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私たちが生きるすべての場所は
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都市と自然の境界なしに人生の空間として
すべてが柔軟につながっています。
その空間の中でひたすら自分だけの安息地を作り出すというのは
意味のある人生を経験するということの始まりかもしれません。
私たちは

52

Tent
X9

長年にわたって生み出されたさまざまな経験と知恵で

NEW X5

私たちだけの感性のある製品を作り出し

NEW アーティカ
ジオパス

多くの人々に自分だけの快適な安息地を提供できるように努力します。

ジオパスブラック

Kitchen / BBQ
焼酎カップセット

ミリタリーチェア

プレミアムシリーズ

モノグラムチェア

イグニスグリドル

軽量チェア/軽量チェアウォーマー

キッチンツール

モーションチェア

食器セット

ダウンヒールチェア

カトラリー/スパイス

ダウンヒールチェアウォーマー

キャンプカップセット

キャスターネットチェア

ウィンドシールド

エンケルBBQチェア

キッチン用品/ウォーターカラー

ソファートッパー/ウィングチェア

アイスクーラー

サーファーチェア/サーファーチェアウォーマー

シェフボックス

シグネチャーチェア

ストーブ/火炉台

NEWハグチェア

バーベキュー用品

チェアアクセサリー
キャンプコート

ラフェスタネオ

リリーフコートコートローブ/コートトッパー

トリバス

今まで作り出した数多くのことに満足していません。
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リラックスチェア/ローチェア

ラフェスタ

時間が経つにつれて着実な成長を遂げた私たちですが

Chair
アーバンチェア

ビバドームシェルタープラス
ビバドームシェルター

さらに経験し、
共有し、
試して、

ブリックシェルター

今後も良い製品を作り、
誰にでも快適な休憩スペースを提供できるように努力します。

ニューオスカーハウス
オスカーハウス
ロックフィールドドッキングテント
ティアドームGT
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アクロドームエッジ
ワイズブラックタフシェル

エアマット/寝袋

ビバレクタタフL

インナーマット/ブランケット

グランズビル・レクタフ
ベルポート・レクタフ
デュアルウィンドスクリーン
トリオン
ブラックコートテント||
アルファルームオートテント
コニックサンシェード

158

Camping Bag
プレミアムキャリーバッグ

216

イージーアップラインシェルター
キャンディポップ

Table
ネイチャーウッドテーブル
ユニオンアイアンメッシュテーブル
火炉台テーブル
スリムミニテーブル

Gear
ワゴン

マルチホイールキャリア

ポール/ハンマー/ペック

多目的キャンプバッグ

野戦シャベル/手斧/スタンド

車両用キャンプバッグ/ダッフルバッグ

ストッパー/デッキペック

テーブル/ツール/チェアキャリーバッグ

ワイルドプロマルチツール

パノラマシェードテント
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Mat / Sleeping Bag

232

Accessory
ランタン/テーブルマット
イソガスウォーマー
ガスウォーマー/ツールケース
キャンピングピロー/スタッキングボックス
ライフキャンプ用品/フラグ
感性キャンプ用小道具/チャックチェーン
ヒーター/Tシャツ
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2022
New Arrival
スタイリッシュキャンプブランド和泉の様々な新製品をご紹介します！
常に感性豊かな空間と快適さを提供し、
新しさと多様なデザインでいつでも楽しいキャンプライフを提供します。

X9
ナイロンリップストップで作られた
大型プレミアムリビングシェルテント

6mを超える大型サイズのX9は、
他のどのテントよりも広く自由な空間を提供し、
新たに加わった3本の天井リッジポールとX型クロスポール構造によって、
どこにでもしっかりと設置することができます。
また、
X9はナイロンリップストップ生地を使用しており、
軽量で耐久性に優れたプレミアムなリビングシェルテントです。
KZMリビングシェルで初めて導入したフルグランドシートは、
インナーからフロントまで一つの空間として使用でき、
実用的な空間利用が可能です。
遮光性に優れた黒色顔料塗装のルーフは、
常に快適な日陰を提供します。
ワイドなドアはスムーズな移動を実現します。
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NEW X5
ナイロンリップストップにリニューアルされたプレミアムX5

魅力的なメタルグレートーンで新しく戻ったX5は、
やはり堅牢なX字クロスポール構造で、
どこでも安定した設置が可能です。
ナイロンリップストップ生地が適用され、
軽量で耐久性に優れたプレミアム級リビングシェルテントです。
あらゆる場所に通じるドアは常に自由な動きを提供します。効果的な遮光性を持つブラックピグメントコーティングを施したループで、
常に快適な室内環境を作り、
ゼロルックスシステムのインナーテントでより快適な睡眠を提供します。
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Viva!
Dome Shelter
Plus
新しくなったビバドームシェルタープラス

2021年に人気を集めたビバドームシェルターの新しい姿をご紹介します。
トレンディなカーキトーンの新しいビバドームシェルターは、
自然との調和で特別な空間を提供します。
広いドアと細かいメッシュの窓は優れた開放感を提供し、
より長いルーフはさまざまな天候の変化にも快適なリラクゼーションスペースを作り出します。
バックルを使用して簡単に設置できるフルグランドシートは、
床のすべての面を覆うことができ、
地面からの冷えや湿気から保護します。
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New
Oscar House
Cabin Tent
クラシックさの中で感じられるトレンディなデザイン

居心地の良い小屋を思わせるオスカーハウスキャビンテントは
クラシックな雰囲気の中でトレンディさを感じられるデザインで
いつも感性を大切にする自分だけの空間を作り出すのに応えてくれます。
テントの内側には、
優れた紫外線遮断機能のシルバーコーティングが施されており
あらゆる面に出入り口を採用して快適に過ごせるように製作されました。
A型構造の高い天井は、
圧迫感なく自由なリビングスペースを提供します。
インナーから前室まで続くフルグランドシートは、
床から上がる湿気や冷気を効果的に遮断し、
居心地良く使用できます。
3〜4人で使える十分なスペースのインナーテントは、
優れた遮光力で
光をシャットアウトして快適な睡眠を提供します。
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Brick Shelter
いつも快適な空間を提供するブリックシェルター

華やかな色と形でデザインされたブリックシェルターは、
いつもゆったりとしたリビングスペースを提供します。
2つのメインポールと1つのリッジポールだけで簡単に設置でき、
高い天井はシェルター内で快適空間を作ります。
カーテンを思わせるウィンドウスキンは、
感性的な空間を作ることができ、
あらゆる面に位置するワイド型メッシュウィンドウは、
良好な視界と優れた開放感を提供します。
すべてのドアを閉じても十分な換気を助けるループウィンドウを適用することで結露を最小限に抑え、
常に快適な内部スペースを作り出します。
独立してしっかりと自立するブリックシェルターは、
車ともつながり、
車のキャンプを楽しむことができます。
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Rock Field
Docking Tent
車のキャンプに最適化された
魅力的なドッキングテント
車を使って楽しむために作られた魅力的なロックフィールドドッキングテントは
自立可能で独立して使用できるテントです。
リッジポールの追加により高い天井と広い空間を提供し、
リアスクリーンで車両下部から入る埃や寒気を遮断します。
広いフロントドアは自由な移動を可能にし、
キャノピーポールを使用して
より広いスペースを確保できます。両側に位置するベンチレーションは、
すべてのドアを閉めても十分な換気を補助し、
常に快適な空間を提供します。
2つのメインポールと1つのリッジポールだけで簡単に設置でき、
誰でも手軽に使いやすいテントです。

キャノピーポールを使用して独立使用可能

18

19

Stylish Camping Equipment

Tier Dome GT
リアリッジポールの追加により、
より効率的なスペースを提供

多くの方の支持を受けてきたティアドームは、
フルグラウンドシートが採用され、
床から感じられる湿気と冷気を遮断してくれ、
快適な空間を作れる使いやすいテントです。
ティアドームテントGTは、
従来とは異なり、
リアリッジポールを採用し、
活用しにくかった
バックスペースを使いやすくしました。4m級の大きさで様々な場所で使用することができ、
2つのインナーテントポールと1つのフロントポールだけでも簡単に設置できます。
サイドにあるメッシュウィンドウと上部に位置するベンチレーションで、
シームレスな換気を助け、
常に快適な内部空間を提供します。また、
光を効果的に遮断するゼロルックスシステムが適用された
インナーテントで快適で快適な睡眠を楽しむことができます。

Acro Dome Edge
より新しくなったデザインのアクロドームエッジ

新しくなった色味とデザインで製作されたアクロドームエッジテントは、
どこでも調和よく似合う見た目と4m級の大きさで様々な空間で設置することができ、
全室まで続くフルグランドシートと背面に追加されたリッジポールを利用して全体的な空間をより効率的に使用できます。ゼロルックスシステムが採用された
インナーテントは2つのポールのみで自立が可能で、
効果的に光を遮断して独立したシェードテントまたはリビングシェルやタフシェルのインナーテントとしての
使用に適しています。サイドに位置するメッシュウィンドウとベンチレーションで、
いつでも快適な空間を使用でき、
簡単な設置で誰でも便利に使えます。
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Black Cot Tent 
いつもプライベートな自分だけの空間を

居心地の良いサイズと拡張キャノピーで、
いつも自分だけの空間を提供するブラックコットテントをキャンプベッドに設置し、
冷たい地面や凹凸のある地面に接触することなく使用できるテントです。
内側には遮光効果に優れたシルバーコーティングを施し、
常に快適な空間を提供するとともに、
上部に配置したメッシュ窓とベンチレーションにより、
空気の循環がスムーズで、
蒸れを感じることなく快適に使用することができます。
ポール2本で誰でも簡単に設置でき、
軽量で収納時の体積も小さいため、
持ち運びにも便利です。
リビングシェルやタープシェルのインナーテントとしても使用できる、
汎用性の高いテントです。

拡張キャノピー
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エクステンションキャノピー

Stylish Camping Equipment

Viva
Recta Tarp L
遮光効果に優れ、
常に涼しい日陰をつくるレクタターフ

ビバ レクタターフは、
広々とした十分な休憩スペースを確保し、
遮光性に優れた黒色顔料コーティングを施すことで、
常に心地よい日陰を提供します。
また、
撥水機能に優れたテフロン加工を施し、
強度の高いポリオックスフォード生地で様々な天候の変化にも対応。
快適に使用できるターフでもあります。
ポールに接続された二重構造のアイレット生地で作られ、
強度の高い国産アルミポールが常にターフの支持力を高めています。
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Nature Wood
Light Table
高品質な桐素材のウッドテーブル
軽量で高品質な桐材を使用した
「ネイチャーウッドライトテーブル」
は、
キャンプで座るのに最適な高さと大きさで作られています。
天然木の木目を生かした無垢材の特徴をそのままに、
屋内外を問わず使えるテーブルです。
ネイチャーウッドライトテーブルは、
国内の確かな技術や機械加工ではなく、
手作業で作られているため、
高い価値があります。
やさしい木のテーブルです。

伝統的な自家はめ込み技法と
木材段切工法の応用
ネイチャーウッドライトテーブルは、
機械加工では
なく、
手作業で作られているやさしい木のテーブル
です。
釘を使わず固定する伝統的な自家はめ込み
工法を応用することで、
より強固に、
よりタイトに
接着するように設計されています。
また、
長期間の
折りたたみ保管時に発生する歪みを防止し、
テー
ブルを長持ちさせるために段差をつけてカットする
「木製段差カット工法」
を採用し、
設計されています。
ハンドルには人工皮革ではなく、
天然の牛革を
使用しているので、
木との調和がとれた高級感を
感じることができます。
また、
通常のスチール
素材ではなく、
鋳物でできたロック装置を採用
することで、
使用時や移動時に発生する衝撃や
破損に備えます。
テーブルの脚の形状を応用し、
揺れを最小限に
抑え、
常に安定した状態で使うことができます。
誰でも簡単に設置・収納できるシンプルな設置
方法と、
安全に収納・持ち運びができる専用キャ
リーバッグで、
いつでも使えるテーブルを実現し
ました。
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Nature Wood
Folding Table
簡単折りたたみ式ウッドテーブル
耐久性と強度に優れ、
湿気にも強い高品質なスプルース材を使用した
ネイチャーウッドの折りたたみテーブルは、
組み立て不要で簡単に
折りたたみと展開ができるフォールディングシステムを採用しています。
しっかりとした支えと、
揺れを最小限に抑えるX型フレーム構造で、
いつでも安定して使用することができますし大勢で楽しむ料理にも事欠きません。
誰でも簡単に折りたたむことができる構造で、
収納量も少ないので、
いつでも収納・持ち運びに便利です。
また、
持ち運びに便利な取っ手付きです。
厚みのあるしっかりとした天板は
耐荷重が強く、
いつでも使えるテーブルとしておすすめです。
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Spruce Wood
Shelf & Box
上質なスプルース材を使用した
組立式2段ウッドシェルフ

無垢材ならではの感性と微妙な色合いで、
どんな場所でも情緒豊かに過ごすことができます。
高級スプルース無垢材を使用したネイチャーウッド2段シェルフです。
幅が広くゆったりとした作りで様々なものを収納でき、
簡単な組み立て式なので誰でも簡単に設置することができます。
ネイチャーウッド2段シェルフは韓国で手作りされているため、
高い価値を持ち、
どこでも満足のいく空間を作り出します。
MとLの2サイズで製作され、
スペースに合わせて自由に設置することができます。
硬質で厚みのある天板と斜めタイプを採用し、
安定したフレーム構造で、
いつでもしっかり支えられます。

ウッドシェフボックス＆コンテナは
十分な収納スペースを提供します
繰り返しになりますが、
上質なスプルース材を使用した
「ネイチャーウッドコンテナ」
「ネイチャーウッドシェフボックス」
は、
アウトドア活動の際に様々なものを入れて持ち運ぶのに
適した製品です。
木の素材感やデザインに情緒があり、
さまざまな木製品と組み合わせて使うのもよいでしょう。
ネイチャーウッドコンテナは幅が広いので様々なものを収納でき、
厚くて硬い素材なので外部からの衝撃から中身を保護すること
ができます。
両サイドに取っ手が付いているので、
持ち運びや
移動も簡単で、
使わない時は棚やミニテーブルとして使うのも
良い商品です。
ネイチャーウッドシェフボックスは、
各種調味料
容器や小物の収納・持ち運びに適した製品です。
上部には丈夫なストラップが付いているので、
自由に移動する
ことができます。
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オプティマスブレイザーテーブルは、
延長脚により自由に高さを調整できるので、
使用するバーナーや椅子に応じて効率よく使用することができます。
また、
折りたたみ式で収納サイズが小さくなるため、
収納や持ち運びに不便を感じません。
熱を伴う様々なバーナーで使用する必要があるため、
耐熱粉体塗装を施し、
テーブルの耐熱性・耐食性を高め、
様々な湿気によるダメージに強い設計になっています。
十分なスペースを確保し、
耐荷重30Kgの頑丈なテーブルは、
様々な食器や物を置くのに便利で、
いつでも便利に使用することができます。
テーブルと連結できる2WAYランタンハンガーに吊るせば、
暗闇でもおいしい料理が楽しめます。
オプティマスの火鉢と同封のキャリーバッグは、
収納や持ち運びの際に発生するテーブルのキズから守ってくれます。

サイドテーブルとして様々なバーナーで使えるマルチブレイザーテーブル

様々なバーナーに対応したテーブルで、
美味しく多彩な料理を今まで以上に楽しめる素敵な空間を演出します。
オプティマスブレイザーテーブルは、
様々なバーナーに対応し、
いつでも快適な食事の時間を作ることができる特別なテーブルです。
中央が空いた火鉢テーブルの基本特性を備えているので、
様々な火鉢と相性が良いです。
組立・分解が可能なサイドテーブルとして、
一枚天板やBBQプレートを作ることができるので、
ワンバーナーコンロや携帯ガスコンロなど、
様々なキャンプバーナーを置いて使用することができます。
セパレートタイプの補助テーブルは軽量なので、
移動や収納に便利ですし、
調理に必要な各種調味料や食器などを置いて、
調理に利用するのも便利です。
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BBQ 3 Folding Table
料理と食事を同時に楽しめるBBQ3つ折りテーブル

BBQ3つ折りテーブルは、
様々なスペースで調理と食事を同時に楽しむのに適したテーブルです。
最大6人が一緒に使える十分なダイニングスペースを確保し、
中央に位置するBBQプレートは2段階で高さを調整できるので、
様々なバーナーでの使用に適しています。
BBQ3つ折りテーブルは、
メッシュ天板のみの
「ユニオンBBQ3つ折り」
と、
シグネチャー柄のMDF天板の
「コネクトBBQ3つ折り」
の2種類を発売します。
ユニオンBBQ3つ折りテーブルのメッシュ天板には、
熱や湿気に強い耐熱粉体塗装が施されており、
破損しにくい強固な塗装です。
コネクトBBQ3つ折りテーブルは、
様々な料理を乗せても大丈夫なように耐荷重が高く、
こぼれた料理が下に流れないのですっきりと使うことができます。
また、
シグネチャー柄を刻んだ官能的なデザインで、
どこでも和やかに使えるテーブルです。

