CAMP HACK編集部が厳選 おしゃれにソトアソビ！BOHEIMIANセット
数量
アイテム

備考

ローベンス モホーク

1

幅5ｍ、高さ３.５ｍの大型テントで居住性に優れています。
クラシックで美しいデザインのティピー型
通気性に優れ、夏は涼しく秋は暖かい素材です
設営済

1

ラインのポイントが１６カ所あり、いろいろな張り方が楽しめます
４ｍ×４ｍ

2

１本６０ｃｍの４セクション、最大２４０ｃｍのタープポール

2

テントサイトを楽しくデコレーション！
見るたびに光の色が優しく変化するかわいいランタン型ライト
単三電池３本付

ローベンス ４ｍ×４ｍタープ

ローベンス ターププレスポール２４０CM

コールマン LEDストリングライトⅡ

ドリームキャッチャー

3

ローベンス フロアカーペット

1

フリース地のテント内フロアカーペット
フックとループ、ポール周りにフィットするためのスリットがついています

メキシカンラグ

ご人数分
(4まで)

コールマン マルチグランドシート /300

2

ラグ

6

ブランケット

ご人数分
(4まで)

クッション

4

テントフロアを傷、汚れから守るグランドシート

コールマン エクストラデュアブルエアーベッド(シングル）

ご人数分
(4まで)

軽くパンクに強いダブルレイヤー構造で
アウトドアでも快適に眠れる
エアーベッドシングルサイズ
●使用時サイズ：約185×97×20cm

コールマン IL パフォーマー/C5 （ネイビー）

ご人数分
(4まで)

コールマンとモンロによる新レーベルのシュラフ
●サイズ：84(W)X190(H)

スノーーピーク ほおづき

2

置いても吊るしても使えるライト。
風が吹くと灯りがゆらぐ「ゆらぎモード」や辺りが静かになると光を抑える
「おやすみモード」など機能も多彩

4

周囲を明るく照らしたり、雰囲気良く照らすことも可能な小型のビーコンライト
内臓のカラビナで天井の柱などにかけることも床などに自立させることも可能

ベアボーンズリビング ビーコンライトLED

ジェントス エクスプローラー プロフェッショナル
カバー外し、逆さまに吊るして使用可能。
本体認識表示灯：数秒間に一度光が点灯し、暗い場所でもランタンの位置をお知らせ。ストライプトップカバー：光のムラを最小限に抑えて、均一に
照射。

3

明るさ（約）：280ルーメン
点灯時間（約）：72時間
単一電池３本付

レバレッジテーブル

2

ナチュラルなヒノキ無垢材を使用しているローテーブル
横幅110×奥行44×高さ33ｃｍ

2

天然木のローテーブル
■組立サイズ（約）：幅44×奥行30×高さ20ｃm
■耐荷重（約）：10kg

キャプテンスタッグ
CSクラシックス FDパークテーブル（45）

ユニフレーム 焚き火テーブル
焚き火を囲んでサイドテーブルとして
ステンレス製の天板なので熱い鍋なども置けます。
サイズ約55×35×（高さ）37cm

1
材質 天板：ステンレス鋼（特殊エンボス加工） サイド：天然木
分散耐荷重 約50kg

ヘリノックス モンロ チェアエリートロータス
デザイン性の高い折り畳みチェア

2

誰にでも簡単に組み立てることのできます。
収納時の大きさからは想像も出来ないほど、座り心地の良さと耐久性に定評があります。

Qualz フォールディングソファ
二人で同じ方向を見ながら座れるチェア
座面はナイロンメッシュを使用し暑い季節にも快適

1
サイズ：幅105×奥行72×高さ72cm(座面の高さ35cm)
耐荷重 140kg

PWM ﾁｰﾌｼﾞｮｾﾌｸﾘﾌﾞﾌﾞﾗﾝｹｯﾄ

2

ネイティブアメリカン柄がおしゃれなブランケット

ネイチャートーンズ
キッチンカウンターテーブル ダークブラウン

コンパクトに折りたためるキッチンカウンターテーブルです。

1

機能：キッチンペーパーホルダー、まな板や鍋ぶたが掛けられるフック
ゴミ袋フック、タオルハンガー、メタルプレート調理スペース
メタルプレートコンロ台
サイズ：100x39x85ｃｍ

ネイチャートーンズ
２WAY キッチンラック＆テーブル ハイスタイル アイボリー

コンパクトに折りたためる
アウトドアキッチンラックです。
上棚を前に倒すとハイテーブルに変形できます。

1

サイズ：２段ラック時
下棚60Wx23Dx68H
上棚60Wx17Dx85H
SUSメッシュテーブル部30Wx17D
テーブル時 60Wx41D(天板）x68H

キャプテンスタッグ CSクラシックス 棚3段

2

イワタニプリムス オンジャ・ツーバーナー

キャンプ道具をすっきり収納できるラック
組立サイズ（約）：幅46×奥行30×高さ57mm
■耐荷重（約）：棚板1枚10kg

ガスを使ったツーバーナー。コンパクトに収納ができ、ショルダー バッグのように持ち運ぶことができます。
ウッドボードは鍋敷きにもなります。※点火にはガストーチを使用してください

