


1974年ドイツ、ウィンターアイゼンバッハにファウデは設立されました。創設者であるドイツの登山家、

A.V. デーヴィッツ（愛称 Vaude）がバックパックの制作を自ら行ったことにファウデの起源があります。

経験豊かな数多くの登山家が集うファウデでは、彼らの豊富な知識やデータをもとに商品の開発が進められてきました。

昨シーズンにローンチされた GREEN SHAPE コレクションは、持続可能性（サステイナビリティー）を

コンセプトの軸に開発が行われたラインナップです。コレクションの成功と数々の受賞によって

自信を獲得したファウデは、そのコンセプトをさらに発展させていきます。

環境に配慮した開発プロセスを重要視しながら、より良い製品を生み出していくと同時に、

より良い世界の創造に向けて働きかけていくことをファウデは約束します。

GREEN SHAPE
私たち VAUDE は、持続可能（サステイナブル）な素材を用い、機能的かつ環境

に優しい製品を提供します。サプライチェーン全体は、一貫して公正な労働条件

が整えられています。評価基準は厳格、かつ透明性が確保されています。製品は

絶えずレビュー管理され、設計、製造プロセス、ケア、メインテナンス、修理、

そして製品寿命が尽きるまでのすべてのライフサイクルをカバーします。
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背面のメッシュパネルが優れた通気性を確保します。

T E C H N O L O G Y

Aeroflex

背面のメッシュパネルが、優れた通気性を確保します。パネル下部のス
トラップ操作で、好みのテンションとロックの調節が可能です。

Aeroflex Easy Adjust

人間工学に基づいて開発された、軽量な動的パネルです。重荷バランス
を適切にし、安定性を高めます。

EMP Hike

人間工学に基づいて開発された、ショルダーストラップです。体の動き
に自由度を、かつ快適な背負い心地を提供します。

ERGO Shape

容量（ボリューム）を拡張する機能が付いています。

Extension

ショルダーベルトの長さ調節を、簡単に行える機能です。背面のベルクロ
を操作することによって、より体型にフィットした状態に調節できます。

F.L.A.S.H.

ショルダーベルトの長さ調節を、簡単に行える機能です。背面内部のレー
ルと、ショルダーベルト上部のループが連動しており、ループ操作によっ
て調節できます。

F.L.A.S.H. NT

パソコンやタブレットの収納が可能なコンパートメントがあります。

Laptop Compartment 
for 15,6"

2本の軽量なアルミステーを組み合わせたバックパネル（取外し可）が、様々
なアクティビティーに伴う身体の動きに柔軟に対応します。

MSP

取外し可能なレインカバーが、バッグ内部に収められています。

Raincover

背面長の調節を、ストラップの上下で簡単に行える機能です。背面構造
を支えるアルミフレームが重荷バランスを適切に整え、歩行中の安定感
を高めます。

Tergolight

背面長の調節を、ストラップのワンタッチで行える機能です。背面構造
を支える 2 本のアルミステーが重荷バランスを適切に整え、歩行中の安
定感を高めます。

Tergolight Comfort

バックパック市場において最軽量クラスに属するモデルです。軽量化実
現のため、機能は必要最小限に抑えられています。

Ultralight

人間工学に基づいて開発された、背面構造です。優れた通気性に加え、
重荷は適切に分散されてバランスが整い、歩行中の安定感を高めます。

Vent Tex Hike

人間工学に基づいて開発された、背面プレートです。重荷バランスを適切
にし、安定感を高めます。

Vent Active Hike

ペットボトルのリサイクル素材を積極的に活用し、地球環境への配慮を怠
りません。

PET Recycling

製品に施されている撥水加工には、人体や地球環境に有害な物質は含まれ
ていません。

ECO FINISH

持続可能性（サステイナビリティー）のある素材を使用し、機能的かつ地
球環境に優しい製品づくりを行っています。

GREEN SHAPE
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HIKING HIKING

Women’s Skomer Tour 36+
ウィメンズ スコマー ツアー 36+　12980 ¥12,800（+税）

容量 36ℓ
重量 1160g　
サイズ 59.0 x 24.0 x 22.0 cm 
素材 ポリアミド67% / 200D*320D ポリエステルPUコート37%
仕様
自由な動きを促す女性用エルゴシェイプのショルダーストラップ / 一般
男性用よりも短い背面長 / パッド補強されたジップポケット付きヒップ
ウィング / リッド（取外し可）はウォッシュバッグとしても利用可 / オー
ガナイザー付きジップリッドポケット / 前面から開閉可能なメインコン
パートメント / ツーアウタージップポケット / ツーサイドストレッチポ
ケット / マップコンパートメント / ポールアタッチメント / サングラ
スアタッチメント付きショルダーベルト / 底部ストラップ / ハイドレー
ション機能用オープナー / レインカバー装備

Prokyon Zip 20
プロキョン ジップ 20　14136 ¥10,800（+税）

容量 26+3ℓ
重量 980g　
サイズ 53.0 x 28.0 x 15.0 cm 
素材 ポリアミド 71% / 210D HT リップストップ
 ポリエステルポリエチレンコート 29%
仕様
自由な動きを促すエルゴシェイプのショルダーストラップ / 機能的フ
ロントストレッチポケット / フィット感を高める小型ヒップハーネス
ウィング / モバイル収納用スタッシュフロントジップポケット / イン
ナージップポケット付きメインコンパートメント / サイドコンプレッ
ションストラップ / タブレットスリーブ / ツーサイドストレッチポ
ケット / ポールアタッチメント / サングラスアタッチメント付きショ
ルダーベルト / ハイドレーションコンパートメントはラップトップ収
納も可 / セーフティライトアタッチメント / レインカバー装備

Prokyon Zip 28
ウィメンズ ジップ 28  14137 ¥11,800（+税）

容量 28ℓ
重量 1060g　
サイズ 53.0 x 28.0 x 20.0 cm 
素材 ポリアミド 71% / 210D HT リップストップ
 ポリエステルポリエチレンコート 29%
仕様
自由な動きを促すエルゴシェイプのショルダーストラップ / ジップポ
ケット付き軽量ヒップベルト / 機能的フロントストレッチポケット 
/ モバイル収納用スタッシュフロントジップポケット / インナージッ
プポケット付きメインコンパートメント / サイドコンプレッションス
トラップ / ツーサイドストレッチポケット / ポールアタッチメント / 
サングラスアタッチメント付きショルダーベルト / ハイドレーション
コンパートメントはラップトップ収納も可 / ハイドレーション&ラッ
プトップコンパートメントは直接アクセス可 / セーフティライトア
タッチメント / チューブホルダークリップ&キーリング付属の底部
ストラップ

Women’s Tacora 22
ウィメンズ タコラ 22　12976 ¥9,800（+税）

容量 22ℓ
重量 1160g　
サイズ 47.0 x 24.0 x 18.0 cm 
素材 ポリアミド67% / 200D*320D ポリエステルPUコート37%
仕様
自由な動きを促す女性用エルゴシェイプのショルダーストラップ / 一般
男性用よりも短い背面長 / パッド補強されたジップポケット付きヒップ
ウィング / モバイル収納用スタッシュフロントジップポケット / マップ
コンパートメント / タブレットスリーブ / サイドコンプレッションスト
ラップ / ツーサイドストレッチポケット / ジップポケットは取外し可 / 
ポールアタッチメント / サングラスアタッチメント付きショルダーベル
ト / 底部ストラップ / ハイドレーション機能用オープナー / セーフティ
ライトアタッチメント / レインカバー装備

