フライシート

フロア

メインポール

ペグ

ガイライン

インナードア

 Watershed Si2 30D 3000mm  

Waterbloc 10000mm

 (8.5 or 9mm TBD)TN Reflex                               

Terra Firma 13g 7075 Alloy

 Dyneema Reflective

クローサブルハーフメッシュ

オールシーズンレンジはテントのデザインと軽量性能を試行錯誤し、フライシートのメインシームを
完全にシームテープで留めて1年中使用できるように設計されています。

レーサーモデルのオールシーズンバージョン。30Dの生地厚で4シーズン対応
へ。1人でオールシーズン使用するのに最適ですが必要に応じて2人で寝ること
も出来ます。

ALL SEASON RANGE

カラー／グリーン（GN）
サイズ／高さ：48～108cm、長さ：220cm、幅：92～110cm　収納サイズ／36ｘ18cm
使用人数／2名　重量／1700g　シーズン／4シーズン　生産国／中国製

レーサーコンパクト AS（オールシーズン） 
¥86,900（税抜価格：￥79,000）

43LCAS

Laser  Compact  AS
 MAX

 1700g
 

収納サイズ
36x18cm

season
422

人用人用
NEW
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フライシート

フロア

メインポール

エンドポール

ペグ

ガイライン

インナードア

 Watershed Si2 R/S 20D 3000mm  

Waterbloc R/S 7000mm

 8.7mm DAC NFL                               

7ｍｍ TN Reflex Alloy

Terra Firma Mini 9g

Dyneema Reflective

ハーフメッシュ

ライトウェイトシリーズは、スーパーライトウェイトシリーズのスタイルを踏襲するテントです。
悪天候への耐久性を向上させるためフライシートは縫目を減らすように設計し、通気性を高めるため
にテントの両端にはベンチレーションパネルを配置。雨や風の強い日でも蒸し暑い夏でも、
快適な夜を約束します。また、2人用には利便性を考えてインナードアを追加。
ペアで使用した時でもスムーズな出入りができる仕様です。
テラノヴァテントの中でスタンダードなクラスに位置する、
最も人気のあるシリーズです。

フライシートのメインシームがシリコンシール処理済でアップデート。ポール
収納サイズを短く変更することによりテントの使用サイズはそのままに収納サ
イズがよりコンパクトになりました。自転車、バイクへの積載に最適なテントで
す。

Lightweight Series

カラー／グリーン（GN）
サイズ／高さ：40～95cm、長さ：220cm、幅：62～93cm　収納サイズ／30×14cm
使用人数／1～2名　重量／最小860ｇ・最大970ｇ　シーズン／3シーズン　生産国／中国製

レーサーコンパクト 1 
¥72,600（税抜価格：￥66,000）

43LCPT1

Laser  Compact  1

 MAX
970g

 

収納サイズ
30x14cm

season
31～21～2

人用人用

93cm

50cm
20cm

220cm

62cm

100cm95cm

40cm

設営動画

UPDATED

ソーラーフォトン2用
フットプリント
¥8,800（税抜価格：￥8,000）
重　量／215ｇ
生産国／中国製

50SP2GS

非常に軽量な2人用の自立型ダブルウォールテントで、本体・フライシート・ポール・ペグを全て含めた重量で849ｇ。
悪天候で使用するための安定した形状と設営・使用が非常に簡単。
シリーズNO.1テント。

カラー／グリーン（GN）　
サイズ／高さ：100～130cm、長さ：225+65cm、
　　　   幅：60～85cm
収納サイズ／40×15cm
使用人数／2名
重　量／849ｇ
シーズン／3シーズン
生産国／中国製

ソーラーフォトン２ 
¥86,900（税抜価格：￥79,000）

43SP2

Solar Photon 2

フライシート

フロア

ポール

ペグ

ガイライン

インナードア

Watershed Si2 R/S 10D 2000mm  

Watershed Si2 R/S 3000mm

8.7mm DAC NFL

Titanium 1g 

Dyneema Reflective

フルメッシュ

 MAX
849g

 

収納サイズ
40x15cm

season
322

人用人用

225cm

60cm

65cm

85cm

130cm
100cm

設営動画

UPDATED

テラノヴァのタープは、ミニマリストにとってはテントに代わる優れたアイテムです。 
軽量でサイズも様々あり、シェルターとして日差しよけの役割も果たします。Tarps

Adventure Tarp 1

カラー／グリーン（GN）　サイズ／245×148cm　
収納サイズ／15×15×7cm　重量／367ｇ　生産国／中国製

アドベンチャータープ 1 
¥6,380（税抜価格：￥5,800）

43ATZ1
WEGHT
367g

 
収納サイズ

15x15x7cm

素材  ポリエステル 4000mm

Adventure Tarp 2

カラー／グリーン（GN）　サイズ／290×248cm　
収納サイズ／15×15×7cm　重量／671ｇ　生産国／中国製

アドベンチャータープ 2
¥8,800（税抜価格：￥8000）

43ATZ2

24
8c

m

290cm

WEGHT
671g

 
収納サイズ

15x15x7cm

素材  ポリエステル 4000mm

Compet i t ion Tarp 1

カラー／グリーン（GN）　サイズ／245×148cm　
収納サイズ／13×10×5cm　重量／290ｇ　生産国／中国製

コンペティションタープ１ 
¥11,000（税抜価格：￥10,000）

43CT1
WEGHT
290g

 
収納サイズ

13ｘ10ｘ5㎝

素材  ナイロン5000mm

Compet i t ion Tarp 2

カラー／グリーン（GN）　サイズ／290×248cm　
収納サイズ／13×10×5㎝　重量／550g　生産国／中国製

コンペティションタープ 2
¥19,800（税抜価格：￥18,000）

43CT2
WEGHT
550g

 
収納サイズ

13ｘ10ｘ5㎝

素材  ナイロン5000mm

245cm

14
8c

m

設営動画

設営動画

フライシート

フロア

メインポール

ペグ

ガイライン

インナードア

 Watershed Si2 30D 3000mm  

Waterbloc 10000mm

 (8.5 or 9mm TBD)TN Reflex                               

Terra Firma 13g 7075 Alloy

 Dyneema Reflective

クローサブルハーフメッシュ

オールシーズンレンジはテントのデザインと軽量性能を試行錯誤し、フライシートのメインシームを
完全にシームテープで留めて1年中使用できるように設計されています。

レーサーモデルのオールシーズンバージョン。30Dの生地厚で4シーズン対応
へ。1人でオールシーズン使用するのに最適ですが必要に応じて2人で寝ること
も出来ます。

ALL SEASON RANGE

カラー／グリーン（GN）
サイズ／高さ：48～108cm、長さ：220cm、幅：92～110cm　収納サイズ／36ｘ18cm
使用人数／2名　重量／1700g　シーズン／4シーズン　生産国／中国製

レーサーコンパクト AS（オールシーズン） 
¥86,900（税抜価格：￥79,000）

43LCAS

Laser  Compact  AS
 MAX

 1700g
 

収納サイズ
36x18cm

season
422

人用人用
NEW
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TERRA NOVAのBiviは適度な条件のオーバーナイトでも更に過酷な条件でも用途に合わせて
最適な素材を使用しています。
またコンパクトかつ軽量であり、長旅の際にはサバイバルバックとしても活用できます。

Moonl i te  B iv i  

サイズ／200×76cm　収納サイズ／21 × 6 cm　重量／210ｇ
素　材／TNムーンライト10,000mm（DWR撥水加工）　耐水圧：10,000mm　透湿性：15,000gr/㎡/24h　
生産国／中国製

●軽量かつ防水性と通気性に優れる　●縫製部分にはシームシール処理
●頭部分はメッシュとジッパークロージャー　●コンパクト収納ムーンライト ビヴィ 

¥22,000（税抜価格：￥20,000）

52ML

トレイルエリート
¥5,940（税抜価格：￥5.400）

57TEP

折り畳み式の3段ポール。最上段はレバーロッ
クで長さ調整ができます。折り畳めば長さは
37cmに。デイパックにも収まるコンパクトな
収納サイズが魅力。ボタンが下段から上段に
変更になりより使いやすくなりました。

カラー／ブラック（BK）
使用長さ／115～130cm　
収納サイズ／37cm
重　量／274g
素　材／7075アルミ合金　
生産国／中国製

Bivi Bags

Bothyは軽量の緊急シェルターとして登山のリーダー、レスキュー、バックカントリースキー
ヤー、カヌーなどに使用されています。

BOTHY BAGS

Surv iva l  B iv i  

サイズ／215×74cm　収納サイズ／21 ×11cm　重量／340ｇ
素　材／TNダスク10,000ｍｍ（DWR撥水加工）　耐水圧：10,000mm　透湿性：6,000gr/㎡/24h
生産国／中国製

●防水性と透湿性に優れたシュラフカバー　●リップストップナイロンで強度と軽量性に優れる
●頭部分はドローコードクロージャ―　●コンパクト収納サバイバル ビヴィ 

¥12,100（税抜価格：￥11,000）

52SB

コストパフォーマンスに優れるテラノヴァのトレッキングポールは、全て
の人にお勧めします。
ハイキングや登山でテラノヴァトレッキングポールが活躍します。

Trekking Pole Trekking Pole Trekking Pole 

Bothy 2   

サイズ／215×74cm　収納サイズ／22 ×11.5cm　重量／370ｇ
使用人数／2名　素　材／ポリエステルリップストップ68D 3000HH　生産国／中国製

●メッシュの換気口　●－30℃対応のPU溶着窓　
●屋根にステッキでの立上げ用にソケットサポートブーシー 2 

¥9,460（税抜価格：￥8,600）

53B2

22
人用人用

ワイルドカントリーはテラノヴァが展開するテントブランドの1つです。使いやすさ、信頼性、優れたコストパフォーマンスを求め
るユーザー向けに設計されています。テラノヴァブランドのデザインと品質基準の一部を採用したテントは本格的なユーザー
から初めてキャンプをするユーザーまであらゆる人に使用されています。

Wild CountryWild Country

出入り口の反対側の
ベンチレーション。
前室にアクセス可能！

ベンチレーション付き
インナードア。

カラー／グリーン（GN）
サイズ／高さ：105cm、長さ：225cm、幅：118cm（前室36cm×2）
収納サイズ／30×21cm　使用人数／2名
重　量／2350ｇ　シーズン／3シーズン

Helm Compact 2
ヘルム コンパクト 2   ¥35,200（税抜価格：￥32,000）44HEC20

2本のポールをクロスさせた完全自立式テントでフライシートにポールスリーブを取り付ける構造で雨天などインナーが濡れる
ことなく素早い設営が可能に。開口部の前室と反対側のベンチレーションからも前室にアクセス可能。インナーのベンチレー
ションにより優れた通気性。

Helm Series

フライシート
フロア
ポール
ペグ
ガイライン
インナードア

Stormtex P4000 FR 
Aqua Stop P5000
8.5mm Superflex Alloy 
Alloy ‘V’ Angle （12本）
Yellow Reflective （4本）
ハーフメッシュ

WEIGH
2350g

 22
人用人用

収納サイズ
30x21cm

season
3

カラー／グリーン（GN）
サイズ／高さ：98cm、長さ：220cm、幅：80cm（前室45cm×1）
収納サイズ／35×17cm　使用人数／1名
重　量／1970g　シーズン／3シーズン

Helm Compact 1
ヘルム コンパクト 1   ¥30,800（税抜価格：￥28,000）44HEC10

フライシート
フロア
ポール
ペグ
ガイライン
インナードア

Stormtex P4000 FR 
Aqua Stop P5000
8.5mm WC Superflex Alloy  
Alloy ‘V’ Angle （12本）
Yellow Reflective （４本）
ハーフメッシュ

WEIGH
1970g

 11
人用人用

収納サイズ
30x17cm

season
3
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TERRA NOVAのBiviは適度な条件のオーバーナイトでも更に過酷な条件でも用途に合わせて
最適な素材を使用しています。
またコンパクトかつ軽量であり、長旅の際にはサバイバルバックとしても活用できます。

Moonl i te  B iv i  

サイズ／200×76cm　収納サイズ／21 × 6 cm　重量／210ｇ
素　材／TNムーンライト10,000mm（DWR撥水加工）　耐水圧：10,000mm　透湿性：15,000gr/㎡/24h　
生産国／中国製

●軽量かつ防水性と通気性に優れる　●縫製部分にはシームシール処理
●頭部分はメッシュとジッパークロージャー　●コンパクト収納ムーンライト ビヴィ 

¥22,000（税抜価格：￥20,000）

52ML

トレイルエリート
¥5,940（税抜価格：￥5.400）

57TEP

折り畳み式の3段ポール。最上段はレバーロッ
クで長さ調整ができます。折り畳めば長さは
37cmに。デイパックにも収まるコンパクトな
収納サイズが魅力。ボタンが下段から上段に
変更になりより使いやすくなりました。

カラー／ブラック（BK）
使用長さ／115～130cm　
収納サイズ／37cm
重　量／274g
素　材／7075アルミ合金　
生産国／中国製

Bivi Bags

Bothyは軽量の緊急シェルターとして登山のリーダー、レスキュー、バックカントリースキー
ヤー、カヌーなどに使用されています。

BOTHY BAGS

Surv iva l  B iv i  

サイズ／215×74cm　収納サイズ／21 ×11cm　重量／340ｇ
素　材／TNダスク10,000ｍｍ（DWR撥水加工）　耐水圧：10,000mm　透湿性：6,000gr/㎡/24h
生産国／中国製

●防水性と透湿性に優れたシュラフカバー　●リップストップナイロンで強度と軽量性に優れる
●頭部分はドローコードクロージャ―　●コンパクト収納サバイバル ビヴィ 

¥12,100（税抜価格：￥11,000）

52SB

コストパフォーマンスに優れるテラノヴァのトレッキングポールは、全て
の人にお勧めします。
ハイキングや登山でテラノヴァトレッキングポールが活躍します。

Trekking Pole Trekking Pole Trekking Pole 

Bothy 2   

サイズ／215×74cm　収納サイズ／22 ×11.5cm　重量／370ｇ
使用人数／2名　素　材／ポリエステルリップストップ68D 3000HH　生産国／中国製

●メッシュの換気口　●－30℃対応のPU溶着窓　
●屋根にステッキでの立上げ用にソケットサポートブーシー 2 

¥9,460（税抜価格：￥8,600）

53B2

22
人用人用

ワイルドカントリーはテラノヴァが展開するテントブランドの1つです。使いやすさ、信頼性、優れたコストパフォーマンスを求め
るユーザー向けに設計されています。テラノヴァブランドのデザインと品質基準の一部を採用したテントは本格的なユーザー
から初めてキャンプをするユーザーまであらゆる人に使用されています。

Wild CountryWild Country

出入り口の反対側の
ベンチレーション。
前室にアクセス可能！

ベンチレーション付き
インナードア。

カラー／グリーン（GN）
サイズ／高さ：105cm、長さ：225cm、幅：118cm（前室36cm×2）
収納サイズ／30×21cm　使用人数／2名
重　量／2350ｇ　シーズン／3シーズン

Helm Compact 2
ヘルム コンパクト 2   ¥35,200（税抜価格：￥32,000）44HEC20

2本のポールをクロスさせた完全自立式テントでフライシートにポールスリーブを取り付ける構造で雨天などインナーが濡れる
ことなく素早い設営が可能に。開口部の前室と反対側のベンチレーションからも前室にアクセス可能。インナーのベンチレー
ションにより優れた通気性。

Helm Series

フライシート
フロア
ポール
ペグ
ガイライン
インナードア

Stormtex P4000 FR 
Aqua Stop P5000
8.5mm Superflex Alloy 
Alloy ‘V’ Angle （12本）
Yellow Reflective （4本）
ハーフメッシュ

WEIGH
2350g

 22
人用人用

収納サイズ
30x21cm

season
3

カラー／グリーン（GN）
サイズ／高さ：98cm、長さ：220cm、幅：80cm（前室45cm×1）
収納サイズ／35×17cm　使用人数／1名
重　量／1970g　シーズン／3シーズン

Helm Compact 1
ヘルム コンパクト 1   ¥30,800（税抜価格：￥28,000）44HEC10

フライシート
フロア
ポール
ペグ
ガイライン
インナードア

Stormtex P4000 FR 
Aqua Stop P5000
8.5mm WC Superflex Alloy  
Alloy ‘V’ Angle （12本）
Yellow Reflective （４本）
ハーフメッシュ

WEIGH
1970g

 11
人用人用

収納サイズ
30x17cm

season
3
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トレッキングポールで横揺れの
補強が可能

90cmの前室×2で広々快適

カラー／グリーン（GN）
サイズ／高さ：98cm、長さ：210cm、幅：120cm（前室70cm×2）
収納サイズ／50×20cm　使用人数／2名
重　量／2720g　シーズン／3シーズン

Panacea 2
パナシーア 2  ¥41,800（税抜価格：￥38,000）44PANA2

フライシート
フロア
ポール
ペグ
ガイライン
インナードア

Stormtex P4000 FR 
Aqua Stop P5000
8.5mm 7001 T6 Superflex Alloy  
Alloy ‘V’ Angle 11g
Yellow Reflective 
ハーフメッシュ

WEIGH
2720g

 22
人用人用

収納サイズ
50x20cm

season
3

NEW

吊り下げ式の完全自立式テントでインナーをドライに保ちながら設営が出来ます。
オールインワンのポールハブシステムでより設営がスピーディかつ簡単に。
安定性を高めるためにトレッキングポールをフライシート内側に追加セッティング可能。

アクセスしやすい2ドアトンネル型テントでそれぞれ大きな前室付き。耐風性に優れた広々3シーズンテント。

カラー／グリーン（GN）
サイズ／高さ：100cm、長さ：220cm、幅：120cm（前室90cm×2）
収納サイズ／40×20cm　使用人数／2名
重　量／2770g　シーズン／3シーズン

Halcyon 2
ハルシオン 2  ¥42,900（税抜価格：￥39,000）44HCY2

フライシート
フロア
ポール
ペグ
ガイライン
インナードア

Stormtex P4000 FR 
Aqua Stop P5000
8.5mm 7001 T6 Superflex Alloy  
Alloy ‘V’ Angle 11g
Yellow Reflective 
ハーフメッシュ

WEIGH
2770g

 22
人用人用

収納サイズ
40x20cm

season
3

NEW

ＢＴＲスツール／軽量・コンパクト・簡単スツール

BTR

BTR スツール 14インチ 
¥11,880（税抜価格：￥10,800）
カラー／ブラック（BTRBLK14）、アルペングロー（BTRALP14）、グレイシャー（BTRGLC14）
サイズ／使用時：30.5 x 28 x 36.5cm　収納時：7.6 x 7.6 x 29.5cm　座面の高さ：約36cm
素材／シート：ナイロンメッシュ、ナイロン１００％　ポール：7001アルミニウム
重量／373g 　耐荷重／110kg　生産国/韓国製

軽さやコンパクトさを持ちながら、セットアップ・撤収のスピーディさや座った際の安定感・安心感も同時に実現。「ＢＴＲ」はBetter than Rock（岩に座るよりいいだろう。）
の頭文字を取ったものです。ＢＴＲはヒルサウンドが自信を持ってお届けするコンパクトスツールです。

BTR スツール 17インチ 
¥12,980（税抜価格：￥11,800）
カラー／ブラック（BTRBLK17）、アルペングロー（BTRALP17）、グレイシャー（BTRGLC17）
サイズ／使用時：33.5 x 33 x 44.5cm　収納時：7.6 x 7.6 x 34.5cm　座面の高さ：約44cm
素材／シート：ナイロンメッシュ、ナイロン１００％　ポール：7001アルミニウム
重量／416g 　耐荷重／110kg　生産国/韓国製

SIMPLE IS BTR.

「ファントムロック」特許出願中のこのロックシステムは、脚部収束時にロックが外れ脚を伸縮可能にするシステム。　
開脚時は自動的にロックされるので安心。撤収時も足を閉じるだけでロック解除可能です。

・３本の脚が完全に伸びていること。
・３本の脚が完全に広がっていること。
・座面シートと脚の接続部分、
 ３ケ所がしっかり固定されていること。

・勢いよく座らず、ゆっくり安定を確認しながら座ってください。
 ３脚チェアの特性上、しっかり体重がかかることにより安定して座れます。
 単独で荷重をささえる設計になっていません。
必ず着席時にはご自身でバランスを取り転倒しないようにお気を付けください。

１：座面のフックを外す
２：脚を伸ばす
３：脚を拡げる  →完成

組立簡単！ 3ステップ

座る前の注意 座る時の注意

アルペングロー ブラック グレイシャー

ヒルサウンドはカナダのバンクーバーで2007年に創業しました。この会社にはアウトドアが大好きな人ばかりが集まって
います。そしてアウトドア・アクティビティをより安全で、誰でも親しみやすくなるようにいつも考えています。クランポンブ
ランドとして創業しましたが、今では防水ストレッチゲーターや、軽量で使いやすいチェア、「ＢＴＲ」、そしてバックパック
の中を効率よく整理できる新しいタイプのスタッフバッグ、「パックスタック」を開発し皆さまに愛されています。カナダの
大自然の中で10年以上テストを繰り返し、商品開発を行ってきたことを誇りに思っています。これからもハイキング、バッ
クパッキング、キャンプ、釣り、ハンティング、旅行を楽しむ人々のために、様々なアウトドア用品を作り続けていきます。 
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トレッキングポールで横揺れの
補強が可能

90cmの前室×2で広々快適

カラー／グリーン（GN）
サイズ／高さ：98cm、長さ：210cm、幅：120cm（前室70cm×2）
収納サイズ／50×20cm　使用人数／2名
重　量／2720g　シーズン／3シーズン

Panacea 2
パナシーア 2  ¥41,800（税抜価格：￥38,000）44PANA2

フライシート
フロア
ポール
ペグ
ガイライン
インナードア

Stormtex P4000 FR 
Aqua Stop P5000
8.5mm 7001 T6 Superflex Alloy  
Alloy ‘V’ Angle 11g
Yellow Reflective 
ハーフメッシュ

WEIGH
2720g

 22
人用人用

収納サイズ
50x20cm

season
3

NEW

吊り下げ式の完全自立式テントでインナーをドライに保ちながら設営が出来ます。
オールインワンのポールハブシステムでより設営がスピーディかつ簡単に。
安定性を高めるためにトレッキングポールをフライシート内側に追加セッティング可能。

アクセスしやすい2ドアトンネル型テントでそれぞれ大きな前室付き。耐風性に優れた広々3シーズンテント。

カラー／グリーン（GN）
サイズ／高さ：100cm、長さ：220cm、幅：120cm（前室90cm×2）
収納サイズ／40×20cm　使用人数／2名
重　量／2770g　シーズン／3シーズン

Halcyon 2
ハルシオン 2  ¥42,900（税抜価格：￥39,000）44HCY2

フライシート
フロア
ポール
ペグ
ガイライン
インナードア

Stormtex P4000 FR 
Aqua Stop P5000
8.5mm 7001 T6 Superflex Alloy  
Alloy ‘V’ Angle 11g
Yellow Reflective 
ハーフメッシュ

WEIGH
2770g

 22
人用人用

収納サイズ
40x20cm

season
3

NEW

ＢＴＲスツール／軽量・コンパクト・簡単スツール

BTR

BTR スツール 14インチ 
¥11,880（税抜価格：￥10,800）
カラー／ブラック（BTRBLK14）、アルペングロー（BTRALP14）、グレイシャー（BTRGLC14）
サイズ／使用時：30.5 x 28 x 36.5cm　収納時：7.6 x 7.6 x 29.5cm　座面の高さ：約36cm
素材／シート：ナイロンメッシュ、ナイロン１００％　ポール：7001アルミニウム
重量／373g 　耐荷重／110kg　生産国/韓国製

軽さやコンパクトさを持ちながら、セットアップ・撤収のスピーディさや座った際の安定感・安心感も同時に実現。「ＢＴＲ」はBetter than Rock（岩に座るよりいいだろう。）
の頭文字を取ったものです。ＢＴＲはヒルサウンドが自信を持ってお届けするコンパクトスツールです。

BTR スツール 17インチ 
¥12,980（税抜価格：￥11,800）
カラー／ブラック（BTRBLK17）、アルペングロー（BTRALP17）、グレイシャー（BTRGLC17）
サイズ／使用時：33.5 x 33 x 44.5cm　収納時：7.6 x 7.6 x 34.5cm　座面の高さ：約44cm
素材／シート：ナイロンメッシュ、ナイロン１００％　ポール：7001アルミニウム
重量／416g 　耐荷重／110kg　生産国/韓国製

SIMPLE IS BTR.

「ファントムロック」特許出願中のこのロックシステムは、脚部収束時にロックが外れ脚を伸縮可能にするシステム。　
開脚時は自動的にロックされるので安心。撤収時も足を閉じるだけでロック解除可能です。

・３本の脚が完全に伸びていること。
・３本の脚が完全に広がっていること。
・座面シートと脚の接続部分、
 ３ケ所がしっかり固定されていること。

・勢いよく座らず、ゆっくり安定を確認しながら座ってください。
 ３脚チェアの特性上、しっかり体重がかかることにより安定して座れます。
 単独で荷重をささえる設計になっていません。
必ず着席時にはご自身でバランスを取り転倒しないようにお気を付けください。

１：座面のフックを外す
２：脚を伸ばす
３：脚を拡げる  →完成

組立簡単！ 3ステップ

座る前の注意 座る時の注意

アルペングロー ブラック グレイシャー

ヒルサウンドはカナダのバンクーバーで2007年に創業しました。この会社にはアウトドアが大好きな人ばかりが集まって
います。そしてアウトドア・アクティビティをより安全で、誰でも親しみやすくなるようにいつも考えています。クランポンブ
ランドとして創業しましたが、今では防水ストレッチゲーターや、軽量で使いやすいチェア、「ＢＴＲ」、そしてバックパック
の中を効率よく整理できる新しいタイプのスタッフバッグ、「パックスタック」を開発し皆さまに愛されています。カナダの
大自然の中で10年以上テストを繰り返し、商品開発を行ってきたことを誇りに思っています。これからもハイキング、バッ
クパッキング、キャンプ、釣り、ハンティング、旅行を楽しむ人々のために、様々なアウトドア用品を作り続けていきます。 
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生産国／ベトナム製 

パッキングソリューション／オーガナイザー

バックパックの中を簡単に整理整頓！ 新しいタイプのスタッフバッグです。　「パックスタック」

私たちはアウトドアで数日間過ごすときに、バックパックの中を効率よく整理された状態を保ち、ギアや装備を保護することがいかに難しいかを知っています。
パックスタック・モジュラーパックストレージシステムは丈夫に長く使えるように作られ、乱雑になりがちなバックパックの荷物を、保護、整理整頓できるように特別に
設計されています。バリエーション（トールとショート）と、バージョン（防水性と耐候性）を組み合わせ積み重ねてパッキングします。テント内でも道具が散らからず整
理された快適な空間となるでしょう。このパッキングシステムを最大限に活用するためには、少なくとも3ケでの使用をお勧めします。

共通仕様
YKKジッパー、CORDURAリップスットプナイロン
採用で丈夫、背面部分はハイドレーションのス
ペースを考慮した三日月形、パック内のデッドス
ペースをなくします、トップハンドル、開けやすい
長めのジッパータブ。

パックスタック プロ仕様
YKK止水ジッパー、フルシーム加工済、防水性に優れます。
（※100%防水ということではありません。）収納ケース付き

PACK STACK

もちろん単品使用も
おすすめ。

①あなたのバックパックの容量は？
　40Ｌ  or 60Ｌ

②あなたの使い方に応じてお好みの組み合わせで、
　あなたのバックパックにフィットさせてください。

紹介動画（YouTube）

小物を中心にコンパクトに⇒ショート、かさばる大物もスッキリ収納⇒トール

40 L

60 L

60 L

40 L

30㎝

10㎝

32.5㎝

10㎝17㎝ 17㎝

30㎝ 32.5㎝

ショート
[5.6L]

トール
[9.8L]

ショート
[6.4L]

トール
[11.1L]

［ショートを使う］
５ケ使用が目安
（高さ 10cmｘ5）

［トールを使う］
３ケ使用が目安
（高さ 17cmｘ3）

【最大使用の目安】
組み合わせは自由です！
ショート＆トール、
ブラック＆グレー、
お好みでお選びください！

[ 高さ ]
ショート :10cm
トール :    17cm
※40L, 60L,
 高さは同じです。

パックスタックプロ 40L
PSPBLK40S①

パックスタックプロ 40L 
PSPBLK40T②

パックスタックプロ 60L
PSPBLK60T④③

パックスタックプロ 60L
PSPBLK60S

PSGRY40S

パックスタック 40L
⑤

パックスタック 40L
PSGRY40T⑥

パックスタック 60L
PSGRY60S⑦

パックスタック 60L
PSGRY60T⑧

■パックスタック・プロ（ブラック）⇒より防水性・耐水性が高いプロ。濡らしたくない！

■パックスタック（グレー）⇒軽さを重視ならこちら！

フルシーム＆止水ジップ仕様（完全防水ではありません）

PSPBLK40S

PSPBLK40T

PSPBLK60S

PSPBLK60T

PSGRY40S

PSGRY40T

PSGRY60S

PSGRY60T

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

ショート

トール

ショート

トール

ショート

トール

ショート

トール

5.6L

9.8L

6.4L

11.1L

5.6L

9.8L

6.4L

11.1L

10cm

17cm

10cm

17cm

10cm

17cm

10cm

17cm

18cm

18cm

20.5cm

20.5cm

18cm

18cm

20.5cm

20.5cm

30cm

30cm

32.5cm

32.5cm

30cm

30cm

32.5cm

32.5cm

￥5,170（税抜価格：￥4,700）
￥5,280（税抜価格：￥4,800）
￥5,500（税抜価格：￥5,000）
￥5,610（税抜価格：￥5,100）
￥3,190（税抜価格：￥2,900）
￥3,300（税抜価格：￥3,000）
￥3,520（税抜価格：￥3,200）
￥3,630（税抜価格：￥3,300）

パックスタックプロ ４０Ｌ

パックスタックプロ ６０L

パックスタック ４０Ｌ

パックスタック ６０Ｌ

102g

118g

112g

122g

94g

108g

104g

120g

品番 品名 カラー 容量 税込価格 重量 高さ 奥行 幅サイズ

ブラック

グレー

西ヨーロッパ最高峰モンブランの麓に位置する、シャモ
ニー。登山をはじめクライミング、エクストリームスキー、
ウルトラトレイルなど、厳しい山岳スポーツの中心地でも
ある。その地で２００８年に設立されたブルーアイス。
「ブルー」＝青く美しい空、「アイス」＝混じりけのない澄ん
だ氷。会社設立時の新鮮な気持ちを忘れないよう、このよう
に名付けました。

ブランド紹介動画① ブランド紹介動画②

フランス・シャモニーから。

シンプルでありながら機能的。軽量でありながら高い
耐久性。そして美しいブルーアイスの製品。
シャモニーを拠点に活躍する山岳ガイドやクライ
マー、プロスキーヤーが商品開発に携わり、実際の
フィールドで信頼できる製品を世に送り出して来まし
た。彼らの作る製品を、是非日本のフィールドでも使っ
てみてください。

洗練された機能美。

山と、謙虚に向き合う。その美しさと危険性を認識し、山
を征服するのではなくそれが未来に持続していくこと
に、意識を向けています。スタッフ全員が登山家であり、
クライマーでありスキーヤーであるブルーアイスチー
ムだからこそ、マーケットで最高の商品を提供すること
はもちろん、環境への配慮を怠らず持続可能な社会を目
指して製品作りを行っています。

ブルーアイスの哲学。

あなたの冒険の、ベストパートナーに

ブルーアイス　4241　ヒルサウンド／パックスタック



生産国／ベトナム製 

パッキングソリューション／オーガナイザー

バックパックの中を簡単に整理整頓！ 新しいタイプのスタッフバッグです。　「パックスタック」

私たちはアウトドアで数日間過ごすときに、バックパックの中を効率よく整理された状態を保ち、ギアや装備を保護することがいかに難しいかを知っています。
パックスタック・モジュラーパックストレージシステムは丈夫に長く使えるように作られ、乱雑になりがちなバックパックの荷物を、保護、整理整頓できるように特別に
設計されています。バリエーション（トールとショート）と、バージョン（防水性と耐候性）を組み合わせ積み重ねてパッキングします。テント内でも道具が散らからず整
理された快適な空間となるでしょう。このパッキングシステムを最大限に活用するためには、少なくとも3ケでの使用をお勧めします。

共通仕様
YKKジッパー、CORDURAリップスットプナイロン
採用で丈夫、背面部分はハイドレーションのス
ペースを考慮した三日月形、パック内のデッドス
ペースをなくします、トップハンドル、開けやすい
長めのジッパータブ。

パックスタック プロ仕様
YKK止水ジッパー、フルシーム加工済、防水性に優れます。
（※100%防水ということではありません。）収納ケース付き

PACK STACK

もちろん単品使用も
おすすめ。

①あなたのバックパックの容量は？
　40Ｌ  or 60Ｌ

②あなたの使い方に応じてお好みの組み合わせで、
　あなたのバックパックにフィットさせてください。

紹介動画（YouTube）

小物を中心にコンパクトに⇒ショート、かさばる大物もスッキリ収納⇒トール

40 L

60 L

60 L

40 L

30㎝

10㎝

32.5㎝

10㎝17㎝ 17㎝

30㎝ 32.5㎝

ショート
[5.6L]

トール
[9.8L]

ショート
[6.4L]

トール
[11.1L]

［ショートを使う］
５ケ使用が目安
（高さ 10cmｘ5）

［トールを使う］
３ケ使用が目安
（高さ 17cmｘ3）

【最大使用の目安】
組み合わせは自由です！
ショート＆トール、
ブラック＆グレー、
お好みでお選びください！

[ 高さ ]
ショート :10cm
トール :    17cm
※40L, 60L,
 高さは同じです。

パックスタックプロ 40L
PSPBLK40S①

パックスタックプロ 40L 
PSPBLK40T②

パックスタックプロ 60L
PSPBLK60T④③

パックスタックプロ 60L
PSPBLK60S

PSGRY40S

パックスタック 40L
⑤

パックスタック 40L
PSGRY40T⑥

パックスタック 60L
PSGRY60S⑦

パックスタック 60L
PSGRY60T⑧

■パックスタック・プロ（ブラック）⇒より防水性・耐水性が高いプロ。濡らしたくない！

■パックスタック（グレー）⇒軽さを重視ならこちら！

フルシーム＆止水ジップ仕様（完全防水ではありません）

PSPBLK40S

PSPBLK40T

PSPBLK60S

PSPBLK60T

PSGRY40S

PSGRY40T

PSGRY60S

PSGRY60T

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

ショート

トール

ショート

トール

ショート

トール

ショート

トール

5.6L

9.8L

6.4L

11.1L

5.6L

9.8L

6.4L

11.1L

10cm

17cm

10cm

17cm

10cm

17cm

10cm

17cm

18cm

18cm

20.5cm

20.5cm

18cm

18cm

20.5cm

20.5cm

30cm

30cm

32.5cm

32.5cm

30cm

30cm

32.5cm

32.5cm

￥5,170（税抜価格：￥4,700）
￥5,280（税抜価格：￥4,800）
￥5,500（税抜価格：￥5,000）
￥5,610（税抜価格：￥5,100）
￥3,190（税抜価格：￥2,900）
￥3,300（税抜価格：￥3,000）
￥3,520（税抜価格：￥3,200）
￥3,630（税抜価格：￥3,300）

パックスタックプロ ４０Ｌ

パックスタックプロ ６０L

パックスタック ４０Ｌ

パックスタック ６０Ｌ

102g

118g

112g

122g

94g

108g

104g

120g

品番 品名 カラー 容量 税込価格 重量 高さ 奥行 幅サイズ

ブラック

グレー

西ヨーロッパ最高峰モンブランの麓に位置する、シャモ
ニー。登山をはじめクライミング、エクストリームスキー、
ウルトラトレイルなど、厳しい山岳スポーツの中心地でも
ある。その地で２００８年に設立されたブルーアイス。
「ブルー」＝青く美しい空、「アイス」＝混じりけのない澄ん
だ氷。会社設立時の新鮮な気持ちを忘れないよう、このよう
に名付けました。

ブランド紹介動画① ブランド紹介動画②

フランス・シャモニーから。

シンプルでありながら機能的。軽量でありながら高い
耐久性。そして美しいブルーアイスの製品。
シャモニーを拠点に活躍する山岳ガイドやクライ
マー、プロスキーヤーが商品開発に携わり、実際の
フィールドで信頼できる製品を世に送り出して来まし
た。彼らの作る製品を、是非日本のフィールドでも使っ
てみてください。

洗練された機能美。

山と、謙虚に向き合う。その美しさと危険性を認識し、山
を征服するのではなくそれが未来に持続していくこと
に、意識を向けています。スタッフ全員が登山家であり、
クライマーでありスキーヤーであるブルーアイスチー
ムだからこそ、マーケットで最高の商品を提供すること
はもちろん、環境への配慮を怠らず持続可能な社会を目
指して製品作りを行っています。

ブルーアイスの哲学。

あなたの冒険の、ベストパートナーに

ブルーアイス　4241　ヒルサウンド／パックスタック



サイズ／ワンサイズ
カラー／ノースアトランティック、バルカン
重量／500g
生産国／ベトナム製

ワディ 15Ｌ
¥15,400（税抜価格：￥14,000）

100400

NEW

サイズ／ワンサイズ
カラー／オレンジ
重量／825g（付属品全て外して600g）
生産国／ベトナム製

スタッシュ 60Ｌ
¥42,900（税抜価格：￥39,000）

100405

NEW

サイズ／ワンサイズ
カラー／オレンジ
重量／920g（付属品全て外して700g）
生産国／ベトナム製

スタッシュ 90Ｌ
¥47,300（税抜価格：￥43,000）

100406

NEW

サイズ／ワンサイズ
カラー／ノースアトランティック、デカダンチョコレート
　　　  バルカン
重量／550g
生産国／ベトナム製

ワディ 22Ｌ
¥17,600（税抜価格：￥16,000）

100401

NEW

サイズ／ワンサイズ
カラー／ノースアトランティック、バルカン
重量／650g
生産国／ベトナム製

ワディ 32Ｌ
¥20,900（税抜価格：￥19,000）

100402

NEW

1000Dの頑丈なクライミングパック
マルチピッチに使えるシンプルなクライミングパック。軽さ、堅牢さ、快適さのバランスに優れ
ています。長いアプローチからの複雑なルートのロッククライミングなど、野心的なアタック
に理想的なバッグです。

超軽量で大容量のエクスペディションパック
高所登山遠征時の使いやすさを意識して作られているスタッシュ。使用される材料は、信じ
られないほどの重量/強度比があります。山頂アタック時など荷物が少なくても快適に使え
るよう、３本のサイドストラップでのコンプレッションや、２段階の開口部の絞り、リッド取り
外しなどができるようになっています。

バルカン

オレンジ オレンジ

デカダンチョコレート ノースアトランティック

ウエストベルトは取り外し可能 ヘルメットホルダー付属 カラビナ付きロープストラップは
ビレイ時にも使用可能

アイスアックス
キャリー付属

取り外し可能な
フレームワイヤーとシート

取り外し可能なリッド

フィット感の良い
軽量幅広ハーネス

ハイドレーション対応

【共通仕様】
●素材：高靭性1000Dナイロン6.6　
　PFCフリー、ブルーサイン認証
●背面長：ワンサイズ
●２カ所の小物ポケット付き
●取り外し可能なウエストベルト
●ヘルメットホルダー付属
●アイスアックス/ポールキャリー付属

【共通仕様】
●素材：UHMWPEリップストップ　210D
●背面長：ワンサイズ
●３本のサイドコンプレッションストラップ
●アックスホルダー×２

アルパインザックのフラッグシップモデル。 アルパイン登山向けの機能が凝縮されたワーソッグ。
ブルーアイスの革新的なハイブリッドラミネートショルダーストラップは、クライミングハーネスの
構造に着想を得て、超薄型でありながら高い負荷分散と快適さを提供します。
カーボネートコーティングされた生地は雪や氷が着きにくく、従来モデルよりさらに冬季での使用
に適しています。
パーツ類が取り外せる汎用性の高いパックで、最大100gの軽量化が可能です。

ワインテイスティング

100325
ワーソッグ 30L 
¥27,500（税抜価格：￥25,000）
サイズ／S/M、M/L　　
重　量／630g(付属品全て外して530g）
素　材／210d Robic Nylonリップストップ（PFCフリー、Bluesign承認済み素材）
カラー／ワインテイスティング
生産国／ベトナム製

サイズ／S/M、M/L　　
重　量／700g(付属品全て外して600g）
素　材／210d Robic Nylonリップストップ（PFCフリー、Bluesign承認済み素材）
カラー／ワインテイスティング
生産国／ベトナム製

100326

ワーソッグ 40L 
¥30,800（税抜価格：￥28,000）

取り外し可能なウエストパッドとベルト 開口部にジッパーポケット ロープに対応するセンターストラップ

新設計のショルダーハーネス リッド付近のジッパーポケット 取り外し可能なサイドコンプレッション

更に進化したドラゴンフライ。より強く、より多用途に。

超軽量アルパインパックのドラゴンフライ。２１０ｄとしっかりとした生地厚ながら400g台と
軽量性も維持。ポケットは最適な位置に配置され伸縮性をもち、行動中必要なギアにアクセ
スできるようになっています。 通気性を提供するためにメッシュを備えたキャリーシステム
を使用しています。 新設計されたショルダーパッドは、しっかりと荷重を伝達します。 生地は
撥水性があり、止水YKKジッパーと組み合わされています。

100329

ドラゴンフライ 18L 
¥14,960（税抜価格：￥13,600）
サイズ／ワンサイズ　　
重　量／415g(付属品全て外して325g）
素　材／210d高靭性ナイロンリップストップ（PFCフリー、Bluesign承認済み素材）
カラー／タペストリー(TP)、レッドクレー(RD)、ワインテイスティング(WN)
生産国／ベトナム製

サイズ／ワンサイズ　　
重　量／460g(付属品全て外して370g）
素　材／210d高靭性ナイロンリップストップ（PFCフリー、Bluesign承認済み素材）
カラー／タペストリー(TP)、レッドクレー(RD)、ワインテイスティング(WN)
生産国／ベトナム製

100330

ドラゴンフライ 26L 
¥18,480（税抜価格：￥16,800）

タペストリー（TP） レッドグレー（RD） ワインテイスティング（WN）

ロープに対応するセンター
ストラップ

新設計のショルダーハーネス

通気性の良い背面パッド背面側にジッパーポケット
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サイズ／ワンサイズ
カラー／ノースアトランティック、バルカン
重量／500g
生産国／ベトナム製

ワディ 15Ｌ
¥15,400（税抜価格：￥14,000）

100400

NEW

サイズ／ワンサイズ
カラー／オレンジ
重量／825g（付属品全て外して600g）
生産国／ベトナム製

スタッシュ 60Ｌ
¥42,900（税抜価格：￥39,000）

100405

NEW

サイズ／ワンサイズ
カラー／オレンジ
重量／920g（付属品全て外して700g）
生産国／ベトナム製

スタッシュ 90Ｌ
¥47,300（税抜価格：￥43,000）

100406

NEW

サイズ／ワンサイズ
カラー／ノースアトランティック、デカダンチョコレート
　　　  バルカン
重量／550g
生産国／ベトナム製

ワディ 22Ｌ
¥17,600（税抜価格：￥16,000）

100401

NEW

サイズ／ワンサイズ
カラー／ノースアトランティック、バルカン
重量／650g
生産国／ベトナム製

ワディ 32Ｌ
¥20,900（税抜価格：￥19,000）

100402

NEW

1000Dの頑丈なクライミングパック
マルチピッチに使えるシンプルなクライミングパック。軽さ、堅牢さ、快適さのバランスに優れ
ています。長いアプローチからの複雑なルートのロッククライミングなど、野心的なアタック
に理想的なバッグです。

超軽量で大容量のエクスペディションパック
高所登山遠征時の使いやすさを意識して作られているスタッシュ。使用される材料は、信じ
られないほどの重量/強度比があります。山頂アタック時など荷物が少なくても快適に使え
るよう、３本のサイドストラップでのコンプレッションや、２段階の開口部の絞り、リッド取り
外しなどができるようになっています。

バルカン

オレンジ オレンジ

デカダンチョコレート ノースアトランティック

ウエストベルトは取り外し可能 ヘルメットホルダー付属 カラビナ付きロープストラップは
ビレイ時にも使用可能

アイスアックス
キャリー付属

取り外し可能な
フレームワイヤーとシート

取り外し可能なリッド

フィット感の良い
軽量幅広ハーネス

ハイドレーション対応

【共通仕様】
●素材：高靭性1000Dナイロン6.6　
　PFCフリー、ブルーサイン認証
●背面長：ワンサイズ
●２カ所の小物ポケット付き
●取り外し可能なウエストベルト
●ヘルメットホルダー付属
●アイスアックス/ポールキャリー付属

【共通仕様】
●素材：UHMWPEリップストップ　210D
●背面長：ワンサイズ
●３本のサイドコンプレッションストラップ
●アックスホルダー×２

アルパインザックのフラッグシップモデル。 アルパイン登山向けの機能が凝縮されたワーソッグ。
ブルーアイスの革新的なハイブリッドラミネートショルダーストラップは、クライミングハーネスの
構造に着想を得て、超薄型でありながら高い負荷分散と快適さを提供します。
カーボネートコーティングされた生地は雪や氷が着きにくく、従来モデルよりさらに冬季での使用
に適しています。
パーツ類が取り外せる汎用性の高いパックで、最大100gの軽量化が可能です。

ワインテイスティング

100325
ワーソッグ 30L 
¥27,500（税抜価格：￥25,000）
サイズ／S/M、M/L　　
重　量／630g(付属品全て外して530g）
素　材／210d Robic Nylonリップストップ（PFCフリー、Bluesign承認済み素材）
カラー／ワインテイスティング
生産国／ベトナム製

サイズ／S/M、M/L　　
重　量／700g(付属品全て外して600g）
素　材／210d Robic Nylonリップストップ（PFCフリー、Bluesign承認済み素材）
カラー／ワインテイスティング
生産国／ベトナム製

100326

ワーソッグ 40L 
¥30,800（税抜価格：￥28,000）

取り外し可能なウエストパッドとベルト 開口部にジッパーポケット ロープに対応するセンターストラップ

新設計のショルダーハーネス リッド付近のジッパーポケット 取り外し可能なサイドコンプレッション

更に進化したドラゴンフライ。より強く、より多用途に。

超軽量アルパインパックのドラゴンフライ。２１０ｄとしっかりとした生地厚ながら400g台と
軽量性も維持。ポケットは最適な位置に配置され伸縮性をもち、行動中必要なギアにアクセ
スできるようになっています。 通気性を提供するためにメッシュを備えたキャリーシステム
を使用しています。 新設計されたショルダーパッドは、しっかりと荷重を伝達します。 生地は
撥水性があり、止水YKKジッパーと組み合わされています。

100329

ドラゴンフライ 18L 
¥14,960（税抜価格：￥13,600）
サイズ／ワンサイズ　　
重　量／415g(付属品全て外して325g）
素　材／210d高靭性ナイロンリップストップ（PFCフリー、Bluesign承認済み素材）
カラー／タペストリー(TP)、レッドクレー(RD)、ワインテイスティング(WN)
生産国／ベトナム製

サイズ／ワンサイズ　　
重　量／460g(付属品全て外して370g）
素　材／210d高靭性ナイロンリップストップ（PFCフリー、Bluesign承認済み素材）
カラー／タペストリー(TP)、レッドクレー(RD)、ワインテイスティング(WN)
生産国／ベトナム製

100330

ドラゴンフライ 26L 
¥18,480（税抜価格：￥16,800）

タペストリー（TP） レッドグレー（RD） ワインテイスティング（WN）

ロープに対応するセンター
ストラップ

新設計のショルダーハーネス

通気性の良い背面パッド背面側にジッパーポケット
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重　量／875g
チル 32L  ¥28,600（税抜価格：￥26,000）
100328

重　量／700g
チル 25L  25,300（税抜価格：￥23,000）
100327

サイズ／S/M、M/L
カラー／インディアインク(INK)、ブロンズミスト(MST)
素　材／210d高靭性ナイロンリップストップ (PFCフリー、
　　　Bluesign承認済み素材)
付属品／ヘルメットホルダー
生産国／ベトナム製

サイズ／S/M、M/L
カラー／インディアインク(INK)、ブロンズミスト(MST)
素　材／210d高靭性ナイロンリップストップ (PFCフリー、
　　　　Bluesign承認済み素材)
付属品／ヘルメットホルダー
生産国／ベトナム製

機能的で軽量。クラシックな登山に最適なパック

重　量／840g　（スキーパーツを除くと748g）
ファイヤークレスト28Ｌ  ¥26,400（税抜価格：¥24,000）
100305

冬のアルパイン、春のスキートラバース、スピーディーな夏のロック
クライミングなど、あらゆる場面での素早い移動、効率的な運搬に
最適化された、非常に用途の広いバックパックです。

どんなアクティビティにも対応、オールシーズ使える軽量モデル
スキーの装備例

取り外し可能な
アバランチギアポケット

メイン気室にアクセス
できるサイドジッパー

重　量／980g（スキーパーツを除くと883g）
ワイヤーフレーム付（取り外し可能）

ファイヤークレスト38Ｌ  ¥28,600（税抜価格：¥26,000）
100306

【共通仕様】
サイズ／S/M（背面長44cm）、M/L（背面長49cm）
カラー／アローウッド
素　材／210d高靭性6.6ナイロン
付属品／アバランチポケット、スキーキャリーキットいずれも取り外し可能
生産国／ベトナム製

ショルダーハーネスには、フ
ラスク用ポケット（右）、ジッ
パー付小物入ポケット（左）
があります。（フラスクは付属
しません。）

ブロンズミスト（MST） インディアインク（INK）

チルは、ギアを整理してすばやくアクセスできることを重視するプロの山岳家のニーズに基
づいています。
頑丈なバックパネルとキャリーシステムが負荷管理を行い、薄型のハイブリッドショルダース
トラップと収納可能なウエストベルトがロープワークやハーネスの邪魔になりません。 新設
計のピッケルホルダーは、ヘッドの周りをしっかりホールドし安定した持ち運びを可能にしま
す。 止水YKKジッパーとDWR撥水処理生地は、耐久性と防水性を提供します。３２Lはフルレ
ングスのサイドジップアクセス付き。

ジッパーオープンの大きな開口部 ハイドレーション対応

２つのアックスが取り付け可能 頑丈なバックパネルと背負いやすい
ハーネス

リーチ 8L  ¥22,000（税抜価格：￥20,000）
100211

サイズ／ワンサイズ　背面長／36cm　重量／354g
カラー／ホワイトライトニング
素　材／70Dナイロン＆スペクトラ®グリッド
バックパネル／Vest™　生産国／フィリピン製

リーチ 12L  ¥24,200（税抜価格：￥22,000）
100212

サイズ／ワンサイズ　背面長／36cm　重量／371g
カラー／ホワイトライトニング
素　材／70Dナイロン＆スペクトラ®グリッド
バックパネル／Vest™　生産国／フィリピン製

【共通仕様】
●ハイドレーション対応
●収納可能なロープキャリーストラップ（トップ部分）
●メッシュショルダーストラップ
●ジッパー付ショルダーハーネスポケット（左右）
　（500mlのソフトフラスクやスマートフォンが収納可能）
●フロントポケットｘ１、サイドメッシュポケットｘ２
　内側ポケットｘ１
●ヘルメットホルダー付属

フロントショルダー
ポケット（右）

フロントショルダー
ポケット（左）

サイドジッパー付
ポケット（右）　※12L のみ

ヘルメットホルダー付属

サイズ／ワンサイズ
カラー／ガナッシュ（GC）
重　量／1,500g
素　材／高強度400Dナイロン(TPUコーティング)
生産国／ベトナム製

ムーンライト35Ｌ  
¥30,800（税抜価格：￥28,000）

100017

サイズ／ワンサイズ
カラー／ガナッシュ（GC）
重　量／1,700g
素　材／高強度400Dナイロン(TPUコーティング)
生産国／ベトナム製

ムーンライト55Ｌ  
¥33,000（税抜価格：￥30,000）

100018

フルオープン可能なセンタージップでスピーディーな荷物の出し入れが可能。
またトップロードで荷重を意識した収納をすることで長時間の歩行でも安定した背負い心地を体感できます。
補強されたフラットなボトムで直立状態を保ちます。
TPUコーティングを施した400Dナイロンが高い耐久性を実現。

耐久性と快適な背負い心地を高次元で融合した大容量ギアパック

紹介動画

最大80mのロープをすばやく効率的に保管できます。  単独で、または通常のバックパックと一緒に運搬できます。 地
面に広げたときにはロープを保護するための防水シートとして機能します。サイズ／60×28×24cm

