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■本体サイズ 約40×40×29cm
■収納サイズ 約40×40×11cm
■材質 本体/ステンレス

網/スチール（クロームメッキ）
ロストル/スチール

■付属品 網、ロストル、収納ケース
■重量 約2.6kg
■入数 4

●焚き火もBBQもこれ一つでOK
●錆びにくいステンレス採用
●  脚部を広げて本体を載せるだけの
簡単組み立て

06 NE1443
ステン焚火
グリル  Ｘ（エックス）

対応網：NE1458

■本体サイズ 約60.5×35.5×22.8cm
■収納サイズ 約60.5×35.5×7cm
■材質 天板/スチール、脚部/スチール
■付属品 収納ケース
■重量 約2.3kg
■入数 5

■本体サイズ 約32×26×20.5cm
■収納サイズ 約32.5×28.5×4.5cm
■材質 本体/ステンレス

ベース/スチール
脚部/スチール（クロームメッキ）
網/スチール（クロームメッキ）

■付属品 網、ベース、収納ケース
■重量 約2.2kg
■入数 5

●  同一商品で、スタッキング可
●  頑丈なスチール製
●ラックとしても使用可

●  本体がワンタッチで広がり、組み立て
簡単な焚火台

●BBQ用の網もセットで付属
●30cmサイズの薪がそのまま入ります

04  NE3337
スチール
メッシュテーブル

05  NE1445
ステン
ワンタッチ焚火台

■本体サイズ 約30×23.5×13／15／17／
19／21／23cm

■収納サイズ 約30×23.5×2.5cm
■材質 本体/ステンレス

脚部/ステンレス
■付属品 収納ケース
■重量 約1.4kg
■入数 10

■本体サイズ 約φ18×30cm
■収納サイズ 約φ19×12cm
■材質 本体/ステンレス

五徳/ステンレス
インナー/ステンレス

■付属品 収納ケース
■重量 約1.3kg
■入数 10

■本体サイズ 約90×80×26cm
■BBQ穴サイズ 約53×43cm
■ハーフサイズ 約80×45×26cm
■収納サイズ 約80×45×7cm
■材質 天板/スチール、脚部/スチール
■付属品 収納ケース
■重量 約4.4kg
■目安耐荷重 約20kg
■入数 2

●  シングルバーナー等での調理に便利な
　ゴトク
●脚部高さは調整可能な6段階
●折りたたみ式でコンパクト収納！

●二次燃焼を促す構造により高火力
●錆びにくいステンレス製ボディー採用
●  パーツ類が全て本体の中に納まり、
収納性抜群

●  焚火台やロースタイルBBQを囲んで
使えるメッシュテーブル

●連結構造採用で、別々に使用できます
●  開口部は焚火台を想定したサイズ設計で
「NE1443　ステン焚火グリル（エックス）」に
ぴったりサイズ

02  NE1450
グリルスタンド Ⅱ

01  NE1499
ラウンドウッドストーブ

03  NE3345
メッシュグリッドテーブル 
link or half

NEW NEW NEW

対応網：NE1464

対応コンロ：NE1443

04

■本体サイズ 全長／34cm
刃／10.5cm

■材質 刃部/刃物用炭素鋼
柄部/天然木

■重量 約890g
■入数 10

●キャンプ場での薪割りに最適
●専用サック付きで持ち運び、携帯に便利

12 NE865
Wood handle
AXE

■本体サイズ 全長／23.5cm
刃／11cm
柄／12.5cm

■材質 刃部/刃物用炭素鋼
柄部/樫材

■重量 約240g
■入数 50

■本体サイズ 全長／31.5cm
刃／16.5cm
柄／15cm

■材質 刃部/刃物用炭素鋼
柄部/樫材

■重量 約320g
■入数 30

●  登山・キャンプ・ハイキングなど簡単な
枝打ちに

●専用サック付きで持ち運び、携帯に便利

●  登山・キャンプ・ハイキングなど簡単な
枝打ちに

●専用サック付きで持ち運び、携帯に便利

10  NE863
Wood CHOPPER
ショート

11  NE864
Wood CHOPPER
ロング

■本体サイズ 約43×36.5×45.5cm
■収納サイズ 約60×37×20cm
■材質 天板、フレーム/スチール

キャリーバッグ/ポリエステル
■付属品 収納ケース
■重量 約3.3kg
■入数 2

■本体サイズ 約47×48×40／66cm
■収納サイズ 約87×14×7cm
■材質 シート

表面/キャンバスコットン
裏面/600Dポリエステル
フレーム/アルミ

■重量 約2.6kg
■目安耐荷重 約80kg
■入数 4

■本体サイズ 約160×47cm
■収納サイズ 約54×14×4cm
■材質 本体/コットン100％
■付属品 ピンペグ×6本、

自在付ロープ×2本、収納ケース
■重量 約650g
■入数 6

●天板は耐熱加工で熱いものも乗せられます
●薪キャリーと薪バサミがセットで付属
●薪を地面の湿気から守ります

●  包み込むような座り心地の一体式シートモ
デルのチェア

●  火の粉に強いキャンバスコットン生地
　BBQ・焚火のお供に！

●生地はコットン100％で火の粉に強い
●ノースイーグル製の焚火台と相性抜群
●  コンパクトタイプでソロキャンプでの
使用に最適

08  NE3341
ログラックテーブル

07  NE2411
アーバンコットンチェア 09  NE1235

焚火の壁

NEW

NEW NEWNEW
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TENT・TARP  テント・タープ