Women’s Tacora 26+3
ウィメンズ タコラ 26+3　12977 ¥10,800（+税）

容量 26+3ℓ
重量 980g　
サイズ 50.0 x 25.0 x 17.0 cm 
素材 ポリアミド67% / 200D*320D ポリエステルPUコート37%
仕様
自由な動きを促す女性用エルゴシェイプのショルダーストラップ / 一般
男性用よりも短い背面長 / パッド補強されたジップポケット付きヒップ
ウィング / モバイル収納用スタッシュフロントジップポケット / マップ
コンパートメント / タブレットスリーブ / サイドコンプレッションスト
ラップ / ツーサイドストレッチポケット / ジップポケットは取外し可 / 
ポールアタッチメント / サングラスアタッチメント付きショルダーベル
ト / 底部ストラップ / ハイドレーション機能用オープナー / セーフティ
ライトアタッチメント / レインカバー装備

HIKING

7500 eclipse

3340 baltic sea

0100 black 9840 nickel green

7500 eclipse

7500 eclipse

9830 petroleum

9770 crimson red

0100 black

9830 petroleum

9770 crimson red

3340 baltic sea 9840 nickel green

0100 black

9770 crimson red

女性や小柄なハイカーのためにデザインされた、大容量バッ
クパックです。スペース拡張機能を備え、また取外し可能
なトップリッドはウォッシュバックとしても役立ちます。

荷重バランスを調節し安定感を高める EMP HIKE 機能を備え
た、コンパクトなバックパックです。

ジップアクセスにより荷物
の取出しが容易に行えます。

ハイキングやデイリーユース
でも活躍する、コンパクトで
機能性に優れたディパックで
す。ショルダーストラップと
ヒップベルトは、女性や小柄
なハイカーのためにデザイン
されています。

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

ハイキングやトレッキングなどのアクティビティーに
適したバックパックです。機能的なパッドや
パネルなどを備え、背負い心地も快適です。
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HIKING HIKING

Maremma 32 マレマ 32 11953 ¥10,800（+税）

容量 32ℓ
重量 1060g　
サイズ 60.0 × 33.0 × 25.0cm
素材 210D HT マキシ リップストップ ポリアミド PUコート /600D ポエステル PUコート
仕様
テンション調整が可能な背面メッシュパネル /女性や小柄な体型にあわせたショルダー &ヒップベルト /
ソフトな肌触りのショルダー&ヒップベルト/ジップポケット付のパッド入りヒップベルト /雨蓋にジッ
プポケット /雨蓋内にジップポケット /両サイドに大型ジップポケット /マップポケット /シングルポー
ルアタッチメント ・ハイドレーションシステム ・底部に取り外し可能なレインカバーを収納

Brenta 30
ブレンタ 30 12161　¥11,800（+税）

容量 30ℓ
重量 1130g
サイズ 56.0 × 31.0 × 26.0cm
素材 210D HT マキシ リップストップ ポリアミドPUコート　
 600D ポエステル PUコート
仕様
テンション調整が可能な背面メッシュパネル /ショルダーベルトの
長さ調整システム F.L.A.S.H. / 通気性に優れたショルダーベルト /
ジップポケット付のパッド入りヒップベルト /雨蓋にジップポケッ
ト / 雨蓋内にジップポケット /メインコンパートメントへのアクセ
スジップ /フロントストレッチポケット /2 ポールアタッチメント /
サイドストレッチポケット /サイドコンプレッションストラップ /
トップコンプレッションストラップ /ハイドレーションシステム /
ハイドレーションチューブの固定クリップ付チェストストラップ /
底部に取り外し可能なレインカバーを収納

Brenta 40
ブレンタ 40 12163　¥12,800（+税）

容量 40ℓ
重量 1295g
サイズ 61.0 × 33.0 × 29.0cm
素材 210D HT マキシ リップストップ ポリアミドPUコート　
600D ポエステル PUコート
仕様
1⇔2気室構造 /テンション調整が可能な背面メッシュパネル /ショ
ルダーベルトの長さ調整システム F.L.A.S.H. / 通気性とクッション
性に優れたショルダー&ヒップベルト / ジップポケット付のパッド
入りヒップベルト / 雨蓋にジップポケット /雨蓋内にジップポケッ
ト / メインコンパートメントへのアクセスジップ / フロントスト
レッチポケット /2ポールアタッチメント/サイドストレッチポケッ
ト / サイドコンプレッションストラップ / トップコンプレッション
ストラップ / ハイドレーションシステム / ハイドレーションチュー
ブの固定クリップ付チェストストラップ / 底部に取り外し可能なレ
インカバーを収納

Prokyon 32
プロキョン 32  11955  ¥12,800（+税）

容量 32ℓ
重量 1160g
サイズ 65.5 × 33.0 × 26.5cm 
素材 210D HT マキシ リップストップ ポリアミドPUコート
 600D ポリアミド PUコート
仕様
素早いショルダーベルトの長さ調整システム F.L.A.S.H.NT / 通気性
とフィット感に優れた背面構造 / 背面内部に軽量でフィット感を高
める PE シート / 取り外し可能な軽量ヒップベルト /ショルダーベ
ルトとヒップベルトにジップポケット / 雨蓋内にジップポケット /
メインコンパートメントへのアクセスジップ /サイドストレッチポ
ケット /ギアアタッチメント / ハイドレーションシステム /ハイド
レーションチューブの固定クリップ付チェストストラップ /底部に
取り外し可能なレインカバーを収納

3070 blueberry

5860 humming bird

0100 black

1410 lava

6660 erica

1410 lava

0100 black

3330 blue sapphire

3330 blue sapphire

2780 granita 5090 coconut 2000 red

6730 cedar wood

0100 black 7130 hydro blue

1410 lava

Prokyon 22
プロキョン 22 12744  ¥10,800（+税）

容量 22ℓ
重量 960g
サイズ 60.0 × 28.0 × 22.0cm　
素材 210D HT マキシ リップストップ ポリアミドPUコート　
 600D ポリエステル PUコート
仕様
通気性とフィット感に優れた背面構造 /背面内部に軽量で荷重分散
に優れた PEシート / 腕の動きを妨げないようデザインされたショ
ルダーベルト /小振りながら腰まわりをホールドするヒップベルト
/雨蓋内にジップポケット /1サイドストレッチポケット /フロント
ジップポケット / サイドコンプレッションストラップ / シングル
ポールアタッチメント/ハイドレーションシステム/ハイドレーショ
ンチューブの固定クリップ付チェストストラップ / 底部に取り外し
可能なレインカバーを収納 / 体型に合わせて快適な背負い心地を実
現する F.L.A.S.H.NTサスペンションシステムはショルダーベルトの
長さ調整を容易にし、柔らかく通気性の良いベルトやパッドが背中
を優しく包みます。

