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Stylish Camping Equipment



①ネイチャーウッド グラウンド テーブル  95 page
(サイズ - 96x53x (h) 31cm 収納サイズ - 54x11x (h) 
48cm 6.2kg )
②ツイン カトラリー セット 158 page 
(  サイズ - ø 7.5x24cm170g)
③スタッ キングボックス30L 2ｄ18 page
 (サ イズ-39x40x(h)36.5cm 1.8Kg)
 ④ロールアップキッチンツールケ ース215 page
 ( サイズ - 38x60cm 収納サイ ズ - ø 10x42cm435g )3
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① ビバドームシェルター 71page (サイズ-360x360x(h)195cm収納サイズ-75x30x30cm
12.5kg)
② キャプテンキャンプコー ト 111page (サイズ-188x74x(h)45cm 収納サイズ-100x24x(h) 
14cm9.5kg)
③ ゼフ ィ ロス タワー パン 226page (サ イズ-20.5x20.5x(h)11.598cm1.4kg)
④ ギルバートラントン209page(ランタン-ø9x22cmフレーム-ø812x(h)8cm500g) 
⑤ロールアップ キッチンツールケース 2135page (サイズ-38x60cm 収納サイズ-
ø10x42cm 435g)
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①ゼネラルリラックスチェア 111page（サイズ-53.5x57x（h）100cm収納サイズ-125x19x19cm3.6kg）
②アイアンメッシュスリムミニテーブル103page(サイ ズ-60x40x(h)2735cm収納サイズ-42.5x31.5x4.5cm1.5kg)
③ウェーブコールドカップ 2p161page(サイ ズ-9.56.5x(h)12.5cm 185g) 

 

①トリオン81page(サ イズ-280x330x(h)131cmインナーテント-210x210x(h)130cm収納サイズ-21x21x(h)138cm7.5Kg)
② ネイチャーウッド グラウンドテーブル 95page (サイズ-96x53x(h)31cm収納サイズ-54x11x(h)48cm 6.2kg)
③ モダンハイブランタン 210page (サイズ- 7.5x14x(h)19cm 収納サイズ-ø11.5x(h)24cm 370g) 
④ アートブランケット 187page (サイズ-180x215cm 収納サ  イズ-45x15x15cm 1.8kg)
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① ネイチャーウッド グラウンドテーブル  95page(サイズ-96x53x(h)31cm収納サイズ-54x11x(h)48cm 6.2kg)
② アートブランケット 187page (サイズ-180x215cm 収納サイ ズ-45x15x15cm 1.8kg)
③ギルバートランタン 209page (ランタン -ø9x22cmフレーム-ø812x(h)8cm500g)
④ロールアップキッチンツールケース215page(サイズ-38x60cm収納サイズ-ø10x42cm435g)

① NEW アッティカ ブラック アルティメイト エディション 49page (サイズ-620x360x(h)210cm / インナーテント-320(250)x220x(h)175cm
収納サイズ-83x32x32cm26Kg)
②ビエントウインドシールドL162page(サイズ-28x(h)50cm(1段)収納サイズ-52x31x5.5cm4.6kg) 
③ プレミアム タワー ストレージ バッグ 139page (サイズ-75x42x(h)3238cm 86L (サイドバッグ : S-36x12x(h)9cm / M-36x12x(h)17cm / 
L-36x10x(h)30cm) 4.2kg)
④プレミアムクルーザーバッグ 139page (サイズ-75x40x(h)30cm / 90L  3.3Kg) 
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①エンケル BBQチェア 2Pセット 117page (サイズ-42x35x(h)35cm 収納サイズ-48x48x(h)5cm 2.3Kg （チェア1P-1kg)) 
②サークルディライトMX174page (サイズ-ø38x(h)23cm 収納サ イズ-ø38x(h)14cm7.5Kg) 
③ BBQ 炭トング+ブラシset 177page (サイズ-炭トング-3x44.5cm グリルブラシ-7x21cm 炭トング-140g グリ ルブラシ-85g)
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①ビエントウインドシールドL162page (サイズ-28x(h)50cm(1段) 収納サ イズ-52x31x5.5cm4.6kg)
②イグニスコーティンググリードル600 155page  (サイズ-60x48x(h)33~57cm 収納サイズ-62x49x(h)4cm 6.5Kg) 
③ロールアップキッチンツールケース215page(サイズ-38x60cm 収納サイズ-ø10x42cm 435g) 
④ ポケットクリーバー 156page (サイズ-21x9cm (ナイフ-9x6cm ハンドル-10.5x3cm) 250g)

①キャスターネットチェア 117page( サイズ-54x48x（h）66cm 収納サイズ-54x8.5x（h）65cm2.6kg ） 
②スタッ キングボックス30L218page (サイズ-39x40x(h)36.5cm1.8kg)
③ツインカトラリーセット158page (サイズ-ø7.5x24cm170g)
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① ダウンヒルチェア116page （サイズ-65x61x（h）95cm 収納サイズ-23x23x99cm4.8kg ） 
②ビエントウインドシールドL162page（サイズ-28x(h)50cm(1段) 収納サ イズ-52x31x5.5cm 4.6kg)
③サークル ディライト MX 174page (サイズ-ø38x(h)23cm 収納サイズ-ø38x(h)14cm 7.5Kg）)
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① プレミアム クルーザ ー バッグ 139page (サイズ-75x40x(h)30cm 90L 3.3kg)
② プレミアム タワー ストレージ バッグ139page (サイズ-75x42x(h)3238cm 86L (サイドバッグ: S-36x12x(h)17cm L-36x10x(h)30cm) 4.2Kg)
③ スタ ッキングボックス 30L 218page (サイズ-39x40x(h)36.5cm 1.8kg)
④ ペリカンワゴン192page(サイズ-97x52x(h)56cm 収納サイズ-29.5x19x(h)76cm10.3kg)

① ウインドコン スピナー (スター ) 223page (サイズ-24.5x23cm 155g)
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ブラックピグメントコーティングを施した大型テント
広いリビングスペースは冬キャンプに最適
リビングとインナーテントスペースを最適に配置することで快適でゆったりと
したキャンプが楽しめるテントです

New Attica Black Ultimate Edition

ニューアッティカブラックアルティメイトエディション

製品名 NEWアッティカブラックアルティメイトエディションモデル名 K211T3T04 カラー  ブラック 重量 26Kg 規格 設置時-620x360x(h)210cm / インナーテ
ント-320(250)x220x(h)175cm /収納時-83x32x32cm  材質 本体-P/OXF 150D PU 3000mm TEFLON COATING UV BLACK PIGMENTCOATING ループ-P/T 75D 
190T PU 1500 mm W/R インナーテント-P/T 68D 190T BR W/R 裏面-P/OXF 150D PU 2000mm W/R  グラウンド·シート-P/OXF 150D PU 1500mm W/Rポールメ
インポール : AL Ø19 /前·背面ポール、中央ポール、インナーポール、キャノピーポール : ALØ16  構成品 本体、インナーテント、ループ、 グランドシート、 
三角ポケット、 デイジーチェーン、 メインポールX2ea、 前·後面ポールX2ea、 中央ポール、 インナーポール、 キャノピーポールX2ea、 スチールペグ
X22ea、 ストリングX8ea、 収納ケース

620cm

360cm

620cm

210cm

220cm

175cm

320cm

175cm

320cm

250cm

220cm
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ブラックコーティングを施したオックスフォード生地のリビング型テント
広いスペースと高い天井は開放感とゆとりある室内空間を提供
X字型ポールを使った頑丈な構造は強い雨風にも耐えられるテントです

X5 Ultimate Edition

X5アルティメイトエディション

製品名 X5 アルティメイト エディション モデル名 K20T3T014 カラー ブラック 重量 25Kg 規格 設置時-535x335x(h)215cm/インナーテント-315(265)x215x(h)
190cm/収納時-80x31x31cm 材質 本体-P/OXF 150D PU 3000mm TEFLON COATING UV BLACK PIGMENT COATINGループ-P/T 75D 190T PU 1500mm W/Rイン
ナーテント-P/T 68D 190T BR W/R 裏面-P/OXF 150D PU 2000mm W/Rグラウンド·シート-P/OXF 150D PU 1500mm W/Rポールメインポール : AL Ø 17.5 /前·後面
ポール: AL Ø16 /リッジポール: AL Ø13 /キャノピーポール:  AL Ø16 構成品 本体、インナーテント、ループ、グランドシート、デイジーチェーン、メインポー
ルX2ea、前·後面ポールX2ea、リッジポール、キャノピーポールX2ea、スチールペグX18ea、ストリングX6ea、収納ケース 

535cm

535cm

335cm
215cm 190cm

190cm

215cm 315cm 315cm

265cm

215cm
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지오패스 블랙

ブラックコーティングを施したオックスフォード生地の大型テント
天井窓や4面開放による優れた通気性で高い快適性
高級感と機能性を両立させたテントです

Geopath Black

ジオパスブラック

560cm 560cm

320cm
210cm

185cm 185cm

225cm 300cm 300cm

250cm

225cm

製品名 ジオパス ブラック  モデル名 K9T3T005BK   カラー ブラック  重量 24Kg  規格 使用時-560x320x(h)210cm/ インナーテント-300(250)x225x(h)185cm 収
納時-74x37x37cm 材質 本体-P/OXF 150D PU 3000mm TEFLON COATING UV BLACK PIGMENT COATING ループ-P/T 75D 190T PU 1500mm W/Rインナーテン
ト-P/T 68D 190T BR W/R 裏面-P/OXF 150D PU 2000mm W/R グラウンドシート-P/OXF 150D PU 1500mm W/Rポール-メインポール: AL Ø19 /前·背面ポール、
中央ポール、メイン接続ポール:: AL Ø16 /キャノピーポール :: AL Ø16 構成品 本体、インナーテント、ループ、グランドシート、三角ポケットX2ea、メイン
ポールX2ea、メイン連結ポール、前·後面ポールX2ea、中央ポール、キャノピーポールX2ea、スチールペグX20ea、ストリングX6ea、収納ケース
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지오패스 블랙

クロスポール方式で頑丈で広いスペースを確保
4～5人の家族に適したレイアウトを楽しめるリビング型テント左右の広
いメッシュ窓で快適な開放感を提供します

Lafesta Neo

ラフェスタネオ

製品名 ラフェスタ ネオ モデル名 K211T3T03 カラー ブラック 重量 24Kg 規格 設置時-530x340x(h)215cm /インナーテント-320(250)x220x(h)185cm/ 収納
時-80x32 x32cm 材質 本体-P/OXF 150D PU 3000mm TEFLON COATING UV ループ-P/T 75D190T PU 1500mm W /R BLACK PIGMENT COATING/インナーテン
ト-P/T 68D 190T BR W/R 裏面-PP/OXF 150D PU 2000mm W/R グラウンド·シート-P/OXF 150D PU 1500mm W/Rポール-メインポール:AL Ø17.5 /中央ポール、
前·後面ポール、キャノピーポール: AL Ø16 構成品 本体、インナーテント、ループ、グランドシート、三角ポケット、デイジーチェーン、 メインポール
X2ea、 中央ポール、 前·背面ポールX2ea、キャノピーポールX2ea、スチールペグX20ea、ストリングX6ea、 収納ケース

530cm 530cm

215cm

220cm 320cm 320cm

220cm

250cm

185cm
185cm

340cm
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オックスフォード生地を使った高級大型テント
広いリビングスペースで冬キャンプでも快適に
使用できますリビングとインナーテントを最適に配置することで
快適でゆったりとしたキャンプが楽しめます

New Attica

NEWアッティカ

530cm 530cm

215cm

220cm 320cm 320cm

220cm

250cm

185cm
185cm

340cm

製品名 NEW アッティカ モデル名 K20T3T013 カラーメタルグレー 重量26Kg 規格 設置時-620x360x(h)210cm/インナーテント-320(250)x220x(h)175cm収納時 
-83x32x32cm 材質 本体-P/OXF 150D PU 3000mm TEFLON COATING UV ループ-P/T 75D 190T PU 3000mm W/R BLACK PIGMENT COATINGインナーテント -P/T 
68D 190T BR W/R 裏面-P/OXF 150D PU 2000mm W/R グラウンドシート-P/OXF 150D PU 1500mm W/Rポール-メインポール: AL Ø19 /前·背面ポール、中央ポー
ル、インナーポール、キャノピーポール:AL Ø16 構成品 本体、インナーテント、ループ、グランドシート、三角ポケット、デイジーチェーン、メインポール
X2ea、前·後面ポールX2ea、中央ポール、インナーポール、キャノピーポールX2ea、スチールペグX22ea、ストリングX8ea、収納ケース
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オックスフォード生地を使った高級大型テント
縦型ポールを使った頑丈で安定感のある設置が可能4面開放で通気
性に優れたテントです

Geopath

ジオパス

560cm 560cm

210cm

225cm 300cm 300cm

225cm

250cm

185cm
185cm

320cm

製品名 ジオパス モデル名 K9T3T005 カラーメタルグレー 規格 設置時-560x320x(h)210cm /インナーテント-300(250)x225x(h)185cm /収納時-74x37x37cm 材
質 本体-P/OXF 150D PU 3000mm TEFLON COATING UVループ-P/T 75D 190T PU 3000mm W/R BLACK PIGMENT COATINGインナーテント-P/T 68D 190T BR W/
R /裏面-P/OXF 150D PU 2000mm W/Rグラウンド·シート-P/OXF 150D PU 1500mm W/Rポールメインポール : AL Ø19 /前·後面ポール、中央ポール、メイン接
続ポール : AL Ø16 /キャノピーポール:AL Ø16 構成品 本体、インナーテント、ループ 構成品 本体、 インナーテント、 ループ、 グランドシート、 三角ポ
ケットX2ea、メインポールX2ea、 メイン連結ポール、 前·背面ポールX2ea、 中央ポール、 キャノピーポールX2ea、 スチールペグX20ea、 ストリング
X6ea、 収納ケース
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クロスポール方式を採用した頑丈なテント広いリビングスペースで4～5
人家族に最適左右のメッシュ窓で気持ちの良い開放感を提供します