■本体サイズ 約630×300×190cm
■インナーサイズ 約270×210×180cm
■収納サイズ 約65×28×28cm
■材質 フライシート/75DポリエステルUV30＋（耐水圧1000mm）

インナー/63Dポリエステル、フロア/PE
メインポール/φ11mmグラスファイバー

■付属品 ピンペグ26本、自在付きロープ8本、収納ケース
■おすすめ使用人数 4人
■重量 約12.5kg
■入数 2

■本体サイズ 約210×200×130cm
■インナーサイズ 約200×110×115cm
■収納サイズ 約45×15×15cm
■材質 フライシート/68DポリエステルUV30＋（耐水圧1000mm）

インナー/63Dポリエステル、フロア/210Dポリエステルオックス（耐水圧3000mm）
メインポール/φ9.5mmジュラルミン、キャノピーポール/φ16mmスチール

■付属品 アルミペグ12本、自在付きロープ6本、キャノピーポール2本、収納ケース
■おすすめ使用人数 1人
■重量 約4.2kg
■入数 4

●ポールを差し込みペグダウンするだけのシンプル構造
●雨天の撤収時に雨に濡れにくい吊り下げインナー
●スカート付きで風や冷気対策もばっちり！
●大型メッシュ仕様で通気性抜群

●ジュラルミンポール採用の軽量モデル
●キャノピーポールが標準装備
●インナーなしでは、シェルターとして使用可能
●スカート＆サイドウォール付きで風や冷気対策もばっちり！

16  NE1244
L×Bフレンズドーム

13  NE1245
L×Bソロキャンドーム

NEW

■本体サイズ 約130×270×115cm
■インナーサイズ 約130×210×110cm
■収納サイズ 約φ14×40cm
■材質 フライシート/20DナイロンリップストップUV30＋（耐水圧2000mm）

インナー/63Dポリエステル
フロア/150Dポリエステルオックス（耐水圧3000mm）
ポール/φ8.5mmジュラルミン

■付属品 アルミペグ12本、自在付ロープ×5本、収納ケース
■おすすめの使用人数 1人
■重量 約1.9kg
■入数 6

■本体サイズ 約250×200×145cm
■収納サイズ 約40×13×10cm
■材質 シート/20DナイロンリップストップUV30＋（耐水圧2000mm）

ポール/φ19mmアルミ
■付属品 自在付ロープ（3m）×10本、アルミペグ×10本、収納ケース
■重量 約1.3kg
■入数 6

●丈夫で裂けにくいナイロンリップストップ生地採用
●ジュラルミンポールにより軽量化
●収納幅40cmでツーリングテントとしてもおすすめ

●自分好みにアレンジ可能なレクタ形状タープ
●収納幅40cmでツーリング用タープとしても使用可能

14  NE1231
ソロキャンドームテント

15  NE1232
ソロキャンレクタタープ130
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●フルクローズタイプで、日差しや冷気を遮断
●スクリーン付で、虫などの侵入をブロック
●UVカット素材を採用、紫外線を約90％カット