自由自在な高さ調整＆インフィニティシステム

BBQ3つ折りテーブルは、
延長脚を使用することで、
使用するチェアに合わせて自由に高さを調整することが可能です。
ロー、
ミドル、
ハイの3段階で調整でき、
ローの高さに調整すると、
チェアを使わない座りっぱなしのキャンプでも使用できます。
また、
軽量なため設置や移動が簡単で、
付属のキャリーバッグで簡単に
持ち運ぶことができます。
BBQ3つ折りテーブルは、
側面に配置した固定ピンと固定溝でテーブル同士を連結し、
より広いダイニングスペースを確保できる
インフィニティシステムを搭載し、
揺れずに安定して固定できるテーブルとなっています。
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Urban Chair
快適性を追求した官能的なデザインのアーバンチェアー
アーバンチェアは、
広い座面と安定したスチールフレーム構造で快適な座り心地を追求しました。
丈夫なポリエステル生地は心地よく身体を支え、
高級感のある木製アームレストは最も楽な姿勢に誘導します。
アーバンチェアはブラック、
ホワイト、
カーキ、
イエローの4色展開で、
様々な場所に調和して使えるチェアです。
また、
最適な高さで座りやすく、
折りたたみ式でいつでも簡単に収納・持ち運びができます。
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焼き物、
炒め物、
汁物など様々な料理が作れるよう、
常に余裕のあるサイズと深さのあるイグニスデザイングリドルは、
ノンスティックブラックマーブルコートなので
調理中にこびりつきにくく、
調理後でもお手入れに便利です。
グリッドのブラックマーブルコーティングはFDAの安全認証を完了し、
人体に有害なPFOA成分が
検出されないことが認められています。
さまざまなタイプのバーナーに対応するグリッドは、
いつでも便利に使えるという利点があります。
キャンプホースバーナーや
強塩バーナー、
プレートバーナーなど様々なバーナーに対応するイグニスデザイングリッドは、
IHや家庭用ガスバーナーにも使えるので、
屋外だけでなく屋内でも
使用することができます。
イグニスデザイングリッドを移動させたり、
メッキ加工する際に欠かせないウッドハンドルは、
高品質な無垢材を使用し、
グリッドの
スムーズな使用をサポートします。

Ignis Design Griddle
従来の形状から脱却した新デザインの高品質グリドル

イグニスデザイングリドルは、
既存の円形から脱却し、
独自の12角形にデザインされた高品質なグリドルです。
特に、
KZMの特徴であるエスニック柄を刻印することで、
より個性的なデザインに仕上げています。
アルミ素材で軽くて丈夫なため、
取り扱いが楽で気軽に使えるグリドルです。
また、
厚みがあるため熱による変形が少なく、
熱伝導率が高いため熱が隅々まで行き渡り様々な料理をおいしく調理することができます。
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Crater
Griddle Stove
いつでも十分に使えるグリドルコンロ

いつでも十分においしい料理ができるグリドルコンロは、
十分なホースの
長さがあるイソガス接続での使用に適しています。
強力な火力だけでなく、
全体にムラなく広く熱を行き渡らせ、
より早く、
よりおいしい料理を作ることが
できます。
十分なサイドベンチレーションでスムーズに放熱することで
使い勝手がよく、
鉄板だけでなく鍋やケトルにも使用でき、
4つのゴトクで
様々な容器を安定的に支えることができます。
底面に配置された頑丈な脚は、
どこにでも取り付けられるのが良く、
スムーズな使用を助けます。
グリドルストーブは誰でも簡単に設置できる折りたたみ式で、
容積が小さい
ので収納時のスペースを有効に活用できます。
付属のキャリーバッグを使用
すれば、
収納時や運搬時のストーブへのダメージを最小限に抑えることが
できます。

Western
Cutlery Set
エモーショナルな色とデザインの
キャンプ用カトラリーセット

調和のとれた情緒的なデザインの洋食カトラリーセットは、
様々な空間で食を楽しむのに適した商品です。
丈夫で衛生的なステンレス鋼製。
優れた切れ味のナイフは、
食材をより便利に、
より美味しく楽しむのに役立ち、
木製のハンドルは、
優れたグリップ力を発揮します。
カトラリーを安全に収納できるキャンバスケースは、
通気性に優れたメッシュポケットとカトラリー保護カバーできちんと収納できます。
高級感のあるデザインの洋食カトラリーセットは、
屋外だけでなく屋内でも使える商品です。
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Circle Delight MX
優れた火力とエモーショナルなデザインが魅力の
サークルディライトMXブレイジャー

薪を使用して強力な火力を発揮するサークルディライトMX。
サークルディライトは、
円形で官能的な模様の空気孔を施すことで、
焚火の情緒的な空間を演出します。
また、
空気孔からスムーズな空気の循環が可能であるため、
強い火力を誇ります。
強い火力には強い耐久性と耐熱性が伴うように、
ミルスケール鋼板と耐熱塗料を塗布して安定性を高めています。
設置や収納も簡単なので、
誰でも便利に使える高品質なキャンプ用焚火台です。
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Air Bump Double Mat 7.5
十分な厚みと幅で、
いつでも快適な眠りを提供するキャンプ用マット

いつでも快適な眠りを提供する
「エアバンプダブルマット」
は、
自ら空気を充填する便利なキャンプマットです。
素早く空気を入れるロータリーバルブにより、
空気の出し入れがスムーズ。
設置や収納も簡単なので、
いつでも便利に使うことができます。
厚さ7.5cmで作られた
「エアバンプダブルマット」
は、
ちょっとした段差のある場所でも使用でき、
床から上がってくる湿気や冷気を遮断するので、
いつも心地よく使用することができます。
使用時にソフトな感触が得られる上質なストレッチ素材を使用し、
耐摩耗性に優れ、
効果的な反発力を持つTPUコーティングを施すことで、
長く使えるセルフインフェクションマットです。
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Viva Dome Cozy Mat
居心地の良いリアルビバドームシェルターマット

ビバドームシェルターを居心地の良い空間にする、
リアルビバドームシェルターマット。
ビバドームシェルターと同じ八角形の形状で作られており、
柔らかく厚みのある素材で冷気を遮断し、
テント内をいつでも居心地の良いくつろぎ空間にします。
ビバドームシェルター使用時に発生する結露でマットが濡れないように配慮したサイズなので、
いつでも快適に使用でき、
丈夫な構造のポリエステル生地を贅沢に使用しました。
ビバドームコージーマットは半円形の2枚のマットで構成されており、
真ん中にあるマジックテープで簡単に着脱が可能です。
着脱式なので、
洗濯や収納がしやすくなっています。
また、
マットの底面にはドット柄の滑り止めが貼られており、
ズレを防止します。
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Gilbert Lantern
どこでも照らすエモーショナルな
ギルバートランタン

ギルバートランタンは、
炭鉱で使われていたランタンをモチーフにデザインされた
官能的でエモーショナルな高級感あふれるキャンプ用ランタンです。
常にどこでも照らすサラウンドタイプのランタンで、
別途向きを調整する必要が
ありません。
充電は簡易充電ケーブル
（Cタイプ）
で行い、
十分な電力を使用できる
充電池を内蔵しています。
使用するスペースに応じて、
ギルバートランタンを徒歩で
使用したり、
スタンドを使って立てたりすることができるので、
常に効率的に使用
することができます。
光を集めてさりげなく照らすランプシェードは、
ギルバート
ランタンを使用するあらゆる空間をエモーショナルな空間として演出します。

Modern Hive
Lantern
ユニークな空間を演出する
モダンな蜂の巣型ランタン

ハニカム
（蜂の巣）
をモチーフにしたデザインで、
ユニークなフォルムで官能的な空間を演出するモダンハイブランタン。
場所を選ばずあらゆる場所を照らすサラウンドタイプとして、
いつでも便利に使える上質なキャンプランタンです。
最大出力200lmであらゆる空間を照らし、
最小出力で使用した場合は
最大70時間点灯するので、
長時間の使用にも最適です。
昼光色と電灯色の2色の切り替えで、
シーンに合った使い方が可能です。
充電池を内蔵タイプで、
充電ケーブル
（Cタイプ）
で簡単に充電することができます。
モダンハイブランタンは、
設置するスペースに合わせて、
吊り下げタイプやスタンドタイプになります。
ランタンをより際立たせるランプシェードは、
ランタンにさりげない感性を加えます。
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Chou chou
Cloth Line
空間を自由に使うシュシュ・クロスライン

テントの中でも外でも手軽に使えるシュシュクロスラインは、
様々な小物を吊るすことで空間利用率を高めます。
また、
シュシュクロスラインは物干し竿としての使用にも適しているため、
濡れたものや洗濯物を干すのに効果的です。
設置も簡単で様々な場所に設置することが可能です。
シュシュクロスラインの固定用ビーズは、
吊り下げた物や洗濯物が風で
動かないように固定することで、
落下や破損の危険性を低減することができます。

Carving
Display Chain
いつも賢い駐車場ライフを

車内に簡単に設置・使用できるカービングディスプレイチェーン。
カービングディスプレイチェーンは、
さまざまなものを吊り下げやすい
2本のチェーンと、
透明なTPU素材を使用したディスプレイ用天井ネットで
構成されています。
車内の邪魔になる小物をチェーンやディスプレイシーリングに吊り下げて
スペースを有効活用できます。
ディスプレイシーリングネットワークの透明TPUは触れることができるので、
様々なスマートデバイスを楽しむことができ、
長さ調整も可能で、
様々な車種に対応しています。
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Tarp Flag
自分だけの空間を表現するタープフラッグ

Evernin
Tissue Case
エバニンの情緒溢れるティッシュペーパーケース

タープフラッグは、
かわいいモノグラム柄が刻まれたパターンフラッグと、
自由に描けるセルフドローイングフラッグで構成されており、
いつでも
十分に感覚的な空間を演出することが可能です。
強靭な組織と耐湿性を
備えたポリエステル生地は屋外での使用に適しており、
水平・垂直など
様々な方向への設置が可能です。
付属のアルミポールを使って誰でも
簡単に設置でき、
伸縮性のあるゴム紐とフックでしっかり固定できます。

常に情緒溢れる空間を提供するエバニンのトイレットペーパーケースは、
様々な場所で便利に使えるグッズです。
ウッドスティックとゴムリングを
使って簡単にティッシュペーパーを吊るすことができ、
マグネットホルダーも
付いている便利なティッシュケースです。
丈夫な質感と防水性のある
ポリエステル生地を使用しているので、
屋外の様々な空間で使用でき、
綿紐と背面のマジックテープで簡単に吊るして使用することができます。
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Tent
自由なリビングゾーンと快適なベッドを提供するテントは
日常の喧騒から逃れることができます。
テントを設置した瞬間に自分だけの休息空間が生まれ、
『もうひとつの日常を送ることで有意義な時間を体験する』
ことができます。

Stylish Camping Equipment
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Tent, Tarp and Shell
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Tent, Tarp and Shell

X9

軽くて丈夫なナイロンリップストップ生地を使用し、
「常に広い居住空間を提供するプレミアムリビングシェルテント」です。


商品名 X9 型番 K221T3T12 カラー メタルグレー 重量 28kg 規格 設置サイズ - 640x365x(h)220cm / インナーテント - 330x220x(h)200cm / 収納 - 80x35x(h)35cm 素材 本体 - RIP 700 210T 3,000mm PU W/R テフロン

コーティング UV ルーフ - N/RIP 70D 210T 2,500mm PU W/R ブラックピグメントコーティング インナーテント - P/T 68D 190T 450mm PU W/R 床部分 - P/OXF 150D 2,000mm PU W/R グランドシート - P/OXF 150D 1,5

00mm PU W/R ポール - メインポール : AL Ø19 / 前・後ポール : AL Ø19 / リッジポール : AL Ø14.5 / キャノピーポール：AL Ø16 構成品 本体、
インナーテント、
ルーフ、
グランドシート、
デイジーチェーン、
三角ポケット、
メインポールX2
ea、
前・後ポールX2ea、
リッジポールX3ea、
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
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Tent, Tarp and Shell

NEW X5

軽くて丈夫なナイロンリップ素材を使用し、クロスポール構造により
様々な天候の変化にも安定した自立が可能です。

商品名 NEW X5 型番 K221T3T11 カラー メタルグレー 重量 23kg 規格 設置サイズ 535x365x(h)210cm / インナーテント -320x210x(h)185cm / 収納 -80x33x(h)33cm 素材 本体 - N/RIP 70D 210T 3,000mm PU W/ R

テフロンコーティング UV ルーフ - N/RIP 70D 210T 2,500mm PU W/R ブラックピグメントコーティング インナーテント - P/T 68D 190T 450mm PU W/R 床部分 - P/OXF 150D 2,000mm PU W/R グランドシート - P/OX F

150D 1,500mm PU W/R ポール - メインポール : AL Ø19 / 前・後ポール : 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、
ルーフ、
グランドシート、
デイジーチェーン、
メインポールX2ea、
前
後ポール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
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Tent, Tarp and Shell

New Attica

丈夫なポリオックスフォード生地にテフロン加工を施した大型のリビングシェルテントは、
前室が広く、
いつでも自由に使うことができるのが特徴です。

NEW アッティカ
商品名 NEW アッティカ 型番 K20T3T013 カラー メタルグレー 重量 26kg 規格 設置サイズ - 620x360x(h)210cm / インナーテント - 320(250)x220x(h)175cm / 収納 - 83x32x32cm 素材 本体 - P/OXF 150D PU 3,000mm

テフロンコーティング UV ルーフ - P/T 75D 190T PU 3,000mm W/R ブラックピグメントコーティング インナーテント - P/T 68D 190T BR W/R Floor-P/OXF 150D PU 2,000mm W/R グランドシート - P/OXF 150D PU 1,500

mm W/R ポール - メインポール : AL Ø19 / 前・後ポール、
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、
ルーフ、
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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Tent, Tarp and Shell

Geopath

高い天井と広いリビングスペースで、自由な行動と快適な休息を提供する
中・大型のラグジュアリーテントです。

ジオパス
商品名 ジオパス 型番 K9T3T005 カラー メタルグレー 重量 23kg 規格 設置サイズ - 560x320x(h)210cm / インナーテント - 300(250)x225x(h)185cm / 収納 - 74x37x37cm 素材 本体 - P/OXF 150D PU 3,000mm テフロン

コーティング UV ルーフ - P/T 75D 190T PU 3,000mm W/R ブラックピグメントコーティング インナーテント - P/T 68D 190T BR W/R / 床部分 - P/OXF 150D PU 2,000mm W/R グランドシート - P/OXF 150D PU 1,500mm

W/R ポール - メインポール : AL Ø19 / 前後ポール、
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、
ルーフ、
グランドシート、
三角ポケットX2ea、
メインポールX2ea、
メイン接続ポール、
前
後ポールX2ea、
中央ポール、
キャノピーX2ea、
スチールペグX20ea、
ストリングX6ea、
収納ケース
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Geopath Black

遮光性に優れた黒色顔料塗装を施し、
利便性と機能性を重視した高品質な黒色テントです。

ジオパス ブラック
商品名 ジオパスブラック 型番 K9T3TO05BK カラー ブラック 重量 24kg 規格 設置サイズ - 560x320x(h)210cm / インナーテント - 300(250)x225x(h)185cm / 収納 - 74x37x37cm 素材 本体 - P/OXF 150D PU 3,000mm

テフロンコーティング UV ブラックピグメントコーティング ルーフ - P/T 75D 190T PU 2,000mm W/R インナーテント - P/T 68D 190T BR W/R 床部分 - P/OXF 150D PU 2,000mm W/R グランドシート - P/OXF 150D PU 1,5

00mm W/R ポール - メインポール : AL Ø19 前後ポール、
中央ポール、
主接続ポール : AL Ø16 /キャノピーポール : AL Ø16 構成品 本体、
インナーテント、
ルーフ、
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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Tent, Tarp and Shell

Lafesta

誰でも簡単に設置できるリビングタイプのテントで、
いつでも快適な居住空間を提供します。

ラフェスタ
商品名 ラフェスタ 型番 K9T3T006 カラー メタルグレー 重量 21kg 規格 設置サイズ - 530x340x(h)215cm / インナーテント - 320(250)x220x(h)185cm / 収納 - 80x32x32cm 素材 本体 - 75D P/T 190T PU 3,000mm W/R
UV テフロンコーティング ルーフ - 75D P/T 190T PU 1,500mm W/R インナーテント - 68D P/T W/R BR / 床部分 - 150D P/OXF PU 2,000mm W/R グランドシート - 150D P/OXF PU 1,500mm W/R ポール - メインポール :

AL Ø17.5 /中央ポール、
前・後ポール : AL Ø16 /キャノピーポール : ST Ø16 構成品 本体、
インナーテント、
ルーフ、
グランドシート、
メインポールX2ea、
中央ポール、
前・後ポールX2ea、
キャノピーポールX2ea、
スチールペグX20ea、
ストリング
X6ea、
三角ポケット、
収納ケース
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Tent, Tarp and Shell

Lafesta Neo

ブラックピグメントコーティングを施したルーフは快適な空間を提供し、
クロスポール構造により常に強い自立性を実現しています。

ラフェスタ ネオ
商品名 ラフェスタ ネオ 型番 K211T3T03 カラー ブラック 重量 24kg 規格 設置サイズ - 530 340 (h)215cm / インナーテント - 320(250) 220 (h)185cm / 収納 - 80 32 32cm 素材 本体 - P/OXF 150D PU 3,000mm テフ

ロンコーティング UV ルーフ - P/T 75D 190T PU 3,000mm W/R ブラックピグメントコーティング インナーテント - P/T 68D 190T BR W/R 床部分 - P/OXF 150D PU 2,000mm W/R グランドシート - P/OXF 150D PU 1,500mm

W/R ポール - メインポール : AL Ø17.5 / 中央ポール、
前・後ポール、
キャノピーポール : AL Ø16 構成品 本体、
インナーテント、
ルーフ、
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・後ポールX2ea、
キャノ

ピーポールX2ea、
スチールペグX20a、
ストリングX6ea、
収納ケース
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Stylish Camping Equipment

Tent, Tarp and Shell

Tribus

トンネル構造のテントで、素早く簡単に設置でき、
すべてのスペースを効率的に使えるのが良い

トライバス
商品名 トライバス 型番 K9T3T002 カラー メタルグレー 重量 18kg 規格 設置サイズ - 520x320x(h) 210cm / インナーテント - 300x230x(h) 185cm / 収納 - 74x34x34cm 素材 本体 - P/T 75D 190T PU 3,000mm W/R テフ

ロンコーティング UV ルーフ - P/T 75D 190T PU 2,000mm W/R テフロンコーティング UV インナーテント - P/T 68D 2,000mm BR W/R 床部分 - P/OXF 150D PU 2,000mm W/R グランドシート - P/OXF 150D PU 1,500mm
W/R ポール - 中央ポール : AL Ø16 / 前・後ポール : AL Ø16 / キャノピーポール：ST Ø16 構成品 本体、
インナーテント、
ルーフ、
グランドシート、
中央ポール、
前・後ポールX2ea、
キャノピーポールX2ea、
スチールペグX18ea、
ストリングX
10ea、
収納ケース
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Stylish Camping Equipment