カラー／ヘナ、アーバンシック
重量／365ｇ
生産国／ベトナム製

コアラ
¥8,800（税抜価格：￥8,000）

100407

NEW
アーバンシック ヘナ

より使いやすく、耐久性もアップしてリニューアル。

識別色がついた
ハンドル付きのタープ

吊り下げやすい形状

バケットモード ジッパー付きの小物ポケット　

リーチシリーズは、スピードと重量が最も重要な垂直なルートでこれを必要とする新世代のクライマーやアルピニストのために設計されています。
ベストパックは、あなたのハイドレーションシステムや、ジェル、バーなどの行動食、スマートフォンなど、バックパックのメインルームにアクセスせずに、登る
ために必要なものをスマートに運ぶために最適な方法です。　単なるトレンドではなく、トレッキングポール、ピッケル、ナッツ、カムなどを運ぶこの方法
は、今や山の中でオールラウンドに使用されるようになっています。
この小さなパックはあなたに快適さとパフォーマンスを提供します。
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重　量／875g
チル 32L  ¥28,600（税抜価格：￥26,000）
100328

重　量／700g
チル 25L  25,300（税抜価格：￥23,000）
100327

サイズ／S/M、M/L
カラー／インディアインク(INK)、ブロンズミスト(MST)
素　材／210d高靭性ナイロンリップストップ (PFCフリー、
　　　Bluesign承認済み素材)
付属品／ヘルメットホルダー
生産国／ベトナム製

サイズ／S/M、M/L
カラー／インディアインク(INK)、ブロンズミスト(MST)
素　材／210d高靭性ナイロンリップストップ (PFCフリー、
　　　　Bluesign承認済み素材)
付属品／ヘルメットホルダー
生産国／ベトナム製

機能的で軽量。クラシックな登山に最適なパック

重　量／840g　（スキーパーツを除くと748g）
ファイヤークレスト28Ｌ  ¥26,400（税抜価格：¥24,000）
100305

冬のアルパイン、春のスキートラバース、スピーディーな夏のロック
クライミングなど、あらゆる場面での素早い移動、効率的な運搬に
最適化された、非常に用途の広いバックパックです。

どんなアクティビティにも対応、オールシーズ使える軽量モデル
スキーの装備例

取り外し可能な
アバランチギアポケット

メイン気室にアクセス
できるサイドジッパー

重　量／980g（スキーパーツを除くと883g）
ワイヤーフレーム付（取り外し可能）

ファイヤークレスト38Ｌ  ¥28,600（税抜価格：¥26,000）
100306

【共通仕様】
サイズ／S/M（背面長44cm）、M/L（背面長49cm）
カラー／アローウッド
素　材／210d高靭性6.6ナイロン
付属品／アバランチポケット、スキーキャリーキットいずれも取り外し可能
生産国／ベトナム製

ショルダーハーネスには、フ
ラスク用ポケット（右）、ジッ
パー付小物入ポケット（左）
があります。（フラスクは付属
しません。）

ブロンズミスト（MST） インディアインク（INK）

チルは、ギアを整理してすばやくアクセスできることを重視するプロの山岳家のニーズに基
づいています。
頑丈なバックパネルとキャリーシステムが負荷管理を行い、薄型のハイブリッドショルダース
トラップと収納可能なウエストベルトがロープワークやハーネスの邪魔になりません。 新設
計のピッケルホルダーは、ヘッドの周りをしっかりホールドし安定した持ち運びを可能にしま
す。 止水YKKジッパーとDWR撥水処理生地は、耐久性と防水性を提供します。３２Lはフルレ
ングスのサイドジップアクセス付き。

ジッパーオープンの大きな開口部 ハイドレーション対応

２つのアックスが取り付け可能 頑丈なバックパネルと背負いやすい
ハーネス

リーチ 8L  ¥22,000（税抜価格：￥20,000）
100211

サイズ／ワンサイズ　背面長／36cm　重量／354g
カラー／ホワイトライトニング
素　材／70Dナイロン＆スペクトラ®グリッド
バックパネル／Vest™　生産国／フィリピン製

リーチ 12L  ¥24,200（税抜価格：￥22,000）
100212

サイズ／ワンサイズ　背面長／36cm　重量／371g
カラー／ホワイトライトニング
素　材／70Dナイロン＆スペクトラ®グリッド
バックパネル／Vest™　生産国／フィリピン製

【共通仕様】
●ハイドレーション対応
●収納可能なロープキャリーストラップ（トップ部分）
●メッシュショルダーストラップ
●ジッパー付ショルダーハーネスポケット（左右）
　（500mlのソフトフラスクやスマートフォンが収納可能）
●フロントポケットｘ１、サイドメッシュポケットｘ２
　内側ポケットｘ１
●ヘルメットホルダー付属

フロントショルダー
ポケット（右）

フロントショルダー
ポケット（左）

サイドジッパー付
ポケット（右）　※12L のみ

ヘルメットホルダー付属

サイズ／ワンサイズ
カラー／ガナッシュ（GC）
重　量／1,500g
素　材／高強度400Dナイロン(TPUコーティング)
生産国／ベトナム製

ムーンライト35Ｌ  
¥30,800（税抜価格：￥28,000）

100017

サイズ／ワンサイズ
カラー／ガナッシュ（GC）
重　量／1,700g
素　材／高強度400Dナイロン(TPUコーティング)
生産国／ベトナム製

ムーンライト55Ｌ  
¥33,000（税抜価格：￥30,000）

100018

フルオープン可能なセンタージップでスピーディーな荷物の出し入れが可能。
またトップロードで荷重を意識した収納をすることで長時間の歩行でも安定した背負い心地を体感できます。
補強されたフラットなボトムで直立状態を保ちます。
TPUコーティングを施した400Dナイロンが高い耐久性を実現。

耐久性と快適な背負い心地を高次元で融合した大容量ギアパック

紹介動画

最大80mのロープをすばやく効率的に保管できます。  単独で、または通常のバックパックと一緒に運搬できます。 地
面に広げたときにはロープを保護するための防水シートとして機能します。サイズ／60×28×24cm

カラー／ヘナ、アーバンシック
重量／365ｇ
生産国／ベトナム製

コアラ
¥8,800（税抜価格：￥8,000）

100407

NEW
アーバンシック ヘナ

より使いやすく、耐久性もアップしてリニューアル。

識別色がついた
ハンドル付きのタープ

吊り下げやすい形状

バケットモード ジッパー付きの小物ポケット　

リーチシリーズは、スピードと重量が最も重要な垂直なルートでこれを必要とする新世代のクライマーやアルピニストのために設計されています。
ベストパックは、あなたのハイドレーションシステムや、ジェル、バーなどの行動食、スマートフォンなど、バックパックのメインルームにアクセスせずに、登る
ために必要なものをスマートに運ぶために最適な方法です。　単なるトレンドではなく、トレッキングポール、ピッケル、ナッツ、カムなどを運ぶこの方法
は、今や山の中でオールラウンドに使用されるようになっています。
この小さなパックはあなたに快適さとパフォーマンスを提供します。

45　ブルーアイス／バックパック ブルーアイス／バックパック　46
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ブルーアイスの技術を注ぎ込んだ逸品

長い

ブルーアイス　ハーネス比較表
≪2023年度春夏版≫

※１　：　ボルトなどは使わずナチュラルプロテクション（木、岩、ナッツ、カム）などを使って登るクライミング。
※２　：　人口壁、もしくは固定ボルトのある岩壁を登るクライミング

コーカス
ライト
￥12,650

コーカス
￥11,550

コーカス
プロ
￥16,500

アダックス
￥16,500

ヘイロ
￥24,200

クエスタ
￥15,180

クエスタ
アジャスト
￥19,800

開閉機能
あり

開閉機能
なし

2
（簡易）

4

4

4

4

4

4

84g

142g

134g

139g

275g

245g

295g

着けていることを忘れるほど
の圧倒的な軽さ。収納も手の
ひらサイズのコンパクトさ
で、携帯時も邪魔にならない。

ロングセラーの定番ハーネ
ス。メッシュ部がなく強度も
強い。コストパフォーマンス
の高さも魅力

コーカスを更に軽量化。装着
感の少なさからスキーなど動
きの多いアクティビティに最
適。

EVA のフォームパッド入りな
がら軽量。動きを妨げづらい
のでスポーツクライミングな
どに最適。

ブルーアイスの技術を注ぎこ
んだ最新モデル。薄型で幅広
の形状は軽さと高い快適性を
もたらす。

多用途に使えるオールラウン
ドモデル。フィット感の良い
パッドやレッグループで荷重
がかかった際にも快適。

クエスタのレッグループ調節
可能版。より様々な体形に
フィット。アイススクリュー
クリッパーループは４つあ
り、アイスクライミングにも。

商品名

製品情報 アクティビティ

レッグ
ループ

ギア
ループ数

重量
(Sサイズ）

ワンポイント
適する
用途

トラディシ
ョナルクラ
イミング
（※１）

スポーツ
クライミング
（※２）

ジム 沢登り
渓流

スキー 冬期登山 アルパイン
クライミング

緊急時
携帯用

（ガイド装備等）

荷重をか
ける想定
時間が

短い

○

○ ○

○ ○ ○

○○

○○

○

○

○

○

○

○

○

○

◎

◎

◎

◎

◎

◎

△

△

△

△

△△

△

△

△

使いやすい
3D成型ギア
ラック

◎
使いやすい
芯の入った
ギアループ

◎
使いやすい
芯の入った
ギアループ

動作を妨げ
ない軽さ

装着感少な
く動きやす
い

保水しづら
く強度も十
分

コンパクト
で携帯性も
良い

◎
薄型のため
携行性にも
優れる

◎
軽さとフィッ
ト感のバラ
ンス

抜群の軽さ
と携行性

◎
フィット感の
良いパッド

◎
フィット感の
良いパッド

クエスタのレッグループ調節付きモデル レッグループが調節可能で、レイヤリングが必要な場合にも対応可能なオールラ
ウンドの4シーズンハーネスです。ウエストベルトをラミネートし洗練されたスリ
ムなデザインは、最小限の重量でクライマーの動きを妨げません。4つのアイスク
リッパーループにより、複数のアイススクリューラックオプションが使用可能にな
り、アイスクライミングでも活躍します。

UHMWPEの繊維をループ状にしてラミネートする特許技術「ヤーンラッピングテクノロジー」で作られたハーネス。
薄型でありながら、優れた負荷分散を提供します。４つのギアループ、２つのアイススクリュークリッパーループ付き。

サイズ／XS、S、M、L　重　量／295g（S）
カラー／インディアインク(INK)
素　材／高靭性PES構造ウェビング、UHMWPEマジックリング、ポリエステル、高密度EVAフォー

ム、航空機グレードアルミニウム（スピードバックル）、アセタール（プラスチックバックル）
認　証／CE/EN 12277、UIAA105
生産国／ベトナム製

クエスタ アジャスト
¥19,800（税抜価格：￥18,000）

サイズ／XS,S,M,L
重量／245g（S）　カラー／シャドー
素材／UHMWPEヤーンラッピング、
ポリエステル、鍛造アルミバックル　認証／CE/EN 12277、UIAA105
生産国／中国製

ヘイロ
¥24,200（税抜価格：￥22,000）

サイズ XS S M
ウェスト 63-76 cm 68-81 cm 74-87 cm
レッグループ 44-51 cm 48-55 cm 52-59 cm

81-94 cm
57-64 cm

ウェイト 285ｇ 295ｇ 310ｇ 330ｇ

L
90-103 cm
63-70cm
345ｇ

XL

サイズ XS S M
ウェスト 63-76 cm 68-81 cm 74-87 cm
レッグループ 44-51 cm 48-55 cm 52-59 cm

81-94 cm
57-64 cm

ウェイト 235ｇ 245ｇ 255ｇ 265ｇ

L

アイススクリュークリッパーループは
４カ所に

使いやすいギアループ

後ろのギアループはやわらかく、
干渉しにくい

３D成型され、ギア脱着しやすい
ギアループ

特許取得の
「ヤーンラッピングテクノロジー」

100282

100311

NEW

・ＥＶＡフォームパッド入りのウエストベルト＆レッグループで快適
・４つのギアループと２つのアイススクリューホルダー
・素早く操作できるバックル

軽量な岩稜クライミング用ハーネス

サイズ／XS、S、M、L、XL
カラー／ブルー
素　材／UHMWポリエチレン、高強度PES、アルミ、アセタールバックル、EVAフォーム
認　証／CE/EN 12277 type C, UIAA　生産国／中国製

アダックス ハーネス  ¥16,500（税抜価格：￥15,000）
100030

・オープンレッグループでスキーやアイゼン装着のまま着脱可能
・４つのギアループと２つのアイススクリューホルダー
・素早く操作できるバックル

軽量で多機能。アルパイン用ハーネス

サイズ／XS、S、M、L、XL
カラー／ブルー
素　材／UHMWポリエチレン、高強度PES、アルミ、アセタールバックル
認　証／CE/EN 12277 type C, UIAA　生産国／中国製

コーカス プロ ハーネス  ¥16,500（税抜価格：￥15,000）
100009

超軽量

84g
※Sサイズ

・グローブを付けたままでも操作しやすいバックル
・高強度なビレイループ
・オープンレッグループでスキーやアイゼン装着のまま着脱可能

クラシカルなデザインに基本機能を搭載

・装着していることを忘れるほどの軽さ
・オープンレッグループでスキーやアイゼン装着のまま着脱可能
・２つのギアループ、２つのアイススクリューホルダー

ラインナップ中、最軽量のモデル。

サイズ／S、M、L
カラー／ホワイト
素　材／UHMWポリエチレン、高強度PES、
　　　　アルミ、アセタールバックル、EVAフォーム
認　証／CE/EN 12277 type C, UIAA　生産国／中国製

コーカスハーネス Ⅳ  ¥11,550（税抜価格：￥10,500）
100010

サイズ／S、M、L
カラー／ブルー
素　材／UHMWポリエチレン、ポリアミド、航空機グレードアルミニウム
認　証／CE/EN 12277 type C, UIAA　生産国／中国製

コーカス ライト ハーネス  ¥12,650（税抜価格：￥11,500）
HR04

サイズ S M L
ウェスト 59-78 cm 69-88 cm 77-98cm
レッグループ 55-75 cm 60-80 cm 65-85 cm
ウェイト 142ｇ 148ｇ 154ｇ

サイズ S M L
ウェスト 70-83 cm 80-93 cm 90-103 cm
レッグループ 45-55 cm 50-60 cm 55-65 cm
ウェイト 84ｇ 89ｇ 93ｇ

紹介動画

紹介動画

紹介動画

紹介動画

サイズ XS S M
ウェスト 63-76 cm 68-81 cm 74-87 cm
レッグループ 44-51 cm 48-55 cm 52-59 cm

81-94 cm
57-64 cm

ウェイト 130ｇ 139ｇ 150ｇ 162ｇ

L
90-103 cm
63-70cm
174ｇ

XL サイズ XS S M
ウェスト 63-76 cm 68-81 cm 74-87 cm
レッグループ 44-51 cm 48-55 cm 52-59 cm

81-94 cm
57-64 cm

ウェイト 128ｇ 134ｇ 140ｇ 146ｇ

L
90-103 cm
63-70cm
152ｇ

XL

サイズ XS S M
ウェスト 63-76 cm 68-81cm 74-87 cm
レッグループ 44-51 cm 48-55 cm 52-59 cm
ウェイト 265ｇ 275ｇ 285ｇ

L
81-94 cm
57-64 cm
305ｇ

XL
90-103 cm
63-70 cm
320ｇ

・軽量ながらワイドなウエストベルト、レッグループで快適な装着感
・伸縮性を持たせたレッグループが圧迫感なく快適なフィットを実現
・４つのギアループ　・素早く操作できるバックル

カラー／デカダンチョコレート（CH）
素　材／UHMWポリエチレン、高強度

PES、航空機グレードアルミバッ
クル、アセタールバックル

認　証／CE/EN 12277, UIAA105
生産国／ベトナム製

クエスタ ハーネス  
¥15,180（税抜価格：￥13,800）

100243

素早く操作できる
バックル

使いやすい形状の
ギアループ

3シーズン対応のオールラウンドハーネス

・股上の長さやウエストベルトなど、クエスタを女性専用に再設計。

「クエスタ」の女性向けモデル。

紹介動画

サイズ XS S M
ウェスト 63-76 cm 68-81cm 74-87 cm
レッグループ 46-54 cm 50-58 cm 54-62 cm
ウェイト 265ｇ 275ｇ 285ｇ

L
81-94 cm
59-67 cm
305ｇ

クエスタ ハーネス（W’s）  
¥15,180（税抜価格：￥13,800）

100278

紹介動画

【共通仕様】
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ブルーアイスの技術を注ぎ込んだ逸品

長い

ブルーアイス　ハーネス比較表
≪2023年度春夏版≫

※１　：　ボルトなどは使わずナチュラルプロテクション（木、岩、ナッツ、カム）などを使って登るクライミング。
※２　：　人口壁、もしくは固定ボルトのある岩壁を登るクライミング

コーカス
ライト
￥12,650

コーカス
￥11,550

コーカス
プロ
￥16,500

アダックス
￥16,500

ヘイロ
￥24,200

クエスタ
￥15,180

クエスタ
アジャスト
￥19,800

開閉機能
あり

開閉機能
なし

2
（簡易）

4

4

4

4

4

4

84g

142g

134g

139g

275g

245g

295g

着けていることを忘れるほど
の圧倒的な軽さ。収納も手の
ひらサイズのコンパクトさ
で、携帯時も邪魔にならない。

ロングセラーの定番ハーネ
ス。メッシュ部がなく強度も
強い。コストパフォーマンス
の高さも魅力

コーカスを更に軽量化。装着
感の少なさからスキーなど動
きの多いアクティビティに最
適。

EVA のフォームパッド入りな
がら軽量。動きを妨げづらい
のでスポーツクライミングな
どに最適。

ブルーアイスの技術を注ぎこ
んだ最新モデル。薄型で幅広
の形状は軽さと高い快適性を
もたらす。

多用途に使えるオールラウン
ドモデル。フィット感の良い
パッドやレッグループで荷重
がかかった際にも快適。

クエスタのレッグループ調節
可能版。より様々な体形に
フィット。アイススクリュー
クリッパーループは４つあ
り、アイスクライミングにも。

商品名

製品情報 アクティビティ

レッグ
ループ

ギア
ループ数

重量
(Sサイズ）

ワンポイント
適する
用途

トラディシ
ョナルクラ
イミング
（※１）

スポーツ
クライミング
（※２）

ジム 沢登り
渓流

スキー 冬期登山 アルパイン
クライミング

緊急時
携帯用

（ガイド装備等）

荷重をか
ける想定
時間が

短い

○

○ ○

○ ○ ○

○○

○○

○

○

○

○

○

○

○

○

◎

◎

◎

◎

◎

◎

△

△

△

△

△△

△

△

△

使いやすい
3D成型ギア
ラック

◎
使いやすい
芯の入った
ギアループ

◎
使いやすい
芯の入った
ギアループ

動作を妨げ
ない軽さ

装着感少な
く動きやす
い

保水しづら
く強度も十
分

コンパクト
で携帯性も
良い

◎
薄型のため
携行性にも
優れる

◎
軽さとフィッ
ト感のバラ
ンス

抜群の軽さ
と携行性

◎
フィット感の
良いパッド

◎
フィット感の
良いパッド

クエスタのレッグループ調節付きモデル レッグループが調節可能で、レイヤリングが必要な場合にも対応可能なオールラ
ウンドの4シーズンハーネスです。ウエストベルトをラミネートし洗練されたスリ
ムなデザインは、最小限の重量でクライマーの動きを妨げません。4つのアイスク
リッパーループにより、複数のアイススクリューラックオプションが使用可能にな
り、アイスクライミングでも活躍します。

UHMWPEの繊維をループ状にしてラミネートする特許技術「ヤーンラッピングテクノロジー」で作られたハーネス。
薄型でありながら、優れた負荷分散を提供します。４つのギアループ、２つのアイススクリュークリッパーループ付き。

サイズ／XS、S、M、L　重　量／295g（S）
カラー／インディアインク(INK)
素　材／高靭性PES構造ウェビング、UHMWPEマジックリング、ポリエステル、高密度EVAフォー

ム、航空機グレードアルミニウム（スピードバックル）、アセタール（プラスチックバックル）
認　証／CE/EN 12277、UIAA105
生産国／ベトナム製

クエスタ アジャスト
¥19,800（税抜価格：￥18,000）

サイズ／XS,S,M,L
重量／245g（S）　カラー／シャドー
素材／UHMWPEヤーンラッピング、
ポリエステル、鍛造アルミバックル　認証／CE/EN 12277、UIAA105
生産国／中国製

ヘイロ
¥24,200（税抜価格：￥22,000）

サイズ XS S M
ウェスト 63-76 cm 68-81 cm 74-87 cm
レッグループ 44-51 cm 48-55 cm 52-59 cm

81-94 cm
57-64 cm

ウェイト 285ｇ 295ｇ 310ｇ 330ｇ

L
90-103 cm
63-70cm
345ｇ

XL

サイズ XS S M
ウェスト 63-76 cm 68-81 cm 74-87 cm
レッグループ 44-51 cm 48-55 cm 52-59 cm

81-94 cm
57-64 cm

ウェイト 235ｇ 245ｇ 255ｇ 265ｇ

L

アイススクリュークリッパーループは
４カ所に

使いやすいギアループ

後ろのギアループはやわらかく、
干渉しにくい

３D成型され、ギア脱着しやすい
ギアループ

特許取得の
「ヤーンラッピングテクノロジー」

100282

100311

NEW

・ＥＶＡフォームパッド入りのウエストベルト＆レッグループで快適
・４つのギアループと２つのアイススクリューホルダー
・素早く操作できるバックル

軽量な岩稜クライミング用ハーネス

サイズ／XS、S、M、L、XL
カラー／ブルー
素　材／UHMWポリエチレン、高強度PES、アルミ、アセタールバックル、EVAフォーム
認　証／CE/EN 12277 type C, UIAA　生産国／中国製

アダックス ハーネス  ¥16,500（税抜価格：￥15,000）
100030

・オープンレッグループでスキーやアイゼン装着のまま着脱可能
・４つのギアループと２つのアイススクリューホルダー
・素早く操作できるバックル

軽量で多機能。アルパイン用ハーネス

サイズ／XS、S、M、L、XL
カラー／ブルー
素　材／UHMWポリエチレン、高強度PES、アルミ、アセタールバックル
認　証／CE/EN 12277 type C, UIAA　生産国／中国製

コーカス プロ ハーネス  ¥16,500（税抜価格：￥15,000）
100009

超軽量

84g
※Sサイズ

・グローブを付けたままでも操作しやすいバックル
・高強度なビレイループ
・オープンレッグループでスキーやアイゼン装着のまま着脱可能

クラシカルなデザインに基本機能を搭載

・装着していることを忘れるほどの軽さ
・オープンレッグループでスキーやアイゼン装着のまま着脱可能
・２つのギアループ、２つのアイススクリューホルダー

ラインナップ中、最軽量のモデル。

サイズ／S、M、L
カラー／ホワイト
素　材／UHMWポリエチレン、高強度PES、
　　　　アルミ、アセタールバックル、EVAフォーム
認　証／CE/EN 12277 type C, UIAA　生産国／中国製

コーカスハーネス Ⅳ  ¥11,550（税抜価格：￥10,500）
100010

サイズ／S、M、L
カラー／ブルー
素　材／UHMWポリエチレン、ポリアミド、航空機グレードアルミニウム
認　証／CE/EN 12277 type C, UIAA　生産国／中国製

コーカス ライト ハーネス  ¥12,650（税抜価格：￥11,500）
HR04

サイズ S M L
ウェスト 59-78 cm 69-88 cm 77-98cm
レッグループ 55-75 cm 60-80 cm 65-85 cm
ウェイト 142ｇ 148ｇ 154ｇ

サイズ S M L
ウェスト 70-83 cm 80-93 cm 90-103 cm
レッグループ 45-55 cm 50-60 cm 55-65 cm
ウェイト 84ｇ 89ｇ 93ｇ

紹介動画

紹介動画

紹介動画

紹介動画

サイズ XS S M
ウェスト 63-76 cm 68-81 cm 74-87 cm
レッグループ 44-51 cm 48-55 cm 52-59 cm

81-94 cm
57-64 cm

ウェイト 130ｇ 139ｇ 150ｇ 162ｇ

L
90-103 cm
63-70cm
174ｇ

XL サイズ XS S M
ウェスト 63-76 cm 68-81 cm 74-87 cm
レッグループ 44-51 cm 48-55 cm 52-59 cm

81-94 cm
57-64 cm

ウェイト 128ｇ 134ｇ 140ｇ 146ｇ

L
90-103 cm
63-70cm
152ｇ

XL

サイズ XS S M
ウェスト 63-76 cm 68-81cm 74-87 cm
レッグループ 44-51 cm 48-55 cm 52-59 cm
ウェイト 265ｇ 275ｇ 285ｇ

L
81-94 cm
57-64 cm
305ｇ

XL
90-103 cm
63-70 cm
320ｇ

・軽量ながらワイドなウエストベルト、レッグループで快適な装着感
・伸縮性を持たせたレッグループが圧迫感なく快適なフィットを実現
・４つのギアループ　・素早く操作できるバックル

カラー／デカダンチョコレート（CH）
素　材／UHMWポリエチレン、高強度

PES、航空機グレードアルミバッ
クル、アセタールバックル

認　証／CE/EN 12277, UIAA105
生産国／ベトナム製

クエスタ ハーネス  
¥15,180（税抜価格：￥13,800）

100243

素早く操作できる
バックル

使いやすい形状の
ギアループ

3シーズン対応のオールラウンドハーネス

・股上の長さやウエストベルトなど、クエスタを女性専用に再設計。

「クエスタ」の女性向けモデル。

紹介動画

サイズ XS S M
ウェスト 63-76 cm 68-81cm 74-87 cm
レッグループ 46-54 cm 50-58 cm 54-62 cm
ウェイト 265ｇ 275ｇ 285ｇ

L
81-94 cm
59-67 cm
305ｇ

クエスタ ハーネス（W’s）  
¥15,180（税抜価格：￥13,800）

100278

紹介動画

【共通仕様】
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≪イノベーションを起こしてきた、バーゴの製品開発≫

クックウェアにこし機能付のフタを採用。 チタン製のアルコールストーブを
作りました。

真のハイブリッドウォーター
ボトル/クッキングポットを
作りました。

チタン製のバックパッキン
グ用薪ストーブを作りました。

SKIMOレースのシステムから着想を得た、バッ
クパックを下ろさずにスキーをしっかりと取り
付けるための最も簡単で迅速な方法。

100362

クイックスキーキャリーキット　
¥3,300（税抜価格：￥3,000）
カラー／インディアインク(INK)　
重　量／35ｇ
生産国／ベトナム製

NEW

ハイドラ リーシュ
¥9,020（税抜価格：￥8,200）

100126

重　量／12g　カラー／ブラック（BK）
生産国／中国製

スライディングポンメル 
¥3,190（税抜価格：￥2,900）

100133

ソロリーシュ ¥4,290（税抜価格：￥3,900）
100213

・お好きな位置に取り付け可能な
ポンメルです。

・ハイスプリングを備えた多目的
超軽量シングルリーシュ

重　量／10g　カラー／ブルー（BL）
生産国／中国製

ピック プロテクター 
¥1,210（税抜価格：￥1,100）

100091

重　量／10g　カラー／ブラック（BK）
素　材／耐衝撃ナイロン、ステンレス
生産国／台湾製

テックポンメル　 
¥3,520（税抜価格：￥3,200）

100322

ピック / アッズ プロテクター 
¥1,650（税抜価格：￥1,500）

100094

重　量／9g　カラー／ブルー（BL）
生産国／中国製

重　量／21g　カラー／ブルー（BL）
生産国／中国製

スパイク プロテクター  
¥1,100（税抜価格：￥1,000）

100097

※本カタログ掲載のブルーアイスのアックス専用です。

重　量／54g　カラー／ブルー（BL）
生産国／中国製

重　量／28g　カラー／ブルー（BL）　強　度／2ｋN
素　材／アルミニウム、UHMWポリエチレン、PES
生産国／中国製

8mm幅の超軽量スリング。耐摩耗性に優れた
超高分子ポリエチレンを使用。
チューブラー構造や編み込みの形状により、軽量性、強度、しなやかさを併せ持つ。

超軽量チューブラースリング

ミッションライト 120cm 
¥3,080（税抜価格：￥2,800）　重　量／32g　

100266

ミッションライト 180cm 
¥4,180（税抜価格：￥3,800）　重　量／48g　

100266

サイズ／幅8mm
素　材／UHMWPE（超高分子ポリエチレン）,ポリアミド
認証：CE EN 566　UIAA104
生産国／中国製

ミッションライト 60cm 
¥1,980（税抜価格：￥1,800）　重　量／16g　

100266

 180cm グレー（GY）

  120cm レッド（RD）

  60cm ブラック（BK）

【共通仕様】

重　量／30ｇ
生産国／ベトナム製

ブルーアイスのどのバックパックにも装着する
ことが可能。メッシュ部の伸びとゴムの伸びが
向上し、どんなクライミング/スキー用ヘルメッ
トにもフィット

100008

ヘルメットキャリー
¥2,200（税抜価格：￥2,000）

素　材／UHMWPE,HTPE
認　証／CE EN５６６、UIAA104
生産国／中国製

サイズ／35cm　重　量／14g
カラー／グレーシャーグレー(GC)

アルパインランナー 35cm  
¥2,530（税抜価格：￥2,300）

100283

UHMWPEの芯と、それを保護するHTPEシートの二重構造。耐摩耗性と耐紫外線性を備えたランナー。
クイックドローおよびアンカースリングとしての使用に最適です。 その設計は、スリングで作るアルパインドローと
比較して、その持ち運び性と使いやすさを大幅に向上させます。

重　量／75g
カラー／ブロンズミスト、ハイライズ、インディアインク
素　材／バックパック端材、210dリップストップナイロン、PFCフリー、ブルーサイン認証
生産国／ベトナム製

セイバー チョークバッグ  
¥3,850（税抜価格：￥3,500）

100403

NEW

重　量／45g
カラー／ブラックアイリス、グレーシャーグレー、ネオン
素　材／バックパック端材、100dロビックナイロン、ブルーサイン認証
生産国／ベトナム製

センダー チョークバッグ
¥3,520    （税抜価格：￥3,200）

100404

NEW

サイズ／55cm　重　量／20g
カラー／グレー(GY)

アルパインランナー 55cm  
¥2,860（税抜価格：￥2,600）

100283

サイズ／90cm　重　量／32g
カラー／イエロー(YL)

アルパインランナー 90cm  
¥3,190（税抜価格：￥2,900）

100283

サイズ／110cm　重　量／38g
カラー／レッド(RD)

アルパインランナー 110cm  
¥3,630（税抜価格：￥3,300）

100283

【共通仕様】

軽量バックパックの余分な生地を使用した超
軽量チョークバッグ。新しく人間工学に基づ
き設計され、新しい軽量ストラップ、ブラシ
ループなどアップデート。

ウェビングベルトと固定フロントポケットを
備えた大型チョークバッグ。 210D生地で作
られており、耐久性があります。   

ネオン ブラックアイリス グレーシャーグレー
ハイライズ インディアインク ブロンズミスト

バーゴは、チタンを主に使用したギアを展開。軽量で頑丈、錆びにくい。
その特性はアウトドアギアの素材に最適です。

▲創業者のブライアンバーゴ氏。1995年に約3,500kmの「アパラチアントレイル」を踏破

【ブランドヒストリー】
●1995年、アパラチアントレイルを踏破。この経験を通して、道具につい
てのノウハウやアイデアを生む。

●踏破後、ロングハイクの情報サイト「HIKE-ADVICE.com」を創設。
●サイトの人気も安定してきた2002年、イーコマース事業をスタート。「軽
さ」と「耐久性」を兼ね備えるチタンを素材とした製品開発に着手。

●カトラリー、ペグなどから始まった「バーゴ」ブランド。その後次々とアイ
デアを形にし革新的な製品をリリースし続け、今日に至る。

メガヘックス　スモークレスファイヤーピット ¥82,280（税抜価格：￥74,800）T-322

サイズ／高さ33.6cm　
　　　　トップ幅40cm ボトム幅61cm
重量／11.3kg
素材／ステンレス
生産国／中国製

VARGOが創った、超大型の二次燃焼焚き火台NEW

51　ブルーアイス／アクセサリー バーゴ／アウトドアギア　52
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・　ヘキサゴンウッドストーブから着想を得た六角形形状
・　二次燃焼により燃焼効率が良く、煙が少ない
・　簡単に組み立てることができ、収納はコンパクトで厚み５ｃｍ
・　持ち運び用のナイロンキャリーケース付属



≪イノベーションを起こしてきた、バーゴの製品開発≫

クックウェアにこし機能付のフタを採用。 チタン製のアルコールストーブを
作りました。

真のハイブリッドウォーター
ボトル/クッキングポットを
作りました。

チタン製のバックパッキン
グ用薪ストーブを作りました。

SKIMOレースのシステムから着想を得た、バッ
クパックを下ろさずにスキーをしっかりと取り
付けるための最も簡単で迅速な方法。

100362

クイックスキーキャリーキット　
¥3,300（税抜価格：￥3,000）
カラー／インディアインク(INK)　
重　量／35ｇ
生産国／ベトナム製

NEW

ハイドラ リーシュ
¥9,020（税抜価格：￥8,200）

100126

重　量／12g　カラー／ブラック（BK）
生産国／中国製

スライディングポンメル 
¥3,190（税抜価格：￥2,900）

100133

ソロリーシュ ¥4,290（税抜価格：￥3,900）
100213

・お好きな位置に取り付け可能な
ポンメルです。

・ハイスプリングを備えた多目的
超軽量シングルリーシュ

重　量／10g　カラー／ブルー（BL）
生産国／中国製

ピック プロテクター 
¥1,210（税抜価格：￥1,100）

100091

重　量／10g　カラー／ブラック（BK）
素　材／耐衝撃ナイロン、ステンレス
生産国／台湾製

テックポンメル　 
¥3,520（税抜価格：￥3,200）

100322

ピック / アッズ プロテクター 
¥1,650（税抜価格：￥1,500）

100094

重　量／9g　カラー／ブルー（BL）
生産国／中国製

重　量／21g　カラー／ブルー（BL）
生産国／中国製

スパイク プロテクター  
¥1,100（税抜価格：￥1,000）

100097

※本カタログ掲載のブルーアイスのアックス専用です。

重　量／54g　カラー／ブルー（BL）
生産国／中国製

重　量／28g　カラー／ブルー（BL）　強　度／2ｋN
素　材／アルミニウム、UHMWポリエチレン、PES
生産国／中国製

8mm幅の超軽量スリング。耐摩耗性に優れた
超高分子ポリエチレンを使用。
チューブラー構造や編み込みの形状により、軽量性、強度、しなやかさを併せ持つ。

超軽量チューブラースリング

ミッションライト 120cm 
¥3,080（税抜価格：￥2,800）　重　量／32g　

100266

ミッションライト 180cm 
¥4,180（税抜価格：￥3,800）　重　量／48g　

100266

サイズ／幅8mm
素　材／UHMWPE（超高分子ポリエチレン）,ポリアミド
認証：CE EN 566　UIAA104
生産国／中国製

ミッションライト 60cm 
¥1,980（税抜価格：￥1,800）　重　量／16g　

100266

 180cm グレー（GY）

  120cm レッド（RD）

  60cm ブラック（BK）

【共通仕様】

重　量／30ｇ
生産国／ベトナム製

ブルーアイスのどのバックパックにも装着する
ことが可能。メッシュ部の伸びとゴムの伸びが
向上し、どんなクライミング/スキー用ヘルメッ
トにもフィット

100008

ヘルメットキャリー
¥2,200（税抜価格：￥2,000）

素　材／UHMWPE,HTPE
認　証／CE EN５６６、UIAA104
生産国／中国製

サイズ／35cm　重　量／14g
カラー／グレーシャーグレー(GC)

アルパインランナー 35cm  
¥2,530（税抜価格：￥2,300）

100283

UHMWPEの芯と、それを保護するHTPEシートの二重構造。耐摩耗性と耐紫外線性を備えたランナー。
クイックドローおよびアンカースリングとしての使用に最適です。 その設計は、スリングで作るアルパインドローと
比較して、その持ち運び性と使いやすさを大幅に向上させます。

重　量／75g
カラー／ブロンズミスト、ハイライズ、インディアインク
素　材／バックパック端材、210dリップストップナイロン、PFCフリー、ブルーサイン認証
生産国／ベトナム製

セイバー チョークバッグ  
¥3,850（税抜価格：￥3,500）

100403

NEW

重　量／45g
カラー／ブラックアイリス、グレーシャーグレー、ネオン
素　材／バックパック端材、100dロビックナイロン、ブルーサイン認証
生産国／ベトナム製

センダー チョークバッグ
¥3,520    （税抜価格：￥3,200）

100404

NEW

サイズ／55cm　重　量／20g
カラー／グレー(GY)

アルパインランナー 55cm  
¥2,860（税抜価格：￥2,600）

100283

サイズ／90cm　重　量／32g
カラー／イエロー(YL)

アルパインランナー 90cm  
¥3,190（税抜価格：￥2,900）

100283

サイズ／110cm　重　量／38g
カラー／レッド(RD)

アルパインランナー 110cm  
¥3,630（税抜価格：￥3,300）

100283

【共通仕様】

軽量バックパックの余分な生地を使用した超
軽量チョークバッグ。新しく人間工学に基づ
き設計され、新しい軽量ストラップ、ブラシ
ループなどアップデート。

ウェビングベルトと固定フロントポケットを
備えた大型チョークバッグ。 210D生地で作
られており、耐久性があります。   

ネオン ブラックアイリス グレーシャーグレー
ハイライズ インディアインク ブロンズミスト

バーゴは、チタンを主に使用したギアを展開。軽量で頑丈、錆びにくい。
その特性はアウトドアギアの素材に最適です。

▲創業者のブライアンバーゴ氏。1995年に約3,500kmの「アパラチアントレイル」を踏破

【ブランドヒストリー】
●1995年、アパラチアントレイルを踏破。この経験を通して、道具につい
てのノウハウやアイデアを生む。

●踏破後、ロングハイクの情報サイト「HIKE-ADVICE.com」を創設。
●サイトの人気も安定してきた2002年、イーコマース事業をスタート。「軽
さ」と「耐久性」を兼ね備えるチタンを素材とした製品開発に着手。

●カトラリー、ペグなどから始まった「バーゴ」ブランド。その後次々とアイ
デアを形にし革新的な製品をリリースし続け、今日に至る。

メガヘックス　スモークレスファイヤーピット ¥82,280（税抜価格：￥74,800）T-322

サイズ／高さ33.6cm　
　　　　トップ幅40cm ボトム幅61cm
重量／11.3kg
素材／ステンレス
生産国／中国製

VARGOが創った、超大型の二次燃焼焚き火台NEW

51　ブルーアイス／アクセサリー バーゴ／アウトドアギア　52
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・　ヘキサゴンウッドストーブから着想を得た六角形形状
・　二次燃焼により燃焼効率が良く、煙が少ない
・　簡単に組み立てることができ、収納はコンパクトで厚み５ｃｍ
・　持ち運び用のナイロンキャリーケース付属



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

チタニウムコンバーターストーブ ¥7,700（税抜価格：￥7,000）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
生産国／中国製

チタニウム デカゴンストーブ 
¥6,160（税抜価格：￥5,600）

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
生産国／中国製

チタニウムトライアドマルチフューエルストーブ
¥6,160（税抜価格：￥5,600）

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

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
生産国／アメリカ製

アルコールフューエルボトル
240ml 
¥715（税抜価格：￥650）

T-311

セット価格：¥18,700（税抜価格：￥17,000）、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
生産国／中国製

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
生産国／中国製

アルミニウム ウインドスクリーン ¥2,640 （税抜価格：￥2,400）

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
生産国／中国製

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
¥9,460（税抜価格：￥8,600）

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
生産国／中国製

ファイヤーボックスグリル
チタン ¥15,950（税抜価格：￥14,500）T-433

ステンレス ¥9,680（税抜価格：￥8,800）

ファイヤーボックスグリルの網なしバージョン。
「バイフォールドグリル」との相性抜群。

【展開サイズ】高さ76mm　
　　　　　　トップ159mm四方
　　　　　　底部89mm四方 
【収納サイズ】133×184mm
重量／107ｇ
生産国／中国製

T-436

サイズ／63ｍｍ　重量／8ｇ　生産国／中国製

チタニウム 
フリントライター 
¥3,630（税抜価格：￥3,300）

T-414

チタニウム
ファイヤーボックス 
¥9,680（税抜価格：￥8,800）

T-319 

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
生産国／中国製

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 
¥4,400（税抜価格：￥4,000）

T-468 交換用フェロセリウムロッド（火打ち石）
¥1,320（税抜価格：￥1,200）
生産国／中国製

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 
¥5,500（税抜価格：￥5,000）

T-490

交換用パーツキット  
¥660（税抜価格：￥600）

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）
生産国／中国製

キット内容：ウィック、フリント、
Oリング（ｘ２）、コットン
生産国／中国製

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
生産国／中国製

ヘキサゴンウッドストーブ 
チタン ¥11,000（税抜価格：￥10,000）T-415

ステンレス ¥7,480（税抜価格：￥6,800）T-423
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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

チタニウムコンバーターストーブ ¥7,700（税抜価格：￥7,000）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
生産国／中国製

チタニウム デカゴンストーブ 
¥6,160（税抜価格：￥5,600）

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
生産国／中国製

チタニウムトライアドマルチフューエルストーブ
¥6,160（税抜価格：￥5,600）

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

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
生産国／アメリカ製

アルコールフューエルボトル
240ml 
¥715（税抜価格：￥650）

T-311

セット価格：¥18,700（税抜価格：￥17,000）、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
生産国／中国製

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
生産国／中国製

アルミニウム ウインドスクリーン ¥2,640 （税抜価格：￥2,400）

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
生産国／中国製

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
¥9,460（税抜価格：￥8,600）

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
生産国／中国製

ファイヤーボックスグリル
チタン ¥15,950（税抜価格：￥14,500）T-433

ステンレス ¥9,680（税抜価格：￥8,800）

ファイヤーボックスグリルの網なしバージョン。
「バイフォールドグリル」との相性抜群。

【展開サイズ】高さ76mm　
　　　　　　トップ159mm四方
　　　　　　底部89mm四方 
【収納サイズ】133×184mm
重量／107ｇ
生産国／中国製

T-436

サイズ／63ｍｍ　重量／8ｇ　生産国／中国製

チタニウム 
フリントライター 
¥3,630（税抜価格：￥3,300）

T-414

チタニウム
ファイヤーボックス 
¥9,680（税抜価格：￥8,800）

T-319 

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
生産国／中国製

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 
¥4,400（税抜価格：￥4,000）

T-468 交換用フェロセリウムロッド（火打ち石）
¥1,320（税抜価格：￥1,200）
生産国／中国製

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 
¥5,500（税抜価格：￥5,000）

T-490

交換用パーツキット  
¥660（税抜価格：￥600）

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）
生産国／中国製

キット内容：ウィック、フリント、
Oリング（ｘ２）、コットン
生産国／中国製

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
生産国／中国製

ヘキサゴンウッドストーブ 
チタン ¥11,000（税抜価格：￥10,000）T-415

ステンレス ¥7,480（税抜価格：￥6,800）T-423

53　バーゴ／アウトドアギア バーゴ／アウトドアギア　54

outdoor gearou
td

oo
r g

ea
r



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
生産国／中国製

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
生産国／中国製

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
¥4,950（税抜価格：￥4,500）

サイズ／D87×H71ｍｍ　
重　量／36g
生産国／中国製

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
¥8,800（税抜価格：￥8,000）

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 
¥20,900（税抜価格：￥19,000）

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
生産国／中国製

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 
¥3,630（税抜価格：￥3,300）

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
¥5,170（税抜価格：￥4,700）

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
生産国／中国製

チタニウム トラベルマグ450 
¥5,720（税抜価格：￥5,200）

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
生産国／中国製

チタニウム Ti-Liteマグ900  
¥12,100（税抜価格：￥11,000）

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
生産国／中国製

チタニウム Ti-Liteマグ750  
¥11,000（税抜価格：￥10,000）

T-401

チタニウムパラボトル 
¥28,600（税抜価格：￥26,000）

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
生産国／中国製

チタニウムボットボウル 
¥7,920（税抜価格：￥7,200）

T-314 

BOTシリーズにフィットする
400ｍｌカップ。
【適合】
チタニウムボット
チタニウムボットHD

容量／400ml
サイズ／高さ60mm　
　　　　内径99mm　
　　　　外径100mm
重量／45g
生産国／中国製

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

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
¥22,000（税抜価格：￥20,000）

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

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
生産国／中国製　

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
¥19,800（税抜価格：￥18,000）

T-466

容量／900ml　重量／178g
サイズ／高さ80mm　
　　　   トップ径15８mm　
　　　　ボトム径102mm
生産国／中国製

900mlの大容量チタン
シェラカップ。麵ものや
どんぶりなど食器とし
ての利用や、もちろん
直火もOK。リッドと収
納袋付属。

チタニウムシェラカップ マグナ900ml
¥13,200（税抜価格：￥12,000）

T-310

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
生産国／中国製

チタニウム ファンネルフラスコ 
¥13,200（税抜価格：￥12,000）

T-447

チタニウムボットとのスタッキング例

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
生産国／中国製

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） 
35,200（税抜価格：￥32,000）

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！

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
生産国／中国製

Ti-Carbonフォールディングナイフ 
¥9,350（税抜価格：￥8,500）

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
生産国／中国製

チタニウム カトラリーセット
¥4,840（税抜価格：￥4,400）

T-216

サイズ／216ｍｍ　重量／14g
生産国／中国製

チタニウム ロングハンドルスプーン
¥2,750（税抜価格：￥2,500）

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
生産国／中国製

チタニウム イーグルスポーク 
¥2,200（税抜価格：￥2,000）

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
生産国／中国製

チタニウム スコーク
¥2,750（税抜価格：￥2,500）

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 
¥2,200（税抜価格：￥2,000）

T-203

T-208
T-209
T-210

サイズ／使用時160mm,
　　　   収納時93mm
重量／17g
生産国／中国製

チタニウム フォールディングスポーク
¥2,750（税抜価格：￥2,500）

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
生産国／中国製

チタニウム ポットリフター
 ¥4,840（税抜価格：￥4,400）

T-419

サイズ／162ｍｍ　重量／14g　チタニウム
生産国／中国製 

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
生産国／中国製

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
生産国／中国製

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
¥10,450（税抜価格：￥9,500）

サイズ／収納時 ： 116mm 、使用時 ： 198mm　重
量／19g

素材／チタン、木
生産国／中国製

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
¥4,950（税抜価格：￥4,500）
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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
生産国／中国製

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
生産国／中国製

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
¥4,950（税抜価格：￥4,500）

サイズ／D87×H71ｍｍ　
重　量／36g
生産国／中国製

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
¥8,800（税抜価格：￥8,000）

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 
¥20,900（税抜価格：￥19,000）

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
生産国／中国製

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 
¥3,630（税抜価格：￥3,300）

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
¥5,170（税抜価格：￥4,700）

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
生産国／中国製

チタニウム トラベルマグ450 
¥5,720（税抜価格：￥5,200）

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
生産国／中国製

チタニウム Ti-Liteマグ900  
¥12,100（税抜価格：￥11,000）

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
生産国／中国製

チタニウム Ti-Liteマグ750  
¥11,000（税抜価格：￥10,000）

T-401

チタニウムパラボトル 
¥28,600（税抜価格：￥26,000）

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
生産国／中国製

チタニウムボットボウル 
¥7,920（税抜価格：￥7,200）

T-314 

BOTシリーズにフィットする
400ｍｌカップ。
【適合】
チタニウムボット
チタニウムボットHD

容量／400ml
サイズ／高さ60mm　
　　　　内径99mm　
　　　　外径100mm
重量／45g
生産国／中国製

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

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
¥22,000（税抜価格：￥20,000）

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

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
生産国／中国製　

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
¥19,800（税抜価格：￥18,000）

T-466

容量／900ml　重量／178g
サイズ／高さ80mm　
　　　   トップ径15８mm　
　　　　ボトム径102mm
生産国／中国製

900mlの大容量チタン
シェラカップ。麵ものや
どんぶりなど食器とし
ての利用や、もちろん
直火もOK。リッドと収
納袋付属。

チタニウムシェラカップ マグナ900ml
¥13,200（税抜価格：￥12,000）

T-310

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
生産国／中国製

チタニウム ファンネルフラスコ 
¥13,200（税抜価格：￥12,000）

T-447

チタニウムボットとのスタッキング例

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
生産国／中国製

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） 
35,200（税抜価格：￥32,000）

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！

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
生産国／中国製

Ti-Carbonフォールディングナイフ 
¥9,350（税抜価格：￥8,500）

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
生産国／中国製

チタニウム カトラリーセット
¥4,840（税抜価格：￥4,400）

T-216

サイズ／216ｍｍ　重量／14g
生産国／中国製

チタニウム ロングハンドルスプーン
¥2,750（税抜価格：￥2,500）

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
生産国／中国製

チタニウム イーグルスポーク 
¥2,200（税抜価格：￥2,000）

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
生産国／中国製

チタニウム スコーク
¥2,750（税抜価格：￥2,500）

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 
¥2,200（税抜価格：￥2,000）

T-203

T-208
T-209
T-210

サイズ／使用時160mm,
　　　   収納時93mm
重量／17g
生産国／中国製

チタニウム フォールディングスポーク
¥2,750（税抜価格：￥2,500）

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
生産国／中国製

チタニウム ポットリフター
 ¥4,840（税抜価格：￥4,400）

T-419

サイズ／162ｍｍ　重量／14g　チタニウム
生産国／中国製 

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
生産国／中国製

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
生産国／中国製

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
¥10,450（税抜価格：￥9,500）

サイズ／収納時 ： 116mm 、使用時 ： 198mm　重
量／19g

素材／チタン、木
生産国／中国製

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
¥4,950（税抜価格：￥4,500）
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VARGO NO-FLY 2P TENT

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　生産国／中国製

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 
¥4,620（税抜価格：￥4,200）

TENTSTAKE

サイズ／158ｍｍ　重量／10ｇ
生産国／中国製

チタニウム アッセント 
¥880（税抜価格：￥800）

T-106

サイズ／165×3.5mm　重量／8ｇ
生産国／中国製

チタニウムステイク 
¥770（税抜価格：￥700）

T-101

サイズ／152×3mm　重量／7ｇ
生産国／中国製

チタニウム ウルトラライトステイク 
¥715（税抜価格：￥650）

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
生産国／中国製

チタニウムステイク オレンジヘッド 
¥770  （税抜価格：￥700）

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
生産国／中国製

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
生産国／中国製

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
生産国／中国製

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
¥4,290（税抜価格：￥3,900）

サイズ／65mm×38mm　重量／9g
素材／チタン
生産国／中国製

サイズ／56mm×96mm　
重量／53.86g
生産国／中国製

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
¥4,290（税抜価格：￥3,900）

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
生産国／ベトナム製

ノーフライ２Ｐ
¥79,200（税抜価格：￥72,000）

T-480

 サンデーアフタヌーンズは帽子の専門ブランドとして30年以上、かぶり心地の良いアウトドアに最適な帽子を

作り続けています。代表モデルのアドベンチャーハットは、創業以来今も販売を続けている同社を代表するベ

ストセラーモデルで、UVカットで信頼できる帽子として世界中の多くの方に愛用されています。

サンデーアフタヌーンズは、これからも皆様に笑顔で楽しくかぶって頂ける帽子を作り続けていきます。

 サンデーアフタヌーンズは帽子の専門ブランドとして30年以上、かぶり心地の良いアウトドアに最適な帽子を

作り続けています。代表モデルのアドベンチャーハットは、創業以来今も販売を続けている同社を代表するベ

ストセラーモデルで、UVカットで信頼できる帽子として世界中の多くの方に愛用されています。

サンデーアフタヌーンズは、これからも皆様に笑顔で楽しくかぶって頂ける帽子を作り続けていきます。

紫外線は皮膚の日焼けやシミやしわ、皮膚がんなどの人体に悪影響を与える原因の一つとされています。
UPFとはその紫外線を防ぐ（UVカット）値の、世界的な基準値のことです。
UPFの数値が大きいほど紫外線の影響を防ぐことができ、サンデーアフタヌー
ンズの帽子はほぼ全てのモデルで、最高値のUPF50+の性能を持っています。
UPF50+とは夏の太陽光の下で、何も着用していない状態と比べて50倍以上、
紫外線から体へのダメージを防いでくれる効果があるという意味です。

UPF40～50+ ： UVカット率 97.5 ‒ 98+%（Excellent） 
UPF25～39　： UVカット率 96.0 ‒ 97.4% （Very Good）
UPF15～24　： UVカット率 93.3 ‒ 95.9% （Good） 

”ＵＰＦ５０＋”とは?? 
Ultra Violet Protection Factor（紫外線防止指数）

サンデーアフタヌーンズの帽子が持つ便利な機能

山を歩いていたり、ランニングをしているときに、サングラ
スを外したくなったことはありませんか？
通常はおでこの上に上げることが多いですが、動いていると
ズレが気になったり、気が付いたら落としていたということ
も少なくありません。
サンデーアフタヌーンズのサングラスロックは、外したサン
グラスを頭上にしっかり固定してくれるので、落とす心配も
少なく安心です。