■本体サイズ 約250×250×243cm
■収納サイズ 約115×24×24cm
■材質 シート/210Dポリエステル（PUコーティング）

UV45＋シームレス加工（耐水圧1000mm）
フレーム/スチール

■付属品 ピンペグ12本、自在付きロープ4本、収納ケース
■重量 約14.6kg
■入数 1

24  NE1233
フルクローズキャノピー250Ⅳ

●メッシュ素材で通気性抜群
●POPUP式で設営簡単

■本体サイズ 約226×91×80cm
■収納サイズ 約φ70×6cm
■材質 シート/ポリエステルメッシュ

フロア/210Dポリエステルオックス（耐水圧3000mm）
■付属品 ピンペグ×4本、収納ケース
■重量 約1.6kg
■入数 3

23  NE1234
メッシュPOPUPシェルター

■本体サイズ 約250×250×215/245cm
■収納サイズ 約117×20×20cm
■材質 シート/210Dポリエステル（PUコーティング）

UV45＋シームレス加工（耐水圧1000mm）
フレーム/スチール

■付属品 ピンペグ12本、自在付ロープ4本、収納ケース
■重量 約10.8kg
■入数 1

●スクリーン付で、虫などの侵入をブロック
●キャンプやレジャーシーンで活躍

25  NE182
スクリーンキャノピー250

●メッシュ付、虫などの侵入をブロック

■本体サイズ 約200×232×135cm
■収納サイズ 約φ60×6cm
■材質 フライシート/ポリエステル

フロアシート/ポリエステルタフタ
ポール/ワイヤースチール

■付属品 収納ケース、ピンペグ6本
■重量 約2.6kg
■入数 6

26  NE975
フルクローズ＆メッシュサンシェード200

■本体サイズ 約200×177cm
■収納サイズ 約24×34×2cm
■材質 シート/210Dポリエステル（PUコーティング）

UV45＋（耐水圧1000mm）
■付属品 PVC収納ケース
■重量 約450g
■入数 12

20 NE1240
キャノピーフラップ200Ⅱ

●  「NE1236 ワンタッチキャノピー200」に最適
なサイドフラップ

●マジックテープで取り付け簡単

■本体サイズ 約250×177cm
■収納サイズ 約24×37×2cm
■材質 シート/210Dポリエステル（PUコーティング）

UV45＋（耐水圧1000mm）
■付属品 PVC収納ケース
■重量 約510g
■入数 12

21 NE1241
キャノピーフラップ250Ⅱ

●  「NE1237 ワンタッチキャノピー250」に最適
なサイドフラップ

●マジックテープで取り付け簡単

■本体サイズ 約300×177cm
■収納サイズ 約24×38×2.5cm
■材質 シート/210Dポリエステル（PUコーティング）

UV45＋（耐水圧1000mm）
■付属品 PVC収納ケース
■重量 約600g
■入数 12

22 NE1242
キャノピーフラップ300Ⅱ

●  「NE1238 ワンタッチキャノピー300」に最適
なサイドフラップ

●マジックテープで取り付け簡単

■本体サイズ 約200×200×210/240cm
■収納サイズ 約20×20×115cm
■材質 シート/210Dポリエステル（PUコーティング）

UV45＋シームレス加工（耐水圧1000mm）、フレーム/スチール
■付属品 ピンペグ12本、自在付ロープ4本、収納ケース
■重量 約8.6kg
■入数 1

17 NE1236
ワンタッチキャノピー200Ⅱ

●200cm角のコンパクトワンタッチ式

■本体サイズ 約250×250×215/245cm
■収納サイズ 約20×20×115cm
■材質 シート/210Dポリエステル（PUコーティング）

UV45＋シームレス加工（耐水圧1000mm）、フレーム/スチール
■付属品 ピンペグ12本、自在付ロープ4本、収納ケース
■重量 約9.6kg
■入数 1

18 NE1237
ワンタッチキャノピー250Ⅱ

●250cm角のミディアムワンタッチ式

■本体サイズ 約300×300×215/245cm
■収納サイズ 約21×25×119cm
■材質 シート/210Dポリエステル（PUコーティング）

UV45＋シームレス加工（耐水圧1000mm）、フレーム/スチール
■付属品 ピンペグ12本、自在付ロープ4本、収納ケース
■重量 約12.9kg
■入数 1

19 NE1238
ワンタッチキャノピー300Ⅱ

●300cm角のビックワンタッチ式
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SLEEPING BAG・SERVER・COOLER  寝袋・サーバー・クーラー

■本体サイズ 約150×150×0.2cm
■収納サイズ 約φ13×38cm
■材質 表面/アクリル、裏面/PEVA
■付属品 収納ベルト
■重量 約600g
■入数 12

■本体サイズ 約200×200×0.2cm
■収納サイズ 約φ15×52cm
■材質 表面/アクリル、裏面/PEVA
■付属品 収納ベルト
■重量 約1kg
■入数 6

■本体サイズ 約185×76×22cm
■収納サイズ 約29×7×29cm
■空気口サイズ 約φ18mm
■材質 PVC（表面ベルベットタッチ）
■付属品 リペアシール
■重量 約1.8kg
■入数 6

■本体サイズ 約191×137×22cm
■収納サイズ 約29×11×29cm
■空気口サイズ 約φ18mm
■材質 PVC（表面ベルベットタッチ）
■付属品 リペアシール
■重量 約3.3kg
■入数 4

■本体サイズ 約75×180cm
■収納サイズ 約φ20×35cm
■材質 表地・裏地/170Tポリエステル

中綿/フォローファイバー（約600g）
■付属品 収納ケース
■重量 約1kg
■入数 6

●表面は暖かみのある起毛仕様
●地面の冷気をシャットアウト

●表面は暖かみのある起毛仕様
●地面の冷気をシャットアウト

●洗濯機で丸洗いできるのでお手入れ簡単
●フルオープンで同一シュラフとの連結が可能
●2WAYジッパーで首元からも足元からも開
けます

●適温：約18℃

●表面は肌触りの良いベルベットタッチ

34  NE299
アクリル行楽シート150  チェック

●表面は肌触りの良いベルベットタッチ

35  NE300
アクリル行楽シート200  チェック

■本体サイズ 約197×67×1cm
■収納サイズ 約20×67×12cm
■材質 表面/190Tポリエステル、中/発泡ウレタン
■付属品 収納ケース
■重量 約450g
■入数 10

30  NE264
イーグルエアベッドS（ネイビー）

31  NE265
イーグルエアベッドW（ネイビー）

27  NE241
ウォッシャブルシュラフⅢ

■本体サイズ 約210×100cm
■収納サイズ 約φ23×38cm
■材質 表地・裏地/170Tポリエステル

中綿/フォローファイバー（約800g）
■付属品 収納ケース
■重量 約1.4kg
■入数 6

■本体サイズ 約190×63×6/15cm（マット部/枕）
■収納サイズ 約26×22×8cm
■材質 40Dナイロン（TPUコーティング）
■付属品 収納ケース、ゴムバンド
■重量 約700g
■入数 20

