
※商品価格は2021年4月1日現在の価格です。予告無く変更する場合がございます。  ※商品の仕様は予告無く変更する場合がございます。  ※カタロ
グの掲載写真は印刷により実際のカラーと異なる場合がございます。予めご了承ください。  ※新商品は開発中のため、入荷の遅れ、発売の延期、または
中止をする場合がございます。予めご了承ください。  ※新商品は改良のため重量やサイズなど変更になる場合がございます。  ※当カタログの著作権は
株式会社メガスポーツが所有するものです。  ※当カタログに記載している文章、写真、画像を営利目的に無断利用することを禁じています。
【カタログ有効期限：2021年12月末日】



1976年、「タラスブルバ」は日本発のアウトドアブランドとして
生まれました。以来、40年以上の伝統と歴史を持つ老舗ブランド
として愛され続けています。

「タラスブルバ」のブランド名は、作家ニコライ・ゴーゴリが、コサック
の勇猛果敢な英雄として生き抜いた男を描いた歴史小説「隊長
ブーリバ」に由来しています。大自然から体得した知恵と、 長

い歴史から培ってきた科学を融合してものづくりをすることを信念としています。

「自然の知恵」「技術と科学」「人々の思い」

歴史を超えて進化するタラスブルバは、 この 3つのキーワードを忘れません。
アウトドアを愛するすべての人が、自然を楽しむことはもちろん、自然にチャレンジしていくことを
サポートし続けます。    
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Tent

○組立サイズ：約575×300×195（h）cm ○インナーサイズ：前幅約280×後幅約260cm、奥行約210×184（h）cm ○収納時サイズ：約
72×44×42cm ○重量：約27.0kg ○耐水圧：フライ／3,000mm、フロア／3,000mm ○UVカット：紫外線遮へい率90%以上 ○素材：フライ／ポリエ
ステル（裏面：ポリウレタンコーティング）、ルーフシート／ポリエステル（裏面：ポリウレタンコーティング）、インナー／ポリエステル、フロア／ポリエステル（裏
面：ポリウレタンコーティング）、メインポール／φ19mmアルミニウム合金、リッジポール／φ16mmアルミニウム合金 ○付属品：ペグ26本、ロープ14本、収
納ケース ※ハンマー、キャノピーポールは別売りです

TB-S20-015-001

キャタピラー2ルームシェルターⅡ

リビング+寝室の2ルームでの使用はもちろん、インナーを外せば大型シェルターに。
すべてのドアパネルがメッシュにできる、快適オールシーズンシェルター。
フライ、ルーフシートは難燃加工により生地が燃え広がりにくい。

収納ケース
収納ケース

ベンチレーター 電源コード引き込み口

インナーテント

※キャノピーポールは別売りです

フルクローズ

ベンチレーター フライ裏面ブラックコーティング（ルーフシートは除く）

インナーテント

※キャノピーポールは別売りです

フルクローズ

本体価格99,900円  税込109,890円
〈ポイント〉
●フルメッシュにできる
●210Dの肉厚生地
●フライ・ルーフシートに難燃加工

〈ポイント〉
●フライ裏面にブラックコーティング
●リップストップポリエステル生地

幕体生地燃焼テスト

Movie

耐久性の高いリップストップ素材を使い、
裏面には高い遮光性のブラックコーティングを施したフライシートを採用。
全てのドアパネルがメッシュ仕様で、インナーテントを外せば
シェルターとしても利用可能。
全方位にスカートを装備し、付属のルーフシートが結露を防ぐ
快適オールシーズンシェルター。

グラムキャタピラー2ルームシェルター

○組立サイズ：約575×300×195（h）cm ○インナーサイズ：約前幅280×後幅260×奥行210×184（h）ｃｍ ○収納時サイズ：約72×44×42ｃｍ 
○重量：約25.0ｋｇ ○耐水圧：フライ／3,000ｍｍ、ルーフシート／3,000mm、フロア／3,000ｍｍ ○UVカット：紫外線遮へい率99%以上 ○素材：フラ
イ／ポリエステル（裏面ポリウレタンコーティング）、インナー／ポリエステル、フロア／ポリエステル（裏面ポリウレタンコーティング）、メインポール／Φ19ｍｍア
ルミニウム合金、リッジポール／Φ16mmアルミニウム合金 ○付属品：ペグ26本、ロープ14本、収納ケース ※ハンマー、キャノピーポールは別売りです

本体価格120,000 税込円 132,000円
TB-S21-015-001

7月発売予定
New

キャタピラー2ルーム
シェルターⅡ用グランドシート

○使用時サイズ：前幅約260×後幅約243×奥行約
190cm ○収納時サイズ：約43×23cm ○重量：約650ｇ 
○耐水圧：3,000mm ○生地：ポリエステル（裏面：ポリウ
レタンコーティング） ○付属品：収納ケース

本体価格4,990円 税込5,489円
TB-S19-015-008

キャタピラー2ルーム
シェルターⅡ用
グランドシート

○使用時サイズ：前幅約260×後幅約
243×奥行約190cm ○収納時サイズ：約
43×23cm ○重量：約650ｇ ○耐水圧：
3,000mm ○生地：ポリエステル（裏面：ポリ
ウレタンコーティング） ○付属品：収納ケース

本体価格4,990円
税込 5,489円

TB-S19-015-008

室内高 UVカット
紫外線遮へい率
99%以上

耐水圧
3000mm

シームテープ ベンチレーター 電源コード
引き込み口

ルーフシート ランタンフック フルクローズ インナーポケット アルミポール4人用 フロアサイズ 室内高 UVカット
紫外線遮へい率
90%以上

耐水圧
3000mm

シームテープ ベンチレーター 電源コード
引き込み口

ルーフシート ランタンフック フルクローズ インナーポケット アルミポール4人用 フロアサイズ
8

8枚パネル 2ベンドポール前後ドア
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キャタピラー2ルームシェルターをベースに、少人数向けの広さにリサイズ。
リビング＋寝室の2ルームでの使用はもちろん、
インナーテントを外してシェルターとしても使用可能。
フライ、ルーフシートは難燃加工により生地が燃え広がりにくい。

キャタピラー2ルームシェルターをベースに、少人数向けの広さにリサイズ。
リビング＋寝室の2ルームでの使用はもちろん、
インナーテントを外してシェルターとしても使用可能。
フライ、ルーフシートは難燃加工により生地が燃え広がりにくい。

ベンチレーション 電源コード引き込み口

ベンチレーション 電源コード引き込み口

インナーテント

フルクローズ

※キャノピーポールは別売りです

○組立サイズ：約465×260×180(ｈ)cm ○インナーサイズ：前幅約240×後幅約220cm、奥行約210×170(ｈ)cm ○収納時サイズ：約
72×33×33cm ○重量：約19.0kg ○耐水圧：約3,000ｍｍ ○UVカット：紫外線遮へい率90％以上 ○素材：フライ／ポリエステル（裏面：ポリ
ウレタンコーティング）、インナー／ポリエステル、フロア／ポリエステル（裏面：ポリウレタンコーティング）、メインポール／Φ19ｍｍアルミニウム合金、
リッジポール／Φ16ｍｍアルミ二ウム合金 ○付属品：ペグ22本、ロープ12本、収納ケース ※ハンマー、キャノピーポールは別売りです

TB-S20-015-002

キャタピラー2ルームシェルタージュニア

収納ケース

本体価格79,900円  税込87,890円
〈ポイント〉
●フルメッシュにできる
●フライ・ルーフシートに難燃加工

使用イメージ

幕体生地燃焼テスト

Movie

キャタピラー2ルームシェルターをベースに、1～2名が快適に利用できる大きさにリサ
イズ。フライシートには、耐久性の高いリップストップポリエステルを採用。全ドアパネル
がメッシュになるので、インナーテントを外せばシェルターとしても利用可能。

インナーテント

フルクローズ

使用イメージ
※キャノピーポールは別売りです

収納ケース

〈ポイント〉
●フルメッシュにできる
●75Dリップストップポリエステル生地

キャタピラー2ルームシェルター ベビー

○組立サイズ：約350×220×145（h）ｃｍ ○インナーサイズ：約前幅200×後幅160×奥行150×135（h）ｃｍ ○収納時サイズ：約72×26×26
ｃｍ ○重量：約14.0ｋｇ○耐水圧：フライ／3,000ｍｍ、フロア／3,000ｍｍ ○UVカット：紫外線遮へい率90%以上 ○素材：フライ／ポリエステル（裏
面ポリウレタンコーティング）、インナー／ポリエステル、フロア／ポリエステル（裏面ポリウレタンコーティング）、メインポール／Φ14.5ｍｍアルミニウム合
金、リッジポール／Φ14.5ｍｍアルミニウム合金 ○付属品：ペグ22本、ロープ12本、収納ケース ※ハンマー、キャノピーポールは別売りです

本体価格59,900 税込円 65,890円
TB-S21-015-002

3フォークシェルター

○組立サイズ：約560×300×215(h)ｃｍ ○収納時サイズ：約70×27×27ｃｍ ○重量：約11.0ｋｇ ○耐水圧：フライ3,000ｍｍ ○UV
カット：紫外線遮へい率90%以上 ○素材：フライ／ポリエステル（裏面ポリウレタンコーティング）○メインポール／Φ25ｍｍアルミニウム合
金、前後ポール／Φ22ｍｍアルミニウム合金 ○付属品：ペグ22本、ロープ7本、収納ケース ※ハンマーは別売りです

本体価格59,900 税込円 65,890円
TB-S21-015-003

3フォークシェルター用
インナーテントA

○組立サイズ：約270×200×200(h)ｃｍ ○収
納時サイズ：約63×18ｃｍ ○重量：約2.8ｋｇ 
○素材：生地／ポリエステル、フロア/ポリエステ
ル（裏面：ポリウレタンコーティング） ○付属品：
ペグ2本、収納ケース ※インナーテント単体での
使用はできません

本体価格15,900 
税込

円
17,490円

TB-S21-015-005

フルクローズ

使用イメージ フック取付

サイド面 ベンチレーション

収納ケース

室内で邪魔にならない二股ポールを3本採用し、広々とした室内空間を演出。
フライシートには、耐久性の高いリップストップポリエステルを採用。
前後のドアパネルはメッシュにでき、全方位スカートを装備したオールシーズン型シェルター。

収納ケース

〈ポイント〉
●二股ポールを3本採用
●75Dリップストップ
　ポリエステル生地

「3フォークシェルター」に
セッティングできる
インナーテント。

145350
220
×

465
260
×

215560
300
×6月発売予定

New

5月発売予定
New

○使用時サイズ：前幅約220×後幅約200×奥行約
190cm ○収納時サイズ：約43×23cm ○重量：約
530g ○耐水圧：3,000ｍｍ ○生地：ポリエステル（裏
面：ポリウレタンコーティング） ○付属品：収納ケース

キャタピラー2ルームシェルター
ジュニア用 グランドシート
本体価格4,990円

税込 5,489円
TB-S20-015-006

○使用時サイズ：約前幅１９０×後幅１５５×奥行145cm ○収納時サ
イズ：約３０×１９ｃｍ ○重量：約500g ○耐水圧：３‚０００ｍｍ ○生地：
ポリエステル（裏面：ポリウレタンコーティング） ○付属品：収納ケース

キャタピラー２ルームシェルター 
ベビー用グランドシート
本体価格4,990円 税込5,489円
TB-S21-015-173

○使用時サイズ：約２50×180ｃｍ ○収納時サイズ：約
32×21ｃｍ ○重量：約７００ｇ ○耐水圧：３‚０００mm ○生地：
ポリエステル（裏面：ポリウレタンコーティング） ○付属品：収
納ケース

３フォークシェルター用
グランドシートA
本体価格4,990円  税込 5,489円
TB-S21-015-170

New

グランドシートB

○使用時サイズ：約前幅２６０×奥行１３2+108ｃｍ ○収納
時サイズ：約３7×２１ｃｍ ○重量：約８００ｇ ○耐水圧：３‚０００
ｍｍ ○生地：ポリエステル（裏面：ポリウレタンコーティング） 
○付属品：収納ケース

本体価格4,990円  税込 5,489円
TB-S21-015-171

インナーテントB

○組立サイズ：約前幅２７０×奥行１４０+110×
２００（h）ｃｍ ○フロアサイズ：約前幅270×奥行
140+110cm ○収納時サイズ：約６３×１８ｃｍ 
○重量：約2.8ｋｇ ○素材：生地／ポリエステル、
フロア／ポリエステル（裏面：ポリウレタンコーティ
ング） ○付属品：ペグ２本、収納ケース ※イン
ナーテント単体での使用はできません