Lafesta

ラフェスタ

製品名 ラフェスタ モデル名 K9T3T006 カラーメタルグレー 重量 21Kg 規格 設置時-530x340x(h)215cm/インナーテント-320(250)x220x(h)185cm/ 収納時-80x 
32x32cm材質 本体-75D P/T 190T PU 3000mm W/R UV TEFLON COATINGループ-75D P/T 190T PU 1500mm W/R インナーテント-68D P/T W/R BR /裏面-150D 
P/OXF PU 2000mm W/Rグラウンドシート-150D P/OXF PU 1500mm W/R ポールメインポール : AL Ø17.5 / 中央ポール、前·後の方ポール: AL Ø16 / キャノピー
ポール: ST Ø16 構成品 本体、 インナーテント、 ループ、 グランドシート、 メインポールX2ea、 中央ポール、前、後の方ポールX2ea、キャノピーポール
X2eaスチール ペグX20ea、ストリングX6ea、収納 ケース

530cm 530cm 220cm 320cm

185cm

250cm

320cm

220cm
185cm

215cm340cm
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3本のポールで設置できるトンネル型テント
広いリビングスペースはグループキャンプの憩いの場両面キャノピーと出
入り口をフルオープンにすることで開放感に溢れる夏でも快適なテントに
なります

Tribus

トリバス

製品名 トリバス モデル名 K9T3T002 カラーメタルグレー 重量 18Kg 規格  設置時-520x320x(h)210cm-/インナールーム-300x230x(h)185cm/ 収納
時-74x34x34cm 材質 本体-P/T 75D 190T PU 3000mm W/R TEFLON COATING UVループ-P/T 75D 190T PU 1500mm W/R TEFLON COATING UVインナールーム-
P/T 68D 2000mm BR W/R 裏面-P/OXF 150D PU 2000mm W/Rグランドシート-P/OXF 150D PU 1500mm W/Rポール中央ポール : AL Ø16 /前·後面ポールAL 
Ø16 /キャノピーポール : ST Ø16 構成品 本体、インナールーム、ループ、グランドシート、中央ポール、前·後面ポールX2ea、キャノピーポールX2ea、ス
チールペグX18ea、ストリングX10ea、収納ケース

520cm 520cm 230cm 300cm 300cm

230cm185cm
185cm

320cm
210cm
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両側の広い窓は優れた通風性と開放感を提供するドームテントです簡単
で手軽に設置でき全室まで拡張されたフルグンドシートはテント内を自
由に広々と使うことができます

Aster Dome Neo

アスタードムネオ

製品名 アスタードーム ネオ モデル名 K211T3T02カラー ブラック 重量 12Kg 規格 設置時-400x240x(h)165cm /インナールーム-220x240x(h)165cm / 収納時 
-64x21 x21cm 材質 本体-P/T 68D 190T 3000mm PU W/Rインナールーム -P/T 68D 190T 450mm PU W/R 裏面-P/OXF 150D 2000mm PU W/Rグランドシート-PE 
SHEETポール-前面ポール、インナーポール: FRP Ø11 /  キャノピーポール:  SØ16T 構成品 本体、インナールーム、グランドシート、メッシュ棚、前面ポー
ル、インナーポールX2ea、キャノピーポールX2ea、スチールペグX21ea、ストリングX8ea、収納ケース

400cm 400cm 220cm 240cm 240cm

165cm 165cm 165cm
220cm

240cm
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ポール3本で簡単に設置できインナールームはゼロルックスシステムを適用優れた開放感と快適な風
通しと合わせて拡張されたフルグランドシートはテント内を快適で過ごしやすい空間にしました

Tier Dome Neo

ティアドームネオ

400cm 400cm 220cm 240cm 240cm

165cm 165cm 165cm 220cm

240cm

製品名 ティアドーム ネオ モデル名 K20T3T006カラーサンド 重量11Kg 規格  取付け時-420x275x(h)170cm /インナールーム-220x270x(h)170cm / 収納時-70x25 
x25cm 材質 本体 -P/T 68D 190T 3000mm PU W/Rインナールーム -P/T 68D 190T 450mm PU W/R 裏面-P/OXF 150D 2000mm PU W/Rグランドシート-PE SHEET
ポール-前面ポール、インナーポール : FRP Ø11 /キャノピーポール : ST Ø16 構成品 本体、 インナールーム、 グランドシート、 三角ポケット、 前面ポール、 
インナーポールX2ea、 キャノピーポールX2ea、 スチールペグX19ea、 ストリングX8ea、 収納ケース
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ポリリップストップ生地とシルバーコーティング適用で耐久性に優れたテントです4
方向出入りとキャノピーポールで日陰を作ることが可能
前面と右面のメッシュ窓で採通気性が良く快適なキャンプが楽しめます.

Oscar House Cabin Tent

オスカーハウスキャビンテント

製品名 オスカーハウスキャビンテント モデル名 K20T3T007 カラーブラック 重量19Kg 規格 設置時-420x305x(h)205cm /インナールー
ム-280(230)x220x(h)190cm 収納時-73x29x29cm  材質 本体-P/T RIPSTOP 68D 190T 2000mm SILVER COATING PU W/Rインナールーム-P/T 68D 190T 
450mm PU W/R裏面-P/OXF 150D 2000 mm PU W/Rグランドシート-PE SHEETポール-メインポール : ST Ø19 キャノピーポール : ST Ø16 構成品 本体、イン
ナールーム、グランドシート、スタンディングウェビング、メインポールX11ea、キャノピーポールX2ea、ポールコネクタX6ea、スチールペグX22ea、
ストリングX8ea、収納ケース 

420cm 420cm 220cm 280cm 280cm

230cm

190cm 190cm
220cm

305cm
205cm
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8つのメッシュで通気性と開放感を提供
天井に2つの窓を設置して悪天候と結露に備えたテントです

Viva Dome Shelter

360cm

360cm

360cm

195cm

ビバドームシェルター

製品名 ビバドームシェルター モデル名 K211T3T01 カラー ブラック、サン
ド重量 12.5Kg 規格 設置時-360x360x(h)195cm/ 収納時-75x30x30cm  材質 
ループP/RIP 75D PU 3,000mm TEFLON UV W/Rフライ-P/RIP 75D PU 
3,000mm TEFLON UV W/Rグランドシート-P/OXF 150D PU 1,500mm W/R
ポール-ALØ14.5構成品 ループ、フライ、グランドシート、ポールX4ea，ペ
グX12ea，ストリングX4ea，収納ケース 
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広い日陰を作り雨風を完全に防ぐタープシェル
4つのメッシュ窓は防虫効果とスムーズな風通し内部ライナーを設置することで二重紫外線遮断と結
露を防ぎエアベントシステムにより雨天時でもテント内の空気を循環させます

Wise Black Tarp Shell

ワイズ ブラック タープ シェル

製品名 ワイズ ブラック タープ シェル モデル名 K20T3T003 カラー ブラック 重量 18Kg 規格 設置時-440x400x(h)270(175)cm/ 収納時-80x32x32cm 材質 屋根--
P/OXF 150D PU 3000mm TEFLON COATING UV BLACK PIGMENT COATING 側面--P/T 68D 190T PU 1500mm W/R ライナー -P/T 68D 190T PU 1000mm W/R
ポール中央ポール: AL Ø33 /サイドポール : AL Ø22 構成品 本体、ライナー、中央ポールX2ea、サイドポールX6ea、スチールペグX28ea、ストリングX8ea、
収納ケース 

440cm 440cm 400cm

175cm 175cm

270cm 270cm
400cm
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防水効果に優れたオックスフォード生地とブラックピグメントテフロ
ンコーティングで優れた遮光性と5,000mmの耐水圧で大雨でも安心で
きる高級タープです

Grangville Recta Tarp

550cm 440cm

180cm

243~280cm440cm

グランスビレクタタープ

製品名 グランスビ レクタ タープ モデル名 K20T3T004カラー ブラック、レッド 重量 11Kg 規
格 設置時-550x440cm / 収納時-79x21x21cm材質 スキン-P/OXF 300D PU 5000mm TEFLON 
COATING UV BLACK PIGMENT COATING W/Rポール中央ポール:AL Ø33 /サイドポール:: AL 
Ø22 構成品 タープスキン、中央ポールX2ea、サイドポールX4ea、スチールペグX8ea、 スト
リングX6ea、 収納ケース 
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550cm 440cm

180cm

243~280cm440cm

Bellfort Recta Tarp M/L

430cm 380cm

180cm

243~280cm380cm

防水効果に優れたオックスフォード生地とブラックピグメントテフロンコーティングで
優れた遮光性と5,000mmの耐水圧で大雨でも安心できる高級タープです

ベルポート レクタタープM

ベルポート レクタタープL

製品名 ベルポート レクタ タープ M モデル名 K9T3T008 カラー メタルグレー 重量9.5Kg
規格 設置時-430x380cm収納時-77x19x19cm 材質 スキン-P/OXF 300D PU 5000mm TEFLON
COATING UV BLACK PIGMENT COATING W/Rポール-中央ポール: AL Ø33 /サイドポール:AL 
Ø22 構成品 タープスキン、 中央ポールX2ea、 サイドポールX4ea、 スチールペグX8ea、
ストリングX6ea、 収納ケース

製品名 ベルポート レクタ タープ L モデル名 K9T3T009 カラー メタルグレー 重量11Kg
規格 設置時-550x440cm /収納時79x21x21cm-材質 スキン-P/OXF 300D PU 5000mm 
TEFLONCOATING UV BLACK PIGMENT COATING W/Rポール-中央ポール: AL Ø33 /サイド
ポール:AL Ø22 構成品 タープスキン、 中央ポールX2ea、 サイドポールX4ea、 スチールペ
グX8ea、ストリングX6ea、収納ケース
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外部からの風を遮断しプライベートな空間を作るスクリーン
6Mの長さに取り外しが可能で様々なスタイルで設置ができます

Dual Wind Screen

デュアルウィンドスクリーン

製品名 デュアルウィンドスクリーンモデル名 K20T3T010 カラー ブラック 重量 4Kg 規格 設置時-600x(h)120cm /収納時-63x14x14cm材質 本体-P/RIP 68D 
190T PU1500mm W/R ポール-STØ16 構成品 本体，ポールX6ea，スチールペグX10ea，ストリングX6ea，収納ケース
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ポールがいらないワンタッチシステムで簡単に組み立て可
能メッシュウィンドウと広い室内空間で快適に過ごせるテントです

Trion

トリオン

製品名 トリオン モデル名 K20T3T017 カラーサンド 重量 7.5Kg 規格 設置時-280x330x(h)131cm /インナールーム-210x210x(h)130cm / 収納時-21x21x138cm
材質 フライ-P/OXF 150D PU 1,500mmインナールーム-P/OXF 150D PU 400mm裏面-P/OXF 150D PU 2,000mm ポール-Hub mechanism, Fiberglass  構成品 フラ
イ，インナールーム，フルグランドシート，ペグX8ea，ストリングX2ea、キャリーバッグ

330cm 330cm 210cm 210cm

130cm 210cm

280cm

131cm

58 59

Stylish Camping Equipment Tent, Tarp and Shell



シャワーや脱衣所など多用途に使用できるテント
オートポールを採用して設置と解体が簡単
釣り用テントなどあらゆるシーンで活躍します

Alpa Room Auto Tent

155cm 155cm

205cm 205cm

Auto Pole Locker

製品名 アルファルーム オートテント モデル名 K20T3T00 カラー ブラック 重量 3.8Kg 規格 設
置時-210x210x-(h)145cm /収納時-87x18x18cm 材質 本体--P/T 68D 190T PU 1000mm W/R 
SILVERCOATING裏面-PE/SHEE オートポール FRP 構成品 本体、スチールペグX4ea、収納ケー
ス

アルファルーム オートテント
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Panorama Handy Sun Shade Tent

パノラマハンディー日除けテント

製品名 パノラマハンディ日除けテント モデル名 K20T3T001カラーブラック 重量4.3Kg 規格 設置時
240x220x(h)165(170)cm /収納時-16x16x(h)58cm 材質 本体-P/T 68D 190T PU 1000mm W/R
SILVERCOATING 裏面-PE/SHEETポール-FRP 構成品 本体、メインポールX2ea、スチールペック
X8ea、ストリングX4ea、収納ケース

240cm 240cm

170cm
220cm

Stylish Camping Equipment

Panorama Auto Sun Shade Tent

パノラマオート日除けテント

製品名 パノラマオート日除けテントモデル名 K20T3T002 カラーブラック 重量 3.8Kg 規格 設置時
-210x210x-(h)145cm /収納時--87x18x18cm 材質 本体-P/T 68D 190T PU 1000mm W/R SILVER
COATING 裏面-PE/SHEETポール-FRP 構成品 本体、スチールペグX4ea、収納ケース

210cm 210cm

145cm 210cm

62 63

Stylish Camping Equipment Tent, Tarp and Shell



Easy Up Sun Shelter

イージーアップサンシェルター

New Black Cot Tent

NEW ブラック コット テント

製品名 イージーアップサンシェルターモデル名 K8T3T015 カラー ブラック 重量 3Kg 規格 設置時
-240x140x130cm / 収納時-95x16x16cm 材質 単色スキン-P/T 68D 190T PU 2000mm SILVER
COATING / パターンスキン--P/T 68D 190T PU 1000mm SILVER COATING 裏面-P/OXF 150D PU
1500mmポール-オート ポール FRP Ø8.5 構成品 本体、スチールペグX4ea、ペックバッグ、
キャリーバッグ

製品名 NEW ブラックコットテント モデル名 K8T3T016 カラー ブラック 重量 2.8Kg 規格
設置時-200x75x(h)110cm /収納時-56x13x(h)14cm 材質 スキン-P/T 68D 190T PU 2000mm
SILVER COATING 裏面-P/OXF 150D PU 1500mm ループ-P/T 68D 190T PU 2000mm SILVER
COATINGポール-メインポール : AL 7001 Ø8.5 差しポール : ST Ø16  構成品 スキン、ループ、
メインポールX2ea、スチールペグX12ea、ストリングX8ea、差しポール(130cm)X2ea、ポール
バッグ、ペグバッグ、キャリーバッグ

200cm 75cm 75cm

110cm 110cm 200cm

240cm 140cm 140cm

240cm
130cm 130cm
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Candy Pop Family & Picnic Flip Pop

キャンディポップファミリー

製品名 キャンディーポップファミリー モデル名 K9T3T014 カラーミント 重量 3.7Kg 規格 設置時-
270x185x(h)115cm /収納時-93x93x4cm 材質 本体-68DP/T 185T PU 1000mm W/R 裏面 -150D
P/OXF PU 1000mm W/Rポール-メインポール : FRPØ7 構成品 本体、スチールペグX8ea、
ストリングX4ea、収納 ケース