●  体の大きな方でも安心なワイドタイプの
シュラフ

●  洗濯機で丸洗いできるのでお手入れ簡単
●  フルオープンで同一シュラフとの連結が可能
●適温：約18℃

●折りたたみ式で収納コンパクト
●収納ケース付

●  収納ケースがポンプタイプで空気注入ラク
ラク

●ピロー付き

28  NE242
ゆったりシュラフ

29  NE243
エアーマット ピロー付き

33  NE303
コンパクトFDマットレスⅡ

■本体サイズ 約26.5×18×21cm
■収納サイズ 約26×18×7cm
■材質 本体/ABS樹脂、シート/ポリエステル
■重量 約720g
■入数 12

●  軽く踏むだけでゴムボートやエアベッドを
簡単にふくらませる事が可能

32  NE272
イーグルフットポンプ5L

NEW
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■本体サイズ 約25×25×28cm
■収納サイズ 約25×25×8cm
■材質 本体/PE

ベルト/ナイロン
■重量 約300g
■入数 20

●  広口タイプで、内側が簡単に洗浄可

38 NE617
広口ウォーターコンテナ16L

■材質 外側/ステンレス、内側/アルミ、蓋
本体樹脂部/PP
蓋内側/ステンレス、断熱材/発泡ウレタン

■保温効力 （約）45℃（24時間）、76℃（6時間）
■保冷効力 （約）14℃（8時間）
■重量 約2kg
■入数 4

41  NE662
ステンレスジャグ11.8Lダブルコック（ネイビー）

●高級感のあるステンレスボディ
●耐熱・耐冷両方対応
●  一度に2個飲料が注げるダブルコックタイプ

■本体サイズ 約40×27×31cm
■収納サイズ 約42×35×10cm
■材質 表面/アルミ蒸着シート

パッド/6mm発泡ウレタン
裏面/PEVA

■重量 約900g
■入数 16

42 NE652
シルバークーラー25L

●保冷剤ポケット付
●収納コンパクトで持ち運びに便利
●  500mlペットボトルが最大15本収納可

■本体サイズ 約42×31×32cm
■収納サイズ 約45×36×10cm
■材質 表面/アルミ蒸着シート　

パッド/6mm発泡ウレタン
裏面/PEVA

■重量 約1kg
■入数 12

43 NE653
シルバークーラー35L

●保冷剤ポケット付
●収納コンパクトで持ち運びに便利
●  500mlペットボトルが最大30本収納可

■本体サイズ 約φ23×30/36cm
■材質 外側/ステンレス、内側/PP、蓋、内蓋、コップ

本体樹脂部/PP、断熱材/発泡ウレタン
■付属品 コップ大小×各1個
■保温効力 （約）33℃（24時間）、63℃（6時間）
■保冷効力 （約）15℃（8時間）
■重量 約1.5kg
■入数 6

40  NE661
ステンレスジャグ7.7L（ネイビー）

●高級感のあるステンレスボディ
●耐熱・耐冷両方対応

■本体サイズ 約φ23×25/31cm
■材質 外側/ステンレス、内側/PP、蓋、内蓋、コップ

本体樹脂部/PP、断熱材/発泡ウレタン
■付属品 コップ大小×各1個
■保温効力 （約）30℃（24時間）、59℃（6時間）
■保冷効力 （約）17℃（8時間）
■重量 約1.3kg
■入数 6

39  NE660
ステンレスジャグ5.8L（ネイビー）

●高級感のあるステンレスボディ
●耐熱・耐冷両方対応

■本体サイズ 約90×90×44cm
■収納サイズ 約10×10×68cm
■材質 スチール
■付属品 プラペグ3本
■重量 約1kg
■入数 6

●φ25～32mmの太さのポールに対応
●収束型なので持ち運びラクラク
●海、山、運動会などの行楽に最適

44  NE911
パラソル三脚スタンド

■本体サイズ 約39×7×20cm
■材質 本体/PETG

キャップ、コック/PP
■耐冷温度 約－20℃
■耐熱温度 約60℃
■重量 約360g
■入数 8

36  NE658
フレーバータンク  4.2L

●キャンプ、その他イベント、災害用に便利

■本体サイズ 約34×16×20.5cm
■材質 本体/PETG

キャップ、コック/PP
■耐冷温度 約－20℃
■耐熱温度 約60℃
■重量 約380g
■入数 6

37  NE659
フレーバータンク  7.8L

●  お茶、スポーツドリンク、スライス野菜や果物
など、お好きなフレーバーで水出し可能
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CHAIR・TABLE  チェア・テーブル

●小さくたためてコンパクト収納
●座面と背面にもダブルフェイス生地を使用

■本体サイズ 約85×54×40/80cm
■収納サイズ 約14×11×86cm
■材質 シート/600Dポリエステル、フレーム/スチール
■付属品 収納ケース
■目安耐荷重 約80kg
■重量 約2.5kg
■入数 6

50  NE2406
コンパクトチェアL（スクエアライト）コンパンパクパクトトチェチェアェアアL（ススクエアライ（スクスクエクエアエアアライライト））ト）

■本体サイズ 約42×42×30/55cm
■収納サイズ 約11×11×55cm
■材質 シート/600Dポリエステル、フレーム/スチール
■付属品 収納ケース
■目安耐荷重 約75kg
■重量 約1.5kg
■入数 6