Tent, Tarp and Shell

Viva Dome Shelter +

ルーフのTPUと8面メッシュの窓で視界を妨げず、
広々とした室内は快適で自由な居住空間を提供します。

ビバドームシェルタープラス
商品名 ビバドームシェルタープラス 型番 K221T3T10 カラー オリーブカーキ 重量 12.5kg 規格 設置サイズ - 36
0 360 (h)195cm / 収納 - 75 30 30cm 素材 本体 - P/RIP 75D 3,000mm PU W/R テフロンコーティング

UV ルーフ - P/RIP 75D 3000mm PU W/ R テフロンコーティング UV グランドシート - P/OXF 150D 1,500mm

PU W/R ポール - AL Ø14.5 構成品 本体、
インナーテント、
ルーフ、
グランドシート、
三角ポケットX2ea、
メインポールX

2ea、
メイン接続ポール、
前・後ポール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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Stylish Camping Equipment

Tent, Tarp and Shell

Viva Dome Shelter

メッシュ窓を8枚貼ることで通気性と開放感に優れ、
悪天候や結露に備え、天井に2枚窓を設置しました。

ビバドームシェルター
商品名 ビバドームシェルター 型番 K211T3T01 カラー サンド 重量 12.5kg 規格 設置サイズ - 360x360x(h)

195cm / 収納 - 75x30x30cm 素材 本体 - P/RIP 75D PU 3,000mm テフロン UV W/R ルーフ - P/RIP 75D

PU 3,000mm テフロン UV W/R グランドシート P/OXF 150D PU 1,500mm W/R - AL Ø14. 5 構成品 本体、

インナーテント、
ルーフ、
グランドシート、
三角ポケットX2ea、
メインポールX2ea、
メイン接続ポール、
前・後ポール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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Stylish Camping Equipment

Tent, Tarp and Shell

Brick Shelter

4面をメッシュ窓にすることで開放感を出し、2面をカーテン窓にすることで
常に温かみのある空間を演出できるシェルターです。

ブリックシェルター


商品名 ブリックシェルター 型番 K221T3T05 重量 8.5kg 規格 設置サイズ - 320 320 205cm / 収納 - 68 27





27cm 素材 本体 - P/T 68D 190T 2,000mm PU W/R ルーフ - P/T 68D 190T 2,000mm PU W/R ポール - メ

インポール : AL Ø13 / リッジポール : AL Ø14.5 構成品 本体、
インナーテント、
ルーフ、
グランドシート、
三角ポケットX

2ea、
メインポールX2ea、
メイン接続ポール、
前・後ポールX2ea、
中央ポール、
キャノピーポールX2ea、
スチールペグX20







ea、
ストリングX6ea、
収納ケース
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Stylish Camping Equipment

Tent, Tarp and Shell

NEW Oscar House Cabin Tent

クラシックなデザインで情緒的で居心地の良い空間を演出し、
フルグラウンドシートを貼ることで自由な居住空間を提供します。

NEW オスカーハウス キャビンテント
商品名 NEW オスカーハウス キャビンテント 型番 K221T3T03 カラー ミルキーウェイ 重量 18.5kg 規格 設置サイズ - 420 305（h）
205cm / インナーテント - 280
（230） 220（h）
190cm / 収納 - 73 29 29cm 素材 本体 - P/T

68D 190T 3,000mm PU W/R シルバーコーティング インナーテント - P/T 68D 185T 450mm PU W/R 床部分 - P/OXF 150D 2,000mm 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、
インナーテント、
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、
ポールコネクターX6ea、
スチールペグX22ea、
ストリングX8ea、
収納ケース
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Stylish Camping Equipment

Tent, Tarp and Shell

Oscar House Cabin Tent

耐久性のあるポリリップストップ生地とシルバーコーティングで
効果的に光を遮断し、快適なキャンプに最適です。

オスカーハウス キャビンテント
商品名 オスカーハウス キャビンテント 型番 K20T3T007 カラー ブラック 重量 19kg 規格 設置サイズ - 420x305x(h)205cm / インナーテント - 280(230)x220x(h)190cm / 収納 - 73x29x29cm 素材 本体 - P/T RIPSTOP 68D

190T 2,000mm シルバーコーティング PU W/R インナーテント - P/T 68D 190T 450mm PU W/R 床部分 - T/OXF 150D 2000mm 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 : S
T Ø16 構成品 本体、
インナーテント、
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、
ポールコネクター X6ea、
スチールペグX22ea、
ストリングX8ea、
収納ケース
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Tent, Tarp and Shell

Stylish Camping Equipment

Rock Field Docking Tent

様々な車種に対応したドッキングテントで、
使い勝手や開放感にも優れています。

ロックフィールドドッキングテント
商品名 ロックフィールドドッキングテント 型番 K221T3T04 重量 10kg 規格 設置サイズ - 430 280 210cm / リアスクリーン - 300 110cm / 収納 - 68 27 27cm 素材 本体 - P/T 68D 190T 2,000mm PU W/R リアスクリーン -

P/T 68D 185T 450mm PU W/R ポール - メインポール : AL Ø16 / リッジポール : AL Ø11 / キャノピーポール：ST Ø16 構成品 本体、
リアスクリーン、
ストリングx8ea、
スチールペグx27ea、
メインポールx2ea、
リッジ、
キャノピーポールx2
ea、
収納ケース

リアスクリーン
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Stylish Camping Equipment

Tent, Tarp and Shell

Tier Dome GT

いつでも使えるドーム型テントで、十分な居住空間を確保し、
後部のリッジポールを応用してすべての空間を効率的に使うことができます。

ティアドームGT
商品名 ティアドームGT 型番 K221T3T02 重量 12kg 規格 設置サイズ - 420 270（h）
170cm / インナーテント - 270 220（h）
165cm / 収納 - 71 29 29cm 素材 本体 - P/T 68D 190T 3,000mm PU W/R インナーテント P/T 68D 185T 450mm PU W/R 床部分 - P/OXF 150D 2,000mm PU W/R グランドシート - PE SHEET ポール - 前・後ポール : FRP Ø11 / インナーポール : FRP Ø11 / リッジポール : FRP Ø8.5 / キャノピーポール：ST Ø16
構成品 本体、
インナーテント、
ルーフ、
グランドシート、
三角ポケットX2ea、
メインポールX2ea、
メイン接続ポール、
前後ポールX2ea、
センターポール、
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

22

풀 그라운드 시트

87

Stylish Camping Equipment

Tent, Tarp and Shell

Acro Dome Edge

フルグラウンドシートとリアリッジを適用することで、
前方から後方にかけての空間を効率的に利用できるドーム型テントです。

アクロドームエッジ
商品名 アクロドームエッジ 型番 K221T3T06 重量 11.5kg 規格 設置サイズ - 425 270 (h) 170cm / インナーテント - 270 220 (h)165cm / 収納 - 71 23 23cm 素材 本体 - P/T 68D 190T 2,000mm PU W/R UV インナー

テント-P/T 68D 185T 450mm PU W/R 床部分 - P/OXF 150D 2,000mm PU W/R グランドシート - PE SHEET ポール - 前・後ポール : FRP Ø11 / インナーポール : FRP Ø9.5 / リッジポール : FRP Ø7.9 / キャノピーポール：ST
Ø16 構成品 本体、
インナーテント、
ルーフ、
グランドシート、
三角ポケットX2ea、
メインポールX2ea、
メイン接続ポール、
前後ポール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

풀 그라운드 시트
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Stylish Camping Equipment

Tent, Tarp and Shell

Wise Black Tarp Shell

自由な活動を可能にする広い日陰を作る高品質タープシェルで、
インナーライナーを使用することで紫外線をダブルでカットし、結露を最小限に抑えます。

ワイズ ブラックタープシェル
商品名 ワイズ ブラックタープシェル 型番 K20T3T003 カラー ブラック 重量 18kg 規格 設置サイズ - 440x400x(h)270(175)cm / 収納 - 80x32x32cm 素材 ルーフ - P/OXF 150D PU 3,000mm テフロンコーティング UVブラック

ピグメントコーティング サイド - P/T 68D 190T PU 1,500mm W/R ライナー - P/T 68D 190T PU 1,000mm 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、
インナーテント、
ルーフ、
グランドシート、
三角ポ
ケットX2ea、
メインポールX2ea、
メイン接続ポール、
前・後ポール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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Stylish Camping Equipment

Tent, Tarp and Shell

Viva Recta Tarp L

優れた遮光性を誇る黒色顔料コーティングを施し、
5,000mmの高水圧で製造した高品質なレクタータープです。

ビバ レクタ ターフ L
商品名 ビバ レクタ ターフ L 型番 K221T3T13 カラー オリーブカーキ 重量 11kg 規格 設置サイズ - 550x440cm

/ 収納 - 79x21x21cm 素材 タープ表皮 - P/OXF 300D PU 5,000mm テフロンコーティング UV ブラックピグメン

トコーティング W/R ポール - 中央ポール : AL Ø33 / サイドポール : AL Ø22 構成品 タープ表皮、
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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Stylish Camping Equipment

Tent, Tarp and Shell

Grangeville Recta Tarp

防水性に優れたオックスフォード生地とブラックピグメントコーティングで
優れた遮光性を誇る高品質なレクタータープです。

グランジヴィル レクタ タープ
商品名 グランジヴィル レクタ タープ 型番 K20T3T004 カラー ブラック、
レッド 重量 11kg 規格 設置サイズ - 550x

440cm / 収納 - 79x21x21cm 素材 タープ本体 - P/OXF 300D PU 5,000mm テフロンコーティング UV ブラック

ピグメントコーティング W/R ポール - 中央ポール : AL Ø33 / サイドポール : AL Ø22 構成品 タープ本体、
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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Stylish Camping Equipment

Tent, Tarp and Shell

Bellfort Recta Tarp

黒い顔料でコーティングされているため、光を効果的に遮断し、
大きなサイズで常に十分な日陰を提供します。

ベルポート レクタ タープ M
商品名 ベルポート レクタ タープ M 型番 K9T3T008 重量 9.5kg 規格 設置サイズ - 430x380cm / 収納時 - 77x

19x19cm 素材 タープ本体 - P/OXF 300D PU 5,000mm テフロンコーティング UV ブラックピグメントコーティング W
/R ポール - 中央ポール：AL Ø33 / サイドポール：AL Ø22 構成品 タープ本体、
中央ポール X2ea、
サイドポールx4
ea 、
スチールペグx8ea 、
ストリングX6ea 、
収納ケース

ベルポート レクタ タープ L
商品名 ベルポート レクタ タープ L 型番 K9T3T009 重量 11kg 規格 設置サイズ - 550x440cm / 収納 - 79x21x

21cm 素材 タープ本体 - P/OXF 300D PU 5,000mm テフロンコーティング UV ブラックピグメントコーティング 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、
インナーテント、
ルーフ、
グランドシート、
三角

ポケットX2ea、
メインポールX2ea、
メイン接続ポール、
前・後ポール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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Stylish Camping Equipment

Tent, Tarp and Shell

Dual Wind Screen

キャンプでは、外からの風を遮り、
フィールドに自分だけの空間を作り出します。
また、6mのロング丈で着脱可能なため、基本的な設置方法以外にも様々なスタイルで設置することができます。

デュアルウィンドスクリーン
商品名 デュアルウィンドスクリーン 型番 K20T3T010 カラー ブラック 重量 4kg 規格 設置サイズ - 600x(h)120cm/収納 - 63x14x14cm 素材 本体 - P/RIP 68D 190T PU 1,500mm W/R ポール - ST Ø16 構成品 本体、
ポールX6

ea、
スチールペグX10ea、
ストリングX6ea、
収納ケース
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Stylish Camping Equipment

Tent, Tarp and Shell

Trion

誰でも簡単に取り付けられるワンタッチ式で製造されており、
軽量で持ち運びも簡単なので、いつでも快適な休憩空間を提供します。

トリオン
商品名 トリオン 型番 K20T3T017 カラー サンド 重量 7.5kg 規格 設置サイズ - 280x330x(h)131cm / インナーテント - 210x210x(h)130cm / 収納 - 21x21x138cm 素材 本体 - P/OXF 150D PU 1,500mm インナーテント - P/
OXF 150D PU 400mm 床部分 - P/OXF 150D PU 2,000mm ポール - Hub mechanism、
Fiberglass 構成品 本体、
インナーテント、
フルグランドシート、
ペグX8ea、
ストリングX2ea、
収納キャリーバック
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Stylish Camping Equipment

Tent, Tarp and Shell

Black Cot Tent II

内装の前面にはシルバーコーティングを施しているので、
遮光性にも優れています。

ブラックコットテントII
商品名 ブラックコットテントII 型番 K221T3T01 重量 2.8kg 規格 設置サイズ - 200x75x(h)110cm / 収納 - 56

x13x(h)14cm 素材 本体 - P/T 68D 190T PU 2,000mm W/R シルバーコーティング 床部分 - P/OXF 150D P
U 1,500mm W/R ルーフ - P/T 68D 190T PU 2,000mm W/R シルバーコーティング ポール - メインポール : A

L Ø70 01 Ø8.5 / キャノピーポール : ST Ø16 TPU シェルフメッシュ, TPU 構成品 スキン、
ルーフ、
メインポールX2ea、

キャノピーポール
（130cm）
X2ea、
スチールペグX12ea、
ストリングX8ea、
TPUシェルフ、
収納ケース
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Stylish Camping Equipment

Tent, Tarp and Shell

Alpha Room Auto Tent

シャワー室や脱衣所など多目的に使用できるオートテントとして、
オートポールを応用した簡単な設置・解体が可能です。

アルファルームオートテント
商品名 アルファルームオートテント 型番 K211T3T09 カラー ブラック 重量 6kg 規格 設置サイズ - 155 155 (h)
205cm / 収納 - 113 20 20cm 素材 本体 - P/T 190T 600mm PU シルバーコーティング UV 足元シート - PE

SHEET ポールスタンド - スチール、
オートポールスタンド FRP 構成品 本体、
足元シート、
メッシュ棚、
スチールペグX8
ea、
ストリングX4ea、
収納キャリーバック
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Stylish Camping Equipment

Tent, Tarp and Shell

Conic Sun Shade

両サイドにあるハンドルを引くだけで簡単に設置できるワンタッチ式で、
自由で快適な居住空間を提供します。

コニックサンシェード


商品名 コニックサンシェード 型番 K221T3T09 規格 設置サイズ - 150x200x(h)130cm / 収納 - 11x11x(h)115





cm 素材 本体 - P/T 66D 190T PU 400mm UV W/R 床部分 - PE ポール - Hub mechanism、
FRP 構成品 ス

チールペグX6ea、
ストリングX2ea、
収納ケース
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Stylish Camping Equipment

Panorama Auto Sun Shade Tent

Easy Up Sun Shelter

パノラマシェードテントは、広い2つの入り口と窓との間のスペースを最小限に抑えます。
広い視野を確保することで、パノラマビューによる開放感を提供します。

いつでもどこでも簡単に設置できるワンタッチタイプのシェードテントで、
360 見渡せるメッシュ窓は視界を遮らないので、開放感も抜群です。

パノラマオートシェードテント
商品名 パノラマオートシェードテント 型番 K20T3T002 カラー ブラック 重量 3.8kg 規格 設置サイズ - 210x210x

(h)145cm / 収納 -18x18x(h)87cm 素材 本体 - P/T 68D 190T PU 1,000mm シルバーコーティング 床部分 - P
E/SHEET オートポール - FRP 構成品 本体、
スチールペグX4ea、
収納ケース
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Tent, Tarp and Shell

イージーアップサンシェルター
商品名 イージーアップサンシェルター 型番 KST3T015 カラー ブラック 重量 3kg 規格 設置サイズ - 240 140 130

cm / 収納 - 95 16 16cm 素材 無地生地 - 190T シルバーコーティング ポリエステルPU 2,000mm / 柄生地 - 190
T シルバーコーティング PU 1,000mm / 床部分 - 210D オックスフォード生地 PU 2,000mm / ポール - Ø8.5 ファイ

バーグラスオートポール 構成品 本体、
スチールペグx4ea、
ペグバッグ、
収納キャリーバック
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Stylish Camping Equipment

Candy Pop Family

Candy Pop Picnic

一度に取り付けられるワンタッチ方式を採用し、
目詰まりしない4面のメッシュ窓で通気性にも優れています。

軽量で簡単に折りたためるので、いつでも持ち運びができ、
設置が簡単なためアウトドアにも適したワンタッチテントです。

キャンディ・ポップ・ファミリー
商品名 キャンディ・ポップ・ファミリー 型番 K9T3T014 カラー ミント 重量 3.7kg 規格 設置サイズ - 270 185 (h)
115cm / 収納 - 93 93 4cm 素材 本体 - 68D P/T 185T PU 1,000mm W/R 床部分 - 150D P/OXF PU

1,000mm W/R ポール - メインポール : FRP Ø7 構成品 本体、
スチールペグx8ea、
ストリングx4ea、
収納ケース
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Tent, Tarp and Shell

キャンディ・ポップ・ピクニック
商品名 キャンディ・ポップ・ピクニック 型番 K9T3T013 カラー ミント、
ピンク 重量 2.9kg 規格 設置サイズ - 260 1
55 (h)110cm / 収納 - 83 83 3cm 素材 本体 - 68D P/T 185T PU 1,000mm W/R 床部分 - 150D P/OXF

PU 1,000mm W/R ポール - メインポール : FRP Ø7 構成品 本体、
スチールペグx8ea、
ストリングx4ea、
収納ケース
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様々な場所に簡単に作れるダイニングスペース
いつもおいしい食事の時間をすばやく提供する。
シンプルさを追求したアウトドア空間では、
誰もが
ダイニングスペースを作ることができる様々なキャンプテーブルは
みんなでおいしい食事を楽しむための工夫に事欠きません。