270cm 185cm 185cm

115cm 115cm
270cm

キャンディポップピクニック

製品名 キャンディーポップピクニック モデル名 K9T3T013 カラーミント、ピンク 重量2.9Kg規格
設置時-260x155x(h)110cm /収納時-83x83x3cm 材質 本体-68D P/T 185T PU 1000mm W/R裏面 -150D 
P/OXF PU 1000mm W/Rポール-メインポール : FRPØ7 構成品 本体スチールペグX8ea，ストリング
X4ea，収納ケース

フリップポップ

製品名フリップポップ モデル名K9T3T012 カラーメタルグレー 重量 1.9Kg 規格 設置時-240x80x(h)
110cm /収納時-70x70x2cm 材質 本体68D P/T 185T PU 1000mm W/R 裏面-150D P/OXF PU1000mm 
W/Rポール-メインポール : FRP Ø6  構成品 本体，スチールペグX8ea，ストリングX4ea，収納ケース

260cm 155cm 155cm

260cm110cm 110cm

240cm 80cm 80cm

110cm 110cm 240cm
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Table
美味しい食べ物を楽しめるというのは本当に幸せなことです

家族や友達と一緒に食事を楽しむ空間はテーブルひとつで可能です

使いやすくリラックスできるテーブルを企画·製作して

今後も楽しい食事の時間を提供します



Table
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カズミならではのフレームでコンパクトな収納が可能設置が簡単なウッドロールテーブルとキャビネットです

木製の自然を感じるナチュラルスタイルテーブル

木製の高級感と自然素材を感じることができるハンドメイドテーブルです
簡単に設置と収納ができキャンプに最適な高さで製作されています

ウッドロール天板適用でおしゃれスタイルテーブル&キャビネット

テーブルフォールディングシステム
Table  Folding System

ワゴン テーブル兼用
2 Way Table

2段 収納キャビネット
2 Tier Storage Cabinet

ネイチャーウッド グラウンドテーブル

製品名 ネイチャーウッド グラウンドテーブル モデル名 K21T3U01 重量 6.2Kg 耐荷重30kg
規格  使用時-96x53x-(h)31cm /収納時-54x11x(h)48cm 材質 スープラス ウッド 構成品 テー
ブル、支持台、キャリーバッグ

ウィンサムウッドロールアップテーブル ウィンサムウッドロールアップキャビネット

製品名 ウィンサム ウッド ロール アップ キャビネット モデル名 K20T3U015 重量 7.5Kg 耐荷
重80kg規格 使用時-63x55x(h)60cm /収納時-27x17x(h)64cm 材質 シラカバ、スチール 構成品 
ウッド天板、サイドバーX2ea、フレーム、キャビネット、キャビネット内部天板X2ea、キャ
リーバッグ

製品名 ウィンサムウッドロールアップテーブル モデル名 K20T3U014 重量7.2Kg 耐荷重80Kg 
規格 使用時-90x55x(h)45cm /収納時-22x13x(h)93cm 材質 シラカバ、スチール 構成品 ウッド
天板、サイドバーX2ea、フレーム、キャリーバッグ

NEW

Table
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ネイチャーワゴンウッドテーブル

製品名 ネイチャーワゴンウッドテーブル モデル名 K21T3F 03 重量 2.6Kg 耐荷重 50Kg 規格
使用時-98x60cm（厚さ15t)/収納時-50x60cm/ 材質 スプラス 原木  構成品 ウッド 天板、キャリー
バッグ

分離型ウッド天板
Detachable Wood Top Plate

テーブルフォールディングシステム
Table Folding System

ワンバーナー ストーブ スタンド
One bunner Stove Stand

ネイチャーチャックボックス

製品名 ネイチャーチャックボックス モデル名 K21T3K01 重量 3.8Kg 規格 使用時-60x10.5x(h)
45cm / 収納時-29.5x21.5x(h)45cm 材質 スープラス 原木 構成品 本品

ネイチャーウッド 3段 シェルフ

製品名 ネイチャーウッド 3段 シェルフ モデル名 K8T3U019 重量 7.5Kg 耐荷重 8Kg 規格 使用時-
110x39x(h)74cm /収納時-78.5x39x12cm  材質 スプラスウッド 構成品 天板X3ea、木製フレーム、
キャリーバッグ

ネイチャーウッド ボックステーブル

製品名 ネイチャーウッド ボックステーブル モデル名 K8T3U018 重量 10.8Kg 耐荷重 20Kg
(サイドテーブル-7Kg) 規格 使用時-113.5x53/70x(h)42cm /収納時-42.5x53x(h)42cm
材質 スプラスウッド 構成品 テーブル、サイドテーブル

ネイチャーキューブボックス

製品名 ネイチャーキューブボックス モデル名 K20T3U013 重量 4.1Kg 規格 外部-34x34x(h)34cm
/内部-上段:31.5x31.5x(h)9.3cm/ 下段:31.5x31.5x(h)21cm 材質 スプラス 原木 構成品 本品

ペリカンワゴン
Pelican Wagon

フォールディングシステムとなって
おり、ワゴンの中にあるものなどを
自由にご利用いただけます。

Table
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Union Iron Mesh Serise
- Infinity System -

ユニオン アイアンメッシュキャビネット 2フォールディング

製品名 ユニオンアイアンメッシュキャビネット2ポルディン モデル名K20T3U004 カラーブラック
重量7Kg  耐荷重 30Kg 規格 使用時--120x60x(h)40/66cm /収納時-60x60x6.6cm 材質 アルミ、
スチール、Plywood、ポリエステル 構成品 テイブル、キャビネット、ウッドプレートX2ea、
キャリーバッグ

ユニオン アイアンメッシュロー BBQテーブル

製品名 ユニオン アイアンメッシュロー BBQ テーブル モデル名 K20T3U006 カラーブラック
重量4.7Kg 耐荷重30Kg(BBQプレート-10Kg) 規格 使用時-96x60x(h)40cm /収納時-62.5
x49.5x6.6cm 材質 アルミ、スチール、Plywood、ポリエステル 構成品 テーブル、キャリーバッグ

ユニオン アイアン BBQ プレート
Union Iron BBQ Plate

頑丈な固定装置で連結され、ぐらつかず安全です。
料理を乗せても安心して使用できます。

ユニオン アイアン ツーウェイ
バーナー スタンド
Union Iron 2way Bunner Stand

120cm

120cm

46cm

46cm120cm 46cm 90cm

96cm

120cm

ツーウエーバーナースタンド

ロー(LOW)スタイル

※1段に調節して使用

120cm 46cm 90cm

インフィニティシステムを適用したユニオンアイアン
メッシュシリーズ

豊富なテーブルオプションと無限に連結できるインフィニティシステム (infinity system)
を適用利便性を高めた使いやすいユニオンアイアンメッシュテーブルです

ユニオンアイアンメッシュ3フォールディングテーブル

製品名ユニオンアイアンメッシュ3フォールディング モデル名 K20T3U005カラー ブラック 重量 5Kg
耐荷重 30Kg 規格 使用時-120x60x(h)29/40/55/66cm /収納時-60x40x10cm 材質 アルミ、スチール、
Plywood、メッシュ、ポリエステル 構成品 テーブル、メッシュラック、キャリーバッグ

ユニオンアイアンメッシュ2フォールディングテーブル

製品名 ユニオン アイアンメッシュ 2フォールディング テーブル モデル名 K20T3U003 カラー
ブラック 重量 3.8Kg 耐荷重 30Kg 規格 使用時-90x60x(h)40/66cm /収納時-62.5x46.5x6.6cm
材質 アルミ、スチール、メッシュ、ポリエステル 構成品 テイブル、メッシュラック、キャリー
バッグ

Table
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ハイ(high)スタイル

3フォールディング+BBQプレート+2フォールディング キャビネット2フォールディング+3フォールディング+BBQプレート

キャビネット2フォールディング+BBQプレート+ローBBQ 3 3フォールディング+BBQプレート+2フォールディング



アイアンメッシュキャビネットキッチンテーブルII

製品名 アイアンメッシュ キャビネット キッチン テーブルII モデル名 K9T3U004 カラー ブ
ラック重量 7.5Kg 耐荷重 30Kg (BBQ プレート - 10Kg ) 規格 使用時 - 120x48x (h) 77cm 収納
時 -61.5x9.6x50.5cm 材質 アルミ、スチール、Plywood、ポリエステル 構成品 テーブル、
ウッドプレートX2ea、ランタン掛け、収納掛け、キャリーバッグ

ユニオン アイアン ツーウェイバーナー スタンド

製品名 ユニオン アイアン ツーウェイ バーナー スタンド モデル名 K20T3U007 カラーブ
ラック重量 1.3Kg 耐荷重18Kg規格 使用時-61x60x(h)60cm /収納時-62x15x(h)9cm  材質 アル
ミ、Plywood  構成品 本品、キャリーバッグ

ユニオン アイアン ランタン サイドスタンド

製品名 ユニオン アイアン ランタン サイド スタンド モデル
名K20T3U009 カラー ブラック 重量 300g 規格 50.5(最低長
さ)~88(最大長さ)x35x7cm 材質 アルミ 構成品 本品、キャ
リーバッグ

ユニオン アイアン マルチハンガー

製品名 ユニオン アイアン マルチ ハンガー モデル名 
K20T3U008カラー ブラック 重量 100g 規格 36x3x(h)10cm 
材質 アルミ 構成品 本品、キャリーバッグ

ユニオンアイアンキャビネット

ユニオン アイアン BBQ プレート

製品名 ユニオン アイアン BBQ プレート モデル名 K20T3U011カラー ブラック 重量 2Kg
耐荷重10Kg 規格60x46x-(h)3.5cm 材質 アルミ、スチール 構成品 本品、キャリーバッグ

アイアンメッシュ 焚火台 テーブルII

製品名 アイアンメッシュ 焚火台 テーブルII モデル名 K9T3U012 カラー ブラック 重量 4Kg 
耐荷重 30Kg　規格 使用時-90x90x(h)29cm(内径-50x50cm) / 収納-92.5x46.5x6.5cm 材質 ア
ルミ、スチール、ポリエステル 構成品 テーブル、ランタン掛け、キャリーバッグ

テーブルホールサイズ
50 X 50cm

50cm

50cm

Table
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製品名 ユニオン アイアン キャビネット モデル名 K20T3U010
カラー ブラック 重量 2.5Kg 規格 使用時-51x57x(h)51cm 収納
時-51x57x(h)4cm 材質 Plywood、ポリエステル 構成品 キャビ
ネット、ウッドプレートX2ea、キャリーバッグ



アイアンメッシュ スリム ミニテーブル

製品名 アイアンメッシュスリムミニテーブル モデル名 K8T3U011/ K20T3U002 カラーブ
ラック、サンド、ミント、ピンク 重量1.5Kg  耐荷重10Kg 規格 使用時-60x40x(h)27/35cm / 
収納時-42.5x31.5x4.5cm  材質 アルミ、スチール 構成品 テーブル

Iron Mesh Slim Mini Table
- 4 Colors & Extension Legs -

軽くて便利なミニテーブル

アイアンメッシュの天板は耐熱性と耐食性に優れた粉体塗装
が施されており熱と水分に強く軽量で便利な携帯できるテー
ブルです

2段高さ調節テーブル
2Step Extension Table

1段 
27cm

2段 
35cm

Black

Sand

Mint

Pink

Table
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スリム ミニ2 フォールディングテーブルII

製品名 スリムミニ 2フォールディング テーブルII モデル名 K9T3U007 重量 1.2Kg 　耐荷重 
10Kg 規格 使用時-60x40x(h)25cm/ 収納時-42.5x31.5x4cm 材質 アルミ、Plywood  構成品 
テーブル

コネクトワイド2フォールディングテーブル

製品名 コネクトワイド2フォールディングテーブル モデル名 K20T3U001 重量 4.2Kg 耐荷重 
30Kg 規格 使用時-120x60x-(h)40/66cm / 収納時-60x60x6.6cm 材質 Plywood、アルミ 構成
品 テーブル

スリム ミニ3 フォールディングテーブルII

製品名 スリムミニ 3フォールディング テーブルII モデル名 K9T3U008 重量 1.9Kg  耐荷重 
10Kg 規格 使用時-90x40x(h)2735cm/ 収納時-42.5x31.5x6.6cm 材質 アルミ、Plywood  構
成品 テーブル

1段 
27cm

2段 
35cm

ペリカンワゴンテーブル

製品名 ペリカンワゴンテーブル モデル名 K20T3U016 重量 2Kg 耐荷重15kg 規格 使用
時-98x53x(h)2.2cm / 収納時-49x53x(h)5cm 材質 Plywood、アルミ 構成品 本品、キャリー
バッグ

マスターキッチンテーブル

製品名 マスターキッチンテーブル モデル名 K20T3U012 重量5.3Kg 耐荷重30kg 規格 使用
時-75x48x-(h)81.5/36cm /バーナースタンド付 -128x52x(h)81.5/36cm / 収納時-75x24x9.5cm
材質 Plywood、アルミ、メッシュ 構成品 テーブル、テーブル脚フレームX4ea、固定横バー
X2ea、メッシュ網、ランタンスタンド、収納掛け、バーナースタンド 脚フレーム、バー
ナースタンド連結フレームX2ea、バーナースタンドウッドバーX2ea

ペリカンワゴン
Pelican Wagon

Table
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Chair
自然の中で休息を取りたい時や大切な人と一緒に

楽しむ時チェア1つでリラックスして楽しさを感

じることができます魅力的で大切なひと時をお過

ごしください
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ミリタリーパターンの快適なチェ
ア＆アウトドアベッド

休息が楽しめるリラックスチェアとアウトドアベッド
はミリタリーパターンを適用アウトドアに馴染むカ
ラーとなっています

キャリーバッグを活用した
ネッククッション

ゼネラルリラックスチェア

製品名 ゼネラルリラックスチェア モデル名 K20T1C022 カラージャングル、デザート重
量 3.6kg耐荷重80kg 規格 使用時-53.5x57x(h)100cm / 収納時-125x19x19cm 材質 ポリエ
ステル、アルミ構成品 チェア、キャリーバッグ

カーネルリラックスチェア

製品名 カナルリラックスチェア モデル名 K20T1C021 カラージャングル·デザート重量 5.6Kg
耐荷重80Kg 規格 使用時-58x55x(h)100cm /収納時-118.5x14.5x19cm 材質 ポリエステル、スチー
ル 構成品 チェア、キャリーバッグ

キャプテンキャンプコット

製品名 キャプテン キャンプ コット モデル名 K20T1C023 カラー デザート 重量 9.5Kg 耐荷重
100Kg 規格 使用時-188x74x-(h)45cm / 収納時-100x24x(h)14cm 材質 ポリエステル、アル
ミ、スチール 構成品 コット、キャリーバッグ