7910 holly green

　8400 washed blue

Women’s Prokyon 28
ウィメンズ　プロキョン 28  11956　¥11,800（+税）

容量 28ℓ
重量 1140g　
サイズ 63.0 × 32.0 × 24.5cm 
素材 210D HT マキシ  リップストップ  ポリアミドPUコート
 600D ポリアミド PUコート
仕様
女性や小柄な体型にあわせたショルダー &ヒップベルト / 素早
いショルダーベルトの長さ調整システム F.L.A.S.H.NT/ 通気性と
フィット感に優れた背面構造 /背面内部に軽量でフィット感を高め
るPE シート /取り外し可能な軽量ヒップベルト /ショルダーベル
トとヒップベルトにジップポケット /雨蓋内にジップポケット /メ
インコンパートメントへのアクセスジップ / サイドストレッチポ
ケット /ギアアタッチメント / ハイドレーションシステム /ハイド
レーションチューブの固定クリップ付チェストストラップ /底部に
取り外し可能なレインカバーを収納

2000 red5860 humming bird

0100 black2780 granita

0230 pebbles

0100 black
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HIKING HIKING

Wizard 18+4　ウィザード 18+4  12153 ¥9,800（+税）

容量 18+4ℓ
重量 990g　
サイズ 46.0 × 30.0 × 25.0cm 
素材 210D HT マキシ リップストップ ポリアミド PUコート /600D ポリエステル PUコート
仕様
テンション調整が可能な背面メッシュパネル / ショルダーベルトの長さ調整システム F.L.A.S.H. / 通気性
に優れたショルダーベルト / ジップポケット付のパッド入りヒップベルト / +4 リッターのボリューム拡
張ジップ /フロントジップコンパートメントに使い勝手の良いオーガナイザー /サイドストレッチポケッ
ト / サイドコンプレッションストラップ / シングルポールアタッチメント / フロントにセーフティーラ
イトアタッチメント / ハイドレーションシステム  / ハイドレーションチューブの固定クリップ付チェス
トストラップ / 底部に取り外し可能なレインカバーを収納

Wizard 24+4
ウィザード 24+4　 12154 ¥10,300（+税）

容量 24+4ℓ
重量 1015g
サイズ 48.0 × 30.0 × 27.0cm 
素材 210D HT マキシ リップストップ ポリアミド PUコート　600D ポリエステル PUコート
仕様
テンション調整が可能な背面メッシュパネル /ショルダーベルトの長さ調整システム F.L.A.S.H. / 通気性
に優れたショルダーベルト /ジップポケット付のパッド入りヒップベルト / +4 リッターのボリューム拡
張ジップ/フロントジップコンパートメントに使い勝手の良いオーガナイザー /サイドストレッチポケッ
ト /サイドコンプレッションストラップ / シングルポールアタッチメント / フロントにセーフティーラ
イトアタッチメント / ハイドレーションシステム / ハイドレーションチューブの固定クリップ付チェス
トストラップ  / 底部に取り外し可能なレインカバーを収納

9840 nickel green

9840 nickel green

0230 pebbles 8430 fjord Blue

6140 indian red

6140 indian Red

0230 pebbles

0100 black

9030 eel

1410 lava

0100 black

3330 blue sapphire 7130 hydro blue

3330 blue sapphire

9030 eel

7570 hydro blue / royal

7570 hydro blue / royal

8430 fjord blue 7130 hydro blue

NEW

9030 eel 0100 black 1410 lava 3330 blue sapphire

0230 pebbles 7130 hydro blue6140 indian red 7570 hydro blue / royal

8430 fjord blue

Wizard 30+4
ウィザード 30+4  12155 ¥10,800（+税）

容量 30+4ℓ
重量 1080g
サイズ 50.0 × 30.0 × 30.0cm 
素材 210D HT マキシ リップストップ ポリアミドPUコート　600D ポリエステル PUコート
仕様
1⇔ 2気室構造 / テンション調整が可能な背面メッシュパネル / ショルダーベルトの長さ調整システム
F.L.A.S.H. / 通気性に優れたショルダーベルト / ジップポケット付のパッド入りヒップベルト / +4 リッ
ターのボリューム拡張ジップ / フロントジップコンパートメントに使い勝手の良いオーガナイザー / サ
イドストレッチポケット / メインコンパートメントへのアクセスジップ /サイドコンプレッションスト
ラップ / シングルポールアタッチメント /フロントにセーフティーライトアタッチメント /ハイドレー
ションシステム / ハイドレーションチューブの固定クリップ付チェストストラップ /底部に取り外し可
能なレインカバーを収納

9840 nickel green

NEW

NEW
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HIKING HIKING

Citus 24 LW
シトス 24 ライトウェイト  12166

¥9,800（+税）

カラー 1410 lava,
 8400 washed blue,
 0230 pebbles,
 0100 black, 
 6650 pear      
容量 24ℓ
重量 500g
サイズ 52.0 × 27.0 × 21.0cm

Women’s Varyd 20
ウィメンズ バリード 20  12095 ¥9,800（+税）

容量 20ℓ
重量 770g
サイズ 44.0 × 27.5 × 20.0cm
素材 210D HT マキシ リップストップ ポリアミドPUコート　
 600D ポリエステル PUコート
仕様
フィット感に優れた背面パッド / 背面内部に、身体の動きに追従す
る取外し可能なフィッティングパネルM.S.P. を内蔵 / 女性や小柄な
体型にあわせたショルダー&ヒップベルト / 内側に収納可能なスト
レッチメッシュポケット付のヒップベルト / 通気性に優れた、ソフ
トな肌触りのショルダーベルト / 広々としたメインコンパートメン
ト / ラップトップコンパートメントとしても利用可能な内部のハイ
ドレーションコンパートメント / フロントにジップポケットとスト
レッチカンガルーポケット / サイドストレッチポケット / シングル
ポールアタッチメント /範囲内において好みの位置に取り付け可能
な、デタッチャブルサイドコンプレッションストラップ / フロント
にセーフティーライトアタッチメント /ハイドレーションシステム 
/ ハイドレーションチューブの固定クリップ付チェストストラップ /
底部に取り外し可能なレインカバーを収納

Varyd 22
バリード 22  12093 ¥9,800（+税）

容量 22ℓ
重量 810g
サイズ 47.0 × 27.5 × 21.0cm
素材 210D HT マキシ リップストップ ポリアミドPUコート　
 600D ポリエステル PUコート
仕様
フィット感に優れた背面パッド /背面内部に、身体の動きに追従す
る取外し可能なフィッティングパネルM.S.P. を内蔵 / 内側に収納可
能なストレッチメッシュポケット付のヒップベルト / 通気性に優れ
たショルダーベルト /広々としたメインコンパートメント / ラップ
トップコンパートメントとしても利用可能な内部のハイドレーショ
ンコンパートメント / フロントにジップポケットとストレッチカン
ガルーポケット / サイドストレッチポケット / シングルポールア
タッチメント / 範囲内において好みの位置に取り付け可能な、 デ
タッチャブルサイドコンプレッションストラップ / フロントにセー
フティーライトアタッチメント / ハイドレーションシステム / ハイ
ドレーションチューブの固定クリップ付チェストストラップ / 底部
に取り外し可能なレインカバーを収納

