
Stylish Camping Equipment

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。
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。

Tent, Tarp and Shell

Viva Recta Tarp L
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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

ビバ レクタ ターフ L



Tent, Tarp and Shell

Grangeville Recta Tarp
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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

グランジヴィル レクタ タープ

Stylish Camping Equipment

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。
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。



Tent, Tarp and Shell

Bellfort Recta Tarp

97

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 M

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

ベルポート レクタ タープ L

Stylish Camping Equipment

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。
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。



Tent, Tarp and Shell

Dual Wind Screen
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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

デュアルウィンドスクリーン

Stylish Camping Equipment

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。
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。



Tent, Tarp and Shell

Trion
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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

トリオン

Stylish Camping Equipment

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。
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。



Stylish Camping Equipment

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。
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。

Tent, Tarp and Shell

Black Cot Tent II

103

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

ブラックコットテントII



Tent, Tarp and Shell

Alpha Room Auto Tent
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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

アルファルームオートテント

Stylish Camping Equipment

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。
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。



Stylish Camping Equipment

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。
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。

Tent, Tarp and Shell

Conic Sun Shade
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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

コニックサンシェード



Stylish Camping Equipment

Panorama Auto Sun Shade Tent

108

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

パノラマオートシェードテント

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。
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。

Tent, Tarp and Shell

Easy Up Sun Shelter
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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

イージーアップサンシェルター

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。
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。



Stylish Camping Equipment

Candy Pop Family
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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

キャンディ・ポップ・ファミリー

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。
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。

Tent, Tarp and Shell

Candy Pop Picnic
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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

キャンディ・ポップ・ピクニック

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。
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。



Table
様 な々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 な々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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Stylish Camping Equipment
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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

ネイチャーウッドライトテーブル

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。
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。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。

頑丈で軽量なシッティングウッドテーブル頑丈で軽量なシッティングウッドテーブル



Stylish Camping Equipment
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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

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

ネイチャーウッドグラウンドテーブル

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。
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。

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

テーブルフォールディングシステムテーブルフォールディングシステム

テーブルフォールディングシステム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ワゴンテーブル兼用



Table
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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

ネイチャーウッドチャックボックス

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

ネイチャーウッドワゴンテーブル

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。
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。

湿気に強い赤松材を使用したチャックボックス湿気に強い赤松材を使用したチャックボックス

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。
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。

Stylish Camping Equipment
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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

ネイチャーウッドボックステーブル

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

ウィンサム ウッド ロールアップ テーブル
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

ネイチャーウッドキューブボックス

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。
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。

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

テーブルフォールディングシステムテーブルフォールディングシステム

バーナーストーブホルダーバーナーストーブホルダー



Table
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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

ネイチャーウッドコンテナ

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。
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。

さまざまなものを収納するのに十分なスペースさまざまなものを収納するのに十分なスペース

頑丈なロック頑丈なロック

深くて広い空間深くて広い空間

Stylish Camping Equipment
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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

ネイチャーウッドシェフボックス

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。
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。

スパイシーウッド調味料シェフボックススパイシーウッド調味料シェフボックス

頑丈なロック頑丈なロック

安定した棚安定した棚



Table
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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

ネイチャーウッド2段シェルフM
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

ネイチャーウッド2段シェルフL

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。
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。

安定感のある斜めフレーム構造の2段シェルフ安定感のある斜めフレーム構造の2段シェルフ

大天板大天板

小天板小天板

フレームフレーム

MサイズMサイズ

MサイズMサイズ

LサイズLサイズ
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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 -
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、
ポリエステル 構成品 本品、キャリーバッグ

ユニオン アイアンメッシュ 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
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
品 本品、キャリーバッグ

コネクト3つ折りBBQ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。
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。

長さ調節が簡単な3つ折りテーブル長さ調節が簡単な3つ折りテーブル

テーブルを組み合わせて広く使うことができます。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。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。3段階の延長脚で、簡単にお好みの長さに調節できます。
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ユニオンアイアンバーベキュープレートユニオンアイアンバーベキュープレート
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2WAY
バーナースタンド