1

■出力:4.1kW/3500kcal
■燃焼時間:約70分×2
■ゴトクサイズ:410×140mm
ガス２本付

スライドガストーチ

1

火口がのびる小型耐風バーナー。
使用時は伸ばして安全に、収納は縮めてコンパクトに。
炎温度1,300℃
連続使用は１分まで可

スノーピーク Lセット

1

焚火台L / 焚火台ベースプレート / 炭床Pro L / 焚火台L コンプリート収納ケース

1

焚火台に焼き網をセットして使うことができます
3段階の高さ調整で、火加減をコントロールが可能
幅44×奥行44×高さ17ｃm

1

かなりしっかりとした焼き網です
幅４８×奥行３５×２ｃｍ

スノーピーク グリルブリッジ L

スノーピーク 焼き網ProL

DOD となりの薪ちゃん
大容量の薪スタンド。薪を濡らさずに保管できます。
※薪バッグ生地は付けなくてもスタンドとして使用可能です。

1
薪はこんなについていませんが・・
薪スタンド以外にも使えます。
ただし、座らないでください！

スノーピーク ファイヤーサイドグローブ

1

コールマン ファイアープレイススタンド

1

焚き火をグレードアップする 安定性抜群の4本脚スタンド
■焚き火台とファイアープレイステーブルを 組み合わせて囲炉裏風に
■荷重により固定されるストッパーで チェーンの長さ調節も簡単
■地面にペグダウンできるループとペグ付きで安心
●サイズ: 約78×78×140（h）cm（使用時）
●耐荷重: 約20kg チェー ン、ぺグ付

SOTO(ソト) ステンレスダッチオーブン 10インチ

1

ステンレス製のダッチオーブン

1

ダッチオーブンの上蓋の開閉用。グリップはすべりにくいシリコーン樹脂を採用

SOTO リッドリフター

SOTO エミール

1

ダッチオーブンの予熱で保温して作る調理器具です。

MSR コッヘル アルパイン 2ポットセット 1.5L/2L 39100

1

1.5L鍋と2L鍋、蓋、パンハンドラー

1

どんな調理もこなしてくれるスキレット鍋
鍋径：約25.0×5.0（深さ）cm
全長：約39cm

1

お酒にあうおつまみができる燻製器
スモーク用木付

ユニフレーム スキレット 10インチ

アペルカ テーブルトップスモーカー

コールマン ホットサンドイッチクッカー
ツーバーナーで手軽にホットサンドが作れる

1

■内部はノンスティック加工で食材がこびり付かない
■ランタンマークがサンドイッチに刻印できる
■取りはずし可能なハンドル

キャプテンスタッグ 包丁

1

キャプテンスタッグ まな板

1

スノーピーク バーベキュートング スパチュラセット

1

キャプテンスタッグ
ふっ素樹脂加工用折りたたみ式お玉

1

返しとトングがワンセットに収納できます

キャプテンスタッグ
ピクニックバスケット

1

食器、小物などいろいろ詰めこめるナチュラルなバスケット!
製品サイズ:(約)40×29×16cm

キャプテンスタッグ ホーロー食器セット

ご人数分
(4まで)

キャプテンスタッグ キャンピングスプーンセット

ご人数分
(4まで)

ユニフレーム キャンプケトル

1

注ぎ口にはフタがあり、灰の侵入を防ぎ、
注ぐ際は水圧により開きます。
吊り下げ取手付
容量約1.6Ｌ

INOUT コーヒードリッパースタンド

1

大自然の中で自分で淹れたコーヒーは格別

ハリオ コーヒードリッパー

2

コーヒーサーバー アンブレイカブル

1

割れにくいコーヒーサーバー

1

細挽きから、荒挽きまで調整できるコーヒーミル

カリタ セラミックスリムミル （手挽/ 手動式）

コールマン
54QT 60TH アニバーサリースチールベルトクーラー

人気のアメリカンヴィンテージ調のクーラー

1

■2リットルペットボトルが縦に入るサイズ
■ Made in USA
●本体サイズ：約60×42×41(h)cm
●容量：約51L

キャプテンスタッグ アルミクーラースタンド
大型クーラーボックスのセッティングに適したクーラースタンド。
スタンド幅はクーラーボックスに合わせて2段階調節可能。
スタンドはスリムな棒状に収納可能。

1
■サイズ：(約)50×50×高さ32mm(スタンドが低い状態)、
39×50×高さ44mm(スタンドが高い状態)
■耐荷重：(約)120Kg
ユニフレーム しっかり分別フィールドゴミスタンド

1

フィールドのゴミを一挙に集め最大４つにまで分別できます

ランドリーバッグ

1

無印良品 ポリプロピレン頑丈収納ボックス

2

FIELDOOR ワイルドマルチキャリー

1

若干の変更が生じる場合がご ざい ま す。

ワイルドマルチキャリーは大容量で耐荷重は120kgと重い荷物も1度で運ぶことができます。
また、折りたたむことができるので、持ち運ぶ時もカンタン