本体価格15,900円
税込17,490円

TB-S21-015-172

室内高 UVカット
紫外線遮へい率
90%以上

耐水圧
3000mm

シームテープ ベンチレーション 電源コード
引き込み口

ルーフシート ランタンフック フルクローズ インナーポケット アルミポール3～4人用 フロアサイズ

室内高 UVカット
紫外線遮へい率
90%以上

耐水圧
3000mm

シームテープ ベンチレーション 電源コード
引き込み口

ルーフシート ランタンフック フルクローズ インナーポケット アルミポール2人用 フロアサイズ

室内高 UVカット
紫外線遮へい率
90%以上

耐水圧
3000mm

シームテープ ベンチレーション ランタンフックフルクローズ インナーポケット アルミポール3人用 フロアサイズ

6
6枚パネル 前後ドア 2ベンドポール
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〈ポイント〉
●大人数におすすめ
●様々な設営パターン
●7m大型シェルター

〈ポイント〉
●二股ポール採用
●室内にポールがなく広々
●フライに難燃加工

ワンサイドフォーク
アレンジシェルター

○組立サイズ：約700×320×235（h）cm ○収納時サイズ：約70×22×22cm ○重量：約11.0ｋｇ ○耐水圧：3,000mm ○UVカット：紫外線
遮へい率90％以上 ○素材：生地／ポリエステル（裏面：ポリウレタンコーティング）、ダブルポール／φ30mmアルミ二ウム合金、シングルポール
/φ25mmアルミ二ウム合金 ○付属品：ペグ18本、ロープ8本、収納ケース ※ハンマー、キャノピーポールは別売りです

本体価格49,900円  税込54,890円
TB-S19-015-004

使い方次第で様々なバリエーションを演出

フルクローズ

木製タープポール240使用時

ベンチレーション、二股ポール

700
320
× 235

アル
ミ

アレンジ次第で様々なパターンの設営が可能。
二股ポール採用の全長7ｍ大型シェルター。

収納ケース
使用イメージ

使用イメージ

使用イメージ

○組立サイズ：約470×300×215（h）cm ○インナーサイズ：約270×200×200（h）cm ○収納時サイズ：約70×22×22cm○重量：
約9.5ｋｇ ○耐水圧：フライ／3,000mm、フロア／3,000mm ○UVカット：紫外線遮へい率90％以上 ○素材：フライ・フロア／ポリエス
テル（裏面：ポリウレタンコーティング）、インナー／ポリエステル、メインポール／φ30mmアルミ二ウム合金、リッジポール／φ16mmアルミ
二ウム合金 ○付属品：ペグ17本、ロープ6本、収納ケース ※ハンマーは別売りです

本体価格39,900円  税込 43,890円
TB-S19-015-003NA

フルクローズ

インナーテント

ベンチレーション

ランタンフック

470
300
× 215

収納ケース

アル
ミ

広々とした室内空間を演出、二股ポール採用のティピーテント。
フライは難燃加工により生地が燃え広がりにくい。
インナーテントを取り外すことで、シェルターとしての使用が可能。

幕体生地燃焼テスト

Movie

レクタタープAL 320×300

フォークティピーテント

○組立サイズ：約320×295×180（h）cm ○収納時サイズ：約57×16cm 
○重量：約2.9ｋｇ ○耐水圧：約3,000mm ○UVカット：紫外線遮へい率
90％以上 ○素材：生地／ポリエステル（裏面：ポリウレタンコーティング）、
ポール／φ19mmアルミ二ウム合金 ○付属品：ペグ10本、ロープ8本、収納
ケース ※ハンマーは別売りです

本体価格12,900円  税込14,190円
TB-S19-015-005

フォークティピィーテントと連結時

マルチフック

320
295
× 180 アル

ミ

セッティングしやすい長方形タイプ、
張り方を少し変えるだけでアレンジが自由に。アルミポール採用で軽量。

収納ケース

フォークティピィーテント用
グランドシート

○使用時サイズ：約250×180cm ○収納時サイズ：約32×21cm 
○重量：約650ｇ ○耐水圧：3,000mm ○生地：ポリエステル（裏
面：ポリウレタンコーティング） ○付属品：収納ケース

本体価格4,990 税込5,489円円
TB-S19-015-010

室内高 UVカット
紫外線遮へい率
90%以上

耐水圧
3000mm

シームテープ ベンチレーション フルクローズ ランタンフック インナーポケット アルミポール2～4人用 フロアサイズ

室内高 UVカット
紫外線遮へい率
90%以上

耐水圧
3000mm

シームテープ ベンチレーション

フルクローズ アルミポール

フロアサイズ

室内高 UVカット
紫外線遮へい率
90%以上

耐水圧
3000mm

シームテープ マルチフック アルミポールフロアサイズ
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ワンサイドフォークAFシェルターに快適機能を追加したデラックスバージョン。
別売りのインナーテントを組み合わせればテントとして使用可能。
前後パネルをメッシュにでき、スカートを装備したオールシーズンシェルター。
難燃加工により生地が燃え広がりにくい。

設営簡単、二股ポール採用で出入りがしやすいA型フレームのシェルター。
別売りのインナーテントを組み合わせればテントとして使用可能。前側キャノピーをはね上げることで十分な日陰スペースを確保。

フルクローズ 前後キャノピーをはね上げることで十分な日陰スペースを確保 スカート

二股ポール

ベンチレーション

※キャノピーポールは別売りです前後パネルメッシュ

ワンサイドフォーク
AFシェルター DX

○組立サイズ：約470×230×180（ｈ）cm ○収納時サイズ：約62×19×19cm ○重量：約7.9kg ○耐水圧：3,000ｍｍ ○UVカット：紫外線遮へい率90％以上 ○素材：生地／ポリエステル（裏面：ポリウレタン
コーティング）、ダブルポール／Φ25ｍｍアルミ二ウム合金、シングルポール/Φ25ｍｍアルミ二ウム合金 ○付属品：ペグ17本、ロープ4本、収納ケース ※ハンマー、キャノピーポールは別売りです

本体価格39,900円  税込 43,890円

AFシェルター用インナーテント

○組立サイズ：約210×200×160（h）cm ○収納時サイズ：約52×20cm ○重
量：約2.2ｋｇ ○素材：生地／ポリエステル ○付属品：ペグ2本、収納ケース 
※ハンマー、ワンサイドフォークAFシェルターは別売りです 
※インナーテント単体での使用はできません。

本体価格12,900円  税込14,190円

TB-S20-015-003

TB-S19-015-065

「ワンサイドフォークAFシェルター」に
セッティングできるインナーテント。

収納ケース

収納ケース

※キャノピーポールは別売りです

フルクローズ

ワンサイドフォークAFシェルター

○組立サイズ：約470×230×180（h）cm ○収納時サイズ：約62×19×19cm ○重
量：約6.5ｋｇ ○耐水圧：3,000mm ○UVカット：紫外線遮へい率90％以上 ○素材：
生地／ポリエステル（裏面：ポリウレタンコーティング）、ダブルポール／φ25mmアルミ
二ウム合金、シングルポール/φ25mmアルミ二ウム合金 ○付属品：ペグ15本、ロープ
4本、収納ケース ※ハンマー、キャノピーポールは別売りです

本体価格29,900円  税込 32,890円
TB-S19-015-002 収納ケース

470
230
× 180 アル

ミ

210
200
× 160

AFシェルター用インナーテント
グランドシート

○使用時サイズ：約190×180cm ○収納時サイズ：約32×21cm ○重量：約
500ｇ ○耐水圧：3,000mm ○素材：生地／ポリエステル（裏面：ポリウレタン
コーティング） ○付属品：収納ケース

本体価格4,990円  税込 5,489円
TB-S19-015-009

「AFシェルター」専用のグランドシート。
インナーテントの下にしくことで地面からの湿気を軽減し、フロアを保護します。

収納ケース

幕体生地燃焼テスト

Movie

〈ポイント〉
●前後パネルを
　メッシュにできる
●スカートを装備
●生地に難燃加工 室内高 UVカット

紫外線遮へい率
90%以上

耐水圧
3000mm

シームテープベンチレーション アルミポールフルクローズフロアサイズ

室内高 UVカット
紫外線遮へい率
90%以上

耐水圧
3000mm

シームテープ ベンチレーション インナーポケット アルミポールフロアサイズ

室内高 ランタンフック インナーポケット3人用 フロアサイズ
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収納ケース

収納ケース

セッティングループベンチレーション

フルクローズ インナーテント

250
210
×

フルクローズ

収納ケース

ベンチレーション セッティングループインナーテント

ツーリングテント ALRP

○組立サイズ：約250×210×90（h）cm ○インナーサイズ：約210×130×85（h）cm ○収納時サイズ：約55×18cm ○重
量：約2.6ｋｇ ○耐水圧：フライ／3,000mm、フロアー／3,000mm ○UVカット：紫外線遮へい率90％以上 ○素材：フライ／
ポリエステル（裏面：ポリウレタンコーティング）、インナー／ポリエステル、フロア／ポリエステル（裏面：ポリウレタンコーティング）、
ポール／φ8.5mmアルミ二ウム合金 ○付属品：ペグ8本、ロープ2本、収納ケース ※ハンマーは別売りです

本体価格19,900円
税込 21,890円

本体価格12,900円  税込14,190円

TB-S19-015-006

前後室仕様で開閉時テント内の雨の浸入を軽減、荷物の出し入れが便利。

レクタタープ ALRP
320×300

○組立サイズ：約320×295×180（h）cm ○収納時サイズ：約57×16cm 
○重量：約2.6ｋｇ ○耐水圧：約3,000mm ○UVカット：紫外線遮へい率90％以
上 ○素材：生地／ポリエステル（裏面：ポリウレタンコーティング）、ポール／φ
19mmアルミ二ウム合金 ○付属品：ペグ10本、ロープ8本、収納ケース 
※ハンマーは別売りです

TB-S19-015-007　ブラック

90250
210
× アル

ミ

セッティングしやすい長方形タイプ、
張り方を少し変えるだけでアレンジが自由に。

ツーリングにおすすめの軽量テント。インナーは、通気性のよいオールメッシュ。

320
295
× 180

335
240
× 205

アル
ミ

〈ポイント〉
●インナーオールメッシュ
●うお座型テントで広い空間
●リップストップ生地で丈夫

ツーリングテント ALRP

○組立サイズ：約250×210×90（h）cm ○インナーサイズ：約210×130×90（h）cm ○収納時サイズ：約52×14cm ○重
量：約2.6kg ○耐水圧：約3,000mm ○UVカット：紫外線遮へい率90%以上 ○素材：フライ／ポリエステル（裏面：ポリウレタ
ンコーティング）、インナー／ポリエステル、フロア／ポリエステル（裏面：ポリウレタンコーティング）、ポール／φ8.5mmアルミニウ
ム合金 ○付属品：ペグ8本、ロープ2本、収納ケース ※ハンマーは別売りです

本体価格19,900円
税込 21,890円

TB-S20-015-004

〈ポイント〉
●インナーオールメッシュ
●うお座型テントで広い空間
●リップストップ生地で丈夫

TB ワンポールティピー

○組立サイズ：約335×240×205（h）ｃｍ ○インナーサイズ：約270×205×205（h）ｃｍ ○収納時サイズ：約60×20×20ｃｍ ○重
量：約6.0ｋｇ ○耐水圧：フライ／3,000ｍｍ、フロア／3,000ｍｍ ○UVカット：紫外線遮へい率90%以上 ○素材：フライ／ポリエステ
ル（裏面：ポリウレタンコーティング）、インナー／ポリエステル、フロア／ポリエステル（裏面：ポリウレタンコーティング）、ポール：Φ22ｍｍ
アルミニウム合金 ○付属品：ペグ17本、ロープ4本、収納ケース ※ハンマーは別売りです

本体価格29,900 税込円 32,890円
TB-S21-015-008

フライシートには、耐久性の高いリップストップポリエステルを採用。
インナーテントは通気性が良いフルメッシュ仕様。
フライのみでシェルターとしても使用可能。

収納ケース

ベンチレーション

使用イメージ

インナーテント

ポール使い方次第で様々なバリエーションを演出

フルクローズ

〈ポイント〉
●フルメッシュにできる
●75Dリップストップ
　ポリエステル生地

6月発売予定
New

TB ワンポールティピー用グランドシート

○使用時サイズ：約２６０×１９５cm ○収納時サイズ：約３２×１９
ｃｍ ○重量：約８００ｇ ○耐水圧：３‚０００ｍｍ ○生地：ポリエステ
ル（裏面：ポリウレタンコーティング） ○付属品：収納ケース