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

ユニオンアイアンメッシュ2つ折りテーブル
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

ユニオンアイアンメッシュ3つ折りテーブル

� �
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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

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

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

ユニオンアイアンメッシュ ローBBQテーブル

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。
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。

ハイスタイルハイスタイル

ロースタイルロースタイル
※1段目を調節して使用※1段目を調節して使用

3倍3倍 BBQプレートBBQプレート

BBQプレートBBQプレート 生バーベキュー生バーベキュー BBQプレートBBQプレート

BBQプレートBBQプレート２つ折り２つ折り キャビネット2つ折りキャビネット2つ折り

キャビネット2段キャビネット2段 ３つ折り３つ折り 2つ折り2つ折り

3つ折り3つ折り

ツーウェイバーナースタンドツーウェイバーナースタンド

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
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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 

オプティマスブレイザーテーブル

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
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、
ランタンハンガー、キャリーバッグ

アイアンメッシュブレイザーテーブル 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
（BBQプレート - 10Kg） 規格 使用サイズ - 120×48×（h）77cm／収納時 - 61.5x9.6x50.5cm 素材 アルミ、スチール、
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

アイアンメッシュキャビネットキッチンテーブル II

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。
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。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。

テーブルホールサイズ
50x50cm
テーブルホールサイズ
50x50cm
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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

アイアンメッシュエクステンションレッグ
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

ユニオンアイアン2WAYバーナースタンド

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

ユニオンアイアンランタンサイドスタンド
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

ユニオンアイアンBBQプレート

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

ユニオンアイアンマルチハンガー
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

ユニオンアイアンキャビネット

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。
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。
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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

アイアンメッシュスリムミニテーブル
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

コネクトワイド2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

スリムミニ2つ折りテーブル
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

スリムミニ3つ折りテーブル

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

ペリカンワゴンテーブル

ペリカンワゴンペリカンワゴン

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。
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。

省スペースで便利なキャンプ用ワゴンテーブル省スペースで便利なキャンプ用ワゴンテーブル



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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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

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。
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。

力強くエモーショナルな色彩のアーバンチェア力強くエモーショナルな色彩のアーバンチェア
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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

ゼネラルリラクゼーションチェア
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

カーネルリラクゼーションチェア

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。
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。

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
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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

モノグラム ダブルチェア
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

モノグラム バーベキューチェア2Pセット

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

モノグラム ミニ リラックス チェア
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

モノグラム カーブチェア

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。
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。

トレンドのデザインで作ったモノグラムチェアトレンドのデザインで作ったモノグラムチェア
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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

シュヴィーツハイ 軽量チェア
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

ライツェン軽量チェア

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。
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。

収納や設置がしやすい軽量チェア収納や設置がしやすい軽量チェア

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。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。
キャリーバッグの有効活用キャリーバッグの有効活用

1Kgの軽量で持ち運びや移動が簡単です。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。

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。

軽快な座り心地のライトチェア軽快な座り心地のライトチェア
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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

シュビッツ リバーシブルウォーマー
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

ライゼン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。
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。

冬キャンプの必需品！チェアリバーシブルウォーマー冬キャンプの必需品！チェアリバーシブルウォーマー
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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

ダウンヒルチェア
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

ダウンヒルリバーシブルウォーマー
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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

カスタネットチェア
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

エンケルBBQチェア2Pセット

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

モーションチェア

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。
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。

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

ハンドルによる角度調整方法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取り外し可能なネッククッション
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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

サーファーチェア
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

サーファーリバーシブルウォーマー

146

Stylish Camping Equipment

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

ウィングチェアS
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

ウィングチェアL

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

フォレスタ ソファ トッパー

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。
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。

バーチフレームとキャンバス地の組み合わせバーチフレームとキャンバス地の組み合わせ
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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