マスターコット

製品名 マスターコット モデル名 K20T1C024 カラー デザート 重量 7Kg 耐荷重 100Kg
規格 使用時-190x64x-(h)42cm / 収納時-95x23x10.5cm 材質 ポリエステル、アルミ,
スチール 構成品 コット 、キャリーバッグ
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Monogram Serise
- Trandy life -

モノグラムミニリラックスチェア

商品名 モノグラムミニリラックスチェア モデル名 K20T1C020 カラー ネイビー、レッド 重
量 2.6Kg 耐荷重 80Kg 規格 使用時-49x46.5x(h)68cm / 収納時-84x13x13cm 材質 ポリエステ
ル、アルミ 構成品 チェア、キャリーバッグ

モノグラムダブルチェア

製品名モノグラムダブルチェア モデル名 K20T1C019 カラー ネイビー 重量 4.3Kg 耐
荷重 150Kg 規格 使用時-98x46x(h)66cm/ 収納時-72x20x26cm 材質 ポリエステル、
スチール 構成品 チェア、キャリーバッグ

フロートチェア

製品名フロートチェア モデル名 K20T1C028 カラーブラック 重量 2.5Kg 耐荷重
50Kg（ テーブル-10Kg）規格 使用時-60x34x(h)60cm 収納時-36x9x(h)57cm 材質 ポリエ
ステル、Plywood、アルミ、スチール 構成品 本品

モノグラムヒュージチェア

製品名モノグラムヒュージチェア モデル名 k20t1c018 カラーブラック、ネイビー、レッド 
重量 2.8kg  耐荷重 80kg 規格 使用時 - 64x47x (h) 66cm / 収納時 - 71x13x13cm 材質 ポリエス
テル、スチール 構成品 チェア、キャリーバッグ

モノグラム BBQチェア 2Pセット

製品名 モノグラム BBQチェア 2Pセット モデル名 K20T1C017 カラー ネイビー、レッド 重量 
2.3Kg（チェア1P-1Kg） 耐荷重 80kg 規格 使用時-42x35x(h)35cm / 収納時-48x48x(h)5cm    
材質ポリエステル、スチール 構成品 チェアX2ea、キャリーバック

テーブルフォールディングシステム
Table Folding System
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シュービッツ ハイ 軽量チェア

製品名 シュビッツ ハイ軽量チェア モデル名 K21T1C0カラーブラック グレー重量1.7Kg 耐
荷重120Kg 規格 使用時-69x61x(h)95cm / 収納時-45x14x(h)16cm 材質 ポリエステル PU 
コーティング、アルミ 7075 構成品 スキン、フレーム、ネックピロー、キャリーバッグ

製品名 ライゼン軽量チェア モデル名 K21T1C01カラーブラック、グレー重量1.1Kg 耐荷重
120Kg 規格 使用時--47x55x(h)70cm / 収納時40x11x(h)14cm 材質 ポリエステル PU コー
ティング、アルミ 7075 構成品 スキン,フレーム、キャリーバッグ

フレームにキャリーバッグ
フックを掛ける収納スペース
として使用することができま
す。

キャリーバッグをチェアフレームに掛けて小物を収納することができます 1kg程度の軽さで携帯と移動に便利です
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ウエーブチェア

製品名 ウェーブ チェア モデル名 K20T1C005 カラー ブラック、ゴールド 重量 4.3Kg 耐荷
重 80Kg 規格 使用時-62x58x-(h)86cm/ 収納時-20x20x(h)100cm 材質ポリエステル、メッ
シュ、スチール構成品 本品、キャリーバッグ

持ち手を使った角度調整方式

お好みの角度に調整できるモーション
チェア&ダウンヒルチェア

ウッドハンドルを使って手軽に背もたれの角度が調節可能
手軽に使用できる角度調節チェアです

モーションチェア ダウンヒルチェア

제製品名 ダウンヒル チェア モデル名 K20T1C32 カラーブラック、ゴールド 重量 4.8Kg 耐
荷重 80Kg規格 使用時-65x61x-(h)95cm / 収納時-23x23x99cm 材質 ポリエステル、アル
ミ、スチール構成品 本品、首枕、キャリーバッグ

エンケル BBQチェア 2Pセット

製品名 エンケル BBQチェア 2Pセット モデル名 K21T1C03 カラーブラック、ゴールド重量
2.3Kg（チェア1P-1Kg） 耐荷重80Kg 規格 使用時-42x35x(h)35cm / 収納時-48x48x(h)5cm
材質 ポリエステル、スチール 構成品 チェアX2ea、キャリーバッグ

キャスタネットチェ

製品名 キャスタネットチェア モデル名 K20T1C026 カラー ブラック、ゴールド 重量 
2.6Kg 耐荷重 80Kg 規格 使用時-54x48x(h)66cm / 収納時-54x8.5x(h)65cm  材質 アルミ、
ウッド、ポリエステル 構成品 本品、キャリーバッグ
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製品名 モーションチェア モデル名 K20T1C012 カラー ブラック、ゴールド 重量 4.5Kg 耐荷
重 80Kg規格 使用時-60x57x- （h）84cm（ひじ掛け含む/収納時-87x70x10cm） 材質 スキ
ン-ポリエステル/フレーム-アルミ、ウッドハンドル/カバー -90% ポリエステル、10% ナイ
ロン 構成品 チェア、ネッククッション、専用カバー、キャリーバッグ



クリームチェア

製品名 クリームチェア モデル名 K20T1C004 カラーホワイト 重量3.7Kg 耐荷重8 0kg 規格 使
用時-83x71x(h)87cm / 収納時-23x23x107cm 材質 ポリエステル、スチールチューブ 構成品 
フレーム、スキン、ストラップX2ea、キャリーバッグ

ウイングチェア L

製品名 ウイングチェアL モデル名 K20T1C006 カラーホワイト 重量4Kg 耐荷重80kg 規格
使用時-53x71x(h)93cm / 収納時-17x9x(h)108cm 材質 キャンバス、シラカバ 構成品
スキン、フレーム、キャリーバッグ

ウイングチェア S

製品名 ウイングチェア S モデル名 K20T1C011 カラーホワイト 重量3.4Kg 耐荷重80kg 規格
使用時-45x57x(h)69cm / 収納時-16x8x(h)82cm 材質 キャンバス、シラカバ 構成品 スキン、
フレーム、キャリー

温かさと心地よさを同時に感じられるクリームチェア

柔らかい肌触りとふんわりとした材質で体を包み込み温かくて快適なチェア
シートとフレームが簡単に分離可能で洗濯も簡単ですㅍ

フォレスタソファトッパ

製品名 フォレスタ ソファ トッパー モデル名 K20T1C015 カラー グレー、ベージュ 重量 
1.8Kg 規格 使用時-116x62x-(h)42cm 収納時-23x23x(h)81cm 材質 ポリエステル、ポリエス
テルステープル 繊維 構成品 本品、キャリーバッグ

フォレスタベンチチェア

製品名 フォレスタベンチチェア モデル名 K20T1C014 カラーメタルグレー 重量 6.5Kg 耐荷
重140Kg 規格 使用時-113x60x(h)74cm / 収納時-113x69x(h)8.5cm 材質 スキン-ポリエステ
ル/ フレーム-ス, チール、ウッド 構成品 本品
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全身リラックスできるフリップアングルチェア

簡単な操作で背もたれの角度を調節可能
分離型フットレストで頭からつま先まで快適にリラックスできます

フリップアングルチェア

製品名 フリップ アングル チェア モデル名 K20T1C31 カラー グレー 重量 5Kg (足台-1.1Kg) 
耐荷重 20Kg (足台-30Kg) 規格 使用時-65x77x(h)122cm / 収納時-65x110x(h)10cm 材質 ポリ
プロピレン、アルミ、スチール 構成品 本体、フットレスト

マルチパーパスチェア

製品名 マルチパーパス チェア モデル名 K9T3C008 カラー ブラック 重量 2.8Kg 耐荷重 
80Kg 規格 使用時-67x50x-(h)73cm / 収納時-74x14x17cm 材質 ポリエステル、スチール 
構成品 チェア、キャリーバッグ

サイドメッシュバスケット
Side Mesh Basket

サーファーチェア

製品名 サーファーチェア モデル名 K20T1C002 カラーブラック 重量6Kg 耐荷重110kg 規格
使用時-59x83x(h)98cm / 収納時-95x23x23cm 材質 ポリエステル、スチール、メッシュ、PP
構成品 チェア、キャリーバッグ

背もたれ角度調節
Angle Adjustment System

背もたれ角度調節
Angle Adjustment System

分離型足置き台
Footrest
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シグネチャーデールチェア

製品名 シグネチャー デールチェア モデル名 K20T1C003 カラー ブラック、メタルグレー 重
量 3.7Kg耐荷重80Kg 規格使用時-56.5x63x(h)84cm 収納時-100x20x20cm 材質 ポリエステ
ル、アルミ構成品 チェア、キャリー

シグネチャーリラックスチェア

製品名シグネチャー リラックスチェア モデル名 K9T3C004 カラーブラック、ゴールド 
重量3.5Kg耐荷重 80Kg 規格 使用時-53.5x57x(h)100cm 収納時-125x19x19cm 材質 ポリ
エステル、アルミ 構成品 チェア、キャリーバッグ

シグネチャークインチェア

製品名 シグネチャー クーイングチェア モデル名 K9T3C00カラー ブラック、サンド、カー
キ、コーラル重量 2.6Kg  耐荷重 80Kg 規格 使用時-64x47x(h)66cm / 収納時-71x13x13cm 材
質 ポリエステル、スチール  構成品 チェア、キャリーバッグ2

シグネチャーカロルチェア

製品名 シグネチャー カロル チェア モデル名 K9T3C001 カラー ブラック、サンド、カーキ、
コーラル重量 1.9Kg  耐荷重 80Kg 規格 社用時-38x38x(h)58cm / 収納時-60x12x12cm 材質 ポ
リエステル、スチール 構成品 チェア、キャリーバッグ
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ラグジュアリーミニリラックスチェア

製品名 ラグジュアリーミニリラックスチェア モデル名 K7T3C006 カラーグレー、ワイン 
重量 2.6Kg 耐荷重80Kg 規格 使用時-48x52x(h)68cm/ 収納時-84x13x13cm 材質 ポリエステ
ル、アルミ 構成品 チェア、キャリーバッグ

チャンパーチェア

製品名 チャンパーチェア モデル名 K8T3C002 カラーワイン、グレー 重量 4.4Kg 耐荷重 
80Kg 規格 使用時-66x59x-(h)83cm / 収納時-96x20x20cm 材質 ポリエステル、スチール 構
成品 チェア、キャリーバッグ

ベリーチェア

製品名 ベリーチェア モデル名 K8T3C003 カラーワイン、グレー 重量 2.5Kg  耐荷重 80kg 
規格 使用時-58x56x-(h)79cm /  収納時-90x20x13cm 材質 ポリエステル、スチール 構成品 
チェア、キャリーバッグ

NEWイージーリラックスチェア

製品名 NEW イージーリラックスチェア モデル名 K9T3C006 カラーグレー、ワイン 重量 
5.6Kg 耐荷重 80Kg 規格 使用時-58x55x(h)100cm / 収納時-118.5x14.5x19cm 材質 ポリエス
テル、スチール 構成品 チェア、キャリーバッグ

ラグジュアリーハイリラックスチェア

製品名 ラグジュアリー ハイ リラックス チェア モデル名 K7T3C003 カラーグレー、ワイン 
重量 3.6Kg 耐荷重80Kg 規格 使用時-53.5x57x(h)100cm / 収納時-125x19x19cm 材質 ポリエ
ステル、アルミ 構成品 チェア、キャリーバッグ

キャリーバッグを使ったネッククッション
Neck Pillow

取り外し型アームカバー
Loose Type Cover

102 103

Stylish Camping Equipment Chair



リラックストッパー
390チェア

製品名 390 チェア モデル名 K6T3C001カラー グリーン、
レッド重量 2.6Kg 耐荷重 80Kg 規格 使用時-64x47x(h)66cm /
収納時-71x13x13cm 材質 ポリエステル、スチール構成品 
チェア、キャリーバッグ

270チェア

製品名270チェアモデル名K5T3C003カラーレッド、グリー
ン 重量 1.9Kg 耐荷重8 0Kg 規格 使用時-38x38x(h)58cm /収
納時-60x12x12cm 材質 ポリエステル、スチール 構成品チェ
ア、キャリーバック

BBQチェア2Pセット

製品名 BBQチェア 2Pセット モデル名 K5T3C001 カラー 
グリーン、レッド 重量1.7Kg 耐荷重80kg 規格 使用
時-31x32x(h)36cm 収納時-48x34x2.5cm 材質 ポリエステ
ル、スチール 構成品 チェアX2ea、キャリーバッグ

製品名 リラックストッパー モデル名 K20T1C009 カラー ブラック 重量 620g 規格 使用
時-51x116cm / 収納時-15x15x52cm 材質 90% ポリエステル、10% 構成品 トッパー、キャ
リーバッグ

リラックスチェア

製品名 リラックスチェア モデル名 K3T3C025 カラーブラック 重量 3.6Kg 耐荷重80kg 
規格使用時-53.5x57x-(h)100cm 収納時-125x19x19cm 材質 ポリエステル、アルミ 構成
品 チェア、キャリーバッグ

リラックスチェア

製品名リラックスチェアモデル名K3T3C025 カラーレッド、グリーン 重量3.6Kg  耐荷重 
80Kg 規格 使用時-53.5x57x-(h)100cm / 収納時-125x19x19cm 材質 ポリエステルの、アルミ
ニウム 構成品チェア、キャリーバック

優れた保温効果と柔らかな肌触り

肘掛け部分付き
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リラックス クッション ピロー サイドポケット

製品名 サイド ポケット モデル名 K8T3Z002 カラー ブラック、ワイン、グレー、レッド 重
量 140g 規格使用時-32x31cm (1段-32x23.5cm 2段-32x21cm) 材質 ポリエステル  構成品 本
品

サイドオーガナイザーバッグ サイドカップホルダー

製品名 サイド オーガナイザー バッグ モデル名 K20T3Z004 カラーブラック、カモ 重量 380g 
規格 使用時-33x11x(h)16cm 材質 PVC、PE版 構成品 本品

製品名 リラックス クッション ピロー モデル名 K8T3M001 カラー グレー、レッド、グリー
ン、ワイン 重量 190g 規格37.5x20cm 材質 ポリエステル 構成品 本品