よりしっかりUV対策するには、大きなツバが効果的です。ただ
大きなツバは収納の際に困ることもあります。クラムシェルブ
リムを備えたモデルは、大きなツバや固いツバも2つ折りにする
ことができ、コンパクトに収納できます。

サングラスロック クラムシェルブリム

「素敵な休日はサンデーアフタヌーンズから」「素敵な休日はサンデーアフタヌーンズから」

サンデーアフタヌーンズ　5857　バーゴ／アウトドアギア
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VARGO NO-FLY 2P TENT

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　生産国／中国製

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 
¥4,620（税抜価格：￥4,200）

TENTSTAKE

サイズ／158ｍｍ　重量／10ｇ
生産国／中国製

チタニウム アッセント 
¥880（税抜価格：￥800）

T-106

サイズ／165×3.5mm　重量／8ｇ
生産国／中国製

チタニウムステイク 
¥770（税抜価格：￥700）

T-101

サイズ／152×3mm　重量／7ｇ
生産国／中国製

チタニウム ウルトラライトステイク 
¥715（税抜価格：￥650）

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
生産国／中国製

チタニウムステイク オレンジヘッド 
¥770  （税抜価格：￥700）

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
生産国／中国製

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
生産国／中国製

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
生産国／中国製

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
¥4,290（税抜価格：￥3,900）

サイズ／65mm×38mm　重量／9g
素材／チタン
生産国／中国製

サイズ／56mm×96mm　
重量／53.86g
生産国／中国製

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
¥4,290（税抜価格：￥3,900）

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
生産国／ベトナム製

ノーフライ２Ｐ
¥79,200（税抜価格：￥72,000）

T-480

 サンデーアフタヌーンズは帽子の専門ブランドとして30年以上、かぶり心地の良いアウトドアに最適な帽子を

作り続けています。代表モデルのアドベンチャーハットは、創業以来今も販売を続けている同社を代表するベ

ストセラーモデルで、UVカットで信頼できる帽子として世界中の多くの方に愛用されています。

サンデーアフタヌーンズは、これからも皆様に笑顔で楽しくかぶって頂ける帽子を作り続けていきます。

 サンデーアフタヌーンズは帽子の専門ブランドとして30年以上、かぶり心地の良いアウトドアに最適な帽子を

作り続けています。代表モデルのアドベンチャーハットは、創業以来今も販売を続けている同社を代表するベ

ストセラーモデルで、UVカットで信頼できる帽子として世界中の多くの方に愛用されています。

サンデーアフタヌーンズは、これからも皆様に笑顔で楽しくかぶって頂ける帽子を作り続けていきます。

紫外線は皮膚の日焼けやシミやしわ、皮膚がんなどの人体に悪影響を与える原因の一つとされています。
UPFとはその紫外線を防ぐ（UVカット）値の、世界的な基準値のことです。
UPFの数値が大きいほど紫外線の影響を防ぐことができ、サンデーアフタヌー
ンズの帽子はほぼ全てのモデルで、最高値のUPF50+の性能を持っています。
UPF50+とは夏の太陽光の下で、何も着用していない状態と比べて50倍以上、
紫外線から体へのダメージを防いでくれる効果があるという意味です。

UPF40～50+ ： UVカット率 97.5 ‒ 98+%（Excellent） 
UPF25～39　： UVカット率 96.0 ‒ 97.4% （Very Good）
UPF15～24　： UVカット率 93.3 ‒ 95.9% （Good） 

”ＵＰＦ５０＋”とは?? 
Ultra Violet Protection Factor（紫外線防止指数）

サンデーアフタヌーンズの帽子が持つ便利な機能

山を歩いていたり、ランニングをしているときに、サングラ
スを外したくなったことはありませんか？
通常はおでこの上に上げることが多いですが、動いていると
ズレが気になったり、気が付いたら落としていたということ
も少なくありません。
サンデーアフタヌーンズのサングラスロックは、外したサン
グラスを頭上にしっかり固定してくれるので、落とす心配も
少なく安心です。

よりしっかりUV対策するには、大きなツバが効果的です。ただ
大きなツバは収納の際に困ることもあります。クラムシェルブ
リムを備えたモデルは、大きなツバや固いツバも2つ折りにする
ことができ、コンパクトに収納できます。

サングラスロック クラムシェルブリム

「素敵な休日はサンデーアフタヌーンズから」「素敵な休日はサンデーアフタヌーンズから」

サンデーアフタヌーンズ　5857　バーゴ／アウトドアギア
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シンプルですっきりとしたデザインとソフトシェル素材が
フィールドからタウンまで活躍するNEWモデル　
サンワードシリーズ

カラー／ブラック（302）、ダスティー ローズ（428）、ライトグレー（320）
サイズ／ワンサイズ54～60.5cm　重量／64g　
素材／ポリエステル96%、ポリウレタン4%
生産国／ベトナム製

●UVカット（UPF 50+）●ツバ幅7cm
●縫い目のない圧着によるつば構造
●PFASフリーの耐久撥水
●レーザーカットによるベンチレーション穴
●伸縮性がありフィット感が良いサイズ調整
●サングラスロックがメガネを所定の位置に固定
●吸汗速乾バンド●bluesign認証の本体生地と汗止めバンド

サンワードレイダー
¥4,950（税抜価格：￥4,500）

S2A06960

NEW
ブラック
（302）

ブラック
（302）

ダスティー ローズ
（428）

ライトグレー
（320）

サングラスロック レーザーカットのベンチレーション 内側でベルクロによるサイズ調節機能

カラー／ブラック（302）、ダスティー ローズ（428）、ライトグレー（320）
サイズ／M:56～58cm、L:58～60.5cm　重量／58g　
素材／ポリエステル96%、ポリウレタン4%
生産国／ベトナム製

●UVカット（UPF 50+）●ツバ幅5cm
●縫い目のない圧着によるつば構造
●PFASフリーの耐久撥水
●レーザーカットによるベンチレーション穴
●伸縮性がありフィット感が良いサイズ調整
●吸汗速乾バンド●bluesign認証の本体生地と汗止めバンド

サンワードバケット
¥6,270（税抜価格：￥5,700）

S2A03959

NEW

ライトグレー
（320）

ダスティー ローズ
（428）

コンパクトに折り畳めます 内側でベルクロによるサイズ調整機能

UVカット

UVカット サングラスロック

パミス
（346）

ラベンダー
（912）

ユーカリプタス
（708）

シンダー/グレー
（320）

ホライゾン
（510）

サンド
（254）

カラー／ホライゾン（510）、シンダー/グレー（320）、
　　　  パミス（346）、ユーカリプタス（708）、ラベンダー（912）、
　　　  サンド（254）
サイズ／S/M：54～58cm、L/XL：58～62cm　重量／73.7g　
素材／ナイロン：88％、ポリエステル：12％
生産国／ベトナム製

紫外線95%以上カット！日除け帽子のベスト
セラーモデル！大きなツバとネックケープは、
登山、ハイキング、キャンプ、ガーデニングな
ど年間を通して紫外線対策に有効です。

●ツバ幅：8.5cm、ネックケープ：15cm　
●UVカット（UPF50+）　●サングラスロック　
●汗止めバンド　●撥水防汚加工
●サイズ調整可　●Bluesign生地　

ウルトラアドベンチャーハット 
¥5,940（税抜価格：￥5,400）

S2A01392

畳めるつばサングラスロックUVカット

クラムシェルブリムで
大きなツバもコンパクトに
折り畳めます

サンデーアフタヌーンズは30年前にこのモデル
からスタートしました。男女問わずに日差しか
ら守ってくれる長年続くデザインは、サンデー
アフタヌーンズの代表的モデルです。

●ツバ幅：10cm、ネックケープ：19.5cm　
●UVカット（UPF50+）（メッシュ部分除く）
●クラウンベンチレーション　●水に浮く軽さ　
●撥水防汚加工　●サイズ調整可
●Bluesign生地

カラー／キャニオン（711）ブルーストーン（518）、
　　　    ブラック（305）、サンド（255）
　　　　クリーム（223）、ユーカリプタス（708）、
　　　   クオリイ（331）
サイズ／S/M：54～58cm、L/XL：58～62.5cm
重　量／85g　
素　材／《メイン》 ナイロン：100％　
　　　　《クラウンメッシュ》 ポリエステル：100％
生産国／ベトナム製

アドベンチャーハット 
¥5,390（税抜価格：￥4,900）

S2A01001
UVカット

クオリイ
（331）

ブラック
（305）

サンド
（255）

ユーカリプタス
（708） ブルーストーン

（518）

クリーム
（223）

キャニオン
（711）

大きなツバと大きなケープでしっかりとしたUV対策を！
アドベンチャーハットシリーズ

NEW
color

NEW
color

キャプテン ネイビー
（557）

ダークカーキ
（235）

●ツバ幅８cm、ネックケープ22cm（収納可能）、イヤーフラップ7.5cm（折り畳み可能）
●UVカット（UPF 50+）（メッシュ部分除く）　●クラウンベンチレーション
●水に浮く軽さ　●汗止めバンド　●耐久撥水加工
●サイズ調整可　●bluesign生地

カラー／キャプテン ネイビー（557）、ダークカーキ（235）
サイズ／M：56～58cm、L:58～60.5cm　重量／74g　　
素　材／ナイロン100％、メッシュ部ポリエステル100%　生産国／ベトナム製　

アドベンチャー ストウ ハット 
¥5,500（税抜価格：￥5,000）

S2A01728

UVカット

首のケープの高さは3段階に変更可能。日差しの強さやシチュエーションで変えられる、機能性に優れたキャップ。サン
デーアフタヌーンズらしい使い勝手を考えた、ベストセラーの一つです。

後ろのケープは・ロング・ショート・無しの3段階
で使えます。使わない時には後頭部のポケット
に収納できます。

短めのツバがスタイリッシュなバケットハット
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シンプルですっきりとしたデザインとソフトシェル素材が
フィールドからタウンまで活躍するNEWモデル　
サンワードシリーズ

カラー／ブラック（302）、ダスティー ローズ（428）、ライトグレー（320）
サイズ／ワンサイズ54～60.5cm　重量／64g　
素材／ポリエステル96%、ポリウレタン4%
生産国／ベトナム製

●UVカット（UPF 50+）●ツバ幅7cm
●縫い目のない圧着によるつば構造
●PFASフリーの耐久撥水
●レーザーカットによるベンチレーション穴
●伸縮性がありフィット感が良いサイズ調整
●サングラスロックがメガネを所定の位置に固定
●吸汗速乾バンド●bluesign認証の本体生地と汗止めバンド

サンワードレイダー
¥4,950（税抜価格：￥4,500）

S2A06960

NEW
ブラック
（302）

ブラック
（302）

ダスティー ローズ
（428）

ライトグレー
（320）

サングラスロック レーザーカットのベンチレーション 内側でベルクロによるサイズ調節機能

カラー／ブラック（302）、ダスティー ローズ（428）、ライトグレー（320）
サイズ／M:56～58cm、L:58～60.5cm　重量／58g　
素材／ポリエステル96%、ポリウレタン4%
生産国／ベトナム製

●UVカット（UPF 50+）●ツバ幅5cm
●縫い目のない圧着によるつば構造
●PFASフリーの耐久撥水
●レーザーカットによるベンチレーション穴
●伸縮性がありフィット感が良いサイズ調整
●吸汗速乾バンド●bluesign認証の本体生地と汗止めバンド

サンワードバケット
¥6,270（税抜価格：￥5,700）

S2A03959

NEW

ライトグレー
（320）

ダスティー ローズ
（428）

コンパクトに折り畳めます 内側でベルクロによるサイズ調整機能

UVカット

UVカット サングラスロック

パミス
（346）

ラベンダー
（912）

ユーカリプタス
（708）

シンダー/グレー
（320）

ホライゾン
（510）

サンド
（254）

カラー／ホライゾン（510）、シンダー/グレー（320）、
　　　  パミス（346）、ユーカリプタス（708）、ラベンダー（912）、
　　　  サンド（254）
サイズ／S/M：54～58cm、L/XL：58～62cm　重量／73.7g　
素材／ナイロン：88％、ポリエステル：12％
生産国／ベトナム製

紫外線95%以上カット！日除け帽子のベスト
セラーモデル！大きなツバとネックケープは、
登山、ハイキング、キャンプ、ガーデニングな
ど年間を通して紫外線対策に有効です。

●ツバ幅：8.5cm、ネックケープ：15cm　
●UVカット（UPF50+）　●サングラスロック　
●汗止めバンド　●撥水防汚加工
●サイズ調整可　●Bluesign生地　

ウルトラアドベンチャーハット 
¥5,940（税抜価格：￥5,400）

S2A01392

畳めるつばサングラスロックUVカット

クラムシェルブリムで
大きなツバもコンパクトに
折り畳めます

サンデーアフタヌーンズは30年前にこのモデル
からスタートしました。男女問わずに日差しか
ら守ってくれる長年続くデザインは、サンデー
アフタヌーンズの代表的モデルです。

●ツバ幅：10cm、ネックケープ：19.5cm　
●UVカット（UPF50+）（メッシュ部分除く）
●クラウンベンチレーション　●水に浮く軽さ　
●撥水防汚加工　●サイズ調整可
●Bluesign生地

カラー／キャニオン（711）ブルーストーン（518）、
　　　    ブラック（305）、サンド（255）
　　　　クリーム（223）、ユーカリプタス（708）、
　　　   クオリイ（331）
サイズ／S/M：54～58cm、L/XL：58～62.5cm
重　量／85g　
素　材／《メイン》 ナイロン：100％　
　　　　《クラウンメッシュ》 ポリエステル：100％
生産国／ベトナム製

アドベンチャーハット 
¥5,390（税抜価格：￥4,900）

S2A01001
UVカット

クオリイ
（331）

ブラック
（305）

サンド
（255）

ユーカリプタス
（708） ブルーストーン

（518）

クリーム
（223）

キャニオン
（711）

大きなツバと大きなケープでしっかりとしたUV対策を！
アドベンチャーハットシリーズ

NEW
color

NEW
color

キャプテン ネイビー
（557）

ダークカーキ
（235）

●ツバ幅８cm、ネックケープ22cm（収納可能）、イヤーフラップ7.5cm（折り畳み可能）
●UVカット（UPF 50+）（メッシュ部分除く）　●クラウンベンチレーション
●水に浮く軽さ　●汗止めバンド　●耐久撥水加工
●サイズ調整可　●bluesign生地

カラー／キャプテン ネイビー（557）、ダークカーキ（235）
サイズ／M：56～58cm、L:58～60.5cm　重量／74g　　
素　材／ナイロン100％、メッシュ部ポリエステル100%　生産国／ベトナム製　

アドベンチャー ストウ ハット 
¥5,500（税抜価格：￥5,000）

S2A01728

UVカット

首のケープの高さは3段階に変更可能。日差しの強さやシチュエーションで変えられる、機能性に優れたキャップ。サン
デーアフタヌーンズらしい使い勝手を考えた、ベストセラーの一つです。

後ろのケープは・ロング・ショート・無しの3段階
で使えます。使わない時には後頭部のポケット
に収納できます。

短めのツバがスタイリッシュなバケットハット
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大きな日除けと頭頂部にはベンチレーションを備えます。通気性
に優れてコンパクトにも畳める多機能キャップ。

●UVカット（UPF50+）（メッシュ部分除く）　
●クラムシェルブリム　●コンバーチブルブリム　
●超軽量生地　●取り外し可能なネックケープ
●汗止めバンド　●撥水防汚加工　
●ストレッチタイプでサイズ調整可
●Bluesign生地

カラー／クオリー（331）、サンド（254）（106）、サンドストーン（256）
サイズ／S/M：54～58cm、L/XL：58～62.5cm　重量／93.6g　
素　材／ポリエステル：100％
生産国／ベトナム製

サンガイドキャップ
¥5,720（税抜価格：￥5,200）

S2A07075

クオリー
（331）

サンド
（254）

サンドストーン
（256）

畳めるつばUVカット

NEW
color

頭頂部のベンチレーションは
開閉が可能です。

UVカット

首元の日焼けを防ぐネックケープ付きモデル。ネックケープはスナップで着脱、または本体に収納が可能です。

カラー／クオリー（331）、サンドストーン（256）、
　　　   ブルーストーン（518）、サンド（254）
サイズ／M：56～58cm、L：58～60.5cm　
重量／114g　素材／ポリエステル：100％　
生産国／ベトナム製

●UVカット（UPF 50+）●ツバ幅7.5cm、ネックケープ
19.5cm●ネックケープはバタつかないようにあご紐に
固定可能●撥水防汚加工●サイズ調整可能●
Bluesign認証のリサイクル生地

バックドロップブーニー 
¥6,600（税抜価格：￥6,000）

S2A02899

クオリー
（331）

サンドストーン
（256）

ブルーストーン
（518）

サンド
（254）

ケープは使わない時はツバの裏に
収納できるので、邪魔になりません。

ケープはあご紐にスナップ留めできるので、
風の強い時もバタつきを軽減します。NEW

WATER PROOF

●UVカット（UPF50+）　●完全防水性　●優れた通気性　
●フルシーム加工　●ツバ幅：9cm、ネックケープ：15.5cm
●視認性をアップさせるリフレクティブプリント　
●メッシュ汗止めバンド　●サイズ調整可

カラー／ミネラル（510）、トープ（264）、シャドウ（302）
サイズ／S/M：54～58cm、L/XL：58～62.5cm　重量／82.2g　
素　材／《シェル》 ナイロン78％、ポリエステル：22％　
　　　　《ライナー》 ポリエステル：100％
生産国／ベトナム製

ウルトラアドベンチャー
ストームハット 
¥7,260（税抜価格：￥6,600）

S3A01558

トープ
（264）

ミネラル
（510）

シャドウ
（302）

折りたたみ時

アドベンチャーハットの防水タイプ。
完全防水でコンパクトに収納ができるアドベンチャーストームハットは、
雨の日にも快適に使えるアイテムです

防　水UVカット

完全防水

（雨を楽しむ防水モデル）

アウトドアで必要な要素を備えた機能性ハット

クリーム/ジュニパー
（219）

クオリー
（331）

ミネラル/ティンバー
（510）

サングラスロックを装備 後頭部はメッシュ仕様

カラー／クリーム/ジュニパー（219）、ミネラル/ティンバー（510）、
　　　  クオリー（331）
サイズ／S/M：54～58cm、L/XL：58～62.5cm　重量／73.7g　
素材／本体:ナイロン100%、メッシュ: ポリエステル100%
生産国／ベトナム製

●UVカット（UPF 50+）（メッシュは除く）●ツバ幅6.5cm
●後頭部のメッシュによるベンチレーション
●サングラスロックでメガネを所定の位置に固定
●吸汗速乾の汗止めバンド
●PFASフリーの耐久撥水加工
●旅行の際にはコンパクトに畳めます。
Bluesign認証の本体生地

ブラッシュラインバケット 
¥4,950（税抜価格：￥4,500）

S2B03546

UVカット

ワイルドオーキッド／シンダー
（416）

ユーカリプタス／パミス
（708）

ラベンダー／パミス
（912）

2通りのカラーが楽しめるリバーシブルタイプ。その日の気分やウェアーに合わせてかぶれます。
クラッシャブルなので持ち運びにも便利。

●クラッシャブルブリム（ツバ幅：8cm）　●UVカット（UPF50+）　●リバーシブル
●アゴ紐付き　●サイズ調整可　●Bluesign生地　

カラー／ラベンダー／パミス（912）、ワイルドオーキッド/シンダー（416）、
　　　   ユーカリプタス／パミス（708）
サイズ／M（ワンサイズ）：56～58cm　重量／87.9g　素材／ナイロン：88％、ポリエステル：12％
生産国／中国製

クリアクリークブーニー 
¥5,830（税抜価格：￥5,300）

S2C11395

リバーシブル

サングラスロックUVカット
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大きな日除けと頭頂部にはベンチレーションを備えます。通気性
に優れてコンパクトにも畳める多機能キャップ。

●UVカット（UPF50+）（メッシュ部分除く）　
●クラムシェルブリム　●コンバーチブルブリム　
●超軽量生地　●取り外し可能なネックケープ
●汗止めバンド　●撥水防汚加工　
●ストレッチタイプでサイズ調整可
●Bluesign生地

カラー／クオリー（331）、サンド（254）（106）、サンドストーン（256）
サイズ／S/M：54～58cm、L/XL：58～62.5cm　重量／93.6g　
素　材／ポリエステル：100％
生産国／ベトナム製

サンガイドキャップ
¥5,720（税抜価格：￥5,200）

S2A07075

クオリー
（331）

サンド
（254）

サンドストーン
（256）

畳めるつばUVカット

NEW
color

頭頂部のベンチレーションは
開閉が可能です。

UVカット

首元の日焼けを防ぐネックケープ付きモデル。ネックケープはスナップで着脱、または本体に収納が可能です。

カラー／クオリー（331）、サンドストーン（256）、
　　　   ブルーストーン（518）、サンド（254）
サイズ／M：56～58cm、L：58～60.5cm　
重量／114g　素材／ポリエステル：100％　
生産国／ベトナム製

●UVカット（UPF 50+）●ツバ幅7.5cm、ネックケープ
19.5cm●ネックケープはバタつかないようにあご紐に
固定可能●撥水防汚加工●サイズ調整可能●
Bluesign認証のリサイクル生地

バックドロップブーニー 
¥6,600（税抜価格：￥6,000）

S2A02899

クオリー
（331）

サンドストーン
（256）

ブルーストーン
（518）

サンド
（254）

ケープは使わない時はツバの裏に
収納できるので、邪魔になりません。

ケープはあご紐にスナップ留めできるので、
風の強い時もバタつきを軽減します。NEW

WATER PROOF

●UVカット（UPF50+）　●完全防水性　●優れた通気性　
●フルシーム加工　●ツバ幅：9cm、ネックケープ：15.5cm
●視認性をアップさせるリフレクティブプリント　
●メッシュ汗止めバンド　●サイズ調整可

カラー／ミネラル（510）、トープ（264）、シャドウ（302）
サイズ／S/M：54～58cm、L/XL：58～62.5cm　重量／82.2g　
素　材／《シェル》 ナイロン78％、ポリエステル：22％　
　　　　《ライナー》 ポリエステル：100％
生産国／ベトナム製

ウルトラアドベンチャー
ストームハット 
¥7,260（税抜価格：￥6,600）

S3A01558

トープ
（264）

ミネラル
（510）

シャドウ
（302）

折りたたみ時

アドベンチャーハットの防水タイプ。
完全防水でコンパクトに収納ができるアドベンチャーストームハットは、
雨の日にも快適に使えるアイテムです

防　水UVカット

完全防水

（雨を楽しむ防水モデル）

アウトドアで必要な要素を備えた機能性ハット

クリーム/ジュニパー
（219）

クオリー
（331）

ミネラル/ティンバー
（510）

サングラスロックを装備 後頭部はメッシュ仕様

カラー／クリーム/ジュニパー（219）、ミネラル/ティンバー（510）、
　　　  クオリー（331）
サイズ／S/M：54～58cm、L/XL：58～62.5cm　重量／73.7g　
素材／本体:ナイロン100%、メッシュ: ポリエステル100%
生産国／ベトナム製

●UVカット（UPF 50+）（メッシュは除く）●ツバ幅6.5cm
●後頭部のメッシュによるベンチレーション
●サングラスロックでメガネを所定の位置に固定
●吸汗速乾の汗止めバンド
●PFASフリーの耐久撥水加工
●旅行の際にはコンパクトに畳めます。
Bluesign認証の本体生地

ブラッシュラインバケット 
¥4,950（税抜価格：￥4,500）

S2B03546

UVカット

ワイルドオーキッド／シンダー
（416）

ユーカリプタス／パミス
（708）

ラベンダー／パミス
（912）

2通りのカラーが楽しめるリバーシブルタイプ。その日の気分やウェアーに合わせてかぶれます。
クラッシャブルなので持ち運びにも便利。

●クラッシャブルブリム（ツバ幅：8cm）　●UVカット（UPF50+）　●リバーシブル
●アゴ紐付き　●サイズ調整可　●Bluesign生地　

カラー／ラベンダー／パミス（912）、ワイルドオーキッド/シンダー（416）、
　　　   ユーカリプタス／パミス（708）
サイズ／M（ワンサイズ）：56～58cm　重量／87.9g　素材／ナイロン：88％、ポリエステル：12％
生産国／中国製

クリアクリークブーニー 
¥5,830（税抜価格：￥5,300）

S2C11395

リバーシブル

サングラスロックUVカット
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軽量・速乾生地で軽快なかぶり心地！ベイパーライトシリーズ

カラー／ブラック（302）、エレベーション（775）、
　　　  ストーンブルー（518）、ストーム（564）、
　　　  グリーンオアシス（711）
サイズ／M：56～58cm、L：58～60.5cm　重量／58g　
素材／ポリエステル：100％
生産国／ベトナム製

●UVカット（UPF 50+）（メッシュは除く）
●ツバ幅5cm
●非常に軽量な生地：Vaperlite™ファブリック
●サングラスロック
●夜間でも視認性の良いリフレクターパーツ
●リサイクル生地
●クラッシャブルでコンパクトに収納可能

ベイパーライトテンポバケット 
¥5,500（税抜価格：￥5,000）

S2A03903

UVカット

軽くて軽量な生地で小ぶりなツバと大きなメッシュ部を備えたベ
イパーライトテンポバケットは、視界も良く軽快なかぶり心地です。

グリーンオアシス
（711）

ブラック
（302）

エレベーション
（775）

ストーンブルー
（518）

ストーム
（564）

カラー／ブラック（302）、エレベーション（775）、
　　　  ストーンブルー（518）、ストーム（564）、
　　　  グリーンオアシス（711）
サイズ／ワンサイズ54～60.5cm　重量／37g　
素材／ポリエステル：100％

●UVカット（UPF 50+）（メッシュは除く）●ツバ幅6.5cm
●非常に軽量な生地：Vaperlite™ファブリック
●サングラスロック●夜間でも視認性の良いリフレクターパーツ
●リサイクル生地●クラッシャブルでコンパクトに収納可能

ベイパーライトストライドキャップ
¥4,840（税抜価格：￥4,400）

S2A04902

UVカット

非常に軽量なベイパーライトストライドキャップ
は、サングラスロックも備え、ランやトレランや登
山にベストチョイスです。

ブラック
（302）

エレベーション
（775）

グリーンオアシス
（711）

ストーンブルー
（518）

ストーム
（564）

コンパクトに折り畳めます

サングラスロックを装備

サングラスロックを装備 サイドは大きなメッシュで通気性UP 小さく潰してザックのチェストポケットにも入ります

NEW
color

NEW
color

サングラスロック

サングラスロック

シンプルなデザインで機能は満載のメッシュキャップ！
通気性に優れ、High-Visリフレクティブもデザインされたキャップ夜道でのランニングにも
ウォーキングの際にも視認性に優れます。

●クッラシャブル ブリム（ツバ幅：7cm）　
●通気性に優れたメッシュパネル　●サングラスロック　
●汗止めバンド ●High-Vis リフレクティブ　
●ストレッチバックサイジング　
●OEKO-TEX クラウンメッシュ　
●特許出願中

カラー／ブルームーン（598）、フリント（320）、ブラック（305）
サイズ／ワンサイズ:56～60cm　重量／65.2g
素　材／《シェル》 ポリエステル：100％
　　　    《トップ ブリム》 ナイロン：100％　
　　　    《アンダーブリム》 ポリエステル：100％
生産国／ベトナム製

バンテージポイントトラッカーキャップ　
¥4,620（税抜価格：￥4,200）

S2A04608

サングラスロック

High-Vis リフレクティブ サングラスロック

ブルームーン
(598)

フリント
(320)

ブラック
(305)

ストレッチバック

サングラスロックとクラムシェルブリム付きで、便
利な機能が満載なキャップです。シンプルでかぶり
やすいデザインは、ベストセラーモデルの1つです。

●UVカット（UPF50+）　●クラムシェルブリム　●ベンチレーション
●サングラスロック　●汗止めバンド　●撥水防汚加工　●サイズ調整可
●Bluesign生地　●US Patent # D616,633
カラー／ブラック（302）、ミネラル（510）、ティンバー（772）
サイズ／M：56～58cm、L：58～60cm　重量／73.7g　
素　材／ナイロン：100％
生産国／ベトナム製

サントリッパーキャップ
¥4,620（税抜価格：￥4,200）

S2A06076

ブラック
（302）

ミネラル
（510）

ティンバー
（772）

畳めるつばサングラスロックUVカット

UVカット

非常に軽量でトレランや登山におススメのキャップ。ツバには芯が入っていない
のでクシャっと小さくポケットに収納も可能です。男女かぶれるユニセックス。

カラー／ホライゾン（510）、パミス（346）、
　　　　サンド（254）
サイズ／ワンサイズ：54～60.5cm　
重量／48.2g
素　材／ナイロン88%、ポリエステル18%
生産国／ベトナム製

●ツバ幅：7cm●UVカット：UPF 50+●サングラス
ロック●反射素材の細部のパーツ●汗取りバンド
●耐久撥水加工●Bluesign生地

ウルトラトレイルキャップ
¥4,840（税抜価格：￥4,400）

S2A04848

サングラスロックUVカット

パミス
（346）

サンド
（254）

ホライゾン
（510）

サングラスロック機能付き！

後頭部のリフレクターで
夜間の視認性にも優れます

NEW
color
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軽量・速乾生地で軽快なかぶり心地！ベイパーライトシリーズ

カラー／ブラック（302）、エレベーション（775）、
　　　  ストーンブルー（518）、ストーム（564）、
　　　  グリーンオアシス（711）
サイズ／M：56～58cm、L：58～60.5cm　重量／58g　
素材／ポリエステル：100％
生産国／ベトナム製

●UVカット（UPF 50+）（メッシュは除く）
●ツバ幅5cm
●非常に軽量な生地：Vaperlite™ファブリック
●サングラスロック
●夜間でも視認性の良いリフレクターパーツ
●リサイクル生地
●クラッシャブルでコンパクトに収納可能

ベイパーライトテンポバケット 
¥5,500（税抜価格：￥5,000）

S2A03903

UVカット

軽くて軽量な生地で小ぶりなツバと大きなメッシュ部を備えたベ
イパーライトテンポバケットは、視界も良く軽快なかぶり心地です。

グリーンオアシス
（711）

ブラック
（302）

エレベーション
（775）

ストーンブルー
（518）

ストーム
（564）

カラー／ブラック（302）、エレベーション（775）、
　　　  ストーンブルー（518）、ストーム（564）、
　　　  グリーンオアシス（711）
サイズ／ワンサイズ54～60.5cm　重量／37g　
素材／ポリエステル：100％

●UVカット（UPF 50+）（メッシュは除く）●ツバ幅6.5cm
●非常に軽量な生地：Vaperlite™ファブリック
●サングラスロック●夜間でも視認性の良いリフレクターパーツ
●リサイクル生地●クラッシャブルでコンパクトに収納可能

ベイパーライトストライドキャップ
¥4,840（税抜価格：￥4,400）

S2A04902

UVカット

非常に軽量なベイパーライトストライドキャップ
は、サングラスロックも備え、ランやトレランや登
山にベストチョイスです。

ブラック
（302）

エレベーション
（775）

グリーンオアシス
（711）

ストーンブルー
（518）

ストーム
（564）

コンパクトに折り畳めます

サングラスロックを装備

サングラスロックを装備 サイドは大きなメッシュで通気性UP 小さく潰してザックのチェストポケットにも入ります

NEW
color

NEW
color

サングラスロック

サングラスロック

シンプルなデザインで機能は満載のメッシュキャップ！
通気性に優れ、High-Visリフレクティブもデザインされたキャップ夜道でのランニングにも
ウォーキングの際にも視認性に優れます。

●クッラシャブル ブリム（ツバ幅：7cm）　
●通気性に優れたメッシュパネル　●サングラスロック　
●汗止めバンド ●High-Vis リフレクティブ　
●ストレッチバックサイジング　
●OEKO-TEX クラウンメッシュ　
●特許出願中

カラー／ブルームーン（598）、フリント（320）、ブラック（305）
サイズ／ワンサイズ:56～60cm　重量／65.2g
素　材／《シェル》 ポリエステル：100％
　　　    《トップ ブリム》 ナイロン：100％　
　　　    《アンダーブリム》 ポリエステル：100％
生産国／ベトナム製

バンテージポイントトラッカーキャップ　
¥4,620（税抜価格：￥4,200）

S2A04608

サングラスロック

High-Vis リフレクティブ サングラスロック

ブルームーン
(598)

フリント
(320)

ブラック
(305)

ストレッチバック

サングラスロックとクラムシェルブリム付きで、便
利な機能が満載なキャップです。シンプルでかぶり
やすいデザインは、ベストセラーモデルの1つです。

●UVカット（UPF50+）　●クラムシェルブリム　●ベンチレーション
●サングラスロック　●汗止めバンド　●撥水防汚加工　●サイズ調整可
●Bluesign生地　●US Patent # D616,633
カラー／ブラック（302）、ミネラル（510）、ティンバー（772）
サイズ／M：56～58cm、L：58～60cm　重量／73.7g　
素　材／ナイロン：100％
生産国／ベトナム製

サントリッパーキャップ
¥4,620（税抜価格：￥4,200）

S2A06076

ブラック
（302）

ミネラル
（510）

ティンバー
（772）

畳めるつばサングラスロックUVカット

UVカット

非常に軽量でトレランや登山におススメのキャップ。ツバには芯が入っていない
のでクシャっと小さくポケットに収納も可能です。男女かぶれるユニセックス。

カラー／ホライゾン（510）、パミス（346）、
　　　　サンド（254）
サイズ／ワンサイズ：54～60.5cm　
重量／48.2g
素　材／ナイロン88%、ポリエステル18%
生産国／ベトナム製

●ツバ幅：7cm●UVカット：UPF 50+●サングラス
ロック●反射素材の細部のパーツ●汗取りバンド
●耐久撥水加工●Bluesign生地

ウルトラトレイルキャップ
¥4,840（税抜価格：￥4,400）

S2A04848

サングラスロックUVカット

パミス
（346）

サンド
（254）

ホライゾン
（510）

サングラスロック機能付き！

後頭部のリフレクターで
夜間の視認性にも優れます

NEW
color
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山がモチーフのワッペン

●クラウンベンチレーション　●限定アートワーク　●汗止めバンド　
●ストレッチバックサイジング　●特許出願中

アーティストがインスピレーションを受けて
デザインしたトラッカーキャップ。それぞれに
個性溢れるアート作品です。アウトドア・アク
ティビティをシンプルにカッコ良く飾ります

アーティストシリーズトラッカーキャップ
 ¥4,070（税抜価格：￥3,700）

A
R
TIS T  S E R

IE
S

ウッドランド

アンシエントグローブ

S2A04799

マッターホルン

S3A04835

マウンテンムーンライト

S2A04800

テトンリフレクション

S3A04836

ヨセミテバレー

S2A04794

S2A04637

S2A04974

マウンテン

S2A04632

ストレッチバック

ストレッチバック

ストレッチバック

カラー／ウッドランド、マウンテン、エベレスト、ヨセミテバレー、ドリームシーカー
サイズ／ワンサイズ：54～60.5cm　重量／76.5ｇ　
素材／《ツバ》 コットン：100％　《クラウンメッシュ》 ポリエステル：100％
生産国／ベトナム製

●ツバ幅：6.5cm
●後頭部はメッシュによるベンチレーション
●100%リサイクルの本体生地とメッシュ
●ストレッチバックサイジング
●本体とツバはPFASフリーの耐久撥水加工
●bluesign認証の本体生地と吸汗速乾汗止めバンド

ディスイズマイサンデートラッカー
 ¥4,620（税抜価格：￥4,200）

カラー／ピーク/キャニオン
サイズ／ワンサイズ：54～60.5cm　重量／68ｇ　
素材／《本体》 100%ナイロン、
　　　《メッシュ部》 100%ポリエステル、頭頂部内側/100%ポリエステル
生産国／ベトナム製

ドリームシーカー

S2A04727

●ツバ幅：6.8cm　●メッシュベンチレー
ション　●限定アートワーク　●ストレッ
チバックサイジング　●bluesign認証の
本体生地と汗止めバンド

アーティストシリーズ
パッチトラッカーキャップ
¥5,280（税抜価格：￥4,800）

カラー／アンシエントグローブ、マッターホル
ン、マウンテンムーンライト、テトンリフ
レクション　

サイズ／ワンサイズ：54～60.5cm　
重量／68g　
素材／ツバ部コットン100％、本体/メッシュ部

ポリエステル100%
生産国／ベトナム製

A
R
TIS T  S E R

IE
S

NEW

ピーク/キャニオン

クリーム
（219）

※時計が見える
　スリーブ付

手のひらまで覆うロングサイズの日除けスリーブ
スリット付なので腕時計も見やすい
Coolcore素材使用なので
ヒンヤリと快適に使えます

●UVカット（UPF50+）　●Coolcore素材生地　
●OEKO-TEX素材　●ストレッチ　●イージーケア　
●手首には腕時計が見やすいスリット付　
●手のひらまで覆うロングサイズ　
●ノンスリップグリップタイプ　●吸水速乾

カラー／ブラック（302）、クオリイ（331）、クリーム（219）、
サイズ／S/M、L/XL 　素材／ポリエステル：88％、ポリウレタン：12％
生産国／ベトナム製

UV シールドクール スリーブ
（ハンドカバー付）
¥3,960（税抜価格：￥3,600）

S2A64650

夏のアウトドアシーンに欠かせない日焼け防止アイテム、吸水速乾でクールな肌触りが特徴です

山がモチーフの速乾素材のメッシュキャップ

●UVカット（UPF50+）　●Coolcore素材生地
●OEKO-TEX素材　●吸水速乾　●ストレッチ　●イージーケア

カラー／ブラック（302）、クリーム（219）
サイズ／S/M、L/XL　
素材／ポリエステル：88％、ポリウレタン：12％
生産国／ベトナム製

UV シールド クール スリーブ
¥3,300（税抜価格：￥3,000）

S2A64649

クオリイ
（331）

ブラック
（302）

ブラック
（302）

UVカット

UVカット

クリーム
（219）

ACCESSORIES

●ネックケープ17cm　●UVカット（UPF 50+）
●汗止めバンド　●サングラスロック
●耐久撥水加工　●bluesign生地

ブロッサム
（403  ）

ブラック【日本別注カラー】
（302）

エバーグレード
（709）

クリーム
（219）

サンド
（254）

UVカット

お気に入りのキャップに組み合わせたり、上からハット
をかぶったり、単体でも使えるネックケープです。今年は
ご要望の多かったブラックは、日本別注で登場です！

カラー／ブロッサム（403）、クリーム（219）、
　　　   エバーグレード（709）、サンド（254）、
　　　　ブラック【日本別注カラー】（302）
サイズ／ワンサイズ：54～60.5cm　重量／29g　　
素　材／ナイロン100％、バンド部ポリエステル100%　

ソーラーカーテン
¥2,970（税抜価格：￥2,700）

S2A96736

サングラスロック
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山がモチーフのワッペン

●クラウンベンチレーション　●限定アートワーク　●汗止めバンド　
●ストレッチバックサイジング　●特許出願中

アーティストがインスピレーションを受けて
デザインしたトラッカーキャップ。それぞれに
個性溢れるアート作品です。アウトドア・アク
ティビティをシンプルにカッコ良く飾ります

アーティストシリーズトラッカーキャップ
 ¥4,070（税抜価格：￥3,700）

A
R
TIS T  S E R

IE
S

ウッドランド

アンシエントグローブ

S2A04799

マッターホルン

S3A04835

マウンテンムーンライト

S2A04800

テトンリフレクション

S3A04836

ヨセミテバレー

S2A04794

S2A04637

S2A04974

マウンテン

S2A04632

ストレッチバック

ストレッチバック

ストレッチバック

カラー／ウッドランド、マウンテン、エベレスト、ヨセミテバレー、ドリームシーカー
サイズ／ワンサイズ：54～60.5cm　重量／76.5ｇ　
素材／《ツバ》 コットン：100％　《クラウンメッシュ》 ポリエステル：100％
生産国／ベトナム製

●ツバ幅：6.5cm
●後頭部はメッシュによるベンチレーション
●100%リサイクルの本体生地とメッシュ
●ストレッチバックサイジング
●本体とツバはPFASフリーの耐久撥水加工
●bluesign認証の本体生地と吸汗速乾汗止めバンド

ディスイズマイサンデートラッカー
 ¥4,620（税抜価格：￥4,200）

カラー／ピーク/キャニオン
サイズ／ワンサイズ：54～60.5cm　重量／68ｇ　
素材／《本体》 100%ナイロン、
　　　《メッシュ部》 100%ポリエステル、頭頂部内側/100%ポリエステル
生産国／ベトナム製

ドリームシーカー

S2A04727

●ツバ幅：6.8cm　●メッシュベンチレー
ション　●限定アートワーク　●ストレッ
チバックサイジング　●bluesign認証の
本体生地と汗止めバンド

アーティストシリーズ
パッチトラッカーキャップ
¥5,280（税抜価格：￥4,800）

カラー／アンシエントグローブ、マッターホル
ン、マウンテンムーンライト、テトンリフ
レクション　

サイズ／ワンサイズ：54～60.5cm　
重量／68g　
素材／ツバ部コットン100％、本体/メッシュ部

ポリエステル100%
生産国／ベトナム製

A
R
TIS T  S E R

IE
S

NEW

ピーク/キャニオン

クリーム
（219）

※時計が見える
　スリーブ付

手のひらまで覆うロングサイズの日除けスリーブ
スリット付なので腕時計も見やすい
Coolcore素材使用なので
ヒンヤリと快適に使えます

●UVカット（UPF50+）　●Coolcore素材生地　
●OEKO-TEX素材　●ストレッチ　●イージーケア　
●手首には腕時計が見やすいスリット付　
●手のひらまで覆うロングサイズ　
●ノンスリップグリップタイプ　●吸水速乾

カラー／ブラック（302）、クオリイ（331）、クリーム（219）、
サイズ／S/M、L/XL 　素材／ポリエステル：88％、ポリウレタン：12％
生産国／ベトナム製

UV シールドクール スリーブ
（ハンドカバー付）
¥3,960（税抜価格：￥3,600）

S2A64650

夏のアウトドアシーンに欠かせない日焼け防止アイテム、吸水速乾でクールな肌触りが特徴です

山がモチーフの速乾素材のメッシュキャップ

●UVカット（UPF50+）　●Coolcore素材生地
●OEKO-TEX素材　●吸水速乾　●ストレッチ　●イージーケア

カラー／ブラック（302）、クリーム（219）
サイズ／S/M、L/XL　
素材／ポリエステル：88％、ポリウレタン：12％
生産国／ベトナム製

UV シールド クール スリーブ
¥3,300（税抜価格：￥3,000）

S2A64649

クオリイ
（331）

ブラック
（302）

ブラック
（302）

UVカット

UVカット

クリーム
（219）

ACCESSORIES

●ネックケープ17cm　●UVカット（UPF 50+）
●汗止めバンド　●サングラスロック
●耐久撥水加工　●bluesign生地

ブロッサム
（403  ）

ブラック【日本別注カラー】
（302）

エバーグレード
（709）

クリーム
（219）

サンド
（254）

UVカット

お気に入りのキャップに組み合わせたり、上からハット
をかぶったり、単体でも使えるネックケープです。今年は
ご要望の多かったブラックは、日本別注で登場です！

カラー／ブロッサム（403）、クリーム（219）、
　　　   エバーグレード（709）、サンド（254）、
　　　　ブラック【日本別注カラー】（302）
サイズ／ワンサイズ：54～60.5cm　重量／29g　　
素　材／ナイロン100％、バンド部ポリエステル100%　

ソーラーカーテン
¥2,970（税抜価格：￥2,700）

S2A96736

サングラスロック
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サイドはぐるっと一周メッシュ
素材で高い通気性

レイジャーハット
¥5,280（税抜価格：￥4,800）

S2A22905

麦わら素材のスマートなデザインは、タウンからリゾートやキャンプま
で、男女問わずにマッチします。ユニセックスモデル。

●UVカット（UPF 50+）
●ツバ幅8.75cm
●眩しくないようにツバの裏は暗い色
●調節可能なあご紐
●Bluesign認証の速乾汗止めバンド

カラー／ナチュラル/ブラウン（208）、ナチュラル/グリーン（259）
サイズ／M：56～58cm、L：58～60.5cm　重量／113ｇ　
素　材／麦わら100％

UVカット

ナチュラル/ブラウン
（208）

ナチュラル/グリーン
（259）

イージーブリーザーハット
¥5,280（税抜価格：￥4,800）

S2A22906

クラッシックなデザインながら、頭の周りはぐるっと一周メッシュベン
チレーションで、通気性に優れた機能的なモデルです。

登山などでも使える速乾素材

●UVカット（UPF 50+）
●ツバ幅7cm
●メッシュで通気の良い本体
●内側で調節可能　●調整可能なあご紐
●Bluesign認証の汗止めバンド

カラー／サドル（216）、タバコブラウン（213）
サイズ／M：56～58cm、L：58～60.5cm　重量／113ｇ　
素　材／本体：コットン97%、ポリエステル3%、メッシュ：ポリエステル100%

UVカット

ベンチュラハット
¥4,290（税抜価格：￥3,900）

S2A18965

●UVカット（UPF 50+）
●ツバ幅7cm
●調節可能なあごひも
●内部でサイズ調整可能
●bluesign認証の吸汗速乾汗止めバンド

カラー／チャバレル（706）、タン（259）、トバコブラウン（213）
サイズ／M：56～58cm、L：58～60.5cm　重量／136ｇ　
素　材／本体：100%ポリエステル

UVカット

タバコブラウン
（213）

サドル
（216）

タン
（259）

チャバレル
（706）

トバコブラウン
（213）

ユニセックスでかぶれる人気の麦わらシリーズ。天然素材から速乾性にも優れる
機能素材まで、用途やスタイルでお選びいただけます。

短めのツバのスタイリッシュなデザインは、男女問わずに人気のアイテムです。

クリーム
（270）

タン
（235）

●UVカット（UPF50+）　●ツバ幅：7cm
●通気性の良いポリエステルとペーパーブレード
●汗止めバンド　●サイズ調整可

カラー／クリーム（270）、タン（235）
サイズ／M：56～58cm、L：58～60.5cm　重量／141.7g　
素　材／ポリエステル：10％、ペーパー：90％　生産国／中国製

ケイマンハット 
¥3,960（税抜価格：￥3,600）

S2A27015

UVカット

クリーム
（270）

ツイード
（337）

タン
（235）

ベストセラーモデル！！　
ユニセックスで使えるライフスタイルハット丸めてコンパクトに持ち運べます

●UVカット（UPF50+）　●ツバ幅：6.5cm　
●通気性の良いポリエステルとペーパーブレード
●汗止めバンド　●サイズ調整可　●丸めて収納可能

カラー／クリーム（270）、タン（235）、ツイード（337）
サイズ／M：56～58cm、L：58～60.5cm
重　量／127.6g　
素   材／ポリエステル：10％、ペーパー：90％　生産国／中国製

ハバナハット 
¥3,960（税抜価格：￥3,600）

S2A27040

UVカット

STRAW  HAT

サンガーディアンハット
¥3,960（税抜価格：￥3,600）

S2A22623

ナチュラル/ローリング
(264)

ナチュラルマウンテン
(259)

ナチュラル
(246)

ナチュラル ブランク
（247）

100％天然の麦わらで作られたクラシックなライフガードハット
日差しの強い外での作業の時やアウトドアを楽しむ際に最適なアイテムです

●ツバ：UVカット（UPF50+）、トップ：クラウンライナー　
●ツバ幅：11cm　●100％天然麦わら
●アゴ紐付き（サイズ調整可）　●汗止めバンド　

カラー／ナチュラル（246）、ナチュラル ブランク（247）、
　　　  ナチュラル マウンテン（259）、ナチュラル/ローリング（246）
サイズ／L：（ワンサイズ）58～60.5cm　重量／150.3ｇ　
素　材／麦わら100％　生産国／中国製

UVカット NEW
color

NEW
color

NEW
color

NEW
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サイドはぐるっと一周メッシュ
素材で高い通気性

レイジャーハット
¥5,280（税抜価格：￥4,800）

S2A22905

麦わら素材のスマートなデザインは、タウンからリゾートやキャンプま
で、男女問わずにマッチします。ユニセックスモデル。

●UVカット（UPF 50+）
●ツバ幅8.75cm
●眩しくないようにツバの裏は暗い色
●調節可能なあご紐
●Bluesign認証の速乾汗止めバンド

カラー／ナチュラル/ブラウン（208）、ナチュラル/グリーン（259）
サイズ／M：56～58cm、L：58～60.5cm　重量／113ｇ　
素　材／麦わら100％

UVカット

ナチュラル/ブラウン
（208）

ナチュラル/グリーン
（259）

イージーブリーザーハット
¥5,280（税抜価格：￥4,800）

S2A22906

クラッシックなデザインながら、頭の周りはぐるっと一周メッシュベン
チレーションで、通気性に優れた機能的なモデルです。

登山などでも使える速乾素材

●UVカット（UPF 50+）
●ツバ幅7cm
●メッシュで通気の良い本体
●内側で調節可能　●調整可能なあご紐
●Bluesign認証の汗止めバンド

カラー／サドル（216）、タバコブラウン（213）
サイズ／M：56～58cm、L：58～60.5cm　重量／113ｇ　
素　材／本体：コットン97%、ポリエステル3%、メッシュ：ポリエステル100%

UVカット

ベンチュラハット
¥4,290（税抜価格：￥3,900）

S2A18965

●UVカット（UPF 50+）
●ツバ幅7cm
●調節可能なあごひも
●内部でサイズ調整可能
●bluesign認証の吸汗速乾汗止めバンド

カラー／チャバレル（706）、タン（259）、トバコブラウン（213）
サイズ／M：56～58cm、L：58～60.5cm　重量／136ｇ　
素　材／本体：100%ポリエステル

UVカット

タバコブラウン
（213）

サドル
（216）

タン
（259）

チャバレル
（706）

トバコブラウン
（213）

ユニセックスでかぶれる人気の麦わらシリーズ。天然素材から速乾性にも優れる
機能素材まで、用途やスタイルでお選びいただけます。

短めのツバのスタイリッシュなデザインは、男女問わずに人気のアイテムです。

クリーム
（270）

タン
（235）

●UVカット（UPF50+）　●ツバ幅：7cm
●通気性の良いポリエステルとペーパーブレード
●汗止めバンド　●サイズ調整可

カラー／クリーム（270）、タン（235）
サイズ／M：56～58cm、L：58～60.5cm　重量／141.7g　
素　材／ポリエステル：10％、ペーパー：90％　生産国／中国製

ケイマンハット 
¥3,960（税抜価格：￥3,600）

S2A27015

UVカット

クリーム
（270）

ツイード
（337）

タン
（235）

ベストセラーモデル！！　
ユニセックスで使えるライフスタイルハット丸めてコンパクトに持ち運べます

●UVカット（UPF50+）　●ツバ幅：6.5cm　
●通気性の良いポリエステルとペーパーブレード
●汗止めバンド　●サイズ調整可　●丸めて収納可能

カラー／クリーム（270）、タン（235）、ツイード（337）
サイズ／M：56～58cm、L：58～60.5cm
重　量／127.6g　
素   材／ポリエステル：10％、ペーパー：90％　生産国／中国製

ハバナハット 
¥3,960（税抜価格：￥3,600）

S2A27040

UVカット

STRAW  HAT

サンガーディアンハット
¥3,960（税抜価格：￥3,600）

S2A22623

ナチュラル/ローリング
(264)

ナチュラルマウンテン
(259)

ナチュラル
(246)

ナチュラル ブランク
（247）

100％天然の麦わらで作られたクラシックなライフガードハット
日差しの強い外での作業の時やアウトドアを楽しむ際に最適なアイテムです

●ツバ：UVカット（UPF50+）、トップ：クラウンライナー　
●ツバ幅：11cm　●100％天然麦わら
●アゴ紐付き（サイズ調整可）　●汗止めバンド　

カラー／ナチュラル（246）、ナチュラル ブランク（247）、
　　　  ナチュラル マウンテン（259）、ナチュラル/ローリング（246）
サイズ／L：（ワンサイズ）58～60.5cm　重量／150.3ｇ　
素　材／麦わら100％　生産国／中国製

UVカット NEW
color

NEW
color

NEW
color

NEW
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ブリンドル
（208）

丸いフォルムが、女性らしい優しく柔らかい
雰囲気を感じさせてくれるデザインです。

●UVカット（UPF50+）　●ツバ幅：6.5cm
●通気性の良いポリエステルとペーパーブレード
●汗止めバンド　●サイズ調整可

カラー／ブリンドル（208）、ナチュラル（246）、
サイズ／M：（ワンサイズ）56～58cm　重量／161.6g　
素   材／ポリエステル：56％、ペーパー：44％
生産国／中国製