シグネチャー クーイングチェア
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

シグニチャー キャロル 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

シグネチャーデールチェア
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

シグネチャーリラックスチェア
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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

チャンファーチェア
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

ベリーチェア

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

ラグジュアリーハイリラックスチェア
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

ラグジュアリーミニリラックスチェア
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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

NEW ハグチェア

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

NEWイージーリラックスチェア

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。
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。

ネッククッション（キャリーバッグ付）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取り外し可能なアームレストカバー

身体を軽く包み込んで支える、快適なキャンプチェア身体を軽く包み込んで支える、快適なキャンプチェア



152

Stylish Camping Equipment

153

Chair

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

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  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

リラクゼーションチェア

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

270チェア
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

390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。
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。

収納ミニポケット収納ミニポケット キャリーバッグ付きネッククッションキャリーバッグ付きネッククッション

丈夫で軽いエモーショナル柄チェア丈夫で軽いエモーショナル柄チェア
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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

サイドオーガナイザーバッグ

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

リラックスクッションピロー
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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

サイドカップホルダー
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

サイドポケット
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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

キャプテンズキャンプコート
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

マスターフィールドベッド
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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

キャンプコット グレー
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

キャンプコット レッド

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

ワイドフリップコット
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

ワイドブラックコット

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。
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。

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
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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

ニューコートローブM
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

ニューコートローブL

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

コートトッパー

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。
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。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。サイドポケットやクッションとして使用可能。

バックル留めバックル留め

常に居心地の良い空間を提供するコートローブ常に居心地の良い空間を提供するコートローブ



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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Pocket S
36x12x(h)9cm

Pocket M
36x12x(h)17cm

Pocket L
36x10x(h)30cm
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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

プレミアムタワーストレージバッグ
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

プレミアムクルーザーバッグ

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。
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。

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

仕切り板2サイズ仕切り板2サイズ

収納袋収納袋
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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

キャンピングバッグ 80L

 - 

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

キャンピングバッグ 70L

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

キャンピングバッグ 120L
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

キャンピングバッグ 100L

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

ビッグバッグ
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 130L

Stylish Camping Equipment
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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

ニューマルチホイールキャリア

キャスター付きなので、重い荷物を運ぶのにも便利です。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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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

プレミアムエクステンションキャリーバッグ
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

車載用ツインキャリーバッグ

Camping Bag
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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

ツェッペリンダッフルバッグ



Stylish Camping Equipment

170

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

フォールディングテーブルキャリーバッグL
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

フォールディングテーブル用キャリーバッグS

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

マルチフォールディングテーブルキャリーバッグ

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

NEW マルチペックバッグ
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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

リラックスダブルキャリーバッグ
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

コンパクト ポール バッグ

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

ポールアレンジメントキャリーバッグ
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

マルチパーパスブルバック

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

シェルハウスポールバッグ
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

シェルハウスマルチツールバッグ



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。
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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。
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。
空気穴から酸素が注入され、
喉越しがなめらか。

プロの酒飲みのためのキャンプ用焼酎グラスセットプロの酒飲みのためのキャンプ用焼酎グラスセット

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

焼酎グラスセット
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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。
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。

銅トリプル構造銅トリプル構造

コンパクト収納コンパクト収納

ステンレス製バレルの3重構造で、高い熱伝導性ステンレス製バレルの3重構造で、高い熱伝導性

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

プレミアムコッペルセットXL
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

プレミアム コッペルセットL
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取り外し可能なフライパンハンドル取り外し可能なフライパンハンドル

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。
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。

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

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

プレミアムフライパン
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ストップストップ ライスボウルライスボウル スープボウルスープボウル ボウル21 ボウル21 ボウル22.5ボウル22.5 サラダプレートサラダプレート

Stylish Camping Equipment

180

衛生的なハンドル仕上げ衛生的なハンドル仕上げ

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

プレミアムSTS食器セット ファミリー
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

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

プレミアムSTSフードプレート