●座り心地の良い一体型シート
●  お子様から大人まで幅広く活用可能

45  NE2348
コンパクトチェアS（ブラック）コンパンパクパクトトチェェアS（ブチェアェアSアS（ブ（ブララックブララックック））ク）

●座り心地の良い一体型シート

■本体サイズ 約85×54×40/80cm
■収納サイズ 約14×11×86cm
■材質 シート/600Dポリエステル、フレーム/スチール
■付属品 収納ケース
■目安耐荷重 約80kg
■重量 約2.4kg
■入数 6

48  NE2350
コンパクトチェアL（ブラック）コンパンパクパクトトチェチェアェアアL（ブ（ブラブララッククック））ク）

■本体サイズ 約42×42×30/55cm
■収納サイズ 約11.0×11.0×55cm
■材質 シート/600Dポリエステル、フレーム/スチール
■付属品 収納ケース
■目安耐荷重 約75kg
■重量 約1.6kg
■入数 6

●小さくたためてコンパクト収納
●座面と背面にもダブルフェイス生地を使用

47  NE2404
コンパクトチェアS（スクエアライト）コンパンパクパクトトチェチェアェアSアS（スクエアライ（ス（スクスクエクエアエアアライライト））ト）

●小さくたためてコンパクト収納
●座面と背面にもダブルフェイス生地を使用

■本体サイズ 約85×54×40/80cm
■収納サイズ 約14×11×86cm
■材質 シート/600Dポリエステル、フレーム/スチール
■付属品 収納ケース
■目安耐荷重 約80kg
■重量 約2.5kg
■入数 6

49  NE2405
コンパクトチェアL（ミッドセンチュリー）コンパパクトチェアL（ミッドセンチュリンパクパクトトチェチェアェアアL（ミ（ミッドセドセンセンンチュチュリー））ー）

■本体サイズ 約42×42×30/55cm
■収納サイズ 約11.0×11.0×55cm
■材質 シート/600Dポリエステル、フレーム/スチール
■付属品 収納ケース
■目安耐荷重 約75kg
■重量 約1.6kg
■入数 6

●小さくたためてコンパクト収納
●座面と背面にもダブルフェイス生地を使用

46  NE2403
コンパクトチェアS（ミッドセンチュリー）コンパンパクパクトトチェチェアェアSアS（ミ（ミッドセドセンチュリセンンチュチュリー））ー）

■本体サイズ 約90×90×93～220cm■本■本体本体サ体サイズ 約9約990×990×9393～220cm3～2～2222020c0ccm
■収納サイズ 約87×9×9cm■収■収納収納サイズ 約87×9×9約8787×9 9cm×9c9ccm
■材質 ポール部分/アルミ■材■材 ポール部分材質 ポーポールールル部分分/部分/分//アルアルミミ

三脚部/アルミ三三脚 /脚部/部//アルアルミミ
■付属品 プラペグ3本、収納ケース■付■付付属品 ププラペググ3グ3本3本、収納ケース本、収納収納ケース
■重量 約1.5k■重量重量 約 .5kg1..5kgkg
■入数 6■入入数 66

●3段シャフト方式
●  収納サイズ87cmのコンパクト仕様
●  約93～最大220cmまで高さ調整可能
●  車の荷台に積みやすいサイズ

52  NE753
ランタンスタンド220ランランタンタンタンススタンド2ンスタスタタンド2220ド2222020

■本体サイズ 約190×65×42cm
■収納サイズ 約94×19×12cm
■材質 シート/600Dポリエステル

フレーム/アルミ
■目安耐荷重 約100kg
■重量 約6kg
■入数 2

51  NE380
アルミGIベッド  olive Ⅱ

●組立カンタンなベルクロ方式採用
●体の大きな方でもゆとりのアメリカンサイズ
●フレームは軽量でサビに強いアルミ製
●キャリーバッグ付きでスリムに収納

NEW

■本体サイズ 約30×21×11cm
■収納サイズ 約30×10.5×4cm
■材質 天板/ステンレス

脚部/ステンレス
■付属品 収納ケース
■重量 約430g
■入数 20

●ステンレス製天板で汚れもさっと拭き取れます。

53  NE3340
ウルトラコンパクト
テーブル
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●折りたたみ式で持ち運びに便利
●  ウッド調天板で飽きの来ない落ち着いた
　デザイン

■本体サイズ 約60×40×25cm
■収納サイズ 約30×40×4cm
■材質 天板/合板、フレーム/アルミ
■目安耐荷重 約30kg
■重量 約1.25kg
■入数 6

58  NE3346
FDミニテーブルⅡ

■本体サイズ 約44×36×23/46cm
■収納サイズ 約31×13×11cm
■材質 シート/600Dポリエステル

フレーム/ジュラルミン
■付属品 収納ケース
■目安耐荷重 約70kg
■重量 約760g
■入数 6

●ジュラルミンフレーム採用で軽くて丈夫
●小さくたためて収納コンパクト

54 NE2412
持って行きたくなるチェア
ミニ  BE

■本体サイズ 約56×54×33/63cm
■収納サイズ 約35×13×11cm
■材質 シート/600Dポリエステル

フレーム/ジュラルミン
■付属品 収納ケース
■目安耐荷重 約80kg
■重量 約1kg
■入数 6

●ジュラルミンフレーム採用で軽くて丈夫
●小さくたためて収納コンパクト
●小物収納に便利なサイドポケット付き

56 NE2413
持って行きたくなるチェア
BE

NEW

NEW

●高さ2段階調整可能な折りたたみ式テーブル
●  ウッド調天板で飽きの来ない落ち着いた
　デザイン

■本体サイズ 約90×60×40/70cm
■収納サイズ 約45×60×6.5cm
■材質 天板/合板、フレーム/アルミ
■目安耐荷重 約30kg
■重量 約3.75kg
■入数 4