ルナハット 
¥3,960（税抜価格：￥3,600）

S2C19495

ナチュラル
（246）

UVカット

シナモン
（215）

デニム
（557）

アイボリー
（102）

ムーン
（320）

オート
（289）

●UVカット（UPF50+）　●ツバ幅：9.5cm　
●通気性に優れる　●汗止めバンド　
●アゴ紐付き（サイズ調整可）　●サイズ調整可

カラー／シナモン（215）、オート（289）デニム（557）、
サイズ／M：56～58cm
重   量／178.6g　素材／ポリエステル：100％
生産国／中国製

サンセットハット 
¥4,070（税抜価格：￥3,700）

S2C26270

UVカット

●UVカット（UPF50＋）　●ツバ幅：8cm　
●レザーのバンドとタッセルのデザイン
●内側でサイズ調節可能　●汗止めバンド

カラー／ムーン（320）、アイボリー（102）
サイズ／M：56～58cm
重   量／158.8g　素材／ポリエステル：100％
生産国／中国製

ボホーハット 
¥5,500（税抜価格：￥5,000）

S2C27802 UVカット

女性のベストセラーモデル。キャンプシーンにもマッチするデザインです。
ツバにはワイヤーが入っているので、スタイルに合わせて
上げ下げできます。

ナチュラルで柔らかな風合いのサンハット
キャンプや旅行にも便利な速乾性に優れるポリエステル素材です KID’s COLLECTION

ブロッサム
（320）

オーシャンライフ
（516）

ピンクトロピカル
（958）

ロイヤル
（566）

ビーチデイ
（239）

バーズオブプレイ
（355）

●ツバ幅：7-9cm、ネックケープ：13-15.5cm
●UVカット（UPF50+）　
●クラウン ベンチレーション
●スマートストラップ（取り外し可）
●ストレッチフィット　●撥水防汚加工
●サイズ調整可　
●Bluesign生地（ソリッドのみ）

カラー／ビーチデイ（239）、オーシャンライフ（516）、
　　　   ピンクトロピカル（958）、ブロッサム（320）、
　　　　バーズオブプレイ（355）、ロイヤル（566）
サイズ／ M：50～53cm、L：53～56cm　
重　量／51g　
素　材／《ソリッドカラー》 ナイロン：100％　
　　　　《プリント》 ポリエステル：100％
生産国／ベトナム製

キッズプレイハット
¥4,290（税抜価格：￥3,900）

S2D01061

キッズのベストセラーモデル！]
公園や水遊びなど太陽の下で遊ぶのが大好きなキッズたちを、
夏の強い紫外線から守ります。

安全ストラップUVカット

ライトニング
（609）

ワイルドフラワー
（610）

元気なキッズにピッタリのスポーティーキャップ！！
耐久性にも優れ、ネックケープは取り外しも可能です

●UVカット（UPF50+）　●取り外し可能なネックケープ
●撥水防汚加工　●サイズ調整可　●クラッシャブル仕様　●Bluesign生地

カラー／ライトニング（609）、ワイルドフラワー（610）　
サイズ／L：53～56cm　重量／53.9g　
素　材／《メイン》 ナイロン：100％　《クラウンメッシュ》 ポリエステル：100％

キッズサンチェイサーキャップ
¥3,960（税抜価格：￥3,600）

S2D04396

UVカット

NEW
color NEW

color

NEW
color

NEW
color
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ブリンドル
（208）

丸いフォルムが、女性らしい優しく柔らかい
雰囲気を感じさせてくれるデザインです。

●UVカット（UPF50+）　●ツバ幅：6.5cm
●通気性の良いポリエステルとペーパーブレード
●汗止めバンド　●サイズ調整可

カラー／ブリンドル（208）、ナチュラル（246）、
サイズ／M：（ワンサイズ）56～58cm　重量／161.6g　
素   材／ポリエステル：56％、ペーパー：44％
生産国／中国製

ルナハット 
¥3,960（税抜価格：￥3,600）

S2C19495

ナチュラル
（246）

UVカット

シナモン
（215）

デニム
（557）

アイボリー
（102）

ムーン
（320）

オート
（289）

●UVカット（UPF50+）　●ツバ幅：9.5cm　
●通気性に優れる　●汗止めバンド　
●アゴ紐付き（サイズ調整可）　●サイズ調整可

カラー／シナモン（215）、オート（289）デニム（557）、
サイズ／M：56～58cm
重   量／178.6g　素材／ポリエステル：100％
生産国／中国製

サンセットハット 
¥4,070（税抜価格：￥3,700）

S2C26270

UVカット

●UVカット（UPF50＋）　●ツバ幅：8cm　
●レザーのバンドとタッセルのデザイン
●内側でサイズ調節可能　●汗止めバンド

カラー／ムーン（320）、アイボリー（102）
サイズ／M：56～58cm
重   量／158.8g　素材／ポリエステル：100％
生産国／中国製

ボホーハット 
¥5,500（税抜価格：￥5,000）

S2C27802 UVカット

女性のベストセラーモデル。キャンプシーンにもマッチするデザインです。
ツバにはワイヤーが入っているので、スタイルに合わせて
上げ下げできます。

ナチュラルで柔らかな風合いのサンハット
キャンプや旅行にも便利な速乾性に優れるポリエステル素材です KID’s COLLECTION

ブロッサム
（320）

オーシャンライフ
（516）

ピンクトロピカル
（958）

ロイヤル
（566）

ビーチデイ
（239）

バーズオブプレイ
（355）

●ツバ幅：7-9cm、ネックケープ：13-15.5cm
●UVカット（UPF50+）　
●クラウン ベンチレーション
●スマートストラップ（取り外し可）
●ストレッチフィット　●撥水防汚加工
●サイズ調整可　
●Bluesign生地（ソリッドのみ）

カラー／ビーチデイ（239）、オーシャンライフ（516）、
　　　   ピンクトロピカル（958）、ブロッサム（320）、
　　　　バーズオブプレイ（355）、ロイヤル（566）
サイズ／ M：50～53cm、L：53～56cm　
重　量／51g　
素　材／《ソリッドカラー》 ナイロン：100％　
　　　　《プリント》 ポリエステル：100％
生産国／ベトナム製

キッズプレイハット
¥4,290（税抜価格：￥3,900）

S2D01061

キッズのベストセラーモデル！]
公園や水遊びなど太陽の下で遊ぶのが大好きなキッズたちを、
夏の強い紫外線から守ります。

安全ストラップUVカット

ライトニング
（609）

ワイルドフラワー
（610）

元気なキッズにピッタリのスポーティーキャップ！！
耐久性にも優れ、ネックケープは取り外しも可能です

●UVカット（UPF50+）　●取り外し可能なネックケープ
●撥水防汚加工　●サイズ調整可　●クラッシャブル仕様　●Bluesign生地

カラー／ライトニング（609）、ワイルドフラワー（610）　
サイズ／L：53～56cm　重量／53.9g　
素　材／《メイン》 ナイロン：100％　《クラウンメッシュ》 ポリエステル：100％

キッズサンチェイサーキャップ
¥3,960（税抜価格：￥3,600）

S2D04396

UVカット

NEW
color NEW

color

NEW
color

NEW
color
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MADE IN NEPALMADE IN NEPAL

MOUNTAINSHIP DESIGN
Stretch Hike Pants

撥水加工
4WAY
ストレッチ

撥水加工
4WAY
ストレッチ

ナチュラル/マウンテン
（284）

アドベンチャー アヘッド/デニム
（510）

エクスプローラー/キャニオン
（711）

ライズアンドシャイン/チャコール 
（312）

●ツバ幅：6.5cm●刺繍ﾊ ｯ゚ﾁアートワーク●100%リサイクルの本体生地とメッシュ
●ストレッチバックサイジング●本体とツバはPFASフリーの耐久撥水加工
●bluesign認証の本体生地と吸汗速乾汗止めバンド

カラー／エクスプローラー/キャニオン（711）、アドベンチャー アヘッド/デニム（510）、
ライズアンドシャイン/チャコール （312）

サイズ／M/L50～56cm　重量／70g　
素　材／本体/100%ナイロン、メッシュ部/100%ポリエステル、
　　　　頭頂部内側/100%ポリエステル
生産国／ベトナム製

キッズフィールグッドトラッカー
¥3,960（税抜価格：￥3,600）

S2D04968

S2D04971

S2D04969

夏の暑い日にもおすすめの速乾素材のメッシュキャップ。

キッズ麦わらハットのＮＥＷモデル！
ぜひお父さんお母さんとお揃いでどうぞ。

●ツバ・頭頂部：UVカット（UPF 50+）
●ツバ幅：8.5cm
●100%天然麦わら
●あご紐付（調整可能）
●汗止めバンド

カラー／ナチュラル/マウンテン（284）
サイズ／L（ワンサイズ）：53～56cm　重量／106g　
素　材／麦わら100%
生産国／中国製

キッズサンガーディアンハット
¥3,630（税抜価格：￥3,300）

S2D22623

UVカット

NEW

NEW

「マウンテンシップデザイン」
日本人が使いやすいようにこだわった、ケンコー社の

オリジナルブランドです。

日本でデザインされヒマラヤ山脈を

有するネパールで生産しています。

ブランド名には、山を通じて、

感じたり、築いてゆく、様々な

 「情熱」や「極め」… 

そんな想いを込めました。 

私達はこのブランドを 

「マウンテンシップデザイン」と

名付けました。

メンズ　ストレッチハイクパンツ
￥13,750（税別価格：￥12,500）

MDM1001 

カラー／ブラック、オリーブ
サイズ／S、M、L、XL、XXL 
素　材／ナイロン88%、ポリウレタン12% 
原産国：ネパール 

ウィメンズ　ストレッチハイクパンツ
￥13,750（税別価格：￥12,500）

MDW1001

カラー／ブラック、オリーブ  
サイズ／Ｓ、Ｍ、Ｌ
素　材／ナイロン69%、ポリウレタン12%
原産国：ネパール

 【デザインのポイント】
●ウエストのベルトは取り外し可能で、自分のお気に入りのベルトを使用するためのベルトループも備
えます。（Ｍ’ｓのみ） 

●日本人の体形に合わせたサイズ感。
●すっきりとした細めのシルエットながら、立体裁断と４WAYストレッチで動きやすさも実現。
●左右のハンドポケットと左右のヒップポケット（男女共通）、男性用は右足太ももにもカーゴポケット
を装備して、収納力も抜群。

●全てのポケットにはジッパー付きで、行動中も安心です。

 ウエスト
ヒップ
股下
ウエスト
ヒップ
股下

メンズ

ウィメンズ

S
68-80
96
77
64-74
96 
69 

M
73-86
100
77
68-78
104
72

L
80-92
104
78
72-82
106
73

XL
84-96
108
80

XXL
90-103
108
80

（単位：cm）

オリーブ（OV）ブラック（BK）

NEW
color

NEW
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全てのポケットにはファスナー付きで、
　 貴重品の収納も安心です。
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MADE IN NEPALMADE IN NEPAL

MOUNTAINSHIP DESIGN
Stretch Hike Pants

撥水加工
4WAY
ストレッチ

撥水加工
4WAY
ストレッチ

ナチュラル/マウンテン
（284）

アドベンチャー アヘッド/デニム
（510）

エクスプローラー/キャニオン
（711）

ライズアンドシャイン/チャコール 
（312）

●ツバ幅：6.5cm●刺繍ﾊ ｯ゚ﾁアートワーク●100%リサイクルの本体生地とメッシュ
●ストレッチバックサイジング●本体とツバはPFASフリーの耐久撥水加工
●bluesign認証の本体生地と吸汗速乾汗止めバンド

カラー／エクスプローラー/キャニオン（711）、アドベンチャー アヘッド/デニム（510）、
ライズアンドシャイン/チャコール （312）

サイズ／M/L50～56cm　重量／70g　
素　材／本体/100%ナイロン、メッシュ部/100%ポリエステル、
　　　　頭頂部内側/100%ポリエステル
生産国／ベトナム製

キッズフィールグッドトラッカー
¥3,960（税抜価格：￥3,600）

S2D04968

S2D04971

S2D04969

夏の暑い日にもおすすめの速乾素材のメッシュキャップ。

キッズ麦わらハットのＮＥＷモデル！
ぜひお父さんお母さんとお揃いでどうぞ。

●ツバ・頭頂部：UVカット（UPF 50+）
●ツバ幅：8.5cm
●100%天然麦わら
●あご紐付（調整可能）
●汗止めバンド

カラー／ナチュラル/マウンテン（284）
サイズ／L（ワンサイズ）：53～56cm　重量／106g　
素　材／麦わら100%
生産国／中国製

キッズサンガーディアンハット
¥3,630（税抜価格：￥3,300）

S2D22623

UVカット

NEW

NEW

「マウンテンシップデザイン」
日本人が使いやすいようにこだわった、ケンコー社の

オリジナルブランドです。

日本でデザインされヒマラヤ山脈を

有するネパールで生産しています。

ブランド名には、山を通じて、

感じたり、築いてゆく、様々な

 「情熱」や「極め」… 

そんな想いを込めました。 

私達はこのブランドを 

「マウンテンシップデザイン」と

名付けました。

メンズ　ストレッチハイクパンツ
￥13,750（税別価格：￥12,500）

MDM1001 

カラー／ブラック、オリーブ
サイズ／S、M、L、XL、XXL 
素　材／ナイロン88%、ポリウレタン12% 
原産国：ネパール 

ウィメンズ　ストレッチハイクパンツ
￥13,750（税別価格：￥12,500）

MDW1001

カラー／ブラック、オリーブ  
サイズ／Ｓ、Ｍ、Ｌ
素　材／ナイロン69%、ポリウレタン12%
原産国：ネパール

 【デザインのポイント】
●ウエストのベルトは取り外し可能で、自分のお気に入りのベルトを使用するためのベルトループも備
えます。（Ｍ’ｓのみ） 

●日本人の体形に合わせたサイズ感。
●すっきりとした細めのシルエットながら、立体裁断と４WAYストレッチで動きやすさも実現。
●左右のハンドポケットと左右のヒップポケット（男女共通）、男性用は右足太ももにもカーゴポケット
を装備して、収納力も抜群。

●全てのポケットにはジッパー付きで、行動中も安心です。

 ウエスト
ヒップ
股下
ウエスト
ヒップ
股下

メンズ

ウィメンズ

S
68-80
96
77
64-74
96 
69 

M
73-86
100
77
68-78
104
72

L
80-92
104
78
72-82
106
73

XL
84-96
108
80

XXL
90-103
108
80

（単位：cm）

オリーブ（OV）ブラック（BK）

NEW
color

NEW
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We’re FITS socks.
FITSでは、古き良き方法と最新の技術を使った方法、異なる方法で物事を行います。 アメリカ国内製造の卓越した伝統を生かし、私たちは量よりも
品質を重視しています。 一般的なソックスよりも1.5倍から2倍もの手間と時間をかけて、入手可能な最高の素材を使用して、長く使えるお気に入り
を作ります。 私たちの仕事はとてもシンプルです。最もフィットし、最も快適なソックスをお届けすることです。 あなたにとって完璧なソックスを見
つけるのがこれまでになく簡単になりました。全てのソックスは温かい家族経営の工場で、徹底した品質管理体制のものに生産されています。
工場のあるアメリカ・テネシー州のニオタという町は100年以上のソックス生産の歴史があります。

フルコンタクトフィット™ システム
FITSの天然素材と化繊の絶妙な構造は、あらゆるアクティビティとあらゆる足に完璧なレベルのクッション性、通気性、伸縮性、快適さを提供します。
この結果、これまでに履いたソックスの中で最も快適だと感じて頂けることでしょう。

独自の段階的なコンプレッションがふくらはぎから足
首を包み込み、ソックスがズレ落ちるのを防ぎます。
足部分にも採用されており、ソックスが靴の中でたる
んで気持ち悪いなんてことはもうありません。

MADE IN THE USA

フルコンタクトカフ

ウールは、天然の抗菌性、吸湿発散性、難燃性の繊維
です。自然界の中で最も優れた幅広い用途で使われ
ている繊維の1つです。

メリノウールのパフォーマンス

つま先の独特の立体的な形で指が動きやすく超快
適。よれたりしないので快適です。
「Ｙ」の縫製が見えますか？  これがつま先の超快適
の秘密です。

ダイナミックトゥカップ

湿気を体から逃がし、冬は暖かくドライに、
夏は涼しくドライに保ちます。

吸湿性と通気性

とても深いヒールポケットがかかとをしっか
り収めてロックしてくれるので超安心快適。
ソックスがよれて気持ち悪いようなことがな
くあなたのパフォーマンスを助けます。 「Ｙ」
の縫製が見えますか？ これがかかとの超快

適の秘密です。

ヒールロック

フィッツには様々なクッションレベルがあ
ります。

ソックスの主なクッションゾーンが足と
足首をサポートし、他には真似できない

唯一無二の快適さを提供します。

スマートクッション

Medium Hiker Crew
ミディアムハイカークルー（中厚手）

世界でも珍しい18.5μmの極細ウールを使用した、非常にソフトな履き心地が特徴の人気No1ソック
ス。裏地を全てパイル編みにすることで、ハイキングやトレッキングで安心のクッション性を提供。この
モデルは2011年にフィッツのウールソックスとして初めて日本で紹介されました。この発売より10年以
上、この心地良さでリピーター続出のモデルです。

F1015

F1015

タイガーリリー
（020）

エッグプラント2
（580）

チャコール
(015)

ライトグレー
(060)

非常に柔らかい履き心地を提供する、18.5μmの極細
ウールを使用。抜群のフィット感とソフトな肌触りで人々
を魅了する、フィッツのベストセラーモデル。

足が感動するソフトな履き心地
Hiker Series  ハイカーシリーズ

F1001

F1001

レッド
(700)

フィンチ
(720)

ジュノー
(３00)

ツーソン
(280)

F1001

コール
(011)

ブラウン
(200)

ネイビー
(411)

ストーン
(261)

ブラック
(000)

サイズ／S、M、L　　　
素　材／メリノウール70％、ナイロン22％、
　　　　ポリエステル6％、ライクラスバンデックス2％
生産国／アメリカ製　

ミディアムハイカークルー 
 ¥3,740（税抜価格：￥3,400）

FEATURES

CUSHION
ZONE

MERINO
WOOL
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We’re FITS socks.
FITSでは、古き良き方法と最新の技術を使った方法、異なる方法で物事を行います。 アメリカ国内製造の卓越した伝統を生かし、私たちは量よりも
品質を重視しています。 一般的なソックスよりも1.5倍から2倍もの手間と時間をかけて、入手可能な最高の素材を使用して、長く使えるお気に入り
を作ります。 私たちの仕事はとてもシンプルです。最もフィットし、最も快適なソックスをお届けすることです。 あなたにとって完璧なソックスを見
つけるのがこれまでになく簡単になりました。全てのソックスは温かい家族経営の工場で、徹底した品質管理体制のものに生産されています。
工場のあるアメリカ・テネシー州のニオタという町は100年以上のソックス生産の歴史があります。

フルコンタクトフィット™ システム
FITSの天然素材と化繊の絶妙な構造は、あらゆるアクティビティとあらゆる足に完璧なレベルのクッション性、通気性、伸縮性、快適さを提供します。
この結果、これまでに履いたソックスの中で最も快適だと感じて頂けることでしょう。

独自の段階的なコンプレッションがふくらはぎから足
首を包み込み、ソックスがズレ落ちるのを防ぎます。
足部分にも採用されており、ソックスが靴の中でたる
んで気持ち悪いなんてことはもうありません。

MADE IN THE USA

フルコンタクトカフ

ウールは、天然の抗菌性、吸湿発散性、難燃性の繊維
です。自然界の中で最も優れた幅広い用途で使われ
ている繊維の1つです。

メリノウールのパフォーマンス

つま先の独特の立体的な形で指が動きやすく超快
適。よれたりしないので快適です。
「Ｙ」の縫製が見えますか？  これがつま先の超快適
の秘密です。

ダイナミックトゥカップ

湿気を体から逃がし、冬は暖かくドライに、
夏は涼しくドライに保ちます。

吸湿性と通気性

とても深いヒールポケットがかかとをしっか
り収めてロックしてくれるので超安心快適。
ソックスがよれて気持ち悪いようなことがな
くあなたのパフォーマンスを助けます。 「Ｙ」
の縫製が見えますか？ これがかかとの超快

適の秘密です。

ヒールロック

フィッツには様々なクッションレベルがあ
ります。

ソックスの主なクッションゾーンが足と
足首をサポートし、他には真似できない

唯一無二の快適さを提供します。

スマートクッション

Medium Hiker Crew
ミディアムハイカークルー（中厚手）

世界でも珍しい18.5μmの極細ウールを使用した、非常にソフトな履き心地が特徴の人気No1ソック
ス。裏地を全てパイル編みにすることで、ハイキングやトレッキングで安心のクッション性を提供。この
モデルは2011年にフィッツのウールソックスとして初めて日本で紹介されました。この発売より10年以
上、この心地良さでリピーター続出のモデルです。

F1015

F1015

タイガーリリー
（020）

エッグプラント2
（580）

チャコール
(015)

ライトグレー
(060)

非常に柔らかい履き心地を提供する、18.5μmの極細
ウールを使用。抜群のフィット感とソフトな肌触りで人々
を魅了する、フィッツのベストセラーモデル。

足が感動するソフトな履き心地
Hiker Series  ハイカーシリーズ

F1001

F1001

レッド
(700)

フィンチ
(720)

ジュノー
(３00)

ツーソン
(280)

F1001

コール
(011)

ブラウン
(200)

ネイビー
(411)

ストーン
(261)

ブラック
(000)

サイズ／S、M、L　　　
素　材／メリノウール70％、ナイロン22％、
　　　　ポリエステル6％、ライクラスバンデックス2％
生産国／アメリカ製　

ミディアムハイカークルー 
 ¥3,740（税抜価格：￥3,400）

FEATURES

CUSHION
ZONE

MERINO
WOOL
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MTコール
(012)

MTチャコール
(078)

Light  Hiker Crew
ライトハイカークルー（中厚手）

18.5μmの極細ウールを使用し、ソフトな履き心地がクセになる通年ソックス。
クッションは足裏に限定しているのでタウンユースでも使いやすく、普段の靴下としても愛用する
ユーザーが多い。もちろんトレッキングなどでも活躍します。

サイズ／S、M、L　
素　材／メリノウール65%、ナイロン27%、
　　　　ポリエステル6%、
　　　　ライクラスパンデックス2%
生産国／アメリカ製

ライトハイカークルー  
 ¥3,630（税抜価格：￥3,300）

F1002

コール
(011)

ストーン
(261)

フィンチ
(720)

ツーソン
(２８０)

F1002

F1002

F1058

F1058

FEATURES

CUSHION
ZONE

MERINO
WOOL

RFコール
(020)

MTストーン
(290)

RFブラウン
(200)

F1061

F1061

ハイカーシリーズの短い丈（くるぶし丈）です。
夏のハイキングや、トレイルランニングにおすすめ。
アウトドアだけではなくあなたのライフスタイルに積極的に
取り入れてください。

サイズ／S、M、L　
素　材／メリノウール70％、ナイロン23％、
　　　　ポリエステル4％、
　　　　ライクラスバンデックス3％
生産国／アメリカ製

ライトハイカークォーター
 ¥3,080（税抜価格：￥2,800）

F1003

F1003

オーシャン
（404）

コール
（011）

ブラウン
（200）

ストーン
（261）

Light Hiker Quarter
ライトハイカークォーター（中厚手）
FEATURES

CUSHION
ZONE

MERINO
WOOL

Heavy Expedition Boot
ヘビーエクスペディションブーツ（厚手）
23μmのウールを使った丈夫さが強みの厚手ソックス。  高さのあるパイル編みを裏面に施し、最もクッション性と保温性に優れます。ハードな登山靴と相性が良く、冬季登山
にもおススメです。

サイズ／S、M、L　
素　材／メリノウール74％、ナイロン13％、アクリル8％、ポリエステル3％、ライクラスバンデックス2％
生産国／アメリカ製

ヘビーエクスペディションブーツ 
¥3,520（税抜価格：￥3,200）

F1008

登山はもちろん、寒い季節の普段履きにもおすすめです。

FEATURES

CUSHION
ZONE

MERINO
WOOL

コール
（011）

ブラック
（000）

ライトブラウン
（234）

ネイビー
（411）

スリーズ
（698）

ミネラルブルー
（401）

ソリッドコヨーテ
（213）

フィッツソックス最大の魅力であるフィット感はそのままに、ハイ
カーシリーズよりも太いウールを使用することで耐久性を向上。
ヘビーユーザー急増中。

Medium Rugged Crew
ミディアムラグドクルー（中厚手）
23μmのウールを使用した中厚ソックス。抜群のフィット感と共に、耐久性を最も重視するハードユーザーから人気を得ているスタンダードな1足。
繰り返しの使用でも摩耗が少ない丈夫さが魅力。

丈夫で強い、だから快適
Rugged Series  ラグドシリーズ

サイズ／S、M、L　　
素　材／メリノウール69％、ナイロン24％、ポリエステル4％、ライクラスバンデックス3％
生産国／アメリカ製

ミディアムラグドクルー 
 ¥3,190（税抜価格：￥2,900）

F1005

F1005

FEATURES

CUSHION
ZONE

コール
(011)

ライトブラウン
(234)

ブラック
(000)

ソリッドコヨーテ
(213)

エッグプラント
(570)

F1200

F1200

Performance Trail Quarter
パフォーマンストレイルクォーター（中厚手）

100km越えのロングのトレイルランニング、アドベンチャーレースにおすすめです。
ソックスに汗、雨や川の水を吸ってしまって走り続けてもストレスを感じにくく履き替える
必要が少なく使えます。カフを二重折りにすることで砂や砂利の侵入を大幅カット。
甲部分には通気性を良くするメッシュパネルを配置。足裏はパイル編みのクッションで衝
撃を和らげます。

サイズ／S、M、L　
素　材／メリノウール58%、ナイロン32%、ポリエステル7%、
　　　　ライクラスパンデックス3%　生産国／アメリカ製

パフォーマンストレイルクォーター 
¥3,080（税抜価格：￥2,800）

F1206

ナチュラル／クラシックブルー
(123)

F1006

ライトグレー
(050)

チャコール
(015)

FEATURES

CUSHION
ZONE

MERINO
WOOL
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MTコール
(012)

MTチャコール
(078)

Light  Hiker Crew
ライトハイカークルー（中厚手）

18.5μmの極細ウールを使用し、ソフトな履き心地がクセになる通年ソックス。
クッションは足裏に限定しているのでタウンユースでも使いやすく、普段の靴下としても愛用する
ユーザーが多い。もちろんトレッキングなどでも活躍します。

サイズ／S、M、L　
素　材／メリノウール65%、ナイロン27%、
　　　　ポリエステル6%、
　　　　ライクラスパンデックス2%
生産国／アメリカ製

ライトハイカークルー  
 ¥3,630（税抜価格：￥3,300）

F1002

コール
(011)

ストーン
(261)

フィンチ
(720)

ツーソン
(２８０)

F1002

F1002

F1058

F1058

FEATURES

CUSHION
ZONE

MERINO
WOOL
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(290)
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(200)
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サイズ／S、M、L　
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 ¥3,080（税抜価格：￥2,800）

F1003

F1003

オーシャン
（404）

コール
（011）

ブラウン
（200）

ストーン
（261）

Light Hiker Quarter
ライトハイカークォーター（中厚手）
FEATURES

CUSHION
ZONE

MERINO
WOOL

Heavy Expedition Boot
ヘビーエクスペディションブーツ（厚手）
23μmのウールを使った丈夫さが強みの厚手ソックス。  高さのあるパイル編みを裏面に施し、最もクッション性と保温性に優れます。ハードな登山靴と相性が良く、冬季登山
にもおススメです。

サイズ／S、M、L　
素　材／メリノウール74％、ナイロン13％、アクリル8％、ポリエステル3％、ライクラスバンデックス2％
生産国／アメリカ製

ヘビーエクスペディションブーツ 
¥3,520（税抜価格：￥3,200）
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登山はもちろん、寒い季節の普段履きにもおすすめです。

FEATURES

CUSHION
ZONE

MERINO
WOOL
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（234）
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（411）
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ミネラルブルー
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（213）

フィッツソックス最大の魅力であるフィット感はそのままに、ハイ
カーシリーズよりも太いウールを使用することで耐久性を向上。
ヘビーユーザー急増中。

Medium Rugged Crew
ミディアムラグドクルー（中厚手）
23μmのウールを使用した中厚ソックス。抜群のフィット感と共に、耐久性を最も重視するハードユーザーから人気を得ているスタンダードな1足。
繰り返しの使用でも摩耗が少ない丈夫さが魅力。

丈夫で強い、だから快適
Rugged Series  ラグドシリーズ

サイズ／S、M、L　　
素　材／メリノウール69％、ナイロン24％、ポリエステル4％、ライクラスバンデックス3％
生産国／アメリカ製

ミディアムラグドクルー 
 ¥3,190（税抜価格：￥2,900）

F1005

F1005

FEATURES

CUSHION
ZONE

コール
(011)

ライトブラウン
(234)

ブラック
(000)

ソリッドコヨーテ
(213)

エッグプラント
(570)

F1200

F1200

Performance Trail Quarter
パフォーマンストレイルクォーター（中厚手）

100km越えのロングのトレイルランニング、アドベンチャーレースにおすすめです。
ソックスに汗、雨や川の水を吸ってしまって走り続けてもストレスを感じにくく履き替える
必要が少なく使えます。カフを二重折りにすることで砂や砂利の侵入を大幅カット。
甲部分には通気性を良くするメッシュパネルを配置。足裏はパイル編みのクッションで衝
撃を和らげます。

サイズ／S、M、L　
素　材／メリノウール58%、ナイロン32%、ポリエステル7%、
　　　　ライクラスパンデックス3%　生産国／アメリカ製

パフォーマンストレイルクォーター 
¥3,080（税抜価格：￥2,800）

F1206

ナチュラル／クラシックブルー
(123)

F1006

ライトグレー
(050)

チャコール
(015)

FEATURES

CUSHION
ZONE

MERINO
WOOL
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クォーター クルー ブーツ OTC
（冬のスキーソックス）

■ソール厚さ表記について
本カタログ上ではスタックハイトを表記します。
スタックハイトは足裏から地面までの距離を指す数値です。
ゼロシューズではアウトソールとインソールの厚み、
またその中間に位置するストロール（中板）の厚みを表記、
その合計をスタックハイトとしています。
ゼロシューズがどれだけ地面に近いシューズなのかを
この数値からもみることができます。

S
オレンジ

M
ブルー

L
グリーン

18.5ミクロン
高品質超快適
極細ウール

23.5ミクロン
高品質ウール

（つま先、かかと）

60ミクロン
人の髪の毛
の太さ

厳選された優れた素材：フィッツのハイカーシリーズは市場にある他のソックスよりもとても高品質なメリ
ノウールを使用しています。ソックスの大部分に18.5ミクロンの極細メリノウールを使用しています。か
かととつま先には23.5ミクロンを使用し耐久性をあげています。これにより、より優れたフィット感、よ
り高い快適性、より高い耐久性のあるソックスとなります。ラグドシリーズには強度、肌触りのバランス
のとれた、こだわりの23.5ミクロンのメリノウールを採用。

Superior Materials

Style Guide

Size Chart

スタイルガイド：フィッツの丈の長さのガイドです。ソックスを選ぶときの参考にしてください。

サイズチャート：色付きのサイズチャートで正しいあなたのフィッツソックスのサイズを選んでください。

Easy-Care
ご家庭の洗濯機で洗っていただけます

・ソックスは裏返して洗濯してください　・漂白剤、柔軟剤は使用しないでください
・乾燥機不可　・アイロン不可

Instagram: @xeroshoes_japan

We believe in feet!
足は身体の基礎・基盤となる部分です。
体中の骨と関節のうち、じつに４分の１が足にあります。
そして手の指先同様、多くの末梢神経が集中しており、情報を敏感に感じ取るセンサーの役割を持っています。
どのように立ち、どのように歩くことが最も自然なのか、頭で考えるより先に、足は感じる力を備えています。
そんな優秀な機能を持った足の動きを妨げずに、自然な動きを実現させるためには靴選びが重要となります。
ゼロシューズは私たちの足を信じ、足の機能を最大限に活かすことができる靴を作り続けます。

ゆとりのあるつま先構造で自然なフィット感を実現。
「バランスをとる」「踏み出す」「踏ん張る」などの動作
に欠かせない指の動きを妨げません。
親指から小指までのびのびと動かすことが可能です。

ゼロシューズの特徴
ナチュラルフィット

「私たちは足を信じています！」

つま先とかかとの高低差が全くないゼロドロップ構
造で、素足で立っているのと同じ姿勢を実現。
また5～10㎜と非常に薄いソール構造で地面との距
離もとても近く、よりダイレクト感を感じることがで
きます。

ナチュラルフィール

足をサポートするような機能はほとんどありません。
足の動きにしなやかに追従するやわらかさ。自由に、
自然に足を動かすことができる開放感を楽しんでく
ださい。

ナチュラルモーション

から

始めよう

つま先のラインのカラーでサイズが分かります。

洗濯は
  簡単です！

77 　フィッツ／ソックス ゼロシューズ/ナチュラルフットウェア　78



クォーター クルー ブーツ OTC
（冬のスキーソックス）

■ソール厚さ表記について
本カタログ上ではスタックハイトを表記します。
スタックハイトは足裏から地面までの距離を指す数値です。
ゼロシューズではアウトソールとインソールの厚み、
またその中間に位置するストロール（中板）の厚みを表記、
その合計をスタックハイトとしています。
ゼロシューズがどれだけ地面に近いシューズなのかを
この数値からもみることができます。

S
オレンジ

M
ブルー

L
グリーン

18.5ミクロン
高品質超快適
極細ウール

23.5ミクロン
高品質ウール

（つま先、かかと）

60ミクロン
人の髪の毛
の太さ

厳選された優れた素材：フィッツのハイカーシリーズは市場にある他のソックスよりもとても高品質なメリ
ノウールを使用しています。ソックスの大部分に18.5ミクロンの極細メリノウールを使用しています。か
かととつま先には23.5ミクロンを使用し耐久性をあげています。これにより、より優れたフィット感、よ
り高い快適性、より高い耐久性のあるソックスとなります。ラグドシリーズには強度、肌触りのバランス
のとれた、こだわりの23.5ミクロンのメリノウールを採用。

Superior Materials

Style Guide

Size Chart

スタイルガイド：フィッツの丈の長さのガイドです。ソックスを選ぶときの参考にしてください。

サイズチャート：色付きのサイズチャートで正しいあなたのフィッツソックスのサイズを選んでください。

Easy-Care
ご家庭の洗濯機で洗っていただけます

・ソックスは裏返して洗濯してください　・漂白剤、柔軟剤は使用しないでください
・乾燥機不可　・アイロン不可

Instagram: @xeroshoes_japan

We believe in feet!
足は身体の基礎・基盤となる部分です。
体中の骨と関節のうち、じつに４分の１が足にあります。
そして手の指先同様、多くの末梢神経が集中しており、情報を敏感に感じ取るセンサーの役割を持っています。
どのように立ち、どのように歩くことが最も自然なのか、頭で考えるより先に、足は感じる力を備えています。
そんな優秀な機能を持った足の動きを妨げずに、自然な動きを実現させるためには靴選びが重要となります。
ゼロシューズは私たちの足を信じ、足の機能を最大限に活かすことができる靴を作り続けます。

ゆとりのあるつま先構造で自然なフィット感を実現。
「バランスをとる」「踏み出す」「踏ん張る」などの動作
に欠かせない指の動きを妨げません。
親指から小指までのびのびと動かすことが可能です。

ゼロシューズの特徴
ナチュラルフィット

「私たちは足を信じています！」

つま先とかかとの高低差が全くないゼロドロップ構
造で、素足で立っているのと同じ姿勢を実現。
また5～10㎜と非常に薄いソール構造で地面との距
離もとても近く、よりダイレクト感を感じることがで
きます。

ナチュラルフィール

足をサポートするような機能はほとんどありません。
足の動きにしなやかに追従するやわらかさ。自由に、
自然に足を動かすことができる開放感を楽しんでく
ださい。

ナチュラルモーション

から

始めよう

つま先のラインのカラーでサイズが分かります。

洗濯は
  簡単です！
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ゼロシューズの原点、サンダルシリーズ。
薄いソールで大地の起伏を敏感に感じるだけでなく、空気感も敏感に感じ取ることができます。
限りなく素足に近いその履き心地と抜群の開放感を体感してください。

AQUA CLOUD
アクアクラウド

ACM

重   量（片足）／147g（27.0㎝）　カラー／ブラック（BLK）、ブルーサファイア（BSA）、
セーフティーイエロー（SYW）、ベチバーグリーン（VGN）　サイズ（メンズ） ／M6（24㎝）～M11（29㎝）1cm刻み
ソール厚 ／スタックハイト：6.5ｍｍ（ソールベース：4.5㎜ ソールラグ：2.0㎜）

重   量（片足）／130g（27.0㎝） カラー／ブラック（BLK）、ビタースウィートレッド（BSW）、グリザイユ（GSL）、
ソーダライトブルー（SUB）　サイズ（ユニセックス） ／M5/W6（23.0㎝）～M11/W12（29.0㎝）1サイズ刻み
ソール厚 ／スタックハイト：4.8ｍｍ（ソールベース：2.8㎜ ソールラグ：2.0㎜）

M's アクアクラウド  ¥8,140（税抜価格：￥7,400） ACW

カラー／ブラック（BLK）、ブルーグロウ（BGL）、モックオレンジ（MOG）
サイズ（レディース） ／W5（22㎝）～W8（25㎝）1cm刻み
ソール厚 ／スタックハイト：6.5ｍｍ（ソールベース：4.5㎜ ソールラグ：2.0㎜）

W's アクアクラウド  ¥8,140（税抜価格：￥7,400）

ソールを一新しクラウドが進化しました！アクアの名
の通り、ウォータースポーツでのグリップを向上する
新ソールパターンを採用。フットベットのベアフォー
ムもヒール部まで延長されより快適性が向上。まさに
クラウド（雲）のような履き心地に！

サンダル

GENESIS
ジェネシス

ゼロシューズの原点となる非常にシンプルなモデル。シンプルだからこ
そ自分の身体を使う感覚をより感じ取ることができ、ナチュラルムーブ
メントを実感しやすいモデルになっています。

NEW
color NEW

color

NEW
color

NEW
color

NEW
color

NEW
color

GEN ジェネシス  ¥7,260（税抜価格：￥6,600）

ブラック
（BLK）

ビタースウィートレッド
（BSW）

ソーダライトブルー
（SUB）

グリザイユ
（GSL）

ブルーサファイア
（BSA）

ブラック（M’sW’s）
（BLK）

モックオレンジ（W’s）
（MOG）

セーフティーイエロー（M’s）
（SYW）

ベチバーグリーン（M’s）
（VGN）

ブルーグロウ（W’s）
（BGL）

Z-TREK II 
Ｚ-トレックⅡ

ZKM

ZKW

重   量（片足）／204g（27.0㎝）　
カラー／ブラック（BLK）、フォレスト（FGN）、ブラウン（BRN）、ナゲット、（NGT）
サイズ（メンズ） ／M6（24㎝）～M11（29㎝）1cm刻み
ソール厚 ／スタックハイト：6.0ｍｍ（ソールベース：4.0㎜ ソールラグ：2.0㎜）

M’s Ｚ-トレックⅡ  ¥9,240（税抜価格：￥8,400）

カラー／ブラック（BLK）、グリーン（GRN）、ポーセレンブルー（POR）
サイズ（レディース） ／W5（22㎝）～W８（25㎝）1㎝刻み
ソール厚 ／スタックハイト：6.0ｍｍ（ソールベース：4.0㎜ ソールラグ：2.0㎜）

W’s Ｚ-トレックⅡ  ¥9,240（税抜価格：￥8,400）

最も多用途に使用できるモデルでシーズン、シチュエー
ション問わず一年中履きたくな る1足です。
リサイクル素材を採用したテープは非常にしなやかで、
かつチューブラー構 造のため足当たりがとても自然で
優しいのが特徴です。素足でもソックスを履いても使 え
るデザインで場所やシーズンの制限を受けません。

ナゲット（M’s）
（NGT）

ポーセレンブルー（W’s）
（POR）

ブラウン（M’s）
（BRN）

グリーン（W’s）
（GRN）

フォレスト（M’s）
（FGN）

ブラック（M’s）
（BLK）

ブラック（W’s）
（BLK）

Z-TRAIL EV 
Ｚ-トレイルEV

NABOSO TRAIL
ナボソトレイル

耐久性に優れたオリジナルのFeelTrue®ソール、軽さと
フレックスの軸となるEVAミッドソール、足あたりの優し
さを生み出すトップシートと3層構造のソール構造が抜
群の快適性と開放感を生み出します。テープにはリサイ
クルナイロンを採用、環境への配慮も忘れません。

フットベットの細かな突起が足裏の感覚器官
を刺激し本来の足の機能を弾き出してくれま
す。Zトレイルのスタイルをベースにしながら
ソールを薄くししなやかな履き心地となって
います。

TTW

重   量（片足）／122g（24.0㎝）
カラー／マルチブラック（MBLK）、ダスティローズ（DSR）、マゼンタ（MAG）、
サイズ（レディース）／W5（22㎝）～W８（25㎝）1㎝刻み
ソール厚 ／スタックハイト：11.0ｍｍ（ソールベース：7.0㎜ ソールラグ：4.0㎜） 

W's ＺトレイルEV   ¥12,100（税抜価格：￥11,000）

TTM

重   量（片足）／147g（27.0㎝）　
カラー／マルチブラック（MBLK）、マルチブラウン（MBRN）、
ソーダライトブルー（SBU）、フォレスト（FGN）、ベティバーグリーン（VGN）　
サイズ（メンズ） ／M6（24㎝）～M11（29㎝）1㎝刻み 
ソール厚 ／スタックハイト：11.0ｍｍ（ソールベース：7.0㎜ ソールラグ：4.0㎜）

M's ＺトレイルEV  ¥12,100（税抜価格：￥11,000）

NTW

カラー／コールブラック（CBBK）
サイズ（レディース）／W5（22㎝）～W８（25㎝）1㎝刻み
ソール厚 ／スタックハイト：8.5ｍｍ（ソールベース：6.5㎜ ソールラグ：2.0㎜）

W's ナボソトレイル   ¥14,960（税抜価格：￥13,600）
NTM

重   量（片足）／153g（27.0㎝）　
カラー／コールブラック（CBBK）
サイズ（メンズ） ／M6（24㎝）～M11（29㎝）1㎝刻み 
ソール厚 ／スタックハイト：8.5ｍｍ（ソールベース：6.5㎜ ソールラグ：2.0㎜）

M's ナボソトレイル  ¥14,960（税抜価格：￥13,600）

マルチブラック（M’s）
（MBLK）

マルチブラウン（M’s）
（MBRN）

ソーダライトブルー（M’s）
（SBU）

ベティバーグリーン（M’s）
（VGN）

フォレスト（M’s）
（FGN）

マルチブラック（W’s）
（MBLK）

コールブラック（M’s）
（CBBK）

コールブラック（W’s）
（CBBK）

ダスティローズ（W’s）
（DSR）

マゼンタ（W’s）
（MAG）

NEW
color

NEW
color

NEW
color

NEW
color

NEW
color

トップシート
突起が足裏を刺
激。足裏の感覚
器官を呼び覚ま
してくれます。
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ゼロシューズの原点、サンダルシリーズ。
薄いソールで大地の起伏を敏感に感じるだけでなく、空気感も敏感に感じ取ることができます。
限りなく素足に近いその履き心地と抜群の開放感を体感してください。

AQUA CLOUD
アクアクラウド

ACM

重   量（片足）／147g（27.0㎝）　カラー／ブラック（BLK）、ブルーサファイア（BSA）、
セーフティーイエロー（SYW）、ベチバーグリーン（VGN）　サイズ（メンズ） ／M6（24㎝）～M11（29㎝）1cm刻み
ソール厚 ／スタックハイト：6.5ｍｍ（ソールベース：4.5㎜ ソールラグ：2.0㎜）

重   量（片足）／130g（27.0㎝） カラー／ブラック（BLK）、ビタースウィートレッド（BSW）、グリザイユ（GSL）、
ソーダライトブルー（SUB）　サイズ（ユニセックス） ／M5/W6（23.0㎝）～M11/W12（29.0㎝）1サイズ刻み
ソール厚 ／スタックハイト：4.8ｍｍ（ソールベース：2.8㎜ ソールラグ：2.0㎜）

M's アクアクラウド  ¥8,140（税抜価格：￥7,400） ACW

カラー／ブラック（BLK）、ブルーグロウ（BGL）、モックオレンジ（MOG）
サイズ（レディース） ／W5（22㎝）～W8（25㎝）1cm刻み
ソール厚 ／スタックハイト：6.5ｍｍ（ソールベース：4.5㎜ ソールラグ：2.0㎜）

W's アクアクラウド  ¥8,140（税抜価格：￥7,400）

ソールを一新しクラウドが進化しました！アクアの名
の通り、ウォータースポーツでのグリップを向上する
新ソールパターンを採用。フットベットのベアフォー
ムもヒール部まで延長されより快適性が向上。まさに
クラウド（雲）のような履き心地に！

サンダル

GENESIS
ジェネシス

ゼロシューズの原点となる非常にシンプルなモデル。シンプルだからこ
そ自分の身体を使う感覚をより感じ取ることができ、ナチュラルムーブ
メントを実感しやすいモデルになっています。

NEW
color NEW

color

NEW
color

NEW
color

NEW
color

NEW
color

GEN ジェネシス  ¥7,260（税抜価格：￥6,600）

ブラック
（BLK）

ビタースウィートレッド
（BSW）

ソーダライトブルー
（SUB）

グリザイユ
（GSL）

ブルーサファイア
（BSA）

ブラック（M’sW’s）
（BLK）

モックオレンジ（W’s）
（MOG）

セーフティーイエロー（M’s）
（SYW）

ベチバーグリーン（M’s）
（VGN）

ブルーグロウ（W’s）
（BGL）

Z-TREK II 
Ｚ-トレックⅡ

ZKM

ZKW

重   量（片足）／204g（27.0㎝）　
カラー／ブラック（BLK）、フォレスト（FGN）、ブラウン（BRN）、ナゲット、（NGT）
サイズ（メンズ） ／M6（24㎝）～M11（29㎝）1cm刻み
ソール厚 ／スタックハイト：6.0ｍｍ（ソールベース：4.0㎜ ソールラグ：2.0㎜）

M’s Ｚ-トレックⅡ  ¥9,240（税抜価格：￥8,400）

カラー／ブラック（BLK）、グリーン（GRN）、ポーセレンブルー（POR）
サイズ（レディース） ／W5（22㎝）～W８（25㎝）1㎝刻み
ソール厚 ／スタックハイト：6.0ｍｍ（ソールベース：4.0㎜ ソールラグ：2.0㎜）

W’s Ｚ-トレックⅡ  ¥9,240（税抜価格：￥8,400）

最も多用途に使用できるモデルでシーズン、シチュエー
ション問わず一年中履きたくな る1足です。
リサイクル素材を採用したテープは非常にしなやかで、
かつチューブラー構 造のため足当たりがとても自然で
優しいのが特徴です。素足でもソックスを履いても使 え
るデザインで場所やシーズンの制限を受けません。

ナゲット（M’s）
（NGT）

ポーセレンブルー（W’s）
（POR）

ブラウン（M’s）
（BRN）

グリーン（W’s）
（GRN）

フォレスト（M’s）
（FGN）

ブラック（M’s）
（BLK）

ブラック（W’s）
（BLK）

Z-TRAIL EV 
Ｚ-トレイルEV

NABOSO TRAIL
ナボソトレイル

耐久性に優れたオリジナルのFeelTrue®ソール、軽さと
フレックスの軸となるEVAミッドソール、足あたりの優し
さを生み出すトップシートと3層構造のソール構造が抜
群の快適性と開放感を生み出します。テープにはリサイ
クルナイロンを採用、環境への配慮も忘れません。

フットベットの細かな突起が足裏の感覚器官
を刺激し本来の足の機能を弾き出してくれま
す。Zトレイルのスタイルをベースにしながら
ソールを薄くししなやかな履き心地となって
います。

TTW

重   量（片足）／122g（24.0㎝）
カラー／マルチブラック（MBLK）、ダスティローズ（DSR）、マゼンタ（MAG）、
サイズ（レディース）／W5（22㎝）～W８（25㎝）1㎝刻み
ソール厚 ／スタックハイト：11.0ｍｍ（ソールベース：7.0㎜ ソールラグ：4.0㎜） 

W's ＺトレイルEV   ¥12,100（税抜価格：￥11,000）

TTM

重   量（片足）／147g（27.0㎝）　
カラー／マルチブラック（MBLK）、マルチブラウン（MBRN）、
ソーダライトブルー（SBU）、フォレスト（FGN）、ベティバーグリーン（VGN）　
サイズ（メンズ） ／M6（24㎝）～M11（29㎝）1㎝刻み 
ソール厚 ／スタックハイト：11.0ｍｍ（ソールベース：7.0㎜ ソールラグ：4.0㎜）

M's ＺトレイルEV  ¥12,100（税抜価格：￥11,000）

NTW

カラー／コールブラック（CBBK）
サイズ（レディース）／W5（22㎝）～W８（25㎝）1㎝刻み
ソール厚 ／スタックハイト：8.5ｍｍ（ソールベース：6.5㎜ ソールラグ：2.0㎜）

W's ナボソトレイル   ¥14,960（税抜価格：￥13,600）
NTM

重   量（片足）／153g（27.0㎝）　
カラー／コールブラック（CBBK）
サイズ（メンズ） ／M6（24㎝）～M11（29㎝）1㎝刻み 
ソール厚 ／スタックハイト：8.5ｍｍ（ソールベース：6.5㎜ ソールラグ：2.0㎜）

M's ナボソトレイル  ¥14,960（税抜価格：￥13,600）

マルチブラック（M’s）
（MBLK）

マルチブラウン（M’s）
（MBRN）

ソーダライトブルー（M’s）
（SBU）

ベティバーグリーン（M’s）
（VGN）

フォレスト（M’s）
（FGN）

マルチブラック（W’s）
（MBLK）

コールブラック（M’s）
（CBBK）

コールブラック（W’s）
（CBBK）

ダスティローズ（W’s）
（DSR）

マゼンタ（W’s）
（MAG）

NEW
color

NEW
color

NEW
color

NEW
color

NEW
color

トップシート
突起が足裏を刺
激。足裏の感覚
器官を呼び覚ま
してくれます。
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サポートアスリート
ラグビー　青木蘭選手使用モデル

サポートアスリート
ボクシング

栗原慶太選手使用モデル TERRA FLEX II
テラフレックスⅡ

TFM M's テラフレックスⅡ  ¥16,500（税抜価格：￥15,000） 

フォレスト（M’s）
（FGN）

ブラック（M’s）
（BLK）

素足感覚を存分に味わえる
ナチュラルランニングシューズ。
フラットなソールでロードランニングはもちろん、
ジムトレーニングやフィットネス、お散歩やウォーキングなど
マルチに対応するシリーズです。

ランニング・
フィットネスシューズ

PRIO
プリオ

プリオはあなたが行うすべてに対応するもっとも多用途で快適なシュー
ズです。ランニング、ウォーキング、ハイキング、フィットネスジム、スラッ
クライン、日常生活 など幅いろいシーンで活躍します。「気が付いたら
プリオしか履いていないかも」と いう日が続くくらいに。オンもオフもす
べてをこなすオールラウンダー、迷ったらま ずはプリオから。

PRM

重   量（片足）／243g（27.０㎝）
カラー／ブラック/ホワイト（BLW）、ブラック（BLK）、アスファルトブルー（ASB）、ルナー（LNR）　
サイズ（メンズ） ／M6.5（24.5㎝）～M11（29.0㎝）0.5㎝刻み　ソール厚 ／スタックハイト：
11.5ｍｍ（ソールベース：3.5㎜ ソールラグ：2.0㎜ インソール：3.0㎜ 、ストロール3.0㎜）　生産国／中国製 

M's プリオ  ¥12,980（税抜価格：￥11,800） PRW
重   量（片足）／181g（24.０㎝）
カラー／ブラック/ホワイト（BLW）、ブラック（BLK）、ルナー（LNR）　
サイズ（レディース） ／W5（22.0㎝）～W８（25.0㎝）0.5㎝刻み　ソール厚 ／スタックハイト：
11.5ｍｍ（ソールベース：3.5㎜ ソールラグ：2.0㎜ インソール：3.0㎜ 、ストロール3.0㎜）　生産国／中国製 

W's プリオ  ¥12,980（税抜価格：￥11,800）

ブラック（M’s）
（BLK）

ブラック／ホワイト（M’s）
（BLW）

ルナー（M’s）
（LNR）

ブラック（W’s）
（BLK）

ルナー（W’s）
（LNR）

ブラック／ホワイト（W’s）
（BLW）

HFS
エイチエフエス

「HFS」は「HappyFeetShoes」「HyperFlexibleSoles」の略です。 5.9oz / 210g（M9）と軽量なHFSは、その軽さだけで
はなくソールやアッパーも手抜きはありません。タイヤにインスパイアされたトレッドパターンが足元の安定性とグリップ
を確保、また吸湿発散性のある裏地と通気性のあるメッシュが足を涼しく保ちます。ランニングシューズとして、またジム
フィットネス等の室内履きとしても活躍する シューズです。

