Kitchen & BBQ

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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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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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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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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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

205

Stylish Camping Equipment

強火力
火力
強盗

弱火力

206

Kitchen & BBQ

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。

Stylish Camping Equipment
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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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Sleeping Bag & Mat

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

241

Stylish Camping Equipment

Camping Accessories

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

245

Camping Accessories

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。

250

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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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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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。