Varyd 30
バリード 30  12094 ¥12,300（+税）

容量 30ℓ
重量 1165g
サイズ 53.0 × 31.0 × 24.0cm　
素材 210D HT マキシ リップストップ ポリアミドPUコート　
 600D ポリエステル PUコート
仕様
フィット感に優れた背面パッド / 背面内部に、身体の動きに追従す
る取外し可能なフィッティングパネルM.S.P. を内蔵 / 内側に収納可
能な、ストレッチメッシュポケット付の軽量ヒップベルト /通気性
に優れたショルダーベルト / 広々としたメインコンパートメント /
ラップトップコンパートメントとして利用可能な内部のハイドレー
ションコンパートメント / フロントにジップポケットとストレッチ
カンガルーポケット /サイドストレッチポケット /シングルポール
アタッチメント / 範囲内において好みの位置に取り付け可能な、デ
タッチャブルサイドコンプレッションストラップ / フロントにセー
フティーライトアタッチメント /ハイドレーションシステム / ハイ
ドレーションチューブの固定クリップ付チェストストラップ / 底部
に取り外し可能なレインカバーを収納

4150 cactus
※ 写真はストレッチ・カンガルーポケット装着時

7130 hydro blue
※ 写真はストレッチ・カンガルーポケット装着時

6550 orchid red0100 black

4150 cactus 0100 black

0100 black 　  0230 pebbles6730 cedar wood

Citus 16 LW
シトス 16 ライトウェイト  12165

¥8,800（+税）

カラー 1410 lava, 
 0100 black, 
 8400  washed blue
容量 16ℓ
重量 480g
サイズ 51.0 × 25.0 × 21.0cm

素材 （16LW/ 24LW共通）
 40D 240T リップストップ シリコン ポリアミド PUコート　
 200D ポリアミド PUコート
仕様 （16LW/ 24LW共通）
通気性に優れた背面メッシュパネル /軽量ヒップベルト /通気性に優れたショルダー
ベルト /雨蓋内にジップポケット/荷室内にジップポケット/サイドストレッチポケッ
ト /ショルダーベルトにストレッチジップポケット / 多用途に使えるコンプレッショ
ンコード /撥水性と耐候性に優れる軽量シリコンコーティング /浸水を防ぐ強化ボト
ム / 各所に軽量バックル /フロントにリフレクティブパーツ /ハイドレーションシス
テム / ハイドレーションチューブの固定クリップ付チェストストラップ

1410 lava

0100 black

8400 washed blue

6650 pear

0230 pebbles

Omnis 26
オムニス 26  12366　¥7,300（+税）

容量 26ℓ
重量 720g
サイズ 47.0 × 29.0 × 26.0cm
素材 210D HT マキシ リップストップ ポリアミドPUコート　
 600D ポリエステル PUコート
仕様
フィット感に優れた背面パッド / D 型オープンジップで出し入れし
やすいメインコンパートメント / 背面内部にラップトップコンパー
トメント / メインコンパートメントに使い勝手の良いオーガナイ
ザー / 左サイドにジップポケット / 取り外し可能なウエストスト
ラップ / サイドストレッチポケット / フロントにギアループ /サイ
ドコンプレッションストラップ / ショルダーベルトにストレッチ
ジップポケット /フロントにセーフティーライトアタッチメント

8430 fjord blue

0100 black6520 dark indian red

8990 dragonfl y

0230 pebbles　

Omnis 28
オムニス 28 12367 ¥8,300（+税）

容量 28ℓ
重量 770g
サイズ 50.0 × 28.5 × 26.0cm
素材 210D HT マキシ リップストップ ポリアミドPUコート　
 600D ポリエステル PUコート
仕様
フィット感に優れた背面パッド /D型オープンジップで出し入れし
やすいメインコンパートメント / 背面内部にラップトップコンパー
トメント / メインコンパートメントに使い勝手の良いオーガナイ
ザー / ノートブック用セパレートコンパートメント / 取り外し可能
なウエストストラップ / 左サイドにジップポケット / サイドスト
レッチポケット /ショルダーベルトにストレッチジップポケット /
フロントにギアループ / サイドコンプレッションストラップ /フロ
ントにセーフティーライトアタッチメント

8430 fjord blue0100 black 8990 dragonfl y
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TREKKING TREKKING

SKARVAN function

主コンパートメントは約10～20L分の
拡張が可能（モデルにより異なる）

ドリンクボトルを収納する
ための特殊ホルダー

より多くのギアーを収納できる
機能的ストラップを装備

小さなナップサックに変更可能なフタ 防水ジップ付きの大型ヒップベルト

Skarvan 70+10 M/L
スカルバン 70+10 M/L 12674 ¥28,300（+税）

容量 70+10ℓ
重量 2830g
サイズ 92.0 × 33.0 × 31.0cm　
素材 600D リップストップポリエステルダブルサイド PUコート　
 1200D ポリエステル PUコート
仕様
体型にあわせた背面長の調整システム / 腕の動きを妨げないようデザインさ
れたショルダーベルト / 取り外し可能な、クッション性に優れたパッド入り
の大型ヒップベルト / 内蓋がコンプレッション機能を兼ねた外蓋として使え
るインナーフラップクロージャー / ヒップベルトにジップポケット / サイド
コンプレッションストラップ / 高さ調整と取り外し可能なトップリッド /雨
蓋内にジップポケット / ラックサックとして単体で使用できるトップリッド /
メインコンパートメントへのダイレクトアクセス / 雨蓋にジップポケット /
雨蓋内にレスキューインフォメーション /使い勝手の良い各所ポケット / シ
ングルポールアタッチメント /ホイッスル付チェストストラップ / 雨蓋内に
レインカバーを収納

山行時に必要なギアを収納するための広いスペース構造を持つ、トレッキング及び
ツーリング用のバックパック・シリーズです。長時間の歩行にも適しています。

TREKKING

0100 black 9250 clover
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TREKKING TREKKING

Zerum 38  LW
ゼーラム 38 ライトウェイト  12440 ¥16,300（+税）

容量 38ℓ
重量 860g
サイズ 62.0 × 31.0 × 24.0cm 
素材 70D リップストップ シリコン ポリアミド PUコート　
 200D クロスステッチ リップストップ ポリアミドPUコート
仕様
体型にあわせた背面長の調整システム /ジップポケット付のヒップベル
ト / 雨蓋一体型のリッドフラップスカート /リッドフラップにメッシュ
ポケット / サイドコンプレッションストラップ /左サイドにストレッチ
ポケット / 右サイドに開口部が横向きのボトルポケット / フロントにヘ
ルメットホルダーも装着可能なギアループ / シングルポールアタッチメ
ント /撥水性 /対候性に優れる軽量シリコンコーティング / 浸水を防ぐ
強化ボトム /各所に軽量バックル / ハイドレーションシステム / ハイド
レーションチューブの固定クリップ付チェストストラップ

Women’s Asymmetric 38+8
ウィメンズ アシメトリック 38+8  12434

¥16,300（+税）

容量 38+8ℓ
重量 1410g
サイズ 68.0 × 32.0 × 27.0cm
素材 400D ダイアモンド リップストップ PU
 コート　600D ポリウレタンコート　
 200D ポリアミド PUコート
仕様
体型にあわせた背面長の調整システム / 女性や小柄な
体型にあわせたショルダー&ヒップベルト / ジップポ
ケット付のヒップベルト / メインコンパートメントへ
のアクセスジップ / 高さ調整可能なトップリッド /雨
蓋内にジップポケット / マップポケット / サイドメッ
シュポケット / トップコンプレッションストラップ /
サイドコンプレッションストラップ / ギアループ /2
ポールアタッチメント /ハイドレーションシステム /
ホイッスル付チェストストラップ