59  NE3347
2WAY FDテーブル9060Ⅱ

■本体サイズ 約120×60×40/70cm
■収納サイズ 約60×60×6.5cm
■材質 天板/合板、フレーム/アルミ
■目安耐荷重 約30kg
■重量 約4.55kg
■入数 3

●高さ2段階調整可能な折りたたみ式テーブル
●  ウッド調天板で飽きの来ない落ち着いた
　デザイン

60  NE3348
2WAY FDテーブル12060Ⅱ

ロースタイル ロースタイル

40cm 40cm

NEW NEWNEW

■本体サイズ 約44×36×23/46cm
■収納サイズ 約31×13×11cm
■材質 シート/600Dポリエステル

フレーム/ジュラルミン
■付属品 収納ケース
■目安耐荷重 約70kg
■重量 約760g
■入数 6

●ジュラルミンフレーム採用で軽くて丈夫
●小さくたためて収納コンパクト

55 NE2407
持って行きたくなるチェア
ミニ

■本体サイズ 約56×54×33/63cm
■収納サイズ 約35×13×11cm
■材質 シート/600Dポリエステル

フレーム/ジュラルミン
■付属品 収納ケース
■目安耐荷重 約80kg
■重量 約1kg
■入数 6

●ジュラルミンフレーム採用で軽くて丈夫
●小さくたためて収納コンパクト
●小物収納に便利なサイドポケット付き

57 NE2408
持って行きたくなるチェア
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BBQ  バーベキュー

■本体サイズ 約35×23×18cm
■材質 本体/スチール、網/スチール（クロームメッキ）

ロストル/スチール
■付属品 網、ロストル
■重量 約1.5kg
■入数 6

65 NE1440
スクエアBBQ  miniⅡ

●持ち運び便利なミニタイプ
●ロースタイルのBBQにぴったりサイズ

対応網：NE1454

■本体サイズ 約43×26.5×16.5cm
■収納サイズ 約43×26.5×10.5cm
■材質 本体/ステンレス、脚部/スチール（クロームメッキ）

網/スチール（クロームメッキ）、ロストル/スチール
■付属品 網、ロストル
■重量 約1.4kg
■入数 4

●2～4人での利用に適したミニコンロ
●  脚は折りたたみ式で収納時厚さわずか
10cm

●錆びにくいステンレス採用

64 NE1421
ステンコンパクトミニBBQ

対応網：NE475/NE476

■本体サイズ 約23.3×16.5×16.5cm
■収納サイズ 約23.3×16.5×9.5cm
■材質 本体/ステンレス、脚部/スチール（クロームメッキ）

網/スチール（クロームメッキ）、ロストル/スチール
■付属品 網、ロストル
■重量 約600g
■入数 8

●ソロキャンパーにおすすめのミニサイズ
コンロ

●脚は折りたたみ式でスリム収納
●錆びにくいステンレス採用
●網を外すと焚き火台としても利用できます

■本体サイズ 約19×19×16cm（本体）
■網サイズ 約19×19cm（網）
■材質 本体/スチール、インナー/スチール

網/スチール（クロームメッキ）、ロストル/スチール
■付属品 網、ロストル、取っ手×2個、脚部パーツ×3個
■重量 約1kg
■入数 8

■本体サイズ 約31×20.5×25.5cm
■収納サイズ 約31×22.5×5.5cm
■網サイズ 約29×19cm
■材質 本体/スチール、脚部/スチール、インナー/鋼板

網/スチール（クロームメッキ）
■付属品 網、リフター、収納ケース
■重量 約1.4kg
■入数 8

61 NE1446
ラウンドミニBBQ

62 NE1449
V-shape
BBQグリル

●1～2人で食べ焼きするのに最適サイズ
●持ち運びに便利なミニBBQコンロ
●空冷式タイプで卓上使用可能

●  折り畳み式のBBQでコンパクトに収納でき
ます

●  中子付き（インナー付き）で卓上での使用も
OK

■本体サイズ 約21×14×13cm
■材質 本体/珪藻土　網/スチール（クロームメッキ）

ロストル/スチール　台/天然木
■付属品 網、ロストル、台
■重量 約2.3kg
■入数 8

■本体サイズ 約21×14.7×1cm
■材質 本体／スチール

スクレーパー／ステンレス
リフター／ステンレス

■付属品 スクレーパー、リフター、収納ケース
■重量 約800g
■入数 10

69 NE1436
角型シチリン  mini

66 NE1466
ソロシェフ
グリドル

対応網：NE1465

●  お一人様に丁度良いサイズのミニ七輪
●  珪藻土使用でじっくりBBQを楽しめます

●持ち運びに便利な収納ケース付きのミニ鉄板
●小型の網焼き用グリルとの相性も抜群！料
理の幅が広がります

NEW

NEW

63  NE1420
ステンミニBBQ  solo

対応網：NE1465

■本体サイズ 約12.3×12.3cm
■材質 スチール
■重量 約70g
■入数 50

68 NE497
スチールロストル（角型）

対応シチリン　NE444

■本体サイズ 約φ10.8cm
■材質 スチール
■重量 約70g
■入数 50

67 NE496
スチールロストル（丸型）

対応シチリン　NE1413
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■本体サイズ 約66×32.5×34/69.5cm
■網サイズ① 約38×29cm
■網サイズ② 約23×29cm
■収納サイズ 約66×32.5×17.5cm
■材質 本体/ステンレス　脚部/ステンレス　火床/スチール

