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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
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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
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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
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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。

20

21

Stylish Camping Equipment

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
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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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