Zerum 48+  LW
ゼーラム 48+ ライトウェイト  12441 ¥18,300（+税）

容量 48+8ℓ
重量 1180g
サイズ 74.0 × 35.0 × 26.0cm 
素材 70D リップストップ シリコン ポリアミド PUコート　
 200D クロスステッチ リップストップ ポリアミドPUコート
仕様
体型にあわせた背面長の調整システム / ジップポケット付のヒップベル
ト / バリアブルトップリッド / ヒップバッグとして使える取り外し可能
なトップリッド / 内蓋がコンプレッション機能を兼ねた外蓋として使え
るインナーフラップクロージャー /サイドコンプレッションストラップ /
左サイドにストレッチポケット / 右サイドに開口部が横向きのボトルポ
ケット /広々としたフロントストレッチポケット / フロントにヘルメッ
トホルダーも装着可能なギアループ / シングルポールアタッチメント /
撥水性 / 対候性に優れる軽量シリコンコーティング / 浸水を防ぐ強化ボ
トム /各所に軽量バックル /ハイドレーションシステム /ハイドレーショ
ンチューブの固定クリップ付チェストストラップ

Asymmetric 42+8
アシメトリック 42+8  12436

¥17,300（+税）

容量 42+8ℓ
重量 1470g
サイズ 70.0 × 33.0 × 28.0cm
素材 400D ダイアモンド リップストップ PU
 コート　600D ポリウレタンコート　
 200D ポリアミド PUコート
仕様
体型にあわせた背面長の調整システム / ジップポケッ
ト付のパッド入りヒップベルト / メインコンパートメ
ントへのアクセスジップ / 高さ調整可能なトップリッ
ド / 雨蓋内にジップポケット / マップポケット /サイ
ドメッシュポケット / トップコンプレッションスト
ラップ / サイドコンプレッションストラップ / ギア
ループ /2 ポールアタッチメント /ハイドレーション
システム / ホイッスル付チェストストラップ

Asymmetric 52+8
アシメトリック 52+8  12437

¥18,300（+税）

容量 52+8ℓ
重量 1520g    
サイズ 72.0 × 35.0 × 30.0cm
素材 400D ダイアモンド リップストップ PU
 コート　600D ポリウレタンコート
 200D ポリアミド PUコート
仕様
体型にあわせた背面長の調整システム / ジップポケッ
ト付のパッド入りヒップベルト /1 ⇔ 2気室構造 / メ
インコンパートメントへのアクセスジップ / 高さ調整
可能なトップリッド / サイドコンプレッションスト
ラップ / 雨蓋内にジップポケット / マップポケット /
サイドメッシュポケット / トップコンプレッションス
トラップ /雨蓋にジップポケット /ギアループ /2ポー
ルアタッチメント / ハイドレーションシステム / ホ
イッスル付チェストストラップ

Zerum 58+  LW
ゼーラム 58+ ライトウェイト  12442 ¥19,300（+税）

容量 58+8ℓ
重量 1390g
サイズ 76.0 × 35.0 × 28.0cm 
素材 70D リップストップ シリコン ポリアミド PUコート　
 200D クロスステッチ リップストップ ポリアミドPUコート
仕様
体型にあわせた背面長の調整システム / ジップポケット付のヒップベル
ト / バリアブルトップリッド / ヒップバッグとして使える取り外し可能
なトップリッド / リッドポケット / 内蓋が外蓋として使えるインナーフ
ラップクロージャー / サイドコンプレッションストラップ / 左サイドに
ストレッチポケット /右サイドに開口部が横向きのボトルポケット/広々
としたフロントストレッチポケット / メインコンパートメントへのアク
セスジップ / フロントにヘルメットホルダーも装着可能なギアループ /
シングルポールアタッチメント / 撥水性 / 対候性に優れる軽量シリコン
コーティング /浸水を防ぐ強化ボトム /各所に軽量バックル /ハイドレー
ションシステム / ハイドレーションチューブの固定クリップ付チェスト
ストラップ

5160  foggy blue

8440 iron

8440 iron

8440 iron

5160  foggy blue

3330 blue sapphire

0100 black

8430 fjord blue

6140 indian red

8430 fjord blue

0100 black

5160  foggy blue
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FAMILY SERIESTREKKING

WALKING LUMBAR PACK

OTHERS

FAMILY SERIES
ウォーターボトルを収納できる軽量なウェストバッグ・シリーズです。
ウォーキングやランニング時に欠かせません。

アウトドアを愉しむ子どもたちに向けた、ディパック・シリーズです。
大人用バックパックにも劣らない機能性を持っています。Little  Waterboy

リトルウォーターボーイ  12741 ¥2,900（+税）

容量 1ℓ
重量 130g
サイズ 13.5 × 25.0 × 6.0cm　
素材 210D HT マキシ リップストップ    ポリアミド PUコート
 200D ポリアミド PUコート
仕様
500ml ボトルまで適応するボトルホルダー / ジップポケット / セーフ
ティーライトアタッチメント / リフレクティブパーツ
※ボトルは付きません。

Puck 10
プック10 15002 ¥4,800（+税）

容量 10ℓ
重量 530g
サイズ 34.0 × 24.0 × 11.0cm
素材 600D ポリエステル PUコート
 800D ポリアミド メガ ターポリン
仕様
ソフトな肌触りの背面パッド &ショルダーベルト / 雨蓋に
ジップポケット / サイドメッシュポケット /浸水を防ぐ丈夫
な強化ボトム / お子様の成長にあわせて長さ調整可能なチェ
ストストラップ /ウエストストラップ / 雨蓋下にジャケット
ホルダー /虫めがね / ギアループ / 内部にシットマットを収
納 / 内部にネーム&アドレススペース / リフレクティブパー
ツ / 雨蓋に取り外し可能なレインカバーを収納

Puck 14
プック14  11420 ¥5,400（+税）

容量 14ℓ
重量 560g
サイズ 48.0 × 25.0 × 18.0cm　
素材 600D ポリエステル PUコート
 800D ポリアミド メガ ターポリン
仕様
ソフトな肌触りの背面パッド &ショルダーベルト / 雨蓋に
ジップポケット / サイドメッシュポケット / 浸水を防ぐ丈夫
な強化ボトム / お子様の成長にあわせて長さ調整可能なチェ
ストストラップ / ウエストストラップ /雨蓋下にジャケット
ホルダー /虫めがね /ギアループ / 内部にシットマットを収
納 / 内部にネーム&アドレススペース / リフレクティブパー
ツ / 雨蓋に取り外し可能なレインカバーを収納

Big Waterboy
ビッグウォーターボーイ   12742 ¥4,900（+税）

容量 4ℓ
重量 190g　
サイズ 21.0 × 25.0 × 10.0cm　
素材 210D HT マキシ リップストップ　ポリアミド PUコート
 200D ポリアミド PUコート
仕様
500ml ボトルまで適応するボトルホルダー / 肌触りの良い背面パッド /
ジップポケット /便利なオーガナイザーポケット/トップハンドル /セー
フティーライトアタッチメント /リフレクティブパーツ
※ボトルは付きません。