HFM

重   量（片足）／209g（27.0㎝）　カラー／ピューター（PWT）、ブラック（BLK）、ドーングレー（DGY）、ビクト
リーブルー/サルファー（VBS）　サイズ（メンズ） ／M6.5（24.5㎝）～M11（29.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚：
5.5mm　ソール厚 ／スタックハイト：11.5ｍｍ（ソールベース：2.0㎜ ソールラグ：3.0㎜ インソール：3.5㎜
ストロール3.0㎜）　生産国／中国製

M's エイチエフエス  ¥16,280（税抜価格：￥14,800）
HFW

重   量（片足）／165g（24.0㎝）　カラー／スチールグレー（STG）、ブラック（BLK）、
ソーダライトブルー/ピンクグロー（W’s）　サイズ（レディース） ／W5.5（22.0㎝）～W８（25.0㎝）0.5㎝刻み、
ソール厚：5.5mm　ソール厚 ／スタックハイト：11.5ｍｍ（ソールベース：2.0㎜ ソールラグ：3.0㎜ インソール：
3.5㎜ストロール3.0㎜）　生産国／中国製

W's エイチエフエス   ¥16,280（税抜価格：￥14,800）

ブラック（M’s）
（BLK）

ビクトリーブルー/
サルファー（M’s）
（VBS）

ピューター（M’s）
（PWT）

ドーングレー（M’s）
（DGY）

ソーダライトブルー/
ピンクグロー（W’s）

（SBP）

ブラック（W’s）
（BLK）

スチールグレー（W’s）
（STG）

360 スリーシックスティ
360はアグレッシブなトレーニングに取り組む足元にピッタリの1足です。応答性の高い全方向性のト
レッドにより、あらゆる動きに対して優れたトラクションが得られます。高耐久メッシュアッパーは通気性
を確保するだけでなく、伸びが少ない素材感を採用することで耐久性と全方位の動きに対してのレス｠
ポンスの良さを実現しています。

TSM

重   量（片足）／252g（27.0㎝）　カラー／アスファルト（ASP）、スチールグレ／
タイム（SGT）、ネイビー（NAV）　サイズ（メンズ） ／M6.5（24.5㎝）～M11（29.0
㎝）0.5㎝刻み　ソール厚 ／スタックハイト：13.5ｍｍ（ソールベース：5.0㎜ 
ソールラグ：2.0㎜ インソール：2.0㎜ ストロール3.0㎜）　生産国／中国製 

M's 360  ¥15,950（税抜価格：￥14,500） 

TSW

重   量（片足）／215g（24.0㎝）　カラー／アスファルト（ASP）
サイズ（レディース） ／W5.5（22.0㎝）～W８（25.0㎝）0.5㎝刻み　
ソール厚 ／スタックハイト：13.5ｍｍ（ソールベース：5.0㎜ ソールラグ：2.0㎜ 
インソール：2.0㎜ ストロール3.0㎜）　生産国／中国製 

W's 360  ¥15,950（税抜価格：￥14,500）
アスファルト（M’s）

（ASP）

アスファルト（W’s）
（ASP）

ネイビー（M’s）
（NAV）

スチールグレー/タイム（M’s）
（SGT）

MESATRAIL II

テラフレックス２はアッパーの保護性能としなやかさの
バランスをとった軽量トレイルシューズです。溶着によ
る補強と深いラグで悪路での走破性を実現しつつ、ゼロ 
シューズらしい軽快さを残しています。ソールの内側に
3mmのTrailFoam™が隠れているため、ちょっとした
ギャップはかき消してくれます。自然と調和するナチュラ 
ルなデザイン、カラーリングもテラフレックス２ならでは
の魅力です。

MesaTrailIIはアッパー構造をアップデートし、より進化しました。つま先とサイド ウォールの
補強を従来よりも薄く、より丈夫で耐久性のある溶着補強に変更しました。またメッシュアッ
パーも変更しより通気性が向上しました。従来品の良さも受け継ぎ、吸湿発散性のある裏地
やシューレースと連動したサイドのサポート機能は健在 です。薄くて頑丈なFeelTrue®ソー
ルで足元をしっかりと感じつつ、内側に隠された3mmTrailFoam™レイヤーが急な突き上げ
や大荷物での衝撃を和らげます。

重   量（片足）／252ｇ(27.0cm)
カラー／ブラック（BLK）、フォレスト（FGN）　サイズ（メンズ）／M6.5（24.5㎝）～M11（29.0㎝）0.5㎝刻み
ソール厚 ／スタックハイト：12.5ｍｍ（ソールベース：2.5㎜ ソールラグ：4.9㎜ インソール：3.0㎜　
　　　　　ストロール3.0㎜）　
生産国／中国製 

重   量（片足）／232.5ｇ（27.0㎝）
カラー／フォレスト（FGN）、スチールグレーオレンジ（SGO）
サイズ／M7.0（25.0ｃｍ）～M11.0（29.0ｃｍ）0.5㎝刻み
生産国／中国製

MEM M's メサトレイルⅡ    ¥16,500（税抜価格：￥15,000）

トレイルシューズ

素足感覚を存分に味わえる
ナチュラルランニングシューズ。
フラットなソールでロードランニングはもちろん、
ジムトレーニングやフィットネス、お散歩やウォー
キングなどマルチに対応するシリーズです。

メサトレイルⅡ

重   量（片足）／181.4ｇ（27.0㎝）
カラー／ダークグレーサファイア（DGS）
サイズ／W5.5（22.5ｃｍ）～W8.0（25.0ｃｍ）0.5㎝刻み
生産国／中国製

W's メサトレイルⅡ    ¥16,500（税抜価格：￥15,000）

スチールグレー/オレンジ（M’s）
（SGO）

フォレスト（M’s）
（FGN）

ダークグレーサファイア（W’s）
（DGS）

【共通仕様】
ソール厚 ／スタックハイト11.5ｍｍ（ソールベース2ｍｍ
ソールラグ3.5ｍｍインソール3.5ｍｍストロール2.5ｍｍ）

NEW
color

NEW
color
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サポートアスリート
ラグビー　青木蘭選手使用モデル

サポートアスリート
ボクシング

栗原慶太選手使用モデル TERRA FLEX II
テラフレックスⅡ

TFM M's テラフレックスⅡ  ¥16,500（税抜価格：￥15,000） 

フォレスト（M’s）
（FGN）

ブラック（M’s）
（BLK）

素足感覚を存分に味わえる
ナチュラルランニングシューズ。
フラットなソールでロードランニングはもちろん、
ジムトレーニングやフィットネス、お散歩やウォーキングなど
マルチに対応するシリーズです。

ランニング・
フィットネスシューズ

PRIO
プリオ

プリオはあなたが行うすべてに対応するもっとも多用途で快適なシュー
ズです。ランニング、ウォーキング、ハイキング、フィットネスジム、スラッ
クライン、日常生活 など幅いろいシーンで活躍します。「気が付いたら
プリオしか履いていないかも」と いう日が続くくらいに。オンもオフもす
べてをこなすオールラウンダー、迷ったらま ずはプリオから。

PRM

重   量（片足）／243g（27.０㎝）
カラー／ブラック/ホワイト（BLW）、ブラック（BLK）、アスファルトブルー（ASB）、ルナー（LNR）　
サイズ（メンズ） ／M6.5（24.5㎝）～M11（29.0㎝）0.5㎝刻み　ソール厚 ／スタックハイト：
11.5ｍｍ（ソールベース：3.5㎜ ソールラグ：2.0㎜ インソール：3.0㎜ 、ストロール3.0㎜）　生産国／中国製 

M's プリオ  ¥12,980（税抜価格：￥11,800） PRW
重   量（片足）／181g（24.０㎝）
カラー／ブラック/ホワイト（BLW）、ブラック（BLK）、ルナー（LNR）　
サイズ（レディース） ／W5（22.0㎝）～W８（25.0㎝）0.5㎝刻み　ソール厚 ／スタックハイト：
11.5ｍｍ（ソールベース：3.5㎜ ソールラグ：2.0㎜ インソール：3.0㎜ 、ストロール3.0㎜）　生産国／中国製 

W's プリオ  ¥12,980（税抜価格：￥11,800）

ブラック（M’s）
（BLK）

ブラック／ホワイト（M’s）
（BLW）

ルナー（M’s）
（LNR）

ブラック（W’s）
（BLK）

ルナー（W’s）
（LNR）

ブラック／ホワイト（W’s）
（BLW）

HFS
エイチエフエス

「HFS」は「HappyFeetShoes」「HyperFlexibleSoles」の略です。 5.9oz / 210g（M9）と軽量なHFSは、その軽さだけで
はなくソールやアッパーも手抜きはありません。タイヤにインスパイアされたトレッドパターンが足元の安定性とグリップ
を確保、また吸湿発散性のある裏地と通気性のあるメッシュが足を涼しく保ちます。ランニングシューズとして、またジム
フィットネス等の室内履きとしても活躍する シューズです。

HFM

重   量（片足）／209g（27.0㎝）　カラー／ピューター（PWT）、ブラック（BLK）、ドーングレー（DGY）、ビクト
リーブルー/サルファー（VBS）　サイズ（メンズ） ／M6.5（24.5㎝）～M11（29.0㎝）0.5㎝刻み、ソール厚：
5.5mm　ソール厚 ／スタックハイト：11.5ｍｍ（ソールベース：2.0㎜ ソールラグ：3.0㎜ インソール：3.5㎜
ストロール3.0㎜）　生産国／中国製

M's エイチエフエス  ¥16,280（税抜価格：￥14,800）
HFW

重   量（片足）／165g（24.0㎝）　カラー／スチールグレー（STG）、ブラック（BLK）、
ソーダライトブルー/ピンクグロー（W’s）　サイズ（レディース） ／W5.5（22.0㎝）～W８（25.0㎝）0.5㎝刻み、
ソール厚：5.5mm　ソール厚 ／スタックハイト：11.5ｍｍ（ソールベース：2.0㎜ ソールラグ：3.0㎜ インソール：
3.5㎜ストロール3.0㎜）　生産国／中国製

W's エイチエフエス   ¥16,280（税抜価格：￥14,800）

ブラック（M’s）
（BLK）

ビクトリーブルー/
サルファー（M’s）
（VBS）

ピューター（M’s）
（PWT）

ドーングレー（M’s）
（DGY）

ソーダライトブルー/
ピンクグロー（W’s）

（SBP）

ブラック（W’s）
（BLK）

スチールグレー（W’s）
（STG）

360 スリーシックスティ
360はアグレッシブなトレーニングに取り組む足元にピッタリの1足です。応答性の高い全方向性のト
レッドにより、あらゆる動きに対して優れたトラクションが得られます。高耐久メッシュアッパーは通気性
を確保するだけでなく、伸びが少ない素材感を採用することで耐久性と全方位の動きに対してのレス｠
ポンスの良さを実現しています。

TSM

重   量（片足）／252g（27.0㎝）　カラー／アスファルト（ASP）、スチールグレ／
タイム（SGT）、ネイビー（NAV）　サイズ（メンズ） ／M6.5（24.5㎝）～M11（29.0
㎝）0.5㎝刻み　ソール厚 ／スタックハイト：13.5ｍｍ（ソールベース：5.0㎜ 
ソールラグ：2.0㎜ インソール：2.0㎜ ストロール3.0㎜）　生産国／中国製 

M's 360  ¥15,950（税抜価格：￥14,500） 

TSW

重   量（片足）／215g（24.0㎝）　カラー／アスファルト（ASP）
サイズ（レディース） ／W5.5（22.0㎝）～W８（25.0㎝）0.5㎝刻み　
ソール厚 ／スタックハイト：13.5ｍｍ（ソールベース：5.0㎜ ソールラグ：2.0㎜ 
インソール：2.0㎜ ストロール3.0㎜）　生産国／中国製 

W's 360  ¥15,950（税抜価格：￥14,500）
アスファルト（M’s）

（ASP）

アスファルト（W’s）
（ASP）

ネイビー（M’s）
（NAV）

スチールグレー/タイム（M’s）
（SGT）

MESATRAIL II

テラフレックス２はアッパーの保護性能としなやかさの
バランスをとった軽量トレイルシューズです。溶着によ
る補強と深いラグで悪路での走破性を実現しつつ、ゼロ 
シューズらしい軽快さを残しています。ソールの内側に
3mmのTrailFoam™が隠れているため、ちょっとした
ギャップはかき消してくれます。自然と調和するナチュラ 
ルなデザイン、カラーリングもテラフレックス２ならでは
の魅力です。

MesaTrailIIはアッパー構造をアップデートし、より進化しました。つま先とサイド ウォールの
補強を従来よりも薄く、より丈夫で耐久性のある溶着補強に変更しました。またメッシュアッ
パーも変更しより通気性が向上しました。従来品の良さも受け継ぎ、吸湿発散性のある裏地
やシューレースと連動したサイドのサポート機能は健在 です。薄くて頑丈なFeelTrue®ソー
ルで足元をしっかりと感じつつ、内側に隠された3mmTrailFoam™レイヤーが急な突き上げ
や大荷物での衝撃を和らげます。

重   量（片足）／252ｇ(27.0cm)
カラー／ブラック（BLK）、フォレスト（FGN）　サイズ（メンズ）／M6.5（24.5㎝）～M11（29.0㎝）0.5㎝刻み
ソール厚 ／スタックハイト：12.5ｍｍ（ソールベース：2.5㎜ ソールラグ：4.9㎜ インソール：3.0㎜　
　　　　　ストロール3.0㎜）　
生産国／中国製 

重   量（片足）／232.5ｇ（27.0㎝）
カラー／フォレスト（FGN）、スチールグレーオレンジ（SGO）
サイズ／M7.0（25.0ｃｍ）～M11.0（29.0ｃｍ）0.5㎝刻み
生産国／中国製

MEM M's メサトレイルⅡ    ¥16,500（税抜価格：￥15,000）

トレイルシューズ

素足感覚を存分に味わえる
ナチュラルランニングシューズ。
フラットなソールでロードランニングはもちろん、
ジムトレーニングやフィットネス、お散歩やウォー
キングなどマルチに対応するシリーズです。

メサトレイルⅡ

重   量（片足）／181.4ｇ（27.0㎝）
カラー／ダークグレーサファイア（DGS）
サイズ／W5.5（22.5ｃｍ）～W8.0（25.0ｃｍ）0.5㎝刻み
生産国／中国製

W's メサトレイルⅡ    ¥16,500（税抜価格：￥15,000）

スチールグレー/オレンジ（M’s）
（SGO）

フォレスト（M’s）
（FGN）

ダークグレーサファイア（W’s）
（DGS）

【共通仕様】
ソール厚 ／スタックハイト11.5ｍｍ（ソールベース2ｍｍ
ソールラグ3.5ｍｍインソール3.5ｍｍストロール2.5ｍｍ）

NEW
color

NEW
color
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XCURSION FUSION
エクスカージョンフュージョン

完全防水のハイキングモデル。しなやかな履き心地の中に適度なホー
ルド感があり、長時間の歩行に安心感を与えてくれます。デイハイクか
らロングハイクまでこの一足で幅広くこなすオールマイティシューズ
です。

XFM

重   量（片足）／374g（27.0㎝）
カラー／ブラックチタニウム（BTM）、バイソン（BIS）
サイズ（メンズ） ／M6.5（24.5㎝）～M11（29.0㎝）0.5㎝刻み
ソール厚 ／スタックハイト：16.0ｍｍ（ソールベース：6.0㎜ ソールラグ：4.0㎜ インソール：3.5㎜ 
　　　　　ストロール2.5㎜）
生産国／中国製 

M's エクスカージョンフュージョン  ¥19,800（税抜価格：￥18,000） XFW

重   量（片足）／297g（24.0㎝）
カラー／ブラックチタニウム（BTM）、アスファルト（ASP）
サイズ（レディース） ／W5（22.0㎝）～W８.5（25.5㎝）0.5㎝刻み
ソール厚 ／スタックハイト：16.0ｍｍ（ソールベース：6.0㎜ ソールラグ：4.0㎜ インソール：3.5㎜ 
　　　　　ストロール2.5㎜）
生産国／中国製 

W's エクスカージョンフュージョン  ¥19,800（税抜価格：￥18,000）

ブラックチタニウム（W’s）
（BTM）

バイソン（M’s）
（BIS）

アスファルト（W’s）
（ASP）

ブラックチタニウム（M’s）
（BTM）

AQUA X SPORTS
アクアＸスポーツ

Aqua X Sportは、未知数の可能性を秘めたシューズです。基本性能であるウォー
タ―シューズとしての機能として速乾性の裏地、非吸水性のタング、つま先ガード
の排水口などを装備。 調整可能なスピードレースシステムは、簡単にフィット感を
調整できるだけでなくシューレースが解けてしまうトラブルや、逆に水を含んで解
けなくなってしまうトラブルも解消します。また、ソールはベストセラーのメサトレ
イルと同じソール構造で未舗装路も対応。川や湖へのアプローチも楽々こなしま
す。川遊び、カヤック、トレイルラン、ハイキング、キャンプ、日常使い、その他まだ
見ぬ使い方を秘めた1足です。

ARM

重   量（片足）／221ｇ(27.0cm)
カラー／ブルー/イエロー（BLY）、スチールグレー／ブルー（SGB）、
　　　   ブラック（BLK）
サイズ（メンズ） ／M6.5（24.5㎝）～M11（29.0㎝）0.5㎝刻み
ソール厚 ／スタックハイト：12.0ｍｍ（ソールベース：2.0㎜ ソールラグ：3.5㎜ インソール：3.5㎜
　　　　　ストロール3.0㎜）
生産国／中国製

M's アクアXスポーツ  ¥13,200（税抜価格：￥12,000）
ARW

重   量（片足）／204ｇ(24.0cm)
カラー／ブラック（BLK）
サイズ（レディース） ／W5（22.0㎝）～W８.5（25.5㎝）0.5㎝刻み
ソール厚 ／スタックハイト：12.0ｍｍ（ソールベース：2.0㎜ ソールラグ：3.5㎜ インソール：3.5㎜ 
　　　　　ストロール3.0㎜）
生産国／中国製 

W's アクアXスポーツ  ¥13,200（税抜価格：￥12,000）

ブラック（M’s・W’s）
（BLK）

ブルー/イエロー（M’s）
（BLY）

スチールグレー／ブルー（M’s）
（SGB）

ライフスタイルにゼロシューズを取り入れることがナチュラルムーブメントを身につける近道。
シンプルでナチュラルなデザインが休日のラフなスタイルにマッチします。

ライフスタイルシューズ

APTOS
アプトス

シンプルなスリップオンスタイルのシューズ。生育が早く
環境にやさしい素材として注目されているヘンプをアッ
パー素材に採用。履き心地だけでなくライフスタイルもよ
り自然に近づくことができる1足です。

APM

重   量（片足）／229g(27.0cm)
カラー／ブラック（BLK）、アスファルト（ASP）
サイズ（メンズ） ／M6.5（24.5㎝）～M11（29.0㎝）0.5㎝刻み　ソール厚 ／スタックハイト：12.0ｍｍ
（ソールベース：3.5㎜ ソールラグ：2.5㎜ インソール：3.0㎜ ストロール3.0㎜）
生産国／中国製 

M's アプトス  ¥8,800（税抜価格：￥8,000） APW

重   量（片足）／176g(24.0cm)
カラー／ブラック（BLK）、スペクトラグリーン（SGN）
サイズ（レディース） ／W5.5（22.5㎝）～W8.0（25.0㎝）0.5㎝刻み　ソール厚 ／スタックハイト：12.0ｍ
ｍ（ソールベース：3.5㎜ ソールラグ：2.5㎜ インソール：3.0㎜ ストロール3.0㎜）
生産国／中国製 

W's アプトス  ¥8,800（税抜価格：￥8,000）

ブラック（M’sW’s）
（BLK）

スペクトラグリーン（W’s）
（SGN）

アスファルト（W’s）
（ASP）

HANA HEMP ハナヘンプ
生育が早く環境にやさしい素材として注目されているヘンプをアッパー
素材に採用したカジュアルモデル。履き心地だけでなくライフスタイル
もより自然に近づくことができる1足です。

HHM

重   量（片足）／223g（27.0㎝）
カラー／ブラック（BLK）、チャコール（CHR）
サイズ（メンズ） ／M7.5（25.5㎝）～M11（29.0㎝）0.5㎝刻み
ソール厚 ／スタックハイト：12.0ｍｍ（ソールベース：3.5㎜ ソールラグ：2.0㎜ インソール：3.5㎜ ストロール3.0㎜）
生産国／中国製 

M's ハナヘンプ  ¥12,100（税抜価格：￥11,000）

ブラック（M’s）
（BLK）

チャコール（M’s）
（CHR）

NEW
color

NEW
color
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XCURSION FUSION
エクスカージョンフュージョン

完全防水のハイキングモデル。しなやかな履き心地の中に適度なホー
ルド感があり、長時間の歩行に安心感を与えてくれます。デイハイクか
らロングハイクまでこの一足で幅広くこなすオールマイティシューズ
です。

XFM

重   量（片足）／374g（27.0㎝）
カラー／ブラックチタニウム（BTM）、バイソン（BIS）
サイズ（メンズ） ／M6.5（24.5㎝）～M11（29.0㎝）0.5㎝刻み
ソール厚 ／スタックハイト：16.0ｍｍ（ソールベース：6.0㎜ ソールラグ：4.0㎜ インソール：3.5㎜ 
　　　　　ストロール2.5㎜）
生産国／中国製 

M's エクスカージョンフュージョン  ¥19,800（税抜価格：￥18,000） XFW

重   量（片足）／297g（24.0㎝）
カラー／ブラックチタニウム（BTM）、アスファルト（ASP）
サイズ（レディース） ／W5（22.0㎝）～W８.5（25.5㎝）0.5㎝刻み
ソール厚 ／スタックハイト：16.0ｍｍ（ソールベース：6.0㎜ ソールラグ：4.0㎜ インソール：3.5㎜ 
　　　　　ストロール2.5㎜）
生産国／中国製 

W's エクスカージョンフュージョン  ¥19,800（税抜価格：￥18,000）

ブラックチタニウム（W’s）
（BTM）

バイソン（M’s）
（BIS）

アスファルト（W’s）
（ASP）

ブラックチタニウム（M’s）
（BTM）

AQUA X SPORTS
アクアＸスポーツ

Aqua X Sportは、未知数の可能性を秘めたシューズです。基本性能であるウォー
タ―シューズとしての機能として速乾性の裏地、非吸水性のタング、つま先ガード
の排水口などを装備。 調整可能なスピードレースシステムは、簡単にフィット感を
調整できるだけでなくシューレースが解けてしまうトラブルや、逆に水を含んで解
けなくなってしまうトラブルも解消します。また、ソールはベストセラーのメサトレ
イルと同じソール構造で未舗装路も対応。川や湖へのアプローチも楽々こなしま
す。川遊び、カヤック、トレイルラン、ハイキング、キャンプ、日常使い、その他まだ
見ぬ使い方を秘めた1足です。

ARM

重   量（片足）／221ｇ(27.0cm)
カラー／ブルー/イエロー（BLY）、スチールグレー／ブルー（SGB）、
　　　   ブラック（BLK）
サイズ（メンズ） ／M6.5（24.5㎝）～M11（29.0㎝）0.5㎝刻み
ソール厚 ／スタックハイト：12.0ｍｍ（ソールベース：2.0㎜ ソールラグ：3.5㎜ インソール：3.5㎜
　　　　　ストロール3.0㎜）
生産国／中国製

M's アクアXスポーツ  ¥13,200（税抜価格：￥12,000）
ARW

重   量（片足）／204ｇ(24.0cm)
カラー／ブラック（BLK）
サイズ（レディース） ／W5（22.0㎝）～W８.5（25.5㎝）0.5㎝刻み
ソール厚 ／スタックハイト：12.0ｍｍ（ソールベース：2.0㎜ ソールラグ：3.5㎜ インソール：3.5㎜ 
　　　　　ストロール3.0㎜）
生産国／中国製 

W's アクアXスポーツ  ¥13,200（税抜価格：￥12,000）

ブラック（M’s・W’s）
（BLK）

ブルー/イエロー（M’s）
（BLY）

スチールグレー／ブルー（M’s）
（SGB）

ライフスタイルにゼロシューズを取り入れることがナチュラルムーブメントを身につける近道。
シンプルでナチュラルなデザインが休日のラフなスタイルにマッチします。

ライフスタイルシューズ

APTOS
アプトス

シンプルなスリップオンスタイルのシューズ。生育が早く
環境にやさしい素材として注目されているヘンプをアッ
パー素材に採用。履き心地だけでなくライフスタイルもよ
り自然に近づくことができる1足です。

APM

重   量（片足）／229g(27.0cm)
カラー／ブラック（BLK）、アスファルト（ASP）
サイズ（メンズ） ／M6.5（24.5㎝）～M11（29.0㎝）0.5㎝刻み　ソール厚 ／スタックハイト：12.0ｍｍ
（ソールベース：3.5㎜ ソールラグ：2.5㎜ インソール：3.0㎜ ストロール3.0㎜）
生産国／中国製 

M's アプトス  ¥8,800（税抜価格：￥8,000） APW

重   量（片足）／176g(24.0cm)
カラー／ブラック（BLK）、スペクトラグリーン（SGN）
サイズ（レディース） ／W5.5（22.5㎝）～W8.0（25.0㎝）0.5㎝刻み　ソール厚 ／スタックハイト：12.0ｍ
ｍ（ソールベース：3.5㎜ ソールラグ：2.5㎜ インソール：3.0㎜ ストロール3.0㎜）
生産国／中国製 

W's アプトス  ¥8,800（税抜価格：￥8,000）

ブラック（M’sW’s）
（BLK）

スペクトラグリーン（W’s）
（SGN）

アスファルト（W’s）
（ASP）

HANA HEMP ハナヘンプ
生育が早く環境にやさしい素材として注目されているヘンプをアッパー
素材に採用したカジュアルモデル。履き心地だけでなくライフスタイル
もより自然に近づくことができる1足です。

HHM

重   量（片足）／223g（27.0㎝）
カラー／ブラック（BLK）、チャコール（CHR）
サイズ（メンズ） ／M7.5（25.5㎝）～M11（29.0㎝）0.5㎝刻み
ソール厚 ／スタックハイト：12.0ｍｍ（ソールベース：3.5㎜ ソールラグ：2.0㎜ インソール：3.5㎜ ストロール3.0㎜）
生産国／中国製 

M's ハナヘンプ  ¥12,100（税抜価格：￥11,000）

ブラック（M’s）
（BLK）

チャコール（M’s）
（CHR）

NEW
color

NEW
color
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ゼロシューズはFeelTrue®ソールに対して5,000マイル（8,000㎞）の使用まで
保証をさせて頂きます。

FeelTrue®ソールが5,000マイル使用前に残り1㎜となった場合
（かかとやつま先のエッジ部分ではなく、あくまでもソール。Zトレイルはラバー部分のみ）、保証の対象となります。

詳しくはケンコー社までお問い合わせください。
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レディース

基本的に購入されたお客様とケンコー社で
直接やり取りさせていただきます

　　 ・ 購入店、購入時期、使用用途、使用距離など確認
　　 ・ 商品をケンコー社に送付いただき状態確認
　　 ・ 対応方法をケンコー社よりご連絡

流れ
・ この保証は「アウトソール」のみに適用されます。ヒモまたはアクセサリ
には無効です。

・ 温度変化による損傷は対象外です。（暑い車の中や日光にさらすなど）
・ 保証は最初の購入者にのみ有効、譲渡されたものには無効となります。
・ 弊社は予告なしにいつでもこの保証条件を更新または変更する権利を
保有します。

注意

SUNRISE サンライズ
サンライズはあなたの究極の旅の道連れです。いつも玄関先にいるサンライズをバッ ク
パックに入れたり、出張カバンに入れたり、キャンプ道具と一緒にカバンに詰めたり、車の
助手席に放り込んだり。アッパーは触り心地抜群のマイクロファイバー製。 滑らかな感触
で履き心地は抜群、ヒール部分を踏んでもまるでもともとスリッパだったかのような自然
な履き心地です。

ベアフットシューズ、サンダルのイメージとして
「あんな薄いソールの靴で走れるなんてすごい」
「レベルの高い人が履くシューズなんでしょ？」
「まだは私はゼロシュースを履く脚力がないから・・・」
というお声をよく耳にします。
しかしゼロシューズは、初心者の方や歩き·走りに悩みを持った方にも履いていただきたいと思っています。
わたしたち人間の身体は外的環境に自然と週応します。
クッションやサポートに優れた靴を履けば無意識にそれに頼ります。逆にクッションやサポートを無くすことで自らバラ
ンスを整えようと身体は適応していきます。
その能力を引き出すのに最適なシューズがゼロシューズです。自分の身体を信じて、まずは履いてみませんか？
「ゼロシューズを履く」という事を目標にする必要はありません。
履くことがスタートです。

ベアフットシューズ、サンダルのイメージとして
「あんな薄いソールの靴で走れるなんてすごい」
「レベルの高い人が履くシューズなんでしょ？」
「まだは私はゼロシュースを履く脚力がないから・・・」
というお声をよく耳にします。
しかしゼロシューズは、初心者の方や歩き·走りに悩みを持った方にも履いていただきたいと思っています。
わたしたち人間の身体は外的環境に自然と週応します。
クッションやサポートに優れた靴を履けば無意識にそれに頼ります。逆にクッションやサポートを無くすことで自らバラ
ンスを整えようと身体は適応していきます。
その能力を引き出すのに最適なシューズがゼロシューズです。自分の身体を信じて、まずは履いてみませんか？
「ゼロシューズを履く」という事を目標にする必要はありません。
履くことがスタートです。

ゼロシューズを履くことが
　　　　　スタートです

ゼロシューズを履くことが
　　　　　スタートです

NEW

DILLON ディロン
ディロンは、オーソドックスなスニーカーのシルエットながらXeroDNAが注ぎ込まれ
た1足です。足を滑り込ませればその柔軟で自然な履き心地に、「これはゼロシューズ 
だ！」と気づくはず。サラッと自然にゼロシューズを履く、シンプルなミニマリストライフス
タイルにピッタリのモデルです。

NEW

SRM

重   量（片足）／159g（27.0㎝）
カラー／ブラウン（BRN）、グレー（GTY）
サイズ（メンズ） ／M7（25.0㎝）～M10（28.0㎝）0.5㎝刻み
ソール厚 ／スタックハイト：9.5㎜（ソール：3.5㎜ ソストロール：2.5㎜ インソール：3.5㎜）
生産国／中国製 

M's サンライズ  ¥7,920（税抜価格：￥7,200） SRW

カラー／フォレスト（FGN）
サイズ（レディース） ／W5.5（22.5㎝）～W8（25.0㎝）0.5㎝刻み
ソール厚 ／スタックハイト：9.5㎜（ソール：3.5㎜ ソストロール：2.5㎜ インソール：3.5㎜）
生産国／中国製 

W's サンライズ  ¥7,920（税抜価格：￥7,200）

DLM

重   量（片足）／278g（27.0㎝）
カラー／ブラック（BLK）、ホワイト（WHT）
サイズ（メンズ） ／M5（24.5㎝）～M10（28.0㎝）0.5㎝刻み
生産国／中国製 

M's ディロン  ¥13,860（税抜価格：￥12,600） DLW

カラー／ブラック（BLK）、ホワイト（WHT）
サイズ（レディース） ／W6（22.5㎝）～W8（25.0㎝）0.5㎝刻み
生産国／中国製 

W's ディロン  ¥13,860（税抜価格：￥12,600）

ブラウン（BRN） グレー（GTY） フォレスト（FGN）

ブラック（BLK） ホワイト（WHT） ブラック（BLK） ホワイト（WHT）

ナチュラルランニングを始めよう

ナチュラルランニングのポイント

硬く整備された路面のほうが一定のリズムで走りやすくフォームを意識しやすくなります。
正しくないフォームで着地した場合、身体は違和感を感じます。その際に柔らかい路面だとその違和感が薄れ正しくないフォー
ムで走り続けてしまうかも知れません.

まずは短い時間からでＯＫ。たった20秒でも十分です。
ゼロシューズの素足感覚、開放感を感じながら走れたらそれはすでにナチュラルランニング！

走ってみた翌日の身体はどうでしょうか？どこかに痛みはありませんか？
痛みを感じでいる箇所には何か負担がかかっているのかも。痛みの場所、左右差など体が教えてくれる正しくないフォームの要
因を意識しながらまた走ってみましょう。

※「痛み」に関して
着地の衝撃が痛いと感じる場合は歩幅を狭くするなど調整してみましょう。
痛みが筋肉痛や張りなど筋肉なのであれば適切なケアで回復させることが可能です。運動後のケアも大切です。
また筋肉はトレーニングを継続することで強くすることも可能です。
膝や腰などの関節に痛みがある場合は姿勢の崩れやオーバーワークの可能性も。関節周りの筋肉をしっかりケアし無理のないペ
ースで進めてみましょう。
休息も必要です。
その違和感に早く気付けるのもナチュラルランニングの強みです！

シンプルですが一番大切なポイントです。
「痛い」「つらい」まま走っても楽しくありません。自分の身体を無理なく自然に動かして楽しく　
走ることが一番。③で感じた違和感や痛みを感じず「気持ちよく」「楽しく」走れるフォームを探しながら走ってみましょう！

①フラットでしっかりとした路面で始めましょう

着地は足の中足部付近で行うようにしてみましょう。かかとで着地をすると衝撃が大きくなりバランスも崩しやすくなってしま
します。
踏み出す足の足首が自分の膝よりも前に出ていかないように意識してみましょう。

着地する際は強く踏み込むのではなくやさしく「置く」ような意識で行ってみましょう。
強く踏み込んだほうがバネが生かされると思われがちですが、踏み込むことで足は伸び切った状態になりバネを生かしきれない
姿勢となり、
次の動作にも移りにくくなってしまします。

前に進む際に地面を強く蹴りだすのではなく、足を前に持ち上げるように意識してみましょう。
「蹴って、上げて、踏む」よりも「持ち上げて置く」のほうが動作的にもシンプルで無駄な筋力も必要とせずロスの少ないナチ
ュラルな走りに近づきます。

「持ち上げて置く」というシンプルな動作にすることで自然と足の回転数は上がってくるはず。
大股よりも小股で走ったほうが大きな体重移動や上下動を少なくすることができ、バランスを崩すリスクも軽減。カラダの負担
を抑えることができます。
回転数を上げリズミカルに走ってみましょう。素足感覚のゼロシューズなら自分の足音も自分の身体を通して聞こえてきます。

色々ポイントはありますが、考えすぎても楽しくありません。
自分の足を信じて、足からの声が聞こえるようにリラックスして楽しく走りましょう！

①フォアフットもしくはミッドフットでの着地を心がけよう

②短い時間から始めましょう

②足は踏むのではなく「置く」

③脚を持ち上げよう

④回転数を上げていこう

⑤リラックスして楽しむことを忘れずに！

④気持ちよく楽しく走ろう！

③翌日の身体の調子を意識してみよう
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ゼロシューズはFeelTrue®ソールに対して5,000マイル（8,000㎞）の使用まで
保証をさせて頂きます。

FeelTrue®ソールが5,000マイル使用前に残り1㎜となった場合
（かかとやつま先のエッジ部分ではなく、あくまでもソール。Zトレイルはラバー部分のみ）、保証の対象となります。

詳しくはケンコー社までお問い合わせください。
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レディース

基本的に購入されたお客様とケンコー社で
直接やり取りさせていただきます

　　 ・ 購入店、購入時期、使用用途、使用距離など確認
　　 ・ 商品をケンコー社に送付いただき状態確認
　　 ・ 対応方法をケンコー社よりご連絡

流れ
・ この保証は「アウトソール」のみに適用されます。ヒモまたはアクセサリ
には無効です。

・ 温度変化による損傷は対象外です。（暑い車の中や日光にさらすなど）
・ 保証は最初の購入者にのみ有効、譲渡されたものには無効となります。
・ 弊社は予告なしにいつでもこの保証条件を更新または変更する権利を
保有します。

注意

SUNRISE サンライズ
サンライズはあなたの究極の旅の道連れです。いつも玄関先にいるサンライズをバッ ク
パックに入れたり、出張カバンに入れたり、キャンプ道具と一緒にカバンに詰めたり、車の
助手席に放り込んだり。アッパーは触り心地抜群のマイクロファイバー製。 滑らかな感触
で履き心地は抜群、ヒール部分を踏んでもまるでもともとスリッパだったかのような自然
な履き心地です。

ベアフットシューズ、サンダルのイメージとして
「あんな薄いソールの靴で走れるなんてすごい」
「レベルの高い人が履くシューズなんでしょ？」
「まだは私はゼロシュースを履く脚力がないから・・・」
というお声をよく耳にします。
しかしゼロシューズは、初心者の方や歩き·走りに悩みを持った方にも履いていただきたいと思っています。
わたしたち人間の身体は外的環境に自然と週応します。
クッションやサポートに優れた靴を履けば無意識にそれに頼ります。逆にクッションやサポートを無くすことで自らバラ
ンスを整えようと身体は適応していきます。
その能力を引き出すのに最適なシューズがゼロシューズです。自分の身体を信じて、まずは履いてみませんか？
「ゼロシューズを履く」という事を目標にする必要はありません。
履くことがスタートです。

ベアフットシューズ、サンダルのイメージとして
「あんな薄いソールの靴で走れるなんてすごい」
「レベルの高い人が履くシューズなんでしょ？」
「まだは私はゼロシュースを履く脚力がないから・・・」
というお声をよく耳にします。
しかしゼロシューズは、初心者の方や歩き·走りに悩みを持った方にも履いていただきたいと思っています。
わたしたち人間の身体は外的環境に自然と週応します。
クッションやサポートに優れた靴を履けば無意識にそれに頼ります。逆にクッションやサポートを無くすことで自らバラ
ンスを整えようと身体は適応していきます。
その能力を引き出すのに最適なシューズがゼロシューズです。自分の身体を信じて、まずは履いてみませんか？
「ゼロシューズを履く」という事を目標にする必要はありません。
履くことがスタートです。

ゼロシューズを履くことが
　　　　　スタートです

ゼロシューズを履くことが
　　　　　スタートです

NEW

DILLON ディロン
ディロンは、オーソドックスなスニーカーのシルエットながらXeroDNAが注ぎ込まれ
た1足です。足を滑り込ませればその柔軟で自然な履き心地に、「これはゼロシューズ 
だ！」と気づくはず。サラッと自然にゼロシューズを履く、シンプルなミニマリストライフス
タイルにピッタリのモデルです。

NEW

SRM

重   量（片足）／159g（27.0㎝）
カラー／ブラウン（BRN）、グレー（GTY）
サイズ（メンズ） ／M7（25.0㎝）～M10（28.0㎝）0.5㎝刻み
ソール厚 ／スタックハイト：9.5㎜（ソール：3.5㎜ ソストロール：2.5㎜ インソール：3.5㎜）
生産国／中国製 

M's サンライズ  ¥7,920（税抜価格：￥7,200） SRW

カラー／フォレスト（FGN）
サイズ（レディース） ／W5.5（22.5㎝）～W8（25.0㎝）0.5㎝刻み
ソール厚 ／スタックハイト：9.5㎜（ソール：3.5㎜ ソストロール：2.5㎜ インソール：3.5㎜）
生産国／中国製 

W's サンライズ  ¥7,920（税抜価格：￥7,200）

DLM

重   量（片足）／278g（27.0㎝）
カラー／ブラック（BLK）、ホワイト（WHT）
サイズ（メンズ） ／M5（24.5㎝）～M10（28.0㎝）0.5㎝刻み
生産国／中国製 

M's ディロン  ¥13,860（税抜価格：￥12,600） DLW

カラー／ブラック（BLK）、ホワイト（WHT）
サイズ（レディース） ／W6（22.5㎝）～W8（25.0㎝）0.5㎝刻み
生産国／中国製 

W's ディロン  ¥13,860（税抜価格：￥12,600）

ブラウン（BRN） グレー（GTY） フォレスト（FGN）

ブラック（BLK） ホワイト（WHT） ブラック（BLK） ホワイト（WHT）

ナチュラルランニングを始めよう

ナチュラルランニングのポイント

硬く整備された路面のほうが一定のリズムで走りやすくフォームを意識しやすくなります。
正しくないフォームで着地した場合、身体は違和感を感じます。その際に柔らかい路面だとその違和感が薄れ正しくないフォー
ムで走り続けてしまうかも知れません.

まずは短い時間からでＯＫ。たった20秒でも十分です。
ゼロシューズの素足感覚、開放感を感じながら走れたらそれはすでにナチュラルランニング！

走ってみた翌日の身体はどうでしょうか？どこかに痛みはありませんか？
痛みを感じでいる箇所には何か負担がかかっているのかも。痛みの場所、左右差など体が教えてくれる正しくないフォームの要
因を意識しながらまた走ってみましょう。

※「痛み」に関して
着地の衝撃が痛いと感じる場合は歩幅を狭くするなど調整してみましょう。
痛みが筋肉痛や張りなど筋肉なのであれば適切なケアで回復させることが可能です。運動後のケアも大切です。
また筋肉はトレーニングを継続することで強くすることも可能です。
膝や腰などの関節に痛みがある場合は姿勢の崩れやオーバーワークの可能性も。関節周りの筋肉をしっかりケアし無理のないペ
ースで進めてみましょう。
休息も必要です。
その違和感に早く気付けるのもナチュラルランニングの強みです！

シンプルですが一番大切なポイントです。
「痛い」「つらい」まま走っても楽しくありません。自分の身体を無理なく自然に動かして楽しく　
走ることが一番。③で感じた違和感や痛みを感じず「気持ちよく」「楽しく」走れるフォームを探しながら走ってみましょう！

①フラットでしっかりとした路面で始めましょう

着地は足の中足部付近で行うようにしてみましょう。かかとで着地をすると衝撃が大きくなりバランスも崩しやすくなってしま
します。
踏み出す足の足首が自分の膝よりも前に出ていかないように意識してみましょう。

着地する際は強く踏み込むのではなくやさしく「置く」ような意識で行ってみましょう。
強く踏み込んだほうがバネが生かされると思われがちですが、踏み込むことで足は伸び切った状態になりバネを生かしきれない
姿勢となり、
次の動作にも移りにくくなってしまします。

前に進む際に地面を強く蹴りだすのではなく、足を前に持ち上げるように意識してみましょう。
「蹴って、上げて、踏む」よりも「持ち上げて置く」のほうが動作的にもシンプルで無駄な筋力も必要とせずロスの少ないナチ
ュラルな走りに近づきます。

「持ち上げて置く」というシンプルな動作にすることで自然と足の回転数は上がってくるはず。
大股よりも小股で走ったほうが大きな体重移動や上下動を少なくすることができ、バランスを崩すリスクも軽減。カラダの負担
を抑えることができます。
回転数を上げリズミカルに走ってみましょう。素足感覚のゼロシューズなら自分の足音も自分の身体を通して聞こえてきます。

色々ポイントはありますが、考えすぎても楽しくありません。
自分の足を信じて、足からの声が聞こえるようにリラックスして楽しく走りましょう！

①フォアフットもしくはミッドフットでの着地を心がけよう

②短い時間から始めましょう

②足は踏むのではなく「置く」

③脚を持ち上げよう

④回転数を上げていこう

⑤リラックスして楽しむことを忘れずに！

④気持ちよく楽しく走ろう！

③翌日の身体の調子を意識してみよう
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ソックスの内側に
「ペップトーク*」刺繍入り

（*頑張れて元気になれるメッセージ）

シームレス構造
縫い目がなく快適な
指先フィット

新機能：３D構造
解剖学的な観点から
足の形に合わせ
織り方を実現

メッシュトップ
通気性抜群な
メッシュ構造

高耐久構造
靴との擦れでの
傷みを軽減

アーチサポート
快適なフィットを
実現

ヒールカップ
耐久性向上

インジンジの５本指ソックスはランニングに最適な靴下です。 独立したトゥースリーブ形状により５本の指は解放され、走行時のグリップ力を高
めバランス力を向上させます。さらに、指と指とが擦れにくいのでランニング時の安心感にも繋がり、汗を効率よく吸収蒸散させることで肌面をド
ライな状況に保ちます。素材には耐摩耗性に優れる生地を採用。５本指ソックスの弱点である穴あきに対する耐久性を格段にアップさせました。
2023はさらにリニューアル！解剖学的なデザインで立体的な足に対してより自然にフィットする製法で快適性が大幅に向上しました！

ランライトウェイトノーショウ  
¥1,760（税抜価格：￥1,600）

281110

カラー／ブラック(BLA)、グレー（GRR）、ネイビー（NVY）、ク
ローバー（CLO）、スパイス（SIE）、タンジェロ（TGO）、ルーパイ
ン（LUP）
サイズ／S,M,L　素材／クールマックス35％、 ナイロン63％、
ライクラ2％
生産国／中国製

グレー
GRR

クローバー
CLO

ネイビー
NVY

タンジェロ
TGO

ルーパイン
LUP

スパイス
SIE

ブラック
BLA

ヒールタブ
皮膚の擦れを軽減

ブラック　BLA グレー　GRR ネイビー　NVY

RUN Original Weight

ブラック　BLA ネイビー　NVY

カラー／ブラック（BLA）、グレー（GRR）、
ネイビー（NVY）　

サイズ／S,M,L　
素　材／クールマックス36％、 
　　　　ナイロン62％、ライクラ2％
生産国／中国製

・メッシュトップ・立体デザイン
・アーチサポート

ランオリジナルウェイトノーショウ  
¥1,760（税抜価格：￥1,600）

282110

カラー／ブラック（BLA）、ネイビー（NVY）　
サイズ／S,M,L　
素　材／クールマックス36％、
　　　   ナイロン62％、
　　　   ライクラ2％
生産国／中国製

・メッシュトップ・立体デザイン
・アーチサポート

ランオリジナルウェイトミニクルー
¥1,760（税抜価格：￥1,600）

282130

チリ
CII

W’s RUN Lightweight

ウイメンズ ランライトウェイトノーショウ  
¥1,760（税抜価格：￥1,600）

281111

カラー／ブラック（BLA）、グレー（GRR）、ネイビー（NVY）、チリ（Cll）、
スプリンクル（SRI）、ナイトスケープ（NIT）、シトラス（CIT）
サイズ／XS/S　素材／クールマックス39％、 ナイロン59％、ライクラ2％
生産国／中国製

グレー
GRR

ブラック
BLA

スプリンクル
SRI

ナイトスケープ
NIT

シトラス
CIT

ネイビー
NVY

・メッシュトップ・立体デザイン
・アーチサポート

RUN Lightweight

ネイビー　NVY

ランライトウェイトミニクルー
 ¥1,760（税抜価格：￥1,600）

281130

カラー／ブラック（BLA）、グレー（GRR）、ネイビー（NVY）　
サイズ／S,M,L　
素　材／クールマックス27％、ナイロン68％、ライクラ3％
生産国／中国製

グレー　GRRブラック　BLA

LW

LW

OW

RUN Lightweight LW

・メッシュトップ・立体デザイン
・アーチサポート

NEW

NEW

NEW

NEW

・メッシュトップ・立体デザイン
・アーチサポート

ランシリーズが
新しくなりました！

インジンジ／五本指ソックス　8887　インジンジ／五本指ソックス



ソックスの内側に
「ペップトーク*」刺繍入り

（*頑張れて元気になれるメッセージ）

シームレス構造
縫い目がなく快適な
指先フィット

新機能：３D構造
解剖学的な観点から
足の形に合わせ
織り方を実現

メッシュトップ
通気性抜群な
メッシュ構造

高耐久構造
靴との擦れでの
傷みを軽減

アーチサポート
快適なフィットを
実現

ヒールカップ
耐久性向上

インジンジの５本指ソックスはランニングに最適な靴下です。 独立したトゥースリーブ形状により５本の指は解放され、走行時のグリップ力を高
めバランス力を向上させます。さらに、指と指とが擦れにくいのでランニング時の安心感にも繋がり、汗を効率よく吸収蒸散させることで肌面をド
ライな状況に保ちます。素材には耐摩耗性に優れる生地を採用。５本指ソックスの弱点である穴あきに対する耐久性を格段にアップさせました。
2023はさらにリニューアル！解剖学的なデザインで立体的な足に対してより自然にフィットする製法で快適性が大幅に向上しました！

ランライトウェイトノーショウ  
¥1,760（税抜価格：￥1,600）

281110

カラー／ブラック(BLA)、グレー（GRR）、ネイビー（NVY）、ク
ローバー（CLO）、スパイス（SIE）、タンジェロ（TGO）、ルーパイ
ン（LUP）
サイズ／S,M,L　素材／クールマックス35％、 ナイロン63％、
ライクラ2％
生産国／中国製

グレー
GRR

クローバー
CLO

ネイビー
NVY

タンジェロ
TGO

ルーパイン
LUP

スパイス
SIE

ブラック
BLA

ヒールタブ
皮膚の擦れを軽減

ブラック　BLA グレー　GRR ネイビー　NVY

RUN Original Weight

ブラック　BLA ネイビー　NVY

カラー／ブラック（BLA）、グレー（GRR）、
ネイビー（NVY）　

サイズ／S,M,L　
素　材／クールマックス36％、 
　　　　ナイロン62％、ライクラ2％
生産国／中国製

・メッシュトップ・立体デザイン
・アーチサポート

ランオリジナルウェイトノーショウ  
¥1,760（税抜価格：￥1,600）

282110

カラー／ブラック（BLA）、ネイビー（NVY）　
サイズ／S,M,L　
素　材／クールマックス36％、
　　　   ナイロン62％、
　　　   ライクラ2％
生産国／中国製

・メッシュトップ・立体デザイン
・アーチサポート

ランオリジナルウェイトミニクルー
¥1,760（税抜価格：￥1,600）

282130

チリ
CII

W’s RUN Lightweight

ウイメンズ ランライトウェイトノーショウ  
¥1,760（税抜価格：￥1,600）

281111

カラー／ブラック（BLA）、グレー（GRR）、ネイビー（NVY）、チリ（Cll）、
スプリンクル（SRI）、ナイトスケープ（NIT）、シトラス（CIT）
サイズ／XS/S　素材／クールマックス39％、 ナイロン59％、ライクラ2％
生産国／中国製

グレー
GRR

ブラック
BLA

スプリンクル
SRI

ナイトスケープ
NIT

シトラス
CIT

ネイビー
NVY

・メッシュトップ・立体デザイン
・アーチサポート

RUN Lightweight

ネイビー　NVY

ランライトウェイトミニクルー
 ¥1,760（税抜価格：￥1,600）

281130

カラー／ブラック（BLA）、グレー（GRR）、ネイビー（NVY）　
サイズ／S,M,L　
素　材／クールマックス27％、ナイロン68％、ライクラ3％
生産国／中国製

グレー　GRRブラック　BLA

LW

LW

OW

RUN Lightweight LW

・メッシュトップ・立体デザイン
・アーチサポート

NEW

NEW

NEW

NEW

・メッシュトップ・立体デザイン
・アーチサポート

ランシリーズが
新しくなりました！

インジンジ／五本指ソックス　8887　インジンジ／五本指ソックス



スレート　SLA

RUN Midweight

ブラック／グレー　BKG ブラック／グレー　BKG

カラー／ブラック／グレー（BKG）
サイズ／S,M,L　
素　材／クールマックス30％、
　　　   ナイロン67％、ライクラ3％
生産国／中国製

カラー／ブラック／グレー（BKG）
サイズ／S,M,L　
素　材／クールマックス30％、
　　　   ナイロン67％、ライクラ3％
生産国／中国製

ランミッドウェイトノーショウ 
¥1,870（税抜価格：￥1,700）

203110 ランミッドウェイトミニクルー
¥1,870（税抜価格：￥1,700）

203230
ランライトウェイト
ノーショウウール
 ¥2,420（税抜価格：￥2,200）

261610

カラー／スレート（SLA）
サイズ／S,M,L　
素　材／メリノウール66％、ナイロン30％、
　　　　ライクラ4％
生産国／中国製
・メッシュトップ　
・アーチサポート
・湿度調整機能　
・防臭機能

・メッシュトップ　
・アーチサポート　
・足裏クッション

・メッシュトップ　
・アーチサポート　
・足裏クッション

MW RUN Midweight MW

トレイルシリーズは未舗装の悪路や岩場での使用を考慮して設計されました。ダブルカフ（２重折りの履き口）は足首にぴったりフィットし、さら
にメッシュトップロック（綿密に織ったメッシュパネル）により、ソックス内へ砂埃や砂利などの侵入をブロックします。クールマックス®を採用し
ており、足とつま先の湿気を効果的に放出し、足を常にドライに快適に保ちます。足裏をパイル編みにすることでクッション性を備えています。
トレイルランニングやアドベンチャーレースなどにおすすめのソックスです。

ダブルカフ
・ずれ落ち防止＆
   砂埃の侵入を防ぐ

メッシュトップロック
・通気性は維持しながら
   砂埃の侵入を防ぐ
   細かいメッシュパネル

アーチサポート＆
ミッドウェイトクッション
・足裏パイル編みで
  安心のクッション

カラー／グラナイト（GR）、ベイ（BAY）、マリーナ（MRN）、
サイズ／S,M,L　　
素　材／クールマックス39％、ナイロン58％、ライクラ3％
生産国／中国製