製品名 サイドカップホルダー モデル名 K8T3Z001 カラー ブラック、ワイン、グレー、レッ
ド 重量 54g 規格 使用時-9x9x-(h)11.5cm 取っ手付き-11.5x9x(h)11.5cm 材質 ポリエステル、
アルミ フィルム PE 構成品 本品
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キャンプコットレッド

製品名 キャンプ コット モデル名 K4T3C003K7T3C002 カラー レッド 重量 7Kg 耐荷重 
100Kg 規格使用時-190x64x(h)42cm 収納時-95x23x10.5cm 材質 ポリエステル、アルミ、ス
チール構成品 キャンプコット、キャリーバッグ

ワイドブラックコット

제製品名 ワイド ブラック コット モデル名 K8T3C005 カラー ブラック 重量 9.5Kg 耐荷重 
100Kg 規格 使用時-188x74x-(h)45cm 収納時-100x24x(h)14cm 材質 ポリエステル、アル
ミ、スチール 構成品 キャンプコット、キャリーバッグ

キャンプコットグレー

製品名 キャンプ コット モデル名 K4T3C003K7T3C002 カラー グレー 重量 7Kg  耐荷重 
100Kg 規格使用時-190x64x(h)42cm 収納時-95x23x10.5cm  材質 ポリエステル、アルミ、ス
チール  構成品  キャンプコット、キャリーバッグ

ワイドフリップコット

製品名 ワイドフリップコット モデル名 K20T1C029 カラーブラック 重量 8Kg 耐荷重 80kg 
規格使用時-193x72x-(h)36cm 収納時-72x17x(h)50cm 材質 ポリエステル、スチール  構成
品 本品、キャリーバッグ

フォールディングシステム
Folding System

リラックスできる広くて丈夫なワイドコット

幅広サイズのワイドコットで屋外や屋内でも簡単に設置して快適に使用
できます

ワイドタイプ
Wide type
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コットトッパー

製品名 コートトッパー モデル名 K20T1C008  カラー ブラック、ホワイト 重量 1.7Kg 規格 
使用時-77x185cm/  収納時-27x27x77cm 材質 ブラック-90%ポリエステル、10% ナイロン 
ホワイト-ポリエステル 構成品 トッパー、ストラップX2ea、キャリーバッグ

リラックスできる空間を提供するコット
トッパー

優れた保温効果を持っている素材で冬でも暖かく
厚みがあり楽に使える専用コットトッパーです

バックル方式で締結
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Camping Bag
キャンプバッグは様々なキャンプ用品を保管・持ち運びにでき

る商品ですバッグ内の製品を保護する為、軽くて丈夫な素材で

製作されており

手軽に使用できるバッグとなっています

キャンプバッグに1個、1個キャンピング用品を入れながら

出掛ける前のワクワク感を感じられるバッグを作り続けます



Stylish Camping Equipment Camping Bag
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プレミアムタワーストレージバッグ

製品名 プレミアム タワー ストレージ バッグ モデル名 K21T3B05 カラー ブラック 重量 
4.2Kg規格 75x42x(h)32/38cm/86L (サイドバッグ : S-36x12x(h)9cm/M-36x12x(h)17cm/ 
L-36x10x (h)30cm) 材質 ポリエステル、メッシュ 構成品 本品、サイドバッグX3ea、仕切り
X2ea、肩紐

プレミアムクルーザーバッグ

製品名 プレミアムクルーザーバッグ  モデル名 K21T3B04 カラー ブラック 重量 3.3Kg  規格 
75x40x (h)30cm/ 90L 材質 ポールリエスター、メッシュ 構成品 本品、仕切り

サイドポケット
Side Pocket

Pocket S

Pocket L

Footwear Bag

大容量の収納スペースで利便性に優れたプレミアムキャ
リーバッグ

収納スペースにゆとりのあるキャリーバッグでアウトドア必須アイテムです
高い耐久性の高級ポリエステル生地で製作しており生活防水が可能

防水素材を適用したサイドポケット

Stylish Camping Equipment Camping Bag
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ビッグバック

製品名 ビッグバッグ モデル名 K20T3B004 カラー ブラック 重量 1.9Kg 規格 65x34x(h)46cm 
(±2cm) / 100L 材質 ポリエスター、メッシュ構成品 本品、仕切りX2ea、肩紐

キャンピングバッグ120L

製品名ケムピンバック120Lモデル名K5T3B001カラーレッド重量1.6Kg 規格 70x40.5x(h)43cm 
(±2cm)/ 収納時-71x9.5x(h)40cm(±2cm )材質 ポリエステルの 構成品 本品

キャンプバッグ 80L

製品名 キャンプバッグ 80L モデル名 K20T3B002 カラーグレー 重量 1Kg 規格 
65x44x(h)29cm (±2cm) 材質 ポリエスター、メッシュ  構成品 本品

キャンプバッグ 130L

製品名 キャンプバッグ 130L モデル名 K20T3B003 カラー ブラック 重量 1.9Kg 規格 
72x42x(h) 43cm (±2cm) 材質 ポリエスター、メッシュ構成品 本品、仕切りX2ea、肩紐

キャンピングバッグ 100L

製品名 キャンプバッグ 100L モデル名 K4T3B009 カラーグリーン 重量 1Kg 規格 66x33x(h)41
cm  (±2cm)  / 収納時-66x36x(h)7cm (±2cm) 材質 ポリエステル、メッシュ 構成品 本品

キャンプバッグ 70L

製品名 キャンプバッグ 70L モデル名 K5T3B010 カラーレッド 重量 875g 規格 65x25x(h)43cm 
(±2cm) / 収納時-65x7x(h)46cm (±2cm)  材質 ポリエステル、メッシュ  構成品 本品

Stylish Camping Equipment Camping Bag
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ツェッペリンダッフルバッグ

製品名 ツェッペリン ダッフルバッグ モデル名 K20T3B007  カラー ブラック 重量 1Kg 規格 
30x30x(h) 90cm / 70L 材質 ポリエステル構成品 本品

ループロック
Lock System

車用ツインキャリーバッグ

製品名 車両用 ツインキャリーバッグ モデル名 K7T3B010 カラー グレー 重量 1.4Kg 規格 
50x30x 31.5cm (±2cm) 材質 ポリエステル、メッシュ 構成品 キャリーバッグ、肩紐、仕切
り、床固定板

プレミアムエクステンションキャリーバッグ

製品名 プレミアム エクステンション キャリーバッグ モデル名 K8T3B002 カラー ブラック 重量 
1.7Kg 規格 50x32x(h)33/ 40 cm / 収納時-50x34x(h)8cm 材質 ポリエステル、メッシュ 構成品 バッ
グ、肩紐、仕切り

エクステンションシステム
Extension System

Stylish Camping Equipment Camping Bag
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フォールディングテーブル キャリーバッグ S

製品名 フォールディング テーブルキャリーバッグ S モデル名 K9T3B001 カラーブラック 
重量 285g 規格 45x8x(h)34cm  材質 ポリエステル 構成品 本品

リラックスダブルキャリーバッグ

製品名リラックスダブルキャリーバッグ モデル名 K8T3B001カラー レッド、グリーン 重量 
1Kg 規格120x24x(h)25cm (±2cm)材質 ポリエステル 構成品 本品

ポールアレンジキャリーバッグ

製品名 ポール アレンジ キャリーバッグ モデル名 K7T3B008 カラー グレー 重量 650g 規格
83.5x 17.5x(h)15.5cm(±2cm) / 収納時-83.5x17.5x(h)4cm (±2cm) 材質 ポリエステル、メッ
シュ 構成品 本品

コンパクト ポール バッグ

製品名 コンパクトポール バッグ モデル名 K5T3V026 カラー レッド 重量 660g 規格
104x14x17cm (±2cm) 材質ポリエステル 構成品 本品

NEW マルチペック バッグ

製品名 NEW マルチペック バッグ モデル名 K9T3B003 カラー ブラック 重量 1.2Kg 規格 
47x17x(h) 18cm (±2cm) / 収納時-47x18x(h)4cm (±2cm) 材質 ポリエステル、メッシュ、プ
ラスチック 構成品 バッグ、プラスチック平板X4ea

多用途ツールバッグ

製品名 多用途ツールバッグ モデル名 K7T3B009 カラーグレー重量720g 規格 
45.5x20.5x19cm (±2cm) 材質 ポリエステル、フェイクレザー、PE 構成品 本品

フォールディングテーブルキャリーバッグ L

製品名 ポールディングテーブルキャリバッグL モデル名 K9T3B002 カラーブラック 重量
480g 規格 65x11x(h)49cm  材質ポリエステル 構成品 本品

マルチフォールディングテーブルキャリーバッグ

製品名 マルチフォールディングテーブルキャリーバッグ モデル名 K20T3B001 カラーブ
ラック重量480g 規格 82x13x44cm 材質ポリエステル、メッシュ 構成品 本品

Stylish Camping Equipment Camping Bag
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유니온 아이언 메쉬 테이블 / 우드 테이블 / 시그니처 테이블 / 아이언 메쉬 테이블

Kitchen
& BBQ
住み慣れた家を抜け出し自然の中で食べる料理は新鮮です

ですが家に安らぎを感じる人も多いと思います

私たちは家でも使える携帯と保管に便利な料理道具を製作しています

アウトドアで不便だと感じることがないように、また楽しい料理をお楽しみ

いただけるようこれからも様々な料理道具を開発して製作していきます



Stylish Camping Equipment Kitchen & BBQ
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Premium Kocher Serise
- Stainless 3 ply construction -

三重構造
All 3-ply construction

コンパクトな構造
Compact storage

プレミアムコッヘルセットL

製品名 プレミアム コッヘル セットL モデル名 K8T3K00カラーグレー 重量 2.9Kg 規格 
25x25x(h)17cm/ コッヘル  3.3L-20x20x(h)13.5cm /コッヘル 1.8L-17x17x(h)8.5cm /コッヘル
1.4L-15x15x(h)8cm /フライパン20-20x20x(h) 5.5cm / メッシュバスケット-18x18x(h)10cm 
材質 ステンレススチール304 / 430、アルミ、ポリエステル 構成品 コッヘル3.3L、コッヘル
1.8L、コッヘル1.4L、フライパン20、メッシュバスケット、キャリーバッグ

プレミアムコッヘルセットXL

製品名 プレミアム コッヘル セット XL モデル名 K8T3K003 カラー ブラック 重量 4Kg 規格 
27x27x(h)22cmコッヘル5.5L-24x24x(h)16.5cm /コッヘル 3.3L-20x20x(h)13.5cm /コッヘル 
1.8L-17x17x(h)8.5cm /フライパン24-24x24x(h)6cm /メッシュバスケット 21x21x(h)9.5cm 材
質 ステンレススチール304 / 430、アルミ、ポリエステル構成品 コッヘル5.5L、コッヘル
3.3L、コッヘル1.8L、フライパン24、メッシュバスケット、キャリーバッグ

プレミアムフライパン

製品名 プレミアム フライパン モデル名 K8T3K001 カラー ブラック 重量 670g 規格 使用
時-20x20x (h)5.5cm 収納時-23x23x(h)6cm 材質 ステンレススチール 430、アルミ、ウッ
ド、ポリエステル  構成品 フライパン、ウッドハンドル、キャリーバック

三重構造(3-ply)の鍋とキシランコーティング(xylan)で作ったフライパン

様々なサイズ構成と高い熱伝導率でアウトドアはもちろん室内でも使用可能
バーナーやコンロだけでなくIH調理器でも使用できます

分離型構造のフライパンの取っ手
Detachable handle

Kitchen & BBQ
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プレミアムSTS食器セットファミリー

製品名 プレミアム STS 食器セット ファミリー モデル名 K20T3K002 カラー ブラック 重量 
3.7Kg 規格 31x25x(h)9cm材質 ステンレススチール304、ポリエステル 構成品 ソースボ－ル
X4ea、ボ－ルMX4ea、ボ－ルLX4ea、ディッシュ21X3ea、ディッシュ22.5X2ea、サラダボ
－ル、キャリーバッグ

プレミアムSTSフードプレート

製品名 プレミアム STS フード プレート モデル名 K20T3K003 重量 420g 規格 Ø225Ø165x(h)
40mm (ハンドル含まず)Ø290Ø165x(h)65mm(ハンドル付)  材質 ステンレススチール304、メッシュ 
構成品 本品、保管袋

プレミアムSTS食器セット カップル

製品名 プレミアム STS 食器セット カップル モデル名 K20T3K001 カラーブラック 重量 
1.7Kg 規格 25x25x(h)8cm 材質 ステンレススチール304、ポリエステル 構成品 ソースボウ
ルX2ea、ボ－ルM X2ea、ボ－ルL X2ea、ディッシュ21、ディッシュ22.5X2ea、キャリー
バッグ

ボールM
(Ø12.5/7x5.5cm)

Rice bowl

ボールL
(Ø16/10x5cm)

Soup bowl

ディッシュ21
(Ø21/13.5x2.5cm)

Plate 21

ディッシュ22.5
(Ø22.5/16.5x1.5cm)

Plate 22.5

ソースボール
(Ø9/6x3cm)

Sauce bowl

サラダボール
(Ø22.5/16.5x4cm)

Salad plate

衛生的な取っ手仕上げ処理
Hygienic handle finish

Kitchen & BBQ
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ハイセラミックコーティングにより面倒な

シーズニング不要なグリドル

面倒なシーズニングが不要のハイセラミックコーティングと
頑丈な黒皮鉄板で食材本来の味を生かし美味しい料理が味わえます

イグニスコーティンググリドル600

製品名 イグニスコーティンググリッドル600 モデル名 K20T3G004 カラーブラック 重量 
6.5Kg 規格 使用時-60x48x-(h)33~57cm /収納時-62x49x(h)4cm 材質 本体-黒皮 鉄板 / 足-
ステンレススチール 構成品 グリドル 本体、高さ調節足 X3ea、ひも、キャリーバッグ

イグニステーブルグリドル

製品名 イグニス テーブル グリドル モデル名 K20T3G008 カラー ブラック 重量 3Kg 使用
時-47.5x33.5x(h)11~15cm(ハンドル含む)/3T / 収納時-50x37x(h)4cm 材質 黒皮鉄板、 ステ
ンレススチール 構成品 本体、高さ調節脚X3ea、麻紐、キャリーバッグ