Stylish Camping Equipment
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頑丈で軽量なシッティングウッドテーブル
伝統的なロッキング技術を応用してより堅牢に、剛性を高め、
振動の少ない斜めフレーム構造で安定した使用が可能です。

テーブルの脚を立て、溝に差し込み、固定具を回して固定します。

ネイチャーウッドライトテーブル
商品名 ネイチャーウッドライトテーブル 型番 K22T3U01 重量 2.3kg 耐荷重 15kg 規格 使用サイズ - 66 46（h）

28cm／収納時 - 46 11（h）
33cm 素材 無垢材、
鉄アンティークメッキ
（留め金ヒンジ）
、
ステンレス、
天然皮革
（ハンド
ル）構成品 本品、
キャリーバッグ
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設置が簡単で高級感のある木製折りたたみウッドテーブル
木目を残した贅沢な無垢材を採用し、様々な場所で使える
上質な折りたたみウッドテーブルです。

テーブルフォールディングシステム

ワゴンテーブル兼用

ネイチャーウッドグラウンドテーブル
商品名 ネイチャーウッドグラウンドテーブル 型番 K21T3U01 重量 6.2kg 耐荷重 30kg 規格 96x53x(h)31cm
/ 収納 - 54x11x(h)48cm 素材 レッドパイン無垢材 構成品 テーブル、
サポート、
キャリーバッグ

テーブルフォールディングシステム

ネイチャーウッド折りたたみテーブル
商品名 ネイチャーウッド折りたたみテーブル 型番 K22T3U05 重量 4.2kg 耐荷重 30kg 規格 77x48x(h)44cm /
収納 - 48x60x(h)7cm 素材 スプルース無垢材 構成品 本品
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特別なキャンプを演出するウィンサムウッドロールアップテーブル

湿気に強い赤松材を使用したチャックボックス

上質なバーチ材を使用した天板と頑丈なスチールフレームのハーモニーで
高級感を演出し、特別なキャンプを楽しむことができます。

各種調味料を収納できる2段棚や、キッチンタオルハンガー、カトラリーボックスなど、
多彩な収納スペースを備えた実用的なウッドチャックボックスです。

ウィンサム ウッド ロールアップ テーブル

ネイチャーウッドキューブボックス

ネイチャーウッドチャックボックス

商品名 ウィンサム ウッド ロールアップ テーブル 型番 K20T3U014 重量 7.2kg 耐荷重 80kg 規格 使用サイズ - 90
x55x(h)45cm / 収納 - 22x13x(h)93cm 素材 バーチ、
スチール 構成品 木製天板、
横棒X2ea、
フレーム、
キャリーバッ
グ

商品名 ネイチャーウッドキューブボックス 型番 K20T3U013 重量 4.1kg 規格 使用サイズ - 外側 34x34x(h)34cm
/ 内側上部 : 31.5x31.5x(h)9.3cm / 底面 : 31.5x31.5x(h)21cm 素材 スプルース無垢材 構成品 本品

商品名 ネイチャーウッドチャックボックス 型番 K21T3K01 重量 4.9kg 規格 使用サイズ - 64.5x11x(h)45cm / 収
納時 - 32x22x(h)45cm 素材 赤松無垢材 構成品 本品

テーブルフォールディングシステム

折りたたみ式なので、
ワゴンの中のものを
自由に使うことができます。

バーナーストーブホルダー

ネイチャーウッドボックステーブル
商品名 ネイチャーウッドボックステーブル 型番 KBT3U018 重量 10.8kg 耐荷重 20kg(サイドテーブル - 7Kg）規格
使用サイズ - 113.5x53/70x(h)42cm / 収納 - 42.5x53x(h)42cm 素材 スプルース無垢材 構成品 テーブル、
サイド
テーブル
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ネイチャーウッドワゴンテーブル
商品名 ネイチャーウッドワゴンテーブル 型番 K21T3F03 重量 2.6kg 耐荷重 50kg 規格 使用サイズ - 98x60cm

（厚み15）
/収納時 - 50x60cm 素材 レッドパイン無垢材 構成品 天板木、
キャリーバッグ
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スパイシーウッド調味料シェフボックス

さまざまなものを収納するのに十分なスペース

広々とした内部スペースは様々な小物を収納でき、
丈夫でヴィンテージ感のあるストラップで移動も楽々です。

湿気に強いスプルース材を使用したウッドコンテナで、
内部空間は深く広々としており、様々なものを収納するのに適しています。

頑丈なロック

頑丈なロック

安定した棚
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ネイチャーウッドシェフボックス

ネイチャーウッドコンテナ

商品名 ネイチャーウッドシェフボックス 型番 K22T3K03 重量 2.1Kg 規格 30x22x24cm 素材 スプルース無垢材
構成品 本品

商品名 ネイチャーウッドコンテナ 型番 K22T3K04 重量 3.5kg 規格 44x32x(h)25cm 素材 スプルース無垢材
構成品 本品

深くて広い空間

123

Table

安定感のある斜めフレーム構造の2段シェルフ
スプルース無垢材を使用しているので、小物を置くのに適しており、
スペースに合わせてMサイズとLサイズの組み合わせが可能です。

大天板

小天板

フレーム

Mサイズ

Lサイズ

Mサイズ

ネイチャーウッド2段シェルフM

ネイチャーウッド2段シェルフL

商品名 ネイチャーウッド2段シェルフM 型番 K22T3U06 重量 2.4Kg 規格 使用サイズ - 70x27x(h)43cm / 収納
- 27x70x(h)8.5cm 素材 スプルース無垢材 構成品 本品

商品名 ネイチャーウッド2段シェルフM 型番 K22T3U07 重量 2.8Kg 規格 使用サイズ - 70x27x(h)58.5cm / 収納
時 - 27x70x(h)8.5cm 素材 スプルース無垢材 構成品 無垢材天板X2ea、
木枠X2ea
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長さ調節が簡単な3つ折りテーブル
延長脚で簡単に長さ調節ができ、
折りたたみ式で収納・設置が簡単なテーブルです。

テーブルを組み合わせて広く使うことができます。





バーナーの高さに応じて、2段階に長さ調節が可能です。



3段階の延長脚で、簡単にお好みの長さに調節できます。

ユニオン アイアンメッシュ 3つ折りBBQテーブル

コネクト3つ折りBBQテーブル

商品名 コネクト３つ折りBBQテーブル 型番 K22T3U02 重量 5.5Kg 耐荷重 30Kg(BBQプレート -10Kg) 規格 使用
商品名 ユニオンアイアンメッシュ3つ折りBBQテーブル 型番 K22T3U03 重量 5.2Kg 耐荷重 30Kg(BBQプレート サイズ - 120x60x(h)29/40/55/66cm / 収納時 - 40x60x(h)10cm 素材 アルミ、
スチール、
合板、
ポリエステル 構成
10Kg) 規格 使用サイズ - 120x60x(h)29/40/55/66cm / 収納時 - 40x60x(h)10cm 素材 アルミニウム、
スチール、
品 本品、
キャリーバッグ
ポリエステル 構成品 本品、
キャリーバッグ
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インフィニティ・システムを採用したユニオンアイアンメッシュシリーズ
複数人で使用できるよう、無限に連結できるインフィニティシステムを適用し、
ユーザーの利便性を高めたユニオンアイアンメッシュテーブルです。

ハイスタイル

3倍

ユニオンアイアン2WAY
バーナースタンド

ユニオンアイアンバーベキュープレート

BBQプレート



２つ折り



キャビネット2つ折り



3つ折り



BBQプレート

ロースタイル
※1段目を調節して使用

キャビネット2段
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ツーウェイバーナースタンド



BBQプレート



生バーベキュー

３つ折り



BBQプレート



2つ折り

ユニオンアイアンメッシュ2つ折りテーブル

ユニオンアイアンメッシュ3つ折りテーブル

ユニオンアイアンメッシュキャビネット2フォールディングテーブル

ユニオンアイアンメッシュ ローBBQテーブル

商品名 ユニオンアイアンメッシュ2つ折りテーブル 型番 K20T3U003 カラー ブラック 重量 3.8Kg 耐荷重 30Kg
規格 使用サイズ-90x60x(h)40/66cm /収納-62.5x46.5x6.6cm 素材 アルミ、
スチール、
メッシュ、
ポリエステル
構成品 テーブル、
メッシュ棚、
キャリーバッグ

商品名 ユニオンアイアンメッシュ3つ折りテーブル 型番 K20T3U005 カラー ブラック 重量 5Kg 耐荷重 30Kg 規格 使用
サイズ-120x60x(h) 29/40/55/66cm / 収納 60x40x10cm 素材 アルミ、
スチール、
合板、
メッシュ、
ポリエステル 構成
品 テーブル、
メッシュ棚、
キャリーバッグ

商品名 ユニオンアイアンメッシュキャビネット2フォールディングテーブル 型番 K20T3U004 カラー ブラック 重量 7
Kg 耐荷重 30Kg 規格 120x60x(h)40/66cm / 収納 - 60x60x6.6cm 素材 アルミ、
スチール、
合板、
ポリエステル
構成品 テーブル、
キャビネット、
木板X2ea、
キャリーバッグ

商品名 ユニオン アイアンメッシュ ローBBQテーブル 型番 K20T3U006 カラー ブラック 重量 4.7Kg 耐荷重 30Kg
(BBQプレート -10Kg) 規格 96x60x
（h）
40cm（プレート：43x38cm、
サイドテーブル：51x33cm）
／収納 - 62.5x4
9.5x6.6 cm 素材 アルミ、
スチール、
合板、
ポリエステル 構成品 テーブル、
キャリーバッグ
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補助テーブルと連結することで、
バーナープレートとしても使用できます。

収納サイズが小さくなったので、持ち運びや使用に便利です。

オプティマスブレイザーテーブル
商品名 オプティマスブレイザーテーブル 型番 K22T3U04 カラー ブラック 重量 6.5Kg 耐荷重 20Kg 素材 アルミ
ニウム、
スチール、
ポリエステル 構成品 テーブル、
補助テーブル、
延長脚、
キャリーバッグ 規格 980x980x(h)290 /
400 / 500 mm / 補助テーブル: 500x500x(h)22mm / 収納 - 510x500x(h)160mm / サイドテーブル収納 :
500x500x(h)30mm

テーブルホールサイズ
50x50cm

アイアンメッシュブレイザーテーブル II

アイアンメッシュキャビネットキッチンテーブル II

商品名 アイアンメッシュキャビネット キッチンテーブルII 型番 K9T3U004 カラー ブラック 重量 7.5Kg 耐荷重 30Kg
商品名 アイアンメッシュブレザーテーブルII 型番 K9T3U012 カラー ブラック 重量 4Kg 耐荷重 30Kg 規格 90x90
77cm／収納時 - 61.5x9.6x50.5cm 素材 アルミ、
スチール、
x(h)29cm
（内径50x50cm）
／収納 - 92.5x46.5x6.5cm 素材 アルミニウム、
スチール、
ポリエステル 構成品 テーブル、 （BBQプレート - 10Kg）規格 使用サイズ - 120 48（h）
合板、
ポリエステル 構成品 テーブル、
ウッドプレートX2ea , ランタンハンガー、
収納ハンガー、
キャリーバッグ
ランタンハンガー、
キャリーバッグ
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アイアンメッシュエクステンションレッグ

ユニオンアイアン2WAYバーナースタンド

アイアンメッシュスリムミニテーブル

コネクトワイド2つ折りテーブル

商品名 アイアンメッシュエクステンションレッグ 型番 K21T3U02 重量 440g 規格 使用時 - Ø2.5x(h)24cm / 収納
時 - 8x8x(h)27cm素材 アルミニウム、
ABS 構成品 延長脚X4ea、
キャリーバッグ

商品名 ユニオンアイアン2WAYバーナースタンド 型番 K2OT3U007 カラー ブラック 重量 1.3Kg 耐荷重 18Kg 規格
61x60x(h)60cm / 収納時 - 62x15x(h)9cm 素材 アルミニウム、
合板 構成品 本品、
キャリーバッグ

商品名 アイアンメッシュスリムミニテーブル 型番 KBT3U011 重量 1.5Kg 耐荷重 10Kg 規格 使用時 - 60x40x(h)
27/35cm / 収納時 - 42.5x31.5x4.5cm 素材 アルミ、
スチール 構成品 テーブル

商品名 コネクトワイド2つ折りテーブル 型番 K20T3U001 重量 4.2Kg 耐荷重 30Kg 規格 120x60x(h)40/66cm
/ 収納時 - 60x60x6.6cm 素材 合板、
アルミ 構成品 テーブル

スリムミニ2つ折りテーブル

スリムミニ3つ折りテーブル

商品名 スリムミニ2つ折りテーブル 型番 K9T30007 重量 1.2Kg 耐荷重 10Kg 規格 60x40x(h)25cm / 収納
- 42.5x31.5x4cm 素材 アルミニウム、
合板 構成品 テーブル

商品名 スリムミニ3つ折りテーブル 型番 K9T3U008 重量 1.9kg 耐荷重 10Kg 規格 90 40 (h)27/35cm / 収納
- 42.5 31.5 6.6cm 素材 アルミニウム、
合板 構成品 テーブル

プレートのサイドに位置する固定具で、
テーブルと連結して便利に使用することができます。

ユニオンアイアンランタンサイドスタンド
商品名 ユニオンアイアンランタンサイドスタンド 型番 K2OT3U009 カラー ブラック 重量 300g 規格 50
（最小長）
〜
88
（最大長)x35x7cm 素材 アルミニウム 構成品 本品、
キャリーバッグ

ユニオンアイアンBBQプレート
商品名 ユニオンアイアンBBQプレート 型番 K20T3U011 カラー ブラック 重量 2Kg 耐荷重 10Kg 規格 60x46x
(h)3.5cm 素材 アルミニウム、
スチール 構成品 本品、
キャリーバッグ

省スペースで便利なキャンプ用ワゴンテーブル
天板に軽量なMDFを使用し、持ち運びに便利な折りたたみ式で、
ワゴンに乗せて使用するワゴンテーブルです。

ペリカンワゴン
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ユニオンアイアンマルチハンガー

ユニオンアイアンキャビネット

ペリカンワゴンテーブル

商品名 ユニオンアイアンマルチハンガー 型番 K20T3U008 カラー ブラック 重量 100g 規格 36x3x(h)10cm 素材
アルミニウム 構成品 本品、
キャリーバッグ

商品名 ユニオンアイアンキャビネット 型番 K20T3U010 カラー ブラック 重量 2.5Kg 規格 51x57x(h)51cm /
収納 - 51x57x(h)4cm 素材 合板、
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

商品名 ペリカンワゴンテーブル 型番 K2OT3U016 重量 2Kg 耐荷重 15Kg 規格 98 53（h）
2.2cm／収納時 49 53（h）
5cm 素材 合板、
アルミ 構成品 本品、
キャリーバッグ
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Chair
力を抜いてチェアに体だけを預けた瞬間、
日常生活で夢見た理想のリラクゼーションを体験することができるのです。
チェアを軽く持ち、
どこにでも広げれば、
その空間はあなただけの心地よい楽園になるはずです。
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力強くエモーショナルな色彩のアーバンチェア
様々な場所に調和する明るくエモーショナルなカラーでデザインされたアーバンチェアは、
丈夫なポリエステル生地を使用し、軽量なため収納や設置も簡単です。

アーバンチェア
商品名 アーバンチェアー 型番 K22T1C01 カラー ブラック、
イエロー、
カーキ、
ホワイト 重量 5.5kg 耐荷重 80kg
規格 60x67x(h)85cm / 収納 - 68x12x(h)88cm 素材 ポリエステル、
スチール、
ウッド 構成品 本品、
キャリーバッグ

138

139

Stylish Camping Equipment

140

Chair

センチメンタルなミリタリールックのリラクゼーションチェア

トレンドのデザインで作ったモノグラムチェア

どこでも調和して使える情緒あるミリタリー柄のリラクゼーションチェアで、
広い背もたれと絶妙な角度で快適な休息を提供するリラクゼーションキャンプチェアです。

KZMのロゴを使い、
トレンドの感性で新しく作ったモノグラム柄で、
どこでも和やかに使えるキャンプチェアです。

モノグラム ミニ リラックス チェア

モノグラム カーブチェア

商品名 モノグラム ミニ リラックス チェア 型番 K20T1C020 カラー ネイビー、
レッド 重量 2.6kg 耐荷重 80kg
規格 49x46.5x(h)68cm / 収納 - 34x13x13cm 素材 ポリエステル、
アルミニウム 構成品 チェア、
キャリーバッグ

商品名 モノグラム カーブチェア 型番 K20T1C018 カラー ブラック、
ネイビー、
レッド 重量 2.3kg 耐荷重 80kg
規格 64x47x(h)66cm / 収納 - 71x13x13cm 素材 ポリエステル、
スチール 構成品 チェア、
キャリーバッグ

ゼネラルリラクゼーションチェア

カーネルリラクゼーションチェア

モノグラム ダブルチェア

モノグラム バーベキューチェア2Pセット

商品名 ゼネラルリラクゼーションチェア 型番 K20T1C022 カラー ジャングル、
デザート 重量 3.6kg 耐荷重 80kg
規格 53.5x57x(h)100cm/収納 - 125x19x19cm 素材 ポリエステル、
アルミ 構成品 チェア、
キャリーバッグ

商品名 カーネルリラクゼーションチェア 型番 K22T1C01 カラー ジャングル、
デザート 重量 5.6kg 耐荷重 80kg
規格 58x55x(h)100cm / 収納 - 118.5x14.5x19cm 素材 ポリエステル、
スチール 構成品 チェア、
キャリーバッグ

商品名 モノグラム ダブルチェア 型番 K20T1C019 カラー ネイビー 重量 4.3kg 耐荷重 150kg 規格 98x45x
(h)66cm / 収納 - 72x20x26cm 素材 ポリエステル、
スチール 構成品 チェア、
キャリーバッグ