本体価格4,990円  税込 5,489円
TB-S21-015-174

ツーリングテント 
ALRP用グランドシート（カーキ）

○使用時サイズ：約１８５×１１０ｃｍ ○収納時サイズ：約３１×１７ｃｍ 
○重量：約３５０ｇ ○耐水圧：３‚０００ｍｍ ○生地：ポリエステル（裏面：
ポリウレタンコーティング） ○付属品：収納ケース

本体価格3,990円  税込 4,389円
TB-S21-015-012

ツーリングテント 
ALRP用グランドシート（ブラック）

○使用時サイズ：約185×110cm ○収納時サイズ：約31×17cm 
○重量：約350ｇ ○耐水圧：3,000mm ○生地：ポリエステル（裏面：
ポリウレタンコーティング） ○付属品：収納ケース

TB-S19-015-011

本体価格3,990円  税込 4,389円

室内高 UVカット
紫外線遮へい率
90%以上

耐水圧
3000mm

シームテープ ベンチレーション ランタンフック フルクローズ インナーポケット アルミポール3～4人用 フロアサイズ

室内高 UVカット
紫外線遮へい率
90%以上

耐水圧
3000mm

シームテープ マルチフック アルミポールフロアサイズ

室内高 UVカット
紫外線遮へい率
90%以上

耐水圧
3000mm

シームテープ ベンチレーション インナーポケットマルチフック アルミポール2人用 フロアサイズ

室内高 UVカット
紫外線遮へい率
90%以上

耐水圧
3000mm

シームテープ ベンチレーション

インナーポケットマルチフック アルミポール

2人用 フロアサイズ



1413

レクタTC M

○組立サイズ：約320×295ｃｍ ○収納時サイズ：約58×22cm ○重量：約3.1ｋｇ ○UVカット：紫外線遮へい率99%以上 ○素材：生地／ポリエステル66％・綿34％ ○付属品：ペグ
10本、ロープ8本、収納ケース ※ハンマー、ポールは別売りです

本体価格15,900 税込円 17,490円
TB-S21-015-010

レクタTC L

○組立サイズ：約450×360ｃｍ ○収納時サイズ：約58×22cm ○重量：約4.5ｋｇ ○UVカット：紫外線遮へい率99%以上 ○素材：生地／ポリエステル66％・綿34％ ○付属品：ペグ
10本、ロープ8本、収納ケース ※ハンマー、ポールは別売りです

本体価格22,900 税込円 25,190円
TB-S21-015-011

450
360
×

320
295
×

収納ケース

収納ケース

〈ポイント〉
●遮光性、通気性のよいTC素材

〈ポイント〉
●遮光性、通気性のよいTC素材

遮光性が高く、結露が起きにくい透湿性に優れたＴＣ生地を採用。

遮光性が高く、結露が起きにくい透湿性に優れたＴＣ生地を採用。

7月発売予定
New

7月発売予定
New

※ポールは別売りです

※ポールは別売りです

テーブルなどに取り付けの使用も可能で小物の整理、収納
に便利

使用イメージ

TB-S19-015-062　カーキ

フィールドエプロン

○サイズ：約５３×３８cm 
○素材：綿・レーヨン

本体価格2,990円
税込 3,289円

アルミタープポール280

○使用時サイズ：約280ｃｍ（Φ28ｍｍパイプ4
本組） ○収納時サイズ：約77ｃｍ ○重量：約
1.1ｋｇ ○素材：アルミニウム合金

本体価格4,990 円
税込 5,489円

TB-S21-015-018

アルミタープポール240

○使用時サイズ：約240cm（Φ28mmパイプ4
本組） ○収納時サイズ：約67cm ○重量：約
1.0kg ○素材：アルミニウム合金

本体価格3,990 円
税込 4,389円

TB-S21-015-017

アルミサブポール180

○使用時サイズ：約180cm（Φ16mmパイプ4本
組） ○収納時サイズ：約52cm ○重量：約280g 
○素材：アルミニウム合金

本体価格2,990 円
税込 3,289円

TB-S21-015-016

○使用時サイズ：約φ2.9×85・166・244ｃｍ 
○重量：約3.1ｋｇ（2本組） ○素材：本体／天
然木、接続部／スチール

TB-S19-015-013

タープポールケース

○サイズ：約97×68ｃｍ ○重量：約800ｇ ○素材：ポリエステル

本体価格4,990 円  税込 5,489円
TB-S19-015-017

木製タープポール240 2本組

本体価格13,900 円
税込15,290円

ポール収納時

強度と耐久性を併せ持った天然木
「ホワイトアッシュ」を使用した
タープポール。

テント、タープのサブポールとして。
最大180cm、ラチェットボタン式で
組み立て簡単な4本組。

強度と軽量性に優れた直径28mmのアルミニウム合金製タープポール。
ラチェットボタン式で組み立て簡単な4本組。

New

New

New

ポール同士がぶつからない、
セパレート収納できるタープポールケース。
85cmまでの長さのポールが8本まで収納可能。

FDコンテナ 20

○使用時サイズ：約36.5×26.5×28.5（ｈ）ｃｍ ○収納時サイ
ズ：約36.5×26.5×8.5（ｈ）ｃｍ ○重量：約1.3ｋｇ ○容量：20ℓ 
○耐荷重：15ｋｇ ○素材：ポリプロピレン

本体価格2,990 
税込

円
3,289円

FDコンテナ 50

○使用時サイズ：約53×36.5×33.5（ｈ）ｃｍ ○収納時サイズ：
約53×36.5×7.5（ｈ）ｃｍ ○重量：約2.4ｋｇ ○容量：51.3ℓ 
○耐荷重：15ｋｇ ○素材：ポリプロピレン

本体価格3,990 
税込

円
4,389円

TB-S21-015-083 ベージュ

FDコンテナ20
ベージュ

FDコンテナ50
ブラック

TB-S21-015-084 ブラック TB-S21-015-085 ベージュ
TB-S21-015-086 ブラック

マルチツールケース

○サイズ：約35×14×17（ｈ）ｃｍ ○重量：
約630ｇ ○素材：ポリエステル

本体価格3,990 
税込

円
4,389円

TB-S21-015-088 カーキ

カーキ

ベージュブラック

TB-S21-015-166 ブラック

組立簡単。小物をまとめて収納できるコンテナボックス。
使わない時は、折りたたんでコンパクトに収納可能。　

収納物に合わせて、仕切りの位置を変更可能。
ペグ、ハンマー、自在、ロープなどの持ち運びに。　

ブラック

使用イメージ

使用イメージ

収納時

収納時

20Lと50Lサイズの
積み重ねイメージ

積み重ね可能
（3段まで）

New

New
テント設営などのフィールドワークや
DIYにおすすめの
多機能エプロン。

UVカット
紫外線遮へい率
99%以上

フロアサイズ

UVカット
紫外線遮へい率
99%以上

フロアサイズ
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ハンマー

○サイズ：約φ3.5×33×13ｃｍ ○重量：約
715ｇ ○素材：ヘッド／ステンレス鋼、ハンド
ル／天然木 ○付属品：ストラップ

本体価格4,990 円
税込5,489円

TB-S19-015-018

栓抜きにも使える 栓抜きにも使える

使用イメージ

マイティパワーペグ20

○サイズ：約20cm ○重量：約97g 
○素材：スチール

本体価格360 
税込

円
396円

TB-S20-015-062

マイティパワーペグ28

○サイズ：約28cm ○重量：約199g 
○素材：スチール

本体価格450 
税込

円
495円

TB-S20-015-063

ガイロープ30M

○サイズ：約Φ4ｍｍ×30ｍ ○素材：ポリエステル
※テント・タープ専用です。それ以外の用途には使
用できません。

本体価格1,790 
税込

円
1,969円

TB-S21-015-023 レッド

好きな長さにカットして使用できる
30ｍ巻き。ライトをあてるとロープ
が光る反射糸を織り込み。

TB-S21-015-024 ブラック

アルミ自在付ガイロープセット

本体価格1,790 
税込

円
1,969円

TB-S21-015-025 レッド
TB-S21-015-026 ブラック

TB-S21-015-027 ゴールド
TB-S21-015-028 ブラック

アルミアンカーペグ
（6個セット）

○サイズ：約67×35mm、穴径：約φ7mm 
○素材：アルミニウム合金

本体価格790 
税込

円
869円

TB-S21-015-019 ゴールド
TB-S21-015-020 ブロンズ
TB-S21-015-021 レッド
TB-S21-015-022 ブラック

アルミ自在A（6個セット）

○サイズ：約47×43mm、穴径：約φ5mm 
○素材：アルミニウム合金

本体価格790 
税込

円
869円

TB-S21-015-031 ゴールド
TB-S21-015-032 ブロンズ
TB-S21-015-033 レッド

TB-S21-015-034 ブラック

アルミ自在B（6個セット）

○サイズ：約4 9×2 7mm、穴径：約φ
5/8/18mm ○素材：アルミニウム合金

本体価格790 
税込

円
869円

TB-S21-015-035 ゴールド
TB-S21-015-036 ブロンズ

TB-S21-015-037 レッド

TB-S21-015-038 ブラック

アルミ自在C（4個セット）

○サイズ：約80×10mm、穴径：約φ
6mm  ○素材：アルミニウム合金

本体価格790 
税込

円
869円

TB-S21-015-039 ゴールド
TB-S21-015-040 ブロンズ
TB-S21-015-041 レッド
TB-S21-015-042 ブラック

アルミ自在D（4個セット）

○サイズ：約100×12mm、穴径：約φ
7.5mm ○素材：アルミニウム合金

本体価格990 
税込

円
1,089円

TB-S21-015-043 ゴールド
TB-S21-015-044 ブロンズ
TB-S21-015-045 レッド
TB-S21-015-046 ブラック

アルミ自在（6個セット）

○サイズ：約39×15mm、穴径：約φ4mm 
○素材：アルミニウム合金

本体価格590 円
税込 649円

TB-S19-015-023　ブロンズ
TB-S19-015-024　レッド

TB-S20-015-044　ゴールド
TB-S20-015-045　ブラック

使用イメージ

ブロンズ レッド

ゴールド

アルミ自在C
ゴールド

アルミ自在D
ゴールド

ブラック

ブロンズ レッド

ゴールド

ブラック

ブロンズ レッド

ゴールド

ブロンズ ブラック

ゴールド

ブラック レッド

ブロンズ レッド ブラック

テント、タープ設営におすすめのアルミニウム合金製自在。

LM

レッド ゴールド ブラックブロンズ

使用イメージ

使用イメージ 使用イメージ

使用イメージ

使用イメージ

・L （サイズ：約65×33×2.3mm、穴径：約φ6mm）

本体価格990 円  税込1,089円

アルミトライアングル自在（6個セット）
・Ｍ （サイズ：約45×25×2.3mm、穴径：約φ4mm）

○素材：アルミニウム合金 ○素材：アルミニウム合金 

本体価格790円  税込869円
TB-S20-015-011　ブロンズ
TB-S20-015-012　レッド

TB-S20-015-013　ブロンズ
TB-S20-015-014　レッド
TB-S21-015-029 ゴールド
TB-S21-015-030 ブラック

ライトをあてるとロープが光る
反射糸を織り込み

テント、タープ設営におすすめの
アルミニウム合金製
自在付ガイロープセット。

○サイズ：約φ4ｍｍ×3m（4本）、約φ4ｍｍ×5m（4本） 
○素材：ロープ／ポリエステル、自在具／アルミニウム
合金

レッド ブラック

使用イメージ

TARAS BOULBA
オリジナルカラーのガイロープ。
キャノピーを跳ね上げたり、
テント類の設営アレンジに。
ガイロープ30M

○サイズ：約φ5ｍｍ×30ｍ ○素材：ポリエステル

本体価格1,990円
税込 2,189円

TB-S20-015-041 カーキ

30m

30m

レッド

ブラック

高品質のS55Cを使用し、高い硬度を追求した熱処理加工で頑丈。
防食性の高いカチオン塗装のスチールペグ。
ボトルオープナー機能。

ヘッド部がステンレス、
本体は強度と耐久性を併せ持った
天然木「ホワイトアッシュ」を使用。

ロープの太さを選ばず使用可能。
固定、取り外しが簡単。
機能的なデザイン。

ロープのゆるみや
風の影響を受けにくい構造。
ロープの収納にも便利。

軽量でさびにくい。

軽量でさびにくい。

デッキを傷つけることなく
しっかり固定。
厚さ3cmまでのデッキに対応。

安定感がありロープをしっかり固定。

反射ロープを使用したペグ抜きを装備し、
夜間の視認性にも優れる軽量アルミペグ。
釘のような形状で打ち込みやすい。
小型テント、タープのほか、
グロメット付のスカート留めとしてもおススメ。