Raincover
レインカバー 12559　¥2,700（+税）/12560　¥2,900（+税）

容量 15-30ℓ（12559）， 30-55ℓ（12560）
重量 90g（12559）， 110g（12560）
素材 ポリアミド100%
 190T ポリウレタンコート100%

　 9460 radiate blue0100 black

0100 black 9460 radiate blue

7650 grass / applegreen

6750 green spinel 2350 salsa / red

3420 marine / blue

6750 green spinel

7650 grass / applegreen

2350 salsa / red

1070 duff yellow

NEW
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FAMILY SERIES OTHERS

FAMILY SERIES

TENT

Pecki 10
ペッキ10  12456 ¥4,800（+税）

容量 10ℓ
重量 475g
サイズ 34.0 × 24.0 × 11.0cm
素材 600D ポリエステルPUコート　
 800D ポリアミド メガ ターポリン
仕様
ソフトな肌触りの背面パッド&ショルダーベルトショルダーベルト
とフロントに 3M製素材のリフレクティブパーツ / 雨蓋にジップポ
ケット /サイドメッシュポケット / 浸水を防ぐ丈夫な強化ボトム /
各所にお子様が使いやすいバックル&ジップ / お子様の成長にあわ
せて長さ調整可能なチェストストラップ / ウエストストラップ / 虫
めがね / 内部にシットマットを収納 / 内部にネーム &アドレスス
ペース / 雨蓋に取り外し可能なレインカバーを収納 / 環境と人体の
健康への安全性が保障されたBluesign 製品

Pecki 14
ペッキ14  12457   ¥5,400（+税）

容量 14ℓ
重量 570g
サイズ 48.0 × 25.0 × 18.0cm
素材 600D ポリエステル PU
 800D ポリアミド メガ ターポリン
仕様
ソフトな肌触りの背面パッド&ショルダーベルト /ショルダーベル
トとフロントに 3M製素材のリフレクティブパーツ / 雨蓋にジップ
ポケット / サイドメッシュポケット /浸水を防ぐ丈夫な強化ボトム 
/ 各所にお子様が使いやすいバックル&ジップ /内部にシットマッ
トを収納 / お子様の成長にあわせて長さ調整可能なチェストスト
ラップ /ウエストストラップ / 虫めがね / 内部にネーム&アドレス
スペース / 雨蓋に取り外し可能なレインカバーを収納 / 環境と人体
の健康への安全性が保障されたBluesign 製品

Minnie 10
ミニー10  12460    ¥3,800（+税）

容量 10ℓ
重量 265g
サイズ 34.0 × 20.0 × 17.0cm
素材 600D ポリエステル PUコート
仕様
ソフトな肌触りの背面パッド&ショルダーベルト / ショルダーベル
トとフロントに 3M製素材のリフレクティブパーツ / フロントに
ジップポケット / サイドメッシュポケット /各所にお子様が使いや
すいバックル&ジップ / ウエストストラップのアタッチメント / お
子様の成長にあわせて長さ調整可能なチェストストラップ
 / 内部にネーム&アドレススペース  

8920 crocus

3000 blue

3000 blue

3000 blue9460 radiate blue

8920 crocus 7450 marine / red

6540 rosebay

6540 rosebay

6540 rosebay

6690 reef

7450 marine / red

7450 marine / red

202020 212121



TENT TENT

Lizard GUL 1P
リザード ギガ ウルトラライト 1P  11804 ¥59,000（+税）

キャパシティー 1 人
テントサイズ 長さ 230cm×幅 140cm×高さ 85cm
インナーテントサイズ 長さ 210cm×幅 60cm×高さ 75cm
重量 590g / 690g（min / max）
素材 フライ /10D  ポリアミド RS シリコン 3.000mm / インナー /10D  ポリアミド  マイクロ リップストップ /
 フロア /40D ポリアミド リップストップ ラミネート 10.000mm
スタッフサック 39 × 10cm
ポール YUNAN カーボン  9.2mm/ 7.3mm/ 34.0cm
仕様
超軽量の 1人用テント / 冬期を除く 3シーズンテント / 広い室内空間と強風でも安定感のあるトンネル型テント /1 エントランス /1 前
室  /YUNAN社製ポール / 通気性に優れたメッシュウインドー /蟻の侵入防止バスタブフロア / 最小の収納サイズ
フロア・プロテクター   11856FP　¥4,000（+税）

Power Lizard SUL 1-2P
パワー リザード スーパー ウルトラライト 1-2P  10265 ¥46,000（+税）

キャパシティー 1‒2 人
テントサイズ 長さ 250cm×幅 155cm×高さ 105cm
インナーテントサイズ 長さ 230cm×幅 115cm×高さ 95cm
重量 940g / 1050g（min / max）
素材 フライ / 20D ポリアミド リップストップ シリコン3.000mm/
 インナー / 15D ポリエステル リップストップ /フロア / 
 40D ポリアミド リップストップ ラミネート 10.000mm
スタッフサック 35 × 14cm
ポール YUNAN  AL 7001 T6 7.5mm / 30.0cm
フロア・プロテクター 15548080 ¥4,300（+税）

Power Lizard SUL 2-3P
パワー リザード スーパー ウルトラライト 2-3P  11510 ¥49,000（+税）

キャパシティー 2-3 人
テントサイズ 長さ 250cm×幅 205cm×高さ 115cm
インナーテントサイズ 長さ 230cm×幅 150cm×高さ 105cm
重量 1250g / 1370g（min / max）
素材 フライ / 20D ポリアミド リップストップ シリコン3.000mm/
 インナー / 15D ポリエステル リップストップ / フロア / 
 40D ポリアミド リップストップ ラミネート 10.000mm
スタッフサック 35 × 15cm
ポール YUNAN AL 7001 T6 9.0mm / 37.5cm
フロア・プロテクター 11530FP ¥4,800（+税）

Invenio UL 2P
インベニオ ウルトラライト 2P  12005 　¥50,000（+税）

キャパシティー 2 人
テントサイズ 長さ 230cm×幅 260cm×高さ 110cm
インナーテントサイズ 長さ 230cm×幅 120cm×高さ 110cm
重量 2300g / 2650g（min / max）
素材 フライ / 40D ポリアミド リップストップ シリコン 3.000mm/
 インナー / 40D ポリエステル リップストップ /フロア / 
 40D ポリアミド リップストップ ラミネート 10.000mm
スタッフサック 58 × 22cm
ポール DAC AL 7001 T6 10.2mm / 45.0cm
フロア・プロテクター  12058FP ¥8,500（+税）

Invenio UL 3P
インベニオ ウルトラライト 3P 12006 ¥60,000（+税） 

キャパシティー 3 人
テントサイズ 長さ 230cm×幅 320cm×高さ 125cm
インナーテントサイズ 長さ 230cm×幅 180cm×高さ 125cm
重量 3000g / 3290g（min / max）
素材 フライ / 40D  ポリアミド リップストップ シリコン 3.000mm/
 インナー / 40D  ポリエステル リップストップ / フロア / 
 40D  ポリアミド リップストップ ラミネート 10.000mm
スタッフサック 58 × 22cm
ポール DAC AL 7001 T6 11mm/ 50.0cm
フロア・プロテクター  12059FP ¥9,500（+税） 