・リブニット・メッシュトップロック
・アーチサポート・足裏クッション

トレイルミッドウェイトミニクルー  
¥1,980（税抜価格：￥1,800）

213130

ピーク　PEK

マリーナ　MRNグラナイト　GR ベイ　BAY

TRAIL Midweight

カラー／ピーク（PEK）
　　　　グラナイト（GR）
サイズ／S,M,L　
素　材／クールマックス39％、
ナイロン58％、ライクラ3％
生産国／中国製

トレイルミッドウェイトクルー  
¥2,090（税抜価格：￥1,900）

213170

・リブニット・メッシュトップロック
v・アーチサポート・足裏クッション

W’s TRAIL Midweight

カラー／トゥインクル（TKE）、タイド
プール（TID）、グラナイト（GNT）、
サイズ／XS/S　
素材／クールマックス39％、
ナイロン58％、ライクラ3％
生産国／中国製

ウイメンズ トレイルミッドウェイト
ミニクルー  
¥1,980（税抜価格：￥1,800）

213131

トゥインクル
TKE

タイドプール
TID

グラナイト
GNT

・女性の足にフィットするデザイン
・ダブルカフ　・メッシュトップロック
・アーチサポート　・足裏クッション

・女性の足にフィットするデザイン
・メッシュトップロック
・アーチサポート　
・足裏クッション

カラー／スパー（SPU）、
　　　  グラナイト（GNT）　
サイズ／XS/S
素　材／クールマックス39％、ナイロン58％、
               ライクラ3％
生産国／中国製

ウイメンズ トレイル 
ミッドウェイトクルー  
 ¥2,090（税抜価格：￥1,900）

213171

スパー　SPU グラナイト　GNT

グラナイト　GR

MW

MW

スレート　SLA
スレート　SLA スレート　SLA

NEW
color

NEW
color

NEW
color

・メッシュトップ
・アーチサポート
・足裏クッション
・指先クッション

・メッシュトップ
・アーチサポート
・足裏クッション
・指先クッション

カラー／ジャム（JAM）、
　　　　エンパイア（EMP）、
　　　　スレート（SLA）
サイズ／XS/S　
素　材／クールマックス33％、
　　　　ナイロン64％、
　　　　ライクラ3％
生産国／中国製

ウイメンズウルトラランノーショウ
¥2,090（税抜価格：￥1,900）

401111

カラー／ジャム（JAM）、
　　　　スレート（SLA）
サイズ／XS/S　
素　材／クールマックス33％、
　　　　ナイロン64％、
　　　　ライクラ3％
生産国／中国製

ウイメンズ
ウルトラランミニクルー
¥2,200（税抜価格：￥2,000）

401131

・メッシュトップ
・アーチサポート
・足裏クッション
・指先クッション

カラー／スレート（SLA）
サイズ／XS/S　
素　材／クールマックス28％、
　　　　ナイロン67％、
　　　　ライクラ5％
生産国／中国製

ウイメンズ
ウルトラランクルー
¥2,310（税抜価格：￥2,100）

401171

ウルトラランノーショウ 
¥2,090（税抜価格：￥1,900）

ウルトラランミニクルー 
¥2,200（税抜価格：￥2,000）

ウルトラランクルー 
¥2,310（税抜価格：￥2,100）
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スレート　SLA

RUN Midweight

ブラック／グレー　BKG ブラック／グレー　BKG

カラー／ブラック／グレー（BKG）
サイズ／S,M,L　
素　材／クールマックス30％、
　　　   ナイロン67％、ライクラ3％
生産国／中国製

カラー／ブラック／グレー（BKG）
サイズ／S,M,L　
素　材／クールマックス30％、
　　　   ナイロン67％、ライクラ3％
生産国／中国製

ランミッドウェイトノーショウ 
¥1,870（税抜価格：￥1,700）

203110 ランミッドウェイトミニクルー
¥1,870（税抜価格：￥1,700）

203230
ランライトウェイト
ノーショウウール
 ¥2,420（税抜価格：￥2,200）

261610

カラー／スレート（SLA）
サイズ／S,M,L　
素　材／メリノウール66％、ナイロン30％、
　　　　ライクラ4％
生産国／中国製
・メッシュトップ　
・アーチサポート
・湿度調整機能　
・防臭機能

・メッシュトップ　
・アーチサポート　
・足裏クッション

・メッシュトップ　
・アーチサポート　
・足裏クッション

MW RUN Midweight MW

トレイルシリーズは未舗装の悪路や岩場での使用を考慮して設計されました。ダブルカフ（２重折りの履き口）は足首にぴったりフィットし、さら
にメッシュトップロック（綿密に織ったメッシュパネル）により、ソックス内へ砂埃や砂利などの侵入をブロックします。クールマックス®を採用し
ており、足とつま先の湿気を効果的に放出し、足を常にドライに快適に保ちます。足裏をパイル編みにすることでクッション性を備えています。
トレイルランニングやアドベンチャーレースなどにおすすめのソックスです。

ダブルカフ
・ずれ落ち防止＆
   砂埃の侵入を防ぐ

メッシュトップロック
・通気性は維持しながら
   砂埃の侵入を防ぐ
   細かいメッシュパネル

アーチサポート＆
ミッドウェイトクッション
・足裏パイル編みで
  安心のクッション

カラー／グラナイト（GR）、ベイ（BAY）、マリーナ（MRN）、
サイズ／S,M,L　　
素　材／クールマックス39％、ナイロン58％、ライクラ3％
生産国／中国製

・リブニット・メッシュトップロック
・アーチサポート・足裏クッション

トレイルミッドウェイトミニクルー  
¥1,980（税抜価格：￥1,800）

213130

ピーク　PEK

マリーナ　MRNグラナイト　GR ベイ　BAY

TRAIL Midweight

カラー／ピーク（PEK）
　　　　グラナイト（GR）
サイズ／S,M,L　
素　材／クールマックス39％、
ナイロン58％、ライクラ3％
生産国／中国製

トレイルミッドウェイトクルー  
¥2,090（税抜価格：￥1,900）

213170

・リブニット・メッシュトップロック
v・アーチサポート・足裏クッション

W’s TRAIL Midweight

カラー／トゥインクル（TKE）、タイド
プール（TID）、グラナイト（GNT）、
サイズ／XS/S　
素材／クールマックス39％、
ナイロン58％、ライクラ3％
生産国／中国製

ウイメンズ トレイルミッドウェイト
ミニクルー  
¥1,980（税抜価格：￥1,800）

213131

トゥインクル
TKE

タイドプール
TID

グラナイト
GNT

・女性の足にフィットするデザイン
・ダブルカフ　・メッシュトップロック
・アーチサポート　・足裏クッション

・女性の足にフィットするデザイン
・メッシュトップロック
・アーチサポート　
・足裏クッション

カラー／スパー（SPU）、
　　　  グラナイト（GNT）　
サイズ／XS/S
素　材／クールマックス39％、ナイロン58％、
               ライクラ3％
生産国／中国製

ウイメンズ トレイル 
ミッドウェイトクルー  
 ¥2,090（税抜価格：￥1,900）

213171

スパー　SPU グラナイト　GNT

グラナイト　GR

MW

MW

スレート　SLA
スレート　SLA スレート　SLA

NEW
color

NEW
color

NEW
color

・メッシュトップ
・アーチサポート
・足裏クッション
・指先クッション

・メッシュトップ
・アーチサポート
・足裏クッション
・指先クッション

カラー／ジャム（JAM）、
　　　　エンパイア（EMP）、
　　　　スレート（SLA）
サイズ／XS/S　
素　材／クールマックス33％、
　　　　ナイロン64％、
　　　　ライクラ3％
生産国／中国製

ウイメンズウルトラランノーショウ
¥2,090（税抜価格：￥1,900）

401111

カラー／ジャム（JAM）、
　　　　スレート（SLA）
サイズ／XS/S　
素　材／クールマックス33％、
　　　　ナイロン64％、
　　　　ライクラ3％
生産国／中国製

ウイメンズ
ウルトラランミニクルー
¥2,200（税抜価格：￥2,000）

401131

・メッシュトップ
・アーチサポート
・足裏クッション
・指先クッション

カラー／スレート（SLA）
サイズ／XS/S　
素　材／クールマックス28％、
　　　　ナイロン67％、
　　　　ライクラ5％
生産国／中国製

ウイメンズ
ウルトラランクルー
¥2,310（税抜価格：￥2,100）

401171

ウルトラランノーショウ 
¥2,090（税抜価格：￥1,900）

ウルトラランミニクルー 
¥2,200（税抜価格：￥2,000）

ウルトラランクルー 
¥2,310（税抜価格：￥2,100）
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（スードウール）

おすすめ用途
登山やハイキングにおすすめ！
防水透湿素材との相性も抜群。抗菌防臭性もあるので長期間の使用でも快適です。天然素材特有のやわ
らかい履き心地で普段履きもおすすめ！

おすすめ用途
登山やハイキングにおすすめ！
防水透湿素材との相性も抜群。抗菌防臭性もあるので長期間の使用でも快適です。天然素材特有のやわ
らかい履き心地で普段履きもおすすめ！

FEEDBACK FROM TEAM INJINJI:
MIKE WARDIAN
トレーナーソックスのフィット感は抜群でした。締まりすぎる感じは全
くありませんでしたが、最初に履いたときは間違いなく驚くことでしょ
う。このぴったりのフィット感は、特に速いスタートとストップのワーク
アウト（シャトルラン）をするときや、ボックスジャンプや、ステップアッ
プ、昇降運動、バーピージャンプにとてもよかったです。ランニング、リ
フティング、クロスフィット、ロッククライミング、サイクリング、ウォー
キング、トランポリン、そして普段使いにもトレーナーソックスを履い
ていましたが、とても良かったです。運動を本当に楽しめましたし、私
はこのソックスを強くお勧めします。

TARA WARREN
トレーナーはより足の形に近いように感じました。つまり、足首/アキレ
ス腱の周りにぴったりとフィットしてくれました。私はインジンジの
アーチサポートの大ファンです。 機能的な部分はもちろん、ソックスの
感触そのものが大好きなんです。

JEFF BROWNING
トレーナーのフィット感は、通常のインジンジソックスよりも特に中足
部で感じました。全体的なパフォーマンスは素晴らしく、ぴったり
フィットを楽しむことができました。

カラー／スレート（SLA）
サイズ／S, M, L　
素　材／メリノウール75％、
　　　    ナイロン22％、ライクラ3％
生産国／中国製

アウトドア
ミッドウェイトクルーウール
 ¥3,080（税抜価格：￥2,800）

223670

スレート　SLA

スレート　SLA

カラー／スレート（SLA）
サイズ／S, M, L　
素　材／メリノウール71％、ナイロン26％、

ライクラ3％
生産国／中国製

アウトドア
ミッドウェイトミニクルーウール
 ¥2,860（税抜価格：￥2,600）

223630

OUTDOOR Midweight

空はいつも晴れているとは限
りません。屋外では突然の雨に
降られることもあるでしょう。
そんな時に靴下が濡れても不快感
なく行動できるように、アウトドアシ
リーズの素材にはウールを選びました。
天然素材だからこそ備えている湿度調整
機能は肌触りをドライにするため、化学繊維
のソックスと比べると快適性に優れます。
天然の防臭効果も期待できるため、長時間、長期
間の活動におススメです。

メッシュトップ
・抜群の通気性

素材にスードウール
・蒸れない調湿機能＆
   防臭効果

アーチサポート
・快適フィット

MW

Sudwolleのウールはミュールジングフリー（羊への虐待行為がない）で環境
にも羊にも優しいプレミアムウールです。ウールは天然の抗菌効果により高
い防臭性を持ちます。複数日にわたって履き続きけるような登山やロングト
レイルなどでも快適に使用できます。また、ウールが持つ優れた調湿効果は
防水透湿素材との相性抜群。吸い上げた汗を徐々に乾かしていくことで透
湿素材の機能である水蒸気を外に出す働きとのバランスがとてもよくシュー
ズ内を快適に保ちます。

Sudwolleのウールはミュールジングフリー（羊への虐待行為がない）で環境
にも羊にも優しいプレミアムウールです。ウールは天然の抗菌効果により高
い防臭性を持ちます。複数日にわたって履き続きけるような登山やロングト
レイルなどでも快適に使用できます。また、ウールが持つ優れた調湿効果は
防水透湿素材との相性抜群。吸い上げた汗を徐々に乾かしていくことで透
湿素材の機能である水蒸気を外に出す働きとのバランスがとてもよくシュー
ズ内を快適に保ちます。

LINERシリーズ
お気に入りの靴下を履きながら５本指ソックスも履きたい人へおススメするのがこの
靴下。ライナーソックスの上にアウターソックスを履くことを想定して生地の厚さは極
薄に設定。
もちろん単体でも着用可能です。
コストパフォーマンスに優れ汎用性が高いアイテムなので、５本指ソックスの愛用者
から選ばれ続けている人気ソックスです。

SPORTシリーズ
汎用性に優れた万能シリーズ。　ラインナップ中、一番シンプルな作りなので普段履
きはもちろん、仕事帰りのスポーツジム、すべてのスポーツにおすすめ。

LINER

カラー／グレー（GY）
サイズ／S, M, L　
素　材／クールマックス75％、ナイロン21％、

ライクラ4％
生産国／中国製

・極薄ベースレイヤー

ライナークルー 
 ¥1,540（税抜価格：￥1,400）

060270

グレー　GY

カラー／スレート（SLA）　
サイズ／S, M, L
素　材／メリノウール74％、
　　　   ナイロン22％、ライクラ4％
生産国／中国製

・極薄ベースレイヤー
・湿度調整機能
・防臭機能

ライナークルーウール 
 ¥2,090（税抜価格：￥1,900）

060670

スレート　SLA

LW

メッシュトップ
・抜群の通気性

アーチサポート
・より快適に
  フィットするよう
   に強化

ヒール
・耐久性を
  更に強化

ランナーのクロストレーニング、筋トレ、サーキットト
レーニング、HIIT（高強度インターバルトレーニング）
用に開発されました。すべてのパフォーマンスの目標
を達成し、超えていくのに役立ちます。足の形に合わ
せてよりタイトに、よりぴったりとフィットするため、
足とシンクロして動き、より足裏感覚が高まります。
これにより全ての動きのバランスの安定に繋がりま
す。テクニカルなリブニット、５本指のデザイン、イン
ジンジのオリジナルウェイトの薄いクッションを組み
合わせることで、自然で制限のない動きを可能にし、
バーピージャンプや、ボックスジャンプなど、あらゆる
場面においてもこのクッションが高いパフォーマン
スをを引き出します。

TRAINER
トレイナーミニクルー 
¥1,760（税抜価格：￥1,600）

362130

カラー／ライム(LIE)、スキューバ（SCB）
サイズ／S,M,L　
素材／ナイロン（35%）、クールマックス（ナイロン）26％、
　　　クールマックス（ポリエステル）26％、ポリエステル8%、ライクラ5％
生産国／中国製

リブニット
・動きに合わせて
　しっかりフィット

ライム　LIE スキューバ　SCB

〇  筋トレ ＆ ウェイトトレーニング
〇  HIITトレーニング
〇 サーキットトレーニング

OW

・メッシュトップ
・アーチサポート
・しっかりフィットするリブニット
・耐久性に優れたヒール　　

・メッシュトップ　・アーチサポート　
・足裏クッション　・湿度調整機能　
・防臭機能

・メッシュトップ　・アーチサポート
・足裏クッション　・湿度調整機能
・防臭機能

カラー／ブラック（BK）　
サイズ／S, M, L　
素　材／クールマックス78％、
　　　    ナイロン18％、
　　　　ライクラ4％

・アーチサポート

スポーツ 
オリジナルウェイトクルー
¥1,760（税抜価格：￥1,600）

052270

SPORT Light Weight　　Original Weight

ブラック　BK ブラック　BK

ブラック　BK

カラー／スティール（STE）、
　　　   ブラック（BK）　
サイズ／S, M,L
素　材／クールマックス86％、
　　　　ナイロン12％、
　　　　ライクラ2％

・踵にはシリコンタブ
・アーチサポート　　　

カラー／ブラック（BK）　
サイズ／S, M,L
素　材／クールマックス85％、
　　　　ナイロン12％、
　　　　ライクラ3％

・アーチサポート　　　

スポーツ 
ライトウェイト ヒドゥン 
 ¥1,650（税抜価格：￥1,500）

052100

スティール　STE

スポーツ 
オリジナルウェイトミニクルー 

052230

¥1,650（税抜価格：￥1,500）

LW 0W

NEWcolor
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（スードウール）

おすすめ用途
登山やハイキングにおすすめ！
防水透湿素材との相性も抜群。抗菌防臭性もあるので長期間の使用でも快適です。天然素材特有のやわ
らかい履き心地で普段履きもおすすめ！

おすすめ用途
登山やハイキングにおすすめ！
防水透湿素材との相性も抜群。抗菌防臭性もあるので長期間の使用でも快適です。天然素材特有のやわ
らかい履き心地で普段履きもおすすめ！

FEEDBACK FROM TEAM INJINJI:
MIKE WARDIAN
トレーナーソックスのフィット感は抜群でした。締まりすぎる感じは全
くありませんでしたが、最初に履いたときは間違いなく驚くことでしょ
う。このぴったりのフィット感は、特に速いスタートとストップのワーク
アウト（シャトルラン）をするときや、ボックスジャンプや、ステップアッ
プ、昇降運動、バーピージャンプにとてもよかったです。ランニング、リ
フティング、クロスフィット、ロッククライミング、サイクリング、ウォー
キング、トランポリン、そして普段使いにもトレーナーソックスを履い
ていましたが、とても良かったです。運動を本当に楽しめましたし、私
はこのソックスを強くお勧めします。

TARA WARREN
トレーナーはより足の形に近いように感じました。つまり、足首/アキレ
ス腱の周りにぴったりとフィットしてくれました。私はインジンジの
アーチサポートの大ファンです。 機能的な部分はもちろん、ソックスの
感触そのものが大好きなんです。

JEFF BROWNING
トレーナーのフィット感は、通常のインジンジソックスよりも特に中足
部で感じました。全体的なパフォーマンスは素晴らしく、ぴったり
フィットを楽しむことができました。

カラー／スレート（SLA）
サイズ／S, M, L　
素　材／メリノウール75％、
　　　    ナイロン22％、ライクラ3％
生産国／中国製

アウトドア
ミッドウェイトクルーウール
 ¥3,080（税抜価格：￥2,800）

223670

スレート　SLA

スレート　SLA

カラー／スレート（SLA）
サイズ／S, M, L　
素　材／メリノウール71％、ナイロン26％、

ライクラ3％
生産国／中国製

アウトドア
ミッドウェイトミニクルーウール
 ¥2,860（税抜価格：￥2,600）

223630

OUTDOOR Midweight

空はいつも晴れているとは限
りません。屋外では突然の雨に
降られることもあるでしょう。
そんな時に靴下が濡れても不快感
なく行動できるように、アウトドアシ
リーズの素材にはウールを選びました。
天然素材だからこそ備えている湿度調整
機能は肌触りをドライにするため、化学繊維
のソックスと比べると快適性に優れます。
天然の防臭効果も期待できるため、長時間、長期
間の活動におススメです。

メッシュトップ
・抜群の通気性

素材にスードウール
・蒸れない調湿機能＆
   防臭効果

アーチサポート
・快適フィット

MW

Sudwolleのウールはミュールジングフリー（羊への虐待行為がない）で環境
にも羊にも優しいプレミアムウールです。ウールは天然の抗菌効果により高
い防臭性を持ちます。複数日にわたって履き続きけるような登山やロングト
レイルなどでも快適に使用できます。また、ウールが持つ優れた調湿効果は
防水透湿素材との相性抜群。吸い上げた汗を徐々に乾かしていくことで透
湿素材の機能である水蒸気を外に出す働きとのバランスがとてもよくシュー
ズ内を快適に保ちます。

Sudwolleのウールはミュールジングフリー（羊への虐待行為がない）で環境
にも羊にも優しいプレミアムウールです。ウールは天然の抗菌効果により高
い防臭性を持ちます。複数日にわたって履き続きけるような登山やロングト
レイルなどでも快適に使用できます。また、ウールが持つ優れた調湿効果は
防水透湿素材との相性抜群。吸い上げた汗を徐々に乾かしていくことで透
湿素材の機能である水蒸気を外に出す働きとのバランスがとてもよくシュー
ズ内を快適に保ちます。

LINERシリーズ
お気に入りの靴下を履きながら５本指ソックスも履きたい人へおススメするのがこの
靴下。ライナーソックスの上にアウターソックスを履くことを想定して生地の厚さは極
薄に設定。
もちろん単体でも着用可能です。
コストパフォーマンスに優れ汎用性が高いアイテムなので、５本指ソックスの愛用者
から選ばれ続けている人気ソックスです。

SPORTシリーズ
汎用性に優れた万能シリーズ。　ラインナップ中、一番シンプルな作りなので普段履
きはもちろん、仕事帰りのスポーツジム、すべてのスポーツにおすすめ。

LINER

カラー／グレー（GY）
サイズ／S, M, L　
素　材／クールマックス75％、ナイロン21％、

ライクラ4％
生産国／中国製

・極薄ベースレイヤー

ライナークルー 
 ¥1,540（税抜価格：￥1,400）

060270

グレー　GY

カラー／スレート（SLA）　
サイズ／S, M, L
素　材／メリノウール74％、
　　　   ナイロン22％、ライクラ4％
生産国／中国製

・極薄ベースレイヤー
・湿度調整機能
・防臭機能

ライナークルーウール 
 ¥2,090（税抜価格：￥1,900）

060670

スレート　SLA

LW

メッシュトップ
・抜群の通気性

アーチサポート
・より快適に
  フィットするよう
   に強化

ヒール
・耐久性を
  更に強化

ランナーのクロストレーニング、筋トレ、サーキットト
レーニング、HIIT（高強度インターバルトレーニング）
用に開発されました。すべてのパフォーマンスの目標
を達成し、超えていくのに役立ちます。足の形に合わ
せてよりタイトに、よりぴったりとフィットするため、
足とシンクロして動き、より足裏感覚が高まります。
これにより全ての動きのバランスの安定に繋がりま
す。テクニカルなリブニット、５本指のデザイン、イン
ジンジのオリジナルウェイトの薄いクッションを組み
合わせることで、自然で制限のない動きを可能にし、
バーピージャンプや、ボックスジャンプなど、あらゆる
場面においてもこのクッションが高いパフォーマン
スをを引き出します。

TRAINER
トレイナーミニクルー 
¥1,760（税抜価格：￥1,600）

362130

カラー／ライム(LIE)、スキューバ（SCB）
サイズ／S,M,L　
素材／ナイロン（35%）、クールマックス（ナイロン）26％、
　　　クールマックス（ポリエステル）26％、ポリエステル8%、ライクラ5％
生産国／中国製

リブニット
・動きに合わせて
　しっかりフィット

ライム　LIE スキューバ　SCB

〇  筋トレ ＆ ウェイトトレーニング
〇  HIITトレーニング
〇 サーキットトレーニング

OW

・メッシュトップ
・アーチサポート
・しっかりフィットするリブニット
・耐久性に優れたヒール　　

・メッシュトップ　・アーチサポート　
・足裏クッション　・湿度調整機能　
・防臭機能

・メッシュトップ　・アーチサポート
・足裏クッション　・湿度調整機能
・防臭機能

カラー／ブラック（BK）　
サイズ／S, M, L　
素　材／クールマックス78％、
　　　    ナイロン18％、
　　　　ライクラ4％

・アーチサポート

スポーツ 
オリジナルウェイトクルー
¥1,760（税抜価格：￥1,600）

052270

SPORT Light Weight　　Original Weight

ブラック　BK ブラック　BK

ブラック　BK

カラー／スティール（STE）、
　　　   ブラック（BK）　
サイズ／S, M,L
素　材／クールマックス86％、
　　　　ナイロン12％、
　　　　ライクラ2％

・踵にはシリコンタブ
・アーチサポート　　　

カラー／ブラック（BK）　
サイズ／S, M,L
素　材／クールマックス85％、
　　　　ナイロン12％、
　　　　ライクラ3％

・アーチサポート　　　

スポーツ 
ライトウェイト ヒドゥン 
 ¥1,650（税抜価格：￥1,500）

052100

スティール　STE

スポーツ 
オリジナルウェイトミニクルー 

052230

¥1,650（税抜価格：￥1,500）

LW 0W

NEWcolor
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品　番

OPD2-7X7

OPD2-9X10

OPD2-12X20

OPD1-28X20

197×179

271×231

530×313

528×700

166×171

245×223

493×305

497×693

¥1,320（税抜価格：￥1,200）

¥1,760（税抜価格：￥1,600）

¥2,090（税抜価格：￥1,900）

¥1,595（税抜価格：￥1,450）

OPサック防臭パック XS

OPサック防臭パック S

OPサック防臭パック M

OPサック防臭パック L

商　品　名 外寸(縦×横mm)

2枚

2枚

2枚

1枚

入 数 内寸(縦×横mm) 本体価格

（万能防臭・防水・密閉ケース）

オリジナル
ロックサック
作れます！

・野外イベントでノベルティーとして
・屋外レジャー施設の
 オリジナル防水ケースとして
・テーマパークの記念品に

ご使用前に毎回必ず圧着部の不良が無いかお確かめください。初期不良の場合、交換対応させていただきます。未使用品・使用品に関わらずご使用前に毎回必ずテストをして下さい。シームの開口
部はしっかりと閉じてご使用ください。開口部の折れ、ねじれは口が開く恐れがあります。製品への穴あけ等の加工や改造は絶対にしないでください。初期不良による交換以外の責任は負いません。

ご使用上
の注意

●内容物の臭いを完全に閉じ込め、外へ漏らしません。
●食品の運搬に最適！
●フリーズドライ食品をOPザックに入れて熱湯で戻したりすることができます。
●気密性があり、埃・泥・砂からも守ります。
●着用済み衣類、使用済みティッシュ・おむつの入れ物としても
●非常に丈夫な素材でできている為、繰り返し使えます！
●BPAフリー、アメリカ食品医療局（FDA）とアメリカ国立科学財団（NSF）の承認済
●SSI(スクーバスクールズインターナショナル)公認の60メートル／200フィート防水

非常に丈夫で破れにくくストレッチ性の高い防水＆防臭ケース
MILITARY GRADE
安全に保管や輸送する
ための基準をクリアして
いるこのケースは、アメ
リカの軍隊、米国政府機
関等、多くの公的機関で
利用されています。

ロックサック・OPサックに企業ロゴなどを
プリントして、ノベルディーや
オリジナルグッズとして
活用しませんか？

株式会社ケンコー社　TEL：06-6374-2788

機能性の高い製品なので、実際に喜んで頂いています。
海外や国内で実績が増えています！  是非ご検討下さい！　
詳しくは弊社営業担当までお問合せ下さい。

Everything Storage &
Transport Solutions

品　番

ALOKD2-5X8

ALOKNK-3.9X7

ALOKD2-3.9X7

ALOKD2-3X6

ALOKD2-8X11

ALOKD2-6X9

ALOKD2-5X4

ALOKD2-4X7

ALOKD2-6X6

ALOKD2-9X6

ALOKD2-12X12

ALOKD2-13X11

      

231×135

197×109

197×110

164×89

285×209

248×157

132×132

199×115

151×173

156×233

327×309

290×344

194×127

154×101

155×101

136×82

259×200

220×148

94×123

172×107

124×167

128×226

292×300

260×337

  ¥1,320（税抜価格：￥1,200）

¥1,540（税抜価格：￥1,400）

  ¥1,210（税抜価格：￥1,100）

¥880（税抜価格：￥800）

¥1,540（税抜価格：￥1,400）

¥1,210（税抜価格：￥1,100）

¥990（税抜価格：￥900）

¥1,210（税抜価格：￥1,100）

¥1,320（税抜価格：￥1,200）

¥1,430（税抜価格：￥1,300）

¥1,650（税抜価格：￥1,500）

¥1,760（税抜価格：￥1,600）

防水マルチケース スマフォXL NEW

防水マルチケース ネックストラップ付

防水マルチケース スマフォラージワイド

防水マルチケース スマフォｽﾓｰﾙ

防水マルチケース タブレット向け

防水マルチケース ミニタブレット向け

防水マルチケースXXS

防水マルチケースXS

防水マルチケースS

防水マルチケースM

防水マルチケースL

防水マルチケースA4

大きめのケース付きのスマホに最適

ネックストラップ付き、スマホや社員証等

スマートフォンに最適、iPhone13対応

小さめのスマートフォンに、iPhone13mini対応

iPADなどタブレット等

iPAD miniなどミニタブレット等

薬、紙幣、カード類、電池等

スマホにカバーを着けたまま

財布、鍵、カメラ、CD等

救急セット、文庫本等

地図、図面、下着等

A4サイズの資料、ダウンジャケット等

商　品　名 外寸
(縦×横mm)

2枚

2枚

2枚

2枚

2枚

2枚

2枚

2枚

2枚

2枚

2枚

2枚

特許取得済み密閉シール

フランジ

特許取得済み
サイド圧着
シール

特許取得済みの
エンドシール

特許取得済みの
耐久性のある
約0.0015ｃm厚
フィルム

入 数 内寸
(縦×横mm) 本体価格 使 用 例

（万能防水防塵マルチケース）

（万能防水防塵マルチケース）大変お得な各サイズ1枚ずつのお試しセットです。

品　番 商　品　名 入 数 本体価格 使 用 例

取扱説明書はこちら↑

水

湿 気

砂 ・ 埃

雪

●タッチパネル利用可。通話OK。動画や音楽もOK。
●山登り、スキー、海などのアウトドアで！旅行で！お風呂で！
●電子機器だけでなく、書類、貴重品、お金、薬、濡れたら困る物ならなんでも！
●気密性があり、埃・泥・砂からも守ります。(IPX8規格)
●-40℃まで硬化せず、柔らかく保ちます。
●超軽量でフラットに収納でき、かさばりません。
●BPAフリー アメリカ食品医療局（FDA）とアメリカ国立科学財団（NSF）の承認済
●SSI(スクーバスクールズインターナショナル)公認の60メートル／200フィート防水

非常に丈夫で破れにくくストレッチ性の高い防水ケースEverything Storage &
Transport Solutions

MILITARY GRADE
安全に保管や輸送するた
めの基準をクリアしてい
るこのケースは、アメリカ
の軍隊、米国政府機関
等、多くの公的機関で利
用されています。

サイズ表記について

外寸横

外
寸
縦

内寸横（左右圧着部を除く）

内
寸
縦（
フ
ィ
ル
ム
透
明
部
分
）

サイズを選びやすいように、寸法の表記を変更しました。
外寸：本体外側のタテ×ヨコの長さ
内寸：本体内側の圧着部分を除く透明な範囲のタテ×ヨコ
の長さ
スマートフォンなど中に入れたいアイテムに応じて、ジャス
トフィットするサイズを選びましょう！

ALOKD4-ITM

ALOKD4-MP

ALOKD4-SMP

￥1,980（税抜価格￥￥1,800）※各サイズの1枚単価合計より605円お得！

￥2,090（税抜価格￥￥1,900）※各サイズの1枚単価合計より715円お得！

￥1,870（税抜価格￥￥1,700）※各サイズの1枚単価合計より605円お得！

大きめサイズを含めたセット

小さめサイズを含めたセット

モバイル端末におすすめのセット

4枚

4枚

4枚

④
タ
ブ
レ
ッ
ト
向
け
使
用

④
タ
ブ
レ
ッ
ト
向
け
使
用

⑧Sサイズ使用⑧Sサイズ使用 ⑧Sサイズ使用⑧Sサイズ使用
⑧Sサイズ使用⑧Sサイズ使用

①①

①①

⑧⑧

⑨⑨

②② ③③ ④④

⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦

②②

③③

④④

⑤⑤

⑥⑥

⑦⑦

⑧⑧

⑨⑨

A4サイズ使用A4サイズ使用

10

11

10

10

11

12

16
サイズ比較用のスマホはiPhone13です

1513 1614 1715 1816

②スマートフォンラージワイド使用②スマートフォンラージワイド使用

OPサックMサイズ使用OPサックMサイズ使用 OPサックMサイズ使用OPサックMサイズ使用OPサックSサイズ使用OPサックSサイズ使用

本物の

アメリカのフロリダ州でロックサックとOPサックは発明され製造しています。リサイ
クル素材から作られた完全防水、完全防塵、完全防湿、でしかも繰り返し使える唯一
の収納ケースです。

新サイズ

1212

防水マルチケース モバイルセット 
(XS, スマホL, ミニタブレット, タブレット 各１枚）（⑧③⑥⑤）
防水マルチケース マルチパックセット 
(XS,S, M,L 各１枚）（⑧⑨       ）
防水マルチケース スモールマルチパック 
(XXS,XS,S,M各1枚）（⑦⑧⑨ 　）

13

14

15

93　ロックサック／万能防水防塵マルチケース ロックサック／万能防水防塵マルチケース　94



品　番

OPD2-7X7

OPD2-9X10

OPD2-12X20

OPD1-28X20

197×179

271×231

530×313

528×700

166×171

245×223

493×305

497×693

¥1,320（税抜価格：￥1,200）

¥1,760（税抜価格：￥1,600）

¥2,090（税抜価格：￥1,900）

¥1,595（税抜価格：￥1,450）

OPサック防臭パック XS

OPサック防臭パック S

OPサック防臭パック M

OPサック防臭パック L

商　品　名 外寸(縦×横mm)

2枚

2枚

2枚

1枚

入 数 内寸(縦×横mm) 本体価格

（万能防臭・防水・密閉ケース）

オリジナル
ロックサック
作れます！

・野外イベントでノベルティーとして
・屋外レジャー施設の
 オリジナル防水ケースとして
・テーマパークの記念品に

ご使用前に毎回必ず圧着部の不良が無いかお確かめください。初期不良の場合、交換対応させていただきます。未使用品・使用品に関わらずご使用前に毎回必ずテストをして下さい。シームの開口
部はしっかりと閉じてご使用ください。開口部の折れ、ねじれは口が開く恐れがあります。製品への穴あけ等の加工や改造は絶対にしないでください。初期不良による交換以外の責任は負いません。

ご使用上
の注意

●内容物の臭いを完全に閉じ込め、外へ漏らしません。
●食品の運搬に最適！
●フリーズドライ食品をOPザックに入れて熱湯で戻したりすることができます。
●気密性があり、埃・泥・砂からも守ります。
●着用済み衣類、使用済みティッシュ・おむつの入れ物としても
●非常に丈夫な素材でできている為、繰り返し使えます！
●BPAフリー、アメリカ食品医療局（FDA）とアメリカ国立科学財団（NSF）の承認済
●SSI(スクーバスクールズインターナショナル)公認の60メートル／200フィート防水

非常に丈夫で破れにくくストレッチ性の高い防水＆防臭ケース
MILITARY GRADE
安全に保管や輸送する
ための基準をクリアして
いるこのケースは、アメ
リカの軍隊、米国政府機
関等、多くの公的機関で
利用されています。

ロックサック・OPサックに企業ロゴなどを
プリントして、ノベルディーや
オリジナルグッズとして
活用しませんか？

株式会社ケンコー社　TEL：06-6374-2788

機能性の高い製品なので、実際に喜んで頂いています。
海外や国内で実績が増えています！  是非ご検討下さい！　
詳しくは弊社営業担当までお問合せ下さい。

Everything Storage &
Transport Solutions

品　番

ALOKD2-5X8

ALOKNK-3.9X7

ALOKD2-3.9X7

ALOKD2-3X6

ALOKD2-8X11

ALOKD2-6X9

ALOKD2-5X4

ALOKD2-4X7

ALOKD2-6X6

ALOKD2-9X6

ALOKD2-12X12

ALOKD2-13X11

      

231×135

197×109

197×110

164×89

285×209

248×157

132×132

199×115

151×173

156×233

327×309

290×344

194×127

154×101

155×101

136×82

259×200

220×148

94×123

172×107

124×167

128×226

292×300

260×337

  ¥1,320（税抜価格：￥1,200）

¥1,540（税抜価格：￥1,400）

  ¥1,210（税抜価格：￥1,100）

¥880（税抜価格：￥800）

¥1,540（税抜価格：￥1,400）

¥1,210（税抜価格：￥1,100）

¥990（税抜価格：￥900）

¥1,210（税抜価格：￥1,100）

¥1,320（税抜価格：￥1,200）

¥1,430（税抜価格：￥1,300）

¥1,650（税抜価格：￥1,500）

¥1,760（税抜価格：￥1,600）

防水マルチケース スマフォXL NEW

防水マルチケース ネックストラップ付

防水マルチケース スマフォラージワイド

防水マルチケース スマフォｽﾓｰﾙ

防水マルチケース タブレット向け

防水マルチケース ミニタブレット向け

防水マルチケースXXS

防水マルチケースXS

防水マルチケースS

防水マルチケースM

防水マルチケースL

防水マルチケースA4

大きめのケース付きのスマホに最適

ネックストラップ付き、スマホや社員証等

スマートフォンに最適、iPhone13対応

小さめのスマートフォンに、iPhone13mini対応

iPADなどタブレット等

iPAD miniなどミニタブレット等

薬、紙幣、カード類、電池等

スマホにカバーを着けたまま

財布、鍵、カメラ、CD等

救急セット、文庫本等

地図、図面、下着等

A4サイズの資料、ダウンジャケット等

商　品　名 外寸
(縦×横mm)

2枚

2枚

2枚

2枚

2枚

2枚

2枚

2枚

2枚

2枚

2枚

2枚

特許取得済み密閉シール

フランジ

特許取得済み
サイド圧着
シール

特許取得済みの
エンドシール

特許取得済みの
耐久性のある
約0.0015ｃm厚
フィルム

入 数 内寸
(縦×横mm) 本体価格 使 用 例

（万能防水防塵マルチケース）

（万能防水防塵マルチケース）大変お得な各サイズ1枚ずつのお試しセットです。

品　番 商　品　名 入 数 本体価格 使 用 例

取扱説明書はこちら↑

水

湿 気

砂 ・ 埃

雪

●タッチパネル利用可。通話OK。動画や音楽もOK。
●山登り、スキー、海などのアウトドアで！旅行で！お風呂で！
●電子機器だけでなく、書類、貴重品、お金、薬、濡れたら困る物ならなんでも！
●気密性があり、埃・泥・砂からも守ります。(IPX8規格)
●-40℃まで硬化せず、柔らかく保ちます。
●超軽量でフラットに収納でき、かさばりません。
●BPAフリー アメリカ食品医療局（FDA）とアメリカ国立科学財団（NSF）の承認済
●SSI(スクーバスクールズインターナショナル)公認の60メートル／200フィート防水

非常に丈夫で破れにくくストレッチ性の高い防水ケースEverything Storage &
Transport Solutions

MILITARY GRADE
安全に保管や輸送するた
めの基準をクリアしてい
るこのケースは、アメリカ
の軍隊、米国政府機関
等、多くの公的機関で利
用されています。

サイズ表記について

外寸横

外
寸
縦

内寸横（左右圧着部を除く）

内
寸
縦（
フ
ィ
ル
ム
透
明
部
分
）

サイズを選びやすいように、寸法の表記を変更しました。
外寸：本体外側のタテ×ヨコの長さ
内寸：本体内側の圧着部分を除く透明な範囲のタテ×ヨコ
の長さ
スマートフォンなど中に入れたいアイテムに応じて、ジャス
トフィットするサイズを選びましょう！

ALOKD4-ITM

ALOKD4-MP

ALOKD4-SMP

￥1,980（税抜価格￥￥1,800）※各サイズの1枚単価合計より605円お得！

￥2,090（税抜価格￥￥1,900）※各サイズの1枚単価合計より715円お得！

￥1,870（税抜価格￥￥1,700）※各サイズの1枚単価合計より605円お得！

大きめサイズを含めたセット

小さめサイズを含めたセット

モバイル端末におすすめのセット

4枚

4枚

4枚

④
タ
ブ
レ
ッ
ト
向
け
使
用

④
タ
ブ
レ
ッ
ト
向
け
使
用

⑧Sサイズ使用⑧Sサイズ使用 ⑧Sサイズ使用⑧Sサイズ使用
⑧Sサイズ使用⑧Sサイズ使用

①①

①①

⑧⑧

⑨⑨

②② ③③ ④④

⑤⑤ ⑥⑥ ⑦⑦

②②

③③

④④

⑤⑤

⑥⑥

⑦⑦

⑧⑧

⑨⑨

A4サイズ使用A4サイズ使用

10

11

10

10

11

12

16
サイズ比較用のスマホはiPhone13です

1513 1614 1715 1816

②スマートフォンラージワイド使用②スマートフォンラージワイド使用

OPサックMサイズ使用OPサックMサイズ使用 OPサックMサイズ使用OPサックMサイズ使用OPサックSサイズ使用OPサックSサイズ使用

本物の

アメリカのフロリダ州でロックサックとOPサックは発明され製造しています。リサイ
クル素材から作られた完全防水、完全防塵、完全防湿、でしかも繰り返し使える唯一
の収納ケースです。

新サイズ

1212

防水マルチケース モバイルセット 
(XS, スマホL, ミニタブレット, タブレット 各１枚）（⑧③⑥⑤）
防水マルチケース マルチパックセット 
(XS,S, M,L 各１枚）（⑧⑨       ）
防水マルチケース スモールマルチパック 
(XXS,XS,S,M各1枚）（⑦⑧⑨ 　）

13

14

15

93　ロックサック／万能防水防塵マルチケース ロックサック／万能防水防塵マルチケース　94



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

カラー／レッド　
サイズ／21×16×6cm　
重　量／140ｇ
生産国／中国製

ファーストエイドケース 
¥4,400（税抜価格：¥4,000）

L2350

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。

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 
¥12,100（税抜価格：¥11,000）

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
生産国／中国製

・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。

（収納ケース付）

メタルボディーで丈夫なホイッスル。
遠くまで届く高音域が出せる。
・最大音量：100dB・キーリング付

マウンテンホイッスル
¥990（税抜価格：¥900）

L2240

カラー／オレンジ（OR）、グレー（GY）　
サイズ／12×12×60mm　重量／11g
素材／アルミニウム合金（アノダイズド加工）
生産国／中国製

デュアルトーンで遠くまで音が響く。
携行しやすいネックストラップ付。
・最大音量：116dB  ・ネックストラップ付

セーフティーホイッスル
¥990（税抜価格：¥900）

L2250

カラー／オレンジ　サイズ／21×19×72mm
重量／13g　素材／プラスティック
生産国／中国製

ホイッスル

水に濡れても音が出る、
全天候対応型ホイッスル。シングルトーン。
・最大音量：108dB  ・ネックストラップ付

エコーホイッスル
¥660（税抜価格：¥600）

L42610

カラー／オレンジ　サイズ／13×12×63mm
重量／12g　素材／プラスティック
生産国／中国製

PROOF PROOF100dB 108dB

最大音量は122dB。
異なる3つの音を出し、
離れた場所まで音が届きやすい。
・最大音量：122dB  ・ネックストラップ付

ハリケーンホイッスル
¥1,100（税抜価格：¥1,000）

L42620

カラー／オレンジ　サイズ／13×23×63mm
重量／15g　素材／プラスティック
生産国／中国製

PROOF 122dB116dB

サバイバルシェルター２ 
¥9,900（税抜価格：¥9,000）

L42311

定　員／2人用　
カラー／オレンジ
サイズ／
収納時：20×10×10cm、
使用時：140×90×45cm
重　量／345g
生産国／中国製 

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。

・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。

（収納ケース付）

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。

肌にダニの口が触れてい
るところをピンセットで
しっかりとつかみます。

均等な圧力でゆっくり
と着実にダニを上へ
引っ張りあげます。

慎重に持ち上げ、ダニ
を皮膚から取り除きま
す。

・できるだけ早くダニを除去する。

・ダニを絞ったり、ねじったり、燃やしたりしない。

・ダニを除去するのに、ワセリンやオイル、他のケミカ
ル製品を使用しない。

・有害な薬剤等を注入すると、ダニにストレスをかける
こととなり、リスクが大幅に増加します。

さらにコンパクトサイズにして
携帯に便利なタイプです。

わずか2g！超軽量なダニ
取りです。

サイズ／120x10x10mm　
重　量／18g
素　材／ステンレス
生産国／中国製

ティック ツィーザー 
¥1,100（税抜価格：¥1,000）

L6580

顔と首筋を虫から保護する防虫ネット。手の平サイズのコンパクト収納。
ツバ付きのハットの上から被ると頭の周りに空間ができて快適です。
・ネックにはドローコードクロージャ―付

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。

カラー／ブラック
サイズ／収納時：100×50×50mm
　　　   使用時：590×590×530mm
重　量／40g
生産国／中国製

モスキートヘッドネット 
¥1,540（税抜価格：¥1,400）

L5060

カラー／ホワイト
サイズ ／ 収 納 時：1 9 × 1 0 × 1 0 c m 、

使用時：210×100×160cm
重　量／257ｇ
生産国／中国製

マイクロネット　
L5001

害虫対策

ライト コード

　　　　シングル 
¥5,720（税抜価格：¥5,200）

サイズ／14×6×50mm　　重量／6g　生産国／中国製　

インテンシティーグローマーカー
 ¥660（税抜価格：¥600）

パラコード4mm/33m
 ¥3,300（税抜価格：¥3,000）

サイズ／60x10x10mm　
重　量／10g
素　材／ステンレス
生産国／中国製

サイズ／54 x 36 x 1mm
重　量／2g
素　材／プラスチック
生産国／中国製

サイズ／4mm ×33m　
重　量／220g
破断強度／250kg
素　材／ナイロン
生産国／中国製

コンパクトティック 
ツィーザー 
¥770（税抜価格：¥700）

L34022
ティックリムーバルツール　 
¥770（税抜価格：¥700）

L34021

カラー／ホワイト
サイズ／収納時：21×10×10 cm、

使用時：210×160×160cm
重　量／379ｇ
生産国／中国製

L5006　　　　ダブル 
¥6,380（税抜価格：¥5,800）

カラー／ホワイト
サイズ／収納時：16×8×8 cm、

使用時：210×100×140cm
重量／190ｇ
生産国／中国製

スーパーライト
マイクロネット 
¥4,180（税抜価格：¥3,800）

L5003

たった5分の蓄光で12時間も光り続けるキーリング
付きアクセサリー。ザックや登山靴、テントに取り付
ければ目印に。
・キーリング付・最長発行時間：約12時間・平均寿
命：約10年

7コアの強度のあるパラコードは、テントのガイラインの他、
様々な用途に使えます。

カラー／ L42401 オレンジL42402 ブルー

L42530

L42405グリーン

1
ANTIMOSQUITO

1
ANTIMOSQUITO

2
ANTIMOSQUITO

※吊り下げ用のコード、フック付 ※吊り下げ用のコード、フック、スライダーバー付

1. 2. 3.

［使用方法］《重要》ダニに噛まれたら！

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
生産国／中国製

ファーストエイドドライバッグ 2L 
¥2,420（税抜価格：¥2,200）

L27120

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・シームテープ処理はありません。
・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

ウルトラライトサバイバルシェルター２ 
¥18,480（税抜価格：¥16,800）

L42330

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

帽子付き防虫ネット。
約2.54㎠の中に1001個もの細かい穴を持つ
メッシュを使用。害虫の侵入を防ぎながらも視
界と通気性を確保しています。
・ネックにはドローコードクロージャ―付

カラー／ブラック
サイズ／収納時：165×165×50mm、
　　　   使用時：400×400×460mm
重　量／100ｇ
生産国／中国製

モスキートヘッドネットハット 
¥2,420（税抜価格：¥2,200）

L5065

NEW

NEW

ライフシステム／エマージェンシーグッズ　9695　ライフシステム／エマージェンシーグッズ



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

カラー／レッド　
サイズ／21×16×6cm　
重　量／140ｇ
生産国／中国製

ファーストエイドケース 
¥4,400（税抜価格：¥4,000）

L2350

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。

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 
¥12,100（税抜価格：¥11,000）

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
生産国／中国製

・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。

（収納ケース付）

メタルボディーで丈夫なホイッスル。
遠くまで届く高音域が出せる。
・最大音量：100dB・キーリング付

マウンテンホイッスル
¥990（税抜価格：¥900）

L2240

カラー／オレンジ（OR）、グレー（GY）　
サイズ／12×12×60mm　重量／11g
素材／アルミニウム合金（アノダイズド加工）
生産国／中国製

デュアルトーンで遠くまで音が響く。
携行しやすいネックストラップ付。
・最大音量：116dB  ・ネックストラップ付

セーフティーホイッスル
¥990（税抜価格：¥900）

L2250

カラー／オレンジ　サイズ／21×19×72mm
重量／13g　素材／プラスティック
生産国／中国製

ホイッスル

水に濡れても音が出る、
全天候対応型ホイッスル。シングルトーン。
・最大音量：108dB  ・ネックストラップ付

エコーホイッスル
¥660（税抜価格：¥600）

L42610

カラー／オレンジ　サイズ／13×12×63mm
重量／12g　素材／プラスティック
生産国／中国製

PROOF PROOF100dB 108dB

最大音量は122dB。
異なる3つの音を出し、
離れた場所まで音が届きやすい。
・最大音量：122dB  ・ネックストラップ付

ハリケーンホイッスル
¥1,100（税抜価格：¥1,000）

L42620

カラー／オレンジ　サイズ／13×23×63mm
重量／15g　素材／プラスティック
生産国／中国製

PROOF 122dB116dB

サバイバルシェルター２ 
¥9,900（税抜価格：¥9,000）

L42311

定　員／2人用　
カラー／オレンジ
サイズ／
収納時：20×10×10cm、
使用時：140×90×45cm
重　量／345g
生産国／中国製 

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。

・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。

（収納ケース付）

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。

肌にダニの口が触れてい
るところをピンセットで
しっかりとつかみます。

均等な圧力でゆっくり
と着実にダニを上へ
引っ張りあげます。

慎重に持ち上げ、ダニ
を皮膚から取り除きま
す。

・できるだけ早くダニを除去する。

・ダニを絞ったり、ねじったり、燃やしたりしない。

・ダニを除去するのに、ワセリンやオイル、他のケミカ
ル製品を使用しない。

・有害な薬剤等を注入すると、ダニにストレスをかける
こととなり、リスクが大幅に増加します。

さらにコンパクトサイズにして
携帯に便利なタイプです。

わずか2g！超軽量なダニ
取りです。

サイズ／120x10x10mm　
重　量／18g
素　材／ステンレス
生産国／中国製

ティック ツィーザー 
¥1,100（税抜価格：¥1,000）

L6580

顔と首筋を虫から保護する防虫ネット。手の平サイズのコンパクト収納。
ツバ付きのハットの上から被ると頭の周りに空間ができて快適です。
・ネックにはドローコードクロージャ―付

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。

カラー／ブラック
サイズ／収納時：100×50×50mm
　　　   使用時：590×590×530mm
重　量／40g
生産国／中国製

モスキートヘッドネット 
¥1,540（税抜価格：¥1,400）

L5060

カラー／ホワイト
サイズ ／ 収 納 時：1 9 × 1 0 × 1 0 c m 、

使用時：210×100×160cm
重　量／257ｇ
生産国／中国製

マイクロネット　
L5001

害虫対策

ライト コード

　　　　シングル 
¥5,720（税抜価格：¥5,200）

サイズ／14×6×50mm　　重量／6g　生産国／中国製　

インテンシティーグローマーカー
 ¥660（税抜価格：¥600）

パラコード4mm/33m
 ¥3,300（税抜価格：¥3,000）

サイズ／60x10x10mm　
重　量／10g
素　材／ステンレス
生産国／中国製

サイズ／54 x 36 x 1mm
重　量／2g
素　材／プラスチック
生産国／中国製

サイズ／4mm ×33m　
重　量／220g
破断強度／250kg
素　材／ナイロン
生産国／中国製

コンパクトティック 
ツィーザー 
¥770（税抜価格：¥700）

L34022
ティックリムーバルツール　 
¥770（税抜価格：¥700）

L34021

カラー／ホワイト
サイズ／収納時：21×10×10 cm、

使用時：210×160×160cm
重　量／379ｇ
生産国／中国製

L5006　　　　ダブル 
¥6,380（税抜価格：¥5,800）

カラー／ホワイト
サイズ／収納時：16×8×8 cm、

使用時：210×100×140cm
重量／190ｇ
生産国／中国製

スーパーライト
マイクロネット 
¥4,180（税抜価格：¥3,800）

L5003

たった5分の蓄光で12時間も光り続けるキーリング
付きアクセサリー。ザックや登山靴、テントに取り付
ければ目印に。
・キーリング付・最長発行時間：約12時間・平均寿
命：約10年

7コアの強度のあるパラコードは、テントのガイラインの他、
様々な用途に使えます。

カラー／ L42401 オレンジL42402 ブルー

L42530

L42405グリーン

1
ANTIMOSQUITO

1
ANTIMOSQUITO

2
ANTIMOSQUITO

※吊り下げ用のコード、フック付 ※吊り下げ用のコード、フック、スライダーバー付

1. 2. 3.