商品名 モノグラム バーベキューチェア2Pセット 型番 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 42x35x35cm / 収納時 - 48x48x
（h）
5cm 素材 ポリエステル、
スチール 構成品 チェアx
2ea、
キャリーバッグ
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収納や設置がしやすい軽量チェア
身体を安定的に支える最適な角度で設計され、
折りたたみ式のフレームで誰でも簡単に設置できる軽量チェアです。

シュヴィーツハイ 軽量チェア

ライツェン軽量チェア

商品名 シュヴィーツハイ 軽量チェア 型番 K2IT1C02 カラー ブラック、
グレー 重量 1.7kg 耐荷重 120kg 規格 69
61 (h)95cm / 収納 - 45 14（h）
16cm 素材 ポリエステル PUコーティング、
アルミニウム 7075 構成品 スキン、
フレーム、
ネック、
キャリーバッグ

商品名 ライツェン軽量チェア 型番 K21T1001 カラー ブラック、
グレー 重量 1.1kg 耐荷重 120kg 規格 47x55x
(h)70cm / 収納時 - 40x11x(h)14cm 素材 ポリエステル PUコーティング、
アルミニウム 7075 構成品 スキン、
フ
レーム、
キャリーバッグ

冬キャンプの必需品！チェアリバーシブルウォーマー
厚手で柔らかい素材を両面に使用し、常に快適な使用感を提供し、
軽量で使いやすく、持ち運びしやすいチェア専用のリバーシブルウォーマーです。

キャリーバッグの有効活用

軽快な座り心地のライトチェア

キャリーバッグをチェアフレームに掛けて、様々なものを収納できます。

1Kgの軽量で持ち運びや移動が簡単です。

キャリーバッグフックをフレームに
掛けることで、収納スペースとしても
利用できます。
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シュビッツ リバーシブルウォーマー

ライゼンリバーシブルウォーマー

商品名 シュビッツ リバーシブルウォーマー 型番 K21T1C07 カラー ブラック/ホワイト 重量 425g 規格 55 95cm
/ 収納時 - 15 35cm 素材 ポリエステル 構成品 本品、
キャリーバッグ

商品名 ライゼンリバーシブルウォーマー 型番 K21T1C06 カラー ブラック/ホワイト 重量 330g 規格 53x70cm
/ 収納 - 15x30cm 素材 ポリエステル 構成品 本品、
キャリーバッグ
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好きな角度に調整できるモーションチェア＆ダウンヒールチェア
両サイドの木製ハンドルで簡単に好きな背もたれの角度に調整できるので、
快適に効率よく使用できる角度調整式チェアです。

ハンドルによる角度調整方法

取り外し可能なネッククッション

モーションチェア
商品名 モーションチェア 型番 K20T1C012 カラー ブラック、
ゴールド 重量 4.5kg 耐荷重 80kg 規格 58 65 (h)
85cm
（1段）
／収納時 - 85 70 10cm 素材 ポリエステル、
アルミ、
木製 ハンドル／カバー - ポリエステル90％、
ナイ
ロン10％ 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
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ダウンヒルチェア

ダウンヒルリバーシブルウォーマー

カスタネットチェア

エンケルBBQチェア2Pセット

商品名 ダウンヒルチェア 型番 K20T1C32 カラー ブラック、
ゴールド 重量 4.3kg 耐荷重 80kg 規格 65x61x
（h）
95cm / 収納 - 23x23x99cm 素材 ポリエステル、
アルミニウム、
スチール 構成品 本品、
ネックピロー、
キャリーバッグ

商品名 ダウンヒルリバーシブルウォーマー 型番 K21T1C05 カラー ブラック/ホワイト 重量 420g 規格 52x115cm
/ 収納 - 15x40cm 素材 ポリエステル 構成品 本品、
キャリーバッグ

商品名 カスタネットチェア 型番 K20T1C026 カラー ブラック、
ゴールド 重量 2.6kg 耐荷重 80kg 規格 54x48x
(h)66cm / 収納時 - 54x3.5x(h)165cm 素材 アルミ、
木、
ポリエステル 構成品 本品、
キャリーバッグ

商品名 エンケルBBQチェア2Pセット 型番 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 42x35x(h)35cm / 収納時-48x48x(h)5cm 素材 ポリエステル、
スチール 構成品 チェアx2ea、
キャリーバッグ
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フォレスタ ソファ トッパー
商品名 フォレスタ ソファ トッパー 型番 K20T1C015 カラー グレー、
ベージュ 重量 1.8kg 規格 116 62 (h)42cm
／収納時-23 23（h）
81cm 素材 ポリエステル、
ポリエステル短繊維 構成品 本品、
キャリーバッグ

バーチフレームとキャンバス地の組み合わせ
上質な帆布素材を使用し、通気性・耐久性に優れ、
柔らかな手触りでアウトドアも快適に楽しめます。
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ウィングチェアS

ウィングチェアL

サーファーチェア

サーファーリバーシブルウォーマー

商品名 ウィングチェアS 型番 K20T1C011 カラー ホワイト 重量 3.4kg 耐荷重 80kg 規格 45x57x(h)69cm
/収納 - 16x8x(h)82cm 素材 キャンバス、
バーチウッド 構成品 スキン、
フレーム、
キャリーバッグ

商品名 ウィングチェアL 型番 K20T1C006 カラー ホワイト 重量 4kg 耐荷重 80kg 規格 53x71x(h)93cm / 収納 17x9x(h)108cm 素材 キャンバス、
バーチウッド 構成品 スキン、
フレーム、
キャリーバッグ

商品名 サーファーチェア 型番 K20T1C002 カラー ブラック 重量 6kg 耐荷重 110kg 規格 59 33（h)98cm
/収納 - 95 23 23cm 素材 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

商品名 サーファーリバーシブルウォーマー 型番 K21T1010 カラー ブラック/ホワイト 重量 450g 規格 55x110cm
/収納時 - 15x50cm 素材 ポリエステル 構成品 チェア、
キャリーバッグ
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シグネチャーデールチェア

シグネチャーリラックスチェア

商品名 シグネチャーデールチェア 型番 K20T1C003 カラー ブラック、
メタルグレー 重量 3.7kg 耐荷重 80kg
規格 56.5x63x(h)84cm /収納時 -100x20x20cm 素材 ポリエステル、
アルミ 構成品 チェア、
キャリーバッグ

商品名 カーネルリラクゼーションチェア 型番 K9T3C004 カラー メタルグレー、
ゴールド 重量 3.5kg 耐荷重 80kg
規格 53.5x57x(h)100km / 収納時 - 125x19x19cm 素材 ポリエステル、
アルミニウム 構成品 チェア、
キャリーバッグ

シグネチャー クーイングチェア

シグニチャー キャロル チェア

商品名 シグネチャー クーイングチェア 型番 K9T30002 カラー ブラック、
カーキ、
コーラル 重量 2.6kg 耐荷重 80kg
規格 64x47x(h)66cm / 収納時 - 71x13x13cm 素材 ポリエステル、
スチール 構成品 チェア、
キャリーバッグ

商品名 シグニチャー キャロル チェア 型番 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 38x38x(h)58cm/収納時 - 60x12x12cm 素材 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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身体を軽く包み込んで支える、快適なキャンプチェア
休息に適した安定した構造設計と広い背面ラインで、
座った時に快適に使用できるキャンプチェアです。

チャンファーチェア

ベリーチェア

商品名 チャンファーチェア 型番 K8T3C002 カラー ワイン、
グレー 重量 4.4kg 耐荷重 80kg 規格 66x59x(h)83
cm/収納 - 96x20x20cm 素材 ポリエステル、
スチール 構成品 チェア、
キャリーバッグ

商品名 ベリーチェア 型番 K8T3C003 カラー ワイン、
グレー 重量 2.5kg 耐荷重 80kg 規格 58x56x(h)79cm/
収納 - 90x20x13cm 素材 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

ラグジュアリーハイリラックスチェア

ラグジュアリーミニリラックスチェア

商品名 NEWイージーリラックスチェア 型番 K9T3C006 カラー グレー、
ワイン 重量 5.6kg 耐荷重 80kg 規格
58 55 (h)100cm / 収納時 -118.5 14.5 19cm 素材 ポリエステル、
スチール 構成品 チェア、
キャリーバッグ

商品名 ラグジュアリーハイリラックスチェア 型番 K7T3C003 カラー グレー、
ワイン 重量 3.6kg 耐荷重 80kg
規格 53.5x57x(h)100cm/収納 - 125x19x19cm 素材 ポリエステル、
アルミ 構成品 チェア、
キャリーバッグ

商品名 ラグジュアリーミニリラックスチェア 型番 K7T3C006 カラー グレー、
ワイン 重量 2.6kg 耐荷重 80kg
規格 48x52x(h)68cm/収納 - 84x13x13cm 素材 ポリエステル、
アルミ 構成品 チェア、
キャリーバッグ

NEW ハグチェア
商品名 NEWハグチェア 型番 K20T1C007 カラー ブラック、
グレー、
ワイン 重量 2.8kg 耐荷重 80kg 規格 64 47
(h)66cm／収納時 - 71 13 13cm 素材 ポリエステル、
スチール 構成品 チェア、
キャリーバッグ

ネッククッション（キャリーバッグ付）

取り外し可能なアームレストカバー
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丈夫で軽いエモーショナル柄チェア
エモーショナルなエスニックパターンデザインのリラックスチェアは、
いつも快適な姿勢を誘導してくれます。

キャリーバッグ付きネッククッション

収納ミニポケット
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リラクゼーションチェア

リラクゼーションチェア

商品名 リラクゼーションチェア 型番 K3T3C025 カラー ブラック 重量 3.6kg 耐荷重 80kg 規格 53.5x57x(h)100
cm/収納 - 125x19x19cm 素材 ポリエステル、
アルミ 構成品 チェア、
キャリーバッグ

商品名 リラクゼーションチェア 型番 K3T3C025 カラー レッド、
グリーン 重量 3.6kg 耐荷重 80kg 規格 53.5x57
x(h)100cm/収納 - 125x19x19cm 素材 ポリエステル、
アルミ 構成品 チェア、
キャリーバッグ

270チェア

390チェア

商品名 270チェア 型番 KST3C003 カラー グリーン レッド 重量 1.9kg 耐荷重 80kg 規格 38x38x(h)58cm/収納
- 60x12x12cm 素材 ポリエステル、
スチール 構成品 チェア、
キャリーバッグ

商品名 390チェア 型番 K6T3C001 カラー グリーン、
レッド 重量 2.6kg 耐荷重 80kg 規格 64x47x(h)66cm/収納
- 71x13x13cm 素材 ポリエステル、
スチール 構成品 チェア、
キャリーバッグ

153

Stylish Camping Equipment

154

Chair

サイドオーガナイザーバッグ

リラックスクッションピロー

サイドカップホルダー

サイドポケット

商品名 サイドオーガナイザーバッグ 型番 K2013Z004 カラー ブラック、
カモ 重量 380g 規格 33x11x(h)16cm
素材 PVC、
PE 構成品 本品

商品名 リラックスクッションピロー 型番 K8T3M001 カラー グレー、
レッド、
グリーン、
ワイン 重量 190g 規格 37.5
x20cm 素材 ポリエステル 構成品 本品

商品名 サイドカップホルダー 型番 KBT3Z001 カラー ブラック、
ワイン、
グレー、
レッド 重量 54g 規格 9x9x(h)11.5
cm/収納 - 11.5x9x(h)11.5cm 素材 ポリエステル、
アルミフィルム PE 構成品 本品

商品名 サイドポケット 型番 KST3Z002 カラー ブラック、
ワイン、
グレー、
レッド 重量 140g 規格 32x31cm
（1段32x
23.5cm/2段32x21cm）素材 ポリエステル 構成品 本品
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ゆったりとしたスペースと丈夫なワイドフィールドベッドで快適な休息を
広いスペースを確保し、屋外でも屋内でも
簡単に設置・使用できるワイドフィールドベッドです。
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ワイドフリップコット

ワイドブラックコット

商品名 ワイドフリップコット 型番 K20T1C029 カラー ブラック 重量 8kg 耐荷重 80kg 規格 193x72x(h)36cm
/収納 - 72x17x(h)50cm 素材 ポリエステル、
スチール 構成品 本品、
キャリーバッグ

商品名 ワイドブラックコット 型番 KST3C005 カラー ブラック 重量 9.5kg 耐荷重 100kg 規格 188x74x(h)45cm
/収納 - 100x24x(h)14cm 素材 ポリエステル、
アルミ、
スチール 構成品 キャンプ用コット、
キャリーバッグ

キャプテンズキャンプコート

マスターフィールドベッド

キャンプコット グレー

キャンプコット レッド

商品名 キャプテンズキャンプコート 型番 K20T1C023 カラー デザート 重量 8.7kg 耐荷重 100kg 規格 188x74
x(h)45cm/収納-100x24x(h)14cm 素材 ポリエステル、
アルミニウム、
スチール 構成品 フィールドベッド、
キャリー
バッグ

商品名 マスターフィールドベッド 型番 K20T1C024 カラー デザート 重量 7.7kg 耐荷重 100kg 規格 190x64x(h)
42cm/収納 - 95x23x10.5cm 素材 ポリエステル、
アルミ、
スチール 構成品 フィールドベッド、
キャリーバッグ

商品名 キャンプコット グレー 型番 K7T3C002 カラー グレー 重量 7kg 耐荷重 100kg 規格 190x64x42cm
/ 収納 - 95x23x10.5cm 素材 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

商品名 キャンプコット レッド 型番 K4T3C003 カラー レッド 重量 7kg 耐荷重 100kg 規格 190x64x(h)42cm
/ 収納 - 95x23x10.5cm 素材 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
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常に居心地の良い空間を提供するコートローブ
床を覆うスカートは様々な小物を収納できるスペースを作り、
寝具のような柔らかく肌触りの良い素材で暖かく快適なキャンプが可能です。

下部のスペースには様々な小物を入れて使用・収納することができます。

 

 

サイドポケットやクッションとして使用可能。

ニューコートローブM

ニューコートローブL

商品名 ニューコートローブM 型番 K21T1C08 重量 1.3kg 規格 190x64x(h)46cm / 収納時 - 44x30cm
素材 キャンバス、
ポリエステル 構成品 本品、
ポケットキャリーバッグ

商品名 ニューコートローブL 型番 K21T1C09 重量 1.3kg 規格 19x74x(h)46cm / 収納時 - 44x30cm
素材 キャンバス、
ポリエステル 構成品 本品、
ポケットキャリーバッグ

バックル留め

コートトッパー
商品名 コートトッパー 型番 K20T1C008 カラー ブラック、
ホワイト 重量 1.7kg 規格 77x185cm / 収納時 - 27x27
x77cm 素材 ポリエステル90%、
ナイロン・ホワイトポリエステル10% 構成品 トッパー、
ストラップX2ea、
キャリーバッグ
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Camping Bag
いろいろな荷物を持って旅を楽しんでいる自分を想像した瞬間、
その時間は喜びに包まれることでしょう。
十分なスペースを確保し、
身軽に持ち運べるKZMのキャリーバッグ。
旅が終わるまでの時間も、
喜びに包まれるようにと願っています。
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Camping Bag
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Camping Bag

充実した収納スペースで効率よく使えるプレミアムキャリーバッグ
十分な収納スペースを確保し、
アウトドアシーンで効率的に使用できるキャリーバッグです。

仕切り板2サイズ









収納袋

Pocket S
36x12x(h)9cm
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Pocket M
36x12x(h)17cm

Pocket L
36x10x(h)30cm

プレミアムタワーストレージバッグ

プレミアムクルーザーバッグ

商品名 プレミアムタワーストレージバッグ 型番 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）素材 ポリエステル、
メッ
シュ 構成品 本品、
サイドバッグX3ea、
仕切り板X2ea、
ショルダーストラップ

商品名 プレミアムクルーザーバッグ 型番 K21T3B04 カラー ブラック 重量 3.3kg 規格 75x40x(h)130cm / 90L
素材 ポリエステル、
メッシュ 構成品 本品、
仕切板
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ビッグバッグ

キャンピングバッグ 130L

商品名 ビッグバッグ 型番 K20T3B004 カラー ブラック 重量 1.9kg 規格 65x34x(h)46cm ( 2cm) / 100L
素材 ポリエステル、
メッシュ 構成品 本品、
仕切りX2ea、
ショルダーストラップ

商品名 キャンピングバッグ 130L 型番 K20T3B003 カラー ブラック 重量 1.9kg 規格 72x42x(h)43cm ( 2cm)
素材 ポリエステル、
メッシュ 構成品 本品、
仕切り板X2ea、
ショルダーストラップ

キャンピングバッグ 120L

キャンピングバッグ 100L

商品名 キャンピングバッグ 120L 型番 K5T3B001 カラー レッド 重量 1.6kg 規格 70x40.5x(h)43cm ( 2cm)
/ 収納 - 71x9.5x(h)40cm ( 2cm) 素材 ポリエステル 構成品 本品

商品名 キャンピングバッグ 100L 型番 K4T3B009 カラー グリーン 重量 1kg 規格 66x33x(h)41cm ( 2cm)
/ 収納時 - 66x36x(h)7cm ( 2cm) 素材 ポリエステル、
メッシュ 構成品 本品

ニューマルチホイールキャリア

キャンピングバッグ 80L

キャンピングバッグ 70L

商品名 ニューマルチホイールキャリア 型番 K21T3B07 カラー デザート 重量 2.6kg 規格 80x400x(h)39cm
（ 2
cm）素材 ポリエステル、
PP+PVC 構成品 本品

商品名 キャンピングバッグ 80L 型番 K20T3B002 カラー グレー 重量 1kg 規格 65x44x(h)29cm( 2cm) 素材
ポリエステル、
メッシュ 構成品 本品

商品名 キャンピングバッグ 70L 型番 K5T3B010 カラー レッド 重量 875g 規格 65x25x(h)43cm ( 2cm) /
収納 - 65x7x(h)46cm ( 2cm) 素材 ポリエステル、
メッシュ 構成品 本品