イグニス テーブル グリドルミニ

製品名 イグニス コーティング グリッドル ミニ モデル名 K20T3G003 カラー ブラック 重量 
1.1Kg規格 使用時-27.5x22x-(h)1.5cm 収納時-29x23x(h)2.5cm 材質 本体-黒皮 鉄板 / 専用トン
グ式ハンドル- ステンレス スチール 構成品 グリドル 本体、専用トング式ハンドル、キャ
リーバッグ

脚の長さ調節
Length adjustment

グリドルプレート

製品名 グリドルプレート モデル名 K20T3G005 重量 130g 規格 39x11x(h)1.5cm 材質 ステ
ンレススチール  構成品 本品

輪状にグリドルと容易に結合
Easy to combine with griddle in a ring shape

Kitchen & BBQ
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料理に便利さをプラスするキッチンツール

アウトドアはもちろん日常生活でも使える調理器具
ステンレス材質で作られているので衛生的で高い耐久性です

多彩なサイズ & 手軽に使用

ステンレス素材で製作されており衛生的で安全
優れた耐久性と耐食性がある食器セットです

ポケットクリーバー

製品名 ポケットクリーバー モデル名 K21T3K09 カラーブラウン 重量 250g 規格
21x9cm ナイフ-9x6cm / 取っ手-10.5x3cm) 材質 ステンレススチール、ウッド、
フェイクレザー構成品 本品、ケース

キッチン ツール セット

製品名 キッチンツールセット モデル名 K5T3K008 カラーレッド 重量1Kg 規21x36x(h)5.5cm
材質 ポリエステル、ステインレススチール、ABS 樹脂、PP、メッシュ 構成品 ナイフ、は
さみ、トング、柄杓、まな板、ヘラ、フライ返し、ポーチ

シェフ キッチン ツール セット

製品名 シェフ キッチン ツール セット モデル名 K9T3K011 カラー ブラック 重量 1.1Kg 規格 
21x31x(h)6.5cm 材質 ポリエステル、ステンレススチール、ABS 樹脂、PP、メッシュ 構成
品 ナイフ、はさみ、トング、柄杓、まな板、ヘラ、フライ返し、ポーチ

食器 セット 15p

製品名 食器セット 15p モデル名 K7T3K001 カラーグレー 重量 980g 規格 18x18x(h)8cm
材質 ポリエステル、ステインレススチール、メッシュ 構成品 ソースボールX4ea、ボール
MX6ea、ディッシュ16X2ea、ディッシュ18X3ea、ポーチ

食器 セット 17p

製品名 食器セット 17p モデル名 K3T3K001 カラーグリーン 重量1.3Kg 規格 24x24x(h)8cm
材質 ポリエステル、ステンレススチール、メッシュ 構成品ソースボールX4ea、ボール
MX4ea、ボールLX4ea、ディッシュMX4ea、ディッシュXL、ポーチ

食器 セット 22p

製品名 食器セット 22p モデル名 K4T3K001 カラーレッド重量 1.6Kg 規格 24x24x(h)8.5cm
材質 ポリエステル、ステンレススチール、メッシュ 構成品 ソースボールX4ea、ボール
MX4ea、ボールLX4ea、ディッシュ16X2ea、ディッシュ18X4ea、ディッシュ20X2ea、
ディッシュXLX2ea、ポーチ

食器 セット 25p

製品名 食器 セット 25p モデル名 K21T3K11 カラー ブラック 重量 2.3Kg 規格 24x24x(h)10cm
材質 ポリエステル、ステインレススチール、メッシュ 構成品 ソースボールX4ea、ボール
MX4ea、ボールLX4ea、ディッシュ16X3ea、ディッシュ18X4ea、ディッシュ20X3ea、
ディッシュ XLX3ea、保管 ケース

ステンレス ポット 0.8L

製品名 ステンレス ボット 0.8L モデル名 K21T3K08 重量 250g 規格 14.5x(h)13.5cm(ハンド
ル含む) 0.8L 材質 ステンレス スチール 構成品 本品

はさみ (9x25.5cm)
Scissor

トング (4.7x22.5cm))
Tongs

柄杓 (27cmØ7.50))
Ladle

まな板 (28x17.5cm))
Chopping board

ナイフ (5x29cm))
Knife

ヘラ (7x19cm))
Spatula

カラビナ継手ホール
Carabiner connection hole
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使いやすいスパイスボックス

アウトドアやキッチンで手軽に使用できるスパイスボックス
調味料のタイプ別に分けてお使いいただけます

スパイスボックス S

製品名 スパイスボックス S モデル名 K5T3K001 カラーレッド 重量 203g 規格15x10x(h)10.5cm
材質 ポリエステル、PETE、PP、メッシュ 構成品 粉末ボトル100mlX3ea、液体ボトル90mlX
3ea、ポーチ

スパイスボックスミニ

製品名 スパイスボックスミニ モデル名 K6T3K001 カラーレッド 重量 115g 規格9.5x4x(h) 
18.5cm 材質 ポリエステル、PETE、PP、メッシュ 構成品 粉末ボトル20mlX3ea、 液体ボト
ル18mlX2ea、ポーチ

スパイスボックス L

製品名 スパイスボックス L モデル名 K9T3K003 カラー グレー 重量 437g 規格 
25x16.5x(h)10.5cm 材質 ポリエステル、PETE、PP、メッシュ 構成品 粉末ボト100mlX3ea、
液体ボトル90mlX3ea、四角ボトル120mlX2ea、スプーン、ポーチ

スパイスボックス M

製品名 スパイスボックスM モデル名 K9T3K002 カラー ブラック 重量 270g 規格 
20x10x(h)11cm材質 ポリエステルスター、PETE、PP、メッシュ 構成品 粉末ボトル
100mlX2ea、 液体ボトル90mlX4ea、四角ボトル120mlX2ea、ポーチ

ツインカトラリーセット

製品名 ツイン カトラリー セット モデル名 K21T3K10 カラー サンド 重量 170g 規格ø7.5x(h)24cm
構成品 ウッドスプーンX4ea、ウッド箸X4ea、ケース

カトラリーセット

製品名 カトラリーセット モデル名 K4T3K003 カラー レッド 重量 428g 規格 使用時-10x10x(h)
24.5cm収納時-12x3.5x24.5cm 材質 ポリエステル、ステンレススチール、メッシュ 構成品 
スプーンX4ea、箸X4ea、フォークX4ea、ポーチ

トライカトラリーセット

製品名 トライ カトラリー セット モデル名 K9T3K004 カラー ブラック 重量 420g 規格 使用
時-34x10x (h) 17cm 収納時 - 11x4x(h)24cm 材質 ポリエステル、ステンレススチール、メッ
シュ 構成品スプーンX4ea、箸 X4ea、フォーク X4ea、ポーチ

プレミアムカトラリーセット

製品名 プレミアム カトラリー セット モデル名 K9T3K005 カラー ブラック 重量 1.3Kg 規格 
ポーチ-25.5x12.5x(h)16cm(ウッド台-23x8.5x(h)3cm) 材質 ポリエステル、ステンレススチー
ル、PP、ウッド、綿混紡 構成品 スプーンX4ea、箸X4ea、フォークX4ea、箸箱、ウッド台、
ポーチ

マグネチック付
Built in magnet
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二重真空構造＆ステンレススチール素材で衛生的なカップセット

二重真空構造のマグカップ長時間の保温・保冷が可能ステンレススチール素材で衛生的で安全に使用
できます

NEW ブラック マグ 5P

製品名 NEW ブラックマグ 5P モデル名 K21T3K03 カラーブラック重量 835g(カップ個-110g)
規格 12x12x(h)28cm(カップ-8.56x(h)9cm / フレーム-11x11x(h)26cm) 材質 ポリエステル、
ステンレススチール 構成品 マグX5ea、プレイム、ポーチ。

ダブルマグ4p

製品名 キャンピングカップ 8p モデル名 K5T3K007 カラーレッド 重量 460g 
(70ml1ea-25g /300ml1ea-80g)規格 7.5x7.5x(h)13cm (70ml-3.3/5.3x(h)5.8cm/ 300ml-6/7.3x(h)
10cm) 材質ポリエステル、ステンレススチール、メッシュ 構成品 70mlX4ea、300mlX4ea、
ポーチ

ダブルマグ6p

製品名 ダブルマグ 6p モデル名 K4T3K004 カラーレッド重量 960g (カップ 1個-110g) 規格 
12x12x(h)32.5cm (カップ-8.5 / 6x(h)9cm / フレーム-11x11x(h)29.5cm) 材質 ポリエステル、
ステンレススチール、メッシュ 構成品 マグX6ea、フレーム、ポーチ

エッグターム2p

製品名 エッグ ターム 2p モデル名 K9T3K010 カラー ブラック 重量 1ea-173g (蓋付き) 規格 
9x9x(h)11cm 350ml 材質 ステンレススチール 304 構成品 本品X2ea

キャンピングカップ 8p

製品名 キャンピングカップ 8p モデル名 K5T3K007 カラーレッド 重量 460g (70ml 1ea-25g 
300ml1ea-80g) 規格7.5x7.5x(h)13cm(70ml-3.3/5.3x(h)5.8cm 300ml-6/7.3x(h)10cm) 材質ポリ
エステル、ステンレススチール、メッシュ 構成品 70mlX4ea、300mlX4ea、ポーチ

ウェーブ コールドカップ 2p

製品名 ウェーブ コールドカップ 2p モデル名 K8T3K007 カラー ブラック、レッド 重量 185g 
規格 9.56.5x(h)12.5cm 材質 ステインレス スチール 構成品 カップX2ea

マグフレーム
Mug frame
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ビエントウインドシールドS

製品名 ビエントウインドシールド S モデル名 K21T3K04 カラーブラック、サンド 重量 
1.9Kg 規格 使用時-56x29x(h)25cm / 収納時-28x25x(h)6cm 材質 スチール 構成品 本品、キャ
リーバッグ

ビエントウインドシールドL

製品名 ビエントウインドシールドL モデル名 K21T3K05 カラーブラック、サンド 重量 
4.58kg 規格 使用時-1段:28x(h)50cm / 収納時-52x31x5.5cm 材質 スチール 構成品 本品、
キャリーバッグ

キャンプで料理をする時に風から火を守るウイン
ドシールド

角度を調節しバーナーのサイズに合わせて使用できるウインドシールド
アウトドアはもちろん室内での使用も可能で食べ物や油が飛ぶのを防ぎます

イソガスホースホール
Gas hose hall

イグニスグリドル600
Ignis griddle 600
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ガラフロン

製品名 ガラフロン モデル名 K20T3G002 カラーネイビー重量 370g 規格 使時-68x(h)93cm
腰-90~105cm 材質 綿100% 構成品 本品

ワイドテーブルクロス

製品名 ワイドテーブルクロス モデル名 K8T3Z003 カラーグレー 重量 402g 規格 210x120cm 
材質 ポリエステル 構成品 本品

テーブルクロス

製品名 テーブルクロス モデル名 K5T3T005 カラーレッド 重量 305g 規格 118x156cm 材質 
ポリエステル  構成品 本品

料理を楽しくするキッチン小物

.

ゆったりした空間のポケット
と多用途フック
Spacious pockets and versatile hooks

ウエスト サイズ 調節
Waist size adjustment
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衛生的で通気性に優れた食器ドライヤーネット

通気性に優れたメッシュ素材を使用
乾燥が早く害虫も防ぐので衛生的に使用できます

軽くて持ち運びに便利なウォータータンク

柔軟なポリエチレン素材で簡単に折りたためます
アウトドアで便利に持ち運べるウォータータンクです

2ウェイマルチバスケット

製品名 2ウェイ マルチ バスケット モデル名 K8T3K005 カラー グレー 重量 500g 規格 
32x32x(h) 26.5cm 材質 タポリン(PVC一種) 構成品 本品

キャンプ シンクボウル 27L

製品名 キャンプ シンクボウル 27L モデル名 K4T3K002 カラー ベージュ 重量 370g 規格
36x36x(h)26.5cm (メッシュ布ケット-24.5x21.5cm、洗剤入れ-4.5x2.3x10.3cm)  材質 ターポ
リン (PVC 一種)、拙塔 構成品 洗い物バスケット、サイドメッシュ布ケット、洗剤入れ

バランスドライヤーネット

製品名 バランスドライヤーネット モデル名 K20T3K12 カラー ブラック 重量 700g 規格 使
用時-38.5x38.5x(h)85cm(±1cm)/穴口径-Ø35/ 収納時-38.5x38.5x(h)3.5cm(±1cm) 材質 ポ
リエステル、メッシュ 構成品 本品、キャリーバック

洗い物バスケットでより便利

優れた防水力と容量、キャンプや釣りなどアウトドア活動で
手軽に使いやすいバスケットです。

四角い 食器 ドライヤーネット

製品名 四角 食器ドライヤーネット モデル名 K3T3K009 カラー ブラック 重量 800g 規格 
使用時-37.5x37.5x(h)100cm(±1cm) / 収納時-37.5x37.5x3.5cm (±1cm) 材質 ポリエステ
ル、メッシュ構成品 乾燥網、キャリーバッグ

フレキシブル ウォータータンク 10L

製品名 フレキシブル ウォータータンク 10L モデル名 K9T3K008 重量 210g±5% 規格
23x21x36cm / 10L 材質 100% food grade LDPE 構成品 本品

フレキシブル ウォータータンク 20L

製品名 フレキシブル ウォータータンク 20L モデル名 K9T3K009 重量 300g±5%  規格 使用
時-32x28x27cm /  20L / 収納時-23x26x6cm  材質 100% food grade LDPE  構成品 本品

ポール締付穴 (Ø35))
Pole fastening hole

簡単にON/OFF
Easy ON/OFF faucet
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優れた保冷機能とエアロックシステムを採用したソフトクーラー

冷気を逃がさないようにするエアロックシステム(Air-Locksystem)と20mmの厚い内装紙とシーリング
ジッパーで温度維持力に優れています

スカディ ソフト クーラー 15L

製品名 スカディ ソフト クーラー 15L モデル名 K20T3K007 カラー ブラック 重量 900g 規格 
使用時-32x27x(h)30cm収納時-32x28x(h)16cm 材質 PVC、PE FOAM 構成品 本品

スカディ ソフト クーラー 25L

製品名 スカディ ソフト クーラー 25L モデル名 K21T3K07 カラー ブラック 重量 700g 規格 使
用時-35x35x(h)30cm / 収納時-35x30x(h)14cm 材質 PVC、PE FOAM 構成品 本品