アルミラウンドペグ20

○サイズ：約20cm ○重量：約30g ○素
材：本体／アルミニウム合金、ロープ／ポリプ
ロピレン

本体価格200 
税込

円
220円

TB-S20-015-064

アルミラウンドペグ30

○サイズ：約30cm ○重量：約45g ○素
材：本体／アルミニウム合金、ロープ／ポリプ
ロピレン

本体価格300 
税込

円
330円

TB-S20-015-065

反射ロープを使用したペグ抜きを装備し、
夜間の視認性にも優れる軽量アルミペグ。
Y字特有の3枚の羽根がしっかりと
土をつかみ抜けにくい。

アルミペグ18

○サイズ：約18cm ○重量：約15g○素材：
本体／アルミニウム合金、ロープ／ポリプロ
ピレン

本体価格150 
税込

円
165円

TB-S20-015-066

アルミペグ25

○サイズ：約25cm ○重量：約20g ○素
材：本体／アルミニウム合金、ロープ／ポリプ
ロピレン

本体価格200 
税込

円
220円

TB-S20-015-067

マイティパワー
ペグ20

アルミラウンド
ペグ20

アルミラウンド
ペグ30

アルミペグ18

アルミペグ25

マイティパワー
ペグ28

New

New

New New

New New New

NewNew
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軽量で、保温性の高いサーモライト® 　　　　　中綿を使用。
秋・冬・春の3シーズンで使用できるモデルです。

軽量で、保温性の高いサーモライト® 　　　　　中綿を使用。
気温の低い冬のキャンプでも使用できるモデルです。

暖かさを逃しにくい
サーマル仕様

コンパクトに収納で
きるコンプレッション
仕様

巻き込みにくいYKK
ファスナー使用

暖かさを逃しにくい
サーマル仕様

コンパクトに収納で
きるコンプレッション
仕様

ポケット付

ポケット付

巻き込みにくいYKK
ファスナー使用

サーマル仕様の首元は、暖かさ
の調整が可能

コンパクトに収納できるコンプ
レッション仕様

生地が巻き込みにくいファス
ナーカバー使用でスムーズな
ファスナー開閉が可能

○使用時サイズ：約205×80×60ｃｍ ○収納時サイズ：約φ15×27cm ○重量：約1.0ｋｇ ○素材：
表地／ポリエステル、中綿／ポリエステル、裏地／ポリエステル ○付属品：収納ケース 
※適応温度はあくまで目安です。着用衣類の種類、使用場所、外気温度、断熱材の使用などにより体
感温度は個人によって異なります。

マミーシュラフ 15度

本体価格4,490 円  税込 4,939円
TB-S19-015-027

軽量コンパクトのマミーシュラフ。
中綿に超極細のポリエステル綿
（ユーリンファイバー）を使用。

○使用時サイズ：約210×80×60cm ○収納
時サイズ：約φ33×48cm ○重量：約3.1kg 
○素材：表地／ナイロン、中綿／ポリエステル、
裏地／ナイロン ○付属品：収納ケース

○使用時サイズ：約210×80×60cm ○収納
時サイズ：約φ25×43cm ○重量：約1.6kg 
○素材：表地／ナイロン、中綿／ポリエステル、
裏地／ナイロン ○付属品：収納ケース

マミーシュラフ －3度

本体価格11,900円
TB-S19-015-026

マミーシュラフ －17度

本体価格14,900円

税込13,090円

税込16,390円
TB-S19-015-025

バルブを開けるだけで
自動的に空気が入り
マットが膨らみます

マットは空気を抜いて
巻けばコンパクトに収
納できます

表面は肌触りの良いフ
ロッキー加工、裏面は
滑りにくいノンスリップ
加工

収納時

ダブル

シングル 収納時

コンフォートインフレー
タブルマットダブル

○使用時サイズ：約２００×１３０×５（h）cm ○収納時サイズ：約６７×３０cm 
○重量：約4.3ｋｇ ○素材：本体／ポリエステル（ＰＶＣ加工）、内材／ポリウ
レタンフォーム、バルブ／ＡＢＳ樹脂 ○付属品：収納ケース

本体価格9,990円  税込10,989円
TB-S19-015-029

コンフォートインフレー
タブルマットシングル

○使用時サイズ：約２００×６５×５（h）cm ○収納時サイズ：約６６×２０cm 
○重量：約２.1ｋｇ ○素材：本体／ポリエステル（ＰＶＣ加工）、内材／ポリウ
レタンフォーム、バルブ／ＡＢＳ樹脂 ○付属品：収納ケース

本体価格5,990円  税込 6,589円
TB-S19-015-030

温度センサーが装備されたマネキンに、長袖と足首までのアンダー
ウエアを着用させ、寝袋に寝かせ、キャンプ用のマットレスの上に乗
せます。マネキンの放熱の度合いを分析し、測定された温度と検査
室内の気温を計算式に当てはめて温度を算出。単純な中綿の充
填量だけではなく、使用する生地の種類や厚み、ファスナー等にも
影響を受けるため、この試験ではそれらを総合的に判断します。

※対応温度域はEN13537に基づく試験結果。着用衣類の種類、使用場所、外気温度、遮断材の使用などにより体感温度とは異なり場合があります。

サーモライト®　　　　　　　　は The LYCRA Company の商標です。

適応温度域  TARAS BOULBAスリーピングバッグの適応温度域の表示は、欧米基準のEN13537を採用しています。 ※マミーシュラフ15度は除く
EN13537（ヨーロッパ規格）とは
EU諸国による保温力表示を統一するための基準規格です。検査
は認定された第三者機関が行います。

EN13537の検査方法の概略

一般的な成人女性（25歳、体重60kg、身長160cm）が寝袋の中でリラックスした姿勢で寒さを感じることなく寝ることができ
る温度。初心者の方も快適に寝ることができます。

Comfort 快適温度・コンフォート温度（Comfort temperature）

一般的な成人男性（25歳、体重70kg、身長173cm）が寝袋の中で丸くなった姿勢で寒さを感じることなく寝ることができる
温度。上級者の方は衣服の着用や、その他の要素により快適性を高めることができます。

Limit 使用下限温度・リミット温度（Limit temperature）

一般的な成人女性（25歳、体重60kg、身長160cm）が寝袋の中で丸くなった姿勢で6時間まで耐えることができる限界温
度。低体温による健康被害のリスクが考えられる非常に低い温度。低体温症を引き起こす恐れがあり、場合によっては死に
至る恐れがあります。

Extreme 限界温度・エクストリーム温度（Extreme temperature）

Extreme Limit Comfort

上部は600フィルパワーのホワイトダックダウン。
下部は軽量で保温性の高いサーモライト® 　　　　　を使用。

Limit ComfortExtreme

暖かさを逃しにくい
サーマル仕様

コンパクトに収納で
きるコンプレッション
仕様

ポケット付

巻き込みにくいYKK
ファスナー使用

収納時

収納時

Schlaf

シュラフカバー

○使用時サイズ：約230×90×60cm ○収納時サイズ：約φ12×24cm 
○重量：約480g ○素材：ナイロン（PUコーティング） ○付属品：収納
ケース

本体価格5,990 税込円 6,589円
TB-S21-015-049

シュラフを結露などから守り、保温力を保つ。
虫の侵入を防ぐワイヤー入りフェイスネット。

バルブを開けると自動的に空気が注入され膨らむ
ダブルサイズ（130cm幅）とシングルサイズ（65cm幅）のマット。
軽くて弾力性のあるクッション材には、
厚さ約5cmのウレタンフォームを使用。

ハイブリッドダウン
マミーシュラフ　－14度

○使用時サイズ：約210×80×60cm ○収納
時サイズ：約φ27×45cm ○重量：約2.3kg 
○素材：表地／ナイロン、中綿／（上部）ダウン
80%・フェザー20%、（下部）ポリエステル、裏
地／ナイロン ○付属品：収納ケース

本体価格24,900 
税込

円
27,390円

TB-S21-015-047

ComfortLimitExtreme

-35˚

-14˚
-7˚

-14

-7

15

8月入荷予定

8月入荷予定

New

New-39˚

-17˚
-10˚

-19˚

-3˚
-2˚

フェイスネット

耐水圧
10,000㎜

適応
温度
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Carry & Cot

収納ケース

安定感のある５本脚仕様、アルミ製で軽量、コンパクト。
バッグの中にも収納可能で持ち運びに便利。

ライトコット

○使用時サイズ：約１８５×６０×13（ｈ）ｃｍ ○収
納時サイズ：約43×22×7ｃｍ ○重量：約2.0ｋｇ 
○耐荷重：８０ｋｇ ○素材：シート／ポリエステル、
フレーム／アルミニウム合金、脚部／アルミニウ
ム合金 ○付属品：収納ケース

本体価格12,900円
税込14,190円

TB-S19-015-059

○使用時サイズ：約182×72×16（h）cm ○収納時サイズ：約47×13.5×15（h）cm ○重量：約
3.1kg ○耐荷重：80kg ○素材：シート／ポリエステル、フレーム／アルミニウム合金、脚部／アルミ
ニウム合金 ○付属品：収納ケース

レバーをにぎるだけで、ロックできる簡単設計。
脚部は体圧に合わせた位置に配置。
沈みをおさえ張りを保つ。
地面からの高さ約16cm、あらゆるシーンで使用可能。

カーキ

裏面

裏面
裏面

ブラック

2カ所の腰位置選択可能

○使用時サイズ：約182×72×16（h）cm ○収納時サイズ：
約47×13.5×15（h）cm ○重量：約2.8kg ○耐荷重：80kg 
○素材：シート／ナイロン、フレーム／アルミニウム合金、脚部／
アルミニウム合金 ○付属品：収納ケース

ウルトライージーコットの仕様はそのままに
軽量で通気性のよいナイロンメッシュを採用。
ムレを軽減し快適な寝心地。
地面からの高さ約16cm、
あらゆるシーンで使用可能。

TB-S20-015-033 ブラック

ウルトライージーコット

本体価格12,900円  税込14,190円
TB-S20-015-034 カーキ

ウルトライージーメッシュコット

本体価格14,900円  税込16,390円
TB-S20-015-035 ブラック

収納ケース

収納ケース

収納ケース

2カ所の腰位置選択可能

設営、収納は、脚部ボタンでスムーズに

レバーを手のひらでカチッと音がするま
で押し下げると、ロックできる簡単設計。
女性でも楽に設営・撤収できます。

腰部の脚位置は身長に合わせて
２カ所から選ぶことが可能です。

腰位置を2カ所で調節可能

組み立て方法

Movie

使用イメージ

使用イメージ

収納時

○使用時サイズ：約95×52×61（h）cm ○収納
時サイズ：約36×19×86（h）cm ○重量：約
10.2kg ○耐荷重：100kg ○素材：本体／ポリエ
ステル、フレーム／スチール ○付属品：フック付ゴ
ムバンド、収納ケース

本体4カ所に付いています。

本体のDリングにフックを
かけます。荷物のずれ落ち
防止に役立ちます。

シートを取り外せるので、
お手入れ簡単。

ハンドルから手を離す際は、
必ずハンドル取り付け部に、
はめ込んでください。

ビッグホイール ワゴン

本体価格12,900円
税込14,190円

TB-S20-015-036 ブラック

ビッグホイール採用で、
軽くてスムーズな取り回しを実現。
着脱式シートでお手入れも簡単。
収束型収納、収納ケース付で
保管スペースをとらない。 フック付きゴムバンド×1

付属品
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水栓付でお手入れが簡単。
大人数や宿泊をともなう
レジャーなどにおすすめ。