仕様（1-2P /2-3P 共通仕様）
冬期を除く 3シーズンテント / 風速 80km/hの強風に耐えられるパワーフレーム / シング
ルアーチ構造 /通気を調整可能なフライシート / 広々としたサイドの 1エントランス&1
前室 /快適な空間のインナーテント / YUNAN社製ポール /通気性に優れたメッシュウイ
ンドー /蟻の侵入防止バスタブフロア /コンパクトな収納サイズ

仕様（2P/3P 共通仕様）
冬期を除く 3シーズンテント / 強風でも
安定感のある、外側テントポールとフラ
イシートを結ぶガイライン / 広々とした
2エントランス &2前室 / 快適な室内空
間のインナーテント / DAC社製ポール /
通気性に優れた 2ルーフウインドー /蟻
の侵入防止バスタブフロア

TECHNOLOGY
デッドエンドのポール・スリーブは、片側からのテンション調
節が可能です。

Pole Pocket

快適なテント空間を作り出すために、テントカラーの明濃度に
は適切な配慮と工夫がなされています。

Lightmapping

優れたテント微気候性は、異なる素材から組み合わされたテン
ト構造によって実現されています。

Innertent Mapping

人体や地球環境に優しい製造プロセスを行っています。

PVC-FREE

DAC社製のアルミニウム・ポールを採用しています。

DAC

YUNAN社製の高品質テントポールを採用しています。

YUNAN

交換可能なフックシステムは、インナーテントとアウターの隙
間をできるだけ無くし、テント内のスペースをより広いものに
します。

Replaceable Hook

湿気によって膨張する糸素材を用いた縫製は、製造プロセスに
おいて発生する縫い目の穴を塞ぐ役割を果たします。

Swelling Yarn

テント内の換気に優れた通気性を備えています。

Control Air

優れた通気性と換気性、結露防止のために設けられた、ルーフ
型通気口です。

Ventilation Hood

適切なテンションに調節可能な結束コードです。

Stormcord Collector

長寿命を可能にする、UV遮断性能に優れた3層構造のシリコ
ンコーティングが施されています。

Siliconized

雨水や紫外線に強い、シリコン・コーティングが両面に施され
ています。

Both Sides Siliconized

強風時も安定感のある、外側テントポールとフライシートを結
ぶガイラインです。

Outer Tent Guylines

シンプルで素早いセットアップが可能、かつ強風にも耐える、
非常に柔軟性に満ちた万能テントです。

Dome Tent

広々としたスペースを展開するドーム型テントです。

Special Construction

縫い目からの水漏れを防ぐ、シリコンの＝によるシームシール
加工が施されています。

Silicone Seamseal

強風時の安定感と広い室内スペースを備えたトンネル型テン
トです。

Tunnel Tent

エントランス部のフルオープンが可能な、4ウェイジッパーを
備えています。

4-Way Zip

エントランス部ジッパーには、雨水の侵入を防ぐシームシール
加工が施されています。

Zipper Seam Seal

TREKKING TENT
超軽量素材を採用した、3シーズン対応可能な
トレッキングテントです。突然の風雨時にも
耐性が備わっており、テント内空間の
安全が確保されます。

フロア・プロテクター 

フロア・プロテクターは、湿りのある地面、いばら、尖った岩など
の煩わしい足場を快適な状況・状態へと変えるテント用フットプリ
ントです。設置面積は各テントのフライシートに適合し、ベスティ
ブール（前室）における湿気は効果的に遮断されます。

素材 ポリエステル 100%
 75D ポリウレタンコート 5,000 mm

4000 green

4000 green

4000 green

4000 green
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TENT TENT

Low Chapel L 2P
ロウ チャペル ライト 2P 12824 ¥48,000（+税）

キャパシティー 2 人　
テントサイズ 長さ 225cm×幅 320cm×高さ 115cm
インナーテントサイズ 長さ 225cm×幅 130cm×高さ 115cm
重量 2600g / 2800g（min / max）　
素材 フライ / 30D ポリエステルリップストップ シリコンポリ
 ウレタンコート 3.000mm / インナー / 
 30D ポリエステルリップストップ /フロア / 
 70D ポリアミドポリウレタンコート 7.000mm
スタッフサック 55 × 25cm　
ポール DAC AL 11.1mm / 9.5mm / 51.0cm
仕様
軽量の 2人用テント /冬期を除く 3シーズンテント /広い室内空間と強風でも安定感
のあるトンネル型テント /広々とした 2エントランス /2 前室 /DAC 社製ポール /設
営が容易なフリースタンディングデザイン  / 通気性に優れたメッシュウインドー /蟻
の侵入防止バスタブフロア
フロア・プロテクター　12869FP　¥5,000（+税）

Arco 1-2P
アルコ 1-2P  12257 ¥20,000（+税）

キャパシティー 1-2 人
テントサイズ 長さ 295cm×幅 210cm×高さ 90cm
インナーテントサイズ 長さ 220cm×幅 120cm×高さ 90cm
重量 2300g / 2400g（min/max）
素材 フライ / 75D  ポリエステル PU3.000mm / インナー /
 68D ポリエステル /フロア / 70D ポリアミドPU5.000mm
スタッフサック 45 × 20cm
ポール YUNAN AL 6061 T9 10.3mm / 9.3mm / 41.5cm
仕様
冬期を除く 3シーズンのキャンピングテント / 広い室内空間と強風でも安定感のある
トンネル型テント / 広々としたサイドの 2エントランス& 2 前室 /YUNAN社製ポー
ル / 通気性に優れた 2ルーフウインドー /容易な設営
フロア・プロテクター 12294FP  　¥4,000（+税）

Arco 2P
アルコ 2P  11496 ¥22,000（+税）

キャパシティー 2 人
テントサイズ 長さ 360cm×幅 130cm×高さ 110cm
インナーテントサイズ 長さ 230cm×幅 130cm×高さ 90cm
重量 2750g / 2900g（min / max）
素材 フライ / 75D  ポリエステル PU 3.000mm / インナー / 
 68D ポリエステル /フロア/70D  ポリアミドPU 5.000mm
スタッフサック 50 × 20cm
ポール YUNAN  AL  6061  T9  10.3mm / 40.0cm
仕様
冬期を除く 3シーズンのキャンピングテント / 広い室内空間と強風でも安定感のある
トンネル型テント / 広々とした 1エントランス&1前室 /YUNAN社製ポール / 通気
性に優れたルーフウインドー / 容易な設営
フロア・プロテクター　11540FP　¥5,000（+税）

Arco XT 3P
アルコ エクステンション 3P  12258 ¥29,000（+税）

キャパシティー 3 人
テントサイズ 長さ 380cm×幅 205cm×高さ 105cm
インナーテントサイズ 長さ 225cm×幅 180cm×高さ 105cm
重量 3500g / 3800g（min / max）
素材 フライ / 75D  ポリエステル PU 3.000mm /
 インナー / 68D ポリエステル /フロア/ 
 70D  ポリアミドPU 5.000mm
スタッフサック 50 × 25cm
ポール YUNAN AL 6061 T9　10.3mm / 9.3mm /42.5cm
仕様
冬期を除く 3シーズンのキャンピングテント / 広い室内空間と強風でも安定感
のあるトンネル型テント /2 エントランス /広々としたエントランスエリア /
YUNAN社製ポール / 通気性に優れた 2ルーフウインドー /容易な設営
フロア・プロテクター   12295FP    ¥6,000（+税）