［使用方法］《重要》ダニに噛まれたら！

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
生産国／中国製

ファーストエイドドライバッグ 2L 
¥2,420（税抜価格：¥2,200）

L27120

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・シームテープ処理はありません。
・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

ウルトラライトサバイバルシェルター２ 
¥18,480（税抜価格：¥16,800）

L42330

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

帽子付き防虫ネット。
約2.54㎠の中に1001個もの細かい穴を持つ
メッシュを使用。害虫の侵入を防ぎながらも視
界と通気性を確保しています。
・ネックにはドローコードクロージャ―付

カラー／ブラック
サイズ／収納時：165×165×50mm、
　　　   使用時：400×400×460mm
重　量／100ｇ
生産国／中国製

モスキートヘッドネットハット 
¥2,420（税抜価格：¥2,200）

L5065

NEW

NEW

ライフシステム／エマージェンシーグッズ　9695　ライフシステム／エマージェンシーグッズ



肌触りの良いコットンを混紡したインナーシュラフ。
気温の高い夏には1枚で。
涼しい春や秋にはシュラフと組み合わせれば約2℃保温性がUP。

L65520

サイズ：レクタ　　
使用時／185 x 90cm　
収納時／14.5 x 11 x 7.5cm  
素材／ポリエステル80%、コットン20%　
重量／360g　カラー：ネイビー
生産国／中国製

ポリコットンスリーピングバッグライナー レクタ
¥5,280（税抜価格：¥4,800）

アンブレラ

出先での急な雨に活躍するトレックアンブレラ。UPF50+（UVカット）で、日傘としても活躍します。

サイズ／収納時：320×60×60mm、
　　　　使用時：直径970mm
重　量／380g
素　材／持ち手：アルミニウム、
　　　　傘布：ポリエステル100%
生産国／中国製

トレックアンブレラS
¥3,850（税抜価格：¥3,500）

トレックアンブレラM
¥4,950（税抜価格：¥4,500）

L9460

サイズ／ 収納時：170×70×45mm、
　　　　使用時：直径910mm
重　量／206g
素　材／持ち手：アルミニウム、
　　　　傘布：ポリエステル100%
生産国／中国製

カラー／ブラック
L68014
L9490

カラー／ パープル
ブラック

ロック便利

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
生産国／イギリス製

ダクトテープ 
¥660（税抜価格：¥600）

L8235

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
生産国／台湾製

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

「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。

収納時は17cmと非常にコンパクトで、広げた
時のサイズは91cm。ブラックのシンプルなデ
ザインで、カバンに入れても邪魔にならないサ
イズです。

自動開閉システムと、持ちやすさを考えて人間
工学に基づいたエルゴノミクスハンドルと、風
に強いダブルキャノピーを備えます。

KENKOSYA IMPORT COLLECTION
ステッカー・コレクション

厚めでしっかりした素材を採用していますので、車への貼り付けにも適しています。
色あせにも強く、耐候性・耐水性に優れたステッカーです。
あなたの愛車やギアボックスなどをお好きなブランドロゴでカスタマイズしてください！

お待たせ
しました！！

まずは５ブランドから
ＳとＬの２サイズ
あります。

テラノヴァ ビッグアグネス ブルーアイス

バーゴ ゼロシューズ

ブルーアイス ステッカーＳ
¥220（税抜価格：¥200）
サイズ／ 70x70mm

KNST-S02

ブルーアイス ステッカーL
¥770（税抜価格：¥700）
サイズ／ 150x150mm

KNST-L02

テラノヴァ ステッカーＳ
¥220（税抜価格：¥200）
サイズ／ 70x70mm

KNST-S01

テラノヴァ ステッカーL
¥770（税抜価格：¥700）
サイズ／ 150x150mm

KNST-L01

バーゴ ステッカーＳ
¥220（税抜価格：¥200）
サイズ／ 70x70mm

KNST-S03

バーゴ ステッカーL
¥770（税抜価格：¥700）
サイズ／ 150x150mm

KNST-L03

ゼロシューズ ステッカーＳ
¥220（税抜価格：¥200）
サイズ／ 70x70mm

KNST-S04

ゼロシューズ ステッカーL
¥770（税抜価格：¥700）
サイズ／ 150x150mm

KNST-L04

ビッグアグネス ステッカーＳ
¥220（税抜価格：¥200）
サイズ／直径 80mm

KNST-S05

ビッグアグネス ステッカーL
¥880（税抜価格：¥800）
サイズ／直径 150mm

KNST-L05

Live Life Feet First!

スリーピングバッグライナー スリーピンググッズ

逆止弁バルブだから、膨らますのも空気を抜くのも
あっという間。ストレッチ素材が気持ちいい。

畳むときは一気に空気
を抜くことができます。

逆流防止弁付のバルブなので、簡単にロスな
く膨らませることができます。

L65390

サイズ／収納時：130×90×40mm、 
　　　   使用時：360×510×100mm
重　量／77g　
素　材／ポリエステル100％

インフレータブルピロー
¥3,630（税抜価格：¥3,300）

《二重構造バルブ》

3桁の暗証番号で荷物を
保護。大きな荷物も簡単
に施錠できる70cmのス
チール
ケーブル付き。

サイズ／
45×75×15mm
重　量／57g
ケーブルの長さ／70cm
生産国／台湾製

ミニケーブルロック 
¥2,860（税抜価格：¥2,600）

L9750

97　ライフベンチャー／トラベル＆アウトドアグッズ インポート・ステッカー 　98



肌触りの良いコットンを混紡したインナーシュラフ。
気温の高い夏には1枚で。
涼しい春や秋にはシュラフと組み合わせれば約2℃保温性がUP。

L65520

サイズ：レクタ　　
使用時／185 x 90cm　
収納時／14.5 x 11 x 7.5cm  
素材／ポリエステル80%、コットン20%　
重量／360g　カラー：ネイビー
生産国／中国製

ポリコットンスリーピングバッグライナー レクタ
¥5,280（税抜価格：¥4,800）

アンブレラ

出先での急な雨に活躍するトレックアンブレラ。UPF50+（UVカット）で、日傘としても活躍します。

サイズ／収納時：320×60×60mm、
　　　　使用時：直径970mm
重　量／380g
素　材／持ち手：アルミニウム、
　　　　傘布：ポリエステル100%
生産国／中国製

トレックアンブレラS
¥3,850（税抜価格：¥3,500）

トレックアンブレラM
¥4,950（税抜価格：¥4,500）

L9460

サイズ／ 収納時：170×70×45mm、
　　　　使用時：直径910mm
重　量／206g
素　材／持ち手：アルミニウム、
　　　　傘布：ポリエステル100%
生産国／中国製

カラー／ブラック
L68014
L9490

カラー／ パープル
ブラック

ロック便利

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
生産国／イギリス製

ダクトテープ 
¥660（税抜価格：¥600）

L8235

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
生産国／台湾製

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

「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。

収納時は17cmと非常にコンパクトで、広げた
時のサイズは91cm。ブラックのシンプルなデ
ザインで、カバンに入れても邪魔にならないサ
イズです。

自動開閉システムと、持ちやすさを考えて人間
工学に基づいたエルゴノミクスハンドルと、風
に強いダブルキャノピーを備えます。

KENKOSYA IMPORT COLLECTION
ステッカー・コレクション

厚めでしっかりした素材を採用していますので、車への貼り付けにも適しています。
色あせにも強く、耐候性・耐水性に優れたステッカーです。
あなたの愛車やギアボックスなどをお好きなブランドロゴでカスタマイズしてください！

お待たせ
しました！！

まずは５ブランドから
ＳとＬの２サイズ
あります。

テラノヴァ ビッグアグネス ブルーアイス

バーゴ ゼロシューズ

ブルーアイス ステッカーＳ
¥220（税抜価格：¥200）
サイズ／ 70x70mm

KNST-S02

ブルーアイス ステッカーL
¥770（税抜価格：¥700）
サイズ／ 150x150mm

KNST-L02

テラノヴァ ステッカーＳ
¥220（税抜価格：¥200）
サイズ／ 70x70mm

KNST-S01

テラノヴァ ステッカーL
¥770（税抜価格：¥700）
サイズ／ 150x150mm

KNST-L01

バーゴ ステッカーＳ
¥220（税抜価格：¥200）
サイズ／ 70x70mm

KNST-S03

バーゴ ステッカーL
¥770（税抜価格：¥700）
サイズ／ 150x150mm

KNST-L03

ゼロシューズ ステッカーＳ
¥220（税抜価格：¥200）
サイズ／ 70x70mm

KNST-S04

ゼロシューズ ステッカーL
¥770（税抜価格：¥700）
サイズ／ 150x150mm

KNST-L04

ビッグアグネス ステッカーＳ
¥220（税抜価格：¥200）
サイズ／直径 80mm

KNST-S05

ビッグアグネス ステッカーL
¥880（税抜価格：¥800）
サイズ／直径 150mm

KNST-L05

Live Life Feet First!

スリーピングバッグライナー スリーピンググッズ

逆止弁バルブだから、膨らますのも空気を抜くのも
あっという間。ストレッチ素材が気持ちいい。

畳むときは一気に空気
を抜くことができます。

逆流防止弁付のバルブなので、簡単にロスな
く膨らませることができます。

L65390

サイズ／収納時：130×90×40mm、 
　　　   使用時：360×510×100mm
重　量／77g　
素　材／ポリエステル100％

インフレータブルピロー
¥3,630（税抜価格：¥3,300）

《二重構造バルブ》

3桁の暗証番号で荷物を
保護。大きな荷物も簡単
に施錠できる70cmのス
チール
ケーブル付き。

サイズ／
45×75×15mm
重　量／57g
ケーブルの長さ／70cm
生産国／台湾製

ミニケーブルロック 
¥2,860（税抜価格：¥2,600）

L9750

97　ライフベンチャー／トラベル＆アウトドアグッズ インポート・ステッカー 　98



¥770（税抜価格：￥700）
¥1,980（税抜価格：￥1,800）

・基本的な貼り方（膝・肩・腰・ふくらはぎ）の説明書付き。

・5cm幅テープを15cm/30cmの長さにプレカット。
・気になる筋肉の部位にピンポイントに貼れます。
・筋肉のブレを防ぎ、筋膜リリースしながら効果的にサ
  ポートします。
・各テープ長に対して「12か所の貼り方説明書」を同梱。

３枚入り　入数／12（パッケージ）

¥1,100（税抜価格：￥1,000）

¥1,100（税抜価格：￥1,100）
¥1,100（税抜価格：￥1,000）

¥1,100（税抜価格：￥1,000）

6枚入り ¥880（税抜価格：￥800）

¥1,100（税抜価格：￥1,000）

¥2,200（税抜価格：￥2,000）

¥2,200（税抜価格：￥2,000）

・基本的な足首への貼り方（3ステップ）の
    説明書付き。

・効果的な部位にテープを貼ることにより、筋肉の揺れやブレにより生じる
エネルギーロスを軽減。
・ランニングや自転車など、足を激しく動かす運動時に大きな負担がかかる
膝蓋骨の下にテープを貼ることで踏み込みと着地の安定感が増します。
・「12か所の貼り方説明書」を同梱。

¥770（税抜価格：￥700）

¥880（税抜価格：￥800）

¥1,980（税抜価格：￥1,800）

¥1,760（税抜価格：￥1,600）

①ベージュ②マゼンダ③レッド④オレンジ⑤ピンク⑥フレッシュグリーン
⑦イエロー⑧ターコイズブルー⑨パープル⑩チャコールグレー

① 　 ② 　 ③ 　 ④ 　 ⑤ 　 ⑥ 　 ⑦ 　 ⑧ 　 ⑨ 　 ⑩

がいはん健やかサポートテープ

¥550（税抜価格：￥500）

「靴ズレ」「マメ」の靴でのトラブルをはじめ、肩、胸など擦れが気
になる箇所へ事前に貼るだけでトラブルを予防

2枚 5セット入

・ハサミ不要の応急テープです。
・登山やトレイルランニングなどで実際によ
くある足首、ヒザ、ふくらはぎ、アキレス
腱、手首、捻挫や肉離れに対応し簡単に使
用できる解説書付のテーピングです。
・SKテープを使用したXテープ、チャック付
のビニール袋入。

・かかとまで回り込むテープ形状は、飛び出た外反部や、
　かかとなどの靴ずれ防止になります。

・土踏まずをテープでサポート
　することで負担を軽減しなが
　ら、親指を外側に引っ張るこ
　とができます。

・外反母趾にお悩みの
　方へおすすめ。
・テープを貼るだけで
　親指への負担を軽減

ニューハレ ニーダッシュ

ニューハレ Iテープ
ニューハレ AKTカラーロール

ニューハレ AKTロール

ニューハレ Xテープ ニューハレ SKロール

ブリスターテープ

エマージェンシーテープ

ニューハレ Vテープ すぐ貼れる

すぐ貼れる

すぐ貼れる

すぐ貼れる

すぐ貼れる

すぐ貼れるSK

ロールタイプ

ロールタイプ

¥1,100（税抜価格：￥1,000）Vテープのカラー展開＋ホワイト

■AKT と SK 伸縮率の違い
　　New-HALE AKT
肘や膝など関節部分の皮膚の伸縮（約５０％）を上回る約６０％の伸び率
に加え、ライクラ ®ファイバーの優れた伸縮回復性により、キネシオロジー
テープとして様々なテーピングに適応性があり、膝、腰、ふくらはぎ等の

あらゆる関節、筋肉をしっかりとサポートします。

　　New-HALE SK
皮膚の伸縮率に近い約３０％の適度な伸び率とライクラ ® ファイバーの優
れた伸縮回復性により、可動範囲の調整が出来る固定力とフィット感の両
立を生み出します。アンダーラップを必要とせず、足首に巻いてもゴワつ
くことがありません。

AKT

AKT

AKT

AKT

AKT

AKT

AKT

AKT

SK

伸縮率：約 60%

伸縮率：約 30%

SK

伸縮率：約 60%

SK伸縮率：約 30%

SK

　

カラー／ベージュ、ライトグレー、
ネイビー　

サイズ／フリー
素　材／ポリエステル１００％
　　　   （UVカット率９９％）　
後留め／スナップボタン

ヤケーヌ・爽COOL 
¥2,145（税抜価格：￥1,950）

日焼け対策・紫外線対策に困っていませんか？

カラー／ベージュ、ライトオレンジ、　
パープル、ネイビー、ブラック

　　　   ライトグレー
サイズ／フリー　
素　材／ポリエステル８７％、
キュプラ１３％（UVカット率９６％）、
接触冷感　
後留め／マジックテープ

ヤケーヌ・スタンダード 
¥1,815（税抜価格：￥1,650）

豊富なカラーでシリーズ人気№1
「息苦しくないマスク」
といったらコレ！ 濡らして、絞ってひんやり気持ちいい！

スタンダードと比べて-4℃涼しい

ネイビー407

ベージュ
● UVカット率：94.0％
● UPF：35

● UVカット率：96.1％
● UPF：30

● UVカット率：90.8％
● UPF：20

● UVカット率：95.3％
● UPF：25

● UVカット率：96.7％
● UPF：50＋

● UVカット率：98.3％
● UPF：50＋

● UVカット率：98.2％
● UPF：50＋

550
ベージュ

● UVカット率：90.1％
● UPF：15

517

カラー／ライトグレー、ネイビー　
サイズ／フリー
素　材／ポリエステル１００％
　　　   （UVカット率９0.8％）　
後留め／スナップボタン

ヤケーヌ・爽COOL耳カバー付
¥2,640（税抜価格：￥2,400）

紫外線から耳まで守る

ブラック560パープル403ライトオレンジ402
● UVカット率：94.7％
● UPF：30

ライトグレー

杢ブルー

● UVカット率：90.8％
● UPF：20

418 ライトグレー

ピンク

オフホワイト
杢ブラック

ブラック

501 ネイビー519ライトグレー518

NEW
color

カラー／ブラック、ピンク、オフホワイト　
サイズ／フリー
素　材／ポリエステル１００％
　　　   （UVカット率98.1％）　
後留め／マジックテープ

ヤケーヌ・ピンドット
¥2,145（税抜価格：￥1,950）

シンプルで使いやすいピンドット柄

● UVカット率：98.1％
● UPF：50+

596

● UVカット率：99.0％
● UPF：50+

597
● UVカット率：98.8％
● UPF：50+

595

● UVカット率：90.8％
● UPF：20

532

● UVカット率：91.7％
● UPF：20

531

カラー／杢ブラック、杢ブルー　
サイズ／フリー
素　材／ポリエステル１００％
　　　   （UVカット率90.8％）　
後留め／スナップボタン

ヤケーヌ・爽COOL スマート
¥2,860（税抜価格：￥2,600）

男性にも人気のスッキリとしたデザイン

ネイビー
● UVカット率：95.3％
● UPF：25

419

NEW

NEW

NEW

※掲載価格は2023年4月1日～の価格となります。

99　ニューハレ ヤケーヌ　100



¥770（税抜価格：￥700）
¥1,980（税抜価格：￥1,800）

・基本的な貼り方（膝・肩・腰・ふくらはぎ）の説明書付き。

・5cm幅テープを15cm/30cmの長さにプレカット。
・気になる筋肉の部位にピンポイントに貼れます。
・筋肉のブレを防ぎ、筋膜リリースしながら効果的にサ
  ポートします。
・各テープ長に対して「12か所の貼り方説明書」を同梱。

３枚入り　入数／12（パッケージ）

¥1,100（税抜価格：￥1,000）

¥1,100（税抜価格：￥1,100）
¥1,100（税抜価格：￥1,000）

¥1,100（税抜価格：￥1,000）

6枚入り ¥880（税抜価格：￥800）

¥1,100（税抜価格：￥1,000）

¥2,200（税抜価格：￥2,000）

¥2,200（税抜価格：￥2,000）

・基本的な足首への貼り方（3ステップ）の
    説明書付き。

・効果的な部位にテープを貼ることにより、筋肉の揺れやブレにより生じる
エネルギーロスを軽減。
・ランニングや自転車など、足を激しく動かす運動時に大きな負担がかかる
膝蓋骨の下にテープを貼ることで踏み込みと着地の安定感が増します。
・「12か所の貼り方説明書」を同梱。

¥770（税抜価格：￥700）

¥880（税抜価格：￥800）

¥1,980（税抜価格：￥1,800）

¥1,760（税抜価格：￥1,600）

①ベージュ②マゼンダ③レッド④オレンジ⑤ピンク⑥フレッシュグリーン
⑦イエロー⑧ターコイズブルー⑨パープル⑩チャコールグレー

① 　 ② 　 ③ 　 ④ 　 ⑤ 　 ⑥ 　 ⑦ 　 ⑧ 　 ⑨ 　 ⑩

がいはん健やかサポートテープ

¥550（税抜価格：￥500）

「靴ズレ」「マメ」の靴でのトラブルをはじめ、肩、胸など擦れが気
になる箇所へ事前に貼るだけでトラブルを予防

2枚 5セット入

・ハサミ不要の応急テープです。
・登山やトレイルランニングなどで実際によ
くある足首、ヒザ、ふくらはぎ、アキレス
腱、手首、捻挫や肉離れに対応し簡単に使
用できる解説書付のテーピングです。
・SKテープを使用したXテープ、チャック付
のビニール袋入。

・かかとまで回り込むテープ形状は、飛び出た外反部や、
　かかとなどの靴ずれ防止になります。

・土踏まずをテープでサポート
　することで負担を軽減しなが
　ら、親指を外側に引っ張るこ
　とができます。

・外反母趾にお悩みの
　方へおすすめ。
・テープを貼るだけで
　親指への負担を軽減

ニューハレ ニーダッシュ

ニューハレ Iテープ
ニューハレ AKTカラーロール

ニューハレ AKTロール

ニューハレ Xテープ ニューハレ SKロール

ブリスターテープ

エマージェンシーテープ

ニューハレ Vテープ すぐ貼れる

すぐ貼れる

すぐ貼れる

すぐ貼れる

すぐ貼れる

すぐ貼れるSK

ロールタイプ

ロールタイプ

¥1,100（税抜価格：￥1,000）Vテープのカラー展開＋ホワイト

■AKT と SK 伸縮率の違い
　　New-HALE AKT
肘や膝など関節部分の皮膚の伸縮（約５０％）を上回る約６０％の伸び率
に加え、ライクラ ®ファイバーの優れた伸縮回復性により、キネシオロジー
テープとして様々なテーピングに適応性があり、膝、腰、ふくらはぎ等の

あらゆる関節、筋肉をしっかりとサポートします。

　　New-HALE SK
皮膚の伸縮率に近い約３０％の適度な伸び率とライクラ ® ファイバーの優
れた伸縮回復性により、可動範囲の調整が出来る固定力とフィット感の両
立を生み出します。アンダーラップを必要とせず、足首に巻いてもゴワつ
くことがありません。

AKT

AKT

AKT

AKT

AKT

AKT

AKT

AKT

SK

伸縮率：約 60%

伸縮率：約 30%

SK

伸縮率：約 60%

SK伸縮率：約 30%

SK

　

カラー／ベージュ、ライトグレー、
ネイビー　

サイズ／フリー
素　材／ポリエステル１００％
　　　   （UVカット率９９％）　
後留め／スナップボタン

ヤケーヌ・爽COOL 
¥2,145（税抜価格：￥1,950）

日焼け対策・紫外線対策に困っていませんか？

カラー／ベージュ、ライトオレンジ、　
パープル、ネイビー、ブラック

　　　   ライトグレー
サイズ／フリー　
素　材／ポリエステル８７％、
キュプラ１３％（UVカット率９６％）、
接触冷感　
後留め／マジックテープ

ヤケーヌ・スタンダード 
¥1,815（税抜価格：￥1,650）

豊富なカラーでシリーズ人気№1
「息苦しくないマスク」
といったらコレ！ 濡らして、絞ってひんやり気持ちいい！

スタンダードと比べて-4℃涼しい

ネイビー407

ベージュ
● UVカット率：94.0％
● UPF：35

● UVカット率：96.1％
● UPF：30

● UVカット率：90.8％
● UPF：20

● UVカット率：95.3％
● UPF：25

● UVカット率：96.7％
● UPF：50＋

● UVカット率：98.3％
● UPF：50＋

● UVカット率：98.2％
● UPF：50＋

550
ベージュ

● UVカット率：90.1％
● UPF：15

517

カラー／ライトグレー、ネイビー　
サイズ／フリー
素　材／ポリエステル１００％
　　　   （UVカット率９0.8％）　
後留め／スナップボタン

ヤケーヌ・爽COOL耳カバー付
¥2,640（税抜価格：￥2,400）

紫外線から耳まで守る

ブラック560パープル403ライトオレンジ402
● UVカット率：94.7％
● UPF：30

ライトグレー

杢ブルー

● UVカット率：90.8％
● UPF：20

418 ライトグレー

ピンク

オフホワイト
杢ブラック

ブラック

501 ネイビー519ライトグレー518

NEW
color

カラー／ブラック、ピンク、オフホワイト　
サイズ／フリー
素　材／ポリエステル１００％
　　　   （UVカット率98.1％）　
後留め／マジックテープ

ヤケーヌ・ピンドット
¥2,145（税抜価格：￥1,950）

シンプルで使いやすいピンドット柄

● UVカット率：98.1％
● UPF：50+

596

● UVカット率：99.0％
● UPF：50+

597
● UVカット率：98.8％
● UPF：50+

595

● UVカット率：90.8％
● UPF：20

532

● UVカット率：91.7％
● UPF：20

531

カラー／杢ブラック、杢ブルー　
サイズ／フリー
素　材／ポリエステル１００％
　　　   （UVカット率90.8％）　
後留め／スナップボタン

ヤケーヌ・爽COOL スマート
¥2,860（税抜価格：￥2,600）

男性にも人気のスッキリとしたデザイン

ネイビー
● UVカット率：95.3％
● UPF：25

419

NEW

NEW

NEW

※掲載価格は2023年4月1日～の価格となります。
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WATERPROOFING（防水）

WATERPROOFING＆CARE（防水＆栄養）

CLEAING（クリーニング） & MAINTENANCE（メンテナンス用品）

着色例 着色例

完成
イメージ

着色例

着色例

【演奏動画】

対象

◯ ◯ ◯

スムース
レザー 起毛皮革 テキス

タイル

幅広い素材・製品に使える､
持続効果の高い強力な防水
スプレー。
曲げや摩擦に強い､カーボン
繊維を模した網目状の保護
膜を対象物表面に構成し､高
い防水･防汚効果を発揮しま
す。素材の通気性を妨げま
せん。

サイズ／300mL
入数／6

カーボンプロ
¥2,860（税抜価格：￥2,600）

対象

◯ ◯ ◯

スムース
レザー 起毛皮革 テキス

タイル

ナノ粒子化されたフッ化
炭素樹脂がスプレーした
素材表面に凹凸を構成
し、水や汚れを強力には
じきます。
素材の通気性を妨げま
せん。

サイズ／300mL
入数／6

ナノプロ
¥2,750（税抜価格：￥2,500）

弾力性に富んだ馬毛を豊富に使用したブラシです。
汚れ落としや仕上げのポリッシング等に幅広く使用
出来ます。
　入数／1

コロニル
馬毛ブラシ    
¥2,420（税抜価格：￥2,200）　

スウェード・ヌバックなど
の起毛皮革の靴専用ブラ
シです。柔軟性のあるゴム製
ブラシが起毛皮革に付着した汚
れをやさしく除去します。
ナイロンブラシ部分は、寝てしまった
起毛を起こし、整えるのに便利です。
　入数／1

ペダック 
クレープ 
ヌバックブラシ
¥1,210（税抜価格：￥1,100）

スウェード・ヌバック・
ベロアの靴専用のブラシ｡
軟らかいゴムブラシ部分で
汚れを落とし、ナイロンブラシ
部分で寝てしまった起毛を起こ
し整えます。
便利なヘラ・ステッチ用ブラシ付
　入数／1

ぺダック 
コンビブラシ
¥660（税抜価格：￥600）

対象

◯ ◯

スムース
レザー 起毛皮革 テキス

タイル

泡立ちが良く、高い洗浄効果のある
シャンプータイプのクリーナーです。
スムースレザー、起毛皮革、テキスタイ
ルに使用可能。便利なスポンジアプリ
ケーター付ボトル。
　
サイズ／100mL　入数／6

シリコンオイルと界面活性剤
を配合し、ゴム素材表面の汚
れを落とすと同時に弾力性を
保ちます。白い粉吹き、汚れ、ヒ
ビ割れ予防にご活用ください。
　
サイズ／150mL　入数／6

シャンプー
ダイレクト
¥1,540
（税抜価格：￥1,400）　

対象

　 ◯ 　

スムース
レザー 起毛皮革 テキス

タイル

スウェード・ヌバック
等の起毛皮革靴用の
防水+保革スプレー。
水や汚れを防ぐと同
時に、配合されたト
リートメントオイルが
皮革に油分を補い、し
なやかさと耐久性を
与えます。
　
サイズ／200mL　
入数／6

ヌバック+
ベロアスプレー

（カラーレス）
¥1,980
（税抜価格：￥1,800）

対象

◯ ◯

スムース
レザー 起毛皮革 テキス

タイル

起毛皮革靴用の栄
養ローションです。
高い浸透効果に
よって革に栄養を
与え、色を甦らせ
ます。
　
サイズ／100mL
入数／6

ヌバック+
テキスタイル
ボトル

（カラーレス）
¥1,430
（税抜価格：￥1,300）

対象

◯ 　　

　

スムース
レザー 起毛皮革 テキス

タイル

スムースレザー用の防水+栄養クリーム。
高品質なアーモンドオイルが皮革に栄養
を与え、フッ化炭素樹脂が水・汚れを防
ぎます。乾拭きをするとツヤが出ます。
　
サイズ／
75mL　
入数／6

ウォーターストップ
カラーズ（カラーレス） 
¥1,760（税抜価格：￥1,600）

対象

◯ 　

　
スムース
レザー 起毛皮革 テキス

タイル

スムースレザー、オイルレザー、オイルヌバック
製登山靴用のペースト状保革・防水ワックス。
オリーブオイルや天然ワックスが皮革に油分
を与え、しなやかなに保ちます。定期的に使用
することで耐久性と防水効果を与え、カビを
予防します。
　
サイズ／
75mL　
入数／6

アウトドア
アクティブ
レザーワックス（カラーレス）
¥1,320（税抜価格：￥1,200）

対象

◯ ◯ ◯

スムース
レザー 起毛皮革 テキス

タイル

フッ化炭素樹脂配合防水ス
プレーで、皮革や防水透湿素
材などを使用した製品の通
気性を妨げず、素材に浸透し
高い防水効果を与えること
が出来ます。
新品時に使用することで、汚
れが付きにくく、後の手入れ
が楽になります。

サイズ／200mL
入数／6

ウォーターストップ
¥1,980（税抜価格：￥1,800）

対象

◯ ◯ 　

スムース
レザー 起毛皮革 テキス

タイル

圧縮ガスを一切使
用していないた
め、室内でも使用
できる防水ジェル
です。
スムースレザー、
起毛皮革製品に
使用出来ます。

サイズ／230mL
入数／6

レザージェル
¥2,820
（税抜価格：￥2,600）

1909年に創業した「コロニル」は、いまではシューズケアには欠かすことができないトップブランドになり
ました。靴のメンテンナス用品とはいえ、用途（防水、栄養、クリーニング）や、対象となる靴の素材などに
よって、求められるアイテムは千差万別。この繊細な要望に応え続けることで誕生した豊富な商品ライン
ナップこそ、「コロニル」最大の特徴です。

COL-14 COL-2 COL-9 COL-5

COL-10

ラバーブーツクリーナー ¥1,980（税抜価格：￥1,800）　
COL-19

お手入れに幅広く使えるコットンクロス。適度
な厚みと起毛のあるコットン製クロスです｡
ケア用品の塗布やスムースレザー製品の乾拭
きなどに幅広く使用できます｡コットン製です
ので､ご使用後は洗濯可能です｡　クリーニン
グ用､クリーム塗布用､乾拭き用など､用途別に
ご用意いただくと便利です｡
　入数／1

ポリッシングクロス
¥660（税抜価格：￥600）

COL-16

アウトドアシューズのクリーニングに。
硬いナイロン製ブラシがワークブーツ
などに付着した泥汚れをしっかりと落とします｡　
尖った持ち手はソールに挟まった石を取ったり泥をこそげ落としたりなど､
アウトドアシューズのクリーニングに最適です｡
　入数／1

クリーニングブラシ
¥1,540（税抜価格：￥1,400）

COL-15

COL-7

COL-3

COL-1
COL-8

COL-13
COL-22

PED-4
PED-3

ブラック
ブラウン

MADE IN GERMAY

KLMK-2

ちいさくても良い音！ きちんと演奏できる楽器です！
キーホルダー付ハーモニカ！！

スズキ 手づくり楽器シリーズ　大人も子どもも、みんなワクワクドキドキ！塗って作って演奏しよう！

楽器の音色をより大きく、豊かに響かせる共鳴箱のついた
トレモロカリンバ。箱の穴を指であけたり塞いだりすると、ホワンホ
ワンと音が震えるような“トレモロ効果”が楽しめます。

手作り 
トレモロカリンバキット
¥2,200（税抜価格：￥2,000）

THK-1

10穴ハーモニカはロックや
ポピュラーシーンで人気で、小さなボディに３オクターブの音域をカ
バーしています。
無造作に吹き／吸いするだけで、音楽になっているように聴こえる楽
しい楽器です。

ウクレレはやわらかくあたたかい音色が癒される、ハワイを代表する
楽器です。 サイズもコンパクトで子どもでも弦が押さえやすいため、
どなたも手軽に触れられる楽器として、手づくり楽器シリーズの中で
も特に人気があります。

手作り 10穴ハーモニカキット
¥3,080（税抜価格：￥2,800）

UKK-2

手作り ウクレレキット  
¥4,290（税抜価格：￥3,900）

KMK-2

563010

サム（親指）ピアノとも呼ばれる、金属の棒を指ではじいて
演奏する楽器です。

カリンバキット
ながさ木
¥1,980（税抜価格：￥1,800）

CSK-1

カスタネットキット（小） ながさ木
¥1,320（税抜価格：￥1,200）

BCK-1

鳥の形をした、かわいらしい
バードコールです。
頭と胴を押しつけて回すと、
ことりの鳴き声のような音
がします。

手作り 
バードコールキット
¥2,200（税抜価格：￥2,000）

すぐに楽しめる専用楽譜付き

【紹介動画】

今すぐ楽しめる1オクターブ (8音)カリンバ & 楽譜セット。
澄んだ癒しの音色が鳴ります。

【掲載曲】きらきらぼし／うみ／よろこびの歌／さんぽ／聖者の行進／アメイジン
グ・グレイス／静かにねむれ／ブラームスの子守唄／埴生の宿／もろびとこぞり
て／まきびとひつじを／草競馬／サラスポンダ／情熱の薔薇／愛唄／チェリー／
長い間／海の声／夜空ノムコウ／春よ、来い 

カラー／ホワイト(MHK-5W）、ブラック（MHK-5B）、レッド（MHK-5R）
キーホルダー付きの5穴10音ミニハーモニカですが、小さくてもきちんと演奏が
できる楽器です。1オクターブ以上の音域があり、たくさんの曲を楽しめます。
音域／５穴10音 c3-e4　重量／15g　寸　法／W43xD17xH13
材質／ボディ・カバー/ABS　MADE IN JAPAN（鈴木楽器製作所）

minore ミノーレ
¥1,100（税抜価格：￥1,000）

セット内容／1オクターブ（8音）カリンバ、楽譜（20曲/A6版）、ドレミシール
音域／8音c1～c2、寸法／12.5×10.5×3cm　重量／160g

Joy Joy カリンバ
¥3,850（税抜価格：￥3,500）
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WATERPROOFING（防水）

WATERPROOFING＆CARE（防水＆栄養）

CLEAING（クリーニング） & MAINTENANCE（メンテナンス用品）

着色例 着色例

完成
イメージ

着色例

着色例

【演奏動画】

対象

◯ ◯ ◯

スムース
レザー 起毛皮革 テキス

タイル

幅広い素材・製品に使える､
持続効果の高い強力な防水
スプレー。
曲げや摩擦に強い､カーボン
繊維を模した網目状の保護
膜を対象物表面に構成し､高
い防水･防汚効果を発揮しま
す。素材の通気性を妨げま
せん。

サイズ／300mL
入数／6

カーボンプロ
¥2,860（税抜価格：￥2,600）

対象

◯ ◯ ◯

スムース
レザー 起毛皮革 テキス

タイル

ナノ粒子化されたフッ化
炭素樹脂がスプレーした
素材表面に凹凸を構成
し、水や汚れを強力には
じきます。
素材の通気性を妨げま
せん。

サイズ／300mL
入数／6

ナノプロ
¥2,750（税抜価格：￥2,500）

弾力性に富んだ馬毛を豊富に使用したブラシです。
汚れ落としや仕上げのポリッシング等に幅広く使用
出来ます。
　入数／1

コロニル
馬毛ブラシ    
¥2,420（税抜価格：￥2,200）　

スウェード・ヌバックなど
の起毛皮革の靴専用ブラ
シです。柔軟性のあるゴム製
ブラシが起毛皮革に付着した汚
れをやさしく除去します。
ナイロンブラシ部分は、寝てしまった
起毛を起こし、整えるのに便利です。
　入数／1

ペダック 
クレープ 
ヌバックブラシ
¥1,210（税抜価格：￥1,100）

スウェード・ヌバック・
ベロアの靴専用のブラシ｡
軟らかいゴムブラシ部分で
汚れを落とし、ナイロンブラシ
部分で寝てしまった起毛を起こ
し整えます。
便利なヘラ・ステッチ用ブラシ付
　入数／1

ぺダック 
コンビブラシ
¥660（税抜価格：￥600）

対象

◯ ◯

スムース
レザー 起毛皮革 テキス

タイル

泡立ちが良く、高い洗浄効果のある
シャンプータイプのクリーナーです。
スムースレザー、起毛皮革、テキスタイ
ルに使用可能。便利なスポンジアプリ
ケーター付ボトル。
　
サイズ／100mL　入数／6

シリコンオイルと界面活性剤
を配合し、ゴム素材表面の汚
れを落とすと同時に弾力性を
保ちます。白い粉吹き、汚れ、ヒ
ビ割れ予防にご活用ください。
　
サイズ／150mL　入数／6

シャンプー
ダイレクト
¥1,540
（税抜価格：￥1,400）　

対象

　 ◯ 　

スムース
レザー 起毛皮革 テキス

タイル

スウェード・ヌバック
等の起毛皮革靴用の
防水+保革スプレー。
水や汚れを防ぐと同
時に、配合されたト
リートメントオイルが
皮革に油分を補い、し
なやかさと耐久性を
与えます。
　
サイズ／200mL　
入数／6

ヌバック+
ベロアスプレー

（カラーレス）
¥1,980
（税抜価格：￥1,800）

対象

◯ ◯

スムース
レザー 起毛皮革 テキス

タイル

起毛皮革靴用の栄
養ローションです。
高い浸透効果に
よって革に栄養を
与え、色を甦らせ
ます。
　
サイズ／100mL
入数／6

ヌバック+
テキスタイル
ボトル

（カラーレス）
¥1,430
（税抜価格：￥1,300）

対象

◯ 　　

　

スムース
レザー 起毛皮革 テキス

タイル

スムースレザー用の防水+栄養クリーム。
高品質なアーモンドオイルが皮革に栄養
を与え、フッ化炭素樹脂が水・汚れを防
ぎます。乾拭きをするとツヤが出ます。
　
サイズ／
75mL　
入数／6

ウォーターストップ
カラーズ（カラーレス） 
¥1,760（税抜価格：￥1,600）

対象

◯ 　

　
スムース
レザー 起毛皮革 テキス

タイル

スムースレザー、オイルレザー、オイルヌバック
製登山靴用のペースト状保革・防水ワックス。
オリーブオイルや天然ワックスが皮革に油分
を与え、しなやかなに保ちます。定期的に使用
することで耐久性と防水効果を与え、カビを
予防します。
　
サイズ／
75mL　
入数／6

アウトドア
アクティブ
レザーワックス（カラーレス）
¥1,320（税抜価格：￥1,200）

対象

◯ ◯ ◯

スムース
レザー 起毛皮革 テキス

タイル

フッ化炭素樹脂配合防水ス
プレーで、皮革や防水透湿素
材などを使用した製品の通
気性を妨げず、素材に浸透し
高い防水効果を与えること
が出来ます。
新品時に使用することで、汚
れが付きにくく、後の手入れ
が楽になります。

サイズ／200mL
入数／6

ウォーターストップ
¥1,980（税抜価格：￥1,800）

対象

◯ ◯ 　

スムース
レザー 起毛皮革 テキス

タイル

圧縮ガスを一切使
用していないた
め、室内でも使用
できる防水ジェル
です。
スムースレザー、
起毛皮革製品に
使用出来ます。

サイズ／230mL
入数／6

レザージェル
¥2,820
（税抜価格：￥2,600）

1909年に創業した「コロニル」は、いまではシューズケアには欠かすことができないトップブランドになり
ました。靴のメンテンナス用品とはいえ、用途（防水、栄養、クリーニング）や、対象となる靴の素材などに
よって、求められるアイテムは千差万別。この繊細な要望に応え続けることで誕生した豊富な商品ライン
ナップこそ、「コロニル」最大の特徴です。

COL-14 COL-2 COL-9 COL-5

COL-10

ラバーブーツクリーナー ¥1,980（税抜価格：￥1,800）　
COL-19

お手入れに幅広く使えるコットンクロス。適度
な厚みと起毛のあるコットン製クロスです｡
ケア用品の塗布やスムースレザー製品の乾拭
きなどに幅広く使用できます｡コットン製です
ので､ご使用後は洗濯可能です｡　クリーニン
グ用､クリーム塗布用､乾拭き用など､用途別に
ご用意いただくと便利です｡
　入数／1

ポリッシングクロス
¥660（税抜価格：￥600）

COL-16

アウトドアシューズのクリーニングに。
硬いナイロン製ブラシがワークブーツ
などに付着した泥汚れをしっかりと落とします｡　
尖った持ち手はソールに挟まった石を取ったり泥をこそげ落としたりなど､
アウトドアシューズのクリーニングに最適です｡
　入数／1

クリーニングブラシ
¥1,540（税抜価格：￥1,400）

COL-15

COL-7

COL-3

COL-1
COL-8

COL-13
COL-22

PED-4
PED-3

ブラック
ブラウン

MADE IN GERMAY

KLMK-2

ちいさくても良い音！ きちんと演奏できる楽器です！
キーホルダー付ハーモニカ！！

スズキ 手づくり楽器シリーズ　大人も子どもも、みんなワクワクドキドキ！塗って作って演奏しよう！

楽器の音色をより大きく、豊かに響かせる共鳴箱のついた
トレモロカリンバ。箱の穴を指であけたり塞いだりすると、ホワンホ
ワンと音が震えるような“トレモロ効果”が楽しめます。

手作り 
トレモロカリンバキット
¥2,200（税抜価格：￥2,000）

THK-1

10穴ハーモニカはロックや
ポピュラーシーンで人気で、小さなボディに３オクターブの音域をカ
バーしています。
無造作に吹き／吸いするだけで、音楽になっているように聴こえる楽
しい楽器です。

ウクレレはやわらかくあたたかい音色が癒される、ハワイを代表する
楽器です。 サイズもコンパクトで子どもでも弦が押さえやすいため、
どなたも手軽に触れられる楽器として、手づくり楽器シリーズの中で
も特に人気があります。

手作り 10穴ハーモニカキット
¥3,080（税抜価格：￥2,800）

UKK-2

手作り ウクレレキット  
¥4,290（税抜価格：￥3,900）

KMK-2

563010

サム（親指）ピアノとも呼ばれる、金属の棒を指ではじいて
演奏する楽器です。

カリンバキット
ながさ木
¥1,980（税抜価格：￥1,800）

CSK-1

カスタネットキット（小） ながさ木
¥1,320（税抜価格：￥1,200）

BCK-1

鳥の形をした、かわいらしい
バードコールです。
頭と胴を押しつけて回すと、
ことりの鳴き声のような音
がします。

手作り 
バードコールキット
¥2,200（税抜価格：￥2,000）

すぐに楽しめる専用楽譜付き

【紹介動画】

今すぐ楽しめる1オクターブ (8音)カリンバ & 楽譜セット。
澄んだ癒しの音色が鳴ります。

【掲載曲】きらきらぼし／うみ／よろこびの歌／さんぽ／聖者の行進／アメイジン
グ・グレイス／静かにねむれ／ブラームスの子守唄／埴生の宿／もろびとこぞり
て／まきびとひつじを／草競馬／サラスポンダ／情熱の薔薇／愛唄／チェリー／
長い間／海の声／夜空ノムコウ／春よ、来い 

カラー／ホワイト(MHK-5W）、ブラック（MHK-5B）、レッド（MHK-5R）
キーホルダー付きの5穴10音ミニハーモニカですが、小さくてもきちんと演奏が
できる楽器です。1オクターブ以上の音域があり、たくさんの曲を楽しめます。
音域／５穴10音 c3-e4　重量／15g　寸　法／W43xD17xH13
材質／ボディ・カバー/ABS　MADE IN JAPAN（鈴木楽器製作所）

minore ミノーレ
¥1,100（税抜価格：￥1,000）

セット内容／1オクターブ（8音）カリンバ、楽譜（20曲/A6版）、ドレミシール
音域／8音c1～c2、寸法／12.5×10.5×3cm　重量／160g

Joy Joy カリンバ
¥3,850（税抜価格：￥3,500）
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スタークアール天板（２枚入）

サイズ／L310×W249×H209mm
内寸法／L210×W160×H180mm
重　量／0.59kg
耐荷重／510kgf（逆さ時）　
ハンドル耐荷重／253kgｆ
発注ロット／色込み5個

STR-310
バスケットミニ（7L）
¥1,980（税抜価格：￥1,800）

STR-310-OD カラー／オリーブドラブ（OD） STR-310-SND カラー／サンドベージュ（SND）

サイズ／L370 × W320× H245 mm
内寸法／L285 × W235 × H233 mm
重量／0.85kg
耐荷重／286kgf
ハンドル耐荷重／76kgf

STR-370
バスケットミドル（16L）
¥2,090（税抜価格：￥1,900）

STR-370-OD カラー／オリーブドラブ（OD） STR-370-SND カラー／サンドベージュ（SND）

サイズ／L465×W385×H280mm
内寸法／L365×W285×H265mm
重　量／1.4kg
耐荷重／337kgf（逆さ時）　
ハンドル耐荷重／105kgf
発注ロット／色込み4個

STR-465
バスケットレギュラー（27L）
¥2,420（税抜価格：￥2,200）

STR-465-OD カラー／オリーブドラブ（OD）

スタッキング可能！

STR-465-SND カラー／サンドベージュ（SND）

サイズ／L560×W295×H220mm
内寸法／L445×W180×H190mm
重　量／1.05kg
耐荷重／224kgf（逆さ時）　
ハンドル耐荷重／109kgf
発注ロット／色込み4個

STR-560
バスケットロング（19.6L）
¥2,310（税抜価格：￥2,100）

サイズ／L230 × W375 × H30 mm
（1枚）重量／約620g（1枚）内容：2枚
入り材質／竹集成材

STR-465TENITA
バスケット レギュラー (465) 
専用天板
¥3,960（税抜価格：￥3,600）

サイズ／L225 × W287 × H32 mm（1枚）
重量／約597g（1枚）内容：2枚入り
材質／竹集成材

STR-560TENITA
バスケット ロング (560) 
専用天板
¥4,180（税抜価格：￥3,800）

STR-560-OD カラー／オリーブドラブ（OD） STR-560-SND カラー／サンドベージュ（SND）

サイズ／L465×W395×H185 mm
内寸法／L365×W285×H175 mm
重量／1.1kg
容量／18ℓ
耐荷重／302kgf（逆さ時）ハンドル
耐荷重／105kgf

STR-465S 
バスケット ロー （18L）
¥2,200（税抜価格：￥2,000）

STR-465S-OD カラー／オリーブドラブ（OD） STR-465S-SND カラー／サンドベージュ（SND）

山で使え、河で使え。

カラー／オリーブドラブ（OD）、サンドベージュ（SB）
多用途に活躍する替刃式のブッシュクラフトナイフ。特製のステンレス
1.2mm厚刃を装着。 携帯するにも邪魔にならないサイズで水洗いも可
能。※刃には防錆油が塗布されております。
食品などを切る際は必ず防錆油を洗い落としてから使用してください。
専用替刃：OWB-BK1  ¥660（税抜価格：￥600）

替刃式ブッシュクラフトナイフ BK1  
¥1,430（税抜価格：￥1,300）

カラー／オリーブドラブ（OD）、サンドベージュ（SB）
一般的なカッターナイフのような使用感ながら、波形の研磨が施されて
いることで、滑りやすい素材（ロープやペットボトルなど）でもしっかり
引っかかりスムーズなカットが可能。
本体後部には多用途に活躍する便利なツメ付き。
専用替刃：OWB-FK1  ¥550（税抜価格：￥500）

替刃式フィールドナイフ FK1 
¥1,540（税抜価格：￥1,400）

カラー／オリーブドラブ（OD）、サンドベージュ（SB）
「上目」を施した本格目立てでスムーズな切れ味のノコギリ刃を装着。
衝撃焼入により耐久性と靭性を備え、刃先の切れ味が長持ちします。
アウトドアでの枝木などのカットや、DIYなどにも。（刃渡り 106mm）
専用替刃：OWB-FS1  ¥880（税抜価格：￥800）

替刃式フィールドノコギリ FS1  
¥2,200（税抜価格：￥2,000）

例えば、森の青い香り、川のせせらぎ、風が通り抜ける音…
例えば、朱鷺色に染まる空、焚火の炎の揺らめき、星降る夜の静けさ…
コンクリートジャングルを抜け出し、自然とシンクロすることでしか得られない貴重な体験が、確か
にある。だから、想った。わたしたちがつくるカッターナイフという道具を、インドアだけでなく、アウ
トドアでも使ってもらいたいと。カッターナイフで、枝を切る、木を削る、ロープを切る、火を熾す、肉
を捌く…。小さくて、軽くて、面倒な手入れも不要。でも、MADE IN JAPANの高い品質で、鋭い切れ味
と耐久性を誇る。自然と戯れたいときの携帯必需品。

OW-BK1

ナイフ単体／寸法：全長 232mm x 全幅 32.4mm 全厚 21.9mm　重量：
127g　シース収納時／寸法：全長 238.5mm x 全幅 43.5mm 全厚 
42.2mm　重量：164.4g　刃渡り／100mm

3.2mm厚のステンレス刃を装着したフルタングナイフ。切る・削るはもち
ろん、バトニングも可能。職人が1本1本丁寧に研ぎあげた刃とオルファ
の知識・経験をいかした設計は、切れ味・耐久性・使いやすさに優れてい
ます。シース付き。※替刃式ではありません。
※シースからナイフを取り出す際は、刃に触れないよう十分に気を付け
て、ゆっくり抜いてください。
※細かい作業を行いやすくするため、切っ先( 刃の先端) を非常に鋭くし
ております。突き刺してこじるなど、大きな負担がかかる作業は刃が折
れる恐れがありますので、お控えください。

アウトドアナイフ サンガ 
¥6,600（税抜価格：￥6,000）
OW-SG1-OD

OW-FK1

OW-FS1

手持ちのギアに馴染む「転写式」のステッカーです。
コンテナやクルマなど、広い面積に対応する幅の大きいタイプ
から、小さなアイテムにも使えるものまで幅広くお選びいただけ
ます。

ロゴステッカー（転写式）
OW-ST01

オリーブドラブ（OD）

オリーブドラブ（OD）

オリーブドラブ（OD）

サンドベージュ（SB）

オリーブドラブ（OD） サンドベージュ（SB）

サンドベージュ（SB）

サンドベージュ（SB）

サイズ：31×4cm 
¥660（税抜価格：￥600）

OW-ST02 小さめ３サイズ、カットして使用 
¥550（税抜価格：￥500）

OW-ST03 サイズ：23×3cm 
¥550（税抜価格：￥500）
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カッターづくりの知識と経験が生んだ職人研磨のフルタングナイフ

カラー／オリーブドラブ（OD）

OW-SG1-SB カラー／サンドベージュ（SB）

キャンプ道具収納、運搬に大活躍のバスケットです。素材には自動車バン
パー素材を使用し、柔らかく撓るその素材は圧倒的なタフさと耐候性。冬の
冷温、夏の高温、ほとんどの化学薬品やオイルにも耐えられます。ハンドルを

内側に倒せる特殊構造によって、がっちりスタッキング、使わない時はネスティング収納も可能、細かいキャン
プ製品を収納できます。キャンプだけではなくインテリアとしても使えるMade In JAPANバスケット。

オルファ　106105　スタークアール



スタークアール天板（２枚入）

サイズ／L310×W249×H209mm
内寸法／L210×W160×H180mm
重　量／0.59kg
耐荷重／510kgf（逆さ時）　
ハンドル耐荷重／253kgｆ
発注ロット／色込み5個

STR-310
バスケットミニ（7L）
¥1,980（税抜価格：￥1,800）

STR-310-OD カラー／オリーブドラブ（OD） STR-310-SND カラー／サンドベージュ（SND）

サイズ／L370 × W320× H245 mm
内寸法／L285 × W235 × H233 mm
重量／0.85kg
耐荷重／286kgf
ハンドル耐荷重／76kgf

STR-370
バスケットミドル（16L）
¥2,090（税抜価格：￥1,900）

STR-370-OD カラー／オリーブドラブ（OD） STR-370-SND カラー／サンドベージュ（SND）

サイズ／L465×W385×H280mm
内寸法／L365×W285×H265mm
重　量／1.4kg
耐荷重／337kgf（逆さ時）　
ハンドル耐荷重／105kgf
発注ロット／色込み4個

STR-465
バスケットレギュラー（27L）
¥2,420（税抜価格：￥2,200）

STR-465-OD カラー／オリーブドラブ（OD）

スタッキング可能！

STR-465-SND カラー／サンドベージュ（SND）

サイズ／L560×W295×H220mm
内寸法／L445×W180×H190mm
重　量／1.05kg
耐荷重／224kgf（逆さ時）　
ハンドル耐荷重／109kgf
発注ロット／色込み4個

STR-560
バスケットロング（19.6L）
¥2,310（税抜価格：￥2,100）

サイズ／L230 × W375 × H30 mm
（1枚）重量／約620g（1枚）内容：2枚
入り材質／竹集成材

STR-465TENITA
バスケット レギュラー (465) 
専用天板
¥3,960（税抜価格：￥3,600）

サイズ／L225 × W287 × H32 mm（1枚）
重量／約597g（1枚）内容：2枚入り
材質／竹集成材

STR-560TENITA
バスケット ロング (560) 
専用天板
¥4,180（税抜価格：￥3,800）

STR-560-OD カラー／オリーブドラブ（OD） STR-560-SND カラー／サンドベージュ（SND）

サイズ／L465×W395×H185 mm
内寸法／L365×W285×H175 mm
重量／1.1kg
容量／18ℓ
耐荷重／302kgf（逆さ時）ハンドル
耐荷重／105kgf