アウトドアだけでなく
ホームパーティにもおすすめ。

ふたのロック機能付

500㎖ペットボトル
を横置きで約9本収
納可能。

タラスブルバロゴの刻印付

キャップを外し、庫内に溜まっ
た水を排出できる

ふたのロック機能付

タラスブルバロゴの刻印
付

キャップを外し、庫内に溜
まった水を排出できる

29ℓ

51ℓ

13ℓ

51ℓ
29ℓ

使用イメージ

保冷効力3日後
空間温度：8.3℃
氷間温度：－0.3℃

保冷効力2日後
空間温度：9.7℃
氷間温度：－0.3℃

保冷効力3日後
空間温度：8.3℃
氷間温度：－0.3℃

保冷効力5日後
空間温度：6.9℃
氷間温度：0.0℃

保冷効力5日後
空間温度：7.1℃
氷間温度：－0.3℃

ステンレススチール
クーラーボックス L

○サイズ：約61×42×41cm ○重量：約7.4kg ○容量：約51ℓ ○素材：本体／ス
テンレス鋼、本体内側／ポリエチレン、断熱材／ウレタンフォーム

本体価格19,900 税込円 21,890円
TB-S20-015-046

ステンレススチール
クーラーボックス M

○サイズ：約50×35×35cm ○重量：約4.8kg ○容量：約29ℓ ○素材：本体／
ステンレス鋼、本体内側／ポリエチレン、断熱材／ウレタンフォーム

本体価格15,900 税込円 17,490円
TB-S20-015-047

スチールクーラーボックス

○サイズ：約33×25×38cm ○重量：約3.3kg ○容量：約13ℓ ○素材：本体・取っ手／スチー
ル、本体内側／ポリエチレン、断熱材／ウレタンフォーム

本体価格7,990 税込円 8,789円
TB-S20-015-048

スチールクーラーボックス M

○サイズ：約50×35×35cm ○重量：約5.0kg 
○容量：約29ℓ ○素材：本体／スチール、本体
内側／ポリエチレン、断熱材／ウレタンフォーム

本体価格14,900 税込円 16,390円
TB-S21-015-065

スチールクーラーボックス L

○サイズ：約61×42×41cm ○重量：約7.9kg 
○容量：約51ℓ ○素材：本体／スチール、本体
内側／ポリエチレン、断熱材／ウレタンフォーム

本体価格18,900 税込円 20,790円
TB-S21-015-066

全面発泡ウレタン入り仕様で高い保冷効力を発揮するブラックカラーのスチール製クーラーボックス。

全面発泡ウレタン入り仕様で高い保冷効力を発揮するステンレスボディのクーラーボックス。

Cooler
庫内整理に便利なバスケット付 カップホルダー付 外部には重宝するボトルオー

プナー（栓抜き）付

42ℓ 18ℓ

30ℓ

使用イメージ 使用イメージ
クーラーＢＯＸ 42ℓ

○サイズ：約67×42×41.5（ｈ）ｃｍ ○容量：約42ℓ ○重量：約13.5ｋｇ ○素材：本体／ポリエチレ
ン、ハンドル／ＰＶＣ ○付属品：バスケット、カップホルダー

本体価格34,900 円  税込38,390円
TB-S19-015-037

クーラーＢＯＸ 18ℓ

○サイズ：約54×33×37（ｈ）ｃｍ ○容量：約18ℓ ○重量：約8.6ｋｇ ○素材：本体／ポリエチレン、
ハンドル／アルミニウム、ハンドルカバー／ＥＶＡ ○付属品：バスケット、カップホルダー

本体価格24,900 円  税込 27,390円
TB-S19-015-038

〈保冷効力検査方法〉
温度20±2℃×湿度65±4％の環境下にて各試験体を4時間以上放置した後、本体容量の約80%まで氷を入れ、温度変化を調べる。温度変化測定中は各種バルブ及びフタを閉じたままとする。
温度センサーはBOX内空間（氷とフタとの間）に設置する。氷は水道水にて家庭用アイストレーにて作る。

〈保冷効力検査方法〉
温度20±2℃×湿度65±4%の環境下にて試験体を4時間以上放置し
た後、本体最大高さ（口部を除く高さ）の約80%まで氷を入れ、直ちにファ
スナを閉めて口部を4回折り曲げて両サイド・中央のバックルを閉めて4日
間静置させ、温度変化を調べる。
温度センサーはバッグ内空間（氷と口部との間）とバッグ内氷間（氷の間）
に設置する。氷は市販の氷を使用。

〈保冷効力検査方法〉
温度20±2℃×湿度65±4％の環境下に試験体を4時間以上放置した後、本体容量の約80％まで氷を入れ、直ちにフタを閉じてロックした後、Lは6日間、Mは4日間静置させ、温度変化を調べる。
温度センサーはボックス内空間（氷とフタとの間）とボックス内氷間（氷の間）に設置する。氷は市販の氷を使用。

〈保冷効力検査方法〉
温度20±2℃×湿度65±4％の環境下に試験体を4時間以上放置した後、本体容量の約
80％まで氷をいれ、直ちにフタを閉じてロックした後、3日間静置させ、温度変化を調べる。
温度センサーはボックス内空間（氷とフタとの間）とボックス内氷間（氷の間）に設置する。
氷は市販の氷を使用。

〈保冷効力検査方法〉
温度20±2℃×湿度65±4％の環境下に試験体を4時間以上放置した後、本体容量の約
80％まで氷を入れ、直ちにフタを閉じてロックした後、4日間静置させ、温度変化を調べる。
温度センサーはボックス内空間（氷とフタとの間）とボックス内氷間（氷の間）に設置する。
氷のサイズにより保冷効力は若干変わります。氷は市販の氷を使用。

〈保冷効力検査方法〉
温度20±2℃×湿度65±4％の環境下に試験体を4時間以上放置した後、本体容量の約
80％まで氷を入れ、直ちにフタを閉じてロックした後、6日間静置させ、温度変化を調べる。
温度センサーはボックス内空間（氷とフタとの間）とボックス内氷間（氷の間）に設置する。
氷のサイズにより保冷効力は若干変わります。氷は市販の氷を使用。

中身に合わせてサイズ調整可能なロールトップ仕様。
厚さ25mmの断熱材入りで高い保冷力。
ボトルオープナー付。

○サイズ：約50×25×43cm ○重量：約1.65kg ○容量：約30ℓ ○素材：
本体／ポリエステル（表面PUコーティング）

パワークーラーバッグ

本体価格9,990円  税込10,989円
TB-S20-015-021

使用イメージ

収納時

収納時

○使用時サイズ：約55×36×41（h）cm ○収納時サイズ：約55×12cm ○重量：2.1kg ○耐荷重：100kg ○素材：本
体／天然木、接続部／ステンレス鋼

クーラーボックスの
幅に合わせて2段
階調節可能

○使用時サイズ：最大開時／約59×40×42（h）cm、最大閉時／約59×33×49（h）cm ○収納時サイズ：約
64×13cm ○重量：約2.4kg ○耐荷重：100kg ○素材：本体／アルミニウム合金 ○付属品：収納ケース

木製クーラースタンド

本体価格6,990円  税込7,689円
TB-S20-015-019

アルミクーラースタンド

本体価格4,990円  税込5,489円
TB-S20-015-020 ブラック

強度と耐久性を
持ち合わせた、
天然木ホワイトアッシュを採用。
組立カンタンなシンプル構造。

軽量でサビに強い
アルミニウム製。
高さ2段階の調節機能付。

使用イメージ

使用イメージ

保冷効力3日後
空間温度：11.9℃
氷間温度：－0.3℃

保冷効力6日後
空間温度：5.4℃
氷間温度：－0.4℃

保冷効力4日後
空間温度：5.9℃
氷間温度：－0.3℃

ロトモールド製法（一体成型）により、高耐久、高断熱のハードクーラー。

使用イメージ
2ℓペットボトルは横置きで約6本、
500㎖ペットボトルは縦に約18本収納可能。

2ℓペットボトルが
縦置きで約12本収納可能。

2ℓペットボトルは横置きで約6本、
500㎖ペットボトルは縦に約18本
収納可能。

使用イメージ
2ℓペットボトルが縦に約12本収納可能。

携帯性がよく上部の取っ手で持ち運びやすい
小型のスチールクーラーボックス
（本体に発泡ウレタン入り仕様）。
公園、日帰りレジャー、
少人数の使用におすすめ。

アウトドアだけでなく
ホームパーティにもおすすめ。

水栓付でお手入れが簡単。
大人数や宿泊をともなう
レジャーなどにおすすめ。

New

New
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Table

収納ケース

収納ケース

収納ケース

○使用時サイズ：約63×55×43（h）cm ○収納時サイズ：約
20×11×70（h）cm ○重量：約4.5kg ○耐荷重：20kg ○素材：
天然木 ○付属品：収納ケース

ウッドロールテーブル S

本体価格13,900円  税込15,290円
TB-S20-015-026

使用イメージ 使用イメージ

ウッドロールテーブル

○使用時サイズ：約120×55×43（ｈ）ｃｍ ○収納時サイズ：約
20×16×64ｃｍ ○重量：約7.0ｋｇ ○耐荷重：30ｋｇ ○素材：天
然木 ○付属品：収納ケース

本体価格19,900 円  税込 21,890円
TB-S19-015-054

強度と耐久性を併せ持った天然木
「ホワイトアッシュ」を使用した
ウッドロールテーブル。

強度と耐久性を併せ持った天然木
「ホワイトアッシュ」を使用したサイドテーブル。
あたたかみのある天然木、
いろいろなシーンをスタイリッシュに演出。

ウッドサイドテーブル

○使用時サイズ：約５４×４０×２３（h）cm ○収納時サイズ：約
40×27×7.5（h）cm ○重量：約２.５ｋｇ ○耐荷重：１０ｋｇ ○素
材：天然木

本体価格7,990円  税込8,789円
TB-S19-015-055

ロール式天板でコンパクト収納。
強度と耐久性を併せ持った、
天然木「ホワイトアッシュ」を採用。
コンパクトでデーキャンプに便利。

使用イメージ

使用イメージ

使用イメージ

NABESHIKI

○使用時サイズ：約２0.５×１８cm ○収納時サイズ：約２0.５×
８.６cm ○重量：約１５０ｇ ○素材：天然木 ○付属品：収納
ケース

本体価格1,990円
税込2,189円

TB-S19-015-064

組み立てカンタンな
鍋敷き。

KAYARI

○サイズ：約１５.５×１５.５×３.５（h）cm ○重量：約２００ｇ ○素
材：天然木 ○付属品：線香立て

本体価格1,990円  税込 2,189円
TB-S19-015-063

あらゆるシーンで活躍する
木製の蚊取り線香ホルダー。
線香立てがずれにくい
磁石付。木製 ガスカートリッジカバー

○サイズ：直径12×8.5（ｈ）ｃｍ ○重量：約190g ○素材：天然木

本体価格4,990円  税込 5,489円
TB-S19-015-087

天然木を使用しておりますので商品によって木目のでかたや
色目が異なる場合があります。

ナチュラル

ナチュラル

TB-S19-015-088 ブラウン

ブラウン

天然木を使用したおしゃれアイテムで、温もり豊かにキャンプサイトを演出。

ウッドマルチテーブル

○使用時サイズ：約81×55×43（ｈ）ｃｍ ○収納時サイズ：約
81×55×7ｃｍ ○重量：約6.8ｋｇ ○耐荷重：15ｋｇ ○素材：天
然木 ○付属品：収納ケース

本体価格19,900 税込円 21,890円
TB-S21-015-070

アジャスタブルウッドテーブル

○使用時サイズ：約102～174×55×43（ｈ）ｃｍ ○収納時サイズ：102×55×6ｃｍ ○重量：約7.5ｋｇ ○耐荷重：30ｋｇ ○素材：天然木 ○付属品：収納ケース

本体価格29,900 税込円 32,890円
TB-S21-015-071

アジャスタブルウッドテーブル用天板

○全長サイズ／約66×55×2（ｈ）cm（1枚あたり：約22×55×2（ｈ）cm） ○収納時サイズ：約
22×55×7cm ○重量：約2.4kg ○素材：天然木

本体価格4,990 税込円 5,489円
TB-S21-015-072

アイアントップボード

○サイズ：約36×25×1（ｈ）ｃｍ ○重量：約
1.1kg ○素材：スチール

本体価格3,990 
税込

円
4,389 円

TB-S21-015-073

ステンレスバスケット

○サイズ：約36×25×8.5（ｈ）ｃｍ ○重量：
約400ｇ ○素材：ステンレス鋼

天板外れ、浮き上がり防止のため、設置方向が
あります。ご使用の際は、各天板に印字されてい
るロゴマークの向きを合わせて設置してください。

ロックピン スライドロック

本体価格1,990 
税込

円
2,189円

TB-S21-015-074

ロックピン

収納ケース

収納ケース

拡張時174cm

天板はマグネット式で取り外し可能。
別売オプションを使用で様々なアレンジが可能。
安全性を考慮した脚部ロック機能。
強度と耐久性を併せ持った、
天然木ホワイトアッシュを採用。

使用用途に合わせて伸縮可能。
別売オプションを使用で様々な
アレンジが可能。
安全性を考慮した脚部・伸縮ロック機構。
強度と耐久性を持ち合わせた、
天然木ホワイトアッシュを採用。

スチール製天板。
熱に強く、ダッチオーブンや
フライパンを直置きできます。アジャスタブルウッドテーブル専用天板。

用途に合わせ枚数を調整することにより、テーブルサイズの変更可能。

さびにくく、
お手入れしやすいステンレス製。

脚部ロック機能 アイアントップボードとステンレスバスケット使用例

アイアントップボードと
ステンレスバスケット使用例使用例

New New New

New

New

約43cm

約102cm

約43cm 約43cm

約23cm

約43cm
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収納ケース

収納ケース 収納ケース

収納ケース

アルミニウム製で軽量。シンプル構造で
組立カンタンなツーリングテーブル。
コンパクトで持ち運びも楽々。

アルミツーリングテーブル

○使用時サイズ：約40×34.5×32（ｈ）ｃｍ ○収納時サイズ：約45×13×9ｃｍ ○重量：約1.0ｋｇ 
○耐荷重：10ｋｇ ○素材：アルミ二ウム ○付属品：収納ケース