網/スチール（クロームメッキ）　ロストル/スチール
■付属品 網、ロストル
■重量 約4.3kg
■入数 3

●錆びに強いステンレスボディー採用
●高さ2段階調整
●引き出し付きで炭の継ぎ足しがラクラク

73 NE1468
ステン炭足しラクラクBBQ650

■本体サイズ 約φ27×22.5cm、網/約φ26cm
■材質 本体/珪藻土、目皿/スチール

網/スチール（クロームメッキ）
■付属品 網、ロストル
■重量 約5.4kg
■入数 2

75 NE1413
シチリン270withネット

対応網：NE452/NE469
■本体サイズ 約φ30×18.5cm
■材質 本体/珪藻土、目皿、台/スチール

網/スチール（クロームメッキ）
■付属品 網、ロストル
■重量 約3.3kg
■入数 4

76 NE450
大型丸型シチリン30

●焼き網はφ30cmのワイド設計
●専用台付

■本体サイズ 約40×24×18.5cm
■材質 本体/珪藻土、目皿、台/スチール

網/スチール（クロームメッキ）
■付属品 網、ロストル、台
■重量 約7.5kg
■入数 2

77 NE444
角型シチリン

●  断熱性に富んだ珪藻土を使用
●専用台付

対応網：NE452/NE469 対応網：NE475/NE476

NEW

■本体サイズ 約64×30×34/70cm
■収納サイズ 約64×30×12.5cm
■材質 本体/スチール　脚部/スチール

網/スチール（クロームメッキ）
■付属品 網
■重量 約2.85kg
■入数 3

71  NE1431
2WAYバーベキューコンロ600  ブラック

対応網：NE451/NE1452

●高さ2段階調整可能
●工具要らずで組立簡単

●高さは2WAY
●ロータイプのBBQコンロにも対応
●コンロ挿入口は80×39.5cm

■本体サイズ 約120×80×34.5/68.5cm、BBQ穴サイズ/約80×39.5cm
■収納サイズ 約80×60×10cm
■材質 天板/スチール、脚部/スチール
■重量 約7kg
■入数 3

74 NE3322
バーベキューテーブル  BK

対応コンロ：NE1431

■本体サイズ 約43×32.5×34/69.5cm
■網サイズ 約38×29cm
■収納サイズ 約43×32.5×17.5cm
■材質 本体/ステンレス　脚部/ステンレス　火床/スチール

網/スチール（クロームメッキ）　ロストル/スチール
■付属品 網、ロストル
■重量 約3.4kg
■入数 3

●錆びに強いステンレスボディー採用
●高さ2段階調整
●引き出し付きで炭の継ぎ足しがラクラク

72 NE1467
ステン炭足しラクラクBBQ430

NEW

■本体サイズ 約46×23×24/48/60cm
■収納サイズ 約46×23×14cm
■材質 本体/鋼板、網/スチール（クロームメッキ）

脚・ロストル/スチール
■付属品 網、ロストル
■重量 約2.6kg
■入数 6

70  NE1404
コンパクト3WAYバーベキュー430

●高さ3段階調整の3WAYタイプ
●ネジを使用しない簡単組立

34.5cm
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BBQ ACCESSORY  バーベキューアクセサリー

