CAMP HACK編集部が厳選 ナチュラルなアイテムでキャンプ！WOODセット内容
数量
アイテム
ノルディスク レイサ6 PU

1

移住性に定評があり、
シーンに応じた使い方
ができる人気のトンネル型テント
サイズ640 x 290 x 210 cm

1

雰囲気のあるコットンの風合いで通気性に優れたポリコットン製タープ
３９６ｃｍ×３９６ｃｍ

2

ポールの長さは90cmから230cmまで5cmきざみで28段階に調節可能
長さ調節を簡単に行えるロックピン方式（Patent Pending)
タープ生地を押し上げる時に生地を傷めない｢ポールエンドロック｣付き

エバニュー Tatonka 3TC

システムロックポール230cm

ユニフレーム パワーペグSUS ３００

ステンレス製の強靭ペグ

コールマン
スチールヘッドハンマーⅡ

1

ペグ抜きにも使用できる ヘッドデザインのハンマー

モチヅキ Ｚライト ソル レギュラー

ご人数分
(4まで)

アルミ蒸着を施し、断熱性が高いマットレスです
サイズ：51×183cm

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)

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。

2

明るさ（約）：280ルーメン
点灯時間（約）：72時間
単一電池３本付

コールマン
ナチュラルウッドロールテーブル120

2

ナチュラルな風合いの天然木を使用
ロール式でコンパクトに収納できるテーブル
4～6人用サイズ
●使用時サイズ：約125×70×40/70（h）cm
●仕様：高さ2段階調節
●耐荷重：約30kg

テーブルクロス グレー

1

キャプテンスタッグ UC-523 ジュール
アルミツーウェイロールテーブル

1

高さが2段階に調節できるスリム収納型ロールテーブル
サイズ(約)：幅70×奥行69×高さ70ｃｍ(38ｃmm)
■耐荷重(約)：30kg

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）

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

1

サイドテーブルとして、ジャグ置きとして使いやすい高さです
丈夫で美しい竹集成材を使用。持ち手付きで移動も簡単
●サイズ：約50×40×40(h)cm
●耐荷重：約80kg

コールマン
マスターシリーズ サイドテーブル

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

キャプテンスタッグ
CSクラシックス AIDベンチ(ホワイト)

1

サイズ（約）：幅1,10×奥行31×高さ43ｃm、座面の高さ40ｃm

コールマン トレイルコット
ゆったりサイズで丈夫なスチール製コット
ベンチにも荷物置き場にも使えて便利

2
●使用時サイズ：約190×87×40(h)cm
●耐荷重：約70kg

Balistics ローバーチェア

ご人数分
(4まで)

ルーツは英国軍で採用されていたランドローバートラックの車載装備として使用されていた椅子
ローバーチェアを忠実に再現したリプロダクト。
座面が高いハイスタイルです。
縦約87 × 横約55 × 幅約57cm
耐重量：80ｋｇ

ネイチャートーンズ
フォールディングバーカウンターテーブル

1

ユニフレーム ツーバーナー

1

カセットボンベ式で取り扱いも簡単です
■燃焼時間約45分
■分散耐荷重 約15kg（1口あたり）
圧電点火
カセットボンベ２本付

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 Lセット

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！

グリップスワニー グローブ

1

丈夫でハードな皮革のグローブ

1

ニードルノーズプライヤー／レギュラープライヤー
ワイヤーカッター／420HC直刃ナイフ／420HC小型波刃ナイフ
ノコギリ、木工／金属用ヤスリ／マイナスドライバー (S)
マイナスドライバー (M)／プラスドライバー／
定規 (3.8cm／1.5インチ)／栓抜き／缶切り／ワイヤーストリッパー

ハイマウント レザーマンサイドキック

ＳＯＴＯ 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

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 ステンレスダッチオーブン 12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

1

ステンレス製の調理器具
18cm鍋、16cm鍋、フライパン20cm

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

SOTO リッドリフター

キャプテンスタッグ
ラグナ ステンレスクッカーMセット

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

キャプテンスタッグ
BBQ先の付かないトング30㎝

1

収納ストッパーで固定すると、トング先端が卓上に付かず置けます

1

返しとトングがワンセットに収納できます

スノーピーク バーベキュートング スパチュラセット

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

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

3

取り分けスタイルの食器代わりに使えます

フライングタイガー ウッドカッティングボード

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)

ネイチャートーンズ
トラッシュスタンド

1

幅30x奥行30x高さ47ｃｍ
コンパクトに折りたためるアウトドア用ゴミ入れです。

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

カリタ セラミックスリムミル （手挽/ 手動式）

1

細挽きから、荒挽きまで調整できるコーヒーミル

1

独自のキャップシステムで高い密閉性があり、コーヒー豆の酸化を防いでくれます。

NALGENE ボトル
コーヒービーンズ キャニスター150g

ユニフレーム コーヒーバネットcute

1

GSI グレイシャーステンレス ネスティングレッド ワ
イングラス
ご人数分
(4まで)

足を収納することもできるステンレス製のグラス

ユニフレーム フォールディングガスランタン

1

手軽なカセットボンベ燃料のランタン
約4時間 ※燃焼時間は火力調整により変わります。
圧電点火
カセットボンベ１本付

ランタンスタンドⅣ
脚を引っ掛けにくい新構造
簡単に設営できる ランタンスタンド

1
●使用時サイズ：高さ約109～226cm
●スライド式高さ調節（10段階）

コールマン 54QT
スチールベルト（Ｒ）クーラー

1

2Lペットボトルが縦に入るサイズ。
サイズ（約）：60×42×41（h）cm
容量（約）：51L

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
かごの寸法 : (約)幅78.5cm×奥行47cm×高さ28cm