本体価格2,990 円  税込 3,289円
TB-S19-015-058

使用イメージ使用イメージ

○使用時サイズ：約120×70×45／70（h）cm ○収納時サイズ：約23×13×71cm 
○重量：約5.9kg ○耐荷重：20kg ○素材：アルミニウム ○付属品：収納ケース

アルミコンパクトロールテーブル L

本体価格12,900円  税込14,190円
TB-S20-015-027

コンパクト収納なアルミニウム製で軽量のテーブル。
高さ約45～70cmまでの高さ調整可能。
持ち運びに便利な収納ケース付。

使用イメージ
使用イメージ

使用イメージ

無段階調節機能

無段階調節機能

無段階調節機能

組立カンタンなアルミニウム製で軽量のテーブル。
高さ約45～70cmまでの高さ調整可能。
持ち運びに便利な収納ケース付。

組立カンタンなアルミニウム製で軽量のテーブル。
高さ約45～70cmまでの高さ調整可能。
持ち運びに便利な収納ケース付。

アルミロールテーブルL

○使用時サイズ：約120×70×45／70（ｈ）ｃｍ ○収納時サイズ：約18×13×120ｃｍ 
○重量：約5.8ｋｇ ○耐荷重：20kg ○素材：アルミ二ウム ○付属品：収納ケース

本体価格9,990 円  税込10,989円
TB-S19-015-056

アルミロールテーブルM

○使用時サイズ：約90×53×45／70（ｈ）ｃｍ ○収納時サイズ：約17×12×90ｃｍ 
○重量：約4.3ｋｇ ○耐荷重：15kg ○素材：アルミ二ウム ○付属品：収納ケース

本体価格7,990 円  税込8,789円
TB-S19-015-057

約70cm
調節

約70cm
調節

約25cm
調節

約25cm
調節

約120cm

約70cm

約70cm
調節

約25cm
調節

約90cm

クロス式のフレーム構造 ドリンクホルダー付き

リクライニングレバー

最大リクライニング時

収納ケース

コンパクトリラックスアルミチェア

○使用時サイズ：約82×57×102（ｈ）ｃｍ ○収納時サイズ：約Φ12×56ｃｍ ○重量：約1.7ｋｇ 
○耐荷重：80kg ○素材：座面／ポリエステル、脚部／アルミニウム合金 ○付属品：収納ケース

本体価格7,990円  税込8,789円
TB-S21-015-164 カーキ
TB-S19-015-061 ブラック

ハイバック仕様、クロス式のフレーム構造で
安心感のある心地よい座り感を実現。
アルミニウム合金製で軽量、コンパクト収納。

収納ケース

クロス式のフレーム構造で安心感のある座り心地。
ゆったりとくつろげるアームレスト。
アルミニウム製で軽量、コンパクト収納。

収納時

キャリーハンドル

無段階調整リクライニング。通気性のよいテスリンを使用。
折りたたんで収納可能。持ち運びに便利なハンドル付。

デラックスフリーリクライニングチェア

○使用時サイズ：約67×93×110（ｈ）ｃｍ ○リクライニング最大時：約67×163×77（ｈ）ｃｍ ○収納時サイズ：約66×13×90ｃｍ ○重量：約9.4ｋｇ ○耐荷重：80kg ○素材：シート／ポリエステル、フレーム／
スチール、アームレスト／天然木

本体価格9,990 税込円 10,989円
TB-S21-015-076

コンパクトリラックスアームチェア

○使用時サイズ：約92×78×101（ｈ）ｃｍ ○収納時サイズ：約Φ17×60ｃｍ ○重量：約2.2ｋｇ
○耐荷重：80kg ○素材：座面／ポリエステル、フレーム／アルミニウム合金 ○付属品：収納ケース

本体価格9,990 税込円 10,989円
TB-S21-015-077 カーキ
TB-S21-015-078 ブラック

ブラック

カーキ

カーキ

ブラック

Chair
New

New New

New
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強度と耐久性を併せ持った天然木「ホワイトアッシュ」と
軽量ながら高強度を誇る「　　　 （コーデュラ）」を使用。
分解してコンパクトに収納可能。

収納ケース

○使用時サイズ：約55×65×93（h）cm ○収納時サイズ：約18×11×110（h）cm ○重量：約
4.2kg ○耐荷重：80kg ○素材：座面／綿100%、脚部／天然木 ○付属品：収納ケース

収納ケース

収納ケース

リラックス
バタフライチェア

本体価格17,900円  税込19,690円
TB-S20-015-028 ナチュラル

バタフライチェア

○使用時サイズ：約53×59×70（h）cm ○収納時サイズ：約15×12×92（h）cm ○重量：約
3.5kg ○耐荷重：80kg ○素材：座面／綿100%、脚部／天然木 ○付属品：収納ケース

本体価格15,900円  税込17,490円
TB-S20-015-029 ナチュラル

CORDURA®は、強度と耐久性に優れたインビスタ社のファブリックに対する登録商標です。

アッセンブルウッドチェア

○使用時サイズ:約62×54×68（ｈ）ｃｍ ○収納時サイズ:約16×18×73ｃｍ ○重量:約
3.6ｋｇ ○耐荷重:80ｋｇ  ○素材：座面／ナイロン、脚部／天然木 ○付属品:収納ケース

本体価格17,900円  税込19,690円
TB-S19-015-060

肌ざわりのよいコットン100%を使用。強度と耐久性を併せ持った、天然木「ホワイトアッシュ」を採用。

折りたたみ防止ロック付

デイジーチェーン付

フォールディングコンフォートベンチ

○使用時サイズ：約122×63×81（ｈ）cm  ○収納時サイズ：約
122×11×81cm ○重量：約5.85ｋｇ ○耐荷重：80kg（1人用の座面に対
して） ○素材：座面／ポリエステル、脚部／アルミニウム・スチール

本体価格9,990 税込円 10,989円
TB-S21-015-080 カーキ

ゆったりとした座り心地の2人用ワイドベンチ。
高級感がある木製アームレスト付。
背面と座面には座り心地がよいパッド入り。

TB-S21-015-081 ブラック

カーキ

ブラック

収納ケース

クロス式のフレーム構造

収納に便利なサイド
ポケット

コンパクトチェアワイド

○使用時サイズ：約70×63×88（h）cm ○収納時サイズ：約φ15×45cm ○重量：約1.6kg ○耐
荷重：80kg ○素材：座面／ポリエステル、脚部／アルミニウム合金 ○付属品：収納ケース

本体価格6,990円  税込7,689円
TB-S20-015-031 カーキ
TB-S21-015-165 ブラック

収納ケース

アルミコンパクトチェアメッシュ

○使用時サイズ：約55×54×70（ｈ）ｃｍ ○収納時サイズ：約36×13×10ｃｍ ○重量：約970g 
○耐荷重：80kg ○素材：座面／ナイロン、脚部／アルミニウム合金 ○付属品：収納ケース

本体価格5,990 円  税込6,589円
TB-S21-015-079

通気性のよいナイロンメッシュを採用。
アルミニウム合金製フレームを採用し、軽量、高強度を実現。

クロス式のフレーム構造で安定感のある座り心地。
座り心地がゆったりとしたワイド設計。
アルミニウム合金製で軽量、コンパクト収納。

収納ケース

クイックデッキローチェア

○使用時サイズ：約48×55×66（h）cm ○収納時サイズ：約51×32×10（h）cm ○重量：約
2.2kg ○耐荷重：80kg ○素材：座面／ナイロン、フレーム／アルミニウム合金 ○付属品：収納
ケース

本体価格9,990円  税込10,989円
TB-S20-015-030

生地は通気性のよいナイロンメッシュ、フレームはアルミニウム合金製で軽量、
高強度。カンタン組立、コンパクト収納で
持ち運びに便利。

ライトメッシュチェアミニ

○使用時サイズ：約35.5×35×52（h）cm ○収納時サイズ：約φ12×54cm ○重量：約800g 
○耐荷重：80kg ○素材：座面／ナイロン、脚部／アルミニウム合金 ○付属品：収納ケース

本体価格3,990円  税込4,389円
TB-S20-015-032

生地は通気性のよいナイロンメッシュ、
フレームはアルミニウム合金製で軽量。

収納ケース

New

New

New

ブラック

カーキ
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＊難燃（防炎）検査に合格した商品です。 ［警告］火から完全に身を守るものではございません。防炎を保証するものではございませんので、ご了承ください。

裏面は肌ざわりのよい毛足の長いフリースを使用。 
持ち運びに便利な収納ケース付。

FIRESHIELD ブランケット

○使用時サイズ：約130cm×80cm ○収納時サイズ：約
27cm×38cm ○素材：表面／綿100％（難燃加工素材）、裏
面／ポリエステル100％ 
※裏面のボアフリースは、難燃加工しておりません。　

本体価格5,990円
税込6,589円

TB-F19-015-004　コヨーテブラウン 収納ケース

使用イメージ

表面は綿100％。
肌ざわりのよい素材に難燃加工を施した
ブランケットです。 

たき火などを安全に楽しめるように難燃性繊維を使用、または難燃加工を施したシリーズです。
当社独自基準を設定し、第三者検査機関での試験にて基準をクリアをしています 。

FIRESHIELD（ファイア シールド）とは…

FIRESHIELD マルチカバー

本体価格3,500 
税込

円
3,850円

○サイズ：約42×71cm ○素材：綿52％・アクリル系47％・ポリエステル1％

TBA-S21-014-066  カーキ
TBA-S21-014-064  ブラウン
TBA-S21-014-065  ブラック

カーキ

ブラックブラウン

前掛けとして
（別売りのマルチベスト
との組み合わせ）

ひざ掛けとして薪キャリーとして

使用イメージ天然コットンミックス素材を使用し、
優れた難燃＋静電気帯電防止機能を
備えた、柔らかい風合いの素材。

FIRESHIELD カバーオール

本体価格14,000 
税込

円
15,400円

TBM-S21-014-007

○カラー：ブラウン・カーキ・ブラック ○サイズ：
XS、S、M、L、XL ○素材：綿52％・アクリル系
47％・ポリエステル1％

FIRESHIELD マルチベスト

本体価格10,000 
税込

円
11,000円

TBM-S21-014-008

○カラー：ブラウン・カーキ・ブラック ○サイズ：M、L ○素
材：本体／綿52％・アクリル系47％・ポリエステル1％、
肩紐部分／綿100％

FIRESHIELD マルチポケットショーツ

本体価格8,000 
税込

円
8,800円

TBM-S21-014-010

○カラー：ブラウン・カーキ・ブラック ○サ
イズ：M、L、XL ○素材：綿52％・アクリ
ル系47％・ポリエステル1％

FIRESHIELD マルチエプロン

本体価格8,000 
税込

円
8,800円

○カラー：ブラウン・カーキ・ブラック ○サイズ：M、L ○素材：綿52％・アクリル系47％・ポリエ
ステル1％

TBA-S21-014-011

FIRESHIELD 
ペインターパンツ

○カラー：ブラウン・カーキ・ブ
ラック ○サイズ：XS、S、M、L、
XL ○素材：綿52％・アクリル
系47％・ポリエステル1％

本体価格10,000 
税込

円
11,000円

TBM-S21-014-009

天然コットンミックス素材を使用し、
優れた難燃+静電気帯電防止機能を備えた柔らかい風合いの素材です。
火の粉を受けても、穴があきにくくなっています。
燃え広がりにくい素材のため、火を扱う場面でもお使いいただけます。

ブラウン

ブラック

ブラウン

カーキ

カーキ

カーキ

カーキ

ブラック

ブラック

ハンマーループ付。

フロントDカン付。

フロントループ付。

肩紐の長さはアジャ
スターで調整可能。

保冷袋付。脱着可能。

別売のマルチカバーと装着可能
でエプロンとしても使用できます。

ブラウンブラック

ブラウン

カーキ

ブラック

ブラウン

FIRESHIELD オーバーオール

○カラー：ブラウン・カーキ・ブラック ○サイズ：XS、S、
M、L、XL ○素材：本体／綿52％・アクリル系47％・ポ
リエステル1％、肩紐部分／綿100％

本体価格14,000 
税込

円
15,400円

TBM-S21-014-012

ブラウンカーキ

ブラック

キャンプシーンに活躍するカバーオールジャケット。
胸ポケットや脇の2重ポケットで
たくさんのものを収納可能 。

脇のコインポケットやベルトループにＤカンを付け、
サイドポケットやハンマーループなど、
キャンプシーンやワークシーンに活躍するペインターパンツ。
ゆとりのあるシルエットにしています。