-

キャスター付きなので、重い荷物を運ぶのにも便利です。
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プレミアムエクステンションキャリーバッグ

車載用ツインキャリーバッグ

ツェッペリンダッフルバッグ

商品名 プレミアムエクステンションキャリーバッグ 型番 K8T3B002 カラー ブラック 重量 1.7kg 規格 50x32x(h)33
/40cm / 収納時 -50x34x(h)8cm 素材 ポリエステル、
メッシュ 構成品 バッグ、
ショルダーストラップ、
仕切板

商品名 車載用ツインキャリーバッグ 型番 K7T3B010 カラー グレー 重量 1.4kg 規格 50x30x31.5cm
（ 2cm）
素材 ポリエステル、
メッシュ構成品 キャリーバッグ、
ショルダーストラップ、
仕切り、
床固定プレート

商品名 ツェッペリンダッフルバッグ 型番 K20T3B007 カラー ブラック 重量 1kg 規格 30x30x(h)90cm / 70L
素材 ポリエステル 構成品 本品
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シェルハウスポールバッグ

シェルハウスマルチツールバッグ

商品名 シェルハウスポールバッグ 型番 K21T3B02 カラー ブラック 重量 1.6kg 規格 83x22x(h)16cm 素材 ポリ
エステル、
EVA 構成品 本品

商品名 シェルハウスマルチツールバッグ 型番 K21T3B01 カラー ブラック 重量 700g 規格 43x17x(h)13cm 素材
ポリエステル、
EVA 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

フォールディングテーブル用キャリーバッグS

ポールアレンジメントキャリーバッグ

マルチパーパスブルバック

商品名 フォールディングテーブルキャリーバッグL 型番 K9T3B002 カラー ブラック 重量 480g 規格 65x11x(h)
49cm 素材 ポリエステル 構成品 本品

商品名 フォールディングテーブル用キャリーバッグS 型番 K9T3B001カラー ブラック重量 285g 規格 45x8x(h)34cm
素材 ポリエステル 構成品 本品

商品名 ポールアレンジメントキャリーバッグ 型番 KTT3B008 カラー グレー 重量 650g 規格 83.5x17.5x(h)115.5
cm ( 2cm) / 収納時 - 83.5x17.5x(h)4cm ( 2cm) 素材 ポリエステル、
メッシュ 構成品 本品

商品名 マルチパーパスブルバック 型番 K7T3B009 カラー グレー 重量 720g 規格 45.5x20.5x19cm
（ 2cm）
素材 ポリエステル、
人工皮革、
PE 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

NEW マルチペックバッグ

リラックスダブルキャリーバッグ

コンパクト ポール バッグ

商品名 マルチフォールディングテーブルキャリーバッグ 型番 K20T3B001 カラー ブラック 重量 480g 規格 82x13x
44cm 素材 ポリエステル、
メッシュ 構成品 本品

商品名 NEW マルチペックバッグ 型番 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) 素材 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

商品名 リラックスダブルキャリーバッグ 型番 K8T3B001 カラー レッド、
グリーン 重量 1kg 規格 120x24x(h)25cm
( 2cm) 素材 ポリエステル 構成品 本品

商品名 コンパクト ポール バッグ 型番 K5T3V026 カラー レッド 重量 660g 規格 104x14x17cm ( 2cm) 素材
ポリエステル 構成品 本品
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Kitchen
& BBQ
ここでは、
料理人になった瞬間から、
火をつける、
仕込みをする、
立派な盛り付けまで、
さまざまなアウトドア料理道具を使って、
おいしい料理を作って楽しむことができるのです。

Stylish Camping Equipment

174

Kitchen & BBQ

175

Kitchen & BBQ

プロの酒飲みのためのキャンプ用焼酎グラスセット
使い捨てのコップではなく、
ガラスの焼酎グラスが焼酎の味を引き立てる。

空気穴から酸素が注入され、
喉越しがなめらか。

焼酎グラスセット
商品名 焼酎グラスセット 型番 K21T3K12 重量 270g 規格 9.2x8.7x(h)26.5cm (焼酎グラス Ø5.3x(h)5.4(cm)、
注ぎ口 Ø3.1x
（h）
9.3(cm)) 素材 EVA、
ガラス、
as、シリコン、
ステンレスケース 構成品 焼酎グラスx2ea、
ポウラー
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ステンレス製バレルの3重構造で、高い熱伝導性

コッペパンとキシランの三層構造コーティングを施したフライパン

プレミアムコッペルは、ステンレスとアルミの3重構造になっているので、
熱伝導率が高く、手早く調理できます。

多彩なサイズ構成と高い熱伝導性で、
アウトドアだけでなく室内でも使いやすい。

銅トリプル構造

コンパクト収納

取り外し可能なフライパンハンドル
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プレミアムコッペルセットXL

プレミアム コッペルセットL

プレミアムフライパン

商品名 プレミアムコッペルセットXL 型番 K8T3K003 カラー ブラック 重量 4kg 規格 27x27x(h)22cm / コッペル
5.5L - 24x24x(h)16.5cm / コッペル 3.3L - 20x20x(h)13.5cm / コッペル 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 素材 ステンレススチール304／430、
アルミニウム、
ポリエステル 構成品 コッペル5.5L、
コッペル3.3L、
コッペル1.8L、
フライパン24、
メッシュバスケット、
キャリーバッグ

商品名 プレミアム コッペルセットL 型番 K8T3K002 カラー グレー 重量 2.9kg 規格 25x25x(h)17cm / コッペル
3.3L - 20x20x(h)13.5cm / コッペル1.8L - 17x17x(h)8.5cm / コッペル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 素材 ステンレススチール304/430、
アルミニウム、
ポリ
エステル 構成品 コッペル3.3L、
コッペル1.8L、
コッペル1.4L、
フライパン20、
メッシュバスケット、
キャリーバッグ

商品名 プレミアムフライパン 型番 K8T3K001 カラー ブラック 重量 670g 規格 20 20 (h)5.5cm / 収納 - 23
23 (h)6cm 素材 ステンレス 430、アルミ材、
ポリエステル 構成品 フライパン、
ウッドハンドル、
キャリーバッグ
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プレミアムSTS食器セット ファミリー

プレミアムSTS食器セット カップル用

商品名 プレミアムSTS食器セット ファミリー 型番 K20T3K002 カラー ブラック 重量 3.7kg 規格 31x25x(h)9cm
素材 ステンレス304、
ポリエステル 構成品 ソースボールX4ea、
ライスボウルX4ea、
スープボウルX4ea、
フラットボウル
21X3ea、
フラットボウル22.5X2ea、
サラダプレート、
キャリーバッグ

商品名 プレミアムSTS食器セット カップル用 型番 K20T3K001 カラー ブラック 重量 1.7kg 規格 25x25x(h)8cm
素材 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、
ライスボウル X2ea、
スープボウル X2ea、
フラットボウル21、
フラットグロット22.5X2ea、
キャリーバッグ

衛生的なハンドル仕上げ

プレミアムSTSフードプレート

ストップ

ライスボウル

スープボウル

ボウル21

ボウル22.5

サラダプレート

商品名 プレミアムSTSフードプレート 型番 K20T3K003 重量 420g 規格 Ø225/Ø165x(h)40mm (ハンドルなし
Ø29/Ø165x(h)65mm (ハンドル含む) 素材 ステンレス鋼304、
メッシュ 構成品 本品、
収納袋
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ゆとりあるサイズと厚みのある格子
5Tの厚さで製造しているので熱による変形が少なく、
こびりつきにくいブラックマーブルコーティングを施しているので、お手入れも簡単な鉄板です。

底面にギザギザの固定溝を施しているので、
バーナー使用時の振動が少なく、安定した使用が可能です。

イグニスデザイングリドル400
商品名 イグニスデザイングリドル400 型番 K21T3G05 重量 1.8kg 規格 40x40x(h)3.7cm 素材 アルミニウム、
木
構成品 本体、
ウッドハンドルX2ea、
キャリーバッグ
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ハイセラミックコーティングを施し、シーズニング不要の鉄板
面倒なシーズニングが不要なハイセラミックコーティングと
強靭なミルスケール鉄板を使用し、
素材本来の味を活かしたより美味しい料理を楽しむことができます。

脚長調整

イグニスコーティンググリドル600
商品名 イグニスコーティンググリドル600 型番 K20T3G004 カラー ブラック 重量 6.5kg 規格 60 48（h）
33
~57cm / 収納時 - 62 49（h）
4cm 素材 本体 - 鉄板 / 脚 - ステンレス 構成品 本体、
高さ調節脚X3ea、
ストリング、
キャリーバッグ

イグニス テーブルグリドル

イグニスコーティンググリドルミニ

商品名 イグニス テーブルグリドル 型番 K20T3G008 カラー ブラック 重量 3kg 規格 47.5x33.5x(h)11~15cm
(ハンドル含む)/3T/収納時 - 50x37x(h)4cm 素材 黒鉄板、
ステンレス 構成品 本品、
高さ調整脚x3ea、
ストリング、
キャリーバッグ

商品名 イグニスコーティンググリドルミニ 型番 K20T3G003 カラー ブラック 重量 1.1kg 規格 27.5x22x(h)1.5cm
/ 硬水- 29x23x(h)2.5cm 素材 本体-鉄板 / クランプハンドル - ステンレス 構成品 本品、
クランプハンドル、
キャリーバッグ

環状に配置されたグリッドと簡単に連結可能

グリッドプレート
商品名 グリッドプレート 型番 K20T3G005 重量 130g 規格 39x11x(h)1.5cm 素材 ステンレス 構成品 本品
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カラビナ接続穴

ポケットクリーナー
商品名 ポケットクリーナー 型番 K21T3K09 カラー ブラウン 重量 250g 規格 21 9cm (刃 - 9 6cm / ハンドル
10.5 3cm) 素材 ステンレススチール
（3Cr13）
、
木材、
PU 構成品 本品、
ケース
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シェフキッチンツールセット

キッチンセット

商品名 シェフキッチンツールセット 型番 K9T3K011 カラー ブラック 重量 1.1kg 規格 21x31x(h)6.5cm 素材
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 包丁、
ハサミ、
トング、
レードル、
まな板、
ボウル、
ヘラ、
ポーチ

商品名 キッチンセット 型番 K5T3K008 カラー レッド 重量 1kg 規格 21x36x(h)5.5cm 素材 ポリエステル、
ステンレス、
ABS樹脂、
PP、
メッシュ 構成品 包丁、
ハサミ、
トング、
レードル、
まな板、
ヘラ、
ポーチ

ナイフ(5x29cm)

ハサミ(9x25.5cm)

トング(4.7x22.5cm)

Knife

Scissor

Tongs

レードル(27cm/Ø7.50)

Ladle

まな板(28x17.5cm)

ヘラ(7x19cm)

Chopping board

Spatula

食器セット 25P

テーブルウェアセット22P

商品名 食器セット 25P 型番 K21T3K11 カラー ブラック 重量 2.3kg 規格 24x24x(h)10cm 素材 ポリエステル、
ステンレス、
メッシュ 構成品 器X4ea、
飯碗X4ea、
スープ碗X4ea、ディスプレイ 16X3ea、
ディッシュ 18X4ea、
折り
たたみ 20X3ea、
皿 XLX3ea、
収納ケース

商品名 テーブルウェアセット22P 型番 K4T3K001 カラー レッド 重量 1.6kg 規格 24x24x(h)8.5cm 素材 ポリエス
テル、
ステンレス、
メッシュ 構成品 醤油皿4ea、
ライスボウルX4ea、
スープボウルX4ea、
プレート15X2ea、
プレート18X
4ea、
ディッシュ20X2ea、
ディッシュXLX2ea、
ポーチ

食器セット 17P

食器セット 15P

ステンレスケトル0.8L

商品名 食器セット 17P 型番 K3T3K001 カラー グリーン 重量 1.3kg 規格
24x24x(h)8.5cm 素材 ポリエステル、
ステンレス、
メッシュ 構成品 醤油皿X
4ea、
ライスボールX4ea、
スープボールX4ea、
プレート18X4ea、プレートXL、
ポーチ

商品名 食器セット 15P 型番 K7T3K001 カラー グレー 重量 980g 規格
18 18 (h)8cm 素材 ポリエステル、
ステンレス、
メッシュ 構成品 醤油皿X
4ea、ライスボウルX6ea、
プレート16X2ea、プレート18X3ea、
ポーチ

商品名 ステンレスケトル0.8L 型番 K21T3K08 重量 250g 規格 14.5（h）
13.5cm
（ハンドル含む）/ 0.8L 素材 ステンレス 構成品 本品
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様々な形状の洋食カトラリーセット
カトラリーを衛生的に保管でき、
ナイフとフォークがセットになった様々な形状の情緒的なカトラリーセットです。

ツインウッドカトラリーセット

プレミアムカトラリーセット

商品名 ツインウッドカトラリーセット 型番 K21T3K10 カラー サンド 重量 170g 規格 Ø7.5x(h)24cm 素材 EVA、
キャンバス、
ウッド 構成品 木箸X4ea、
ウッドスプーンX4ea、
ケース

商品名 プレミアムカトラリーセット 型番 K9T3K005 カラー ブラック 重量 1.3kg 規格 ポーチ - 25.5 12.5(h)16cm
（ウッドベース - 23 8.5 (h)3cm）素材 ポリエステル、
ステンレス、
PP、
木、
綿混紡 構成品 スプーンX4ea. 箸X4ea、
フォークX4ea、
カトラリー入れ、
木台、
ポーチ

両アイレットはハンガーに掛けて使用することができます。
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洋食器カトラリーセット

トライカトラリーセット

カトラリーセット

商品名 洋食器カトラリーセット 型番 K22T3K01 カラー アイボリー 重量 640g 規格 32x26cm 素材 キャンバス、
ステンレス、
PP 構成品 スプーンX4ea、
箸X4ea、
フォークX2ea、
ナイフX2ea、
ケース

商品名 トライカトラリーセット 型番 K9T3K004 カラー ブラック 重量 420g 規格 34x10x(h)17cm / 収納時 - 11
x4x(h)24cm 素材 ポリエステル、
ステンレス、
メッシュ 構成品 スプーンX4ea、箸X4ea、
フォークX4ea、
ポーチ

商品名 カトラリーセット 型番 K4T3K003 カラー レッド 重量 428g 規格 10x10x(h)24.5cm / 収納時 - 12x
3.5x24.5cm 素材 ポリエステル、
ステンレス、
メッシュ 構成品 スプーンX4ea、
箸X4ea、フォークX4ea、
ポーチ
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いつも実用的な調味料セット、スパイスボックス

真空二重成形とステンレス素材による衛生的なカップセット

アウトドアやキッチンで便利に使えるスパイスボックスです。
容積・重量を最小限に抑え、種類別に分けて便利にお使いいただけます。

真空二重成形で作られたマグカップは、熱い飲み物や冷たい飲み物の放出を最小限に抑え、
ステンレスを使用することで衛生的かつ安全に使用することができます。

スパイスボックスL

スパイスボックスM

NEW ブラックマグ 5P

ダブルマグ 6P

商品名 NEW ブラックマグ 5P 型番 K21T3K03 カラー ブラック 重量 835g (1カップ - 110g) 規格 12x12x(h)28
cm (カップ - 8.5/6x(h)9cm/フレーム - 11x11x(h)26cm) 素材 ポリエステル、
ステンレス 構成品 マグX5ea、
フレー
ム、
ポーチ

商品名 ダブルマグ 6P 型番 K4T3K004 カラー レッド 重量 960g (1カップ - 110g) 規格 12x12x(h)32.5cm(カッ
プ - 8.5/6x(h)9cm/フレーム - 11x11x(h)29.5cm) 素材 ポリエステル、
ステンレス、
メッシュ 構成品 マグX6ea、
フ
レーム、
ポーチ

ダブルマグ 4P

エッグターム 2P

商品名 エッグターム 2P 型番 K9T3K010 カラー ブラック 重量 1ea-173g (蓋含む) 規格 9x9x(h)11cm / 350ml
商品名 ダブルマグ 4P 型番 K9T3K001 カラー グレー 重量 690g (1カップ-110g) 規格 12x12x(h)22.5cm (カッ
プ - 8.5/6x(h) 9cm / フレーム-11x(h) 21.5cm) 素材 ポリエステル、
ステンレス、
メッシュ 構成品 マグX4ea、
フレーム、 素材 ステンレススチール304 構成品 本品X2ea
ポーチ

商品名 スパイスボックスM 型番 K9T3K002 カラー ブラック 重量 270g 規格 20x10x(h)11cm 素材 ポリエステル、
商品名 スパイスボックスL 型番 K9T3K003 カラー グレー 重量 437g 規格 25 16.5 (h)10.5cm 素材 ポリエステ
PP、
メッシュ 構成品 粉末調味料容器 100mlX2ea、
角粉末容器 120mlX2ea、
液体調味料容器 90mlX4ea、
ル、
PETE、
PP、
メッシュ 構成品 粉末調味料容器 100mlX3ea、
液体調味料容器 90mlX3ea、
角粉末容器 120mlX2ea、 PETE、
ポーチ
スプーン、
ポーチ
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スパイスボックスS

スパイスボックス ミニ

商品名 スパイスボックスS 型番 K5T3K001 カラー レッド 重量 203g 規格 15x10x(h)10.5cm 素材 ポリエステル、
PETE、
PP、
メッシュ 構成品 粉末調味料容器 100mlX3ea、
液体調味料容器 90mlX3ea、
ポーチ

商品名 スパイスボックス ミニ 型番 K6T3K001 カラー レッド 重量 115g 規格 9.5x4x(h)18.5cm 素材 ポリエステル、
PETE、
PP、
メッシュ 構成品 粉末調味料容器 20mlX3ea、
液体調味料容器 18mlX2ea、
ポーチ