スカディ ソフト クーラー 45L

製品名 スカディ ソフト クーラー 45L モデル名 K20T3K008 カラー カーキ 重量 1.8Kg 規格 使
用時-56x37x(h)34cm / 収納時-56x38x(h)16cm 材質 PVC、PE FOAM 構成品 本品

長さ 調節 肩ひも
Adjustable shoulder strap

スタッキングボックス 30L

製品名 スタッキングボックス 30L モデル名 K21T3K06 カラーサンド 重量
1.8Kg 耐荷重100kg 規格 39x40x(h)36.5cm  材質 PP 構成品 本品
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厚手の内装材で高い保冷力のハードクーラー

厚い発泡ポリウレタン素材を使用したクーラー
食べ物や飲み物を長時間保冷することができます

高い耐久性のブラックフレームスタンド

地熱からクーラーを保護できるスタンド
高強度アルミで耐久性に優れ折りたたみ式で携帯・
保管が簡単なクーラースタンドです

ニュートロ アイスクーラー 13L

製品名 ニュートロアイスクーラー13Lモデル名 K20T3K011 
カラー ベージュ 重量 3.2Kg 規格 外部-32x24x38cm / 内
部-25.5x19.5x27.5cm 材質 外部-ステンレススチール、アイ
アンスチール / 内部-ポリプロピレン、発泡ポリウレタン 
構成品 本品

ブラック キューブ アイスクーラー  13L

製品名 ブラック キューブ アイスクーラー 13L モデル名
K20T3K010カラーブラック重量3.2Kg規格外部-32x24x38cm/
内部-25.5x19.5x27.5cm 材質 外部-ステンレススチール、アイ
アンスチール/ 内部-ポリプロピレン、発泡ポリウレタン
 構成品 本品

キューブ クーラー 13L

製品名 キューブクーラー 13L モデル名 K6T3A013 /K7T3A016
カラーレッド、ピンク 重量 3.2Kg 規格 外部-32x24x(h)38cm / 
内部-25.5x19.5x(h)27.5cm  材質 外部-ステンレススチール、ア
イアンスチール / 内部-ポリプロピレン、発泡ポリウレタン 構
成品 本品

アイス クーラー 29L

製品名 アイスクーラー 29L モデル名 K6T3A014K8T3A003 カラーブラック、ピンク 重量 
4.7Kg 規格 外部-47x30x-(h)34cm / 内部-42.5x26.5x(h)28cm  材質 外部-ステンレススチール、
アイアン スチール /  内部-ポリプロピレン、発泡 ポール ポリウレタン 構成品 本品

アイス クーラー 51L

製品名 アイスクーラー 51L モデル名 K6T3A015K8T3A004 カラーブラック、ミント重量 
7.5Kg 規格 外部-57x37x-(h)42cm / 内部-52x32.5x(h)34cm 材質 外部-ステンレススチール、
アイアンスチール /  内部-ポリプロピレン、発泡ポールポリウレタン 構成品 本品

アトラスクーラースタンド

製品名 アトラス クーラー スタンド モデル名 K20T3K006 カラー ブラック 重量 1.4Kg 耐
荷重100Kg 規格 使用時-50x40x(h)33cm / 収納時-53x11.5x8.5cm 材質 アルミ、ポリエス
テル、EVAフォーム 構成品 本品、キャリーバッグ

水抜きゴムバルブ
Dripping rubber valve

100Kg耐荷重·高強度フレーム
100Kg load-resistant high-strength frame

手軽でコンパクトな収納
Simple and compact storage
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簡単に収納して持ち運びできるクッキングボックス 食器とキッチンツールをまとめて保管できるシェフボックス

ダイナクッキングボックス

製品名 ダイナ クッキング ボックス モデル名 K20T3K009 カラー ブラック 重量 700g 規格
20x17x(h) 25cm 材質 PVC、PE板  構成品 本品

シェフボックス

製品名 シェフボックス モデル名 K20T3K004 カラー ブラック 重量 2.5Kg 規格 使用
時-45x36x(h) 31cm / 収納時-45x36x(h)13cm  材質 EVA、ポリエステル、PEフォーム
+PE SHEET  構成品 本品、肩紐、内部仕切りX3ea

長さ 調節 肩ひも
Adjustable shoulder strap
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キャンプの夜を照らす焚火台

サークルディライトMX

製品名 サークル ディライト MX モデル名 K21T3G02 重量 7.5Kg 規格 使用時-ø38x(h)23cm / 収納時-ø38x(h)14cm  構成品 
本品、キャリーバッグ 

ルミナスストーブ

製品名 ルミナスストーブ モデル名 K21T3G 03 重量 3.5Kg 規格 使用時-32x25x(h)20cm / 収納時-34x28x(h)19cm 材質 ステン
レススチール、PO、ポリエステル 構成品 本品、炭台、鍋敷き、キャリーバッグ
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バーベキューを美味しくするキャンプ料理必須アイテム

鋳物炭台

製品名 鋳物炭台 モデル名 K8T3G002 重量1.3Kg 規格18.5x18.5x(h)2cm 材質 鋳鉄 構成品本品

BBQ炭トング+ブラシset

製品名 BBQ 炭トング+ブラシset モデル名 K5T3G008 重量 炭トング-140g / グリルブラ
シ-85g 規格 炭トング-3x44.5cm / グリルブラシ-7x21cm 材質 ステンレススチール、真
鍮、PP 構成品 炭トング、グリルブラシ

ヘスティア キャンプファイアMX

製品名 ヘスティア キャンプファイヤー MX モデル名 K7T3G001 カラーグレー 重量 8.5Kg 規
格 使用時-40x39x-(h)36.5cm / 収納時-48x48x8cm  材質 ステンレススチール、スチール、ポ
リエステル 構成品 本体、ブリッジ、ステンレスグリル、炭台、プレート、キャリーバッグ

ライトキャンプファイア

製品名 ライトキャンプファイヤー モデル名 K6T3G001 カラーグレー 重量1Kg 耐荷重5kg 規
格 使用時-42x42x-(h)32cm / 収 納時-6x6x65cm (±2cm) 材質 ポリエステル、ステンレスス
チール、ステンレス特殊耐熱鋼 (FCHW2) 構成品 フレーム、メッシュネット、キャリーバッ
グ

3段

2段

1段

火力弱い

火力強い

火力

強度

Campfire & BBQ Serise
- Camping barbeque -

Stylish Camping Equipment Kitchen & BBQ
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エアバンプ ダブルマット

製品名 エアバンプ ダブル マット 7.5T モデル名 K21T3M05  カラーサンド 重量 5Kg 使用
時-130x200x-(h)7.5m / 収納時-30x30x(h)70cm  材質 Stretch fabric、TPU、75D ポリエス
ター、 Horizontal punch foam 構成品 マット、修繕キット、エアポンプ、キャリーバッ
グ

家のように快適で安定したプレミアムエアマット

リターンエアシステムを適用したバルブ
Valve with return air system

エアーポンプ付
With air pump

AIR BUMP MAT

リターンエアシステム
Return air system

スピーディーなメモリーフォーム
Fast memoryfoam

TPUコーティング
TPU coating

7.5Tの厚い内装材
7.5T Thick mattress

ノンスリップ
Non-slip fixer

Stylish Camping Equipment Sleeping Bag & Mat
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ソリッドエアチューブマット ダブル

製品名 モノグラム エアチューブマットダブルモデル名 K20T3M004 カラーブラック 重量4Kg
規格使用時-190x135x-(h)5cm 収納時-22x22x(h)66cm 材質 75D polyester pongee、Non Slip 
polyester pvc コーティング 構成品本品、ゴムバンド、ASキット、エアーポンプ

ソリッドエアチューブマット シングル

製品名 モノグレムエアチューブマットシングル モデル名 K20T3M003カラー ブラック 重量
2.2Kg 規格 使用時-190x65x-(h)5cm / 収納時-16x16x(h)66cm 材質 75D polyester 
pongee、Non Slip  polyester pvcコーティング 構成品本品、ゴムバンド、ASキット、エアポ
ンプ

モノグラム エアチューブマット シングル

製品名 モノグラム エアチューブマットシングル モデル名 K20T3M003 カラーブラック 重量
2.2Kg 規格使用時-190x65x-(h)5cm / 収納時-16x16x(h)66cm 材質 75D polyester pongee, 
Non Slip polyester pvcコーティング 構成品 本品、ゴムバンド、AS キット、エアポンプ

モノグラム エアチューブ マット ダブル

製品名 モノグラム エアチューブマットダブル モデル名 K20T3M004 カラーブラック 重量4Kg
 規格 使用時-190x135x-(h)5cm / 収納時-22x22x(h)66cm  材質 75D polyester pongee、
Non Slip polyester pvc コーティング 構成品本品 ゴムバンド·ASキットエアーポンプ

エクステンション·ボタン
Extension button

Stylish Camping Equipment Sleeping Bag & Mat
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アートブランケット

製品名 アート ブランケット モデル名 K21T3Z09 重量1.8Kg 規格 使用時-180x215cm / 収納時-4
5x15x15cm 材質 ポリエステル 70%、コットン 30% 構成品 本品、ストラップ

ユーピーク2000

製品名 ユーピーク 2000 モデル名 K9T3M002 カラーサンド 重量 2.7Kg (±50g) 規格 使用時-
210x90cm/ 収納時-45x35x(h)35cm 材質 裏地-Polyester Brushed Pongee / 表地-Polyester
Taffeta Embossed W/R Cire / 中綿-100% Polyester Fiber Padding 構成品 本品、ケース

ユーピーク1300

製品名 ユーピーク 1300 モデル名 K9T3M001 カラーア レッド、ブルー 重量 2Kg (±50g) 規
格 使用時-210x90cm / 収納時-45x25x(h)25cm 材質 裏地-Polyester Brushed Pongee / 表地-
Polyester TaffetaEmbossed W/R Cire /中綿-100% Polyester Fiber Padding 構成品 本品ケース

インナールームマットとして活用
Used as an inner tent mat

Stylish Camping Equipment Sleeping Bag & Mat
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広い収納スペースとワンタッチ
フォールディングのワゴン

ペリカンワゴン

製品名 ペリカン ワゴン モデル名 K20T1C013 重量 10.3Kg 耐荷重 50Kg 規格 使用
時-97x52x(h)56cm/ 収納時-29.5x19x(h)76cm 材質 ポリエステル、スチール 構成品 ワゴ
ン、キャリーバッグ

グリップ感のための取っ手
Handle for grip

160L
160L capacity

Stylish Camping Equipment Camping Gear
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Aluminum Pole Serise
- Adjustable length pole -

フライアップ 2.4 最大240cm

フライアップ1.9 最大 190cm

4段調節アルミポール 最大280cm

5段調節 アルミポール 最大180cm

5段調節 アルミポール 最大155cm

アルミポール 最大180cm

5段調節 アルミポール 最大250cm

73cm

64cm

66cm

55cm

48cm

72cm

72.5cm

フライアップ1.9

製品名 フライアップ 1.9 モデル名 K20T3F001 カラーブラック 重量 550g 規格Ø25x(h)150~
190cm 材質 アルミ 構成品 本品

フライアップ 2.4

製品名 フライアップ 2.4 モデル名 K20T3F002 カラーブラック 重量 730g 規格Ø28x(h)200~
240cm 材質 アルミ 構成品 本品

5段調節アルミポール250

製品名 5段調節 アルミポール 250 モデル名 K8T3F008 カ
ラーブラック 重量610g 規格Ø22x(h)203~250cm 材質 ア
ルミ構成品 本品

4段調節アルミポール280

製品名 4段調節 アルミポール280 モデル名 K8T3F009 カ
ラーブラック 重量 1.25Kg 規格 Ø33x(h)243~280cm 材質 
アルミ 構成品 本品

5段調節アルミポール180

製品名 5段調節 アルミポール180 モデル名 K8T3F006 カラー
レッド 重量 400g 規格 Ø19x(h)150~180cm 材質 アルミ
構成品 本品

5段調節アルミポール155

製品名 5段調節 アルミポール 155 モデル名 K8T3F005 カ
ラーレッド 重量 275g 規格 Ø16x(h)130~155cm 材質 アル
ミ構成品 本品

アルミポール 180

製品名 アルミポール180 モデル名 K8T3F007 カラーブラッ
ク重量460g 規格 Ø22x(h)180cm 材質 アルミ 構成品 本品

Stylish Camping Equipment Camping Gear
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タンクハンマー

製品名 タンクハンマーモデル名 K20T3F003 重量1Kg 規格12.5x4x(h)32cm 材質鋳鉄、アル
ミ、プラスチック 構成品 本品、ストラップ

鍛造ペグ20cm

製品名 鍛造ペク 20cm モデル名 K8T3F002 重量 282g (1個-71g) ) 規格 Ø8x30cm
材質 スチー ル 構成品 ペグX4ea         

鍛造ペグ30cm

製品名 鍛造ペク 30cm モデル名 K8T3F003 重量 702g (1個-175g) 規格 Ø8x30cm
材質 スチー ル 構成品 ペグX4ea

鍛造ペグ40cm

製品名 鍛造ペク 40cm モデル名 K8T3F004 重量 689g (1個 - 344g) 規格 Ø10x40cm
材質 スチール 構成品 ペグX2ea

ペグ30cm

製品名 ペグ 30cm モデル名 K3T331 重量 160g 規格 Ø10x30cm 材質 スチール
構成品 本品

ペグ40cm

製品名 ペグ 40cm モデル名 K3T3 31 重量 205g 規格 Ø10x40cm 材質 スチール
構成品 本品

ペグ20cm

製品名 パグ 20cm モデル名 K3T3T329 重量 110g 規格 Ø10x20cm 材質 スチール 構成品 本品

キャンプでテントとタープを固定するハンマー&ペグ

ブタンガスドリル
Drill for Butane Gas

Stylish Camping Equipment Camping Gear
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タワーランタンスタンド

製品名 タワーランタンスタンド モデル名 K7T3O007 カラーブラック 重量1.5Kg 規格 使
用時-65x(h)225cm / 収納時-80x7x(h)9cm 材質 アルミ、スチール 構成品 本品、ペグ
X3ea、キャリーバッグ

￦ 3,000ランタンハンガー

製品名ランタンハンガー モデル名 K8T3O001 カラーブラック 重量 100g 規格 
Ø6x51(幅)x260(長さ)mm 材質 スチール、クロムめっき、PVC 構成品 本品

シャベル S

製品名 スコップS モデル名 K7T3F003 重量 560g 規格 使用時-9.5x4.5x(h)40.5cm / 収
納時-9.5x5.5x(h)15cm 材質 ポリエステル、スチール 構成品 本品、収納ケース