キャンプシーンに活躍するマルチベスト。
身頃の大型ポケットと脇の2重ポケットで
たくさんのものを収納可能。
フロントのループとDカンがあり
小物やツール等の携行に便利。

キャンプシーンに活躍する
マルチエプロン。胸やフロントにも
たくさんのポケットを付け
小物やキッチン用品なども収納可能。
脇にも多彩なループとDカンを付け
ペグやハンマーなども装着可能。

サイドには小物やツール等の携行に便利な
大型のZIPポケットを備えた、
キャンプシーンやワークシーンに活躍するショートパンツ。
ベルトループにＤカン付き。

キャンプシーンやワークシーンに活躍する
オーバーオール。肩紐は調整可能。
ベルトループにＤカンや
脇にハンマーループも付いています。

○サイズ：約80×80cm ○重量：約320g ○素材：グラスファイバー 

木炭（赤熱状態）が
シートに落下時

縫製は難燃糸を使用。

約80cm

約80cm

FIRESHIELD たき火シート

本体価格1,990円
税込 2,189円

TB-S20-015-040

難燃繊維のシートが
炭や火の粉から地面を守ります。

使用イメージ

地面にたき火シートを敷き、シートサイズ内
に収まるたき火台やグリルを置いてください。

New

New

New

New

New

New New

動画はこちらから
ご覧いただけます

火の粉に強い

燃え広がり
にくい
天然素材

コットンミックス
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使用イメージ
使用イメージ

SOLO CAMP

使用イメージ
※320mℓ専用サイズです

ブラウン ブラック

手に馴染みやすい牛革、
使い込む程に味わいがでてくる。 

レザーハンドル
FORシェラカップ

○サイズ：約４.５×１０×０.３（h）cm ○素材：牛革

本体価格990円
税込1,089円

TB-S19-015-035　ブラウン
TB-S19-015-036　ブラック

ステンレス
シェラカップ 320㎖

○使用時サイズ：約１２0×４５（h）mm ○重
量：約８２ｇ ○容量：約３２０mℓ ○素材：ステ
ンレス鋼（クロム１８％・ニッケル８％）

本体価格990円
税込1,089円

TB-S19-015-034
TB-S21-015-167

底面にタラスブルバのロゴ
630mℓ

1000mℓ

320mℓ

底面に
タラスブルバのロゴ

内面に
タラスブルバのロゴ

内面に
タラスブルバのロゴ

ステンレスカトラリーセット

○サイズ：フォーク／全長約183ｍｍ、スプー
ン／全長約180ｍｍ ○重量：フォーク／約
28ｇ、スプーン／約35ｇ ○素材：ステンレス鋼

本体価格1,290 
税込

円
1,419円

TB-S21-015-064

ステンレス
ミニシェラカップ ２10㎖

○使用時サイズ：約96×45（ｈ）ｍｍ ○重量：
約63ｇ ○容量：約210mℓ ○素材：ステンレス
鋼（クロム18％・ニッケル8％）

本体価格890 
税込

円
979円

TB-S21-015-057

ステンレス
シェラカップ 630㎖

○使用時サイズ：約140×60（ｈ）ｍｍ ○重量：
約155ｇ ○容量：約630mℓ ○素材：ステンレ
ス鋼（クロム18％・ニッケル8％）

本体価格1,490 
税込

円
1,639円

TB-S21-015-058

ステンレス
ビッグシェラカップ 1000㎖

○使用時サイズ：約165×75（ｈ）ｍｍ ○重量：
約230ｇ ○容量：約1000mℓ ○素材：ステン
レス鋼（クロム18％・ニッケル8％）

本体価格2,490 
税込

円
2,739円

TB-S21-015-059

ステンレス
スタッキングカップ 300㎖

○使用時サイズ：約88×80（ｈ）ｍｍ ○重量：約110ｇ 
○容量：約300mℓ ○素材：ステンレス鋼（クロム18％・
ニッケル8％）

本体価格1,490 税込円 1,639 円
TB-S21-015-060

ホーローマグカップ 380㎖

○使用時サイズ：約88×115×75（ｈ）ｍｍ ○重量：約138ｇ 
○容量：380mℓ ○素材：ほうろう用鋼板（表面加工：ほうろう） 

本体価格990 
税込

円
1,089円

TB-S21-015-061

耐久性があり、色移りや匂い移りしにくいホーロー製。耐酸性があるので本来の風味を楽しめます。

ホーローボウル 16cm

○使用時サイズ：約外径162×50（ｈ）ｍｍ ○重量：約175ｇ 
○素材：ほうろう用鋼板（表面加工：ほうろう）

本体価格1,290 
税込

円
1,419円

TB-S21-015-062

ホーロープレート 22cm

○使用時サイズ：約外径222×38（ｈ）ｍｍ ○重量：約293ｇ 
○素材：ほうろう用鋼板（表面加工：ほうろう）

本体価格1,490 
税込

円
1,639円

TB-S21-015-063

幅広い用途で使える万能カップ、丈夫で衛生的なステンレス製。
飲物のカップや料理の器として使えるだけでなく、直火もＯＫ。使い勝手がよい指に掛かりやすいハンドル形状。
内側に目盛つきで計量カップとしても使用できます。

210mℓ

収納ケース

本体 焼き網 ロストル

ソロコンパクトグリル

○使用時サイズ：約12×12×14（ｈ）ｃｍ ○収納時サイズ：
約12×14×4ｃｍ ○重量：約650ｇ ○素材：本体／ステン
レス鋼、焼き網／スチール、ロストル／スチール ○付属：:収
納ケース

本体価格1,790 
税込

円
1,969円

TB-S21-015-050

本体はさびにくいステンレス製。
片手に収まるコンパクトサイズ。
燃料調節に便利な両開き扉。

4.焼き網をのせて完成です。3.ロストルをセットし、片側の扉を
　閉めます。

2.両端を持ち上げ、立てます。1.本体をひろげます。

使用イメージ

組み立て方

収納ケース

TB 2WAY ツーリングテーブル

○使用時サイズ：約30×23×11／16（ｈ）ｃｍ ○収納時
サイズ：約30×8×7ｃｍ ○重量：約580ｇ○耐荷重：4ｋｇ 
○素材：アルミニウム ○付属品：収納ケース

本体価格2,490 
税込

円
2,739円

TB-S21-015-075

脚部ロック

アルミニウム製で軽量、
コンパクトなA4サイズ。
高さ2段階調節。

重ねてすっきり収納ができる、
丈夫で衛生的なステンレス製カップ。
飲物のカップや料理の器として使えます。
使い勝手がよい指に掛かりやすい
ハンドル形状。

スプーンのギザギザでちょっとした食材などもカットできます。本体は丈夫で錆びにくい
ステンレス製。携帯に便利なカラビナ付。

New

New

New

New New New

New

New

New

New
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キャストアイアンプレート

○サイズ33×22×2（ｈ）ｃｍ ○重量：約3ｋｇ ○素材：鋳鉄

本体価格3,990 税込円 4,389円
TB-S21-015-054

深さ3mmの溝が、余分な油を落とす。
用途に合わせて平らな面と
溝入り面で両面使い分けできる。
じっくりムラなく火が通る鋳鉄製。

かさばらず、使い勝手のよい浅型仕様。じっくりムラなく火が通る鋳鉄製。

キャストアイアンダッチポット

○使用時サイズ：約32.5×26×16（ｈ）ｃｍ ○重量：約5.3ｋｇ 
○付属品：シリコンホルダー ○素材：鋳鉄

本体価格7,990 税込円 8,789円
TB-S21-015-056

アウトドアだけでなく、ご家庭でも使える脚なし仕様。
水洗いしてすぐに使用。じっくりムラなく火が通る鋳鉄製。

キャストアイアンシャロースキレット

○使用時サイズ：約38×18.5×2（ｈ）ｃｍ ○重量：約1.2ｋｇ ○素材：鋳鉄

本体価格2,990 税込円 3,289円
TB-S21-015-055

シリコンホルダー

ふたにタラスブルバのロゴ

使用イメージ

使用イメージ

使用イメージ

ふたはフライパンとして使えます。

使用イメージ

Cookware & Tableware

使用イメージ

ファイヤーケトル

○使用時サイズ：約16.5×22×19（ｈ）ｃｍ、本体外径約13cｍ ○重量：約580ｇ 
○満水容量：1.9ℓ ○適正容量：1.3ℓ ○素材：ステンレス鋼（底の厚さ0.6mm）

本体価格3,490 円
税込 3,839円

TB-S19-015-032

蓋をして、弱火にして2～4
分程待つ

お湯が沸騰したらストレー
ナーを中にセットする

ストレーナーを取り出し、
コーヒー粉を入れる

ステンレスパーコレーター3カップ

○使用時サイズ：約17×10.5×14.5（ｈ）ｃｍ ○重量：約390ｇ ○満水容量：0.9
ℓ ○適正容量：約340mℓ（2カップ）～約540mℓ（3カップ） ○素材：ポット／ス
テンレス鋼（クロム18％・ニッケル8％）（底の厚さ0.6mm）、取っ手／18-8ステン
レス鋼・天然木、ふたつまみ／ポリカーボネート、ストレーナー／18-8ステンレス鋼

本体価格2,990円
税込 3,289円

TB-S19-015-033

丈夫で衛生的なステンレス製。
オールステンレスなので
焚き火などでも使える。

フィルターやドリッパー不要で
手軽に温かいコーヒーをつくれる。
衛生的なステンレス製のパーコレーター。

アルミクッカーセット M

○スタッキングサイズ：外径約129×147（ｈ）mm ○クッカー大（片手鍋）サイズ：外径124×101（ｈ）
mm ○クッカー大（片手鍋）満水容量1.0ℓ ○クッカー小（ふた）サイズ：外径120×50（ｈ）mm ○クッ
カー小（ふた）満水容量：0.5ℓ ○重量：約260g ○内寸法11.3cm ○素材：クッカー大・小／アルミ
ニウム（表面加工：アルマイト）、取っ手／ステンレス鋼・シリコーン ○付属品：収納ケース 

本体価格2,990円  税込 3,289円
TB-S20-015-016

スタッキング 収納ケース

クッカー小（ふた）

クッカー大（片手鍋）

使用イメージ

収納ケース

表面には耐食性の高い
硬質アルマイト加工

調理に便利な目盛付

○サイズ：約13×15×7.5（ｈ）cm ○重量：約139g ○満水容量：0.8ℓ ○適正容量：0.45ℓ ○素
材：本体・ふた／アルミニウム（アルマイト加工）、取っ手・つまみ／ステンレス鋼・シリコーン ○付属
品：収納ケース

ソロキャンプにも便利なアルミケトル。軽量で熱伝導に優れたアルミ製。
表面は耐食性の高い硬質アルマイト加工。

アルミケトル

本体価格1,990円  税込 2,189円
TB-S20-015-018

使用時以外は蓋のつまみを畳むことで
フラットになります。

ソロキャンプにも便利な
1人用アルミクッカーセット。
軽量で熱伝導に優れたアルミ製。

ご飯鍋（5合）

○サイズ：本体外径20×14（ｈ）cm ○重量：約920g ○満水容量：約3.4ℓ ○内
寸法：17cm ○素材：本体／ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル10%)・鉄、つる・ふ
た／ステンレス鋼、つまみ／天然木 ○付属品：収納ケース

本体価格5,990 円  税込6,589円
TB-S20-015-015

金物の町、燕三条で作られた美しく、丈夫で錆びにくいステンレス製ご飯鍋。
フィールドでも使いやすく、後片付けも簡単。機能的なデザイン。おいしいご飯の炊き方レシピ付。

本体内側にはお米
と水の分量を量る
のに便利な目盛付。

収納ケース

ステンレス鋼

ステンレス鋼

ニッケル

ニッケル

軟鉄

熱伝導のよい軟鉄を使用、耐食性に優れた丈夫
なステンレス鋼でサンドした3層鋼（5層構造）です。

New

New
New

TB-S20-015-017

アルミクッカーセット S

○スタッキングサイズ：外径約110×132（ｈ）mm ○クッカー大（片手鍋）サイズ：外径107×86（ｈ）
mm ○クッカー大（片手鍋）満水容量0.64ℓ ○クッカー小（ふた）サイズ：外径103×49（ｈ）mm ○
クッカー小（ふた）満水容量：0.35ℓ ○重量：約207g ○内寸法9.6cm ○素材：クッカー大・小／ア
ルミニウム（表面加工：アルマイト）、取っ手／ステンレス鋼・シリコーン ○付属品：収納ケース