Campo Compact XT 2P
カンポ コンパクト エクステンション 2P  11841 ¥23,000（+税）

キャパシティー 2 人
テントサイズ 長さ 305cm×幅 140cm×高さ 105cm
インナーテントサイズ 長さ 215cm×幅 140cm×高さ 105cm
重量 2700g / 3000g（min/max）
素材 フライ / 75D ポリエステル PU 3.000mm/
 インナー / 68D ポリエステル /フロア / 
 70D ポリアミド PU 5.000mm
スタッフサック 55 × 22cm
ポール YUNAN AL 6061 T9 10.3mm / 45.0cm
仕様
冬期を除く 3シーズンのキャンピングテント / あらゆるジャンルで使いやすい
ドーム型テント / 広々とした快適な空間のエントランスエリア / YUNAN社製
ポール /容易な設営
フロア・プロテクター   11842FP ¥3,000（+税）

Campo Grande 3-4P 
カンポ グランデ 3-4P11493 ¥30,000（+税）

キャパシティー 3‒4 人
テントサイズ 長さ 185cm+90cm+90cm×幅 220cm× 高さ
 130cm
重量 3800g  /  4100g（min / max）
素材 フライ/ 75Dポリエステル  PU 3000mm /
 インナー / 68Dポリエステル /フロア / 
 70Dポリアミド PU 5000mm 
収納サイズ 60 × 22cm 　
ポール AL 6061 T9 11mm / 50cm
仕様
3‒4人用 / 通気フード /1出入口 /2 前室 /マント構造
フロア・プロテクター 11537FP ¥6,000（+税）

CAMPING TENT
2シーズンまたは3シーズンに対応した、キャンプ /ツーリング用テントです。
通気性に優れた構造は、テント内環境を最適な状態に保ちます。

4590 chute green

4590 chute  green

1700 terracotta

1700 terracotta

1700 terracotta

4510 avocado

1770 terracotta

1770 terracotta

2524 2524



SLEEPING BAG/ MATTRESS SLEEPING BAG/ MATTRESS

SLEEPING BAG / MAT TRESS
冬期間を除く、山小屋泊りのトレッキングやツーリング向けに開発された、スリーピングバッグ及びマットレスです。
創意的な工夫が施されており、テントとの併用によってアウトドアライフはより快適なものになるでしょう。

Gumplut 450 SYN
ガンパルト 450 シンセティック 12832 ¥15,000（+税）

重量 1550g
ライニング ポリエステル　
シェル ポリエステル（Recycled）
中綿 ポリエステル 450g（Sensofi ber）　
サイズ 220 × 80× 190× 55cm
収納サイズ 34 × 20cm
仕様 左ジッパー　
適応温度 +5 / 0 /-15℃

Gumplut 250 SYN
ガンパルト 250 シンセティック 12763 ¥13,000（+税）

重量 1350g
ライニング ポリエステル　
シェル ポリエステル（Recycled）
中綿 ポリエステル 250g（Sensofi ber）
サイズ 220 × 80× 190× 55cm
収納サイズ 28 × 17cm
仕様 左ジッパー　
適応温度 +8 / 3 /-11℃

Navajo 500 SYN
ナバホ 500 シンセティック 12131 ¥9,200（+税）

総重量 1400g
ライニング ポリエステル　
シェル ポリエステル
中綿 ポリエステル 500g（Sensofi ber）　
サイズ 220 × 80× 190× 80cm
収納サイズ 34 × 20cm　
仕様 左ジッパー
適応温度 +7 /+2 /-12℃

220

190

55 80

Performance Winter 7 M
7M  パフォーマンス ウィンター7ミドル 12818 ¥15,000（+税）

重量 600g
サイズ 183 × 51× 7cm
収納サイズ 24 × 13cm
フロント 100% ポリエステル　100% ポリウレタン 20D サーモプラスチック ポリウレタンラミネート
バック 100% ポリエステル　100% ポリウレタン
中綿 100% ポリエステル（recycled）PrimaLoft® Black Insulation Eco 200g /㎡
仕様 厳冬期を除く 4シーズンマットレス ・逆止弁付フラットバルブを採用

3340 baltic sea

6520 dark indian red

8160 cherrywood

6760 redwood

6760 redwood

Performance 7 M  
パフォーマンス7ミドル 12813    ¥13,500（+税）

重量 450g　
サイズ 183 × 51× 7cm
収納サイズ 24 × 9cm
フロント 100% ポリエステル　100% ポリウレタン 20D サーモプラスチック ポリウレタンラミネート
バック 100% ポリエステル　100% ポリウレタン
中綿 100% ポリエステル（recycled）PrimaLoft® Black Insulation Eco 60g /㎡
仕様 冬期を除く 3シーズンマットレス /逆止弁付フラットバルブを採用

Performance 7 L
パフォーマンス7ラージ 12816   ¥15,000（+税）

重量 625g
サイズ 196 × 61× 7cm
収納サイズ 27.5 × 12cm
フロント 100% ポリエステル　100% ポリウレタン 20D サーモプラスチック ポリウレタンラミネート
バック 100% ポリエステル、100% ポリウレタン
中綿 100% ポリエステル（recycled）PrimaLoft® Black Insulation Eco 60g /㎡
仕様 冬期を除く 3シーズンマットレス /逆止弁付フラットバルブを採用

1-Layer Construction

MATERIAL & TECHNOLOGY

SLEEPING BAG

MATTRESS

1レイヤー（ライニング）がアウターシェルに直接縫い付けられています。この縫製は
冷気スポットを生み出すことがあるため、夏用と超軽量のスリーピングバッグ生産時
のみに使われています。

Blanket Construction
完全オープンを実現するファスナー構造は、ブランケットとしての利用も可能です。

Coat Construction
コートまたはポンチョとしても利用可能な調節機能を備えています。

Multi Shape
スリーピングバッグ以外に、ビバーク、ブランケット、ケープ、緊急用ジャケットなど
の用途にも利用が可能です。

Mummy
スリーピングバッグとしては最も有名な形状のもの。バッグ内を温める空気の量は最
小限に抑えられ、かつ生産材料は他の型と比べても少ないことから、非常に効率が良
く、軽量性や圧縮性にも優れています。

Sensofiber

2-Way Zip

3D Foot Section

就寝中の人の体温を、熱へと変換させるマイクロファイバー素材です。速乾性、耐久性
に優れ、かつ手入れも簡単な素材です。

Primaloft© 
Black Insulation Eco

高い熱効率性を実現するための要素をすべて備えています。高度な繊維技術とリサイ
クル素材（100%）を組み合わせた、環境に優しい断熱性素材です。

Baffle Pad Construction
Primaloft© Infinity を備えた、バッフル構造の断熱パッドです。

Packsack included
パックサックが付属します。

Anatomic Hood

Compression Packsack

Hood Drawcord

Innerpocket
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