STR-465S 
バスケット ロー （18L）
¥2,200（税抜価格：￥2,000）

STR-465S-OD カラー／オリーブドラブ（OD） STR-465S-SND カラー／サンドベージュ（SND）

山で使え、河で使え。

カラー／オリーブドラブ（OD）、サンドベージュ（SB）
多用途に活躍する替刃式のブッシュクラフトナイフ。特製のステンレス
1.2mm厚刃を装着。 携帯するにも邪魔にならないサイズで水洗いも可
能。※刃には防錆油が塗布されております。
食品などを切る際は必ず防錆油を洗い落としてから使用してください。
専用替刃：OWB-BK1  ¥660（税抜価格：￥600）

替刃式ブッシュクラフトナイフ BK1  
¥1,430（税抜価格：￥1,300）

カラー／オリーブドラブ（OD）、サンドベージュ（SB）
一般的なカッターナイフのような使用感ながら、波形の研磨が施されて
いることで、滑りやすい素材（ロープやペットボトルなど）でもしっかり
引っかかりスムーズなカットが可能。
本体後部には多用途に活躍する便利なツメ付き。
専用替刃：OWB-FK1  ¥550（税抜価格：￥500）

替刃式フィールドナイフ FK1 
¥1,540（税抜価格：￥1,400）

カラー／オリーブドラブ（OD）、サンドベージュ（SB）
「上目」を施した本格目立てでスムーズな切れ味のノコギリ刃を装着。
衝撃焼入により耐久性と靭性を備え、刃先の切れ味が長持ちします。
アウトドアでの枝木などのカットや、DIYなどにも。（刃渡り 106mm）
専用替刃：OWB-FS1  ¥880（税抜価格：￥800）

替刃式フィールドノコギリ FS1  
¥2,200（税抜価格：￥2,000）

例えば、森の青い香り、川のせせらぎ、風が通り抜ける音…
例えば、朱鷺色に染まる空、焚火の炎の揺らめき、星降る夜の静けさ…
コンクリートジャングルを抜け出し、自然とシンクロすることでしか得られない貴重な体験が、確か
にある。だから、想った。わたしたちがつくるカッターナイフという道具を、インドアだけでなく、アウ
トドアでも使ってもらいたいと。カッターナイフで、枝を切る、木を削る、ロープを切る、火を熾す、肉
を捌く…。小さくて、軽くて、面倒な手入れも不要。でも、MADE IN JAPANの高い品質で、鋭い切れ味
と耐久性を誇る。自然と戯れたいときの携帯必需品。

OW-BK1

ナイフ単体／寸法：全長 232mm x 全幅 32.4mm 全厚 21.9mm　重量：
127g　シース収納時／寸法：全長 238.5mm x 全幅 43.5mm 全厚 
42.2mm　重量：164.4g　刃渡り／100mm

3.2mm厚のステンレス刃を装着したフルタングナイフ。切る・削るはもち
ろん、バトニングも可能。職人が1本1本丁寧に研ぎあげた刃とオルファ
の知識・経験をいかした設計は、切れ味・耐久性・使いやすさに優れてい
ます。シース付き。※替刃式ではありません。
※シースからナイフを取り出す際は、刃に触れないよう十分に気を付け
て、ゆっくり抜いてください。
※細かい作業を行いやすくするため、切っ先( 刃の先端) を非常に鋭くし
ております。突き刺してこじるなど、大きな負担がかかる作業は刃が折
れる恐れがありますので、お控えください。

アウトドアナイフ サンガ 
¥6,600（税抜価格：￥6,000）
OW-SG1-OD

OW-FK1

OW-FS1

手持ちのギアに馴染む「転写式」のステッカーです。
コンテナやクルマなど、広い面積に対応する幅の大きいタイプ
から、小さなアイテムにも使えるものまで幅広くお選びいただけ
ます。

ロゴステッカー（転写式）
OW-ST01

オリーブドラブ（OD）

オリーブドラブ（OD）

オリーブドラブ（OD）

サンドベージュ（SB）

オリーブドラブ（OD） サンドベージュ（SB）

サンドベージュ（SB）

サンドベージュ（SB）

サイズ：31×4cm 
¥660（税抜価格：￥600）

OW-ST02 小さめ３サイズ、カットして使用 
¥550（税抜価格：￥500）

OW-ST03 サイズ：23×3cm 
¥550（税抜価格：￥500）
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カッターづくりの知識と経験が生んだ職人研磨のフルタングナイフ

カラー／オリーブドラブ（OD）

OW-SG1-SB カラー／サンドベージュ（SB）

キャンプ道具収納、運搬に大活躍のバスケットです。素材には自動車バン
パー素材を使用し、柔らかく撓るその素材は圧倒的なタフさと耐候性。冬の
冷温、夏の高温、ほとんどの化学薬品やオイルにも耐えられます。ハンドルを

内側に倒せる特殊構造によって、がっちりスタッキング、使わない時はネスティング収納も可能、細かいキャン
プ製品を収納できます。キャンプだけではなくインテリアとしても使えるMade In JAPANバスケット。

オルファ　106105　スタークアール



ライテストプロハンモック
¥15,950（税抜価格 ￥14,500）

エコマーケットバッグ
¥1,210（税抜価格 ￥1,100）
①ダークグリーンｘターコイズ（TMMB0514）②オレンジｘスカイブルー（TMMB3509）
③ブルーｘダークイエロー（TMMB2837）④カーキｘパープル（TMMB2230）⑤ブラックｘダークグレー（TMMB0703）
耐荷重／20kg　材質／ハイグレードパラシュートナイロン　サイズ／W58 x D6.5ｘH50cm　
収納時／W6 x D6 x H9cm  重量／70g　容量／20L

① ② ③ ④ ⑤

走り続けるために、マグネシウムをとる。
毎日のトレーニングやレースでの発汗、ストレスなどにより失われる必須ミネラル「マグネシウム」を急速チャージ。
Mag-onは、純度の高い国産のマグネシウムを、素早く溶けて、吸収率の高い水溶性に加工した、
アスリートのためのサプリメントです。

登山・トレイルランニング等
アウトドアスポーツにオススメの食品ラインナップ

Mag-on® Energy GelMag-on Gelée

¥302（税抜価格：￥280）

美味しすぎるエネルギー＆Mg補給。
長丁場の運動やアクティビティで必要な糖質を摂取するエナジージェルに、水溶性
マグネシウム50mgをプラス。
おいしくエネルギー補給できるだけでなく、
急な筋肉のトラブルを防ぎ、エネルギー代謝をも促す。

Mag-onシリーズの半固形状の「ゼリータイプ」。
マグネシウム50mg入りでカリウムも配合されています。
バナナに続き、第２のフレーバー「ピーチ」が登場。

さわやかな酸味とカフェインで集中力キープ
持久系アスリートたちからのリクエストに応え、人気のエナジージェルに
カフェイン25mgをプラス。マグ・オンの「おいしい補給」というコンセプトはそのま
まに、目の覚めるような強めの酸味で、甘い補給食が苦手という人にもオススメの
新感覚エナジージェル。

Mag-on®　顆粒タイプ 8包入
ここ一番の決戦Mgブースター。
マグ・オン顆粒タイプは、圧倒的に高い吸水率を誇る
水溶性マグネシウムを200mg配合。
レースや試合での発汗や緊張によるマグネシウム不
足からくる筋肉のトラブル、急激なパフォーマンス低
下の対策にはMgをガツンとチャージ。

入数／ 12　重量／ 41g　エネルギー／ 120 kcal

グレープフルーツ
TW210104

¥302（税抜価格：￥280）
入数／ 12　重量／ 41g　　エネルギー／ 120kcal

バナナ

甘酒餅

TW210242TW210245
ウメ

TW210103
アップル
TW210150

¥302（税抜価格：￥280）
入数／ 12　重量／ 41g　エネルギー／ 120 kcal

¥2,160（税抜価格：￥2,000）
入数／ 1　重量／ 3.7g　
エネルギー／ 11.1 kcal

レモン
TW210178

青みかん
TW210239

ピンクグレープフルーツ
TW210232

ジュレピーチ

TW210001

もちとパラチノースでチカラみなぎる。つくられた人工的な味と、機能性だけのエネルギー補給は、もういらない。
お米のちからをおいしく摂れる自然食「おもち」に、パワーの源となる糖質をゆっくり使える、パラチノース®を配合。 
Enemoti（えねもち）は、エンデュランススポーツのために進化した、究極のエネルギーフードです。
■血糖値の急上昇を抑えてゆっくり吸収
■長時間エネルギーとして使える。

Enemoti (えねもち)

※掲載価格は税込（食品は8％）と
　税抜の併記となっております。

¥291（税抜価格：￥270）
入数／ 24　重量／約 40g　エネルギー／ 145～149kcal

VID10027
塩餅

VID10011
クルミ餅

VID10007

メダリスト　
アミノダイレクト5500
7ｇ×5袋入

回復系サプリメント。
水に溶かさずそのまま飲めるダイレクトタイプ。クエ
ン酸で乳酸を素早くエネルギーに変換、ＢＣＡＡが運動
時のエネルギーとして利用され、筋肉を強力サポート。

¥2,160（税抜価格：￥2,000） ¥1,080（税抜価格：￥1,000）

メダリスト　
スーパーメダリスト9000　
11ｇ×8袋入

クエン酸はもちろん、ＢＣＡＡ、オルニチンサイク
ル系アミノ酸、ＨＭＢ、カフェインまで配合。
これだけの栄養素を一度に摂取できるのは
「スーパーメダリスト」だけ！

¥270（税抜価格：￥250）
メダリスト エナジージェル

エネルギー補給食。濃縮天然系果汁＆
ハチミツ使用のエネルギー補給ジェル。
固形に近いので噛む事で満足感が得れ
れ吸収効率も高くなります。
入数／ 12　重量／ 45g　
エネルギー／ 106 kcal　
※コーヒー（カフェイン50mg含有）105 kcal

メダリスト
1Ｌ（５袋入 28g） 　　　¥1,620（税抜価格：￥1,500）
500ml（12袋入 15g） 　　　¥2,160（税抜価格：￥2,000）
170ml（30袋入 4.5g） 　　　¥1,944（税抜価格：￥1,800） お徳用１L（16袋入28g）   ¥4,500 （税抜）+税

定番クエン酸ドリンク。登山の時の栄養補給に。おいしいクエン酸。
梅干し約１２個分（１L用２８ｇ中）のクエン酸とアミノ酸など４０数種の栄養素をバランスを考えて配合、溶けやすい顆粒状です。

入数／ 1　

クエン酸といえば、やっぱりメダリスト。「ツライ」を「ラクに」！　
15年以上売れ続けているベストセラー。

1L 500ml 170ml
88914 88871

88923 88912

88801

88804

88803 88802

グレープフルーツ リンゴ
88945
ブドウ

88978
コーヒー

エネルギー／ 98kcal
エネルギー／ 53kcal

エネルギー／ 16kcal

メダリスト ブドウ味 
500ml用  15g×12袋入
¥2,160（税抜価格：￥2,000）
酸味を抑えた誰にでも親しみやすいブドウ
味。クエン酸（3,525mg）とポリフェノール
（21.9mg）を配合。

88989

エネルギー／ 53kcal

メダリスト  乳酸菌
170ml用  4.5g×30袋入
¥1,944（税抜価格：￥1,800）
乳酸菌が摂取できるヨーグルト風味のメダリス
ト。日常の栄養補給に。

88944

エネルギー／ 15.1kcal

エネルギー／ 22.7 kcalエネルギー／ 35.7 kcal

NEW

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
¥2,200（税抜価格：￥2,000）　
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)

カラー／ダークグリーン、ネイビーブルー、オレンジ
耐荷重／150kg　材質／Light Weight Nylon　付属品／ムーンバッグ、カ
ラビナｘ２個、リッジラインキット、バグネット　サイズ／W325 x D140cm
重量／550g　設置に必要な長さ／320cm以上

PREMIUM 5L
¥2,420（税抜価格：￥2,200）　
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
¥4,290（税抜価格：￥3,900） 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
¥3,740（税抜価格：￥3,400）　
サイズ／長さ38mm×幅21mm×
　　　　高さ160mm
カラー／レッド、グリーン

ノズル
¥1,210（税抜価格：￥1,100）　
サイズ／長さ38mm×幅21mm×
　　　   高さ130mm　
カラー／ブラック

プロフィ 20L
￥7,150（税抜価格：￥6,500）　
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)

8002000

01002

グリーン
819851

819901

レッド
819811

レッド
01064

ブラック
8003000

ダークグリーン
TMPRO51 TMLSTRAP

ネイビーブルー
TMPRO52

オレンジ
TMPRO53

レッド
8005000

イエロー
8006000

グリーン
8007000

ブルー
8004000

グレー
801040

オリーブ
02009

レッド
02061

ヒューナースドルフ
Germany

45QT (42.6L) 35QT (33.1L) 20QT (18.9L)

アイスエイジ・クーラーボックスは５日間保冷力をキープするハイエンドクーラーボックス。
その秘密は約5cmのポリウレタンフォームが注入されたボディ。真夏でもキンキンに冷えたドリンク
を楽しめます。ボディ表面にはUVカットコーティングを施してあります。
嬉しいアクセサリーも標準装備。アウドドアフィールドで大活躍間違いありません。

クーラーボックス 45QT (42.6L)
¥37,950（税抜価格：￥34,500）
サイズ／幅67 x 奥行41 x 高さ 41cm　重量／13.2kg

ILC045

クーラーボックス 35QT (33.1L)
¥31,900（税抜価格：￥29,000）
サイズ／幅57 x 奥行40 x 高さ 40cm　重量／10.9kg

ILC035

クーラーボックス 20QT (18.9L)
¥29,480（税抜価格：￥26,800）
サイズ／幅53 x 奥行33 x 高さ 36cm　重量／8.5kg

ILC020

仕切り板兼カッティングボード、ワイ
ヤーバスケットとドリンクホルダーと
充実の装備が標準で付属

オリーブ (OLV) チャコール（CHC） タン（TAN） アーミーカモ（ACA） デザートカモ（DCA）

各サイズ・カラー展開／オリーブ （OLV）、チャコール（CHC）、タン（TAN）、アーミーカモ（ACA）、デザートカモ（DCA）

ZARELO-ORIGINAL
ザレロ着火剤 ORIGINAL
¥1,320（税抜価格：￥1,200）
サイズ／W 18.5 x D 9.5 x H 13.5cm
重量／400g

ZARELO-NATURAL
ザレロ着火剤 ORIGINAL
¥1,980（税抜価格：￥1,800）
サイズ／W 13 x D 13 x H 28cm
重量／500g

ライテストストラップ
¥3,960（税抜価格 ¥3,600）
 全長／250cm　耐荷重／200kg　材質／ポリエステル、UHMWPEロープ　
重量／95G　収納ポーチ付

Mag-on® Energy Gel+caffeine
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ライテストプロハンモック
¥15,950（税抜価格 ￥14,500）

エコマーケットバッグ
¥1,210（税抜価格 ￥1,100）
①ダークグリーンｘターコイズ（TMMB0514）②オレンジｘスカイブルー（TMMB3509）
③ブルーｘダークイエロー（TMMB2837）④カーキｘパープル（TMMB2230）⑤ブラックｘダークグレー（TMMB0703）
耐荷重／20kg　材質／ハイグレードパラシュートナイロン　サイズ／W58 x D6.5ｘH50cm　
収納時／W6 x D6 x H9cm  重量／70g　容量／20L

① ② ③ ④ ⑤

走り続けるために、マグネシウムをとる。
毎日のトレーニングやレースでの発汗、ストレスなどにより失われる必須ミネラル「マグネシウム」を急速チャージ。
Mag-onは、純度の高い国産のマグネシウムを、素早く溶けて、吸収率の高い水溶性に加工した、
アスリートのためのサプリメントです。

登山・トレイルランニング等
アウトドアスポーツにオススメの食品ラインナップ

Mag-on® Energy GelMag-on Gelée

¥302（税抜価格：￥280）

美味しすぎるエネルギー＆Mg補給。
長丁場の運動やアクティビティで必要な糖質を摂取するエナジージェルに、水溶性
マグネシウム50mgをプラス。
おいしくエネルギー補給できるだけでなく、
急な筋肉のトラブルを防ぎ、エネルギー代謝をも促す。

Mag-onシリーズの半固形状の「ゼリータイプ」。
マグネシウム50mg入りでカリウムも配合されています。
バナナに続き、第２のフレーバー「ピーチ」が登場。

さわやかな酸味とカフェインで集中力キープ
持久系アスリートたちからのリクエストに応え、人気のエナジージェルに
カフェイン25mgをプラス。マグ・オンの「おいしい補給」というコンセプトはそのま
まに、目の覚めるような強めの酸味で、甘い補給食が苦手という人にもオススメの
新感覚エナジージェル。

Mag-on®　顆粒タイプ 8包入
ここ一番の決戦Mgブースター。
マグ・オン顆粒タイプは、圧倒的に高い吸水率を誇る
水溶性マグネシウムを200mg配合。
レースや試合での発汗や緊張によるマグネシウム不
足からくる筋肉のトラブル、急激なパフォーマンス低
下の対策にはMgをガツンとチャージ。

入数／ 12　重量／ 41g　エネルギー／ 120 kcal

グレープフルーツ
TW210104

¥302（税抜価格：￥280）
入数／ 12　重量／ 41g　　エネルギー／ 120kcal

バナナ

甘酒餅

TW210242TW210245
ウメ

TW210103
アップル
TW210150

¥302（税抜価格：￥280）
入数／ 12　重量／ 41g　エネルギー／ 120 kcal

¥2,160（税抜価格：￥2,000）
入数／ 1　重量／ 3.7g　
エネルギー／ 11.1 kcal

レモン
TW210178

青みかん
TW210239

ピンクグレープフルーツ
TW210232

ジュレピーチ

TW210001

もちとパラチノースでチカラみなぎる。つくられた人工的な味と、機能性だけのエネルギー補給は、もういらない。
お米のちからをおいしく摂れる自然食「おもち」に、パワーの源となる糖質をゆっくり使える、パラチノース®を配合。 
Enemoti（えねもち）は、エンデュランススポーツのために進化した、究極のエネルギーフードです。
■血糖値の急上昇を抑えてゆっくり吸収
■長時間エネルギーとして使える。

Enemoti (えねもち)

※掲載価格は税込（食品は8％）と
　税抜の併記となっております。

¥291（税抜価格：￥270）
入数／ 24　重量／約 40g　エネルギー／ 145～149kcal

VID10027
塩餅

VID10011
クルミ餅

VID10007

メダリスト　
アミノダイレクト5500
7ｇ×5袋入

回復系サプリメント。
水に溶かさずそのまま飲めるダイレクトタイプ。クエ
ン酸で乳酸を素早くエネルギーに変換、ＢＣＡＡが運動
時のエネルギーとして利用され、筋肉を強力サポート。

¥2,160（税抜価格：￥2,000） ¥1,080（税抜価格：￥1,000）

メダリスト　
スーパーメダリスト9000　
11ｇ×8袋入

クエン酸はもちろん、ＢＣＡＡ、オルニチンサイク
ル系アミノ酸、ＨＭＢ、カフェインまで配合。
これだけの栄養素を一度に摂取できるのは
「スーパーメダリスト」だけ！

¥270（税抜価格：￥250）
メダリスト エナジージェル

エネルギー補給食。濃縮天然系果汁＆
ハチミツ使用のエネルギー補給ジェル。
固形に近いので噛む事で満足感が得れ
れ吸収効率も高くなります。
入数／ 12　重量／ 45g　
エネルギー／ 106 kcal　
※コーヒー（カフェイン50mg含有）105 kcal

メダリスト
1Ｌ（５袋入 28g） 　　　¥1,620（税抜価格：￥1,500）
500ml（12袋入 15g） 　　　¥2,160（税抜価格：￥2,000）
170ml（30袋入 4.5g） 　　　¥1,944（税抜価格：￥1,800） お徳用１L（16袋入28g）   ¥4,500 （税抜）+税

定番クエン酸ドリンク。登山の時の栄養補給に。おいしいクエン酸。
梅干し約１２個分（１L用２８ｇ中）のクエン酸とアミノ酸など４０数種の栄養素をバランスを考えて配合、溶けやすい顆粒状です。

入数／ 1　

クエン酸といえば、やっぱりメダリスト。「ツライ」を「ラクに」！　
15年以上売れ続けているベストセラー。

1L 500ml 170ml
88914 88871

88923 88912

88801

88804

88803 88802

グレープフルーツ リンゴ
88945
ブドウ

88978
コーヒー

エネルギー／ 98kcal
エネルギー／ 53kcal

エネルギー／ 16kcal

メダリスト ブドウ味 
500ml用  15g×12袋入
¥2,160（税抜価格：￥2,000）
酸味を抑えた誰にでも親しみやすいブドウ
味。クエン酸（3,525mg）とポリフェノール
（21.9mg）を配合。

88989

エネルギー／ 53kcal

メダリスト  乳酸菌
170ml用  4.5g×30袋入
¥1,944（税抜価格：￥1,800）
乳酸菌が摂取できるヨーグルト風味のメダリス
ト。日常の栄養補給に。

88944

エネルギー／ 15.1kcal

エネルギー／ 22.7 kcalエネルギー／ 35.7 kcal

NEW

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
¥2,200（税抜価格：￥2,000）　
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)

カラー／ダークグリーン、ネイビーブルー、オレンジ
耐荷重／150kg　材質／Light Weight Nylon　付属品／ムーンバッグ、カ
ラビナｘ２個、リッジラインキット、バグネット　サイズ／W325 x D140cm
重量／550g　設置に必要な長さ／320cm以上

PREMIUM 5L
¥2,420（税抜価格：￥2,200）　
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
¥4,290（税抜価格：￥3,900） 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
¥3,740（税抜価格：￥3,400）　
サイズ／長さ38mm×幅21mm×
　　　　高さ160mm
カラー／レッド、グリーン

ノズル
¥1,210（税抜価格：￥1,100）　
サイズ／長さ38mm×幅21mm×
　　　   高さ130mm　
カラー／ブラック

プロフィ 20L
￥7,150（税抜価格：￥6,500）　
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)

8002000

01002

グリーン
819851

819901

レッド
819811

レッド
01064

ブラック
8003000

ダークグリーン
TMPRO51 TMLSTRAP

ネイビーブルー
TMPRO52

オレンジ
TMPRO53

レッド
8005000

イエロー
8006000

グリーン
8007000

ブルー
8004000

グレー
801040

オリーブ
02009

レッド
02061

ヒューナースドルフ
Germany

45QT (42.6L) 35QT (33.1L) 20QT (18.9L)

アイスエイジ・クーラーボックスは５日間保冷力をキープするハイエンドクーラーボックス。
その秘密は約5cmのポリウレタンフォームが注入されたボディ。真夏でもキンキンに冷えたドリンク
を楽しめます。ボディ表面にはUVカットコーティングを施してあります。
嬉しいアクセサリーも標準装備。アウドドアフィールドで大活躍間違いありません。

クーラーボックス 45QT (42.6L)
¥37,950（税抜価格：￥34,500）
サイズ／幅67 x 奥行41 x 高さ 41cm　重量／13.2kg

ILC045

クーラーボックス 35QT (33.1L)
¥31,900（税抜価格：￥29,000）
サイズ／幅57 x 奥行40 x 高さ 40cm　重量／10.9kg

ILC035

クーラーボックス 20QT (18.9L)
¥29,480（税抜価格：￥26,800）
サイズ／幅53 x 奥行33 x 高さ 36cm　重量／8.5kg

ILC020

仕切り板兼カッティングボード、ワイ
ヤーバスケットとドリンクホルダーと
充実の装備が標準で付属

オリーブ (OLV) チャコール（CHC） タン（TAN） アーミーカモ（ACA） デザートカモ（DCA）

各サイズ・カラー展開／オリーブ （OLV）、チャコール（CHC）、タン（TAN）、アーミーカモ（ACA）、デザートカモ（DCA）

ZARELO-ORIGINAL
ザレロ着火剤 ORIGINAL
¥1,320（税抜価格：￥1,200）
サイズ／W 18.5 x D 9.5 x H 13.5cm
重量／400g

ZARELO-NATURAL
ザレロ着火剤 ORIGINAL
¥1,980（税抜価格：￥1,800）
サイズ／W 13 x D 13 x H 28cm
重量／500g

ライテストストラップ
¥3,960（税抜価格 ¥3,600）
 全長／250cm　耐荷重／200kg　材質／ポリエステル、UHMWPEロープ　
重量／95G　収納ポーチ付

Mag-on® Energy Gel+caffeine
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ＺＥＮ　ＢＥＦＯＲＥ
トラ（   4粒）   ¥    324（税抜価格：￥300）　入数/10
トラ（24粒）   ¥1,404（税抜価格：￥1,300）　入数/6

運動前にトラを四粒。　運動前の持久系アミノ酸。運動前に接種。
ライチから取った低分子ポリフェノール「オリゴノール」と、アンセリン(カツオから取れる成分)を追加することで
アミノ酸の運搬能力を高めます。

ＺＥＮ　ＡＦＴＥＲ
ダルマ（   4粒）   ¥    324（税抜価格：￥300） 　入数/10
ダルマ（24粒）   ¥1,404（税抜価格：￥1,300）　入数/6

　
ダルマ（   88粒）   ¥4,104（税抜価格：￥3,800）　入数/1
ダルマ（180粒）   ¥6,264（税抜価格：￥5,800）　入数/1

運動後にダルマを四粒。運動後の回復系アミノ酸。運動後に接種。
天然のアミノ酸に果糖(果物から取れる糖)を配合することで、疲れた筋肉の修復に抜群の効果が現れ、回復力を格段に
向上させます。

ＺＥＮ  飴と無智  黒糖塩  
 ¥378（税抜価格：￥350）

飴と無智シリーズは、合成甘味料、着色料、香料を一切使用せず、素材にこだわったスローデザインの行動食です。
八王子にある小さな飴の工房で炊きあげています。

ＺＥＮ  山よりだんご 
¥388（税抜価格：￥360）

入数：12 　重量：90ｇ　
エネルギー：277 kcal

ＺＥＮ  塩梅水（あんばいすい） 
¥237（税抜価格：￥220）
スポーツ時の水分補給を真摯に考えて
作ったまったく新しくて、もっとも古い
ハイポトニック飲料です。 
塩梅水は合成甘味料、着色料、香料を
使っていない点でまったく新しい商品
です。
しかし原材料として使用している海塩、
梅干し、シソ、てんさい糖は昔から親し
まれている伝統的な日本の食品です。
古くから日本人に知られた素材で作っ
たものなので、もっとも古いハイポト
ニック飲料というわけです。 

伊豆大島の天然海塩。手の平にすっぽり収まるミニ
サイズ。
スポーツ、ハイキングなど、アウトドアでのミネラル
補給にどうぞ。入数：20 　重量：12ｇ　

エネルギー：46kcal

入数：12 　重量：３２ｇ　
エネルギー：189 kcal

ＺＥＮ  飴と無智  塩梅 
 ¥378（税抜価格：￥350）

ＺＥＮ　海塩の焼塩　かいえん 
 ¥345（税抜価格：￥320）　 入数/12

入数：12 　重量：50ｇ　
エネルギー：190 kcal

入数：12 　重量：40ｇ　
エネルギー：160 kcal

天然由来の素材を使用したスポーツ・ニュートリションや食品を生産している「ZEN NUTRITION」。
「トラ」は運動前に摂取してエネルギーの燃焼効率ＵＰ、「ダルマ」はバツグンの回復力を体感できるスポーツ栄養素です。
一般的には化学合成で作られたアミノ酸を使用しているのに対して、この「ZEN NUTRITION」は天然由来でアミノ酸含有量多い原料にこだわっています。

■ぶどう糖とは…糖質は生体に摂取されると、酵素によって小さな分子に分解され、吸
収されます。その分子のひとつが『ぶどう糖』(別名：グルコース)です。■沖縄の塩シマ
マースとは・・・輸入天日塩を沖縄の海水で溶解し、じっくりと煮詰めて作った塩です。

4粒 24粒

※在庫限りで終了　※ケースはSサイズのみ ※在庫限りで終了　※ケースはSサイズのみ

4粒 24粒

88粒

天然主成分を配合したスポーツ栄養素ZEN NUTRITIONは
驚異のエネルギー燃焼効率改善とスピードリカバリーを体感

「飴と無智」「山よりだんご」は「トラ」もしくは「ダルマ」のZEN商品展開店限定商品です。

180325 180080 180332 180097

180　 180粒180　88粒180　 180粒180　
　
トラ（   88粒）   ¥4,104（税抜価格：￥3,800）　入数/1
トラ（180粒）   ¥6,264（税抜価格：￥5,800）　入数/1

180714 180776
ＺＥＮ  飴と無智  アムラ
 ¥378（税抜価格：￥350）

180820

180813

180745 180707

製造工程：天日、平釜、高温焼成　
名称：塩 原材料名：海水（国産）　内容量：10ｇ

大丸本舗 ぶどう糖（18粒）
 ¥216（税抜価格：￥200）

71300

内容量／ 2.5g x 18 粒
エネルギー／ 12kcal 
入数／ 10

大丸本舗 塩クエン酸入りぶどう糖（25粒）
 ¥270（税抜価格：￥250）

71330

内容量／ 2g x 25 粒
エネルギー／ 7.5kcal  食塩相当量／ 0.02g
入数／ 10

ＺＥＮ  走れエキス
（持久系エキス） 
¥486（税抜価格：￥450）
アントシアニンを多く含んだ紅
芋酢が最大酸素摂取量の増大と
エネルギーの燃焼剤となり持久
力を高めます。
日本伝統醸造メーカー飯尾醸造
「富士酢」が手塩にかけて作る
紅芋酢に含まれる酵素は天然の
アントシアニンやアミノ酸が豊
富。酵素がグリコーゲンの生成
を促すことで、運動時におけるエ
ネルギーの燃焼効率向上と疲労
回復が出来る。

入数／ 12　重量／ 20g
エネルギー／ 7kcal

180783

井村屋  スポーツようかん あずき 
　　　  １本 ¥118（税抜価格：￥110）
 　　　 ５本入 ¥594（税抜価格：￥550）
カラダでゆっくりと吸収される持続性エネルギー糖質であ
るパラチノース®、マルトデキストリンを配合、小豆の風味豊
かなようかんを甘さ控えめに仕上げました。（北海道産小豆
使用）、淡路島の藻塩を使用。 
食塩相当量 0.14g/本（40g）
入数／ 10　重量／ 40ｇ　エネルギー／ 113 kcal

古くて、新しい「YO-KAN」。　登山・アウトドアスポーツのお供に和菓子を。
手軽においしくカロリー補給。振動や温度変化による変質がなく、コンパクトに持ち運びできます。
腹持ちが良く、満腹感が感じられます。

64147
11356

井村屋  スポーツようかん カカオ　
  　　　 １本 ¥140（税抜価格：￥130）
 　　　  ５本入 ¥702（税抜価格：￥650）
カラダでゆっくりと吸収される持続性エネルギー糖質であ
るパラチノース®、マルトデキストリンを配合、カカオマス
とココアバターを使用した、おいしいチョコ味のようかんで
す。淡路島の藻塩を使用。 
食塩相当量 0.14g/本（38g）

入数／ 10　重量／ 38ｇ　エネルギー／ 124 kcal

64148
11357

手軽に補給可能な食べきりサイズのミニようかんです。
適度に柔らかく、すっきりした甘さで水がなくてもそのまま食べれます。
入数／ 10　重量／ 60ｇ　カロリー／ 171kcal

チョコレートの味わいを大切にして和のあんと融合させました。カカオマス
とココアバターを使用した、チョコレートの風味が楽しめるようかんです。
入数／ 10　重量／ 55ｇ　カロリー／ 197kcal

井村屋  えいようかん（5本入）
¥648（税抜価格：￥600）

11022

井村屋  チョコえいようかん（5本入）
¥756（税抜価格：￥700）

12169

山よりだんご トレッキング、美
容と運動に、残業にも。
山よりだんご（塩餅）は天然素
材を使って伝統製法のスロー行
動食です。塩は伝統海塩「海の
精」を使用。さらにライチから
ポリフェノールを抽出しカラダ
に吸収しやすい低分子化したオ
リゴノールを加えました。
一袋（90g）で約277キロカロ
リー。

おいしく栄養 満足長持ち。　時間がないときにもさっと手軽に食べられて、おいしくコバラを満たしながら必要な栄養素も補給できる、「満足感（腹持
ち感）」にこだわった栄養調整食品です。1本で10種のビタミン、1日必要量の約1/3のカルシウム・鉄、食物繊維3ｇが摂取できます。砂糖と同じカロリー
ですがゆっくり消化吸収される糖質（パラチノース®）を配合しており、満足感（腹持ち感）が長続きします。

ブルボン　スローバー　
チョコバナナクッキー
¥108（税抜価格：￥100）

入数／ 9　重量／ 41g　エネルギー／ 183kcal

309070

ブルボン　スローバー　
チョコレートクッキー
¥108（税抜価格：￥100）

入数／ 9　重量／ 41g　エネルギー／ 188kcal

309050

ブルボン　プロテインバーPRO
アーモンドクッキー

¥145（税抜価格：￥135）
入数／ 9　重量／ 40g　エネルギー／ 188kcal

34707

ブルボン　スローバー　
濃厚ココナッツミルク
¥108（税抜価格：￥100）

入数／ 9　重量／ 41g　エネルギー／ 193kcal

31470

WAY TO GO
ハイ・プロテインクッキー（柚子）
¥280（税抜価格：￥260）
行動食におすすめ、ハイプロテインクッキー。
大豆粉使用で高たんぱくかつ食物繊維たっぷり！ 
保湿性に優れ筋力向上や疲労回復が期待できる
アミノ酸の一種、ベタイン入り。ビタミン（B1、
B2、B6）配合。ビタミンB群は糖質・脂質・たんぱ
く質の代謝、エネルギー生成に必須。
入数／ 8　重量／約 45.7g　
エネルギー／ 200kcal

203277

あの峠をのぼりきるために、このレースを走りきるために…   持久系スポーツで重要なエネルギー補給に、おいしいハイプロテ
インクッキー。明日へのエナジー！　ポッケにひとつWAY TO GO!   「あたり前田のクラッカー」の前田製菓がアスリートのため
に本気で開発しました。   ※販路限定商品です。

WAT TO GO 
ハイ・プロテインクッキー（コーヒー）
カフェインプラス
～JUST RELAX～
¥280（税抜価格：￥260）
カフェインをプラスした第2弾
栄養強化・機能面、携行性を重視。１袋で２１５kcalが摂
取できる５枚入りの個食形態。高たんぱく質、３種のビ
タミン高配合、食物繊維・ベタイン・カフェイン含有。

“ヘム鉄”をプラスした第３弾！
たんぱく質、ビタミンB1・B2・B6、葉酸、鉄をたっぷり
含んでおり、中でもビタミンB2・B6、葉酸、鉄は、1袋
で1日の必要量の3分の1を摂取することができます！

入数／ 8　重量／約 45.7g　
エネルギー／ 215kcal

入数／ 8　重量／約 44.5g　
エネルギー／ 185kcal

203291
WAT TO GO 
ハイ・プロテインクッキー（バナナ）
Feプラス
～HAPPY TRAILS～
¥280（税抜価格：￥260）

203334

「WAY TO GO」第4弾！
たんぱく質 、ビタミンB1・B2・B6をたっぷり含ん
でいます。ハイ・プロテイン（高たんぱく質）
（8.2g/袋）、京都府産の宇治抹茶を使用。

入数／ 8　重量／約 44.5g　
エネルギー／ 211kcal

WAT TO GO 
ハイ・プロテインクッキー（宇治抹茶）
～GREEN COBBLES～
¥280（税抜価格：￥260）

203352

たんぱく質、ビタミンB1・B2・B6をたっぷり含ん
でいます。
ハイ・プロテイン （高たんぱく質）（8.6g/袋）、オ
レンジ5.8％、有田みかん0.
入数／ 8　重量／約 46.8g
エネルギー／ 223kcal

WAT TO GO
ハイ・プロテインクッキー（オレンジカカオ）
～ORANGE ROAD～
¥280（税抜価格：￥260）

203369

ぶどう糖は糖の中で最も吸収が早く、脳や体に早くエネルギーを補
給することが出来すので、登山にも最適な行動食です！！　携帯に
便利な個包装です。

ぶどう糖は糖の中で最も吸収が早く、脳
の唯一の栄養素である『ぶどう糖』を独自
製法によってすばやい口どけにしました。
水に溶ける時、熱を吸う性質があるため、
爽やかな清涼感が感じられます。

脳の唯一の栄養素である『ぶどう糖』に沖
縄の塩シママースとクエン酸を加えまし
た。優しい甘さとしょっぱさがお口の中で
広がります。夏の暑い環境下で活動する
際の水分補給時に手軽に糖分・塩分補給
ができる商品です。

NEW NEW

赤穂あらなみ塩（株）
汗をかいたら、塩分補給　
¥205（税抜価格：￥190）

大粒の汗をかいたら、コップ1杯（100ｍｌ）の水と
一緒に塩分を補給（3～6粒、0.1～0.2ｇ）。
熱中症対策に登山・アウトドアスポーツ、各種作業
に大汗をかいた時にポケットに手軽に持ち運べま
す。まろやかな天日塩あら粒なので飲みやすくなっ
ています。60-120回使えます
入数／ 12　重量／ 12ｇ　エネルギー／ 0 kcal

熱中症対策に!!

03230

前田製菓
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飴屋さんが作る本格的な「ブドウ糖」



ＺＥＮ　ＢＥＦＯＲＥ
トラ（   4粒）   ¥    324（税抜価格：￥300）　入数/10
トラ（24粒）   ¥1,404（税抜価格：￥1,300）　入数/6

運動前にトラを四粒。　運動前の持久系アミノ酸。運動前に接種。
ライチから取った低分子ポリフェノール「オリゴノール」と、アンセリン(カツオから取れる成分)を追加することで
アミノ酸の運搬能力を高めます。

ＺＥＮ　ＡＦＴＥＲ
ダルマ（   4粒）   ¥    324（税抜価格：￥300） 　入数/10
ダルマ（24粒）   ¥1,404（税抜価格：￥1,300）　入数/6

　
ダルマ（   88粒）   ¥4,104（税抜価格：￥3,800）　入数/1
ダルマ（180粒）   ¥6,264（税抜価格：￥5,800）　入数/1

運動後にダルマを四粒。運動後の回復系アミノ酸。運動後に接種。
天然のアミノ酸に果糖(果物から取れる糖)を配合することで、疲れた筋肉の修復に抜群の効果が現れ、回復力を格段に
向上させます。

ＺＥＮ  飴と無智  黒糖塩  
 ¥378（税抜価格：￥350）

飴と無智シリーズは、合成甘味料、着色料、香料を一切使用せず、素材にこだわったスローデザインの行動食です。
八王子にある小さな飴の工房で炊きあげています。

ＺＥＮ  山よりだんご 
¥388（税抜価格：￥360）

入数：12 　重量：90ｇ　
エネルギー：277 kcal

ＺＥＮ  塩梅水（あんばいすい） 
¥237（税抜価格：￥220）
スポーツ時の水分補給を真摯に考えて
作ったまったく新しくて、もっとも古い
ハイポトニック飲料です。 
塩梅水は合成甘味料、着色料、香料を
使っていない点でまったく新しい商品
です。
しかし原材料として使用している海塩、
梅干し、シソ、てんさい糖は昔から親し
まれている伝統的な日本の食品です。
古くから日本人に知られた素材で作っ
たものなので、もっとも古いハイポト
ニック飲料というわけです。 

伊豆大島の天然海塩。手の平にすっぽり収まるミニ
サイズ。
スポーツ、ハイキングなど、アウトドアでのミネラル
補給にどうぞ。入数：20 　重量：12ｇ　

エネルギー：46kcal

入数：12 　重量：３２ｇ　
エネルギー：189 kcal

ＺＥＮ  飴と無智  塩梅 
 ¥378（税抜価格：￥350）

ＺＥＮ　海塩の焼塩　かいえん 
 ¥345（税抜価格：￥320）　 入数/12

入数：12 　重量：50ｇ　
エネルギー：190 kcal

入数：12 　重量：40ｇ　
エネルギー：160 kcal

天然由来の素材を使用したスポーツ・ニュートリションや食品を生産している「ZEN NUTRITION」。
「トラ」は運動前に摂取してエネルギーの燃焼効率ＵＰ、「ダルマ」はバツグンの回復力を体感できるスポーツ栄養素です。
一般的には化学合成で作られたアミノ酸を使用しているのに対して、この「ZEN NUTRITION」は天然由来でアミノ酸含有量多い原料にこだわっています。

■ぶどう糖とは…糖質は生体に摂取されると、酵素によって小さな分子に分解され、吸
収されます。その分子のひとつが『ぶどう糖』(別名：グルコース)です。■沖縄の塩シマ
マースとは・・・輸入天日塩を沖縄の海水で溶解し、じっくりと煮詰めて作った塩です。

4粒 24粒

※在庫限りで終了　※ケースはSサイズのみ ※在庫限りで終了　※ケースはSサイズのみ

4粒 24粒

88粒

天然主成分を配合したスポーツ栄養素ZEN NUTRITIONは
驚異のエネルギー燃焼効率改善とスピードリカバリーを体感

「飴と無智」「山よりだんご」は「トラ」もしくは「ダルマ」のZEN商品展開店限定商品です。

180325 180080 180332 180097

180　 180粒180　88粒180　 180粒180　
　
トラ（   88粒）   ¥4,104（税抜価格：￥3,800）　入数/1
トラ（180粒）   ¥6,264（税抜価格：￥5,800）　入数/1

180714 180776
ＺＥＮ  飴と無智  アムラ
 ¥378（税抜価格：￥350）

180820

180813

180745 180707

製造工程：天日、平釜、高温焼成　
名称：塩 原材料名：海水（国産）　内容量：10ｇ

大丸本舗 ぶどう糖（18粒）
 ¥216（税抜価格：￥200）

71300

内容量／ 2.5g x 18 粒
エネルギー／ 12kcal 
入数／ 10

大丸本舗 塩クエン酸入りぶどう糖（25粒）
 ¥270（税抜価格：￥250）

71330

内容量／ 2g x 25 粒
エネルギー／ 7.5kcal  食塩相当量／ 0.02g
入数／ 10

ＺＥＮ  走れエキス
（持久系エキス） 
¥486（税抜価格：￥450）
アントシアニンを多く含んだ紅
芋酢が最大酸素摂取量の増大と
エネルギーの燃焼剤となり持久
力を高めます。
日本伝統醸造メーカー飯尾醸造
「富士酢」が手塩にかけて作る
紅芋酢に含まれる酵素は天然の
アントシアニンやアミノ酸が豊
富。酵素がグリコーゲンの生成
を促すことで、運動時におけるエ
ネルギーの燃焼効率向上と疲労
回復が出来る。

入数／ 12　重量／ 20g
エネルギー／ 7kcal

180783

井村屋  スポーツようかん あずき 
　　　  １本 ¥118（税抜価格：￥110）
 　　　 ５本入 ¥594（税抜価格：￥550）
カラダでゆっくりと吸収される持続性エネルギー糖質であ
るパラチノース®、マルトデキストリンを配合、小豆の風味豊
かなようかんを甘さ控えめに仕上げました。（北海道産小豆
使用）、淡路島の藻塩を使用。 
食塩相当量 0.14g/本（40g）
入数／ 10　重量／ 40ｇ　エネルギー／ 113 kcal

古くて、新しい「YO-KAN」。　登山・アウトドアスポーツのお供に和菓子を。
手軽においしくカロリー補給。振動や温度変化による変質がなく、コンパクトに持ち運びできます。
腹持ちが良く、満腹感が感じられます。

64147
11356

井村屋  スポーツようかん カカオ　
  　　　 １本 ¥140（税抜価格：￥130）
 　　　  ５本入 ¥702（税抜価格：￥650）
カラダでゆっくりと吸収される持続性エネルギー糖質であ
るパラチノース®、マルトデキストリンを配合、カカオマス
とココアバターを使用した、おいしいチョコ味のようかんで
す。淡路島の藻塩を使用。 
食塩相当量 0.14g/本（38g）

入数／ 10　重量／ 38ｇ　エネルギー／ 124 kcal

64148
11357

手軽に補給可能な食べきりサイズのミニようかんです。
適度に柔らかく、すっきりした甘さで水がなくてもそのまま食べれます。
入数／ 10　重量／ 60ｇ　カロリー／ 171kcal

チョコレートの味わいを大切にして和のあんと融合させました。カカオマス
とココアバターを使用した、チョコレートの風味が楽しめるようかんです。
入数／ 10　重量／ 55ｇ　カロリー／ 197kcal

井村屋  えいようかん（5本入）
¥648（税抜価格：￥600）

11022

井村屋  チョコえいようかん（5本入）
¥756（税抜価格：￥700）

12169

山よりだんご トレッキング、美
容と運動に、残業にも。
山よりだんご（塩餅）は天然素
材を使って伝統製法のスロー行
動食です。塩は伝統海塩「海の
精」を使用。さらにライチから
ポリフェノールを抽出しカラダ
に吸収しやすい低分子化したオ
リゴノールを加えました。
一袋（90g）で約277キロカロ
リー。

おいしく栄養 満足長持ち。　時間がないときにもさっと手軽に食べられて、おいしくコバラを満たしながら必要な栄養素も補給できる、「満足感（腹持
ち感）」にこだわった栄養調整食品です。1本で10種のビタミン、1日必要量の約1/3のカルシウム・鉄、食物繊維3ｇが摂取できます。砂糖と同じカロリー
ですがゆっくり消化吸収される糖質（パラチノース®）を配合しており、満足感（腹持ち感）が長続きします。

ブルボン　スローバー　
チョコバナナクッキー
¥108（税抜価格：￥100）

入数／ 9　重量／ 41g　エネルギー／ 183kcal

309070

ブルボン　スローバー　
チョコレートクッキー
¥108（税抜価格：￥100）

入数／ 9　重量／ 41g　エネルギー／ 188kcal

309050

ブルボン　プロテインバーPRO
アーモンドクッキー

¥145（税抜価格：￥135）
入数／ 9　重量／ 40g　エネルギー／ 188kcal

34707

ブルボン　スローバー　
濃厚ココナッツミルク
¥108（税抜価格：￥100）

入数／ 9　重量／ 41g　エネルギー／ 193kcal

31470

WAY TO GO
ハイ・プロテインクッキー（柚子）
¥280（税抜価格：￥260）
行動食におすすめ、ハイプロテインクッキー。
大豆粉使用で高たんぱくかつ食物繊維たっぷり！ 
保湿性に優れ筋力向上や疲労回復が期待できる
アミノ酸の一種、ベタイン入り。ビタミン（B1、
B2、B6）配合。ビタミンB群は糖質・脂質・たんぱ
く質の代謝、エネルギー生成に必須。
入数／ 8　重量／約 45.7g　
エネルギー／ 200kcal

203277

あの峠をのぼりきるために、このレースを走りきるために…   持久系スポーツで重要なエネルギー補給に、おいしいハイプロテ
インクッキー。明日へのエナジー！　ポッケにひとつWAY TO GO!   「あたり前田のクラッカー」の前田製菓がアスリートのため
に本気で開発しました。   ※販路限定商品です。

WAT TO GO 
ハイ・プロテインクッキー（コーヒー）
カフェインプラス
～JUST RELAX～
¥280（税抜価格：￥260）
カフェインをプラスした第2弾
栄養強化・機能面、携行性を重視。１袋で２１５kcalが摂
取できる５枚入りの個食形態。高たんぱく質、３種のビ
タミン高配合、食物繊維・ベタイン・カフェイン含有。

“ヘム鉄”をプラスした第３弾！
たんぱく質、ビタミンB1・B2・B6、葉酸、鉄をたっぷり
含んでおり、中でもビタミンB2・B6、葉酸、鉄は、1袋
で1日の必要量の3分の1を摂取することができます！

入数／ 8　重量／約 45.7g　
エネルギー／ 215kcal

入数／ 8　重量／約 44.5g　
エネルギー／ 185kcal

203291
WAT TO GO 
ハイ・プロテインクッキー（バナナ）
Feプラス
～HAPPY TRAILS～
¥280（税抜価格：￥260）

203334

「WAY TO GO」第4弾！
たんぱく質 、ビタミンB1・B2・B6をたっぷり含ん
でいます。ハイ・プロテイン（高たんぱく質）
（8.2g/袋）、京都府産の宇治抹茶を使用。

入数／ 8　重量／約 44.5g　
エネルギー／ 211kcal

WAT TO GO 
ハイ・プロテインクッキー（宇治抹茶）
～GREEN COBBLES～
¥280（税抜価格：￥260）

203352

たんぱく質、ビタミンB1・B2・B6をたっぷり含ん
でいます。
ハイ・プロテイン （高たんぱく質）（8.6g/袋）、オ
レンジ5.8％、有田みかん0.
入数／ 8　重量／約 46.8g
エネルギー／ 223kcal

WAT TO GO
ハイ・プロテインクッキー（オレンジカカオ）
～ORANGE ROAD～
¥280（税抜価格：￥260）

203369

ぶどう糖は糖の中で最も吸収が早く、脳や体に早くエネルギーを補
給することが出来すので、登山にも最適な行動食です！！　携帯に
便利な個包装です。

ぶどう糖は糖の中で最も吸収が早く、脳
の唯一の栄養素である『ぶどう糖』を独自
製法によってすばやい口どけにしました。
水に溶ける時、熱を吸う性質があるため、
爽やかな清涼感が感じられます。

脳の唯一の栄養素である『ぶどう糖』に沖
縄の塩シママースとクエン酸を加えまし
た。優しい甘さとしょっぱさがお口の中で
広がります。夏の暑い環境下で活動する
際の水分補給時に手軽に糖分・塩分補給
ができる商品です。

NEW NEW

赤穂あらなみ塩（株）
汗をかいたら、塩分補給　
¥205（税抜価格：￥190）

大粒の汗をかいたら、コップ1杯（100ｍｌ）の水と
一緒に塩分を補給（3～6粒、0.1～0.2ｇ）。
熱中症対策に登山・アウトドアスポーツ、各種作業
に大汗をかいた時にポケットに手軽に持ち運べま
す。まろやかな天日塩あら粒なので飲みやすくなっ
ています。60-120回使えます
入数／ 12　重量／ 12ｇ　エネルギー／ 0 kcal

熱中症対策に!!

03230

前田製菓

109　食品・サプリ 食品・サプリ　110

飴屋さんが作る本格的な「ブドウ糖」
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心がけよう！
安全登山！！
憧れの山を登るために

山頂に立った時の達成感や下山後の充実感は、登山で味わうことができる素晴らし
い体験です。しかし山は自然の一部。そこは些細な怪我や事故が命に関わる危険な
場所であることを忘れてはいけません。
ここで紹介するいくつかのポイントを押さえて、安全に山登りを楽しみましょう！

まずは情報を集めましょう。心強いリーダーがいてくれる登山ツ
アーやガイド山行でも、自分がこれから登る山について調べること
は安全登山への第一歩です。

計画書から始まる山登り
集めた情報を参考に、出発から下山までをイメージして計画書を作
ります。緊急連絡先もしっかり記載しましょう。計画書づくりから安
全登山は始まっているのです。
・目的の山、計画日程、下山予定日、当日の行動予定
・氏名、年齢、血液型、住所、電話番号・緊急連絡先など
作成した計画書は、山域を所管する警察所や、家族や親しい知人へ
提出することが重要です。

計画書のフォーマットを
作っておくと毎回作成す
る手間が省けるので便
利。書式例はインター
ネット上で検索すれば調
べることができます。

食料、地図、緊急時用の
装備まで念入りに

楽しい登山で 「We are Happy！」

計画書が完成したら、次は持ち物を準備しましょう。
ザックや登山靴、レインウェアなど、ついつい目立つ用具や装備ば
かり意識してしまいますが、行動食や地図、コンパス、笛、ヘッドラン
プ、エマージェンシーグッズなども重要なアイテムです。

・ 一日の行動予定を考慮して、必
要な量＋非常時分の行動食が
必要です。飲み物も忘れずに。

・ 現在地の把握や、目的地までの距離
を確認してペース配分にも使います。
防水紙の地図を持っていきましょう。

多くの知識と経験が安全登山につながります。
それらは自発的に学習し、山に登ることでしか積み重ねることが
できません。
積極的に学び、登山を続けながら一歩ずつステップアップしま
しょう。

知識は多くの技術書や、
講習会などから学習する
ことができます。

山に登ることで体力は向上し、
判断力なども高まります。
経験の積み重ねが重要です。
良い記録を残しましょう。

・ 緊急時用シェルターは日
帰りでも持っていると安
心です。2日以上の山行
では必需品となります。

経験に勝るものはなし？

❶ ❷

❸

❺

❹

・場所や標高、難易度はどれくらいか？
  山の全体像を把握しましょう。
・予定している登山ルート、下山ルートは？
  地図上で登山道を確認しよう。
・何日の予定で、一日の行動予定時間は？
  当日の具体的な行動予定をイメージしよう。

facebookwebsite instagram

info@kenkosya.com
〒179-0081   東京都練馬区北町6-21-8