本体価格2,490円  税込 2,739円
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お米の持ち運びにも便利なウォーターボトル、精米用のライス目盛り付。

ウォーターボトル1000 

○サイズ：約7.8×10.5×26.5（ｈ）cm ○重
量：約145ｇ ○実容量：1.0ℓ ○精米約6合

TB-S19-015-039

ウォーターボトル 650 

○サイズ：約7.8×10.5×20.5（ｈ）cm ○重量：
約110g ○実容量：650mℓ ○精米約4.5合

TB-S19-015-040

ウォーターボトル 500 

○サイズ：約6.5×9.5×21.5（ｈ）ｃｍ ○重量：
約105g ○実容量：500mℓ ○精米約3.3合
○素材：本体／PET（耐熱温度100度）、ふた栓／ポリプロピレン（耐熱温度120度）

本体価格1,490 円本体価格1,290 円本体価格990 円
税込 1,639円税込 1,419円税込1,089円

TB-S19-015-041

真空二重構造で
保温・保冷で使用可能。 

ダブルステンレス
マグカップ 350

○サイズ：約１２×８.７×８.２（h）cm ○実用量：０.３５ℓ ○保温効力：４２度以上（１時間）、保冷効力：１２度以下（１時間） 
○素材：本体内側・外側、ハンドル／ステンレス鋼

本体価格1,490円
税込1,639円

TB-S19-015-051　シルバー
TB-S19-015-052　ブラック
TB-S19-015-053　カーキ

精米約6合精米約4.5合精米約3.3合

炊飯の目安
約1.5合

シルバー

カーキ

ブラック

ダブルステンレス
マグカップカバー

○サイズ：約93×87×19（ｈ）ｍｍ 
○重量：約35ｇ ○素材：本体／
PET、パッキン／シリコーンゴム

本体価格500 
税込

円
550円

TB-S19-015-086

バキュームボトル 1.0ℓ

○サイズ：約8.4×31（ｈ）ｃｍ ○重量：約490ｇ ○実用量：1.0ℓ 
○保温効力：78度以上（6時間）、保冷効果：10度以下（6時間）

本体価格2,490 税込円 2,739円
バキュームボトル 0.6ℓ

○サイズ：約7.3×24.5（ｈ）ｃｍ ○重量：約300ｇ ○実用量：0.6ℓ 
○保温効力：66度以上（6時間）、保冷効果：11度以下（6時間）

本体価格1,990 税込円 2,189円
バキュームボトル 0.35ℓ

○使用時サイズ：約7.3×17（ｈ）ｃｍ ○重量：約220ｇ ○実用量：0.35ℓ 
○保温効力：63度以上（6時間）、保冷効果：12度以下（6時間）
○素材：内びん／ステンレス鋼、胴部／ステンレス鋼（シルバー以外はアクリル樹脂塗装）、口金／ステンレス鋼、ふた栓内側／ポリプロピレン、ふた栓外側・ハンドル／ステンレス鋼、パッキン／シリコーンゴム

本体価格1,790 税込円 1,969円
TB-S21-015-154 ブラック
TB-S21-015-155 カーキ

TB-S21-015-156 シルバー
TB-S21-015-157 ブラック
TB-S21-015-158 カーキ
TB-S21-015-159 ホワイト

TB-S21-015-160 シルバー
TB-S21-015-161 ブラック
TB-S21-015-162 カーキ
TB-S21-015-163 ホワイト

TB-S21-015-153 シルバー

バキューム缶ホルダー 350㎖

○使用時サイズ：約外径78×122（ｈ）ｍｍ ○重量：約
178ｇ ○素材：本体内側・外側/ステンレス鋼、ラバーグ
リップ/シリコーンゴム

本体価格1,490 税込円 1,639円

バキューム缶ホルダー 500㎖

○使用時サイズ：約外径78×160（ｈ）ｍｍ ○重量：約
218ｇ ○素材：本体内側・外側/ステンレス鋼、ラバーグ
リップ/シリコーンゴム

本体価格1,790 税込円 1,969円

TB-S21-015-067

TB-S21-015-068 ブラック

ブラック

アルミボックスクッカー

○サイズ：17×10×7（ｈ）ｃｍ ○重量：約140ｇ ○満水容量：
780ｍℓ ○底の厚さ：0.7ｍｍ ○素材：本体／アルミニウム合金
（硬質アルマイト加工）、取っ手／ステンレス鋼・シリコーン樹脂

本体価格2,490 税込円 2,739円

ボックスクッカー
インナーケース＆ロストルセット

○サイズ／インナーケース：約16×9×5（ｈ）ｃｍ、ロストル：約
15×8.2×1.5（ｈ）ｃｍ ○重量／インナーケース：約40ｇ、ロスト
ル：約50ｇ ○素材：インナーケース／ポリエステル、ロストル／
ステンレス鋼

本体価格1,490 税込円 1,639円
TB-S21-015-053

TB-S21-015-052

マルチハードケースS

○サイズ：約19×12×8（ｈ）ｃｍ ○重量：約170ｇ ○素材：ポリエ
ステル、EVA樹脂

本体価格1,790 税込円 1,969円

マルチハードケースL

○サイズ：約31×17×15（ｈ）ｃｍ ○重量：約520ｇ ○付属
品：スポンジ、仕切り板 ○素材：ポリエステル、EVA樹脂

本体価格2,990 税込円 3,289円
TB-S21-015-089 TB-S21-015-090

真空二重構造で保温・保冷で使用可能、家庭用製氷機の氷が入る広口タイプ。
フタはスクリュー式のため、熱いものを入れて内圧が高まっても開ける動作で
圧力は下がっていくため水蒸気が噴き出しにくい。

シルバー シルバー

350mℓ500mℓ

シルバー ブラック カーキブラック カーキ ホワイトブラック カーキ ホワイト

外からの温度の影響を受けにくい
真空二重構造で、
缶のまま冷たさ長持ち。
缶の結露が気にならない。

使用イメージ

使用イメージ

使用イメージ

使用イメージ
※ボックスクッカー本体は
　含まれません。

使用イメージ
※ボックスクッカー本
　体は含まれません。

ボックスクッカー用の収納ケースです。
便利なメッシュポケット付。
小物入れやスパイスボックスとしても
使用できます。

高さ29cmまでのランタンや
720mlのボトル2本が収納可能なケースです。
保護用の柔らかいスポンジと
着脱可能な仕切り板2個が付属。

インナーケースは、アルミボックスクッカーに
収納ができて、内容物でクッカー内面の傷防止や
ガタツキを防ぎます。
ロストルは蒸し器として使用するトレイです。

熱伝導率の高いアルミ製のため、熱が全体に回り、
ご飯を美味しく炊くことができます。
表面には耐腐食性の高い硬質アルマイト加工。
容器の中に必要な調味料や調理器具などが
収納できて便利。

ロストル インナーケース

タラスブルバ ダブルステンレスマグカップ
専用カバー。取り付けることでゴミなどが
入ることを防ぎます。

使用イメージ

パッキンが付いている
ため、使用中に漏れる
心配はありません。

New

New New New

New

New

表面には耐腐食性の高い硬質アルマイト加工。

取り扱いの簡単なスク
リュー栓タイプ。持ち運
びに便利なハンドル付

家庭用製氷機の氷が入
る広口タイプ
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アルミロープハンガー
（3個セット）

○サイズ：約60×42mm 
○素材：アルミニウム合金

本体価格790 税込円 869円
TB-S21-015-093 ゴールド

ロープに掛けるだけ、簡単取付。
カップや小物などをかけて使用。
フックの適度な角度が
ロープをしっかりととらえる。

TB-S21-015-094 ブロンズ
TB-S21-015-095 レッド
TB-S21-015-096 ブラック

D型アクセサリー 
カラビナ S

○サイズ：約50×26mm 
○素材：アルミニウム合金

本体価格150 
税込

円
165円

TB-S21-015-097 ゴールド
TB-S21-015-098 ブロンズ
TB-S21-015-099 レッド
TB-S21-015-100 ブラック

カラビナ M

○サイズ：約60×33mm 
○素材：アルミニウム合金

本体価格200 
税込

円
220円

TB-S21-015-101 ゴールド
TB-S21-015-102 ブロンズ
TB-S21-015-103 レッド
TB-S21-015-104 ブラック

カラビナ L

○サイズ：約68×36mm 
○素材：アルミニウム合金

本体価格250 
税込

円
275円

TB-S21-015-105 ゴールド
TB-S21-015-106 ブロンズ
TB-S21-015-107 レッド
TB-S21-015-108 ブラック

本体価格3,800 税込円 4,180円

フラットD型アクセサリー 
カラビナ S

○サイズ：約40×24mm 
○素材：アルミニウム合金

本体価格150 
税込

円
165円

TB-S21-015-109 ゴールド
TB-S21-015-110 ブロンズ
TB-S21-015-111 レッド
TB-S21-015-112 ブラック

カラビナ M カラビナ L

○サイズ：約60×33mm 
○素材：アルミニウム合金

本体価格200 
税込

円
220円

TB-S21-015-113 ゴールド
TB-S21-015-114 ブロンズ
TB-S21-015-115 レッド
TB-S21-015-116 ブラック

○サイズ：約73×45mm 
○素材：アルミニウム合金

本体価格250 
税込

円
275円

TB-S21-015-117 ゴールド
TB-S21-015-118 ブロンズ
TB-S21-015-119 レッド
TB-S21-015-120 ブラック

○サイズ：約50×26mm 
○素材：アルミニウム合金

本体価格200 
税込

円
220円

TB-S21-015-121 ゴールド
TB-S21-015-122 ブロンズ

リング付D型アクセサリー 
カラビナ S

TB-S21-015-123 レッド
TB-S21-015-124 ブラック

ブロンズ

カラビナ M

○サイズ：約60×34mm 
○素材：アルミニウム合金

本体価格300 
税込

円
330円

TB-S21-015-125 ゴールド
TB-S21-015-126
TB-S21-015-127 レッド
TB-S21-015-128 ブラック

カラビナ L

○サイズ：約68×38mm 
○素材：アルミニウム合金

本体価格400 
税込

円
440円

TB-S21-015-129 ゴールド
TB-S21-015-130 ブロンズ
TB-S21-015-131 レッド
TB-S21-015-132 ブラック

本体価格200 
税込

円
220円

TB-S21-015-133 ゴールド
TB-S21-015-134 ブロンズ
TB-S21-015-135 レッド

S型アクセサリー 
カラビナ S

○サイズ：約50×23mm 
○素材：アルミニウム合金

TB-S21-015-136 ブラック

カラビナ M
本体価格250 

税込
円

275円
TB-S21-015-137 ゴールド
TB-S21-015-138 ブロンズ
TB-S21-015-139 レッド

○サイズ：約66×30mm 
○素材：アルミニウム合金

TB-S21-015-140 ブラック

カラビナ L
本体価格300 

税込
円

330円
TB-S21-015-141 ゴールド
TB-S21-015-142 ブロンズ

○サイズ：約88×40mm 
○素材：アルミニウム合金

TB-S21-015-144 ブラック

スクリューロックアクセサリー
カラビナ M
本体価格300 税込円 330円
TB-S21-015-145 ゴールド
TB-S21-015-146 ブロンズ
TB-S21-015-147 レッド

○サイズ：約58×32mm 
○素材：アルミニウム合金

TB-S21-015-148 ブラック

スクリュー式で不用意なロック解除を防止。

カラビナ L
本体価格400 税込円 440円
TB-S21-015-149 ゴールド
TB-S21-015-150 ブロンズ
TB-S21-015-151 レッド

○サイズ：約76×45mm 
○素材：アルミニウム合金

TB-S21-015-152 ブラック

TB-S21-015-143 レッド

ゴールド

使用イメージ

ブロンズ レッド ブラック

Accessory 軽量でさびにくいアルミニウム合金製。

取り扱い上のご注意：クライミング、登山などの人体を支えるような使い方や荷物の運搬などを目的とした使用はしないでください

ゴールド ブロンズ

レッド ブラック

ゴールド ブロンズ

レッド ブラック

ゴールド ブロンズ

レッド ブラック

ゴールド ブロンズ

レッド ブラック

ゴールド ブロンズ

レッド ブラック

M

L

M
S

L

M

S

L

M
S

L

M
S

L

New

New

New

New

New

New

Instagram
taras_boulba_1976@tarasboulba1976  

Twitter
https://www.tarasboulba.jp

商品の詳細情報、アウトドアイベントレポート、SNSの更新状況など便利に
お使いいただける総合的な情報サイトです !

公式ホームページ

Sunglasses

サングラス
カタログは
こちら

フレーム：ブラック（アルミフレーム）
レ ン ズ：偏光スモーク

L I C E N S E D  P R O D U C T S
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