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ユニフレーム　パワーペグSUS  ３００

ステンレス製の強靭ペグ

ビッグベアー　ヘキ男ヘキ子セット

囲炉裏風の六角形テーブル「ヘキ男」とその中へ当て込めることができる小テーブル「ヘキ子」のセット
なかなか手に入らないアイテムです

モチヅキ　Ｚライト ソル レギュラー

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
スチールヘッドハンマーⅡ

ペグ抜きにも使用できる ヘッドデザインのハンマー

コールマン　IL パフォーマー/C5 （ネイビー）

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)

名称 備考

CAMP HACK編集部が厳選　キャンプギアで充実キャンプを楽しめる！THE　CAMPセット内容

テント用マット

キャンパルジャパン　ピルツ9DX

とんがりフォルムがトレードマーク
直径３ｍ５０ｃｍと中も広々しています

キャンパルジャパン　ビルツ９フルインナー

テントのインナーです。
虫の侵入を防ぎ、結露を抑制。寒い時期は保温効果が期待できます。
インナーを取り付けた状態で頂上部の開閉操作ができます。

キャンパルジャパン　フロアマット9用

ユニフレーム  REVOタープL

左右非対称デザインで有効面積が広く、抜群の開放感のタープ
約520×480×240（h）cm
ポール　240cm×2本、180cm×2本

ユニフレーム  メッシュウォール

 REVOタープＬ専用の蚊帳
天井もメッシュ使用で快適です

キャンパルジャパン　PVCマルチシート9用

テント用の防水シート
サイズ　対角340ｃｍ×正8角形

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。

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/90

高さ2段階調節が可能なテーブル

サイズ：約90×70×40/70（h）cm

●耐荷重：約30kg
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ユニフレーム  キッチンスタンドII

ステンレス製のキッチンスタンド
サイズ　約108×37×77.5（高さ）㎝

アルティメットファイヤースターター（火吹き棒）

素早くの炎を大きくすることができる火起こし専用の火吹き棒
付属のファイヤースパークを使用すれば、マッチが無くても燃料への着火が可能

コールマンとモンロによる新レーベル！
３段階リクライニング式　ゆったり座れるハイバックチェア
■INDIGO LABEL　オリジナルプリント生地
■３段階リクライニング調節可能
●耐荷重：　約80Kg

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）

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　UC-523  ジュール
 アルミツーウェイロールテーブル

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

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

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

コールマン413Hパワーハウス（Ｒ）ツーバーナー

火力が強いホワイトガソリン燃料式コールマン定番ツーバーナー
火力：最高時約3,650kcal/h（メインバーナー）、約2,750kcal/h（サブバーナー）

●燃焼時間：約2時間～６時間
ホワイトガソリン入

グリップスワニー　グローブ

丈夫でハードな皮革のグローブ

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。

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！

ハイマウント　レザーマンサイドキック

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

モノラル  鉈

キャンプ用に特化した、薪を小割にするための小型の両刃鉈

コールマン　IL レイチェア  （デニム）

コールマン
マスターシリーズ  サイドテーブル

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
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ユニフレーム　スキレット 10インチ

ベルモント  チタンシェラカップ深型480FH

軽くて便利なチタン製のシェラカップ
飲み物のカップや料理の器として使えます
容量480ml　目盛付き

プリムス　オープンファイア スパチュラ

ステンレス製のヘラ

ベルモント  ダッチインダッチオーブン

ノンハンドルダッチ
炭を載せオーブンのように上下から加熱できます。

エバニュー(EVERNEW) チタンフライパン16セラミック

アルミニウムにせまる軽さと、ステンレスをしのぐ強度のチタニウム製のフライパン
内側にセラミック樹脂コートを施していうます

プリムス　オープンファイア パックサック

焚き火台 とパンが入るバッグ

プリムス　カモト オープンファイアピット S

ステンレスとパウダーコーティングされたスチール製の焚き火台

スノーピーク　まな板セットM

包丁をまな板に収納可能

キャプテンスタッグ
BBQ先の付かないトング30㎝

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

アペルカ  テーブルトップスモーカー

お酒にあうおつまみができる燻製器
スモーク用木付

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

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

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

■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

プリムス　オープンファイアパン S

焚き火台 のゴトクにフィットするパン。
優れた熱伝導率を持つアルミをステンレスで上下から挟んだ構造
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Whatwillbewillbe
レザー ODガス缶カバー  中

ガス缶をドレスアップするの本革レザーを使ったハンドメイドのカバーです。

ユニフレーム キャンプケトル

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

ハリオ  コーヒードリッパー

コールマン　 プレミアム パワーハウス
デュアルフューエルランタン

明るいツーマントルのランタンです
ホワイトガソリン入

コールマン
54QT スチールベルト（Ｒ）クーラー（マットブラック）

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51Ｌ

NALGENE ボトル
 コーヒービーンズ キャニスター150g

スノーピーク　パイルドライバー

好みの高さに灯りをセットできるランタン用のスタンド
支える脚がないので、つまずいて転ぶ心配がありません。

スノーピーク バーベキュートング スパチュラセット

返しとトングがワンセットに収納できます

コールマン　ルミエールランタン

揺れる炎でやさしく照らす、マントル不要のキャンドル風ガスランタン
●燃焼時間：約28時間
ガス付き

コールマン　IL ピクニックレジャーシート

コールマンとモンロによるレーベルのレジャーシート
持ち運びに便利なコンパクト収納
●サイズ：170X200ｃｍ

カリタ セラミックスリムミル （手挽/ 手動式）

細挽きから、荒挽きまで調整できるコーヒーミル

キャプテンスタッグ　igloo 2ガロン

２ガロン(約８リットル)のウォータージャグ

エコソーライフ  キャンパーセット

竹の繊維とコーンスターチが主成分のエコなキャンプ用食器
プレートとボウル、カップ、フォーク、スプーンのセット

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。



1

1

1

1

若干の変更が生じる場合がございます。

FIELDOOR　ワイルドマルチキャリー

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

MERCURY キャンバスバケツM

アメリカのガレージが似合いそうなちょっぴり無骨な雰囲気
丈夫なキャンバス素材を採用したバケツ
サイズ：約直径27×高さ36cm

TRUSCO トランクカーゴ 30L OD色

４０×３９×３７ｃｍ

スタンレー 真空フードジャー 0.41L グリーン

真空断熱構造で保温力の高いフードジャー

スタンレー クラシック真空ボトル 1L グリーン

クラシカルなデザインが魅力。
保温力の高いグリップ付きの魔法瓶