キャンピングカップ 8P

ウェーブコールドカップ 2P

商品名 ウェーブコールドカップ 2P 型番 K8T3K007 カラー ブラック、
レッド 重量 185g 規格 9.5/6.5x(h)12.5cm
商品名 キャンピングカップ 8P 型番 K5T3K007 カラー レッド 重量 460g
（70ml 1ea - 25g / 300ml 1ea - 80g）
規格 7.5 7.5（h）
13cm（70ml - 3.3/5.3（h）
5.8cm / 300ml - 6/7.3（h）
10cm）素材 ポリエステル、
ステンレス、 素材 ステンレス 構成品 カップX2ea
メッシュ 構成品 70mlX4ea、
300mlX4ea、ポーチ
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Kitchen & BBQ

キャンプクッキングの火力を守る風防
様々な角度に調整でき、バーナーに応じて使い分けられる汎用性の高い風防です。
屋外だけでなく屋内でも使用でき、食材や油の飛散を防ぎます。

イグニスグリドル 600

イソガスホース穴

ビエントウィンドシールドL
商品名 ビエントウィンドシールドL 型番 K21T3K05 カラー ブラック、
サンド 重量 4.6kg 規格 112x(h)/50cm
（標準使用時 - 57x28x(h)50cm）
/収納時 - 52x31x(h)5.5cm 素材 鉄、
キャンバス 構成品 本品、
キャリーバッグ
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ビエント フロントガラス S
商品名 ビエント フロントガラス S 型番 K21T3K04 カラー ブラック、
サンド 重量 1.9kg 規格 112x(h)25cm
(標準使用 - 56x29x(h)25cm) / 保管 - 28x25x(h)6cm 素材 スチール、
キャンバス 構成品 本品、
キャリーバッグ
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Kitchen & BBQ

料理をもっとすっきり楽しむためのキッチン小物
料理の飛び散りや汚れを軽減するエプロンやテーブルクロス。
KZMならではの感性を盛り込んだデザインで、キャンプ料理の楽しさをプラスしてください。

ウエストサイズ調整
広々としたポケットと多目的ループ
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ガラエプロン

ワイドテーブルクロス

テーブルクロス

商品名 ガラエプロン 型番 K20T3G002 カラー ネイビー 重量 370g 規格 68x(h)193cm / ウエスト - 90~105cm
素材 綿100% 構成品 本品

商品名 ワイドテーブルクロス 型番 K8T3Z003 カラー グレー重量 420g 規格 210x120cm 素材 ポリエステル
構成品 本品

商品名 テーブルクロス 型番 K5T3T005 カラー レッド 重量 305g 規格 118x156cm 素材 ポリエステル 構成品
本品
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Kitchen & BBQ

テントやタープなど、
さまざまなポールに使用可能

レベリング用ウェビングストラップ

ウォーターボトル固定用穴 (Ø35)

バランスドライヤーネット
商品名 バランスドライヤーネット 型番 K20T3K12 カラー ブラック 重量 700g 規格 38.5x38.5x(h)85cm ( 1cm)
/ 穴径 - Ø35 / 収納 - 38.5x38.5x(h)3.5cm ( 1cm) 素材 ポリエステル、
メッシュ 構成品 本品、
キャリーバッグ
バッグ

2WAYマルチバスケット

キャンピングシンクボール27L

商品名 2WAYマルチバスケット 型番 K8T3K005 カラー グレー 重量 500g 規格 32 32 (h)26.5cm 素材 ポリウレ 商品名 キャンピングシンクボール27L 型番 K4T3K002 カラー ベージュ 重量 370g 規格 36x36x(h)26.5cm
（メッシュポケット - 24.5x21.5cm、
洗剤容器 - 4.5x2.3x10.3cm）素材 ターポリン
（PVCタイプ）構成品 洗濯トレイ、
タン
（PVCタイプ）構成品 本品
サイドメッシュポケット、
洗剤

レベル調整用ウェビングストラップ
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角型食器乾燥機用ネット

フレキシブルウォーター カラー 20L

フレキシブルウォーターカラー 10L

商品名 角型食器乾燥機用ネット 型番 K3T3K009 カラー ブラック 重量 800g 規格 37.5x37.5x(h)100cm ( 1cm)
/ 収納時 - 37.5x37.5x3.5cm ( 1cm) 素材 ポリエステル、
メッシュ 構成品 乾燥ネット、
キャリーバッグ

商品名 フレキシブルウォーター カラー 20L 型番 K9T3K009 重量 300g 5% 規格 32x28x27cm / 20L /
保管 - 23x25x6cm 素材 100% 食品グレード LDPE 構成品 本品

商品名 フレキシブルウォーターカラー 10L 型番 K9T3K008 重量 210g 5% 規格 23x21x35cm / 10L 素材
100% 食品グレード LDPE 構成品 本品
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優れた保冷機能とエアロックシステムを搭載したソフトクーラー
冷気を逃がさないエアロックシステムと、
20mm厚の内紙とシールファスナーで優れた保温性を実現しました。

スカディ ソフトクーラー 45L

スカディ ソフトクーラー 25L

商品名 スカディ ソフトクーラー 45L 型番 K20T3K008 カラー カーキ 重量 1.8kg 規格 56x37x(h)34 cm /
収納 - 56x38x(h)16cm 素材 PVC、
PE FOAM 構成品 本品

商品名 スカディ ソフトクーラー 25L 型番 K21T3K07 カラー ブラック 重量 700g 規格 35x35x(h)30cm /
収納時 - 35x30x(h)14cm 素材 PVC、
PE FOAM 構成品 本品

スタッキングボックスと併用することで、保冷効果があります。

スカディ ソフトクーラー 15L
商品名 スカディ ソフトクーラー 15L 型番 K20T3K007 カラー ブラック 重量 900g 規格 32x27x(h)30cm /
収納 - 32x28x(h)16cm 素材 PVC、
PE FOAM 構成品 本品
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Kitchen & BBQ

厚手の内装材で効果的な保冷力を発揮するハードクーラー
厚手の発泡ポリウレタンを使用し、
効果的な保冷力で食品・飲料を長時間冷やします。

アイスクーラー 51L

アイスクーラー 29L

商品名 アイスクーラー 51L 型番 K6T3A015 カラー ブラック 重量 7.5kg 規格 外寸 - 57 37（h）
42cm / 内寸 52x32.5x(h)34cm 素材 外側 - ステンレス、
鉄製／内側 - ポリプロピレン、
発泡ポリウレタン 構成品 本品

商品名 アイスクーラー 29L 型番 K6T3A014 カラー ブラック 重量 4.7Kg 規格 外側 - 47 30（h）
34cm / 内側 42.5 26.5（h）
28cm 素材 外側 - ステンレススチール、
鉄製 / 内側 - ポリプロピレン、
ポリウレタンフォーム 構成品
本品

耐久性に優れたブラックフレーム
クーラーを底面から保護できるクーラースタンドで、
高強度アルミで耐久性があり、折りたたみ式で持ち運びや収納に便利です。
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アトラスクーラースタンド

ブラックキューブ・アイクーラー 13L

商品名 アトラスクーラースタンド 型番 K20T3K006 カラー ブラック 重量 1.4kg 耐荷重 100kg 規格 50x40x
(h)33cm / 収納時 - 53x11.5x8.5cm 素材 アルミニウム、
ポリエステル、
EVAフォーム 構成品 本品、
キャリーバッグ

商品名 ブラックキューブ・アイクーラー 13L 型番 K20T3K010 カラー ブラック 重量 3.2kg 規格 外側 - 32 24 38
cm / 内側 - 25.5 19.5 27.5cm 素材 外側 - ステンレス、
鉄 / 内側 - ポリプロピレン、
発泡ポリウレタン 構成品 本品
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食器やキッチンツールをまとめて収納できるシェフボックス
キャンプ用のキッチン用品をひとまとめに整理できる、
シンプルで実用的で便利なシェフボックスで、強い耐久性で中身を保護します。
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ダイナークッキングボックス

シェフボックス

火口鉄板コンロ

商品名 ダイナークッキングボックス 型番 K20T3K009 カラー ブラック 重量 700g 規格 20x17x(h)25cm 素材
PVC、
PE板 構成品 本品

商品名 シェフボックス 型番 K20T3K004 カラー ブラック 重量 2.5kg 規格 45x36x(h)31cm / 収納 - 45x36x
(h)13cm 素材 EVA、
ポリエステル、
PEフォーム + PE SHEET 構成品 本品、
ショルダーストラップ、
中仕切りX3ea

商品名 火口鉄板コンロ 型番 K22T3K02 カラー ブラック 重量 1.2kg 規格 260x260x(h)160mm / 収納 - 210x
210x(h)125mm 素材 鉄、
ステンレス、
アルミ、
銅 構成品 本品、
EVAケース
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サークルディライトMX

ルミナスストーブ

商品名 サークルディライトMX 型番 K21T3G02 重量 7.5kg 規格 Ø38x(h)23cm / 収納時 - Ø40x(h)14cm 素材 スチール、
ポリエステル 構成品 本品、
キャリーバッグ

商品名 ルミナスストーブ 型番 K21T3G03 重量 3.5kg 規格 32 25 (h)20cm / 収納時 - 34 28 (h)19cm 素材 ステンレス、
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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強火力
火力
強盗

弱火力
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1段階
２段階
３段階

キャンプファイヤーMX

BBQ用チャコールトング＋ブラシセット

商品名 キャンプファイヤーMX 型番 K7T3G001 カラー グレー 重量 8.5kg 規格 40x39x(h)36.5cm / 収納48x48
x8cm 素材 ステンレス、
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、
チャコールスタンド、
プレート、
キャリーバック

商品名 BBQ用チャコールトング＋ブラシセット 型番 K5T3G008 重量 チャコールトング-140g / グリルブラシ-85g
規格 チャコールトング-3x44.5cm / グリルブラシ-7x21cm 素材 ステンレススチール、
真鍮、
PP 構成品 トング、
グリル
ブラシ

シーシルバーチャコール
商品名 シーシルバーチャコール 型番 K20T3G006 重量 1.2kg
（木炭1Kg＋成形0.2Kg）種類 粗 原料 堅木 品質
木炭 高発熱量 7,000kcal/kg / 水分
（湿）
10.0%以下／灰分 5.5%以下／着火炭 - 高発熱量 6,000kcal/kg／水分
（湿分）10.0%以下／灰分 25.0%以下／添加物 澱粉 5.0%／錯化剤 植物精油 7.0% 成分 木材、
着火炭

ココナッツブリケット
商品名 ココナッツブリケット 13L 型番 K20T3G007 重量 1kg 品質 高発熱量 5,000kcal/kg / 水分
（湿分）10.0
%以下 / 灰分 25.0%以下 / 添加物 澱粉 5.0% / 複合化剤 精製植物油 7.0% 構成品 本品
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Mat &
Sleeping Bag
新しい土地で快適な睡眠を体験するのは、
決して簡単なことではありません。
そんな我が家だからこそ、
どこよりも快適な生活空間を想像する。
どこでも快適なベッドを提供したい。
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Sleeping Bag & Mat
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Sleeping Bag & Mat

自宅のような快適さと安定感を実現したプレミアムエアマット
クッション性と柔らかさを両立させた、自宅のような心地よさを実現するエアマットです。
7.5cmの厚みと回転弁を応用し、素早く熱風を注入・排出することが可能です。

リターンエアシステム付きロータリーバルブ

エアポンプ付き

AIR BUMP MAT

リターンエアシステム
Return air system
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ファストメモリーフォームの膨張
Fast memoryfoam

TPUコーティング
TPU coating

7.5T厚の内装材

7.5T Thick mattress

ノンスリップ

エアバンプダブルセルフインセクトマター 7.5
商品名 エアバンプダブルセルフインセクトマター 7.5 型番 K21T3M05 カラー サンド 重量 5kg 規格 130x200x
(h)7.5cm / 保管 30x30x(h)70cm 素材 上部- 30D Stretch Fabric、
TPU / ボトム - 150D oxford with ripstop、
TPU / フォーム- φ3.5cm horizontal punch / バルブ-2pcs NT valves with diamond base 構成品 マット、
修理
キット、
エアーポンプ、
キャリーバッグ
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ソフトなクッション感でいつでもどこでも快適なエアマット

保温性に優れ、快適なクッション性を備えた暖かな寝袋

面倒な注入をしなくても、
自動的に空気が入る自給自足型のマットです。

保温性に優れたポリエステルファイバー100％の中綿を使用し、
使用時には暖かく快適な寝心地を提供します。

モノグラム エアーチューブ マット ダブル
商品名 モノグラム エアーチューブ マット ダブル 型番 K20T 3M004 カラー ブラック 重量 4kg 規格 190x135 x
(h)5cm / 収納-22x22x(h)66cm 素材 75D ポリエステルポンジ、
ノンスリップポリエステルPVCコーティング 構成品
主製品、
ゴムバンド、
ASキット、
エアポンプ
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モノグラム エアチューブ マット シングル
商品名 モノグラム エアチューブ マット シングル 型番 K20T3M003 カラー ブラック 重量 2.2Kg 規格 190x65x
（h）
5cm / 保管時-16x16x
（h）
66cm 素材 75Dポリエステルポンジ、
ノンスリップポリエステルPVCコーティング
構成品 本体、
ラバーバンド、
ASキット、
エアポンプ

ソリッドエアーチューブマット ダブル

エアチューブマットシングル

商品名 ソリッドエアーチューブマット ダブル 型番 K20T3M002 カラー サンド 重量 4kg 規格 190x133x
（h）
5cm
/ 収納時-22x22x
（h）
66cm 素材 75Dポリエステルポンジ、
ノンスリップポリエステルPVCコーティング 構成品 本体、
ゴムバンド、
ASキット、
エアーポンプ

商品名 エアチューブマットシングル 型番 K20T3M001 カラー サンド 重量 1.8kg 規格 190x66x
（h）
5cm / 収納時22x22x
（h）
66cm 素材 75Dポリエステルポンジ、
ノンスリップポリエステルPVCコーティング 構成品 本体、
ラバーバンド、
ASキット、
エアポンプ、
キャリーバッグ

ユーピーク 2000

ユーピーク 1300

商品名 ユーピーク2000 型番 K9T3M002 カラー サンド 重量 2.7kg
（ 50g）規格 210 90cm / 収納時-45 35
（h）
35cm 素材 裏地-ポリエステル起毛ポンジー / 表地-ポリエステルタフタ エンボスW/Rシアー / 中材-ポリエステル
ファイバー100％ 構成品 本品、
ケース

商品名 ユーピーク1300 型番 K9T3M001 カラー レッド、
ブルー 重量 2Kg ( 50g) 規格 210x90cm / 収納時45x25x(h)25cm 素材 裏地-ポリエステル起毛ポンジ / 表地-ポリエステルタフタ エンボスW/Rシレ / 中身-ポリエ
ステル100% 構成品 本品、
ケース
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Sleeping Bag & Mat

着脱が簡単なリアルビバドームシェルターマット
厚手で柔らかい素材を使用しているので肌触りが良く、
マジックテープによる着脱方式を採用しているので、設置や収納はもちろん、洗濯にも便利です。

持ち運びに便利なハンドル
収納や洗濯に便利な着脱式マジックテープ採用
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ビバドームコージーマット

アートブランケット

商品名 ビバドームコージーマット 型番 K22T3M01 重量 5.4kg 規格 320x320cm / 収納 58x18x(h)46cm
素材 ポリエステル 構成品 マットX2ea、
キャリーバッグ

商品名 アートブランケット 型番 K21T3209 重量 1.8kg 規格 180x215cm / 収納時 -45x15x15cm 素材 ポリ
エステル70%、
綿30% 構成品 本品、
ストラップ
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Camping
Gear
テントを独立させることで、
新たな生活空間を作ることができる
様々なキャンプ用品をご紹介しています。
ハンマーでペコペコと打ち込んで作る自分だけのスペースで
快適で幸せなキャンプライフを楽しむことができます。
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Camping Gear

広い収納スペースと移動に便利なワゴン
広い収納スペースを確保し、
さまざまなアウトドアに対応。
いつでも便利に移動できるようサポートするペリカンワゴンです。

ペリカンワゴン
商品名 ペリカンワゴン 型番 K20T1C013 重量 10.3kg 耐荷重 50kg 規格 97 52（h）
56cm / 収納時-29.5
19（h）
76cm 素材 ポリエステル、
スチール、
PE 構成品 ワゴン、
キャリーバッグ
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アルミポール仕様ガイド
長さ調整可能なアルミポールでタープの幅を調整でき、
様々なサイズのタープに対応します。

フライアップ2.4 4段 240cmまで

フライアップ1.9 3段 190cmまで

4段調整式アルミポール 280cmまで

5段階式アルミポール 250cmまで

5段式アルミポール 180cmまで

アルミポール 180cmまで

フライアップ2.4

フライアップ1.9

商品名 フライアップ2.4 型番 K20T3F002 重量 730g 規格 Ø28x(h)200~240cm 素材 アルミニウム 構成品
本品

商品名 フライアップ1.9 型番 K20T3F001 重量 550g 規格 Ø25x(h)150~190cm 素材 アルミニウム 構成品
本品

4段変速アルミポール 280

5段変速アルミポール 250

商品名 4段変速アルミポール 280 型番 K22T3704 重量 1.25kg 規格 Ø33x(h)243-280cm 素材 アルミニウム
構成品 本品

商品名 5段変速アルミポール 250 型番 K22T3F03 重量 610g 規格 Ø22x(h)203~250cm 素材 アルミニウム
構成品 本品

5段式アジャスタブルアルミポール 180

アルミポール180

商品名 5段式アジャスタブルアルミポール 180 型番 K22T3F02 重量 400g 規格 Ø19x(h)150~180cm 素材
アルミニウム 構成品 本品

商品名 アルミポール180 型番 K22T3F01 重量 460g 規格 Ø22x(h)180cm 素材 アルミニウム 構成品 本品
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ブタンガス用ドリル

鍛造ペグ 40cm
商品名 鍛造ペグ 40cm 型番 K8T3F004 重量 689g
（1本-344g）規格 Ø10x40cm 素材 鋳鋼
（鉄）構成品 ペグX2ea