シャベル L

製品名 フィールドシャベル Lモデル名 K7T3F004 重量 1.2Kg規格 使用時-15.5x5.5x(h)58cm 
収納時-19x6x-(h) 26.5cm 材質 ポリエステル、スチール構成品 本品、収納ケース

手斧

製品名 手斧 モデル名 K5T3T0 10重量850g 規格14x36cm 材質 鋼鉄、PVC、ウレタン、ポリエ
ステル構成品 斧、安全キャップ、保護ケース

ハンマーの代わりに
The use of the hammer
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おしゃれスタイルストッパー デッキの上でも自由なキャンピングライフ

アンカー型デッキ 8p

製品名 アンカー型 デッキペック 8p モデル名 K7T3F002 重量 90g (1個-8g) 規格 
6.7x3.6x(t)0.4cm　材質 アルミ 構成品 ペックX8ea

ねじ型デッキ 18p

製品名 ねじ型 デッキペック 18p モデル名 K7T3F001 重量 136g(1個-6g) 規格 55x30x(t)5mm
材質 アルミ、エポキシ 構成品 ペックX18ea

ヤヌス 三角 ストッパー 8p

製品名 ヤヌス三角ストッパー8p モデル名 K20T3F005 カラーブラック、メタルグレー
重量 96g(1個-12g) 規格 60x54x(h)10mm 材質 アルミ 構成品 ストッパーX8ea

ヤヌス ピーナッツ ストッパー 10p

製品名 ヤヌスピーナッツストッパー 10p モデル名 K20T3F004 カラーブラック、メタ
ルグレー 重量 60g(1個-6g) 規格16x45x(h)8mm 材質 アルミ 構成品 ストッパーX10ea

Stylish Camping Equipment Camping Gear
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いつでもどこでも便利なワイルドプロマルチツール

￦ 15,000와일드프로 WP-S060

製品名 ワイルドプロ WP-S060 モデル名 K20T3O003 重量 40g
規格 収納時-60mm 材質 ステンレススチール 420、アルミ 構成品 
本品

ワイルドプロ WP-S090

製品名 ワイルドプロ WP-S090 モデル名 K20T3O004 重量 60g
規格 収納時-90mm 材質 ステンレス スチール 420、アルミ
構成品 本品

ワイルドプロ WP-S071

製品名 ワイルドプロ WP-S071 モデル名 K20T3O005 重量 62g
規格 収納時-71mm 材質 ステンレススチール 420 構成品 本品

ワイルドプロ WP-S105

製品名 ワイルドプロ WP-S105 モデル名 K20T3O006 重量 150g 規格 収納時-105mm 材質
ステンレス スティル420、プラスチック ABS 構成品 本品

ワイルドプロ WP-S103

製品名 ワイルドプロ WP-S103 モデル名 K20T3O007 重量 160g 規格 収納時-103mm 材質
ステンレス スチール420、ウッド 構成品 本品

ワイルドプロ WP-H147

製品名 ワイルドプロ WP-H147 モデル名 K20T3O008 重量 285g 規格 / 収納時-147mm
材質 ステンレスティル420、ウッド構成品 本品

ワイルドプロ WP-P105

製品名 ワイルドプロ WP-P105 モデル名 K20T3O009 重量 235g 規格 収納時-105mm
材質 ステンレスティル420、ウッド 構成品 本品

ワイルドプロ WP-K240

製品名 ワイルドプロ WP-K240 モデル名 K20T3O010 重量 525g 規格 / 収納時-240mm 材質 ステンレ
ススチール 2CR14、ウッド 構成品 本品、保管ケース

手軽な長さ調節
Easy length adjustment
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ギルバートランタン

製品名 ギルバートランタン モデル名 K21T3O02 規格 ランタン-ø9x22cmフレーム-
ø812x(h)8cm　収納時-ø15x-(h)27.5cm 材質 PC、ABS、シリコン、スチール、アルミ 構成品 
本品、フレーム、キャリーバッグ

Camping Accessories
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モダンハイブランタン

製品名 モダン ハイブランタン モデル名 K21T3O01 規格 7.5x14x(h)19cm 収納時-ø11.5x(h)24cm
材質 PC、ABS、シリコン、SUS304、FE 構成品 本品、キャリーバッグ 
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56.5cm

37cm

ウィンソムロールマットS

製品名 ウィンサム ロールマット S モデル名 K21T3Z01 カラーミント、ダークブラウン 重量
210g 規格使用時-56.5x37cm / 収納時-Ø5x37cm 材質 フェイクレザー 構成品 マット、キャ
リーバッグ

ウィンサム ロールマットM

製品名 ウィンサム ロールマット M モデル名 K21T3Z02 カラーミント、ダークブラウン 重量 
410g規格 使用時-82x54cm/ 収納時-Ø6x54cm 材質 フェイクレザー 構成品マット、キャリー
バッグ

ウィンサム ロールマットL

製品名 ウィンサム ロールマット L モデル名 K21T3Z03 カラーミント、ダークブラウン 重量 
580g 規格 使用時-113x54cm 収納時-Ø7x54cm 材質 フェイクレザー 構成品 マット、キャ
リーバッグ

Winsome Roll Mat
- Non slip suede -

厚みのあるフェイクレザーで作られたランチョンマット

S
size

82cm 113cm

54cm 54cm

スエード革の材質で滑り止め
Suede material prevents slipping

M
size

L
size

Camping Accessories
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キャンバス生地に温かみをプラスしたツールケース

ロールアップ キッチン ツール ケース

製品名 ロールアップ キッチンツールケース モデル名 K21T3K02 カラーブラック、カーキ 
重量435g 規格 使用時-38x60cm / 収納時-Ø10x42cm 材質キャンバス、フェイクレザー 構
成品 本品、ウッドハンガー

ロールアップツールケース

製品名 ロールアップツールケース モデル名 K21T3B06 カラーホワイト、カーキ 重量
450g 規格使用時-50x43cm / 収納時-43x2x18cm 材質 キャンバス、フェイクレザー 構
成品 本品

マープルガスウォーマー

製品名 マープルガスウォーマー モデル名 K21T3Z07 カラークリーム、マスタード 重量 55g 
規格28.5x(h)15cm 材質 フェイクレザー 構成品 本品

車用ウッドハンガー付
Includes wood hanger for car tailing

ハンマー固定用ベルクロ
Velcro for fixing hammer

サイドライター·ポケット
Side lighter pocket

Camping Accessories
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エアバンプ プレミアムピロー

製品名 エアバンプ プレミアム キャンプ ピロー モデル名 K21T3M06 カラーサンド 重量
500g規格 使用時-34x52x-(h)7.5cm 収納時-12x12x(h)35cm 材質 Stretch fabric、TPU、75D 
ポリエステル、Horizontal punchfoam 構成品 ピロー、修繕キット、キャリーバッグ

スナッグエアピロー

製品名 スナッグ エアピロー モデル名 K20T3M005 カラー ソリッド グレー 重量 95g 規
格使用時-47x30x-(h)12cm / 収納時-Ø6.5x(h)10cm 材質 30D Stretch pillow 構成品 本
品、ポーチ

スナッグエアネックピロー

製品名 スナッグ エアネックピロー モデル名 K20T3M006 カラー ソリッド グレー 重量 
60g 規格使用時-34x30x-(h)10cm /収納時-Ø5.5x(h)10cm 材質 30D Stretch pillow 構成品 
本品、ポーチ

リラックス クッション ピロー

製品名 リラックス クッション ピロー モデル名 K8T3M001 カラー グレー、レッド、グリー
ン、ワイン 重量 190g 規格 37.5x20cm 材質 ポリエステル 構成品 本品

二重空気バルブ
2way valve system

アウトドアでも快適で手軽なピロー
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スタッキングボックス 30L

製品名 スタッキングボックス 30L モデル名 K21T3K06 カラーサンド 重量1.8Kg 耐荷重100kg
規格39x40x(h)36.5cm 材質 PP 構成品 本品

スカディ ソフト クーラー 25L

製品名 スカディ ソフト クーラー 25L モデル名 K21T3K07 カラー ブラック 重量 
700g 規格 使用時-35x35x-(h)30cm / 収納時-35x30x(h)14cm 材質 PVC、PE FOAM 
構成品 本品

Camping Accessories
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衛生的なアウトドア活動のための収納ケース

シューズバッグ

製品名 シューズバッグ モデル名 K20T3B008 カラー ブラック 重量 200g 規格 使用
時-27x80cm 収納時-27x41cm 材質 ポリエステル、メッシュ 構成品 本品

ポストティッシュケース

製品名 ポストティッシュケース モデル名 K21T3Z04 カラーレッド 重量 200g 規格14.5x15.5x
(h)15cm 材質ポリエステル、スチール 構成品 本体、フレーム

ティッシュケース

製品名 ティッシュ ケース モデル名 K4T3B008 カラー レッド 重量 96g 規格15x15x(h)12.5cm
材質 ポリエステル 構成品 本品

トラベルタオルバッグ

製品名 トラベルタオルバッグ モデル名 K20T3B009 カラー 
ブラック重量 150g 規格25x8x(h)21cm 材質 ポリエステル、
メッシュ 構成品 本品

ファミリーウォッシュバック

製品名 ファミリーウォッシュバッグ モデル名 K9T3B007 カ
ラーブラック 重量 280g 規格 使用時-24x7x(h)48cm 収納
時-24x7x(h)25cm 材質 ポリエステル、メッシュ、アクリル 
構成品 メインケース、サブケース、アクリル鏡

スリムウォッシュバッグ

製品名 スリム ウォッシュバッグ モデル名 K9T3B006 カ
ラーブラック 重量 155g 規格 使用時-23x(h)53cm / 収納
時-23x4x(h)13cm 材質 ポリエステル、メッシュ 構成品 本
品

ウォッシュバッグ

製品名 ウォッシュバッグ モデル名 K5T3B008 カラー 
レッド重量 218g 規格22.5x11x21cm (±1cm) 材質 ポ
リエステル、メッシュ 構成品 本品

マルチハンガー
Multi-purpose bottom hanger

フレーム付
Inner frame built-in

Camping Accessories
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キャンプの夜をおしゃれで華やかにするアクセサリー

ウインドコンスピナー（アズテック） ウインドコンスピナー（月） ウインドコンスピナー（スター）

スピナーモーター

製品名 ウインドコンスピナー (アズテック) モデル名 K21T3Z10
重量 345g規格Ø27cm 材質 ステンレス 構成品 本品

製品名 ウインドコンスピナー (月) モデル名 K21T3Z11 重量
293g 規格 Ø25cm 材質 ステンレス 構成品 本品

製品名 ウインドコンスピナー(星) モデル名 K21T3Z 12
重量 155g 規格24.5x23cm 材質 ステンレス 構成品 本品

製品名 スピナーモーター モデル名 K21T3Z13 カラーブ
ラック重量 90g 規格 Ø4.5x(h)14.5 材質 プラスチック 構
成品本品、カラビナ

LEDストリングライト

製品名 LED ストリングライト モデル名 K7T3Z001 カラー
マカロン 重量260g 規格 使用時-4.7x(h)6cm / 全長-4.2m
(±5cm) 収納時-15.5x15.5x(h)13cm 材質 ポリエステル、
PP、LED 構成品 ストリングライート、ポーチ

LEDストリングガード2p

製品名 LEDストリングガード 2p モデル名 K6T3T006 重量 
40g 規格3.2x3.2x2.1cm 材質 TRP (Thermo Plastic Rubber) 
構成品 本品X2ea
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ミルキーウェイデイジーチェーン

製品名 ミルキーウェイデイジーチェーン モデル名 K21T3Z05 重量120g 規格 使用
時-2x207~230cm / 収納時-11x13x(h)3cm 材質 フェイクレザー、コットン 構成品 
本品、ケース

フォーシーズンガーランドチェーン

製品名 フォーシーズンガーランドチェーンモデル名 
K8T3Z007重量 230g 規格 240~300cm 材質 ポリエス
テル、ナイロン構成品 本品

デイジーチェーン

製品名デイジーチェイン モデル名K4T3T002 重量87g規格
155~230cm 材質のポリエステルの、ナイロン 構成品本品

ガーランドチェーン

製品名 ガーランドチェーン モデル名 K4T3T001 重量 230g
規格240~300cm 材質 ポリエステル、ナイロン 構成品 本品

マグネチックハンガー

製品名 マグネチックハンガー モデル名 K9T3F004 重量 66g 規格 Ø30x82mm (ビナ除外 長
さ)材質 ネオジム、プラスティック、ステンレススチール304、アルミ 構成品 ハンガー、カ
ラビナ

クラムウェビングストラップ

製品名 クラム ウェビング ストラップ モデル名 K21T3F01 重量 70g 規格 2.5x156cm
(長さ調節可能) 材質 ポリエステル 構成品 本品X2ea

磁力 3.5kg
Magnetic power 3.5Kg
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ホームキャンプ マルチバスケット 50

製品名 ホームキャンプ マルチ バスケット 50 モデル名 K8T3Z006 カラーブラック 重量 830g
規格 使用時-36.5x36x(h)66cm / 収納時-75x6.5x6.5cm 材質 ポリエステル、アルミ、メッシュ 
構成品 スキン、メインフレーム、サブフレームX2ea、キャリーバッグ

ホームキャンプ マルチバスケット 20

製品名 ホームキャンプ マルチ バスケット 20 モデル名 K8T3Z005 カラー ブラック 重量 650g
規格 使用時-33x32.5x(h)49.5cm/ 収納時-59x6.5x6.5cm 材質 ポリエステル、アルミ、メッシュ
構成品 スキン、メインフレーム、サブフレームX2ea、キャリーバッグ

カミンPTCヒーター

ゼフィロースタワーファン

製品名 ゼフィロス タワー フライパン モデル名 K20T3N001 カラーブラック、ホワイト 重
量 1.4K 折りたたみ時-20.5x20.5x(h)11.5cm 開いた時-20.5x20.5x(h)98cm 材質 アルミ合
金、ABS 構成品 本体、リモコン、ケース

1 step

2 step

3 step

4 step

5 step

6 step

7 step

温風調節
Warm air control dial
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Yahooショップページ 楽天市場ショップページ 萬祥株式会社公式ホームページ

萬祥株式会社公式

本社
〒111-0036
東京都台東区松が谷4-25-3アルビビル５F TEL：
03-5806-9360　FAX：03-5806-9366

福岡営業所
〒812-0016
福岡県福岡市博多区駅南４－３－９　
アバンダント８６105室
TEL：092-409-0215　FAX：092-409-0219