■本体サイズ 約φ30×3cm
■材質 鋼板
■重量 約300g
■入数 60

80  NE1494
ジンギスカンプレート

■本体サイズ 約37×24×1cm
■材質 スチール
■重量 約1.2kg
■入数 8

84  NE470
バーベキュー鉄板S3724

■本体サイズ 約40×34×2.5cm
■材質 鋼板
■重量 約350g
■入数 30

81  NE1483
バーベキュープレートM

■本体サイズ 約45×32×2cm
■材質 スチール
■重量 約2kg
■入数 6

85  NE471
バーベキュー鉄板M4532

■本体サイズ 約50.8×30.5×2.5cm
■材質 鋼板
■重量 約400g
■入数 30

82  NE1484
バーベキュープレートL

■本体サイズ 約7×20.5×4.5cm
■材質 柄/PP、ブラシ/真鍮

スクレイパー/ステンレス鋼
■重量 約80g
■入数 30

83  NE1489
バーベキューブラシSD

■材質 マングローブ
■重量 約3kg
■入数 8

■材質 マングローブ
■重量 約6kg
■入数 4

■材質 南洋材
■重量 約5kg
■入数 4

88  NE530
オガ備長炭5kg

86  NE519
特選切炭3kg

87  NE520
特選切炭6kg 炭5kg

■本体サイズ 約17×42.4×4cm
■収納サイズ 約22×17×5.5cm
■材質 本体/アルミ

取っ手/ステンレス
■目安炊飯量 1合
■重量 約226g
■入数 24

79  NE1496
丸型飯チン

■本体サイズ 約16×38×4.5cm
■収納サイズ 約19×16×6cm
■材質 本体/アルミ

取っ手/ステンレス
■目安炊飯量 1合
■重量 約236g
■入数 24

78  NE1495
角型飯チン

●熱伝導率の高いアルミ製
●炊飯時取っ手で蓋をロック可

●  熱伝導率の高いアルミ製
●炊飯時取っ手で蓋をロック可
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■本体サイズ 約40×50cm
■材質 スチール（クロームメッキ）
■重量 約600g
■入数 10

107 NE455
イーグルアミ（M）4050

■本体サイズ 約40×60cm
■材質 スチール（クロームメッキ）
■重量 約700g
■入数 10

108  NE456
イーグルアミ（L）4060

■本体サイズ 全長約45cm
■材質 スチール
■重量 約160g
■入数 30

92  NE1491
塗りバサミ45cm

■本体サイズ 全長約45cm
■材質 亜鉛メッキ鋼板
■重量 約150g
■入数 80

93  NE1492
スチール炭ばさみ45cm

■本体サイズ 全長約57cm
■材質 亜鉛メッキ鋼板
■重量 約210g
■入数 80

94  NE1493
スチール炭ばさみ57cm

■本体サイズ 全長約45cm
■材質 本体/ステンレス

グリップ/ラバー
■重量 約180g
■入数 60

89  NE1485
ステングリップ付　炭バサミ45

■本体サイズ 約16×25×31cm（ハンドル使用時）
■収納サイズ 約16×18×31cm
■材質 本体/スチール（亜鉛メッキ）

ハンドル/フェノール樹脂
■重量 約1.3kg
■入数 6

91  NE1441
ツケルモケスモ

■本体サイズ 約φ19×27cm
■材質 本体/鋼板、つまみ・ハンドル/スチール（クロームメッキ）
■重量 約900g
■入数 8

●フタをするだけで、自然に消火
●残った炭を再利用できるエコグッズ

90  NE1412
火消しバケツ

■本体サイズ 約φ30cm
■材質 スチール（クロームメッキ）
■対応モデル NE1413シチリン270 withネット

NE450大型丸型シチリン30
■重量 約200g
■入数 20

101 NE469
ホルモン網丸型

■本体サイズ 約30×30cm
■材質 スチール（クロームメッキ）
■対応モデル NE1431 2WAYバーベキューコンロ600ブラック

NE1434バケツグリル
■重量 約200g
■入数 20

102 NE1452
ホルモン網角型30

■本体サイズ 約45×30cm
■材質 スチール（クロームメッキ）
■重量 約450g
■入数 10

106 NE467
イーグルアミ（S）4530

■本体サイズ 約40×40cm
■材質 スチール（クロームメッキ）
■対応モデル NE1443ステン焚火グリルX
■重量 400g
■入数 20

104 NE1464
イーグル網400×400

■本体サイズ 約21×13cm
■材質 スチール（クロームメッキ）
■対応モデル NE1420 ステンミニBBQ solo
■重量 約125g
■入数 20

95 NE1465
soloコンロ用アミ

■本体サイズ 約23×29cm
■材質 スチール（クロームメッキ）
■対応モデル NE1445 ステンワンタッチ焚火台
■重量 約200g
■入数 20

96 NE1458
イーグルアミ23×29

■本体サイズ 約38×29cm
■材質 スチール（クロームメッキ）
■対応モデル NE1433ステン引き出し付コンロ
■重量 約320g
■入数 20

97 NE1457
イーグルアミ38×29

■本体サイズ 約φ30cm
■材質 スチール（クロームメッキ）
■対応モデル NE1413シチリン270 withネット

NE450大型丸型シチリン30
■重量 約325g
■入数 20

98 NE452
イーグルシチリン網（丸型）30

■本体サイズ 約30×30cm
■材質 スチール（クロームメッキ）
■対応モデル NE1431 2WAYバーベキューコンロ600ブラック

NE1434バケツグリル
■重量 約300g
■入数 20

99 NE451
イーグルシチリン網（角型）3030

■本体サイズ 約40×23cm
■材質 スチール（クロームメッキ）
■対応モデル NE444角型シチリン

NE1421ステンコンパクトミニBBQ
■重量 約280g
■入数 20

100 NE475
角型シチリン用アミ

■本体サイズ 約40×23cm
■材質 スチール（クロームメッキ）
■対応モデル NE444角型シチリン

NE1421ステンコンパクトミニBBQ
■重量 約360g
■入数 20

103 NE476
BIGホルモンアミ

■本体サイズ 約32.5×20.8cm
■材質 スチール（クロームメッキ）
■対応モデル NE1440スクエアBBQminiⅡ
■重量 約210g
■入数 20

105 NE1454
イーグル網（SS）
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0120-68-4577

Camp goods

Bon Fire wall

Round wood Stove

Log rack table

Chair

Steel mesh table

wood
handle AXE

V-shape BBQグリル

Solo camp dome tent