鍛造ペグ 30cm
商品名 鍛造ペグ 30cm 型番 KBT3F003 重量 702g
（1個-175g）規格 Ø8x30cm 素材 鋳鋼
（鉄）構成品 本品

タンクハンマー
商品名 タンクハンマー 重量 1kg 規格 12.5x4x(h)32cm 素材 鋳鉄、
アルミニウム、
プラスチック 構成品 本品
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鍛造ペグ 20cm
商品名 鍛造ペグ 20cm 型番 K8T3F002 重量 282g
（1個-71g）規格 Ø7x20cm 素材 鋳鋼
（鉄）構成品 本品
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様々な使い方ができるアウトドアキャンプ用品
高強度スチール製のフィールドスコップ＆ハチェットと、
アウトドアに欠かせないランタンがセットで使えるランタンスタンドです。

フィールドショベルS

フィールドシャベルL

商品名 フィールドショベルS 型番 K7T3F003 重量 560g 規格 9.5x4.5x(h)40.5cm ／収納 -9.5x5.5x(h)15cm
素材 ポリエステル、
スチール 構成品 本体、
収納ケース

商品名 フィールドシャベルL 型番 KTT3F004 重量 1.2kg 規格 15.5x5.5x(h)58cm / 収納 -19x6x(h)26.5cm
素材 ポリエステル、
スチール 構成品 本体、
収納ケース

ハチェット
商品名 ハチェット 型番 KST3T010 重量 850g 規格 14x36cm 素材 スチール、
PVC、
ウレタン、
ポリエステル 構成品
手斧、
安全キャップ、
保護ケース
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2WAY ランタンハンガー

タワーランタンスタンド

商品名 2WAY ランタンハンガー 型番 K8T30001 重量 100g 規格 Ø6x51
（幅）
x260
（長さ）
mm 素材 スチール、
クロムメッキ、
PVC 構成品 本品

商品名 タワーランタンスタンド 型番 K7T30007 重量 1.5kg 規格 65x(h)225cm / 収納-80x7x(h)9cm 素材
アルミニウム、
スチール 構成品 本体、
ペックX3ea、
キャリーバッグ
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高級感のあるデザインのストッパー

デッキでも自由なキャンピングライフを

高級感のあるデザインとカラーで、
紐を使うときに便利な三角・ピーナッツ型ストッパーです。

鍛造ペグの使用が困難なデッキでも
簡単にテント・タープを設置できるデッキパック2種。

ヤヌス トライアングルストッパー 8P

ヤヌス ピーナッツストッパー 10P

アンカーデッキペグ 8P

ネジ式デッキペグ 18P

商品名 ヤヌス トライアングルストッパー 8P 型番 K20T3F005 カラー ブラック、
メタルグレー 重量 96g
（1~12g）
規格 60x54x(h)10mm 素材 アルミニウム 構成品 ストッパーx8ea

商品名 ヤヌス ピーナッツストッパー 10P 型番 K20T3F004 カラー ブラック、
メタルグレー 重量 60g
（1ea-6g）
規格 16x45x(h)8mm 素材 アルミニウム 構成品 ストッパーX10ea

商品名 アンカーデッキペグ 8P 型番 K7T3F002 重量 90g
（1ea〜8g）規格 6.7x3.6x(t)0.4cm) 素材 アルミニウム
構成品 ペグX8ea

商品名 ネジ式デッキペグ 18P 型番 K7T3F001 重量 136g
（1ea - 6g）規格 55x30x(t)5mm 素材 アルミニウム、
エポキシ 構成品 ペグX18ea
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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
ナイフ、
ドライバー、栓抜きなど多彩なツールがひとつになり、
様々な使い方ができるワイルドプロマルチツールです。

ワイルドプロ WP-S105
商品名 ワイルドプロ WP-S105 型番 K20T30006 重量 150g 規格 収納時-105mm 素材 ステンレス420、
プラスチックABS 構成品 本品
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ワイルドプロ WP-K240

ワイルドプロ WP-S103

商品名 ワイルドプロ WP-K240 型番 K20T30010 重量 525g 規格 240mm 素材 ステンレススチール2CR14、
木材 構成品 本品、
収納ケース

商品名 ワイルドプロ WP-S103 型番 K20T30007 重量 160g 規格 収納時-103mm 素材 ステンレススチール420、
木材 構成品 本品

ワイルドプロ WP-H147

ワイルドプロ WP-P105

ワイルドプロ WP-S090

ワイルドプロ WP-S071

ワイルドプロ WP-S060

商品名 ワイルドプロ WP-H147 型番 K20T30008 重量 285g 規格 収納時-147mm 素材 ステンレススチール
420、
木材 構成品 本品

商品名 ワイルドプロ WP-P105 型番 K20T3O009 重量 235g 規格 収納時-105mm 素材 ステンレススチール
420、
木材 構成品 本品

商品名 ワイルドプロ WP-S090 型番 K20T3O004 重量 60g 規格
収納時-90mm 素材 ステンレス420、
アルミニウム 構成品 本品

商品名 ワイルドプロ WP-S071 型番 K2013O005 重量 60g 規格 収納時71mm 素材 ステンレス420 構成品 本品

商品名 ワイルドプロ WP-S060 型番 K20T3O003 重量 40g 規格 収納時60mm 素材 ステンレス420、
アルミ 構成品 本品
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ちょっとした不便を解消し、
狭い空間を埋める様々なキャンプ用品を使った瞬間、
すべてが満たされたような感覚になります。
明るい光を提供するランタンから、
快適な眠りを誘う枕まで
カズミのキャンプアクセサリーとして、
不足のない快適な休憩空間を提供します。
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ギルバート ランタン
商品名 ギルバート ランタン 型番 K21T3O02 規格 ランタン-Ø9x22cm / フレーム-Ø8/12x(h)8cm / シェード-Ø
24cm / 収納Ø15x(h) 27.5cm 素材 PC、
ABS、
シリコン、
アルミ、
人工皮革 構成品 本品、
フレーム、
ランプシェード、
充電ケーブル、
キャリーバッグ
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モダンハイブランタン
スタンドタイプ

吊り下げ式

スタンドタイプ

吊り下げ式

商品名 モダンハイブランタン 型番 K21T3O01 規格 7.5x14x(h)19cm
（スタンドタイプ）
、
遮光-Ø20cm/収納時Ø11.5x(h)24cm 素材 PC、
ABS、
シリコン、
SUS304、
FE、
人工皮革 構成品 本体、
キャリーハンドバッグ
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キャンプ気分を盛り上げるテーブルマット
厚みのあるフェイクレザーを使用し、丈夫さと高級感をプラス。
テーブルを保護し、表面に撥水加工を施しているため耐水機能にも優れています。

滑りにくいスエード素材

ウィンサムロールマットL
商品名 ウィンサムロールマットL 型番 K21T3Z03 カラー ダークブラウン 重量 580g 規格 113 54cm / 収納-Ø7
54cm 素材 人工皮革 構成品 マット、
キャリーバッグ
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ウィンサムロールマットM

ウィンサムロールマットS

ハドリングイソガスウォーマー 230

ハードリングイソガスウォーマー 450

商品名 ウィンサムロールマットM 型番 K21T3202 カラー ダークブラウン 重量 410g 規格 82x54cm / 収納 -Ø6
x54cm 素材 人工皮革 構成品 マット、
キャリーバッグ

商品名 ウィンサムロールマットS 型番 K21T3Z01 カラー ダークブラウン 重量 210g 規格 56.5x37cm / 収納時 -Ø5
x37cm 素材 人工皮革 構成品 マット、
キャリーバッグ

商品名 ハドリングイソガスウォーマー 230 型番 K21T3Z16 カラー クリーム 重量 70g 規格 11x(h)8cm / 収納
時 - 36x11cm 素材 人工皮革 構成品 本品

商品名 ハードリングイソガスウォーマー 450 型番 K21T3Z17 カラー クリーム 重量 90g 規格 11x(h)14cm / 収
納時-36x16.5cm（h）
35cm 素材 人工皮革 構成品 本品
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燃料をスムーズに使えるマッフルガスウォーマー

キャンバス生地に感性をプラスしたツールケース

高級感のある生地とデザインにこだわったマッフルガスウォーマーです。
裏地にスエード調の生地を採用し、保温効果を高めています。

キャンプに必要な道具を収納するためのケースです。
キャンバス生地を使用し、情緒あるキャンプにふさわしい小物です。

茶葉用ウッドハンガー付き

ハンマー固定用ベルクロ

サイドライターポケット
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マッフルガスウォーマー

ロールアップキッチンツールケース

ツールケース

商品名 マッフルガスウォーマー 型番 K21T3Z07 カラー クリーム、
マスタード 重量 55g 規格 28.5(h)15cm 素材
合成皮革 構成品 本品

商品名 ロールアップキッチンツールケース 型番 K21T3K02 カラー ブラック、
タン 重量 435g 規格 38 60cm / 収納
時 -Ø10 42cm 素材 キャンバス、
ケヤキ 構成品 本品、
木棒、
ひも

商品名 ツールケース 型番 K21T3B06 カラー ブラック、
ブレット 重量 450g 規格 50x43cm / 収納時43x2x18cm
素材 キャンバス、
人工皮革 構成品 本品、
木製の棒、
紐
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二重空気栓

エアバンプ プレミアムピロー
商品名 エアバンプ プレミアムピロー 型番 K21T3M06 カラー サンド 重量 500g 規格 34x52x(h)7.5 cm / 収納時
-12x12x(h)35cm 素材 上部 - 30D Stretch Fabric, TPU / 下部 -190T Polyester with Ripstop, TPU / バルブ
-Dual layer valve 構成品 枕、
修理キット、
キャリーバッグ

スカディソフトクーラー25Lと組み合わせて使用できます。
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スナッグエアピロー

スナッグエアーネックピロー

商品名 スナッグエアピロー 型番 K20T3M005 カラー ソリッドグレー 重量 95g 規格 47x30x(h)12cm/収納時
-Ø6.5x(h) 10cm 素材 30Dストレッチ枕 構成品 本体、
ポーチ

商品名 スナッグエアーネックピロー 型番 K20T3M006 カラー ソリッドグレー 重量 60g 規格 34x30x12cm / 収納
時-Ø6.5x(h)10cm 素材 30Dストレッチ枕 構成品 本品、
ポーチ

スタッキングボックス 30L
商品名 スタッキングボックス 30L 型番 K21T3K06 カラー サンド 重量 1.8kg 耐荷重 100kg 規格 39x40x(h)36.5
cm 素材 PP 構成品 本品
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耐久性のある素材を使用した実用的なクロスライン
十分な長さで作られたクロスラインは、様々な小物や衣類を吊り下げて収納するタイプで、
空間活用に優れ、安全で丈夫な素材でできています。

締め付けビーズが小道具をしっかり固定します。

シュシュ クロスライン
商品名 シュシュ クロスライン 型番 K22T3Z03 重量 55g 規格 5-6m / 収納 - 7 10cm 素材 ネオプレン、
ポリエステル
構成品 クロスライン、
ケース
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洗面用具や化粧品の収納に便利なウォッシュバッグ
アウトドアに必要な様々なアイテムを便利に収納できるウォッシュバッグです。
メッシュ素材を応用しているので、通気性もスムーズで快適にお使いいただけます。

ファミリーウォッシュバッグ

スリムウォッシュバッグ

商品名 ファミリーウォッシュバッグ 型番 K9T3B007 カラー ブラック 重量 280g 規格 24 7 (h)48cm / 収納時
-24 7 (h)25cm 素材 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、
アクリルミラー

商品名 スリムウォッシュバッグ 型番 K9T38006 カラー ブラック 重量 155g 規格 23（h）
53cm / 収納時-23 4
（h）
13cm 素材 ポリエステル、
メッシュ 構成品 本品

裏面のマジックテープでテーブルやイスに取り付けられます。
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ウォッシュバッグ

トラベルタオルバッグ

エバニントイレットペーパーケース

商品名 ウォッシュバッグ 型番 KST38008 カラー レッド 重量 218g 規格 22.5x11x21cm ( 1cm) 素材 ポリエス
テル、
メッシュ 構成品 本品

商品名 トラベルタオルバッグ 型番 K20T3B009 カラー ブラック 重量 150g 規格 25x8x(h）
21cm
（h）
35cm 素材 ポリエステル、
メッシュ 構成品 本品

商品名 エバニントイレットペーパーケース 型番 K22T3Z02 重量 245g 規格 ケース-13.5x15.5x(h)17cm /ウッド
スティック-17cm 素材 キャンバス、
ポリエステル、
木材 構成品 本品、
ウッドスティック
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衛生的なアウトドアを実現するケース
トイレットペーパーロールを収納できるオーダーメイドケースと、
靴だけでなく様々な持ち物を収納できるシューズバッグを
ご紹介します。

ポストティッシュケース
商品名 ポストティッシュケース 型番 K21T3Z04 カラー レッド 重量 190g 規格 14.5x15.5x(h)15cm 素材 ポリ
エステル、
スチール 構成品 本体、
フレーム

水平設置も可能です。
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ティッシュケース

シューズバッグ

タープフラッグ

商品名 ティッシュケース 型番 K4T38008 カラー レッド 重量 96g 規格 15 15 (h)12.5cm 素材 ポリエステル
構成品 本品

商品名 シューズバッグ 型番 K20T3B008 カラー ブラック 重量 200g 規格 27 80cm / 収納時-27 41cm 素材
ポリエステル、
メッシュ 構成品 本品

商品名 タープフラッグ 型番 K22T3Z01 カラー アイボリー、
ネイビー 重量 135g 規格 31x28cm 素材 ポリエス
テル、
アルミニウム 構成品 フラッグX2ea、
フラッグポール
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スタイリッシュなデザインのウインドコーンスピナー
官能的なデザインで作られたウィンドコーンスピナーは、
設置された空間を情緒溢れる空間に変えてくれます。

ウィンドコーンスピナー
（アステカ） ウィンドコーンスピナー (月)
商品名 ウィンドコーンスピナー
（アステカ）型番 K21T3Z10 重量 345g
規格 Ø270 素材 ステンレス 構成品 本品
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商品名 ウィンドコーンスピナー (月) 型番 K21T3Z11 重量 293g 規格
Ø250 素材 ステンレス 構成品 本品

ウィンドコーンスピナー
（スター）
商品名 ウィンドコーンスピナー
（スター）型番 K21T3Z12 重量 155g 規格
24.5x23cm 素材 ステンレス 構成品 本品

スピナーモーター

LED ストリングガード 2P

商品名 スピナーモーター 型番 K21T3Z13 カラー ブラック 重量 90g 規格 Ø4.5x(h)14.5 素材 プラスチック
構成品 本品、
カラビナ

商品名 LED ストリングガード 2P 型番 K6T3T006 重量 19g 規格 6.5x6.5x2.1cm 素材 TRP (Thermo PI astic
Rubber) 構成品 本製品X2ea
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コンパクトなキャンプに実用性をプラスするカービングディスプレイチェーン
様々な小物を収納できるデイジーチェーンとディスプレイ用天井ネットで、
駐車場キャンプでも優れた空間活用と快適なキャンプを実現します。

タッチパネル付き透明TPU

通気性メッシュ

長さ調節バックル

カラビナ4個付属

ゴムバンドとチェーンループで簡単に吊り下げられます。

カービングディスプレイチェーン
商品名 カービングディスプレイチェーン 型番 K21T3Z18 重量 550g 規格 デイジーチェーン - 85~113cm / セイ
リングネット-76x59cm / ストレージ-20x24cm 素材 ポリエステル、
メッシュ、
TPU 構成品 デイジーチェーンx2ea、
カラビナx4ea、
セイリングネット、
ケース
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ミルキーウェイデイジーチェーン

デイジーチェーン

商品名 ミルキーウェイデイジーチェーン 型番 K21T3Z05 重量 120g 規格 2x207〜230cm / 収納時〜11x
13x(h)3cm 素材 合成皮革、
綿 構成品 本品、
ケース

商品名 デイジーチェーン 型番 K4T3T002 重量 87g 規格 155~230cm 素材 ポリエステル、
ナイロン 構成品 本品

四季のガーランドチェーン

ガーランドチェーン

商品名 四季のガーランドチェーン 型番 KST3Z007 重量 230g 規格 240-300cm

商品名 ガーランドチェーン 型番 K4T3T001 重量 230g 規格 240~300cm 素材 ポリエステル、
ナイロン 構成品 本品

ビバールームガーランド

クラムウェビングストラップ

マグネットハンガー

商品名 ビバールームガーランド 型番 K21T3Z15 重量 80g 規格 2.6m
（長さ調節可能）
/収納時-17X18cm 素材
ポリエステル、
キャンバス、
PP 構成品 本品、
ケース

商品名 クラムウェビングストラップ 型番 K21T3F01 重量 70g 規格 2.5x156cm 素材 ポリエステル 構成品 ネオジム 商品名 マグネットハンガー 型番 K9T3F004 重量 66g 規格 Ø30x82mm（ビナーを除く長さ）素材 プラスチック、
ステンレス 304、
アルミニウム 構成品 ハンガー、
カラビナ
X2ea.
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Stylish Camping Equipment

Camping Accessories

熱風コントロールダイヤルで簡単操作
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カーマインPTCヒーター

アート ペインティング Tシャツ

商品名 カーマインPTCヒーター 型番 K21T3F02 重量 850g 規格 13.5x13.5x(h)26cm 素材 プラスチック
（耐火
ABS）定格入出力 220V / 60Hz 消費電力 700W 電気安全認証番号 SU072377-19001 電磁適合コード R-RUML-UPH-2707FW 構成品 本体、
キャリーバッグ

商品名 アート ペインティング Tシャツ 型番 K21T3Z08 カラー ネイビー サイズ S、
M、
L、
XL、
XXL 素材 コットン100％
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Camping Trunk

Gorilla Camping

本カタログに掲載されている製品は、実際の色と異なる場合があります。
また、
より良い製品を提供するために、将来的に材質、形状、価格等を変更
することがあります。本カタログの著作権は株式会社コリントに帰属し、無
断使用は法律で禁じられています。

